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▽神戸市環境影響評価等に関する条例による
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　の締結（横尾周辺緑地防災対策工事）
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約
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　設備改修工事） ［行財政局契約監理課］
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約
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  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（ポンプ付救助車の製作）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（はしご付消防自動車の製作）

  ［行財政局契約監理課］
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　札者の決定（１３ｍ放水塔付消防自動車の製

　作）  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（令和２年度　資材搬送ポンプ

　車の製作について）［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（特殊災害対応タンク車の製作）

  ［行財政局契約監理課］

▽開発行為に関する工事の完了（神戸市垂水

　区多聞町字小束山８６８番１３８２，８６８番１３８３の
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水   道   局

▽水道料金等の収納事務の委託

 　　［水道局お客さまサービス課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（千苅浄水場ろ過池１号逆洗弁取替
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（北（有野町唐櫃他）送水管新設工

　事）  　　　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（唐櫃高区配水場流量制御盤他更新

　工事）  　　　［水道局施設課］

農 業 委 員 会 

▽農地法第３条第２項第５号括弧書きの規定

　に基づく別段の面積の決定

  　［農業委員会事務局］
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  規     則  

　神戸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年９月１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第２７号

　　　神戸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則

　神戸市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年１０月規則第２８号）の一部を次のように改正

する。

　第３条第２項第１号中「）以下同じ。」を「以下同じ。」に改める。

　別表第１備考第３項中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に，「同法第２９２条第１項

第１２号」を「同項第１２号」に改め，同項を同表備考第６項とし，同表備考第２項中「第３子」

の次に「（生計を一にする３人以上の負担額算定基準者がいる場合において，当該負担額算定

基準者のうち，３番目の年長者である教育・保育給付認定子どもをいう。）」を加え，「（法

第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育を利用する教育・保育給付認定子どもを除

く。）」を削り，同項を同表備考第５項とし，同表備考第１項の次に次の３項を加える。

２　この表において「第１子」とは，生計を一にする１人以上の負担額算定基準者（負担

　額算定基準子ども，教育・保育給付認定保護者に監護され，若しくは監護されていた者

　又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属をいう。以下この表及び

　次表において同じ。）がいる場合において，当該負担額算定基準者のうち，最年長者で

　ある教育・保育給付認定子ども（法第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育を受け

　る教育・保育給付認定子どもを除く。以下この表において同じ。）をいう。

３　前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは，次に掲げる小学校就学前子どもをい

　う。

　⑴　次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

　　ア　認定こども園（就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関

　　　する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項

　　　に規定する認定こども園をいう。）

　　イ　幼稚園（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園をいい，認

　　　定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受けたもの及び同条第１１項の規定に

　　　よる公示がされたものを除く。）

　　ウ　特別支援学校（学校教育法第１条に規定する特別支援学校をいい，同法第７６条第

　　　２項に規定する幼稚部に限る。）

　　エ　保育所（児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所をいい，認定こども園法第３

　　　条第１項の認定を受けたもの及び同条第１１項の規定による公示がされたものを除 

　　　く。）

　⑵　地域型保育又は法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子

　　ども

　⑶　子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第１条に規定する施設を利
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　　用する小学校就学前子ども

　⑷　児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援，同条第３項に規定する

　　医療型児童発達支援又は同条第５項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学

　　校就学前子ども

　⑸　児童福祉法第４３条の２に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

４　この表において「第２子」とは，生計を一にする２人以上の負担額算定基準者がいる

　場合において，当該負担額算定基準者のうち，２番目の年長者である教育・保育給付認

　定子どもをいう。

　別表第２備考第３項から第５項までを次のように改める。

３　この表において「第１子」とは，生計を一にする１人以上の負担額算定基準者がいる

　場合において，当該負担額算定基準者のうち，最年長者である教育・保育給付認定子ど

　も（法第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育を受ける教育・保育給付認定子ども

　を含む。以下この表において同じ。）をいう。

４　この表において「第２子」とは，生計を一にする２人以上の負担額算定基準者がいる

　場合において，当該負担額算定基準者のうち，２番目の年長者である教育・保育給付認

　定子どもをいう。

５　第３子（生計を一にする３人以上の負担額算定基準者がいる場合において，当該負担

　額算定基準者のうち，３番目の年長者である教育・保育給付認定子どもをいう。）以降

　の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は，無料とする。

　別表第２備考第６項及び第７項を削り，同表備考中第８項を第６項とし，第９項を第７項と

し，第１０項を第８項とし，同表備考第１１項中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に，

「同法第２９２条第１項第１２号」を「同項第１２号」に改め，同項を同表備考第９項とする。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行し，この規則による改正後の神戸市子ども・子育て支援法施

行細則の規定は，令和２年９月１日から適用する。

  訓  令  甲  

訓令甲第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　庁 中 一 般　

区　役　所　

事　業　所　

　神戸市国勢調査実施本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年８月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　　神戸市国勢調査実施本部設置規程の一部を改正する訓令

　神戸市国勢調査実施本部設置規程（令和２年３月訓令甲第１０号）の一部を次のように改正す

る。

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号



　第２条第１項に次のように加える。

　　行政部

　　　行政班

　　区役所との連絡調整に関すること（企画総務部総務班及び区本部調査班の所管に属するも

　のを除く。）。

　第３条第１項中「本部長」の次に「，副本部長」を加える。

　第４条第１項中「本部長は副市長」を「本部長は市長，副本部長は副市長」に改める。

　第５条中第９項を第１０項とし，第２項から第８項までを１項ずつ繰り下げ，第１項の次に次

の１項を加える。

２　副本部長は，本部長を補佐する。

　別表第１広報部広報班の項の次に次のように加える。

　別表第２広報部副部長の項の次に次のように加える。

　別表第２班長の項中「市長室広報戦略部広報課長」の次に「，行財政局区役所課長」を加え，

同表副班長の項中「，市長室広報戦略部広報企画担当係長」を「，市長室広報戦略部広報課広

報企画担当係長，行財政局区役所課区政係長」に改める。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年９月１日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第４２７号

　次の特定非営利活動法人について，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第４４条第

１項の認定を行ったので，同法第４９条第２項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年８月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５４０

行財政局区役所課行政部行政班

行財政局長行政部長

行財政局副局長行政部副部長

特定非営利活動法人まなびと法 人 名

中山　迅一代 表 者

神戸市中央区山本通二丁目６－１９

Ｖｉｊａｙマンション２階２０１号室
所 在 地

　この法人は，自主性と協調性を大切にした学びの機会を提供し，自他共に尊

重し学び合える人間形成と地域コミュニティ形成を行うことで，社会の中で生

きて自分の夢や目標を実現する力となる学びの機会を，全ての人に保障し，豊

目　　的



２５４１

―――――――――――――――――

神戸市告示第４２８号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第２８条の３第１項の規定により次に掲げる

建築物を景観形成重要建築物等として指定したので，同条第３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　

１　名称

　　旧小寺家別荘（太田酒造貴賓館）

２　所在地

　　東灘区深江南町２丁目１番７号

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４２９号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第２８条の３第１項の規定により次に掲げる

建築物を景観形成重要建築物等として指定したので，同条第３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　

１　名称

　　萩野家住宅

２　所在地

　　須磨区潮見台町１丁目４番８号

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４３０号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第２８条の３第１項の規定により次に掲げる

建築物を景観形成重要建築物等として指定したので，同条第３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　

１　名称

　　稲生家住宅

２　所在地

　　神戸市北区大沢町中大沢字坊ノ上６７４番地

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

かに学び向上し続ける社会をつくることを目的とする。

５年間（令和２年８月２６日から令和７年８月２５日まで）有効期間



―――――――――――――――――

神戸市告示第４３１号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第２８条の３第１項の規定により次に掲げる

建築物を景観形成重要建築物等として指定したので，同条第３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　

１　名称

　　安福家住宅

２　所在地

　　神戸市北区淡河町勝雄字落ノ本１７０番地３

―――――――――――――――――

神戸市告示第４４３号

　人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年４月条例第１０号）第１８条第７項の

規定に基づく里づくり計画の変更の認定を行ったので，同条第８項において準用する同条第６

項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年９月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　変更認定する里づくり計画

　　平野南部地区里づくり計画

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４４５号

　地方自治法施行令（昭和２２年法律第１６号）第１５８条第１項の規定により，神戸高齢者総合ケ

アセンター駐車場管理委託業務における駐車料金の徴収事務を委託したので，同条第２項の規

定により告示する。

　　令和２年９月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　東京都品川区西五反田２丁目２０番４号

　　タイムズ２４グループ

　　代表者　　　　　タイムズ２４株式会社

　　代表取締役社長　西川　光一

２　委託年月日

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５４２



２５４３

神戸市告示第４４６号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８３条の２第３項の規定に基づ

いて，指定居宅介護支援事業所に対して，改善を命じましたので，同法第８３条の２第４項の規

定により告示する。

　　令和２年９月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４４７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１６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２９日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年９月１５日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

サービスの種類改善命令日
事業者の主たる

事務所の所在地

事業者の

名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

居宅介護支援
令和２年

７月３０日

神戸市須磨区北

落合４丁目１１－

１８

合同会社

かくれんぼ

神戸市垂水区坂

上４丁目１－７

－２０１

居宅介護支

援事業所青

空

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　 ５３．４０

最小　 ４５．００

１３８．０新神戸市中央区小野浜町１５３番

地先から

神戸市中央区小野浜町１７１番

地先まで

梅香浜辺通

脇浜線

市道

最大　 ４３．００

最小　 ３８．００

１３８．０旧

最大　 ５３．４０

最小　 ４５．００

１３８．０新神戸市中央区小野浜町１５３番

地先から

神戸市中央区小野浜町１７１番

地先まで

浜手幹線市道

最大　 ４３．００

最小　 ３８．００

１３８．０旧



  公    告  

神戸市公告第４８８号

　神戸ファッション美術館条例施行規則（平成９年４月規則第１０号）第１０条第１項第３号の規

定により，神戸ファッション美術館（展示室に限る。）を次のとおり休館する。

　　令和２年８月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

休館日

　　令和２年９月１日（火）から令和２年９月１８日（金）まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第４８９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２８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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５４４

深江大橋ポンプ場３号汚水ポンプ機械設備工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１５９　深江大橋ポンプ場内工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年６月３０日完成期限

本工事は，深江大橋ポンプ場内，３号汚水ポンプ，室内排水ポンプを更新する

ものである。

３号汚水ポンプ他機械設備工・・・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，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

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，立軸渦巻斜流ポンプ

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

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。
その他



２５４５

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５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８月２８日（金）～９月４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９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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４９０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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５４６

「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。

令和２年９月９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

下水道施設小規模工事（単価契約・その６）工 事 名

神戸市東灘区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，本市の指示により下水道施設の小規模工事を随時施工するものであ

る。
工事概要



２５４７

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）（以下「契約監理課」という。）

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ又はＢ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　令和２年８月２８日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その７）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その８）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その９）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その１０）

その他

令和２年８月２８日（金）～９月４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９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８日（火）午前９時～午後３時
日 時



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４９１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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５４８

　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９月９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

下水道施設小規模工事（単価契約・その７）工 事 名

神戸市灘区及び中央区内（ポートアイランド処理場及び宇治川ポンプ場は含ま

ない）
工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，本市の指示により下水道施設の小規模工事を随時施工するものであ工事概要



２５４９

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）（以下「契約監理課」という。）

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

る。

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ又はＢ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　令和２年８月２８日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その６）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その８）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その９）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その１０）

その他

令和２年８月２８日（金）～９月４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９月７日（月）午前９時～午後８時日 時



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４９２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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５５０

第２日目　令和２年９月８日（火）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９月９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

下水道施設小規模工事（単価契約・その８）工 事 名

神戸市兵庫区，北区，ポートアイランド処理場及び宇治川ポンプ場内工事場所

令和３年３月３１日完成期限



２５５１

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）（以下「契約監理課」という。）

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

本工事は，本市の指示により下水道施設の小規模工事を随時施工するものであ

る。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ又はＢ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　令和２年８月２８日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その６）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その７）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その９）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その１０）

その他

令和２年８月２８日（金）～９月４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



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４９３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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５５２

第１日目　令和２年９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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

下水道施設小規模工事（単価契約・その９）工 事 名

神戸市長田区及び須磨区内工事場所



２５５３

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）（以下「契約監理課」という。）

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，本市の指示により下水道施設の小規模工事を随時施工するものであ

る。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ又はＢ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　令和２年８月２８日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その６）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その７）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その８）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その１０）

その他

令和２年８月２８日（金）～９月４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



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４９４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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５５４

第１日目　令和２年９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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

下水道施設小規模工事（単価契約・その１０）工 事 名

神戸市垂水区及び西区内工事場所



２５５５

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）（以下「契約監理課」という。）

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，本市の指示により下水道施設の小規模工事を随時施工するものであ

る。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ又はＢ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　令和２年８月２８日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その６）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その７）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その８）

　　・下水道施設小規模工事（単価契約・その９）

その他

令和２年８月２８日（金）～９月４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



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４９５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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５５６

第１日目　令和２年９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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

垂水小学校プール・付属棟解体撤去他工事工 事 名

神戸市垂水区日向２丁目４番６号工事場所



２５５７

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

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和３年２月２６日完成期限

プール・付属棟解体撤去工事　一式，仮設体育倉庫新設工事　一式

歩道切り下げ工事　一式，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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「解体」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　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



　　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

　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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５５８

令和２年８月２８日（金）～９月４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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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



２５５９

―――――――――――――――――

神戸市公告第４９６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２８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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

六甲山牧場牛舎新築工事工 事 名

神戸市灘区六甲山町中一里山１－１工事場所

令和３年３月１９日完成期限

鉄骨造平屋建て　延べ面積４００．８㎡の牛舎新築工事　一式

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　延べ面積８０．０㎡の堆肥舎新築工事　一式

上記に伴う屋外付帯工事　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。

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

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５６０

令和２年８月２８日（金）～９月１１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９月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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９月１６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」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

　・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。



２５６１

　　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４９７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２８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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５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

御蔵小学校・室内小学校外壁改修他工事工 事 名

御蔵小学校：神戸市長田区一番町４－１

室内小学校：神戸市長田区前原町１－１７－１
工事場所

令和３年３月１５日完成期限

１　御蔵小学校　給食室，特別普通教室棟，屋内運動場，プール専用付属棟，

　　　　　　　　ＥＶ棟

　　延べ面積　約２，６５５㎡，外壁・屋上防水改修他工事　１式

２　室内小学校　西校舎棟，南校舎棟，渡り廊下棟，プール専用付属室

　　延べ面積　約８，２１６㎡，外壁改修他工事　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

建築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

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５６２

　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

建築一般の総合点数が１，０３０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２８日（金）～９月１１日（金）受付期間



２５６３

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

※　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

第１日目　令和２年９月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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９月１６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」

　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



神戸市公告第４９８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２８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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５６４

上池田６丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市長田区上池田６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。

全体工期：令和４年３月３１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

管きょ更生工φ２００　Ｌ＝１５３．８２ｍ，φ２５０　Ｌ＝９２２．８６ｍ

管きょ工（開削）　Ｋ１φ２５０　Ｌ＝１０．００ｍ

マンホール工　一式，取付管及びます工　一式，付帯工　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。

その他



２５６５

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年８月２８日（金）～９月１１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９月１４日（月）午前９時～午後８時日 時

　　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。



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４９９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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項
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第２日目　令和２年９月１５日（火）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９月１６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

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（７工区）工 事 名

神戸市北区山田町下谷上工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３１日完成期限
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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

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

ポケット式落石防止網工　Ａ＝８７０㎡，密着型落石防護網工　Ａ＝７２０㎡，

ロープ伏工　Ａ＝３０６㎡，根固め工　２か所
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

　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「法面処理」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



　　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

　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。
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令和２年８月２８日（金）～９月１１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９月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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９月１６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」

　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



２５６９

―――――――――――――――――

神戸市公告第５００号

　一般競争入札により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（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年８月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　⑴　件名及び数量

　　　庁内電話のモバイル化に係る環境構築及び，保守運用業務　一式

　⑵　履行場所

　　　神戸市役所及び，落札者の事務所。但し，書類の納品は神戸市企画調整局情報化戦略部

　　とします。本市との打合せは市が指定する会議室等とします。

　⑶　履行（契約）期間

　　ア　庁内電話のモバイル化に係る環境構築業務

 契約締結日（令和２年１１月頃）から令和３年３月３１日まで。

　　イ　保守運用業務

 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで。

　⑷　調達内容

　　　調達内容の詳細については入札説明書等（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下

　　同じ。）を参照してください。

　⑸　入札方式

　　　紙による入札とします。

　　　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第１項及び第２項の規定に

　　より落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価落札方式一般競争入札」という。）

　　を行います。

　　　総合評価は，技術点（調達仕様書等で要求する機能等の評価）と価格点（調達に係る入

　　札金額の評価）の合計によるものとします。

２　入札に参加する者に必要な資格

　入札参加資格は，以下の⑴から⑺までの要件を全て満たす単体企業又は共同企業体とします。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札参加資格確認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。

　⑶　経営状態が窮境にある者（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。

　⑷　国，都道府県，政令指定都市，中核市，特別区又は日本国内の従業者数１，０００人以上を
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　　雇用する民間企業で，本件と同種，同規模以上のクラウド型のＰＢＸ及びモバイル端末を

　　利用した電話環境の構築及び運用保守業務をそれぞれ受託した経験を持つ者，もしくは本

　　市がこれと同等の能力を有すると認める者であること。

　⑸　本市情報化統括責任者補佐官（ＣＩＯ補佐官）が現に属する，又は過去２年間に属して

　　いた事業者等でないこと。

　⑹　単独で対象業務を行えない場合は，適正な業務を遂行できる共同企業体（対象業務を共

　　同して行うことを目的として３社以内の民間事業者により構成される組織をいう。以下同

　　じ。）として参加することができる。その場合，入札書類提出時までに共同企業体を構成

　　し，代表者を決め，他の者は構成員として参加するものとする。なお，代表者は，本市に

　　対して本業務の履行に係る全ての責任を負う。共同企業体の構成員は上記⑴　⑵　⑶　⑸

　　の要件を全て満たす必要があり，上記⑷はいずれか１つ以上の構成員が満たす必要がある。

　　また，共同体の構成員は，他の共同体の構成員となり，又は，単独で参加することはでき

　　ない。なお，共同企業体の代表者及び構成員は，共同企業体の結成に関する協定書を作成

　　し，提出すること。

　⑺　業務の一部を再委託（再々委託を含む。）する場合は，提案書に再委託を行う業務の内

　　容及び委託予定先を記載し，契約時に本市の承認を求めること。ただし，委託業務の全部

　　又は大部分についての一括した再委託及び三階層以上の再委託については認めない。なお，

　　本市が再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや，再委託先からの

　　請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはない。

３　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　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付及び審査の通知の方法等につい

　ては，入札説明書によります。

４　入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年８月２８日（金）から令和２年９月１０日（木）まで（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。）

　　　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。）

　⑵　交付場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館１１階

　　　神戸市企画調整局情報化戦略部　ＩＣＴ業務改革担当（電話番号　０７８－３２２－６２４８）

　⑶　交付方法

　　　無償で直接交付とします。事前に電話連絡をしてください。

５　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，提出場所及び提出方法

　入札に参加しようとする者は入札説明書で定める入札参加資格審査申請を行うものとします。

　⑴　提出期間

　　　令和２年８月２８日（金）から令和２年９月１０日（木）まで（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。）

　　　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。）

　⑵　提出場所
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２５７１

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館１１階

　　　神戸市企画調整局情報化戦略部　ＩＣＴ業務改革担当（電話番号　０７８－３２２－６２４８）

　⑶　提出方法

　　　事前に担当課に電話連絡のうえ，提出場所へ持参又は郵送・宅配してください。郵送・

　　宅配の場合は，書留等受取記録が残る方法にて，上記期間内に必着となるようにしてくだ

　　さい。

６　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館１１階

　　神戸市企画調整局情報化戦略部　ＩＣＴ業務改革担当（電話番号　０７８－３２２－６２４８）

７　入札書等の提出期間，提出場所及び提出方法

　⑴　提出期間

　　　令和２年９月１７日（木）から令和２年１０月７日（水）まで（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。）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。）

　　　なお，別途提案内容説明会を実施予定です。（詳細は入札説明書に記載）

　⑵　提出場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館１１階

　　　神戸市企画調整局情報化戦略部　ＩＣＴ業務改革担当（電話番号　０７８－３２２－６２４８）

　⑶　提出方法

　　　事前に担当課に電話連絡のうえ，提出場所へ持参又は郵送・宅配してください。郵送・

　　宅配の場合は，書留等受取記録が残る方法にて，上記期間内に提出場所又は本市（本庁 

　　舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務改革課（文書係）に必着のこと。提出

　　内容の詳細は入札説明書によります。同一の事業者（関連事業者を含む。）が複数の提案

　　をすることは認められません。

８　開札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和２年１０月２３日（金）を予定

　　　具体的な時刻は，入札参加者に個別に連絡します。

　⑵　場所

　　　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１１階会議室

９　入札参加資格・入札説明書等に関する質問の受付及び回答

　⑴　質問受付期間

　　ア　入札参加資格及び入札説明書（落札者決定基準に関することを除く）に関する質問

 令和２年９月４日（金）午後５時まで

　　イ　調達仕様書及び落札者決定基準等に関する質問

 令和２年９月１１日（金）午後５時まで
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　⑵　質問受付及び回答の方法

　　　質問がある場合は，質問書により電子メールで提出してください。電話，来訪などによ

　　る口頭での質問は受付けません。アの質問については，質問受付後，随時質問者に回答し

　　ます。イの質問については，事業者が特定できる情報を除いた要旨とそれに対する本市の

　　回答をその時点での応札予定者（入札説明書等を受け取った者または入札参加資格審査申

　　請を行った者）全員に一斉回答します。質問受付締切り後は，調達仕様書の内容その他入

　　札に影響を与える質問には一切回答しません。また，本市の回答は入札説明書等を補足す

　　る効力を持つものとします。

１０　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　入札書，提案書等の必要書類が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　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。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市が指定した様式以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシル，消せるボールペンその他の訂正の容易な筆記具により入札書

　　に記載したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　　　なお，本市により入札に参加する者に必要な資格があることを確認された者であっても，

　　落札者の決定から契約締結までの間において神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止措

　　置若しくは取引停止取扱要領に基づく取引停止等措置を受けている者等，第２項に掲げる

　　資格のない者に該当した入札は無効とする。その場合，予定価格の範囲内で定量化審査に

　　おける「総合評価点」の得点の高い者から順に契約交渉を行うことがある（地方自治法施

　　行令第１６７条の２に基づく随意契約）。

１１　落札者決定基準

　　入札金額及び提案内容をもとに価格点及び技術点を算出し，その合計点数を総合評価点数

　として，最も高い者を落札者とする。

　⑴　評価項目と配点

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５７２

２，０００点

調達仕様書等にて要求している内容の実現性を評価する。

 （配点内訳）

 【提案書】

０．提案者について    ４００点

１．本業務の内容     １００点

２．機能要件     ４００点

３．非機能要件     ２５０点

技術点



２５７３

　⑵　落札者の決定基準

　　ア　次の契・形・径・恵の各要件のいずれにも該当する入札者のうち，入札説明書等に定

　　　めるところにより算出された技術点と価格点の合計点が最も高いものを落札者とします。

　　　契　入札金額が，本市が定める上限の範囲内の者。

　　　形　入札金額が著しく低い額を提案した場合は，本市の調査の結果履行に支障がないと

　　　　認められた者。

　　　径　本市が規定する調達範囲及びシステム利用時間，利用者，利用規模を満たす者

　　　恵　本市が規定する機能要件にて記載する必須項目の実現が可能である者

　　イ　アによる最高得点者が複数ある場合は，そのうち技術点が最も高い者を落札者としま

　　　す。さらに技術点の最高得点者も複数ある場合は，当該入札者にくじを引かせて落札者

　　　を決定します。この場合において，当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない

　　　者があるときは，これに代えて，当該入札事務に関係のない本市の職員にくじを引かせ

　　　て落札者を決定します。

１２　特定調達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。

１３　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１４　Summary

　⑴　Contract Content :Construction and maintenance of mobile phone for business

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. September 10, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 5:00 P.M. October 7, 2020.

　⑷　A contact point where tender documents are available : Information Strategy 

　　Department, Planning and Coordination Bureau, Kobe City Hall，6-5-1 Kano‐cho, 

　　Chuo‐ku, Kobe 650‐8570，Japan. TEL 078-322-6248

―――――――――――――――――

神戸市公告第５０１号

　神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年１０月条例第２９号）第３４条第１項において準用

する同条例第２９条第３項の規定により，次の対象事業に係る同条第１項の規定による事後調査

の結果を記載した報告書及びその概要を記載した書類（以下「概要書」という。）の提出があ

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

４．機器導入要件     ２００点

５．業務委託要件     １００点

６．運用要件     ３００点

７．その他留意事項     ５０点

８．追加提案等     ２００点

１，０００点価格点

３，０００点合計評価点



ったので，同条例第３４条第１項において準用する同条例第２９条第４項の規定により公告すると

ともに，当該概要書の写しを次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和２年９月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　対象事業の概要

　⑴　対象事業の名称

　　　神戸発電所３・４号機設置計画

　⑵　事業者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　　名　称：株式会社コベルコパワー神戸第二

　　　代表者：代表取締役社長　木本　総一

　　　所在地：神戸市灘区灘浜東町２番地

　⑶　対象事業の種類

　　　発電所の建設

　⑷　対象事業の位置

　　　神戸市灘区灘浜東町２番地

２　縦覧の期間

　　令和２年９月１日（火曜）から９月１４日（月曜）まで

３　縦覧の場所

　　神戸市中央区磯上通７－１－５三宮プラザＥＡＳＴ２階

　　神戸市環境局環境保全部環境都市課

４　縦覧の時間

　　午前９時から午後５時まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第５０２号

　神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年１０月条例第２９号）第３４条第１項において準用

する同条例第２９条第３項の規定により，次の対象事業に係る同条第１項の規定による事後調査

の結果を記載した報告書（以下「報告書」という。）の提出があったので，同条例第３４条第１

項において準用する同条例第２９条第４項の規定により公告するとともに，当該報告書の写しを

次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和２年９月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　対象事業の概要

　⑴　対象事業の名称

　　　神戸国際港都建設計画道路１．３．６号大阪湾岸線西伸線

　⑵　事業者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　　ア　名　称：国（国土交通省近畿地方整備局）

　　　　　代表者：国土交通省近畿地方整備局長　井上　智夫

　　　　　所在地：大阪府大阪市大手前１丁目５番４４号
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２５７５

　　　イ　名　称：阪神高速道路株式会社

　　　　　代表者：代表取締役社長　幸　和範

　　　　　所在地：大阪府大阪市北区中之島３丁目２番４号

　⑶　対象事業の種類

　　　一般国道（自動車専用道路）の改築

　⑷　対象事業の位置

　　　起点：神戸市東灘区向洋町東

　　　終点：神戸市長田区南駒栄町

２　縦覧の期間

　　令和２年９月１日（火曜）から９月１４日（月曜）まで

３　縦覧の場所

　　神戸市中央区磯上通７－１－５三宮プラザＥＡＳＴ２階

　　神戸市環境局環境保全部環境都市課

４　縦覧の時間

　　午前９時から午後５時まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第５０３号

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づき，次

に掲げる土地につき農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年政令第２５４号）第１０条

第１項に規定する神戸農業振興地域整備計画に係る軽微な変更をしたので，同法第１３条第４項

において準用する同法第１２条第１項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月１日

    神戸市　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市公告第５０４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９月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項
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変更内容
土　　地　　の　　表　　示

面積地番字町区市

農業用施設用地に用

途区分を変更する

２，１４９のうち

４１．２㎡
２１８９番向井神出町田井西神戸



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）（以下「契約監理課」という。）

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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５７６

令和２年度（後期）東部管内舗装補修単価契約工事工 事 名

神戸市　東灘・灘区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における舗装補修工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

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

舗装Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか等級

舗装の総合点数が７２０点以上

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　令和２年９月２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）中部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内舗装補修単価契約工事

その他



２５７７

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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５０５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９月２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。）

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５７８

令和２年度（後期）中部管内舗装補修単価契約工事工 事 名

神戸市　中央・兵庫区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における舗装補修工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

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

舗装Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか等級

舗装の総合点数が７２０点以上

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　令和２年９月２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）西部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）東部管内舗装補修単価契約工事

その他



２５７９

　　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）（以下「契約監理課」という。）

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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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



　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５０６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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５８０

令和２年度（後期）北管内舗装補修単価契約工事工 事 名

神戸市　北区内　工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における舗装補修工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

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

舗装Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか等級

舗装の総合点数が７２０点以上

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　令和２年９月２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）中部管内舗装補修単価契約工事

その他



２５８１

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）（以下「契約監理課」という。）

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。

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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年度（後期）西部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）東部管内舗装補修単価契約工事



　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５０７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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５８２

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（後期）西部管内舗装補修単価契約工事工 事 名

神戸市　長田・須磨区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における舗装補修工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

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

舗装Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか等級

舗装の総合点数が７２０点以上

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。その他



２５８３

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）（以下「契約監理課」という。）

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。

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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

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　令和２年９月２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）中部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）東部管内舗装補修単価契約工事



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５０８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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５８４

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（後期）垂水管内舗装補修単価契約工事工 事 名

神戸市　垂水区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における舗装補修工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

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

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



２５８５

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）（以下「契約監理課」という。）

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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方 法

舗装Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか等級

舗装の総合点数が７２０点以上

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　令和２年９月２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）中部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）東部管内舗装補修単価契約工事

その他



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５０９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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５８６

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」

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（後期）西管内舗装補修単価契約工事工 事 名

神戸市　西区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における舗装補修工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

そ の 他



２５８７

　　（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）（以下「契約監理課」という。）

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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

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

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

舗装Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか等級

舗装の総合点数が７２０点以上

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　令和２年９月２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）中部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内舗装補修単価契約工事

　　・令和２年度（後期）東部管内舗装補修単価契約工事

その他



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５１０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９月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５８８

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１１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

横尾周辺緑地防災対策工事工 事 名

神戸市須磨区妙法寺字円満林工事場所

令和３年３月５日完成期限

覆式落石防護網工６８８㎡，現場打側溝工２８ｍ，Ｕ型側溝工４４ｍ，

集水桝工５箇所，門扉工２基，伐採工１，０７０㎡ 他
工事概要



２５８９

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。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

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建設業の許可

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９月２日（水）～９月８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５１１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９月２日

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５９０

　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９月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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



２５９１

     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。）

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

ウェルブ六甲道５番街２番館消防設備改修工事工 事 名

神戸市灘区桜口町５丁目１－８工事場所

令和３年３月３１日完成期限

既設消防設備機器一式を更新する。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

消防施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「消防施設」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　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



　　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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５９２

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９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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



２５９３

　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５１２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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

動物管理センター管理棟外壁他改修工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１工事場所

令和３年１月２９日完成期限

外壁改修，付属犬舎補修，屋根改修，内装改修工事概要

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

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

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５９４

　　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９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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



２５９５

　　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５１３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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５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

平磯海づり公園釣台手摺改修工事その１工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６６工事場所

令和３年３月１２日完成期限

釣台手摺の塗替工事及び撤去新設工事一式工事概要

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

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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５９６

　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９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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



２５９７

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５１４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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５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

神若橋補修工事工 事 名

神戸市中央区神若通７丁目他工事場所

令和３年２月２８日完成期限

ひび割れ補修工　１式，　断面修復工　１式，　支承防錆工　１０基，

伸縮装置設置工　１式，　ほか
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

令和２年９月１１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



　　（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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２５９８

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「橋梁」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９月２日（水）～９月８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



２５９９

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５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

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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５１５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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６００

令和２年度北管内舗装補修工事その４工 事 名

神戸市北区有野町工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

舗装工１式　１，７８０㎡，　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



２６０１

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

※　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９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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



　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５１６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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６０２

鳴尾御影線擁壁補修工事工 事 名

神戸市東灘区住吉東町１丁目～魚崎北町４丁目工事場所

令和３年２月２６日　完成期限

ひび割れ注入工　Ｌ＝９９ｍ，断面修復工　Ｖ＝３．１㎥，　　

断面修復併用電気防食工　Ｖ＝２．７㎥，表面含浸工　Ａ＝３５４㎡，

撤去工一式，仮設工一式

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

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

とび・土工工事業又は防水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「土木専門・とび・土

工」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

その他



２６０３

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

　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９月２日（水）～９月１１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９月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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



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５１７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９月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６０４

令和２年９月１６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

西神井吹台住宅１・３号棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市西区井吹台西町１丁目工事場所

令和３年３月１９日完成期限

平成８年度建設

１号棟：ＲＣ造　６階建　延面積３，００８㎡

３号棟：ＲＣ造　６階建　延面積３，０３６㎡

延面積　計６，０４４㎡

上記建物の

外壁改修，防水改修，塗装改修工事　一式

工事概要

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



２６０５

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

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５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

　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

一層二段自走式立体駐車場（１１０台）及び屋外付帯の塗装改修工事　一式

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う事後審査型を適用する。そ の 他



　　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

　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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６０６

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９月２日（水）～９月１５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１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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９月１８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



２６０７

―――――――――――――――――

神戸市公告第５１８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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

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

　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

その他

長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事（その２）工 事 名

神戸市中央区楠町３，７～８丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

電線共同溝Ｌ＝１６０ｍ，道路復旧工一式，道路付属施設工（照明）一式，

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



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。

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６０８

　　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。

第１日目　令和２年９月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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９月２日（水）～９月１５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

令和２年９月１８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



２６０９

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５１９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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５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

本山南町６丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市東灘区本山南町６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６月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２００　Ｌ＝２１２．４９ｍ，φ２５０　Ｌ＝４９９．１６ｍ，

　　　　　　　φ３００　Ｌ＝１５９．５７ｍ

管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０　Ｌ＝４．６７ｍ

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」を希望業登録業種



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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６１０

種として登録していること（希望順位は問わない）。

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。

　・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。

その他

令和２年９月２日（水）～９月１５日（火）受付期間



２６１１

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５２０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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

第１日目　令和２年９月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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９月１８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２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６１２

高取台中学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区高取山町１丁目１－１工事場所

令和３年３月１５日完成期限

外壁改修工事　一式，屋上防水改修工事　一式，屋根改修工事　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

　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。

その他



２６１３

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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

※　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９月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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９月２日（水）～９月１５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

令和２年９月１８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



　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５２１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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６１４

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

玉津処理場管理本館空調設備他改修工事工 事 名

神戸市西区森友１丁目２６工事場所

令和３年１月２９日完成期限

玉津処理場管理本館空調設備改修に伴う

機械設備工事一式，電気設備工事一式，意匠（建築）工事一式

玉津処理場管理本館事務所改修に伴う

意匠（建築）工事一式，機械設備工事一式，電気設備工事一式

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

管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

管一般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。

その他



２６１５

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

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。

令和２年９月２日（水）～　９月１５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１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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

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５２２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一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　令和２年度　圧縮空気泡消火装置付小型タンク車の製作

２　数量

　　２台

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
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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

令和２年９月１８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

入札説明書等によります。



２６１７

　　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

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社モリタ　関西支店

　　　　支店長　土居　典生

　　兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

６　落札金額

　　６６，４００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年６月１０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５２３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一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　ポンプ付救助車の製作

２　数量

　　２台

３　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

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　大槻ポンプ工業株式会社

　　　　代表取締役　大槻　浩平

　　京都府綾部市本町７丁目６７番地の２

６　落札金額

　　１５０，５００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続
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　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年６月１０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５２４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一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　はしご付消防自動車の製作

２　数量

　　１台

３　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

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社モリタ　関西支店

　　　　支店長　土居　典生

　　兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

６　落札金額

　　２０９，９００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年６月１０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５２５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一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６１８



２６１９

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　１３ｍ放水塔付消防自動車の製作

２　数量

　　１台

３　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

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社モリタ　関西支店

　　　　支店長　土居　典生

　　兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

６　落札金額

　　８１，５００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年６月１０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５２６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一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　令和２年度　資材搬送ポンプ車の製作について

２　数量

　　２台

３　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

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号



４　落札者を決定した日

　　令和２年７月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社吉谷機械製作所

　　　　取締役社長　吉谷　勇一郎

　　鳥取県鳥取市古海３５６番地１

６　落札金額

　　４３，９４０，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年６月１０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５２７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一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　特殊災害対応タンク車の製作

２　数量

　　２台

３　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

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社モリタ　関西支店

　　　　支店長　土居　典生

　　兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

６　落札金額

　　１０７，９８０，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６２０



２６２１

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年６月１０日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第５４０号

　次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年９月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区多聞町字小束山８６８番１３８２，８６８番１３８３　の内２工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市北区梅田１丁目１番３号　大阪駅前第３ビル１階

　　株式会社　大澤アセットカンパニー

　　　代表取締役　大澤　義幸

３　許可番号

　　平成３１年１月２８日　第６９３４号

　　（変更許可　令和２年２月１８日　第１３６５号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第５４１号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年９月１５日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年９月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　神戸御幸ビル商業施設

　　神戸市中央区明石町４４番地

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏
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　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　令和２年６月２５日

４　変更する理由

　　代表者変更のため

５　届出年月日

　　令和２年７月２１日

６　縦覧期間

　　令和２年９月１５日から令和３年１月１４日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第５４２号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年９月１５日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年９月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＤＣＭダイキ神戸北町店
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法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称

代表取締役

多田　清
名古屋市中区錦３丁目２０番２７号株式会社御幸ビルディング

法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称

代表取締役

春名　孝俊
名古屋市中区錦３丁目２０番２７号株式会社御幸ビルディング



２６２３

　　神戸市北区日の峰２丁目１２番６号

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　令和２年４月１日

４　変更する理由

　　代表者変更のため

５　届出年月日

　　令和２年７月３１日

６　縦覧期間

　　令和２年９月１５日から令和３年１月１４日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

  水  道  局  

神戸市水道告示第１１号

　神戸市水道局収納事務の事業者委託に関する規程（平成７年９月水道管理規程第３号）第２

条の規定に基づき水道料金等の収納事務を次のとおり委託したので，地方公営企業法施行令

（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定に基づき告示する。

　　令和２年９月１５日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　受託した相手方

　　受託者名　株式会社しんきん情報サービス

　　所在地　東京都港区港南１丁目８番２７号
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法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称

代表取締役

浅田　俊一
東京都千代田区神田練塀町３番地東京センチュリー株式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称

代表取締役

野上　誠
東京都千代田区神田練塀町３番地東京センチュリー株式会社



２　委託した事務の内容

　⑴　神戸市水道局収納事務の事業者委託に関する規程第５条に規定する料金等の収納

　⑵　同規程第６条に規定する出納取扱金融機関への払込み

　⑶　その他前２号に付帯する事務

３　委託開始期日

　　令和２年１０月１日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第６３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２８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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６２４

千苅浄水場ろ過池１号逆洗弁取替工事工 事 名

神戸市北区道場町生野７８０　神戸市水道局　千苅浄水場工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，千苅浄水場に設置されているろ過池１号逆洗弁を更新するもの。

ろ過池１号逆洗弁の機器製作・既設機器撤去・据付等

ろ過池ろ層整備作業

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

機械器具設置工事業及び水道施設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

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

その他



２６２５

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　

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

　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８月２８日（金）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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



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６４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２８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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６２６

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

藤原ポンプ場第２ずい道配水池送水ポンプ設備更新工事工 事 名

神戸市北区藤原台北町７丁目２０　神戸市水道局藤原ポンプ場工事場所

令和３年１２月２４日完成期限

神戸市水道局藤原ポンプ場に設置されている第２ずい道配水池送水ポンプを更

新するものである。
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

機械器具設置工事業及び水道施設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



２６２７

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

経営事項審査の結果において，機械器具設置工事の総合評定値が１，０００

点以上，かつ水道施設工事の総合評定値が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２８日（金）～９月１１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



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６７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２８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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６２８

令和２年９月１６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

北（長尾町宅原他）配水管取替工事工 事 名

第１日目　令和２年９月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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



２６２９

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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

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

土木一般の総合点数が１，０８０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

その他

神戸市北区長尾町宅原ほか工事場所

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３０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

布設延長：φ１００－４１．３ｍ，φ１５０－１７１．１ｍ，φ２００－８６８．０ｍ，φ３００－１９．８ｍ，

　　　　　φ１００（ＳＰ）－２５．１ｍ，φ１５０（ＳＰ）－６７．９ｍ，φ２００（ＳＰ）－１２．８ｍ

撤去延長：φ１００－１．４ｍ，φ１５０－１７１．９ｍ，φ２００－８４３．９ｍ，φ３００－２０．６ｍ，

　　　　　φ１００（ＶＰ）－４０．１ｍ，φ１００（ＳＰ）－２５．１ｍ，φ２００（ＳＰ）－７３．２ｍ

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



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　

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６３０

　　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２８日（金）～９月１１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９月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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９月１６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



２６３１

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６８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９月２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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

北（有野町唐櫃他）送水管新設工事工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃，花山東町工事場所

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４年３月３１日まで

完成期限

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

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」



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１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６３２

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

土木一般の総合点数が１，０８０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。

その他

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

布設延長（配水）：φ７５－３．３ｍ，φ１００－０．４ｍ，φ２００－１０．４ｍ，

　　　　　　　　　φ３００－４３．９ｍ

布設延長（送水）：φ２００－１３．９ｍ，φ３００－２，０７３．３ｍ，φ８２（ＦＥＰ）－４１．４ｍ

撤去延長（送水）：φ２００－６．１ｍ，φ３００－１６．９ｍ，φ８２（ＶＰ）－４１．４ｍ

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



２６３３

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。

　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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

令和２年９月２日（水）～９月１５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１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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９月１８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「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。



　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６９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９月２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９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６３４

唐櫃高区配水場流量制御盤他更新工事工 事 名

神戸市北区唐櫃台４丁目１８　唐櫃高区配水場工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

本工事は，唐櫃高区配水場の流量制御盤その他の既設盤の更新にかかる，必要

な盤類の製作，納入・据付，配線作業及び試験調整の全てを含むものである。

なお，受配電盤，流量制御盤については自社製作品に限る。

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建設業の許可

　上水道施設において，入水制御設備（自社で製作した制御盤を用いた

ものに限る）の新設または更新において，平成１７年度以降に元請として

完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事又は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

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。

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



２６３５

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　

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号

　・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９月２日（水）～９月８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９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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。　

  農 業 委 員 会  

　

神戸市農業委員会告示第６号

　農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第２項第５号括弧書きの規定に基づき，別段の面積

を定めたので，次のとおり告示する。

　　令和２年９月１５日

神戸市農業委員会会長　井　上　重　信　

令和２年９月１５日   神  戸  市  公  報   第３６７５号２６３６

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

別段の面積別段の面積を適用する区域

２．７アール神戸市西区櫨谷町松本字三本松１１２６の区域

１０アール上記以外の神戸市内全域

令和２年９月１１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


