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２１５３

  告     示  

神戸市告示第３２５号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３９条の２第１項の規定により，入札占用指針を定める。

その関係書類は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，一般の縦覧に供する。

　　令和２年７月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札対象施設等

　　道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第７条第９号に掲げる倉庫，自動車駐車場，自転

　車駐車場その他これらに類する施設（都市計画法による規制及び神戸市条例「神戸港の臨港

　地区内の分区における構築物の規制に関する条例」で規定される工業港区の目的に合致する

　用途の施設）

２　道路の占用の場所

　　兵庫県道高速湾岸線住吉浜渡り線下

　　兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３番１及び２番２

　　１４，０５６．９５㎡

３　道路の占用の開始の予定時期

　　令和２年１１月１２日

４　道路の機能又は道路交通環境の維持を図るために入札対象施設等の設置に伴い求める措置

　　占用区域内及びその近傍における道路及び水路の清掃，除草を年１回程度実施すること 

　（実施要領を定め，定期的に報告すること）。

　　占用区域及びその近傍における道路構造物等の日常的な点検等をおこなうこと（実施要領

　を定め，定期的に報告すること）。

　　その他「道路占用許可条件（予定）」に掲げる必要な措置を実施すること。

５　認定の有効期間

　　１９年５ヶ月

６　入札占用指針の交付期間，場所，方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年７月１７日（金）から令和２年８月２０日（木）までの土日祝日を除く，毎日９時

　　から１７時まで

　⑵　交付場所

　　　大阪府大阪市中央区本町３丁目５番７号

　　　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構関西業務部管理課

　⑶　交付方法

　　　手交，神戸市ホームページからデータをダウンロード

―――――――――――――――――

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号



神戸市告示第３８７号

　土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定に基づき，形質変更時要届出区

域の一部の指定を次のとおり解除する。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　一部の指定を解除する形質変更時要届出区域

　　長田区南駒栄町１番１１の一部（別図のとおり）

２　特定有害物質の名称

　　鉛及びその化合物

３　講じられた汚染の除去等の措置

　　土壌汚染の除去
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―――――――――――――――――

神戸市告示第３８８号

　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）第８条第１項の規定により印影等を印刷する

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法を，同条第２項

の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３８９号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年８月１９日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年８月４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

  　

 

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１５６

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　９．５０

最小　　９．４０

２０．６０新神戸市垂水区東垂水１丁目

１０５３番７地先から

神戸市垂水区東垂水１丁目

１０５３番６地先まで

下平尾１号

線

市道

最大 　１２．４０

最小　　９．４０

２０．６０旧

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　　書　　　名

書　体様式名　称

方１５隷書２市長の印
ひとり親世帯臨時・特別給付金　支給決定

通知書

方１５隷書２市長の印
ひとり親世帯臨時・特別給付金　不支給決

定通知書



２１５７

  公     告  

神戸市公告第３７４号

　神戸市公告第２６号の業務名「校内情報通信ネットワーク再整備業務」について，一般競争入

札により落札者を決定したので，次の通り公告します。

　　令和２年７月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　特定役務の名称及び数量　

　　校内情報通信ネットワーク再整備業務　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課

　　神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号　神戸ハーバーランドセンタービル　ハーバーセン

　ター４階

３　落札者を決定した日

　　令和２年５月１２日

４　落札者の氏名及び住所

　　西日本電信電話株式会社　兵庫支店

　　支店長　川副　和宏

　　神戸市中央区海岸通１１番

５　落札金額（契約金額）

　　３，２９５，２１２，８００円（税込）

６　落札者を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札の公告を行った日

　　令和２年４月３日　

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３７５号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

長田区駒ヶ林町他細街路整備工事工 事 名

神戸市長田区駒ヶ林町６丁目他２箇所工事場所

令和３年２月１０日完成期限

土工　１式，　排水構造物工　Ｌ＝２３０ｍ，　舗装工　Ａ＝４８１㎡，　工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１５８

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

構造物撤去工　１式

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他



２１５９

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

―――――――――――――――――

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年７月１７日（金）～７月２８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



神戸市公告第３７６号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１６０

令和２年度北管内舗装補修工事その２工 事 名

神戸市北区山田町藍那工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

舗装工１式　３，０４０㎡　　区画線工１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望と

して登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

その他



２１６１

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

令和２年７月１７日（金）～７月２８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和２年７月３１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。



　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３７７号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１６２

神戸港陸閘更新工事（東神戸１４２号）工 事 名

神戸市東灘区深江浜町工事場所

令和３年２月２８日完成期限

神戸港の高潮対策事業として，既存の老朽化した防潮陸閘の更新を行う。これ

には陸閘の照査設計・製作・据付・試運転及び調整までの一切を含む。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「鋼構造物」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

その他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



２１６３

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月１７日（金）～７月２８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３７８号

　一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　なお，当該契約は，地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約です。

　　令和２年７月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１６４

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

垂水処理場　東２系水処理機械設備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，垂水処理場内の東２系に水処理機械設備の設置を行うものである。

東２系水処理機械設備工…１式
工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

令和２年７月３１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



２１６５

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

３　入札及び契約に関する事務を担当する部局

　⑴　入札に関する事務を担当する部局

　　　郵便番号　６５０－８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館

　　２階

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」とい 

　　う。）

　⑵　契約に関する事務を担当する部局

　　　⑴と同じ。

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札説明書等の交付期間，交付場所及び交付方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

　下水道法上の終末処理場で，日最大処理水量１６，０００㎥ ／日以上の生物

反応槽において，凝集剤添加型多段ステップ硝化脱窒法の散気装置を新

設又は更新する工事を元請として平成１７年度以降に完成させた実績があ

ること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

　神戸市工事請負競争入札参加資格を有すること。（規則第３条の２第

１項又は第２７条の４第１項において読み替えて適用する規則第３条の２

第１項に規定する認定を受けていること。）

神戸市の入札

参加資格

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。

⑶　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日ま

　での間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に

　基づく指名停止を受けていないこと。

⑷　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日ま

　での間において，経営状況が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法

　律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の決定がされている者，民

　事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生計画認可の決

　定がされている者を除く。）でないこと。

⑸　この工事の入札参加資格の審査の申請をした他の共同企業体の構成

　員でないこと。

その他

令和２年７月１７日（金）～７月３１日（金）交付期間



６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　契約監理課

８　入札の日時及び場所等

　　入札は原則として電子入札システムを利用する電子入札により行います。紙入札による参

　加を希望される場合は事前に承認が必要となるため，入札に参加する者に必要な資格の審査

　の申請書の提出期間内に契約監理課まで申し出てください。

　⑴　電子入札の場合

　⑵　持参の場合

　⑶　郵送の場合

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１６６

第１日目　令和２年８月３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

令和２年７月１７日（金）～７月３１日（金）

※　本市の休日を除く，兵庫県電子入札共同運営システム（以下，電子入札シ

　ステムという。）の稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

　ただし，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１

項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く　午前９時

～正午，午後１時～午後５時

契約監理課及びホームページ交付場所

無料交付

※　ホームページより入手する場合は，兵庫県電子入札共同運営システムホー

　ムページ内の神戸市ホームページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）

　に掲載するので，ダウンロードすること。

交付方法

令和２年９月２日（水）　午前９時から午前１０時まで日 時

　入札書を，内訳書を添付の上，所定の入札用封筒に入れ封緘し，封筒の表に

「入札書在中」と朱書し，下記窓口に提出すること。
方 法

契約監理課場　　所

令和２年９月１日（火）午後５時までに，本市（本庁舎）に到着する文書の直日 時
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９　開札の日時及び場所等

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札書の記載金額

　　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

　加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）

　をもって落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

　免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

　書に記載すること。　

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　落札者の決定方法

　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし，落

　札者となるべき者の入札価格によっては，低入札価格調査手続要綱に基づき，その者を落札

　者としないことがあります。

　　予定価格事後公表の適用工事において，落札者となるべき者がいない場合は，当初の入札

　において予定価格を超過した価格をもって入札した者のみを対象として再入札を行います。

　また，再入札によっても落札者となるべき者がいない場合には不調打ち切りとします。

　　開札の結果，落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは，電子入札シス

　テムの抽選機能により落札者を決定します。

１４　契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１５　その他

　⑴

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

接窓口である行財政局業務改革課（文書係）に到着していること。

入札書を，内訳書を添付の上，所定の入札用封筒に入れ封緘し，さらに別の封

筒（様式は自由）に入れ，封筒の表に「入札書在中」と朱書し，書留郵便で送

付すること。

方 法

郵便番号　６５０－８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市行財政局契約監理課
あ て 先

令和２年９月２日（水）午前１０時半を予定日 時

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２階
場 所



　⑵　神戸市工事請負入札参加資格を有すると認定されていない者の参加

　　　本件入札への参加を希望される時点で神戸市工事請負入札参加資格を有すると認定され

　　ていない場合は，入札参加にあたって，別途当該資格の認定に関する申請を行い，その認

　　定を受ける必要があります。申請に必要な手続きは，下記のとおりです。

　　　ア　申請先　

　　　　　３⑴入札に関する事務を担当する部局に記載する部局

　　　イ　申請に必要な書類の入手方法

 　上記申請先で本市の休日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時まで

　　　　を除く）無料で交付する。

　　　ウ　申請期限

 　令和２年７月３１日（金）午後５時まで

　⑶　入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者の参加の

　　制限

　　　この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

　　には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

　　合の入札を除く。）は全て無効とします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　　　ア　資本関係

 　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び

 会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が

 会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事

 再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

　　　　①親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

 　以下同じ。）と子会社の関係にある場合

 ②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

　　　イ　人的関係

 　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，①については，会社の一方が更生

 会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除

 く。

 ①一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が，他方

 　の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

 ②一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

 　再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

 　その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

１６　Summary

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１６８

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無
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―――――――――――――――――

神戸市公告第３７９号

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定に基づき，農用地利用

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和２年７月２０日

    神戸市　  

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

３　第１項に規定する者に前項に規定する土地について利用権の設定を行う者の氏名及び住所

　　別表のとおり

４　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の種類，内容（土地の利用目的を含む。），始

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

　　　利用権の設定を行う者（以下「甲」という。）は，災害その他やむを得ない事由のため，

　　利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が借賃の支払期限までに借賃の支払をす

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

Tarumi Sewage Treatment Plant

Construction of sewage treatment facility equipment

for East System No. 2

Subject matter of the contract

5:00 P.M. 31 July, 2020 

In case of the electronic bid

8:00 P.M. 31 July, 2020

The closing date and time for the submission 

of application forms and attached documents 

for the qualification confirmation

9:00～10：00 A.M. 2 September, 2020

In case of the electronic bid

9:00 A.M.～8:00 P.M. 31 August, 2020

9:00 A.M.～3:00 P.M. 1 September, 2020

The date and time for the submission of 

tenders

Contract  Administration Division, 

Administration and Finance Bureau, Kobe City Hall, 6-5-1 Kano-

cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

TEL 078-322-5147

A contact point where 

tender documents are 

available



　　　利用権の設定を受ける土地（以下「目的物」という。）が農地である場合において，別

　　表に定める借賃の額が災害その他不可抗力により，３０％を超える損害を被った場合，乙は，

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

　　　減額されるべき額は，甲及び乙が協議して定めるものとし，その協議が調わないときは，

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

　　　甲及び乙は，別表に定める利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。

　　ただし，特別の事情があるときは，あらかじめ市と協議の上，所定の手続きを経て解約す

　　ることができる。また，乙は，農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第 

　　１０１号）第２０条に規定する知事の承認を受けたときは，農地中間管理権に係る賃貸借又は

　　使用貸借を解除することができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

　　　ただし，兵庫六甲農業協同組合（農地利用集積円滑化団体），（公社）兵庫みどり公社

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

　　ア　甲は，乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について自らの費用

　　　と責任において修繕する。ただし，緊急を要するときその他甲において修繕することが

　　　できない場合で甲の同意があったときは，乙が修繕することができる。この場合におい

　　　て，乙が修繕の費用を支出したときは，甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ　乙は，甲の同意を得て，目的物の改良を行うことができる。ただし，その改良が軽微

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

　　イ　乙は，目的物に係る農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく共済掛金及び

　　　賦課金を負担する。

　　ウ　目的物に係る土地改良区の賦課金，水利費その他の費用については，甲及び乙が別途

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

　　ア　利用権の存続期間が満了したときは，乙は，その満了の日から７日以内に，甲に対し

　　　て目的物を原状に回復して返還する。ただし，災害その他の不可抗力，修繕若しくは改

　　　良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生じる形質の変更については，

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

　　イ　乙は，目的物の改良のために支出した有益費については，その返還時に増価額が現存

　　　している場合に限り，甲の選択に従い，その支出した額又は増加額（土地改良法（昭和

　　　２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業により支出した有益費については，増価額。

　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

　　ウ　イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間でその支出した額又は

　　　増価額について協議が調わないときは，甲及び乙双方の申出に基づき市が認定した額を，

　　　その支出した額又は増加額とする。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１７０
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　　エ　乙は，イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き，目的物の返還に

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

　　　甲及び乙は，この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する

　　事項は変更しないものとする。ただし，甲，乙及び市が協議の上，真にやむを得ないと認

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

　　　乙は，この農用地利用集積計画の定めるところに従い，目的物を効率的かつ適正に利用

　　しなければならない。

　⑽　その他

　　　この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこの農用地利用集積計画に関し疑義が生

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

別表

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

令和２年１２

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米７４㎏令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃貸借明石市上ノ

丸

小川　勝也２，４７０

　

田神戸市西区

平野町黒田

字北畑６１８

－１

神戸市西区

櫨谷町

小池　潤

玄米

　 １５１㎏
４９４田神戸市西区

平野町黒田

字北畑６１８

－２

令和２年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

２０，０００

円

令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃貸借神戸市東灘

区住吉宮町

赤澤　千栄

美

１，１０６

　

田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

５４５

神戸市西区

伊川谷町

八橋　幸嗣

令和２年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１０，２８０

円

令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

櫨谷町

二星　隆己１，０２８

　

田神戸市西区

櫨谷町松本

字三本松

１０９０

神戸市須磨

区北落合

白川　敏弘

令和４年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

山田町

前田　正之１，０１１

の内

３１７

田神戸市北区

山田町原野

字樋詰１５

神戸市北区

山田町

前中　照男

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

２９，７３０

円

令和６年

１２月３１日

本公告の

日

普通畑とし

て利用

賃借権神戸市北区

藤原台南町

前田　利治３，７０３

　

畑神戸市北区

八多町深谷

字西長尾

１９０９

神戸市北区

鹿の子台北

町

中川　優

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

５，０００

円

令和６年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

唐櫃台

山上　登志

子

１，１４４

　

田神戸市北区

淡河町萩原

字岩町１７９９

神戸市北区

淡河町

中谷　有希



令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１７２

する預金口

座へ振り込

む。

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１５，４００

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

平野町

谷　仁司１，７７１

　

田神戸市西区

平野町黒田

字下鍋谷

８１１－２

神戸市西区

枝吉

吉本　利數

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米４１㎏令和８年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃貸借神戸市西区

櫨谷町

小池　義春１，３５０

　

田神戸市西区

櫨谷町池谷

字小谷３

神戸市西区

櫨谷町

小池　潤

玄米２７㎏９１５田神戸市西区

櫨谷町池谷

字上垣内

５１１－１

玄米２２㎏７３９田神戸市西区

櫨谷町池谷

字上垣内

５１２－１

玄米６㎏２０７田神戸市西区

櫨谷町池谷

字上垣内

５１２－２

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

３７，５００

円

令和１１年

１２月３１日

本公告の

日

普通畑とし

て利用

賃借権神戸市北区

大沢町

神戸市北区

大沢町

大植　美代

子

大植　章司

３，３２２

　

畑神戸市北区

大沢町上大

沢字次郎ヶ

谷３１００－１

神戸市北区

大沢町

中原　久男

毎年１２月２０

日までに借

賃の全量を

甲の住所へ

持参する。

玄米５９㎏令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃貸借神戸市西区

櫨谷町

山本　晃弘１，９６９

　

田神戸市西区

櫨谷町池谷

字大谷４９

神戸市西区

櫨谷町

小池　潤

玄米２９㎏９６８田神戸市西区

櫨谷町池谷

字城ヶ谷

１２１

玄米４４㎏１，４７７

　

田神戸市西区

櫨谷町池谷

字苗代ノ内

４３１－１

令和１２年

７月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

八多町

馬場　文代１，３１３

　

田神戸市北区

八多町下小

名田字鍬村

１０８８

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

６，６５８

円

令和１２年

８月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権兵庫県三田

市西山

向田　晴彦１，５３０

　

田神戸市北区

長尾町上津

字西角５５８２

－１

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
１，６６６

円

３８３田神戸市北区

長尾町上津

字西角５５８２

－２

３，６７６

円

８４５田神戸市北区

長尾町上津

字三谷垣内

５５１０



２１７３ 令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

４５，０００

円

令和１２年

７月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町

檜木　拓郎２，９４４

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字向井

１９９６－１

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

３３，０００

円

令和１２年

７月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

坂口　春雄２，７５２

　

田神戸市西区

神出町北字

宮裏５０４

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

３２，７５０

円

２，７２４

　

田神戸市西区

神出町北字

宮裏５０５

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２０，９５５

円

令和１２年

７月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

近藤　重一１，９０５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２９３９

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
２７，６７６

円

２，５１６

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２９９１

２３，１９９

円

２，１０９

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

３０１４

２３，７８２

円

２，１６２

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

３１２４

４，２１３

円

普通畑とし

て利用

３８３畑神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７９３

６，４９０

円

水田として

利用

５９０田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７９５

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２４，００２

円

令和１２年

７月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権明石市小久

保

古河　克規２，１８２

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７５３

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
２６，３４５

円

２，３９５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７５４

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

６，１３８

円

令和１２年

８月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権

明石市沢野

明石市沢野

押部　周信

相続人

押部　香津

子

菅　友美

５８１田神戸市西区

神出町宝勢

字上場中筋

３２８７

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
８，７２７

円

８２６田神戸市西区

神出町宝勢

字上場中筋

３３２５－１

１３，７３５

円

１，３００

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字上場中筋

３３２５－２

令和１２年

８月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

神出町

近藤　幸子２４９田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

公益社団法

人

兵庫みどり
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９６８－２１８公社

理事長

新岡　史朗
毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２３，５９５

円

賃借権２，１４５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２８５６

７，６７８

円

普通畑とし

て利用

６９８畑神戸市西区

神出町宝勢

字辻堂西

２５２６

１３，６５１

円

水田として

利用

１，２４１

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字辻堂西

２５２７

１８，５４６

円

１，６８６

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６２９

２６，５８７

円

２，４１７

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６３２

２１，０７６

円

１，９１６

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６７７

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２４，０７９

円

令和１２年

８月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権堺市北区百

舌鳥梅北町

竹中　康司２，１８９

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２８４３

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
２２，５９４

円

２，０５４

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７６８

１６，６５４

円

１，５１４

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７８４

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

９，１２０

円

令和１２年

８月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

上新地

櫻井　義洋９１２田神戸市西区

岩岡町古郷

字福吉３０３

－７

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２３，８００

円

令和１６年

８月３１日

令和２年

７月３１日

水田として

利用

賃借権兵庫県伊丹

市東野

小西　晃一２，３８０

　

田神戸市北区

八多町上小

名田字ふけ

８６

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
３，３１０

円

３３１田神戸市北区

八多町上小

名田字ふけ

９５－１

９，０８０

円

９０８田神戸市北区

八多町上小

名田字佃８７

－１



２１７５

神戸市公告第３８２号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

ポートターミナル中央監視装置改修他工事工 事 名

神戸市中央区新港町４番５号工事場所

令和３年３月２６日完成期限

ポートターミナル内の既設中央監視装置及び配管配線の更新を行う工事一式と

する。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気専門」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１７６

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～７月３１日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



２１７７

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８３号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

灘区総合庁舎非常電源装置改修工事工 事 名

神戸市灘区桜口町４丁目２番１号工事場所

令和３年１月２９日完成期限

高圧機器制限用及び非常照明用直流電源装置の蓄電池盤・整流器盤の改修工事

一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１７８

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～７月３１日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



２１７９

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８４号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

令和２年８月５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

布引公園便所外構給排水設備設置工事その１工 事 名

神戸市中央区葺合町字布引山工事場所

令和２年１０月３１日完成期限

布引公園に別途建設予定の公衆便所Ａ棟に係る外構の排水設備及び給水設備を

新設する機械設備工事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他



　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１８０

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年７月２２日（水）～７月３１日（金）受付期間



２１８１

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８５号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

第１日目　令和２年８月３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

契約監理課提出場所



　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１８２

東山菊水線街路築造工事（その１）工 事 名

神戸市兵庫区湊川町９丁目工事場所

令和２年１２月２０日完成期限

土工１式，擁壁工９㎥，排水構造物工４２ｍ，縁石工３９ｍ，防護柵工８ｍ，付属

物工１式，道路付属物工１式，舗装工２２１㎡，構造物撤去工１式，仮設工１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

その他



２１８３

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～７月３１日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月４日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月５日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８６号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１８４

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度西部管内舗装補修工事（その２）工 事 名

神戸市須磨区若木町工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

路面切削工　Ａ＝２，６６０㎡　　Ａｓ舗装工　Ａ＝２，６６０㎡　　区画線工　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望と

して登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

その他



２１８５

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～７月３１日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す方 法



８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８７号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１８６

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

小束山小学校こどもひろば整備工事工 事 名

神戸市垂水区小束山７丁目８６８－３６２工事場所

令和３年３月５日完成期限

軽量鉄骨造平屋建１棟の増築に係わる建築主体，既存取合改修工事，屋外附帯

工事他
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

単独企業形態



２１８７

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年７月２２日（水）～８月４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号
受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８８号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１８８

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



２１８９

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

八多小中学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区八多町附物８７６工事場所

令和３年３月１６日完成期限

①校舎棟外壁・屋根屋上防水・鉄部塗装・床改修・便所改修工事　一式

②付帯施設棟外壁・屋根・鉄部塗装改修工事　一式

③上記に伴う設備工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１９０

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～８月４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



２１９１

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８９号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

長楽町５丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市長田区長楽町５丁目他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年５月２８日完成期限

管きょ更生工　φ２５０　Ｌ＝８８３．６２ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０　Ｌ＝５７．３９ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１９２

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑷⑸中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～８月４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



２１９３

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３９０号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

第１日目　令和２年８月５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

舞子山手線歩道改良工事その２工 事 名

神戸市垂水区星陵台５丁目工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１９４

令和３年３月３１日完成期限

延長Ｌ＝１５０ｍ，土工一式，排水構造物工一式，舗装工一式，

防護柵工一式，区画線工一式，構造物撤去工一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

神戸市水道公告第５４号と合併入札とする。

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



２１９５

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

令和２年７月２２日（水）～８月４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３９１号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１９６

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

防犯カメラ設置工事（その１）工 事 名

神戸市東灘区，中央区，北区，垂水区内の各所工事場所

令和３年３月１５日完成期限

防犯カメラに通信機器を接続し，管理ボックスに収納した上で道路上の関電柱

等に設置する工事。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

その他



２１９７

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～８月７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月１７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月１８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月１９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。
方 法



８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

  水  道  局  

神戸市水道公告第５３号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２１９８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

兵庫（和田宮通他）配水管取替工事工 事 名

神戸市兵庫区和田宮通３丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

完成期限



２１９９

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

全体工期：令和３年１０月２９日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

管布設延長：φ７５－７．０ｍ，φ７５（給水）－５．１ｍ，φ１００－２４４．９ｍ，

　　　　　　φ１５０－８２８．７ｍ，φ１５０（給水）－３．０ｍ，φ２００－１．８ｍ，

管撤去延長：φ７５（給水）－５．１ｍ，φ１００－１８．２ｍ，

　　　　　　φ１５０（給水）－３．０ｍ，φ１５０－９６０．２ｍ，φ２００－１２９．５ｍ，

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２２００

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

第１日目　令和２年８月５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月６日（木）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

令和２年７月２２日（水）～８月４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



２２０１

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第５４号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

垂水（星陵台５丁目）配水管取替工事工 事 名

神戸市垂水区星陵台５丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

布設延長：φ７５（給水）－２．１ｍ，φ１００－６．１ｍ，φ１５０－１６６．９ｍ，

　　　　　φ２００－０．４ｍ，φ２５０－０．７ｍ

撤去延長：φ７５（給水）－２．１ｍ，φ１００－５．９ｍ，φ１５０－２１．６ｍ，

　　　　　φ２００－１４．０ｍ，φ２５０－１３８．９ｍ

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

神戸市公告第３９０号と合併入札とする。

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事
等級



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２２０２

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年７月２２日（水）～８月４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月５日（水）午前９時～午後８時日 時



２２０３

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第５６号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

令和２年８月７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

第２日目　令和２年８月６日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

須磨（飛松町他）配水管取替工事工 事 名

神戸市須磨区飛松町５丁目他工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２２０４

令和３年３月３１日完成期限

布設（ｍ）：φ５０（ＰＥ）－９４．２，φ７５（ＰＥ）－０．６，φ７５（給）－３．４，φ７５－１５９．０，

　　　　　　φ１００－１１０．０，φ１５０－２７４．８，φ４００－３００．０，φ５００（ＳＰ）－１．０，

　　　　　　φ５００－９．８

撤去（ｍ）：φ７５（給）－３．４，φ７５－１６．２，φ１００－７３．７，φ１５０－４０６．０，

　　　　　　φ２００－１８１．４，φ４００－３．８，φ５００（ＳＰ）－１．０，φ５００－２８６．３

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が4,000万円(建築の場合は6,000万円)以上に

なる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

その他



２２０５

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月２２日（水）～８月４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年８月７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

  交  通  局  

神戸市交通公告第３０号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２２０６

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

名谷車両基地車両整備工場改修に伴う軌道改修工事工 事 名

神戸市須磨区西落合２丁目３番１号工事場所

令和３年９月３０日完成期限

車両整備工場の改修に伴い，一部軌道の改修を行う。

軌道撤去　１３４単線ｍ，軌道復旧　１１８単線ｍ，ＰＣまくらぎ配置　４８本

ＲＣまくらぎ配置　２２０本，ケーブルピット新設　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。
その他



２２０７

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

　令和２年７月２２日（水）～７月３１日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年８月３日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年８月４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法



７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

　

令和２年８月４日   神  戸  市  公  報   第３６６９号 ２２０８

令和２年８月５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

入札説明書等によります。


