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  規     則  

　神戸市事務分掌規則及び神戸市職員職名規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年８月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第２５号

　　　神戸市事務分掌規則及び神戸市職員職名規則の一部を改正する規則

　（事務分掌規則の一部改正）

第１条　神戸市事務分掌規則（平成３１年３月規則第６６号）の一部を次のように改正する。

　　第２２２条第７項から第９項までを次のように改める。

　７　国際渉外専門官は，上司の命を受け，通訳及び翻訳等の国際交流支援業務を行う。

　８　広聴専門官は，上司の命を受け，市民の提案，苦情，要望等への対応に係る企画立案及

　　び市民サービスの向上の推進を行う。

　９　連携推進専門官は，上司の命を受け，政策課題の情報収集及び解決に向けた庁内外の連

　　携並びに施策の推進を行う。

　（職員職名規則の一部改正）

第２条　神戸市職員職名規則（昭和２４年９月規則第２２２号）の一部を次のように改正する。

　　別表第１中「国際連携専門官　広聴専門官」を「広聴専門官　連携推進専門官」に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年８月１７日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第４２３号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車

等を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年９月１日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　自転車等の保管及び返還の場所。自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

　及び保管した自転車等の台数。撤去し，及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　西神保管所及び学園都市保管所

　　　（ア）火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで。
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２４０５

　　　（イ）土曜日　午後１時から午後５時まで。

　　　（ウ）条例による撤去を実施したときは，撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続６

 　　日間，平日　午後３時から午後７時まで，土曜日　午後１時から午後５時まで。

４　返還を受けるために必要な事項

　　自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

　所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

　なければならない。

５　その他

　　この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

　１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において，その保管に不

　相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができない

　ときは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表 

―――――――――――――――――

神戸市告示第４２４号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により

電線共同溝を整備すべき道路として令和２年９月１日付けで次のとおり指定をしたので，同条

第４項の規定により告示する。

　　令和２年９月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　     神戸市長　久　元　喜　造

指定をした道路の部分                                                  

１　一般市道葺合南２３号線の区間のうち中央区浜辺通６丁目３０３番地先から同区浜辺通６丁目 
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問い合わせ先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

西区玉津町今津字宮の西３３３番

の１

建設局西建設事務所

電話　９１２－３７５０

令和２年７月３日台１自転車
西神中央駅周辺内

自転車等放置禁止区域
西区高 台６丁目

西神保管所

電話　９９２－３７６３
令和２年７月９日

台３自転車西建設事務所管内自転車等

放置禁止区域外長期放置 台１原動機付自転車

令和２年７月１６日台３自転車
西神南駅周辺内

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２８日

台１自転車西神中央駅周辺内

自転車等放置禁止区域 台１原動機付自転車

台１自転車
西神中央駅周辺

自転車駐輪場内長期放置

令和２年７月３０日
台１自転車西建設事務所管内自転車等

放置禁止区域外長期放置 台１原動機付自転車

令和２年７月７日

台１自転車
伊川谷駅周辺

自転車等放置禁止区域

西区学園西町３丁目２番地

学園都市保管所

電話　７９５－４６１８
台１自転車

伊川谷駅周辺

自転車駐輪場内長期放置



　３１５番地先までの上下線部分

２　一般市道葺合南２９号線の区間のうち中央区八幡通４丁目３２１番地先から同区八幡通４丁目 

　３４５番地先までの上下線部分

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４２５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

し，同条第２項の規定により，令和２年９月２日からその供用を開始する。

　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９月１５日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年９月１日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４２６号

　河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので，河川法施行令（昭和４０年２月１１日政令第１４

号）第５７条の４において準用する同施行令第４９条の規定により次のとおり告示する。

　なお，その関係図書は，神戸市建設局河川課に備え置いて，縦覧に供する。

　　令和２年９月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　河川の名称

　　二級河川明石川水系準用河川大山谷川

２　廃川敷地等が生じた年月日

　　令和２年９月１日

３　廃川敷地等の位置

　　左岸

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４０６

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　　６．００

最小　　４．５０

４２．９０新神戸市垂水区五色山１丁目

１２８０番１地先から

神戸市垂水区五色山１丁目

１２８０番１２地先まで

西垂水８７号

線

市道

最大　　４．５０

最小　　３．００

４２．９０旧

最大　　５．３０

最小　　５．２０

１９．８０新神戸市垂水区五色山１丁目

１２８０番１地先から

神戸市垂水区五色山１丁目

１２８０番７地先まで

西垂水９６号

線

市道

最大　　４．６０

最小　　４．５０

１９．８０旧



２４０７

　　神戸市西区櫨谷町友清字大山谷７８－３地先から

　　神戸市西区櫨谷町友清字大山谷７８－６地先まで

４　廃川敷地等の種類及び数量

　　土地　１１１．４２平方メートル

  公    告  

神戸市公告第４４２号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１１条第１項の規定により，垂水中央東地区再開発組

合の設立を認可したので，同法第１９条第１項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年８月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

１　組合の名称

　　垂水中央東地区市街地再開発組合

２　事業施行期間

　　組合設立の認可公告の日から令和７年３月末日まで

３　施行地区

　　神戸市垂水区神田町６番外

４　事務所の所在地

　　神戸市垂水区陸ノ町１番

５　設立認可の年月日

　　令和２年８月１４日

６　事業年度

　　毎年４月１日から翌年３月３１日まで

７　公告の方法

　　事務所の掲示板に掲示し，特に必要があるときは官報に掲載してこれを行う。

８　権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

　　令和２年９月１４日まで

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４３号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号。以下「法」という。）第１９条第４項の規定により，神

戸国際港都建設事業垂水中央東地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示

する図書を公衆の縦覧に供するので，都市再開発法施行令（昭和４４年政令第２３２号）第２条の

２の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年８月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造
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１　縦覧の期間

　　令和２年８月１４日から法第４５条第６項又は第１００条第２項の公告の日まで

２　縦覧の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル８階

　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課

３　縦覧時間

　　閉庁日を除く午前９時００分から午後５時００分まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４４号

　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）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　令和２年８月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る物品の名称及び数量

　　スポットエアコン５１９台

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年５月１１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　ダイキンエアテクノ株式会社関西支店

　　　　取締役関西支店長　中　村　敦　士

　　大阪府吹田市江坂町１丁目１７番２６号

５　随意契約に係る契約金額

　　６４，４６０，０００円

６　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　学校における新型コロナウイルス感染症への対応として，緊急事態宣言解除後，児童生徒

　の密集を避け，１教室の児童生徒数を減らす対策として，特別教室なども活用した授業実施

　も想定される中，熱中症対策も求められるところ，小中学校の特別教室のうち，空調設備未

　整備の教室もあり，感染防止対策実施に向け５月末までに小・中学校にスポットエアコンを

　合計５１９台配備する必要があるが，入札に付する時間的余裕はなく，緊急に随意契約により

　調達を行う必要があるため。
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２４０９

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４９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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

東部スラッジセンター灰搬出室シャッター改修工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東２丁目１－１工事場所

令和２年１２月２３日完成期限

灰搬出室のシャッター２箇所取替え工事一式工事概要

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建設業の許可

建築一般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３０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



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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４１０

※　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８月１９日（水）～８月２５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２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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２８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



２４１１

　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４５０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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３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

御船住宅外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区御船通２丁目３－６工事場所

令和３年１月２９日完成期限

外壁・防水及び塗装改修工事，それに伴う屋外付帯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

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般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３０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

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

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４１２

　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８月１９日（水）～８月２５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２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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２８日（金）午前１０時３０分日 時



２４１３

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４５１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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３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

須磨海浜水族園エレベーター改修工事工 事 名

神戸市須磨区若宮町１－３－５工事場所

令和３年３月３１日完成期限

須磨海浜水族園エレベーター更新工事並びに付帯する電気設備工事工事概要

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なう事後審査型を適用する。そ の 他

　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

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可



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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４１４

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００点以上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

⑴　平成３０年１０月３０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　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。

その他

令和２年８月１９日（水）～８月２５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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月２６日（水）午前９時～午後８時日 時



２４１５

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４５２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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

第２日目　令和２年８月２７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

令和２年８月２８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

南駒栄遮集幹線流入人孔他築造工事（その４）工 事 名

神戸市長田区駒ヶ林町２丁目工事場所

令和２年１２月２８日完成期限



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

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４１６

ＨＰφ７００㎜ 布設工　Ｌ＝４７．９５ｍ，３号マンホール設置工　Ｎ＝１箇所，

付帯工　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３０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



２４１７

　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

　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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

令和２年８月１９日（水）～８月２５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２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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２８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



神戸市公告第４５３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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４１８

単独企業形態

土木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

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３０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

今津１号雨水幹線築造工事工 事 名

神戸市西区玉津町今津工事場所

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。

全体工期：令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年９月２２日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管きょ工（開削）（□１，１００㎜×１，１００㎜ 他）管きょ延長　Ｌ＝８９．４９ｍ

汚水管移設工　Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝４９．００ｍ（路線延長），

汚水管移設工　Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝６３．９０ｍ（路線延長），

矩形渠用マンホール工１箇所，付帯工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



２４１９

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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３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８月１９日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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４５４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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４２０

令和２年９月４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

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

住吉小学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市東灘区住吉東町４丁目１番３１号工事場所

令和３年３月１５日完成期限

外壁・屋上防水改修工事　一式，便所改修工事　一式

上記に伴う電気設備工事　一式，上記に伴う機械設備工事　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



２４２１

　　（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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

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

　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３０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８月１９日（水）～９月１日（火）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。

―――――――――――――――――

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４２２

第１日目　令和２年９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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

※　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９月４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

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



２４２３

神戸市公告第４５５号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

白川台３丁目地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市須磨区白川台３丁目他工事場所

令和３年１１月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２５０㎜　Ｌ＝１，７２３．２８ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝５８．０ｍ，

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

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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
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３０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

　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。

その他



３　総合評価に関する事項

４　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）

５　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。

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　入札の日時及び方法

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４２４

　・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。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年８月１９日（水）～９月１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



２４２５

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内かつ，最低制限価格又は失格基準価格以上の価格をも

　って入札した者であり，技術評価点が標準点（１００点）以上である入札者のうち，評価値の

　最も高い者を落札候補者とする。

　　評価値の最も高い者が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，落札候

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第７条第２号の規

　定により免除します。

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。

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

第１日目　令和２年９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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

「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

第１日目　令和２年９月２日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年９月３日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年９月４日（金）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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「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

令和２年９月１１日（金）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



　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　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４５６号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４２６

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

有馬口トンネル付帯道路築造工事工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年５月３１日完成期限

舗装工　坑内：Ｌ＝６３９ｍ　起点側明かり部：Ｌ＝７６．１ｍ

排水構造物工　坑内：Ｌ＝１，２５６ｍ　起点側明かり部：Ｌ＝１６４ｍ

付帯工　１式，　仮設工　１式，　配電設備工　１式，　機械設備工　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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木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

土木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



２４２７

３　総合評価に関する事項

４　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）

５　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。

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

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０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

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年８月１９日（水）～９月１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
提出期間



７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内かつ，最低制限価格又は失格基準価格以上の価格をも

　って入札した者であり，技術評価点が標準点（１００点）以上である入札者のうち，評価値の

　最も高い者を落札候補者とする。
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　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

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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

「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

第１日目　令和２年９月２日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年９月３日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年９月４日（金）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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「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

令和２年９月１１日（金）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



２４２９

　　評価値の最も高い者が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，落札候

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第７条第２号の規

　定により免除します。

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　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４５７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８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，
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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



　　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

　　　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。
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２４３１

　　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。

　　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
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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

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

へ持参又は

甲の指定す

る預金口座

へ振り込む。

４４，０００

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

有野町

滑浦　武志５５５田神戸市北区

有野町二郎

字庵野２９８

伊丹市宮ノ

前

根木　伸文

２，４００

円

１６５田神戸市北区

有野町二郎

字庵野３００

－２

令和６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

神戸市西区

月が丘

椿原　洋子８７９田神戸市北区

山田町福地

字八田２５－

１

神戸市北区

山田町

山田　康裕

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

加古川市野

口町

神戸市西区

押部谷町

西田　好美

藤田　照子

９２２田神戸市西区

玉津町今津

字土手下３０

神戸市西区

玉津町

橋本　晋也

６８０田神戸市西区

玉津町今津

字土手下４１

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。

４４，２５３

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

戸田　美和２，９７０

　

田神戸市西区

平野町大畑

字コフガタ

２０２

神戸市兵庫

区須佐野通

阿部　美都

理

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

学を甲の指

定する預金

３５，４００

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

岩岡町

近藤　達治１，７７０

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字西場８７５

－３

明石市大久

保町

楊　世栄

３，１２０１５６田神戸市西区
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口座へ振り

込む。

円岩岡町岩岡

字西場８７５

－４

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

伊川谷町

柳瀬　公子２１４田神戸市西区

伊川谷町上

脇字岡１７７

－１

神戸市西区

伊川谷町

谷井　敏朗

５７５田神戸市西区

伊川谷町上

脇字岡１７７

－２

令和１１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

大沢町

下西　二郎２８４田神戸市北区

大沢町中大

沢字尾上４

－１

神戸市西区

玉津町

下西　正晃

２，７６８

　

田神戸市北区

大沢町中大

沢字菅ヶ谷

下２６９３

２，８６０

　

田神戸市北区

大沢町中大

沢字菅ヶ谷

下２６９８

１，６２２

　

田神戸市北区

大沢町中大

沢字道古谷

２７２８

４９田神戸市北区

大沢町日西

原字くずヶ

谷１３３９－１

４３４田神戸市北区

大沢町日西

原字貝段田

１３７１－１

２５４田神戸市北区

大沢町日西

原字貝段田

１３７４

６７４

（８０２）

田

（田）

神戸市北区

大沢町日西

原字南谷

１６９９

（換地後　

（神戸市北

区大沢町日

西原字南谷

３１５６）

２，３３８

　

田神戸市北区

大沢町日西

原字矢名畑

２７９５

普通畑とし

て利用

１，９３９

　

畑神戸市北区

大沢町日西

原字吉丁場

２９１６

水田として

利用

４０７田神戸市北区

大沢町日西

原字沢垣内

２９３１

１，０００

　

田神戸市北区

大沢町日西

原字國年
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２９５０

１，４２３

　

田神戸市北区

大沢町日西

原字くずヶ

谷２９６１

１，７５０

　

田神戸市北区

大沢町日西

原字くずヶ

谷２９６３

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

櫨谷町

神戸市西区

櫨谷町

川原上　香

代子

川原上　節

子

２１８田神戸市西区

玉津町今津

字土手下３２

神戸市西区

玉津町

橋本　晋也

３７０田神戸市西区

玉津町今津

字土手下３８

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

普通畑とし

て利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

神出町

山本　先重

郎

２，２１１

の内

２，１５１

畑神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２８４４

神戸市垂水

区朝谷町

山口　修司

水田として

利用

１，８５７

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２９７１

２，０１３

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２９８４

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。

５５，９０５

円

令和１２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

戸田　美和３，７５２

　

田神戸市西区

平野町大畑

字コフガタ

１９８

神戸市西区

中野

西尾　公一

令和１２年

９月３０日

令和２年

８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

神戸市西区

岩岡町

明石市大久

保町

藤原　美義

木村　浩二

栁川　由加

利

４１９田神戸市西区

神出町宝勢

字上場西筋

１８７３－２

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。

２３，８０４

円

賃借権２，１６４

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字中場三軒

屋南３５６４

２２，４０７

円

２，０３７

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

３１３４

２２，２６４

円

２，０２４

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

３１３５

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２５，０６９

円

令和１２年

９月３０日

令和２年

８月３１日

水田として

利用

賃借権岡山県岡山

市北区平野

長谷川　裕

子

２，２７９

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２９０９

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
１０，３７３

円

９４３田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６７９

３２，５０５

円

２，９５５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６８８

２４，４６４２，２２４田神戸市西区
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円神出町宝勢

字大道池尻

２７０６

１８，９２０

円

１，７２０

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７６６

２３，９５８

円

２，１７８

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６７８

毎年度２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２０，７６３

円

令和１２年

９月３０日

令和２年

８月３１日

畑として利

用

賃借権岡山県岡山

市北区平野

長谷川　裕

子

１，８１９

　

畑神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６４５

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
１９，４３６

円

１，７０３

　

畑神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６４６

１９，８０１

円

１，７３５

　

畑神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６４７

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１１，４０７

円

令和１２年

９月３０日

令和２年

８月３１日

水田として

利用

賃借権明石市大久

保町

中島　文雄１，０３７

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字中場角力

場３６４５

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
７，７８８

円

７０８　田神戸市西区

神出町宝勢

字中場角力

場３６４７

１４，６７４

円

１，３３４

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字中場角力

場３６５６

使用貸

借によ

る権利

２９２田神戸市西区

神出町宝勢

字中場角力

場３６４４

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１６，０３８

円

賃借権１，４５８

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字中場角力

場３６６７－１

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

８，０００

円

令和１２年

９月３０日

令和２年

８月３１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

中井　啓順８００田神戸市西区

神出町古神

字前田５８８

－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
１４，９９０

円

１，４９９

　

田神戸市西区

神出町古神

字前田５８８

－２

１４，６３０

円

１，４６３

　

田神戸市西区

神出町古神

字前田５９１

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１６，４００

円

令和１２年

９月３０日

令和２年

８月３１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

近藤　達治８２０田神戸市西区

岩岡町岩岡

字西場８７５

－２

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

令和２１年

１２月３１日

本広告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

淡河町

押場　佳壽

美

２０４田神戸市北区

淡河町神田

字西谷４９８

神戸市北区

淡河町

押場　容子
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　普通畑とし

て利用

３６畑神戸市北区

淡河町神田

字西谷５１９

－１２

水田として

利用

１，３４９

　

田神戸市北区

淡河町神田

字西谷５２８

－３

３３８田神戸市北区

淡河町神田

字西谷５２９

－２

２８田神戸市北区

淡河町神田

字西谷５３０

－１

５５２田神戸市北区

淡河町神田

字平山５８７

－１

６０６田神戸市北区

淡河町神田

字平山５９２

－１

１，１１２田神戸市北区

淡河町神田

字平山５９５

－１

７９８田神戸市北区

淡河町神田

字市谷１５４５

１，５７５

　

田神戸市北区

淡河町神田

字西谷１５８５

１，８２７

　

田神戸市北区

淡河町神田

字西谷１５８６

１，５５１

　

田神戸市北区

淡河町神田

字西谷１５８７

１，８２２

　

田神戸市北区

淡河町神田

字西谷１５８８

９０６田神戸市北区

淡河町神田

字西谷１５９１

普通畑とし

て利用

２９８畑神戸市北区

淡河町神田

字西谷１５９５

水田として

利用

２，２６４

　

田神戸市北区

淡河町神田

字平山１６３６



  水  道  局  

神戸市水道告示第１０号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので，同規程第１０条の規定により告示

する。

　　令和２年９月１日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第６１号

　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１９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。）

●形態が特定建設工事共同企業体である場合

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４３６

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

８月３１日
長田区片山町１丁目１５番１６－２号ウル設備石本　良太長田区片山町１丁目１５番１６－２号ウル設備

令和２年

８月３１日
加古郡稲美町加古３２５３－３

ホームテックあ

おい
三俣　雄司加古郡稲美町国安３１０－２

ホームテックあ

おい

令和２年

８月３１日
大阪府守口市佐太中町６－８－６

東栄工業株式会

社

代表取締役　

隠地　孝文
大阪府守口市佐太中町６－８－６

東栄工業株式会

社

工水（岡本地区）ＰＩＰ工事工 事 名

神戸市東灘区岡本１，２，３丁目　本山北町１，２，３丁目工事場所

令和４年３月３１日完成期限

工水：＜布設＞ＳＰ８００Ａ－１０１７．２ｍ（ＰＩＰ），８．０ｍ（立坑），

　　　ＳＰ７００Ａ－１０１６．３ｍ（ＰＩＰ），７．６ｍ（立坑），Φ５００～Φ８００－１８７．９ｍ，

　　　Φ２００～Φ３００－１４．２ｍ

工水（撤去）：３６”－７５．３ｍ，３３”－７５．０ｍ，Φ５００～Φ９００－５９．２ｍ，

　　　　　　　Φ３００以下５２．１ｍ

配水：＜布設・撤去＞Φ１５０－４７．１ｍ，Φ２００－３１．０ｍ

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

特定建設工事共同企業体形態



２４３７

●形態が単独企業である場合

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

２社又は３社構成員の数

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

鋼構造物事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

経営事項審査の結果において，鋼構造物工事の総合評定値が７５０点以

上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

既設管内，既設トンネル内に鋼管又は鋳鉄管を挿入（パイプ・イン・

パイプ）する工事又は推進工法，シールド工法に伴い鋼管又は鋳鉄管

を挿入する工事を平成１２年度以降に完成させた施工実績があること。

共同企業体の構成員として施工したものは，出資比率が３０％以上の場

合に限り認める。

施工実績

共同企業体の各構成員（代表者を含まない）に関する条件

土木工事業に係る特定建設業の許可又は鋼構造物事業に係る特定建設

業の許可
建設業の許可

土木工事業に係る特定建設業の許可の場合

　経営事項審査の結果において，土木一式工事の総合評価値が，９００

　点以上であること。

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

鋼構造物事業に係る特定建設業の許可の場合

　経営事項審査の結果において，鋼構造物工事の総合評価値が，７００

　点以上であること。

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

　構成員のうち１社以上は神戸市内に本店・支店若しくはこれに準じ

るものを有する者であること。
その他

単独企業形態

鋼構造物事業に係る特定建設業の許可

　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

経営事項審査の結果において，鋼構造物工事の総合評定値が８００点以

上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査の結

果の点数　

　既設管内，既設トンネル内に鋼管又は鋳鉄管を挿入（パイプ・イ

ン・パイプ）する工事又は推進工法，シールド工法に伴い鋼管又は鋳

鉄管を挿入する工事を平成１２年度以降に完成させた施工実績があるこ

と。

　共同企業体の構成員として施工したものは，出資比率が３０％以上の

場合に限り認める。

施工実績



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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４３８

⑴　平成３０年１０月３０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　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。

その他

　令和２年８月１９日（水）～９月１日（火）　

　紙書類の提出は，土曜，日曜を除く午前９時～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

　課必着）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月２３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月２４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
方 法



２４３９

７　開札予定日時及び方法

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６２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１９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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

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。

令和２年９月２５日（金）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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「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

高塚山添架水管橋ベローズ補修工事工 事 名

神戸市西区伊川谷町長坂工事場所

令和３年３月３１日完成期限

鋼管据付・撤去　３．６ｍ　　鋼管製作　１式　　仮設足場・橋　１式工事概要



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

　　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

令和２年９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号２４４０

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　平成３０年１０月３０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　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。

その他



２４４１

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。

　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９月１日   神  戸  市  公  報   第３６７３号

　令和２年８月１９日（水）～　８月２５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２６日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年８月２７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２８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


