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規      則

▽神戸市立図書館条例施行規則の一部を改正

　する規則

　　　　［文化スポーツ局中央図書館総務課］

告      示

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（大石南町町内会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽三宮駅周辺自転車等放置禁止区域の変更

 　　　　［建設局中部建設事務所］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局西部建設事務所］

▽神戸市立斎場の休場日［健康局斎園管理課］

▽道路法による道路の区域決定及び供用開始

　（市道　大池１０３号線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　大池２１号線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

  ［建設局西建設事務所］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨体育館体育室床改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（落合クリーンセンターピットステ

　ージ天井材改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（兵庫区文化センター体育館空調設

　備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東部管内道路照明灯建替工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（デュオドーム遮光遮熱対策等電気

　設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東部市場発砲スチロール溶融機更

　新工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（（準）伊川護岸補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（元町歩道橋橋面舗装改築工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（兵庫運河地区（中之島）プロムナ

　ード整備工事）　　［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（大開住宅外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨地区海岸整備工事その５）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（野田町７丁目地区他汚水管改築更

　新工事） ［行財政局契約監理課］

▽建築協定書の公開による意見の聴取（ガー

　デンハウス鹿の子台ハーブの里第１地区建

　築協定）

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽建築協定書の公開による意見の聴取（ガー

　デンハウス鹿の子台ハーブの里第２地区建

　築協定）

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（六甲アイランド１号上屋屋根改修

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（垂水処理場　東５・６号砂ろ過機

　械設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（新港東Ｅ上屋止水板設置工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（唐櫃台法面防災対策工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（橘通２丁目地区他汚水管改築更新

　工事）  ［行財政局契約監理課］
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３６５９

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東神戸地区（魚崎浜）防潮施設補

　強工事（その２））［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田楠日尾線（楠町）電線共同溝

　整備工事（その３））

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市経済観光局中央卸売市場東部市場

　電気調達） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市経済観光局中央卸売市場西部市場

　電気調達） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市建設局王子動物園電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市港湾局新港第４突堤電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市環境局資源リサイクルセンター電

　気調達） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市環境局事業所等１０施設電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市環境局排水管理施設等７施設電気

　調達）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市立工業高等専門学校電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による契約の締結（神戸市東

　部環境センター余剰電力売却）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による契約の締結（神戸市環

　境局港島クリーンセンター余剰電力売却）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による契約の締結（神戸市環

　境局西クリーンセンター余剰電力売却）

  ［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（ＩＣＴ機器借上【神戸市特別

　支援学校】） ［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（ＩＣＴ機器借上【神戸市小学

　校後期その２】）　［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（東灘処理場　沈砂池ポンプ棟１・

　２号スクリーン改修）

  ［行財政局契約監理課］

▽神戸市都市景観条例による協議の申出並び

　に当該申出に係る書面及び図書の写しの縦

　覧  　［都市局景観政策課］

▽事業計画の変更（神戸国際港都建設事業新

　長田駅南第２－Ｃ地区震災復興第二種市街

　地再開発事業）

 ［都市局市街地整備部都市整備課］

▽神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｃ

　地区震災復興第二種市街地再開発事業に係

　る図書の写しの縦覧

 ［都市局市街地整備部都市整備課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区伊川谷

　町）   　［都市局指導課］

▽都市公園の設置（向洋町中５丁目南小公園）

  ［建設局公園部管理課］

▽一般競争入札による契約の締結（垂水地区

　駐車場）

　　　　［都市局市街地整備部市街地整備課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区前開南

　町１丁目）  　［都市局指導課］

▽複合機能用地の買受人又は借受人の公募

　（神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジス

　ティックパーク））

 ［都市局新都市事業部企業誘致課］

▽複合機能用地の買受人又は借受人の公募

　（神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジス

　ティックパーク））

 ［都市局新都市事業部企業誘致課］

水   道   局

▽神戸市指定給水装置工事事業者の指定

   　［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（多井畑ポンプ場外壁他改修工事）

   　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（兵庫（中道通他）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局センター５施設および北野

　会館電気調達）  　［水道局施設課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局奥平野浄水場他１２施設電気

　調達）   　［水道局施設課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局逢山峡ポンプ場他２施設電

　気調達）  　［水道局施設課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局千苅浄水場電気調達）

   　［水道局施設課］
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▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局烏原ポンプ場電気調達）

   　［水道局施設課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局奥畑ポンプ場電気調達）

   　［水道局施設課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局丸山ポンプ場電気調達）

   　［水道局施設課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市水道局名谷ポンプ場電気調達）

   　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田（片山町他）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

交   通   局

▽自動車事業及び高速鉄道事業の旅客運賃等

　の徴収事務を含む業務の委託

  　［交通局営業推進課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（湊川公園駅構内サイン他改修工事）

   　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（御崎Ｕビル　コンクリートブロッ

　ク塀他改修工事その２）　［交通局総務課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市交通局魚崎営業所他８施設電気調

　達）   　［交通局総務課］

そ   の   他

▽神戸市職員共済組合が所有する不動産の売

　払いの一般競争入札の実施

  ［神戸市職員共済組合］

▽神戸市道路公社　３駐車場（三宮中央通り

　駐車場，大倉山駐車場，荒田公園駐車場）

　【飲料自動販売機】入札占用指針

　　　　［神戸市道路公社総務企画部総務課］

▽神戸市道路公社　神戸駅南駐車場【飲料自

　動販売機】入札占用指針

　　　　［神戸市道路公社総務企画部総務課］
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３６６１

  規     則  

　神戸市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年１１月１９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第３５号

　　　神戸市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則

　（図書館条例施行規則の一部改正）

第１条　神戸市立図書館条例施行規則（令和２年３月規則第９１号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第３条第１項を次のように改める。

　　　次の各号に掲げる市立図書館の開館時間は，当該各号に定めるとおりとする。

　　⑴　中央図書館　午前９時１５分から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，

　　　午前９時１５分から午後６時まで

　　⑵　東灘図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前

　　　１０時から午後６時まで

　　⑶　灘図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前１０

　　　時から午後６時まで

　　⑷　三宮図書館　午前１０時から午後９時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前

　　　１０時から午後６時まで

　　⑸　兵庫図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前

　　　１０時から午後６時まで

　　⑹　北図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前９

　　　時から午後５時まで

　　⑺　北神図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前

　　　１０時から午後６時まで

　　⑻　新長田図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午

　　　前１０時から午後６時まで

　　⑼　須磨図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前

　　　９時から午後５時まで

　　⑽　垂水図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前

　　　１０時から午後６時まで

　　⑾　西図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前９

　　　時から午後５時まで

　　第２６条中「文化スポーツ局長」を「主管局長」に改める。

第２条　神戸市立図書館条例施行規則の一部を次のように改正する。

　　第２条を次のように改める。

　　（休館日） 

　第２条　条例第２条に規定する図書館（以下「市立図書館」という。）の休館日は，次に掲
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　　げる日とする。

　２　市長は，市立図書館の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわ

　　らず，これらの日に開館することができる。

　　第３条第１項中第１１号を第１２号とし，第１０号を第１１号とし，第９号の次に次の１号を加え

　る。

　　⑽　名谷図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前

　　　１０時から午後６時まで

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，神戸市立図書館条例の一部

を改正する条例（令和２年７月条例第２０号）中神戸市立図書館条例第２条の改正規定（同条の

表神戸市立須磨図書館の項の次に神戸市立名谷図書館の項を加える部分に限る。）の施行の日

から施行する。
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⑴　月曜日（当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

　に規定する休日（以下「休日」という。）に当たる場合は，その翌日以

　降の日のうち休日に当たらない最初の日）

⑵　１２月２９日から翌年の１月３日までの日

⑶　蔵書の点検に係る期間として，１年度につき１４日を超えない範囲内で

　市長が指定する期間内の日

⑷　館内の整理に係る期間として，１年度につき４日を超えない範囲内で

　市長が指定する日

⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める日

中央図書館

⑴　毎月第１月曜日（当該日が休日に当たる場合は，その翌日以降の日の

　うち休日に当たらない最初の日）

⑵　火曜日（当該日が次に掲げる日に当たる場合を除く。）

　ア　第１月曜日の翌日（前号の規定により休館日となる日を除く。）

　イ　休日

⑶　１２月２９日から翌年の１月３日までの日

⑷　蔵書の点検に係る期間として，１年度につき７日を超えない範囲内で

　市長が指定する期間内の日

⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める日

名谷図書館

⑴　月曜日（当該日が休日に当たる場合（北図書館，須磨図書館及び西図

　書館にあっては，当該日が神戸市立文化センター条例施行規則（昭和５６

　年８月規則第４４号）第６条に規定する休館日でない日に限る。）は，そ

　の翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日）

⑵　１２月２９日から翌年の１月３日までの日

⑶　蔵書の点検に係る期間として，１年度につき７日を超えない範囲内で

　市長が指定する期間内の日

⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める日

上記以外の

図書館
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  告     示  

神戸市告示第５８７号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年１１月１３日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称 

　　　大石南町町内会 

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市灘区大石南町２丁目１２番１５号

　⑶　代表者の氏名 

　　　山田　健一 

　⑷　代表者の住所 

　　　神戸市灘区大石南町２丁目１２番１５号

２　変更があった事項及びその内容 

　⑴　代表者の氏名

　　　「日笠　徹雄」を「山田　健一」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市灘区大石南町３丁目３番２３号」を「神戸市灘区大石南町２丁目１２番１５号」に改

　　める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年６月１日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第６０８号

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

号）第９条第１項の規定により指定した三宮駅周辺自転車等放置禁止区域を令和２年１２月１日

から別図のとおり変更するので，同条第４項において準用する規定により告示する。　　

　　令和２年１１月１８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造
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―――――――――――――――――

神戸市告示第６１１号

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

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

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

　　令和２年１２月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　保管した自転車等の台数，撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　（ただし，即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表
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問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和２年１０月６日
台２０自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台３自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１０月７日

台２９自転車
新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所 台

台

４０

３

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年１０月１３日台３自転車
鷹取駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所



―――――――――――――――――

　

神戸市告示第６１２号

　神戸市立斎場条例施行規則（昭和４９年４月規則第１４号）第９条第１号の規定による１月１日

のほか，同条第２号の規定による神戸市立斎場の休場日を次のとおり定める。

　　令和２年１２月１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６６６

台

台

４１

１

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年１０月１４日台８自転車
板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和２年１０月１５日
台３自転車

名谷・妙法寺駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区中落合２丁目１番

名谷保管所
台１０自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１０月２０日

台１０自転車
高速長田駅・西代駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

７６

３

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年１０月２１日
台２８自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所
台２８自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１０月２２日台２自転車
板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

甲南斎場・西神斎場・有馬斎場鵯越斎場年　　月

２日・３日（有馬斎場のみ）・５日・１１日・１５日・２１日・２７日２日・１１日令和３年１月

２日・７日・８日（有馬斎場のみ）・１３日・１９日・２５日７日令和３年２月

３日・７日・９日・１３日・１９日・２５日・３１日７日令和３年３月

４日・６日・１７日・２３日・２９日４日令和３年４月

２日・５日・１１日・１６日・２２日・２８日２日令和３年５月

３日・６日・９日・１３日・１９日・２５日６日令和３年６月

１日・４日・７日・１２日・１８日・２４日・３０日４日令和３年７月

１日・５日・９日・１５日・２１日・２７日１日・９日令和３年８月

２日・５日・７日・１３日・１９日・２５日５日令和３年９月

１日・３日・１１日・１７日・２３日・２９日３日令和３年１０月

４日・７日・９日・１５日・２１日・２７日７日令和３年１１月

３日・５日・７日・１３日・１９日・２５日・３１日（有馬斎場のみ）５日・２５日令和３年１２月
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神戸市告示第６１３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決定

し，同条第２項の規定により，令和２年１２月２日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年１２月１５日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１２月１日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第６１４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１２月２日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年１２月１５日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１２月１日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造
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幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

６．００６９．００神戸市北区西大池２丁目１番１９６

地先から　

神戸市北区西大池２丁目１番１８８

地先まで

大池１０３号線市道

６．００７１．００神戸市北区西大池２丁目１番２３４

地先から　

神戸市北区西大池２丁目１番２０３

地先まで

大池１０４号線

６．００６４．５０神戸市北区西大池２丁目１番２２４

地先から　

神戸市北区西大池２丁目１番２１６

地先まで

大池１０５号線

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　６．５０

最小　　５．００

１５９．８０新神戸市北区西大池２丁目１

番１７９地先から

大池２１号線市道



―――――――――――――――――

神戸市告示第６１５号

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

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

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

　　令和２年１２月１日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

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

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　西神保管所及び学園都市保管所

　　　（ア）火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで。

　　　（イ）土曜日　午後１時から午後５時まで。

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

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

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

　相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができない
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最大　　６．４０

最小　　４．７０

１５９．８０旧神戸市北区西大池２丁目１

番２２５地先まで

６．００３２．２０新神戸市北区西大池２丁目１

番１７９地先から

神戸市北区西大池２丁目１

番２４地先まで

大池２２号線

５．００３２．２０旧

　　６．００２０１．８０新神戸市北区西大池２丁目１

番２２５地先から

神戸市北区西大池２丁目１

番２４地先まで

大池２３号線

最大　　５．７０

最小　　５．４０

２０１．８０旧
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　ときは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

  公     告  

神戸市公告第８４２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１１月１３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。）
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問い合わせ先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

西区玉津町今津字宮の西３３３番

の１

建設局西建設事務所

電話　９１２－３７５０

令和２年１０月８日台２自転車
西神中央駅周辺内

自転車等放置禁止区域

西区高 台６丁目

西神保管所

電話　９９２－３７６３
令和２年１０月１５日台２自転車

西建設事務所管内自転車等

放置禁止区域外長期放置

令和２年１０月２２日台４自転車
西神南駅周辺内

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月２９日台１自転車
西建設事務所管内自転車等

放置禁止区域外長期放置

令和２年１０月１３日

台１自転車
伊川谷駅周辺

自転車等放置禁止区域

西区学園西町３丁目２番地

学園都市保管所

電話　７９５－４６１８
台１自転車

伊川谷駅周辺

自転車駐輪場内長期放置

須磨体育館体育室床改修工事工 事 名

神戸市須磨区中島町１丁目２－２工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年５月３１日完成期限

体育室床改修工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級



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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６７０

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１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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方 法



３６７１

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８４３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１１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

「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１１月２７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

落合クリーンセンターピットステージ天井材改修工事工 事 名

神戸市須磨区中落合３丁目工事場所

令和３年３月１９日完成期限

ピットステージ折板屋根裏のアスベスト材（レベル２）除去工事工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６７２

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　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



３６７３

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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

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１１月２７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



神戸市公告第８４４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１１月１３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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６７４

兵庫区文化センター体育館空調設備工事工 事 名

神戸市兵庫区羽坂通４丁目１－１工事場所

令和３年３月２４日完成期限

空調設備工事に伴う，機械電気設備他工事一式工事概要

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建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

その他



３６７５

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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

　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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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１１月２７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



　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８４５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１１月１３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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６７６

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

東部管内道路照明灯建替工事工 事 名

神戸市灘区，東灘区一円工事場所

令和３年３月３１日完成期限

土工　一式　　舗装工　一式

照明灯撤去工　２１基（うちデザイン照明灯１９基）

照明灯設置工　２１基

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

その他



３６７７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６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。

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１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８４６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１１月１３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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６７８

デュオドーム遮光遮熱対策等電気設備工事工 事 名

神戸市中央区東川崎町１―２―３工事場所

令和３年３月２６日完成期限

デュオドーム遮光遮熱対策等工事に伴う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

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１１月２７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



３６７９

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般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

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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



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８４７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１１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６８０

第１日目　令和２年１１月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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１１月２７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

東部市場発泡スチロール溶融機更新工事工 事 名



３６８１

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）

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

神戸市東灘区深江浜町１－１工事場所

令和３年３月３１日完成期限

東部市場発泡スチロール溶融機更新工事に伴う，機械設備工事一式。工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



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

　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

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６８２

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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１１月２７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



３６８３

　　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８４８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１１月１３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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

（準）伊川護岸補修工事工 事 名

神戸市西区伊川谷町布施畑工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年６月３０日完成期限

施工延長　Ｌ＝２０．０ｍ，　河川土工　１式，　構造物撤去工　１式，　　

大型ブロック積工　１式，　すりつけ工　１式，　仮設工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６８４

　　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１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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１１月２７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



３６８５

　　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８４９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１１月１３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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６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

元町歩道橋橋面舗装改築工事工 事 名

神戸市中央区北長狭通４丁目他工事場所

令和３年３月３１日完成期限

工事延長　Ｌ＝２４．４ｍ，　ゴムチップ舗装工　Ａ＝８０㎡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
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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６８６

　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。

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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



３６８７

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８５０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１１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

入札説明書等によります。

令和２年１１月２７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

兵庫運河地区（中之島）プロムナード整備工事工 事 名

神戸市兵庫区中之島２丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

撤去工　１式，土工　１式，場所打擁壁工　３８ｍ，排水構造物工　１式，

付属物設置工　１式，付帯工　１式，舗装工　６９２㎡，照明設備工　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



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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６８８

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



３６８９

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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１１月２７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８５１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１１月１３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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６９０

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Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

その他

大開住宅外壁改修他工事工 事 名

神戸市兵庫区大開通２丁目３番１０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６月３０日完成期限

防水，外壁，塗装，共用部照明設備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



３６９１

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。

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

令和２年１１月１３日（金）～１１月２７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１１月３０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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

　・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１２月２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



　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８５２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１１月１３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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６９２

須磨地区海岸整備工事その５工 事 名

神戸市須磨区須磨浦通２丁目，３丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

園路整備Ｌ＝３００ｍ，　昇降路整備２箇所工事概要

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

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

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



３６９３

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６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１１月１３日（金）～１１月２７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１１月３０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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８５３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１１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６９４

令和２年１２月２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

野田町７丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市長田区野田町７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１０月１５日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝８０．２６ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝９８０．８９ｍ，

管きょ工（開削）φ２５０㎜　Ｌ＝４３．５８ｍ，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



３６９５

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・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



　　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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６９６

令和２年１１月１３日（金）～１１月２７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１１月３０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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１２月２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



３６９７

　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８５４号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７２条第１項の規定により，次のとおり公開による意

見の聴取を行いますので，関係人で御意見のある方は，御参集ください。

　　令和２年１１月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　建築協定の名称

　　ガーデンハウス鹿の子台ハーブの里第１地区建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市北区鹿の子台南町６丁目４番地１８他　

３　公開による意見の聴取の開催日時

　　令和２年１２月２日（水）

　　１０時００分から１０時３０分まで

４　公開による意見の聴取の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

　　三宮国際ビル６階

　　建築住宅局６０２会議室

５　連絡先

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課

　　電話（０７８）５９５－６５５５

―――――――――――――――――

神戸市公告第８５５号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７２条第１項の規定により，次のとおり公開による意

見の聴取を行いますので，関係人で御意見のある方は，御参集ください。

　　令和２年１１月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　建築協定の名称

　　ガーデンハウス鹿の子台ハーブの里第２地区建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市北区鹿の子台南町６丁目１３番地６他　

３　公開による意見の聴取の開催日時

　　令和２年１１月３０日（月）

　　９時００分から９時３０分まで

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号



４　公開による意見の聴取の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

　　三宮国際ビル６階

　　建築住宅局６０２会議室

５　連絡先

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課

　　電話（０７８）５９５－６５５５

   

―――――――――――――――――

　

神戸市公告第８６６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１１月１８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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３６９８

単独企業形態

塗装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「塗装」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

その他

六甲アイランド１号上屋屋根改修工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町西１丁目工事場所

令和２年３月３１日完成期限

１．既存折板屋根，幕板，屋根上面の鉄部の塗装改修工事

２．既存折板上裏，屋根下面の鉄部の塗装改修工事

３．軒樋，竪樋の新替え

４．トップライトの新替え

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



３６９９

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６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１１月１８日（水）～１１月２７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１１月３０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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８６７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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３７００

令和２年１２月２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

垂水処理場　東５・６号砂ろ過機械設備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，垂水処理場内で東５・６号砂ろ過機械設備の設置を行うものである。

東５・６号砂ろ過機械設備工・・・１式
工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金



３７０１

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　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

　下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，ろ過水量が１７，０００㎥

／日以上の重力式急速砂ろ過設備（固定床型）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。

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

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



　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
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令和２年１１月１８日（水）～１２月１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（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

令和２年１２月４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

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

第１日目　令和２年１２月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法
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　　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８６８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１１月１８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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

新港東Ｅ上屋止水板設置工事工 事 名

神戸市中央区小野浜町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年１０月２９日完成期限

止水板（ＲＣ基礎共）設置工事　一式　

上記に伴う取合躯体補修等工事他　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

　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

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
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　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１１月１８日（水）～１２月１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１２月４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法
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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８６９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１１月１８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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６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

唐櫃台法面防災対策工事工 事 名

神戸市北区唐櫃台３～４丁目工事場所

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３０日完成期限

高木伐採　１式，土工　１式，法面工　５６９㎡，舗装工　８６㎡，

排水工　１式，ブロック積工　３４㎡，かご工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・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

６　入札の日時及び方法
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業種としていること（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１１月１８日（水）～１２月１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月２日（水）午前９時～午後８時日 時
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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８７０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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６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

橘通２丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市中央区橘通２丁目　他工事場所

第２日目　令和２年１２月３日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１２月４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３７０８

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・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

その他

令和４年１月２１日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　４１．３ｍ，φ２５０㎜　７６５．９８ｍ，φ３００㎜　６５．０８ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００㎜　１０６．６６ｍ，

管きょ撤去工（開削）ＨＰφ２５０㎜　６３．５８ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，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



３７０９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

令和２年１１月１８日（水）～１２月１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１２月４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

　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。



　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８７１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１１月１８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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３７１０

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

東神戸地区（魚崎浜）防潮施設補強工事（その２）工 事 名

神戸市東灘区魚崎浜町工事場所

令和３年３月３１日完成期限

土木工事　防潮施設補強　１式，機械工事　陸閘新設　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業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。

その他



３７１１

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１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

令和２年１１月１８日（水）～１２月１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法

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。



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８７２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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３７１２

入札説明書等によります。

令和２年１２月４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事（その３）工 事 名

神戸市中央区楠町３～４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，　道路付属施設工（照明）　１式，　仮設工　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金



３７１３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



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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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

第１日目　令和２年１１月３０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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１１月１８日（水）～１１月２７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

令和２年１２月２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
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神戸市公告第８７３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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場東部市場電気調達

　⑵　予定数量

　　　７，００８，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場東部市場

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。
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４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５  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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階
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３７１７

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。
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　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Eastern Kobe Wholesale Market.

　⑵  Quantity : 7,008,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, 

　　Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 
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３７１９

　　TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８７４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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場西部市場電気調達

　⑵　予定数量

　　　３，０３１，４８０キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場西部市場

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気
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　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）
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 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。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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。
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　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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Western Kobe Wholesale Market.

　⑵  Quantity : 3,031,480kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３７２２



３７２３

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第８７５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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市建設局王子動物園電気調達

　⑵　予定数量

　　　２，８７３，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市建設局王子動物園

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 
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　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

　　次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

　　札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも
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　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。
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　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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 
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　⑴　Contract Content : Electricity to use in Oji Zoo.

　⑵　Quantity : 2,873,000kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第８７６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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市港湾局新港第４突堤電気調達

　⑵　予定数量

　　　８３９，６００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市港湾局新港第４突堤

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。
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　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３７２８



３７２９

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。
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１１　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ
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　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Shinko Pier 4.

　⑵　Quantity : 839,600kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第８７７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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局資源リサイクルセンター電気調達

　⑵　予定数量

　　　１，１０９，５９０キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局資源リサイクルセンター

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格
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　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。
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　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Environment bureau Resources 

　　recycling center.

　⑵　Quantity : 1,109,590kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第８７８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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局事業所等１０施設電気調達

　⑵　予定数量

　　　１，３１４，３３９キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局灘事業所ほか９施設

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。
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２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）
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　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時
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　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　
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　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Environment bureau business 

　　Establishments 10 facilities.

　⑵　Quantity : 1,314,339kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第８７９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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局排水管理施設等７施設電気調達

　⑵　予定数量

　　　４，１３３，７３７キロワットアワー

　⑶　納入場所
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　　　神戸市環境局布施畑排水管理施設ほか６施設

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。
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　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）
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　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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
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　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Drainage management facility and ６ 

　　other facilities.

　⑵  Quantity : 4,133,737kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８０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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項
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　⑴　物品の名称

　　　神戸市立工業高等専門学校電気調達

　⑵　予定数量

　　　１，５３０，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市立工業高等専門学校

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

５　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間
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　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限
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 令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法
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　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　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。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１７　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Kobe City College of Technology.

　⑵　Quantity : 1,530,000kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December ４, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８１号

　一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６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４条の規

定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日
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     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び売却の種類

　　　神戸市東部環境センター余剰電力売却

　⑵　予定数量

　　　２１，０１９，１３７キロワットアワー

　⑶　受給地点

　　　神戸市東灘区魚崎浜町１－７

　　　神戸市環境局事業部東クリーンセンター

　⑷　受給期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書によります。

２　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（以下

　　「新電気事業法」という。）第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，

　　又は新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者，

　　若しくは電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の

　　規定に基づき，新電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者。ただし，新

　　電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者は，入札

　　までに新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けること。

３　契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

４　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

５　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

　　　公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）を除

　　く。）
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　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞不用品売却入札情報」に掲載します。参加する者は入札説明書をダウンロードして

　　ください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２日（水）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　提出期間

　　　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

７　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

８　入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

　⑴　提出期限

　　　令和３年１月２２日（金）午後２時まで（郵便による入札については，令和３年１月２１日

　　（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

　⑶　提出方法

　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２８日（木）午後２時から
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　⑵　開札場所

　　　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１８階入札室

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最高価格の入札書を提出した者を落札者とします。

　なお，「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含むものとします。

１３　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。

１４　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月３日（木）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１５　その他

　　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され
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　た単価に基づく単価契約とします。

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８２号

　一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６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４条の規

定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び売却の種類

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター余剰電力売却

　⑵　予定数量

　　　３３，８１６，９６０キロワットアワー

　⑶　受給地点

　　　神戸市中央区港島９丁目１２―１

　　　神戸市環境局事業部港島クリーンセンター

　⑷　受給期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書によります。

２　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（以下

　　「新電気事業法」という。）第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，

　　又は新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者，

　　若しくは電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の

　　規定に基づき，新電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者。ただし，新

　　電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者は，入札

　　までに新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けること。

３　契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号



　　神戸市役所本庁舎１号館２階

４　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

５　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

　　　公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）を除

　　く。）

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞不用品売却入札情報」に掲載します。参加する者は入札説明書をダウンロードして

　　ください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２日（水）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　提出期間

　　　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

７　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

８　入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

　⑴　提出期限

　　　令和３年１月２２日（金）午後２時まで（郵便による入札については，令和３年１月２１日

　　（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）
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　⑵　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

　⑶　提出方法

　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２８日（木）午後２時から

　⑵　開札場所

　　　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１８階入札室

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最高価格の入札書を提出した者を落札者とします。

　なお，「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含むものとします。

１３　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。

１４　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　
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　⑴　第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月３日（木）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１５　その他

　　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

　た単価に基づく単価契約とします。　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８３号

　一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６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４条の規

定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び売却の種類

　　　神戸市環境局西クリーンセンター余剰電力売却

　⑵　予定数量

　　　２８，４０９，０００キロワットアワー

　⑶　受給地点

　　　神戸市西区伊川谷町井吹字三番鬮７４－１

　　　神戸市環境局事業部西クリーンセンター

　⑷　受給期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書によります。

２　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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　電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（以下
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　　「新電気事業法」という。）第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，

　　又は新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者，

　　若しくは電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の

　　規定に基づき，新電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者。ただし，新

　　電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者は，入札

　　までに新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けること。

３　契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

４　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

５　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

　　　公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）を除

　　く。）

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞不用品売却入札情報」に掲載します。参加する者は入札説明書をダウンロードして

　　ください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２日（水）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　提出期間

　　　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

７　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

８　入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

　⑴　提出期限

　　　令和３年１月２２日（金）午後２時まで（郵便による入札については，令和３年１月２１日

　　（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

　⑶　提出方法

　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２８日（木）午後２時から

　⑵　開札場所

　　　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１８階入札室

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す
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　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最高価格の入札書を提出した者を落札者とします。

　なお，「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含むものとします。

１３　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。

１４　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年１２月３日（木）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１５　その他

　　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

　た単価に基づく単価契約とします。

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８４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

１２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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　ＩＣＴ機器借上【神戸市特別支援学校】

２　数量

　　電子黒板機能付プロジェクタ１０式，電子黒板機能付ディスプレイ４０式等

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１０月１６日

５　落札者の氏名及び住所

　　日通商事株式会社
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　　　　大阪支店長　日比　伸幸

　　大阪市北区中津５丁目４番１０号

６　落札金額

　　４５６，０００円（１月当り単価）

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８月２６日

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８５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

１２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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　ＩＣＴ機器借上【神戸市小学校後期その２】

２　数量

　　電子黒板機能付プロジェクタ１０式等

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１０月１６日

５　落札者の氏名及び住所

　　日通商事株式会社

　　　　大阪支店長　日比　伸幸

　　大阪市北区中津５丁目４番１０号

６　落札金額

　　６２，８００円（１月当り単価）

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８月２６日
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―――――――――――――――――

神戸市公告第８８６号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

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

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　東灘処理場　沈砂池ポンプ棟１・２号スクリーン改修

２　数量

　　一式

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年１０月１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社神鋼環境ソリューション

　　　　取締役社長　大濵　敬織　

　　神戸市中央区脇浜町１－４－７８

６　随意契約に係る契約金額

　　３５，６４０，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　特殊な技術に係る特定役務の調達をする場合であって，当該調達の相手方が特定されてい

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８７号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第３１条の９第２項の規定に基づく協議の申

し出がありましたので，同条第４項の規定により次のとおり公告し，当該申し出に係る書面及

び図書の写しを都市局景観政策課窓口において一般の縦覧に供します。

　　令和２年１１月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　景観建築行為予定者の氏名及び住所
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　　　ＪＩＭテクノロジー株式会社　神戸事業所長　井上　年史

　　　神戸市兵庫区笠松通７丁目２番２５号　第６菱興ビル２階

２　代理者および設計者の氏名，住所及び電話番号

　　（代理者）

　　　株式会社盤設計　井川　靖章

　　　神戸市兵庫区三川口町３丁目３番３号

　　　０７８－５７６－６４３６

　　（設計者）

　　　三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社近畿一級建築士事務所　藤田　秀紀

　　　神戸市兵庫区笠松通９丁目２番１９号

　　　０７８－６７２－４７４５

３　景観影響建築行為の概要

　⑴　所在及び地番　神戸市兵庫区和田崎町１丁目１番他５９筆

　⑵　敷地面積　　　約６２１，３９９ 平方メートル

　⑶　建築面積　　　約１，５６６ 平方メートル

　⑷　延べ面積　　　約１，５６６ 平方メートル

　⑸　高さ　　　　　約３０．２ メートル

　⑹　構造　　　　　鉄骨造

　⑺　階数　　　　　地上１階

　⑻　建物用途　　　移動屋根

４　縦覧の期間

　　令和２年１１月１８日から同年１２月１日まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８８号

　神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｃ地区震災復興第二種市街地再開発事業の事業計

画を変更したので，都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５６条において準用する同法第５４

条第１項の規定により，次のとおり公告します。　

　　令和２年１１月１９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　市街地再開発事業の種類及び名称

　⑴　市街地再開発事業の種類

　　　第二種市街地再開発事業

　⑵　市街地再開発事業の名称

　　　神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｃ地区震災復興第二種市街地再開発事業

２　事業施行期間

　　平成１２年１月１４日から令和５年３月３１日まで

３　施行地区及び工区
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　⑴　施行地区　

　　　神戸市長田区大橋町７丁目の一部，大橋町８丁目の一部，若松町７丁目の一部及び若松

　　町８丁目の一部丁目の一部

　⑵　工区

　　ア　大橋７第１工区

　　　　神戸市長田区大橋町７丁目の一部，大橋町８丁目の一部，若松町７丁目の一部及び

　　　若松町８丁目の一部丁目の一部

　　イ　大橋７第２工区

　　　　神戸市長田区大橋町７丁目の一部及び若松町７丁目の一部

４　施行者の名称

　　神戸市

　　代表者　神戸市長　久元　喜造

５　事務所の所在地

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号神戸市役所内

６　事業計画の決定の年月日

　　平成１２年１月１４日

７　事業計画において定めた設計の概要の変更についての認可の年月日

　　令和２年１１月１６日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８９号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５６条において準用する同法第５５条第１項の規定によ

り，兵庫県知事から神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｃ地区震災復興第二種市街地再開

発事業の施行地区及び工区並びに設計の概要を表示する図書の写しの送付を受けたので，同法

第５６条において準用する同法第５５条第２項及び都市再開発法施行令（昭和４４年政令第２３２号）

第２条の２の規定により当該図書を次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和２年１１月１９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　縦覧の場所

　　神戸市都市局市街地整備部都市整備課

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

２　縦覧の時間

　　午前８時４５分から午後５時３０分まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１４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
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（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１２月１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

　　神戸市西区伊川谷町潤和字平田１０９９番，１１００番

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区浜辺通４丁目１番２３号　三宮ベンチャービル

　　有限会社　ラック・プランニング

　　代表取締役　井口　治

３　許可番号

　　令和２年６月２５日　　　第　７０３７　号

　　（変更許可　令和２年９月１１日　　第　１４０２　号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１５号

　都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

　　令和２年１２月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年１２月１日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１６号

　一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６及び神戸市契約規則（昭和３９年規則第１２０号）第４条の規定により，次のとおり公告し

ます。

　　令和２年１２月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　　借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条１項に規定する定期建物賃貸借契約（借家権は

　発生しない）。対象物件の所在地，区画，面積，貸付期間，用途，最低月額貸付価格は以下
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区　　　域位　　　置　名　　称

神戸市建設局公園部管理課備付け

の図面のとおり
東灘区向洋町中５丁目向洋町中５丁目南小公園
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　のとおりです。

　対象物件　

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次の各号のいずれか該当する者は入札に参加することはできません。

　⑴　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

　⑵　国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）及び地方税について未納の税額がある者。

　⑶　面積が６００㎡ 以上かつ，駐車台数が４０台以上の駐車施設の運営実績がない者。

　⑷　神戸市における不動産の売却又は貸し付けに係る契約手続において次の事項のいずれか

　　に該当すると認められるときから２年を経過しない者。その者を代理人，支配人，その他

　　の使用人又は入札代理人として使用する者についても，また同様とします。

　　ア　競争入札において，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し，若し

　　　くは，不正の利益を得るために連合したとき。

　　イ　落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

　　ウ　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

　　エ　落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき。

　　オ　神戸市における一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契

　　　約の履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき。

　⑸　借り受けた物件を，暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のため

　　に利用する等公序良俗に反する用に使用しようとする者。

　⑹　次の事項のいずれかに該当すると認められる者。

　　ア　神戸市から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借り受けた者で，当該不

　　　動産に係る公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者。

　　イ　アに該当する法人その他の団体の代表者，理事，取締役，支配人その他これらに類す

　　　る地位（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者。

　　ウ　ア又はイに該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体。

　⑺　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

　　に規定する暴力団員もしくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等，

　　その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非

　　難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱

　　（平成２２年５月２６日市長決定）第５条に該当する者）。

３　入札に関する書類を配布する場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号（郵便番号　６５１－００８３）
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最低月額

貸付価格
用途貸付期間

面積

（㎡）
区画所在地

\４００，０００

（税込）
駐車場

令和３年４月１日から

令和８年３月３１日まで

４，６０７．６５
ウエステ垂水（西館）

Ｂ２０１

神戸市垂水区

天ノ下町１番１０

１，９６６．７６
ウエステ垂水（東館）

Ｂ２５１

神戸市垂水区

天ノ下町１番１５

２，５６５．６６
レバンテ垂水１番館

Ｂ２０１

神戸市垂水区日向

１丁目１６５番６



　　三宮国際ビル８階

　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課（電話番号　０７８－５９５－６７４７）

４　入札参加に関する要領の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年１２月１１日（金）から令和２年１２月２１日（月）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

　　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号（郵便番号　６５１－００８３）

　　　三宮国際ビル８階

　　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課（電話番号　０７８－５９５－６７４７）

　⑶　交付方法

　　　無料交付

５　入札参加申込みの日時及び場所

　⑴　入札参加申込みの日時及び場所

　　　令和２年１２月１１日（金）から令和２年１２月２１日（月）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　入札参加申込みの場所

　　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号（郵便番号６５１－００８３）

　　　三宮国際ビル８階

　　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課（電話番号０７８－５９５－６７４７）

６　入札保証金に関する事項

　⑴　入札保証金額

　　　２，４００，０００円

　⑵　入札に参加する者は，事前に，本市が交付する所定の納入通知書により，神戸市公金収

　　納取扱金融機関で入札書類の提出までに入札保証金を納入してください。

７　入札の期間，提出先及び方法

　⑴　入札の期間

　　　令和３年１月１２日（火）から令和３年１月２５日（月）午後５時まで（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　提出先

　　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号（郵便番号　６５１－００８３）

　　　三宮国際ビル８階

　　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課（電話番号　０７８－５９５－６７４７）

　　　郵送（特定記録郵便）にて提出してください（郵送できない場合は入札期間内の午前９

　　時から正午まで，午後１時から午後５時までに持参いただいても結構です）。

　⑶　入札の方法

　　　神戸市都市局が交付する所定の入札書に必要事項を記載し，押印（実印）のうえ提出し
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　　てください。

　　　入札は代理人に行わせることができます。代理人は，入札書と委任状に必要事項を記載

　　し，記名押印のうえ提出してください。

８　開札の日時及び場所

　　下記の日程により，開札を行います。なお，開札への参加は任意です。ただし，入札参加

　者以外が開札会場へ入場することはできません。また，新型コロナウイルス感染症の影響に

　より開札方法を変更する場合があります。

　⑴　開札の日時

　　　令和３年１月２７日（水）午前１０時

　⑵　開札の場所

　　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号（郵便番号６５１－００８３）

　　　三宮国際ビル７階　７０１会議室

　⑶　落札者の決定の方法

　　　落札者は，最低月額貸付価格以上の入札のうち，最高の価格をもって入札をした者とし

　　ます。

　　　落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，くじにより落札者を決定

　　します。

９　入札の無効に関する事項

　　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」を所定の日時を過ぎて提出したとき。

　⑵　「郵送型入札参加申込書兼誓約書」もしくは「入札保証金提出書」の提出がないとき。

　⑶　　最低月額貸付価格に達しない金額をもって入札したとき。

　⑷　「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。

　⑸　「入札書」に記名及び実印（委任されている場合は受任者の印）の押印がないとき。　

　⑹　「入札書」の金額のはじめの数字の前に「￥」マークがないとき。

　⑺　一の入札に対して２通以上の「入札書」を提出したとき。

　⑻　入札保証金を納入期限までに納付せず，又はその金額に不足があるとき。

　⑼　代理人（受任者）による入札の場合において，「委任状」を提出しないとき。

　⑽　入札者及びその代理人（受任者）が他の入札代理人（受任者）となり，又は数人共同し

　　て入札をしたとき。

　⑾　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑿　本市から交付された「入札書」以外の入札書により入札したとき。

　⒀　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⒁　「入札書」の金額を訂正した場合において訂正印（実印）の押印がないとき。

　⒂　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

　　契約の締結は，令和３年３月３１日（水）までに行います。　

―――――――――――――――――
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神戸市公告第９１７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１２月１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

　　神戸市西区前開南町１丁目２１番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市西区大津和３丁目６番４

　　　株式会社　イマユー

　　　代表取締役　今田　学志

３　許可番号

　　令和２年８月３１日　　　第　７０５９　号

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１８号

　神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジスティックパーク）における複合機能用地の買受人又

は借受人の公募を次のとおり行います。

　　令和２年１２月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　     神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

　　注　１）　契約は上記記載面積にて締結します。

　　　　２）　公募区画の分割はできません。

　　　　３）　当該区画は建ぺい率６０％，容積率２００％です。

 ４）　当該区画を含む区域は「神戸複合産業団地地区計画（平成２７年１２月７日変更）」

 　　が定められています。

２　公募のしおり・申込用紙の配布期間・配布場所

　⑴　配布期間

　　　令和２年１２月１日（火）から令和３年１月１８日（月）まで

　　（ただし，土日祝休日・年末年始（令和２年１２月２９日～令和３年１月３日）を除く）

　　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　⑵　配布場所

　　　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２３階

　　　神戸市都市局新都市事業部企業誘致課／電話（０７８）３２２－５７０３（直通）

３　現地見学会
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面　積地目用途地域所　　在

１，５０６．５６㎡宅地準工業地域神戸市西区見津が丘１丁目１４番１，１４番２
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　　令和２年１２月２２日（火）午前１０時～１０時３０分

　　※要事前予約。申込み方法等は，公募のしおりをご覧ください。

　　※雨天決行。ただし，荒天の際は変更する場合があります。

４　受付期間・受付場所

　　　令和３年１月１２日（火）から同年１月１８日（月）まで（ただし，土日祝休日を除く）

　　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　　受付場所等は，２⑵配布場所と同じです。

５　申込み条件等

　⑴　対象事業者

　　　当該区画を買受け又は借受け，かつ，主に神戸複合産業団地内（以下「団地内」とい 

　　う。）の企業及び従業員等が利用できるサービス施設や研究開発施設等を建設し，経営し

　　ようとする事業者が対象となります。また，製造業又は流通業務で一部団地内の企業及び

　　従業員等が利用できるサービス提供を行う場合も対象となります。

　⑵　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者。

　⑶　その他の条件

　　　土地利用計画との整合，土地利用上の制限，操業等の義務，権利の譲渡等の制限，連帯

　　保証人及び契約の履行等について，公募のしおりに定めるところによります。

６　分譲条件等

　⑴　分譲価額（単価）

　　　１平方メートル当たり１３５，０００円

　⑵　土地売買代金

　　　土地売買代金は，１平方メートル当たりの分譲価格（単価）に分譲面積を乗じた額とし，

　　１，０００円未満は切捨てとします。

　⑶　支払方法

　　①残金一括払いの場合

　　　　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の１０％，土地引渡しの日までに土地売買代

　　　金の総額の残額をお支払いください。

　　②分割払いの場合

　　　　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の１０％，土地引渡しの日までに土地売買代

　　　金の４０％程度，２年次から毎年別途指定の日まで，残額を支払回数で割った金額及び延

　　　納利息の合計（延納代金）をお支払いください。

　　　　原則，延納代金の支払い回数は９回以内，所有権の取得日の翌日から起算して最長９

　　　年以内の元金均等払いとなります。ただし，所有権の取得日の翌日から延納利息（年利

　　　率［固定］０．３％）が発生します。

７　賃貸条件等

　⑴　賃貸方法　　事業用定期借地（借地借家法第２３条第２項，第３項）

　⑵　借地期間　　１０年～２０年（借地権の存続期間は本市と協議の上，左記の期間内で延長す

　　　　　　　　　ることはできますが，２０年を超える借地期間の設定は認めません。）

　⑶　権利金　　　なし
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　⑷　賃　料　　　１平方メートル当たり月額３００円

　⑸　保証金　　　賃料（月額）の１２か月分～１８か月分に相当する額

　⑹　支払方法

　　　事業用定期借地契約締結の日までに保証金，土地引渡しの日までに第１回目の賃料をお

　　支払いください。

８　買受人又は借受人の決定

　⑴　買受・借受申込書等提出された資料に基づき，買受人又は借受人としての資格等の有無

　　について審査します。

　⑵　複数の事業者から申込みがある場合は，⑴の審査で買受人又は借受人としての資格等を

　　有すると判断された申込者を対象に，以下の順位で買受人又は借受人を決定します。

　　　１）　買受希望の事業者が１社のみの場合は当該事業者

　　　２）　買受希望の事業者が複数社いる場合，抽選を行い勝ち札を得た事業者

　　　　　　（ただし，分割払いよりも残金一括払いの事業者を優先いたします。）

　　　３）　借受希望の事業者が１社のみの場合は当該事業者

　　　４）　借受希望の事業者が複数社いる場合，抽選を行い勝ち札を得た事業者

９　契約の締結

　　契約は，令和３年３月３１日（水）までに公正証書により締結していただきます。

　　契約締結後，神戸市都市局新都市事業部のホームページで公募結果の公表を行います。

１０　土地の引渡し

　　土地の引渡しは，土地売買代金又は賃貸料及びその他本市に支払う金銭が完納された後，

　現地立会いの上，現状有姿で土地引渡書により行います。ただし，分割払い（延納）の場合，

　延納代金を除く土地売買代金及びその他本市に支払う金銭が完納された後，現地立会いの上，

　現状有姿で土地引渡書により行います。　　　　　　

１１　その他

　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１９号

　神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジスティックパーク）における複合機能用地の買受人又

は借受人の公募を次のとおり行います。

　　令和２年１２月１日　

     神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

　　注　１）　契約は上記記載面積にて締結します。

　　　　２）　公募区画の分割はできません。
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面　積地目用途地域所　　在

２７，４６１．５５㎡宅地準工業地域神戸市西区見津が丘１丁目２６番１
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　　　　３）　当該区画の一部占有物件として電柱の支線，地下埋設物として暗渠排水管等の

　　　　　　　防災措置が講じられています。

　　　　４）　当該区画の建ぺい率６０％，容積率２００％です。

　　　　５）　当該区画を含む区域は「神戸複合産業団地地区計画（平成２７年１２月７日変更）」

　　　　　　　が定められています。

２　公募のしおり・申込用紙の配布期間・配布場所

　⑴　配布期間

　　　令和２年１２月１日（火）から令和３年１月１８日（月）まで

　　　（ただし，土日祝休日・年末年始（令和２年１２月２９日～令和３年１月３日）を除く）

　　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　⑵　配布場所

　　　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２３階

　　　神戸市都市局新都市事業部企業誘致課／電話（０７８）３２２－５７０３（直通）

３　現地見学会

　　令和２年１２月２２日（火）午前１０時～１０時３０分

　　※要事前予約。申込み方法等は，公募のしおりをご覧ください。

　　※雨天決行。ただし，荒天の際は変更する場合があります。

４　受付期間・受付場所

　　令和３年１月１２日（火）から同年１月１８日（月）まで（ただし，土日祝休日を除く）

　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　　受付場所等は，２⑵配布場所と同じです。

５　申込み条件等

　⑴　対象事業者

　　　当該区画を買受け又は借受け，かつ，主に神戸複合産業団地内（以下「団地内」とい 

　　う。）の企業及び従業員等が利用できるサービス施設や研究開発施設等を建設し，経営し

　　ようとする事業者が対象となります。また，製造業又は流通業務で一部団地内の企業及び

　　従業員等が利用できるサービス提供を行う場合も対象となります。

　⑵　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者。

　⑶　その他の条件

　　　土地利用計画との整合，土地利用上の制限，操業等の義務，権利の譲渡等の制限，連帯

　　保証人及び契約の履行等について，公募のしおりに定めるところによります。

６　分譲条件等

　⑴　分譲価額（単価）

　　　１平方メートル当たり１３５，０００円

　⑵　土地売買代金

　　　土地売買代金は，１平方メートル当たりの分譲価格（単価）に分譲面積を乗じた額とし，

　　１，０００円未満は切捨てとします。

　⑶　支払方法

　　①残金一括払いの場合
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　　　　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の１０％，土地引渡しの日までに土地売買代

　　　金の総額の残額をお支払いください。

　　②分割払いの場合

　　　　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の１０％，土地引渡しの日までに土地売買代

　　　金の４０％程度，２年次から毎年別途指定の日まで，残額を支払回数で割った金額及び延

　　　納利息の合計（延納代金）をお支払いください。

　　　　原則，延納代金の支払い回数は９回以内，所有権の取得日の翌日から起算して最長９

　　　年以内の元金均等払いとなります。ただし，所有権の取得日の翌日から延納利息（年利

　　　率［固定］０．３％）が発生します。

７　賃貸条件等

　⑴　賃貸方法　　事業用定期借地（借地借家法第２３条第２項，第３項）

　⑵　借地期間　　１０年～２０年（借地権の存続期間は本市と協議の上，左記の期間内で延長す

　　　　　　　　　ることはできますが，２０年を超える借地期間の設定は認めません。）

　⑶　権利金　　　なし

　⑷　賃　料　　　１平方メートル当たり月額３００円

　⑸　保証金　　　賃料（月額）の１２か月分～１８か月分に相当する額

　⑹　支払方法

　　　事業用定期借地契約締結の日までに保証金，土地引渡しの日までに第１回目の賃料をお

　　支払いください。

８　買受人又は借受人の決定

　　⑴　買受・借受申込書等提出された資料に基づき，買受人又は借受人としての資格等の有

　　　無について審査します。

　　⑵　複数の事業者から申込みがある場合は，⑴の審査で買受人又は借受人としての資格等

　　　を有すると判断された申込者を対象に，以下の順位で買受人又は借受人を決定します。

　　　　１）　買受希望の事業者が１社のみの場合は当該事業者

　　　　２）　買受希望の事業者が複数社いる場合，抽選を行い勝ち札を得た事業者

　　　　　　（ただし，分割払いよりも残金一括払いの事業者を優先いたします。）

　　　　３）　借受希望の事業者が１社のみの場合は当該事業者

　　　　４）　借受希望の事業者が複数社いる場合，抽選を行い勝ち札を得た事業者

９　契約の締結

　　契約は，令和３年３月３１日（水）までに公正証書により締結していただきます。

　　契約締結後，神戸市都市局新都市事業部のホームページで公募結果の公表を行います。

１０　土地の引渡し

　　土地の引渡しは，土地売買代金又は賃貸料及びその他本市に支払う金銭が完納された後，

　現地立会いの上，現状有姿で土地引渡書により行います。ただし，分割払い（延納）の場合，

　延納代金を除く土地売買代金及びその他本市に支払う金銭が完納された後，現地立会いの上，

　現状有姿で土地引渡書により行います。

１１　その他

　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。
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  水  道  局  

神戸市水道告示第１７号

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

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

する。

　　令和２年１２月１日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１０１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１１月１３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。）
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指定年月日

事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

１１月３０日
加東市木梨６５４持永設備持永　信行加東市木梨６５４持永設備

令和２年

１１月３０日
兵庫区湊町２丁目４番１５号

株式会社古田水

道工務店

代表取締役

中島　冨士子
兵庫区湊町２丁目４番１５号

株式会社古田水

道工務店

令和２年

１１月３０日
中央区割塚通７丁目１番２５号

有限会社金本設

備工業

代表取締役

金本　正一
中央区割塚通７丁目１番２５号

有限会社金本設

備工業

多井畑ポンプ場外壁他改修工事工 事 名

神戸市須磨区多井畑字崩田２－１工事場所

令和３年３月３１日完成期限

防水改修工事，外壁改修工事，雑改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

塗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「塗装」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



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
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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１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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方 法
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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１０２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１１月１３日

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

１　入札に付する事項
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「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１１月２７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

兵庫（中道通他）配水管取替工事工 事 名

神戸市兵庫区中道通１丁目～５丁目，下沢通１丁目～５丁目工事場所

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
完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

管布設延長：φ７５－５９．７ｍ，φ１００－３８８．５ｍ，φ１００（給）－１．３ｍ，

　　　　　　φ１５０－８９９．１ｍ，φ２００－３６．３ｍ，

管撤去延長：φ７５－５．８ｍ，φ１００－８８．７ｍ，φ１００（給）－１．３ｍ，

　　　　　　φ１５０－６５２．７ｍ，φ２００－５５９．９ｍ

工事概要

初年度に，請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

その他
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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　
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　　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１１月１３日（金）～１１月２７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１１月３０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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１２月２日（水）午前１０時３０分日 時

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



８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（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８４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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局センター５施設および北野会館電気調達　

　⑵　予定数量

　　　１，３１７，４０８キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局センター５施設および北野会館

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３７７６

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
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　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ
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　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで
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　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

　　には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場
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　　合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項

　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in 5 Waterworks Bureau Service Offices 

　　and Kitano Hall.

　⑵　Quantity :1,317,408 kWh　

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――
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神戸市水道公告第８５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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局奥平野浄水場他１２施設電気調達　

　⑵　予定数量

　　　１４，５５８，２６２キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局奥平野浄水場他１２施設

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。
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４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，
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　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号



１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
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　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Okuhirano Purification Plant and 12 

　　other water supply facilities.

　⑵　Quantity :14,558,262 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８６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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局逢山峡ポンプ場他２施設電気調達　

　⑵　予定数量

　　　２，６４３，２５６キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局逢山峡ポンプ場他２施設

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式
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　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年12月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付
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　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合
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　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。
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１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項

　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Houzankyou Pumping Site and 2 other 

　　water supply facilities.

　⑵　Quantity :2,643,256 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――
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神戸市水道公告第８７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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局千苅浄水場電気調達　

　⑵　予定数量

　　　１５，５８０，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局千苅浄水場

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。
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４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。
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１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項

　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他
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　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Sengari Purification Plant.

　⑵　Quantity :15,580,000 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８８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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局烏原ポンプ場電気調達　

　⑵　予定数量

　　　２０，５０４，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局烏原ポンプ場

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。
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３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３
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　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）
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　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし
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　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項

　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Karasuhara Pumping Site.

　⑵　Quantity :20,504,000 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８９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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。
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３７９９

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局奥畑ポンプ場電気調達　

　⑵　予定数量

　　　１１，２２６，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局奥畑ポンプ場

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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３８０１

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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。
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　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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項

　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Okuhata Pumping Site.
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　⑵　Quantity :11,226,000 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第９０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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局丸山ポンプ場電気調達　

　⑵　予定数量

　　　６，３３８，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局丸山ポンプ場

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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
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　　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。
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１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること
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　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項

　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Maruyama Pumping Site.

　⑵　Quantity :6,338,000 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第９１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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局名谷ポンプ場電気調達　

　⑵　予定数量
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　　　１０，１７０，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局名谷ポンプ場

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下，「電子入札システム」という。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法
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　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階
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１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。
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　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第９条第１項

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

　ます。なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税

　を含むものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月４日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（神戸市の休日を定める条例第２条第１項

　　各号に掲げる本市の休日を除く。）

１８　その他

　⑴　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

　　れた単価に基づく単価契約とします。

　⑵　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について，減額又は削除があった場合は，

　　当該契約は変更又は解除することができます。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Myoudani Pumping Site.

　⑵　Quantity :10,170,000 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 
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　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１０４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１１月１８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。）
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長田（片山町他）配水管取替工事工 事 名

神戸市長田区片山町５丁目～名倉町４丁目工事場所

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１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

据付延長（ｍ）：φ５０ＰＥ－９７．５，φ７５ＰＥ－１．０，φ７５（給）－８．２，

　　　　　　　　φ７５－１１１．６，φ１００ＰＥ－０．６，φ１００（給）－４．３，

　　　　　　　　φ１００－２３６．４，φ１５０－８２３．６，φ２００－３．１，

撤去延長（ｍ）：φ７５（給）－８．２，φ１００（給）－４．３，φ１００－２．６，

　　　　　　　　φ１５０－１，２０８．８，φ２００－５６．２

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事
等級
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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
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請負入札参加資格における等級をいう。

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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１１月１８日（水）～１２月１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　 
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契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１２月４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

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
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  交  通  局  

神戸市交通告示第７号

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき，自動車事業及び高速

鉄道事業の旅客運賃等の徴収事務を含む業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１１月１３日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第５２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１１月１３日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）
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湊川公園駅構内サイン他改修工事工 事 名

神戸市兵庫区下沢通１丁目工事場所

令和３年３月１５日完成期限

既設サイン撤去処分一式　アルミ複合板サイン新設一式　他工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。その他

委託期間委託業務委　託　者

令和２年１０月１日から

令和５年９月３０日まで

三宮駅市バス地下鉄お客様サー

ビスコーナー及び神戸駅前市バ

ス案内所案内業務

兵庫県神戸市中央区西町３５番地

株式会社ケイキャリアパートナー

ズ

代表取締役　宮田　幸治



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
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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

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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



３８１７

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第５３号

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

　　令和２年１１月１３日

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

１　入札に付する事項
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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

御崎Ｕビル　コンクリートブロック塀他改修工事その２工 事 名

神戸市兵庫区御崎町１丁目２－１工事場所

令和３年３月１９日完成期限

既存ＣＢ塀，ネットフェンス等の撤去工事　一式工事概要

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１１月２７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



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。
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単独企業形態

鋼構造物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「鋼構造物」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）
登録業種

⑴　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

目隠しフェンスの新設工事（擁壁共）　一式

上記に伴う仮設工事，雑工事　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
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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

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号

令和２年１１月２７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年１１月１３日（金）～１１月２０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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



神戸市交通公告第４４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条並びに神戸市交通局契約規程（昭和

５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第

４条及び規程第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１１月１８日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市交通局魚崎営業所他８施設電気調達　

　⑵　予定数量

　　　２，０２２，９５０キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市交通局魚崎営業所他８施設

　⑷　納入期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　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　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号 ３８２０
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４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－９８４－０１０４）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１２月２日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１２月２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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１２月４日（金）まで（本市の休日を除く）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

令和２年１２月１日   神  戸  市  公  報   第３６８６号



　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和３年１月１２日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和３年１月１３日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和３年１月１３日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年１月１２

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和３年１月２０日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第７条第２号の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書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必要な事項の記載が確認し難いとき。
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　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　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合

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

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

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規程第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１５　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。

１６　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１２月５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。（本市の休日を除く。）

１８　その他

　　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

　た単価に基づく単価契約とします。

１９　本調達に係る令和３年度自動車事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契約

　は締結しない場合があります。

２０　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Uozaki Branch Office and 8 other bus 
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　　service facilities.

　⑵　Quantity : 2,022,950 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. December 4, 2020

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 13, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Finance Department, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 

　　6-5-1,Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

  そ  の  他  

神戸市職員共済組合公告第６２６号

　神戸市職員共済組合が所有する不動産の売払いの一般競争入札を実施しますので，神戸市職

員共済組合定款第５条の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月１８日

神戸市職員共済組合　　　

理事長　今　西　正　男　

記

１　一般競争入札に付す物件

　　（土地）

　　所在地　岡山県美作市湯郷字びく二畑ケ４８４番１

　　地目　宅地（第２種住居地域）

　　数量　４，１８７．７４㎡（登記＝実測数量）

　　（建物）

　　所在地　岡山県美作市湯郷字びく二畑ケ４８４番地１

　　　家屋番号　主たる建物　４８４番１

　　　構造用途　構造　鉄筋コンクリート造　陸屋根スレート葺４階建

　　　　　　　　用途　保養所

　　　登記面積　４階　２１５．５５㎡

　　　　　　　　３階　２１５．５５㎡

　　　　　　　　２階　４６９．１０㎡

　　　　　　　　１階　１４３．４１㎡

　　　　　　　　計　１，０４３．６１㎡

　　　建築年月日　昭和４１年１０月６日新築

 　　　　　平成９年４月２４日変更・増築

　　　家屋番号　附属建物　符号１

　　　構造用途　構造　鉄筋コンクリート造　陸屋根平家建　　　
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  用途　渡廊下　　　

 登記面積　１４．２５㎡

　　　　家屋番号　附属建物　符号２

　　　　構造用途　構造　鉄筋コンクリート造　ルーフィング葺平家建

  用途　浴場　　　

 登記面積　５１．４５㎡

 家屋番号　附属建物　符号３

　　　　構造用途　構造　鉄筋コンクリート造　スレート葺平家建

  用途　倉庫　　　

 登記面積　１８．００㎡

２　現地見学について

　　見学を希望される方は，令和２年１１月２０日（金）（時間：平日９時から１７時まで。１２時か

　　ら１３時までの間を除く）までに下記の問い合わせ先までお申込みください。

３　入札参加申込日時

　　令和２年１１月３０日（月）

　　９時から１７時まで（１２時から１３時までの間を除く）

４　入札日時

　　令和２年１２月１０日（木）

　　１１時から１１時１５分まで（締め切り後直ちに開札）

５　入札場所

　　神戸市中央区京町７２番地　新クレセントビル

　　神戸市職員共済組合

６　実施要領

　　本件入札に関する実施要領については，令和２年１１月１８日（水）から令和２年１１月３０日 

　　（月）の間に本共済組合ホームページ（https://kobe-kyosai.jp）よりダウンロードして

　　ください。

７　参加申込及び問い合わせ先

　　〒６５０－００３４

　　神戸市中央区京町７２番地　新クレセントビル９階

　　神戸市職員共済組合

　　電話番号　０７８－３２２－５０９７

―――――――――――――――――

神戸市道路公社公告第１１６号

　道路法第３９条の２第１項の規定に基づき，入札占用指針を定めたので，同条第７項の規定に

基づき公告します。

　　令和２年１２月１日

神戸市道路公社　理事長　名　倉　重　晴　

１　件名
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　　神戸市道路公社　３駐車場（三宮中央通り駐車場，大倉山駐車場，荒田公園駐車場）

　　【飲料自動販売機】入札占用指針

２　概要

　⑴　入札対象施設等

　　　道路法第３２条第１項第６号に定める露店，商品置場その他これらに類する施設（自動販

　　売機）

　⑵　道路の占用の場所

　⑶　道路占用の開始時期

　　　令和３年４月１日

　⑷　その他

　　　詳細は，「神戸市道路公社　３駐車場（三宮中央通り駐車場，大倉山駐車場，荒田公園

　　駐車場）【飲料自動販売機】入札占用指針」のとおり。

３　入札占用指針の交付期間，方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年１２月１日から令和２年１２月２８日まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市道路公社の下記「入札公告」ページよりダウンロードすること。

　　　http://www.kobe-toll-road.or.jp/outline/koukoku.html

―――――――――――――――――

神戸市道路公社公告第１１７号

　道路法第３９条の２第１項の規定に基づき，入札占用指針を定めたので，同条第７項の規定に

基づき公告します。

　　令和２年１２月１日

神戸市道路公社　理事長　名　倉　重　晴　

１　件名

　　神戸市道路公社　神戸駅南駐車場【飲料自動販売機】入札占用指針

２　概要

　⑴　入札対象施設等

　　　道路法第３２条第１項第６号に定める露店，商品置場その他これらに類する施設（自動販

　　売機）

　⑵　道路の占用の場所
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占用面積所在地名称

７．３６㎡神戸市中央区三宮町１丁目他三宮中央通り駐車場

１．６㎡神戸市中央区楠町４丁目大倉山駐車場

１．６㎡神戸市兵庫区荒田町２丁目荒田公園駐車場

占用面積所在地名称
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　⑶　道路占用の開始時期

　　　令和３年４月１日

　⑷　その他

　　　詳細は，「神戸市道路公社　神戸駅南駐車場【飲料自動販売機】入札占用指針」のとお

　　り。

３　入札占用指針の交付期間，方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年１２月１日から令和２年１２月２８日まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市道路公社の下記「入札公告」ページよりダウンロードすること。

　　　http://www.kobe-toll-road.or.jp/outline/koukoku.html
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４．８㎡神戸市中央区東川崎町１丁目他神戸駅南駐車場




