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規      則

▽神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一

　部を改正する条例の施行期日を定める規則

 　［こども家庭局こども青少年課］

告      示

▽個人の市民税の控除の対象となる寄附金に

　係る団体の指定（ＮＰＯ法人女性と子ども

　支援センターウィメンズネット・こうべ）

 　　　［行財政局税務部市民税課］

▽港湾施設の供用廃止（六甲アイランドＳ－

　Ｃ事務所） 　　　［港湾局経営課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（県道　神戸三田線）［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域決定及び供用開始

　（市道　北鈴蘭台１１２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　北鈴蘭台５７号線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

公      告

▽農用地利用集積計画の決定（一般）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽農用地利用集積計画の決定（解除条件付）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（和田岬小学校屋根改修他工事）

  ［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（灘消防署青谷橋出張所屋上防水・

　外壁改修工事） ［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（垂水スポーツガーデン照明設備改

　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（垂水管内道路照明柱建替工事）

  ［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（令和２年度西管内舗装補修工事

　（その４）） ［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（令和２年度北管内大型案内標識等

　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（求女塚西公園施設改修工事）

  ［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（東神戸地区（本庄西）防潮施設補

　強工事） ［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（北消防署山田出張所屋上防水・外

　壁改修工事） ［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（六甲アイランド東部公共上屋新築

　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（（仮称）動物共生センター整備他

　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（六甲アイランド東部公共上屋新築

　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（琵琶町３丁目地区他汚水管改築更

　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（六甲アイランドシャーシ置場整備

　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（竜が岡２号線歩道改良工事その２）

  ［行財政局契約監理課］
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３８２９

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（東部

　工区神戸新交通六甲アイランド線耐震補強

　工事（その３）） ［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（北神

　星和台第９地区建築協定）

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市立学校園電気調達（１

　月開始分）） ［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（神戸市建設局垂水処理場電気

　調達）  ［行財政局契約監理課］

▽制限付一般競争入札による契約の締結（令

　和２年度ＩＣＴ機器設置業務（その２）委

　託）

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支

　援課］

▽令和元年度神戸市人事行政の運営等の状況

　の公表  　　［行財政局人事課］

▽令和２年度等級等ごとの職員数の公表

  　　［行財政局人事課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（総合福祉センター駐車場天井ネッ

　ト張工事） ［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（令和２年度河川管理施設補修工事

　（切畑川他１河川））

  ［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（須磨寺公園改修工事）

  ［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（小磯記念美術館受変電機器更新工

　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（神の谷トンネル高圧受電設備更新

　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（丹生橋補修工事）

  ［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（総合運動公園ユニバー記念競技場

　バリアフリー改修他工事）

  ［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（東神戸地区（深江浜町）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（上筒井通１丁目地区他汚水管改築

　更新工事） ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（須磨

　多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（そ

　の１）） ［行財政局契約監理課］

▽都市公園の設置（北舞子中公園ほか）

  ［建設局公園部管理課］

▽都市公園の設置（星陵台３丁目小公園ほか）

  ［建設局公園部管理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（港島クリーンセンター計量等業務）

   　［環境局施設課］

▽開発行為に関する工事の完了（東灘区田中

　町４丁目）  　［都市局指導課］

水   道   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（灘（岩屋北町）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（灘（福住通他）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

交   通   局

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（西神・山手線，北神線西神中

　央駅他１５駅可動式ホーム柵整備事業一式）

 　　　［交通局高速鉄道部施設課］

▽一般競争入札による契約の締結（令和２年

　度満期遺留品売却その２）

  　［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（名谷車両基地総合事務所１階便所

　改修工事）  　［交通局総務課］

監 査 委 員 

▽監査公表 　［監査事務局第１課］
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  規     則  

　神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここ

に公布する。

　　令和２年１１月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第３６号

　　　神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

　神戸市立児童福祉設等に関する条例の一部を改正する条例（令和２年１０月条例第２３号）の施

行期日は，令和２年１１月２４日とする。

  告     示  

神戸市告示第６０９号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）第２３条の２第１項第３号の規定に基づき，個

人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る法人又は団体を指定したので，次のとおり告示す

る。

　　令和２年１１月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６１０号

　次の港湾施設は，令和２年１１月１０日限り，その供用を廃止した。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

事務室

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８３０

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）
指定番号

ＮＰＯ法人女性と子ども支援センターウィメンズネッ

ト・こうべ

代表理事　正井　 子

神戸市中央区元町通６丁目７番９号秋毎ビル１階

令和２年１１月１７日

（令和２年３月２３日から

令和７年３月２２日までに

支出された寄附金）

２０２０００１０

規　模構　造位　置名　称

４７．２０平方メートル軽量鉄骨プレハブ神戸市東灘区向洋町東４六甲アイランドＳ－Ｃ



３８３１

   

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２０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９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２２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１２月８日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２１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９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２２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１２月８日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

造２階建て丁目事務所

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 　１２．３０

最小 　１０．６０

６８．２０新神戸市北区有野町唐櫃字弥

五郎垣１４５番１地先から

神戸市北区有野町唐櫃字ケ

ン上畑３６番１地先まで

神戸三田線県道

最大 　１１．６０

最小　　８．６０

６８．２０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

６．００６９．３０神戸市北区甲栄台４丁目１４番１６４

地先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４番１６３

地先まで

北鈴蘭台１１２

号線

市道

６．００７１．００神戸市北区甲栄台４丁目１４番３５地

先から

北鈴蘭台１１３

号線



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２２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９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２２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１２月８日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８３２

神戸市北区甲栄台４丁目１４番１７７

地先まで

６．００１３５．７０神戸市北区甲栄台４丁目１４番２０５

地先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２０４

地先まで

北鈴蘭台１１４

号線

６．００１３４．１０神戸市北区甲栄台４丁目１４番３９地

先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２３０

地先まで

北鈴蘭台１１５

号線

６．００７０．２０神戸市北区甲栄台４丁目１４番２３１

地先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２３７

地先まで

北鈴蘭台１１６

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

６．８０３．００新神戸市北区甲栄台４丁目１４

番１５２地先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４

番１５２地先まで

北鈴蘭台５７号

線

市道

６．８０３．００旧

１２．００７１．８０新神戸市北区甲栄台４丁目１４

番３９地先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４

番１５７地先まで

北鈴蘭台６１号

線

６．８０７１．８０旧

最大 　１２．００

最小 　１０．５０

１３３．８０新神戸市北区甲栄台４丁目１４

番１９１地先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４

番２３６地先まで

最大 　１０．００

最小　　９．００

１３３．８０旧



３８３３

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２３号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２４号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

指定年月日所在地名称

令和２年１１月１日神戸市長田区大塚町３丁目１番１６号藤山クリニック

令和２年１１月１日神戸市長田区大塚町１丁目８番１５号
調剤薬局ツルハドラッグ長田

神社前店

令和２年１１月１日神戸市中央区元町通４丁目６番２号
あなたの街の薬局　神戸元町

店

令和２年１１月１日神戸市東灘区魚崎西町１丁目７番１４号
うみのほしルルド訪問看護ス

テーション

変更年月日所在地名称

令和２年１１月１日神戸市垂水区狩口台７丁目１２番２１号

（新）訪問看護ステーション

ｓｏｒａｔｏ　神戸

（旧）訪問看護ステーション

ｓｏｒａｔｏ



神戸市告示第６２５号  

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２６号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２７号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８３４

廃止年月日所在地名称

令和２年１１月１日神戸市東灘区田中町１丁目１３番２２号筒井小児科クリニック

令和２年５月３１日神戸市北区有野町有野３３９２番地の６みやけ耳鼻咽喉科

令和２年１０月３１日神戸市灘区篠原北町４丁目１５番１６号
うみのほし訪問看護ステーシ

ョン

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１１月５日
神戸市中央区東川崎町１丁目２

番３号
藤田　悠平

からだ整骨院

デュオこうべ院

令和２年１１月１日
神戸市兵庫区羽坂通４丁目２番

３号
中村　佐朕子伊賀鍼灸整骨院

令和２年１１月１日
神戸市兵庫区羽坂通４丁目２番

３号
楠本　信二

ナチュラルキュア

伊賀鍼灸整骨院



３８３５

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第６２８号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１０月３１日
神戸市長田区房王寺町７丁目２

番１１号
橋本　萌きらら整体整骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１１月１日
神戸市西区玉津町新方１１番地の

１１
吉川　周作訪問マッサージ一休

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１１月１日
神戸市西区玉津町新方１１番地の

１１
吉川　周作訪問マッサージ一休

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和２年

９月１日

神戸市須磨区車

字獅堀９３６番地

の１

株式会社ＯＦ

Ｆ　ＴＨＥ　

ＬＯＣＫ

（新）神戸市須

磨区車字獅堀

９３６番地の１

（旧）神戸市中

央区割塚通７丁

目２番３号

訪問 看護ス

テーションは

るの陽

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和２年

１１月１日

兵庫県洲本市宇

原２２８２番地

株式会社あか

ね

神戸市垂水区狩

口台７丁目１２番

２１号

（新）訪問看

護ステーショ

ン　ｓｏｒａ

ｔｏ　神戸



―――――――――――――――――

神戸市告示第６２９号　　

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

 

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８３６

（旧）訪問看

護ステーショ

ン　ｓｏｒａ

ｔｏ

訪問介護　介護予防

訪問サービス　生活

支援訪問サービス

令和２年

９月１日

神戸市須磨区車

字獅堀９３６番地

の１

株式会社ＯＦ

Ｆ　ＴＨＥ　

ＬＯＣＫ

神戸市中央区割

塚通７丁目２番

３号

（新）訪問介

護事業所　は

るの陽

（旧）訪問介

護事業所コー

ディアルさぽ

ーと

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和２年

１０月３１日

神戸市灘区篠原

北町３丁目１１番

１５号

社会福祉法人

神戸海星会

神戸市灘区篠原

北町４丁目１５番

１６号

うみのほし訪

問看護ステー

ション

居宅介護支援令和２年

１０月３０日

神戸市東灘区深

江南町４丁目１１

番２６号

一般社団法人

まんまるぅ

神戸市灘区深田

町３丁目３番１２

号

ケアプランセ

ンターまんま

るぅ

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

１０月３１日

神戸市長田区房

王寺町４丁目５

番９号

特定非営利活

動法人スリー

ピース

神戸市長田区房

王寺町４丁目５

番９号

ヘルパーステ

ーション　

スリーピース



３８３７

  公     告  

神戸市公告第８９０号

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

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和２年１１月２０日

    神戸市　 　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

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

　　別表のとおり

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

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

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

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

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

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

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

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

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

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

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

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

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

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

　　使用貸借を解除することができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

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

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号



　⑸　修繕及び改良

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

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

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

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

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

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

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

　　　賦課金を負担する。

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

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

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

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

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

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

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

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

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

　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

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

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

　　　その支出した額又は増加額とする。

　　エ　乙は，イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き，目的物の返還に

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

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

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

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

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

　　しなければならない。

　⑽　その他

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

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

 

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８３８



３８３９

別表

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

６，２４０

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市段上

町

滑浦　信子４１６田神戸市北区

有野町二郎

字越野２４３

西宮市上甲

子園

小林　敦

６，５４０

円

４３６田神戸市北区

有野町二郎

字越野２４４

８，５２０

円

５６８田神戸市北区

有野町二郎

字越野２４５

８，７７５

円

５８５田神戸市北区

有野町二郎

字越野２５３

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

９，９６０

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市段上

町

滑浦　信子６６４田神戸市北区

有野町二郎

字神田３３８

神戸市北区

鹿の子台北

町

坂本　佳希

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１３，３８０

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市段上

町

滑浦　信子８９２田神戸市北区

有野町二郎

字庵野２９８

－１

伊丹市宮ノ

前

根木　伸文

２，６２５

円

１７５田神戸市北区

有野町二郎

字庵野３００

－３

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

２５，４２５

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市段上

町

滑浦　信子１，６９５田神戸市北区

有野町二郎

字越野２４６

神戸市北区

有野町

古家　恭彦

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１１，６４０

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市段上

町

滑浦　信子７７６田神戸市北区

有野町二郎

字滑浦２２８

－１

尼崎市武庫

之荘本町

山根　康史

５，６４０

円

３７６田神戸市北区

有野町二郎

字滑浦２３０

１０，６８０

円

７１２田神戸市北区

有野町二郎

字越野２３５

－１

１５，７６５

円

１，０５１

　

田神戸市北区

有野町二郎

字越野２３９

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

伊丹市東野小西　晃一

２，７８６

（１，３８６）

田

（田）

【従前地】

神戸市北区

大沢町日西

原字中大畑

９１７－１

【換地予定

地】

（神戸市北

区大沢町日

西原字中大

神戸市北区

大沢町

岩形　孝司



令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８４０

（１，５９１）

（７７４）

（田）

（田）

畑３２３３）

（神戸市北

区大沢町日

西原字中大

畑３２３４）

（神戸市北

区大沢町日

西原字踊子

３２３９）

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

３１，５３０

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

普通畑とし

て利用

賃借権神戸市北区

大沢町

岡　伸元２，６３０

　

畑神戸市北区

大沢町上大

沢字堀越東

３０４１

神戸市北区

筑紫が丘

陶山　正勝

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

八多町

高森　泰治２，０８４

　

田神戸市北区

八多町深谷

字藏ノ下

１５５８

神戸市北区

八多町

上仲　良一

２，１２４

　

田神戸市北区

八多町深谷

字藏ノ下

１５５９

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１０，３２０

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

八多町

岡田　孝久１，６３５

　

田神戸市北区

八多町屏風

字中澤２１３８

神戸市北区

八多町

上畑　政昭

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

２，５８０

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

八多町

馬場　克治８５４田神戸市北区

八多町屏風

字下畑２１４７

－１

神戸市北区

八多町

上畑　政昭

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１，２００

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

唐櫃台

奥田　修正１２５田神戸市北区

八多町西畑

字谷ノ上

６７７－１

神戸市北区

八多町

芝　卓哉

１３，８００

円

１，４５４

　

田神戸市北区

八多町西畑

字谷ノ上

６７９

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

八多町

馬場　一也５９２田神戸市北区

八多町下小

名田字鍬村

１０７９

神戸市北区

菖蒲が丘

馬場　規雄

１，３９６

　

田神戸市北区

八多町下小

名田字鍬村

１０８９

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米６０㎏令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

藤原　正三１，０７７

　

田神戸市北区

淡河町北僧

尾字平野

２５９５－１

神戸市北区

淡河町

清原　辰也

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米４４㎏令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

美賀多台

田谷　和彦２，０６４

　

田神戸市北区

淡河町南僧

尾字西北

２０３８

神戸市北区

淡河町

藤田　芙美

江

令和３年１２

月２０日まで

玄米４５㎏令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

藤田　寛之２，３０１

　

田神戸市北区

淡河町南僧

神戸市北区

淡河町

藤田　芙美

江



３８４１ 令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

尾字西北

２０３６

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１５，５００

円

令和３年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

神戸市北区

淡河町

脇田　英子

脇田　稔

１，７９０

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字米山２２７８

神戸市北区

淡河町

脇田　憲晴

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１５，０００

円

令和４年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

有野町

滑浦　武志１，０３１

　

田神戸市北区

有野町二郎

字清水３５１

神戸市北区

鹿の子台北

町

坂本　佳希

令和４年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市長田

区蓮宮通

大西　幸雄４５６田神戸市北区

山田町福地

字大畑ケ２

神戸市北区

山田町

大西　定吉

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

道場町

南　忠夫８２４田神戸市北区

道場町平田

字中ノ垣内

３２４

神戸市北区

道場町

上野　三生

４６３田神戸市北区

道場町平田

字竹ヶ下

３９８－１

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

２９，３００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

八多町

梶谷　哲也２，８９３

　

田神戸市北区

八多町吉尾

字西側１４２９

神戸市北区

八多町

仲　一郎

５，２００

円

５０８田神戸市北区

八多町吉尾

字西側１４４２

１３，１００

円

１，２９２

　

田神戸市北区

八多町吉尾

字西側１４４５

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

２３，０００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

八多町

梶谷　智惠

子

２，３１５

　

田神戸市北区

八多町吉尾

字西側１４４１

神戸市北区

八多町

仲　昌彦

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

八多町

梶谷　哲也３７７田神戸市北区

八多町吉尾

字中筋１４９７

神戸市北区

八多町

仲　昌彦

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

八多町

下浦　成弘８００田神戸市北区

八多町附物

字中島１７０８

神戸市北区

八多町

平谷　昌夫

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１０，０００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

長尾町

三谷　恭三９９４田神戸市北区

長尾町上津

字前田５４５２

－１

神戸市北区

長尾町

三谷　雄一

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

８，５００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市上大

市

上尾　昭廣８５０田神戸市北区

淡河町北畑

字宮ノ沢

７７７

神戸市北区

淡河町

有友　啓一

２３，５００

円

２，３５２

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字南浦８１１

１４，７００

円

１，４７０

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷８８２
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１７，５００

円

１，７５７

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷８８５

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

２５，２００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権三木市緑が

丘町

中西　彰憲２，５２４

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字宮ノ沢

７７８

神戸市北区

淡河町

有友　啓一

１２，１００

円

１，２１９

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字南浦８１４

２１，８００

円

２，１８８

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字南浦８２４

１６，４００

円

１，６４５

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷９０２

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

３，１００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市山口

町

福井　正信３１７田神戸市北区

淡河町北畑

字岡沢７３４

神戸市北区

淡河町

有友　啓一

６，０００

円

６６５田神戸市北区

淡河町北畑

字岡沢７３５

２３，３００

円

２，３３１

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字宮ノ沢

７６９

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

１０，５００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

藤井　久治１，０５４

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字辻沢６６９

神戸市北区

淡河町

有友　啓一

１５，７００

円

１，５７０

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字フク谷

６８２

１４，８００

円

１，４８４

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字岡沢７４３

２５，２００

円

２，５２３

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷８５４

２３，６００

円

２，３６１

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷８９０

３６，２００

円

３，６２５

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷８９２

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

７，５００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市山口

町

福井　正信７５０田神戸市北区

淡河町北畑

字フク谷

２９０

神戸市北区

淡河町

飯野　正和

１０，２００

円

１，０２３

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字フク谷

７０５

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

８，６００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権西宮市山口

町

福井　正信８６８田神戸市北区

淡河町北畑

字宮ノ沢

７４９

神戸市北区

淡河町

岡田　正明

毎年１２月２０

日までに当

１７，９００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

飯野　典彦１，７９３

　

田神戸市北区

淡河町北畑

神戸市北区

淡河町

沖野　賀司



３８４３ 令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

字沖ノ谷

６４９

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

７，０００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

神戸市北区

藤原台中町

滋賀県守山

市播磨田町

井上　サト

子

井上　公尊

小林　摩爾

７１０田神戸市北区

淡河町野瀬

字西沢５９８

神戸市北区

淡河町

坪井　守

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

８，０００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

唐櫃台

山上　登志

子

８７２田神戸市北区

淡河町萩原

字下青木

１８３８

神戸市北区

淡河町

中谷　有希

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

１３，５００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

飯野　典彦１，３５０

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷８８８

神戸市北区

淡河町

西浦　史和

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

３７，２００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

中原　ひと

み

３，７２１

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字北谷８７９

神戸市北区

淡河町

西浦　史和

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

１１，８００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

田良原　芳

樹

１，１８０

　

田神戸市北区

淡河町北畑

字上ノ沢

６３４－２

神戸市北区

淡河町

藤井　弘

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１２，０００

円

令和６年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

神戸市北区

淡河町

脇田　英子

脇田　稔

１，７４５

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字堂平２４６８

神戸市北区

淡河町

岩倉　義幸

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全量

を甲の住所

へ持参する。

玄米９０㎏令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

山田町

畑　康子１，７８１

　

田神戸市北区

山田町東下

字岡所西３９

－１

神戸市北区

山田町

前　益幸

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

９４，３００

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

道場町

上野　義勝１，０２１

　

田神戸市北区

道場町平田

字溝迎６１１

－１

神戸市北区

道場町

上野　三生

３５，４００

円

３８３田神戸市北区

道場町平田

字溝迎６１１

－２



令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８４４

１２０，３００

円

１，３０２

　

田神戸市北区

道場町平田

字溝迎６１１

－３

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１７，９００

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

道場町

宗福　靜子１，２８１

　

田神戸市北区

道場町平田

字溝添１６６

神戸市北区

道場町

芝野　昌二

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

道場町

大路　博之１，３３６

　

田神戸市北区

道場町生野

字亀治中

７１８

神戸市北区

道場町

銅本　眞治

５００田神戸市北区

道場町生野

字木戸口

７５３－２

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１９，５８０

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

道場町

北浦　千惠

子

１，９７９

　

田神戸市北区

道場町塩田

字堀越１５７６

－１

神戸市北区

道場町

前中　修

６，６００

円

７０８田神戸市北区

道場町塩田

字堀越１５７６

－２

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

大沢町

瀧脇　あか

り

１，９８４

　

田神戸市北区

大沢町中大

沢字滝之脇

３０７７

神戸市北区

大沢町

和田　茂

１，７９６

　

田神戸市北区

大沢町中大

沢字滝之脇

３０７８

１，７２５

　

田神戸市北区

大沢町中大

沢字滝之脇

３０８３

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１５，０００

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

八多町

藤原　喜久

治

１，７６４

　

田神戸市北区

八多町深谷

字シモノ下

１６９０

神戸市北区

八多町

岸上　昭八

郎

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

大沢町

岩田　恪夫１，９０９

　

田神戸市北区

八多町吉尾

字西側１４１９

神戸市北区

八多町

中南　忠

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

淡河町

常深　しず

ゑ

２，０３５

　

田神戸市北区

八多町西畑

字瀧ノ元

１０２４

神戸市北区

藤原台北町

松原　伸元

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

２，５００

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

森井　一清５４５田神戸市北区

淡河町萩原

字越前６８３

－１

神戸市北区

淡河町

石野　裕稔

９，２００

円

２，０３３

　

田神戸市北区

淡河町萩原

字越前１６８９

３，７００

円

８１０田神戸市北区

淡河町萩原

字越前１７０３

６，２５０

円

１，３８８

　

田神戸市北区

淡河町萩原

字越前１７１２



３８４５ 令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

８，１５０

円

１，７９６

　

田神戸市北区

淡河町萩原

字越前１７１５

３，５００

円

１，０８７

　

田神戸市北区

淡河町萩原

字越前１７１８

４，５５０

円

１，３３５

　

田神戸市北区

淡河町萩原

字越前１７２７

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

淡河町

福本　弘和１，７１５

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字西沢３０５５

神戸市北区

淡河町

堂本　善成

３，２９０

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字西前田

３０８０

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

３５，０００

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

竹の台

山本　満夫１，２２６

　

田神戸市北区

淡河町中山

字岡沢１８９

神戸市北区

淡河町

森本　聖子

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

７，０００

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

石倉　憲生４７９田神戸市北区

淡河町勝雄

字田中１６３８

神戸市北区

淡河町

八木　通夫

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

６，５００

円

令和７年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権加古川市別

府町

坂口　啓二５８３田神戸市北区

淡河町野瀬

字ヒヨ３１５１

－２

神戸市北区

淡河町

山本　博志

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

５０，０００

円

令和８年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町

古畑　正朔１，３９１

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字松本坊

２０３－１

神戸市垂水

区美山台

土田　正弘

令和８年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

明石市大久

保町

明石市大久

保町

生賴　直樹

生賴　秀美

１，１１９

　

田神戸市西区

岩岡町西脇

字大澤４６５

明石市大久

保町

山本　建樹

６７１田神戸市西区

岩岡町西脇

字大澤４６６

６４７田神戸市西区

岩岡町西脇

字大澤４６７

１，２３２

　

田神戸市西区

岩岡町西脇

字大澤４６８

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

明石市小久

保

古河　克規２，９７１

　

田神戸市西区

平野町繁田

字中川原

３１１

明石市大久

保町

寺岡　茂喜

１，７８１

　

田神戸市西区

平野町堅田

字下川原

１０２０

毎年１２月２０１６，４５３令和１２年本公告の普通畑とし賃借権神戸市西区坊池　政美１，４８９畑神戸市西区明石市西新森井　俊文



令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８４６

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

円３月３１日日て利用神出町　神出町東字

山ノ端２１９３

町

５，７７９

円

５２３畑神戸市西区

神出町東字

山ノ端２２０５

７，７６８

円

７０３畑神戸市西区

神出町東字

山ノ端２２０６

令和１２年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

道場町

大北　純正１，４６６

　

田神戸市北区

道場町生野

字下ノ垣内

４８７

神戸市北区

道場町

大前　昌司

令和１２年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

道場町

大北　純正２９０田神戸市北区

道場町生野

字小米坂

４００

神戸市北区

道場町

銅本　眞治

８０６田神戸市北区

道場町生野

字門樋ノ尻

４３４－１

７８田神戸市北区

道場町生野

字下ノ垣内

４７１－１

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

３０，０００

円

令和１１年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

有野台

神戸市北区

大沢町

坂口　久治

坂口　良子

３，５４５

　

田神戸市北区

大沢町日西

原字大西

２９７９

神戸市北区

大沢町

沖本　涼

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１０，０００

円

令和１１年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

有野台

神戸市北区

大沢町

坂口　久治

坂口　良子

１，４２３

　

田神戸市北区

大沢町日西

原字大西

２９７７

神戸市北区

大沢町

藤本　耕司

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

３０，０００

円

令和１２年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃貸借神戸市北区

八多町

山口　功２，９１６

の内

１，３００

田神戸市北区

八多町附物

字狩俣１１５１

－１

神戸市北区

有野町

大瀧　孝雄

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１７，３４４

円

令和１２年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃貸借神戸市北区

長尾町

冨井　昭博１，０８４田神戸市北区

長尾町上津

字八ヶ坪

５３８９

神戸市北区

長尾町

北田　幸雄

令和１２年

１２月３１日

令和２年

１１月３０日

普通畑とし

て利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

神出町

近藤　良之１，４８０

　

畑神戸市西区

神出町宝勢

字辻堂西

８７５－１

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
５５４畑神戸市西区

神出町宝勢

字辻堂西

８７５－２

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１５，５７６

円

水田として

利用

賃借権１，４１６

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字辻堂西

２５３９

２６，２１３

円

２，３８３

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字辻堂西

２５４２
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２６，３８９

円

２，３９９

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字 辻 堂 西

２５４３

２３，９２５

円

２，１７５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字 辻 堂 西

２５４６

普通畑とし

て利用

使用貸

借によ

る権利

５５８畑神戸市西区

神出町宝勢

字 辻 堂 西

２６２４

水田として

利用

７８８田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６２５

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２１，２６３

円

賃借権１，９３３

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６４９

２４，９０４

円

２，２６４

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６５５

２７，８９６

円

２，５３６

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６５６

２０，０７５

円

１，８２５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７０７

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２１，４１７

円

令和１２年

１２月３１日

令和２年

１１月３０日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

中崎　為雄１，９４７

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７８２

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
２３，８８１

円

２，１７１

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２８４１

使用貸

借によ

る権利

２，２７２

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２８５５

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２６，３４５

円

賃借権２，３９５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２８９２

１５，９６１

円

１，４５１

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

３１０９－１

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２１，４８０

円

令和１２年

１２月３１日

令和２年

１１月３０日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

神戸市西区

岩岡町

井上　和弘

井上　多津

子

２，１４８

　

田神戸市西区

岩岡町古郷

字西場３０５３

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

令和１２年

１２月３１日

令和２年

１１月３０日

畑として利

用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

八多町

松原　正夫１，４８２

　

畑神戸市北区

八多町西畑

字 瀧 ノ 元

１０４２

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗



　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８９１号

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

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和２年１１月２０日

　　　    神戸市　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

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

　　別表のとおり

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

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

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

　　利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が借賃の支払期限までに借賃の支払をす
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毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

８６９

円

令和１７年

１２月３１日

令和２年

１１月３０日

畑として利

用

賃借権神戸市西区

糀台

才ノ元　重

徳

７９畑神戸市北区

道場町塩田

字下溝尻

１３８５－２

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
６，１２７

円

水田として

利用

５５７田神戸市北区

道場町塩田

字上島田

１４８４－１

３０，７８９

円

２，７９９

　

田神戸市北区

道場町塩田

字島田１５０５

１８，２７１

円

１，６６１

　

田神戸市北区

道場町塩田

字島田１５１１

－１

２，５７４

円

２３４田神戸市北区

道場町塩田

字島田１５１５

－１

１２１

円

１１田神戸市北区

道場町塩田

字島田１５２３

－３

９，９５５

円

９０５田神戸市北区

道場町塩田

字堀越１５７７

－２



３８４９

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

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

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

　　は，甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

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

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

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

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

　　ることができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

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

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

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

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

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

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

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

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

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

　　　賦課金を負担する。

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

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

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

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

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

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

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

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

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

　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

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

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

　　　その支出した額又は増加額とする。
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　　エ　乙は，イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き，目的物の返還に

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

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

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

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

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

　　しなければならない。

　⑽　契約の解除

　　　甲は，乙が該当土地を利用していないと認められる場合には貸借契約を解除するものと

　　する。

　⑾　利用状況の報告

　　　乙は，当該農用地の利用状況については，毎事業年度の終了後３月以内に神戸市長あて

　　に農業経営基盤強化促進法施行規則第１６条の２に定めるところにより報告しなければなら

　　ない。

　⑿　市長による勧告　　

　　　市長は，次のいずれかに該当するときは，乙に対して相当の期限を定めて，必要な措置

　　を講ずべきことを勧告することができる。

　　ア　乙が目的物において行う耕作（又は養畜）の事業により，周辺の地域における農用地

　　　の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。

　　イ　乙が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農

　　　業経営を行っていないと認めるとき。

　　ウ　乙が法人である場合にあっては，乙の業務を執行する役員のいずれもが乙の行う耕作

　　　又は養畜の事業に常時従事しないとき。

　⒀　市長による農用地利用集積計画の取消

　　　市長は，次のいずれかに該当するときは，農業委員会の決定を経て，この農用地利用集

　　積計画のうち当該部分に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消す

　　ものとする。

　　ア　乙がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず，甲が賃借権又

　　　は使用貸借権の解除をしないとき。

　　イ　乙が⑿の勧告に従わなかったとき。　　　　　　

　⒁　貸借が終了した場合の原状回復

　　　貸借が終了したときは，乙が，その終了の日から３０日以内に，甲に対して当該土地を原

　　状に復して返還する。乙が原状に復することができないときは，甲が原状に回復するため

　　に要する費用を乙が負担する。ただし，天災地変等の不可抗力又は通常の利用により過失

　　が生じた場合及び修繕又は改良により変更された場合は，この限りではない。

　⒂　違約金の支払い

　　　甲の責めに帰されない事由により貸借を終了させることとなった場合には，乙が，甲に

　　対し賃借料の１年分に相当する金額を違約金として支払う。
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３８５１

　⒃　その他

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

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

別表     　　　　　　（解除条件付）
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設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

１１４，２９２

円

令和４年

１２月３１日

令和３年

１月１日

普通畑とし

て利用

賃借権神戸市北区

八多町

大内　祐二１，４５２

の内

１，４４２．５８

畑神戸市北区

八多町西畑

字住吉９６５

－１

大阪市淀川

区十三東１

丁目２０－３

株式会社　

和上の郷

代表取締役

中川　大輔

１４，０１４

円

１７８

の内

１７６．７４４

畑神戸市北区

八多町西畑

字住吉９６５

－２

１６１，９９２

円

２，０５８

の内

２，０２０．９４８

畑神戸市北区

八多町西畑

字住吉９６７

－１

２５，５８１

円

３２５

の内

３２０．６０４

畑神戸市北区

八多町西畑

字住吉９６７

－２

１０６，５７８

円

水田として

利用

１，３５４

の内

１，３２６．３６８

田神戸市北区

八多町西畑

字住吉９６８

－１

２７，３１３

円

３４７

の内

３４１．６６２

田神戸市北区

八多町西畑

字住吉９６８

－２

２３０

円

２．９３田神戸市北区

八多町西畑

字住吉９６８

－３

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

１３１，４００

円

令和５年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

大沢町

東本　晄２，６２８

　

田神戸市北区

大沢町神付

字潰池４１５

－１

神戸市東灘

区住吉浜町

１７－８

マツダ株式

会社

代表取締役

松田　禎一

２１，９５０

円

普通畑とし

て利用

４３９畑神戸市北区

大沢町神付

字潰池４１５

－２

１３，６５０

円

２７３畑神戸市北区

大沢町神付

字西山６７４

－３

６２，５００

円

１，２５０

　

畑神戸市北区

大沢町神付

字西山６７４

－４

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

１８，４００

円

令和１２年

１２月３１日

令和３年

１月１日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

百津　彰宏２，１２１

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字津本２７２５

神戸市北区

淡河町東畑

７５

社会福祉法

人

上野丘さつ

き会

理事長

井上　勝彦
１７，９００

円

２，２６０

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字津本２７２６



―――――――――――――――――

神戸市公告第８９２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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８５２

３，８００

円

６１１田神戸市北区

淡河町野瀬

字津本２７２８

４，７００

円

１，１１１

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字津本２７３１

２８，６００

円

３，５２１

　

田神戸市北区

淡河町野瀬

字津本２７３４

６，４００

円

普通畑とし

て利用

８１９畑神戸市北区

淡河町野瀬

字カラ谷

２７６４

和田岬小学校屋根改修他工事工 事 名

神戸市兵庫区和田宮通６－１－１８工事場所

令和３年３月１５日完成期限

東校舎棟　屋根改修，防水改修，雑工事工事概要

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

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



３８５３

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

　　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２０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



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８９３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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８５４

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

灘消防署青谷橋出張所屋上防水・外壁改修工事工 事 名

神戸市灘区城の下通２丁目３－１工事場所

令和３年３月１５日完成期限

屋上防水・外壁改修，これに伴う屋外付帯・電気工事工事概要

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

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可



３８５５

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

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

令和２年１１月２０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



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８９４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２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８５６

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

垂水スポーツガーデン照明設備改修工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１―５５工事場所



３８５７

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

令和３年３月１９日完成期限

垂水スポーツガーデンのスポーツ照明改修工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般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



　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８５８

令和２年１１月２０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



３８５９

神戸市公告第８９５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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

垂水管内道路照明柱建替工事工 事 名

神戸市垂水区一円工事場所

令和３年３月３１日完成期限

道路照明柱建替　９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。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８６０

※　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２０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



３８６１

　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８９６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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７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

令和２年度西管内舗装補修工事（その４）工 事 名

神戸市西区押部谷町高和　他工事場所

令和３年３月３１日完成期限

工事延長　Ｌ＝５３０ｍ，　舗装工　Ａ＝２，７００㎡，　区画線工　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望

として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８６２

　　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２０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



３８６３

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８９７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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

　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年度北管内大型案内標識等改修工事工 事 名

神戸市北区工事場所

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

大型案内標識建て替え　３基　　指示標識板交換　１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

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８６４

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を登

録業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年１１月２０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



３８６５

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８９８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２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

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

求女塚西公園施設改修工事工 事 名

神戸市灘区都通３丁目工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８６６

令和３年３月３１日　完成期限

鋼製グレーチング蓋設置工　１５ｍ，　　

インターロッキングブロック舗装工－２透水タイプ　４１㎡，

水飲み台工　１基，ベンチ工（Ｂ）－３　５基，鉄柵工（Ａ）－１　７４ｍ　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

造園工事業に係る建設業の許可建設業の許可

造園一般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



３８６７

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

　　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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

令和２年１１月２０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



―――――――――――――――――

神戸市公告第８９９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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８６８

東神戸地区（本庄西）防潮施設補強工事工 事 名

神戸市東灘区青木１丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

胸壁設置工事　Ｌ＝４０．３８ｍ，　胸壁嵩上げ工事　Ｌ＝１５０．００ｍ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

土木一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

その他



３８６９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月２０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



　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９００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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８７０

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

北消防署山田出張所屋上防水・外壁改修工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上字池ノ内２１－３工事場所

令和３年３月２２日完成期限

屋上防水・外壁改修，これに伴う屋外付帯・電気工事工事概要

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

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

その他



３８７１

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月２０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９０１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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８７２

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

六甲アイランド東部公共上屋新築機械設備工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東３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４年３月３１日完成期限

六甲アイランド東部公共上屋新築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



３８７３

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

　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。

管一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること

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２０日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間



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９０２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２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８７４

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　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



３８７５

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

（仮称）動物共生センター整備他工事工 事 名

神戸市北区しあわせの村１－１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１０日完成期限

１．ローンボウルス棟　外壁・内装改修工事

２．犬猫舎棟　新築　鉄骨造平屋建　延べ面積１２４．０㎡

３．事務所・倉庫棟　新築　鉄骨造平屋建　延べ面積７８．０㎡

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８７６

※　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２０日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



３８７７

　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９０３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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７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

六甲アイランド東部公共上屋新築電気設備工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東３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４年３月３１日完成期限

六甲アイランド東部公共上屋新築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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８７８

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２０日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方　　法



３８７９

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９０４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２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７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

入札説明書等によります。

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

琵琶町３丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市灘区琵琶町３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１１月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　７３．００ｍ，φ２５０㎜　５８２．２２ｍ，φ３００㎜　１２７．４７ｍ

管きょ工（開削）　Ｋ１φ２００㎜　１４４．２８ｍ，Ｋ１φ２５０　９１．９６ｍ，

ＨＰφ２５０㎜（撤去）１１３．０３ｍ

マンホール工　一式，取付管及びます工　一式，付帯工　一式

工事概要



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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８８０

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人｢日本下水道新技術機構｣の建設技術審査証明を有する

　管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法の

　使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①及

　び②に該当する技術者とすること。

　　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

その他



３８８１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月２０日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



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９０５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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８８２

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

六甲アイランドシャーシ置場整備工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東３丁目，向洋町東４丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

土工　１式，構造物撤去工　１式，舗装工　９，６５０㎡，

擁壁工　１式，付属施設工　１式，排水施設工　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

　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

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。　

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



３８８３

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

　　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２０日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時



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９０６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２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８８４

　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

竜が岡２号線歩道改良工事その２工 事 名

神戸市西区竜が岡１丁目～３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９月３０日完成期限

延長　Ｌ＝１９３ｍ，道路土工　１式，構造物撤去工　１式，

排水構造物工　１式，舗装工　１式，縁石工　１式，防護柵工　１式，　

区画線工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



３８８５

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木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

土木一般の総合点数が９２０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８８６

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　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

令和２年１１月２０日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法



３８８７

神戸市公告第９０７号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和２年１１月２０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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

東部工区神戸新交通六甲アイランド線耐震補強工事（その３）工 事 名

神戸市東灘区住吉浜町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年１月３１日完成期限

鋼製橋脚補強工４橋脚，落橋防止構造１２基，支承補強構造１２基工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

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「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

経営事項審査の結果において，鋼橋上部工事の総合評点値が８００点以上
経営審査事項

の結果の点数

⑴　神戸市内に本店又は支店若しくはこれに準ずるものを有すること。

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　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８８８

　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。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年１１月２０日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法
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８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

　　評価値の最も高い者が２人以上あるときは，電子入札システムの抽選機能により，落札候

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

令和２年１２月１６日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



　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９０８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２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　建築協定の名称

　　北神星和台第９地区建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市北区京地３丁目１番１他　

３　公開による意見の聴取の開催日時

　　令和２年１２月４日（金）

　　１５時３０分から１６時００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９０９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２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市立学校園電気調達（１月開始分）

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８９０

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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２　数量

　　２，６３３，３９６キロワットアワー

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８日

５　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社　

　　　　代表取締役　水町　豊

　　福岡市中央区渡辺通２丁目４番８号

６　落札金額

　　４２，２０８，６８６円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の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５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１０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２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市建設局垂水処理場電気調達

２　数量

　　２４，０５９，０００キロワットアワー

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８日

５　落札者の氏名及び住所

　　中部電力ミライズ株式会社

　　　　代表取締役　社長執行役員　大谷　真哉

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号



　　名古屋市東区東新町１番地

６　落札金額

　　２６１，６５３，７６０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の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５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１１号

　制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　担当部局

　　〒６５０－００４４　神戸市中央区東川崎町１丁目３－３

　　神戸市教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課

　　電話：０７８－９８４－０６６９　ＦＡＸ：０７８－９８４－０６７０

　　E-mail edu-joho@office.city.kobe.lg.jp

３　入札手続の種類

　　この案件は，入札価格により落札者を決定する制限付一般競争方式の入札案件である。

　　設計・施工・工事監理を，事業期間を通して一括して事業者に委託する一括発注方式によ

　り実施する。

４　競争入札参加資格

　　次に掲げる条件をすべて満たしていること。

　⑴　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　令和２年・３年度神戸市工事請負入札参加資格を有すること。

　⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

　　更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。

　⑷　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日までの間に，神戸市指

　　名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

　⑸　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていない

　　こと

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８９２

令和２年度ＩＣＴ機器設置業務（その２）委託委 託 名

神戸市立小学校普通教室等ＩＣＴ機器設置に係る設計・施工・工事監理業務業務概要

神戸市立高羽小学校　神戸市灘区高羽町３－１１－１１　他６校履行場所

令和３年１月３１日履行期限
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　⑹　平成２９年度以降，学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第一条に定める学校。本 

　　市・他市町村，公立・私立は問わない）に対して本市が設置しようとしているＩＣＴ機器

　　と同等のＩＣＴ機器設置業務の受注実績があること。

５　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局

６　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。

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

８　入札及び開札予定日時及び方法

９　入札保証金

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

　定により免除します。

１０　入札の無効

　⑴　神戸市契約規則第１２条各号に該当するとき。

　⑵　一の入札参加者が同一の業務において複数の入札を行ったと認められるときは，いった

　　ん開札して確認のうえ，すべての入札書を無効とする。

　⑶　提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし，無効の入札を行った者を落札者

　　としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお，競争入札参加資格があると確

　　認された者であっても，落札決定の時においてに４に規定する競争入札参加資格を満たさ

　　なくなった場合は，競争入札参加資格のない者に該当するものとする。　

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

令和２年１１月２０日（金）～令和２年１２月９日（水）

　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時までに学校経

営支援課に必着のこと。

　持参による場合は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）

第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く

　午前９時～正午，午後１時～午後５時

提出期間

契約監理課提出場所

令和２年１２月１７日（木）日　　時

神戸市中央区東川崎町１丁目３－３　

神戸市教育委員会事務局内またはその近隣施設
提出場所

⑴　日時の詳細については，入札参加資格の確認とともに通知することとする。

　入札の際の必要書類については持参により提出すること。

⑵　入札書を封筒に入れ，入札書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印し，「委託

　業務名」及び「入札書在中」並びに「入札参加者名」を記載し申請する。

⑶　開札については，入札参加者又はその代理人の立会の上，行うものとする。

　なお，当入札では，入札価格が予定価格の制限の範囲内である場合に，最低

　入札価格を提示した入札者を落札者とする。

方 法



　⑷　「令和２年度ＩＣＴ機器設置業務委託入札書記入要領」に記載された記入方法に従わな

　　かったとき。

１１　その他

　⑴　別途発注の「ＩＣＴ機器借上【神戸市小学校後期その３】」の契約締結が成立しない場

　　合は，この入札に基づく契約は締結しないことがあります。

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１２号

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の２及び神戸市人事行政の運営等の状況の公

表に関する条例（平成１７年３月条例第３５号）第４条の規定に基づき，令和元年度における人事

行政の運営の状況及び人事委員会の業務の状況を別紙の通り公表します。

　　令和２年１１月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１３号

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の３の規定に基づき，令和２年度等級等ごと

の職員数を別紙の通り公表します。

　　令和２年１１月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市公告第９２０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２５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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８９４

総合福祉センター駐車場天井ネット張工事工 事 名

神戸市中央区橘通３－４－１工事場所

令和３年３月１０日完成期限

１階駐車場天井ネット設置工事工事概要

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
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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

　　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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

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

令和２年１１月２５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９２１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２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８９６

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

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

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



３８９７

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

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年度河川管理施設補修工事（切畑川他１河川）工 事 名

神戸市北区有野町有野他１箇所工事場所

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

護岸工　一式，　護床工　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



　　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

　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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３８９８

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

令和２年１１月２５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

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



３８９９

　　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９２２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２５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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

須磨寺公園改修工事工 事 名

神戸市須磨区須磨寺町３丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

小型擁壁　４６ｍ，ウォール工　１３．２ｍ，

インターロッキングブロック舗装　１２５㎡，縁台工　３基，防護柵　２３５ｍ，

四阿工　１基，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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

造園工事業に係る建設業の許可建設業の許可

造園一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９００

令和２年１１月２５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

　・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



３９０１

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９２３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２５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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

小磯記念美術館受変電機器更新工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町中５丁目７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４月１６日完成期限

小磯記念美術館の受変電機器更新工事一式工事概要

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

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。

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９０２

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２５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



３９０３

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９２４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２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

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

入札説明書等によります。

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

神の谷トンネル高圧受電設備更新工事工 事 名

神戸市須磨区北落合３丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

神の谷トンネル高圧受電設備更新に関する材工試験調整の一切工事概要

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



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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９０４

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。

　・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２５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
受付期間



３９０５

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９２５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２５日

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

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

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年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

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９０６

丹生橋補修工事工 事 名

神戸市北区山田町衝原工事場所

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

橋長　Ｌ＝４５．０ｍ，全幅員　Ｗ＝１１．１７ｍ，　ひび割れ補修工　一式，　

断面修復工　一式，舗装打換え工・橋面防水工　一式，

グラウト再注入工　一式，仮設工　一式，　橋梁定期点検（２巡目）　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



３９０７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月２５日（水）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



　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９２６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２５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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９０８

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

総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事工 事 名

神戸市須磨区緑台工事場所

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２５日完成期限

メインスタンドトイレ，貴賓室，ドーピングコントロール室他改修工事　一式

メインスタンドスロープ改修工事　一式

バックスタンドトイレ改修工事　一式

スタンド手摺改修工事　一式

付属棟改修工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が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

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

その他



３９０９

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月２５日（水）～１２月８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

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９２７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２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９１０

令和２年１２月１１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　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

入札説明書等によります。

東神戸地区（深江浜町）防潮施設補強工事（その２）工 事 名

神戸市東灘区深江浜町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３１日完成期限

防潮施設補強　Ｌ＝１，７８３ｍ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



３９１１

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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７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



５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９１２

令和２年１１月２５日（水）～１２月８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

令和２年１２月１１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方　　法

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

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



３９１３

神戸市公告第９２８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２５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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

上筒井通１丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市中央区上筒井通１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１２月１５日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝３３．４５ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝８３８．８９ｍ

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝６．２６ｍ，Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝２２．７３ｍ

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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

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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　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑷⑸中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月２５日（水）～１２月８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１２月１１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す方 法
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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９２９号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和２年１１月２５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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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

須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その１）工 事 名

神戸市須磨区桜木町１丁目～２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９月３０日完成期限

工事延長　Ｌ＝１１０ｍ，橋台工　１基，橋脚工　２基，構造物撤去工　１式工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）
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単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法
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５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札
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令和２年１２月１１日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年１１月２５日（水）～１２月８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（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

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１２月１０日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年１２月１８日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。
方 法



１０　落札者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

　　評価値の最も高い者が２人以上あるときは，電子入札システムの抽選機能により，落札候

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４７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８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
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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

　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」

 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

垂水区北舞子４丁目

垂水区清水が丘1丁目

垂水区五色山８丁目

北舞子中公園

狐坂南公園

下梅ケ谷小公園



３９１９

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年１２月８日

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４８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８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８日

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４９号

　港島クリーンセンター計量等業務に関して，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１２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　委託業務の名称

　　　港島クリーンセンター計量等業務

　⑵　履行場所

　　　神戸市中央区港島９丁目１２番１号

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター内　指定場所

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号

垂水区小束山手３丁目

垂水区下畑町字坂口

高塚山南小公園

坂口小公園

 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

垂水区星陵台３丁目

垂水区塩屋北町２丁目

垂水区多聞町字小束山

星陵台３丁目小公園

口唐戸小公園

小束台西公園



　⑶　履行期間

　　　自：令和３年４月１日

　　　至：令和４年３月３１日

　⑷　調達内容の概要

　　①　趣旨

 神戸市では，収集された家庭系及び事業系の可燃ごみ，木質系ごみ，資源ごみ（空 

　　　缶・ペットボトル・空びん）を，本市の港島クリーンセンターで処理するにあたり，車

　　　両計量，手数料徴収，ピット前誘導・監視業務等の業務を委託します。

　　②　業務内容

 環境局直営車，一般廃棄物収集運搬許可業者搬入車及び市民等から直接搬入されるご

　　　み（以後「自己搬入ごみ」という。）について，クリーンセンターに据え付けられてい

　　　るトラックスケール，計量データ処理装置を使用し計量業務を行う。

 中継車両等が搬入出するとき，クリーンセンターに据え付けられているトラックスケ

　　　ール，計量データ処理装置を使用し計量業務を行う。

 自己搬入ごみについて，廃棄物処理手数料徴収業務を行う。

　　　　ピット前にて誘導・監視業務を行う。

 上記調達内容の詳細については入札説明書に記載しています。

２　入札に参加する者に必要な資格及び制限

　⑴　入札に参加する者に必要な資格

　　　港島クリーンセンター計量等業務を委託するにあたり，建物・設備等を適正に管理し，

　　計量業務等を安定的かつ円滑に実施するために，知識，技術，信用等において適格性を有

　　するとともに，次の条件を満たすことが，入札に参加する者に必要な資格として必要です。

　　①　令和２年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　　②　直近年度の国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む。））及び地方税

　　　について未納がないこと。

　　③　直近の決算において債務超過の状況でないこと。

　　④　直近２年間で連続して営業損失を計上していないこと。

　　⑤　入札参加資格申請の受付期間の最終日から入札書の提出の日までの間に，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。

　　⑥　下記に定める複数応募に該当しないこと。

 入札に参加する者及びこれらのいずれかと下記の資本関係又は人的関係のある場合。

　　　ア　資本関係

　　　　　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法（平成１７年法律第

 ８６号）第２条第３号及び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同

 じ。）又は子会社の一方が会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定

 する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５ 

 号）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　　（ア）　親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社

 　　　をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合。

 （イ）　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
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　　　イ　人的関係

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

 更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場

 合は除く。

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

 　　　他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合。

 （イ）　一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又

 　　　は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場

 　　　合。

　　　ウ　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。

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

 　　　場合。

 （イ）　協同組合とその組合員の関係にある場合。

　　⑦　過去３年以内において，神戸市契約規則第３条第１項及び第２項のいずれにも該当し

　　　ないこと。

　　⑧　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条各号に該当しないこと。

　⑵　入札参加資格の喪失

　　　委託契約締結時までの間において，入札に参加する者が下記の事由に該当する場合は，

　　当該参加者の参加資格を喪失させるものとします。

　　　また，入札に参加する者が，協同組合の場合は，その組合員のいずれかが④，⑥，⑦に

　　該当した場合も同様とします。

　　①　他の債務につき，強制執行，競売又は破産の申し立てがあった場合。

　　②　手形又は小切手が不渡りになったとき。

　　③　会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申し立て，若しくは民事再生法に基づく

　　　再生手続き開始の申し立てがなされている者及び会社更生法に基づく更生手続き中，若

　　　しくは民事再生法に基づく再生手続き中の者（会社更生法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。）。

　　④　提出書類に虚偽又は不正があった場合。

　　⑤　提出書類受付期間中に所定の書類が整わなかった場合。

　　⑥　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条各号に該当する場合。

　　⑦　その他不正な行為があった場合。

３　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザＥＡＳＴ２階　（〒６５１－００８６）

　　神戸市環境局施設課　（ＴＥＬ　０７８－５９５－６１６２）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法

　　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，審査の通知方法等については

　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
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　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和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。なお，インターネットホ

　　ームページからダウンロードする場合は，この限りではない。）

　⑵　交付場所

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザＥＡＳＴ２階　（〒６５１－００８６）

　　　神戸市環境局施設課　（ＴＥＬ　０７８－５９５－６１６２）　

　　　　神戸市環境局インターネットホームページ

　　　https://www.city.kobe.lg.jp/a30783/kurashi/recycle/gomi/shisetsu/facility/

　　　gomishorishisetsu/koubo2020.html

６　入札に参加する者に必要な資格審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　提出期間

　　　令和２年１２月２１日（月）　まで　午前９時から午後５時まで

　⑵　提出場所（持参すること）

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザＥＡＳＴ２階　（〒６５１－００８６）

　　　神戸市環境局施設課　（ＴＥＬ　０７８－５９５－６１６２）

７　施設見学会

　　入札参加資格があると認められた者に対して実施します。

　　なお，施設見学会への出席は，入札参加資格の要件ではありません。

　　詳細については入札説明書に記載してあります。

８　質疑応答　

　⑴　申請者は，入札書の提出に関して，質疑の有無にかかわらず，後日，配付する質疑回答

　　書を下記に掲げる提出期限内に，Ｅメール（質疑回答書ファイル形式　Microsoft Excel）

　　で提出してください。

　　　送信先Ｅメールアドレス　eb-shisetsu@office.city.kobe.lg.jp

　⑵　提出期限

　　　令和３年１月１３日（水）まで

　⑶　回答は，６で入札参加資格があると認定された者すべてに対し，Ｅメールにて，令和３

　　年１月２２日（金）までに送付する予定です。

　　　なお，質問に対する回答は，入札説明書記載事項の追加又は修正とみなします。

９　入札書の提出期間，提出場所及び提出方法

　⑴　提出期間

　　　令和３年１月２９日（金）午前１０時から午前１１時まで

　⑵　提出場所　　

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザＥＡＳＴ地下１階　（〒６５１－００８６）

　　　神戸市環境局

　⑶　提出書類

　　①　入札書

　　②　入札額内訳明細書
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　※なお，①及び②の書類については，入札参加資格審査通知書に同封します。

　⑷　提出方法

　　　持参すること。

　⑸　開札にあたっての交渉はしません。

　⑹　一度提出した入札書は，書換え，引換え又は撤回をすることはできません。

１０　開札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和３年１月２９日（金）　午前１１時１５分

　⑵　場所

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザＥＡＳＴ地下１階　（〒６５１－００８６）

　　　神戸市環境局

　⑶　入札書の提出者は開札に立ち会ってください。場合により，再入札を行うことがありま

　　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　２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人により入札書を提出する場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札参加者及びその代理人が他の入札の参加者の代理人となり，又は数人共同して入札

　　書を提出したとき。

　⑺　入札に参加する資格のない者が入札書を提出したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札書を提出したとき。

　⑼　鉛筆，シャ－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　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　落札者等の決定の方法

　⑴　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

　　を問わず委託料の予定価格（消費税抜き）以下で，最低価格の入札書（消費税抜き）を提

　　出した者を落札者とします。

　　　ただし，著しく低い金額の入札書で本業務の円滑な遂行に疑義がある場合は，低入札価

　　格調査を行うことがあります。

　⑵　最低価格の入札書を提出した者が２者以上あった場合は，くじにより落札予定者を決定

　　します。

　⑶　開札の結果，すべてが予定価格を超える入札書であるなどのため，落札者がないときは，

　　直ちに出席している入札書の提出者に再入札をしていただくことがあります。　　　　

　⑷　再入札をするに当たって，１回目の入札での最低価格の入札金額のみを発表します。こ

　　のため，再入札書の金額は，この発表を聞いた上で当該金額未満の金額を記入してくださ

　　い。
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　⑸　再入札となった場合，入札に参加する者に必要な資格の審査の申請に届け出た使用印鑑

　　（１回目の入札に使用した印鑑）が必要となりますが，持参できないときは，委任状を提

　　出することで，代理人の印を使用して入札を行うことができます。

　⑹　再入札により落札者が決定しない場合には，入札を打ち切ります。この場合，交渉して

　　落札者とすることがあります。

　⑺　落札者の提出した入札書が無効である場合は，２番札（予定価格内に限る。）の者を落

　　札者とします。

　　　なお，２番札の者の入札書が無効である場合は，順次繰り上げて（予定価格内に限る。）

　　決定します。

　⑻　入札結果は，すべての入札書について，提出者名，入札金額を本市ホームページ等で公

　　表します。

　　　なお，審査において必要がある場合，入札書の提出者に対してヒアリングをすることが

　　あります。

１３　契約期間

　　契約期間は，令和３年４月１日より令和４年３月３１日までとします。

１４　特定調達契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１５　入札保証金

　　入札保証金は，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。

１６　その他

　⑴　この契約は総価契約とします。　

　⑵　本管理運営業務委託にかかる令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この

　　契約を締結することができない場合があります。

　⑶　この契約は「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）」に規定する委託契約等に該当することから，契約者が暴力団関係事業者と判

　　明した場合は，契約後も同要綱に基づいて除外措置を取るとともに，事業者名を公表する

　　場合があります。

　⑷　契約者は本市が必要と認める期間において，本市職員より業務内容の引継を受け，業務

　　開始日までに本業務の遂行に支障がないようにして下さい。なお，これらに要する費用は

　　すべて契約者の負担とします。

　⑸　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達調査委員会へ苦情の申出をすること

　　ができます。

１７　Summary

　⑴　Contract Contents: Operation of Vehicle Scale Terminals for the Kobe City 

　　Minatojima Clean Center (Location: 9-12-1 Minatojima, Chuo-ku, Kobe, Japan)

　⑵　Deadline for submitting application form and other required documents by those 

　　intending to make bids: 5:00 P.M. December 21, 2020

　⑶　Deadline for submitting bids: 11:00 A.M. January 29, 2021

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Facilities Administration 
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　　Division, Environment Bureau, Kobe City Government, Sannomiya Plaza East 2F,

　　 7-1-5 Isogami-dori, Chuo-ku, Kobe, Japan 651-0086.

　　TEL 078-595-6162

―――――――――――――――――

神戸市公告第９５０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８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

　　神戸市東灘区田中町４丁目６１６番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区磯辺通四丁目２番２２号

　　大和ハウス工業株式会社　神戸支社

　　支配人　三浦　洋一

３　許可番号

　　令和２年７月１７日　　　第　７０４６　号

　　（変更許可　令和２年１０月２１日　　第 １４０９ 号）

  水  道  局  

神戸市水道公告第１０５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２０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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灘（岩屋北町）配水管取替工事工 事 名

神戸市灘区岩屋北町１～５丁目，７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

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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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：φ７５－１１．８ｍ，φ７５（給）－１７．２ｍ，φ１００－８７８．４ｍ，

　　　　　　φ１００（給）－２．１ｍ，φ１５０－４２５．８ｍ

管撤去延長：φ７５－１２．３ｍ，φ７５（給）－１７．２ｍ，φ１００－９６．３ｍ，

　　　　　　φ１００（給）－２．１ｍ，φ１５０－１，２０６．１ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２２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。

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　

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
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　・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。

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１１月２０日（金）～１２月４日（金）　

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方　　法



　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１０５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２５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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無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

灘（福住通他）配水管取替工事工 事 名

神戸市灘区福住通５丁目，６丁目，７丁目，８丁目，

中原通５丁目，６丁目，７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３月３１日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

布設：φ７５－２．２ｍ，φ１００－４００．４ｍ，φ１５０－６１９．４ｍ，φ２００－２．０ｍ

撤去：φ７５－２．４ｍ，φ１００－８７．５ｍ，φ１５０－８９８．１ｍ，φ２００－３２．３ｍ
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
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２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階
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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２２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

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



　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　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８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９３０

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１１月２５日（水）～１２月８日（火）　

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

令和２年１２月１１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方　　法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無
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　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

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

  交  通  局  

神戸市交通公告第５４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１２の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月２４日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　西神・山手線，北神線西神中央駅他１５駅可動式ホーム柵整備事業一式

２　入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局高速鉄道部施設課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号　御崎Ｕビル

３　落札者を決定した日

　　令和２年１１月１７日

４　落札者の氏名及び住所

　　三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社

　　　　代表取締役　磯田　厚志

　　神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目３番１号

５　落札金額

　　４，０９０，０００，０００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　り落札者を決定する一般競争入札により落札者としました。

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

　　令和２年７月３日

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第５５号

　一般競争入札により遺失物法（以下「法」という。）第１７条に規定されている特例施設占有

者として保管している遺失物のうち，法第１８条において読み替える第７条に基づいて公告して

いたが，遺失者が判明しなかったものを，法第２０条に基づいて売却するので，法施行令第７条

及び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４条の規

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号



定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月２５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　件名

　　　令和２年度満期遺留品売却その２

　⑵　履行場所

　　　神戸市中央区北長狭通１丁目　　神戸市交通局　忘れ物取扱所倉庫

　　　市営地下鉄三宮駅構内地下２階（東行線ホーム階東側）

　⑶　履行期限

　　　令和２年１２月２５日

　⑷　売却する遺失物

　　　※　数量は，若干の多寡もありえます。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次に掲げる条件をすべて満たしていること。

　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　古物営業法第５条第２項における許可証を交付されていること。

　⑶　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。

　⑷　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。

　⑸　神戸市交通局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けて

　　いないこと。

　⑹　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

３　事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１２４）

　　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

４　入札に参加する者に必要な資格の審査

令和２年１２月８日   神  戸  市  公  報   第３６８７号 ３９３２

単位数　量品　目

本２，１８０長傘

本５５０折れ傘

袋５６雑品

本２２男性用腕時計

本１８女性用腕時計

式２３長物
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　　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。

５　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付開始日

　　　公告の日から

　⑵　交付場所

　　　神戸市ホームページに掲載（郵送による交付は行いません）。

　　※　ダウンロードできない者には，神戸市交通局営業推進課で配布します。配布は，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

　　　日を除いた平日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）とします。

　⑶　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　提出期限

　　　公告の日の翌日から令和２年１２月３日（木）の午後５時必着

　　※　直接持参の場合は，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いた平日午前９時から午後５時まで（正午から午後１

　　　時までを除く。）とします。

　⑵　提出場所

　　　３と同じ

　⑶　提出方法

　　　持参または郵送

７　下見

　　入札対象の遺失物及び遺失物の搬出経路について，下見を行います。

　⑴　開催日

　　　令和２年１２月１１日（金）　午前９時～

　⑵　場所（詳細については，入札説明書をご確認ください。）

　　　神戸市中央区北長狭通１丁目　神戸市交通局　忘れ物取扱所倉庫

　　　市営地下鉄三宮駅構内地下２階（東行線ホーム階東側）

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　提出期限

　　　令和２年１２月１４日（月）１０時まで

　⑵　提出場所

　　　３と同じ

　⑶　提出方法

　　　持参のみとし，郵送は受け付けないものとします。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時及び場所

　　　令和２年１２月１４日（月）１０時１５分から

　　　場所　神戸市交通局大会議室（御崎Ｕビル１階）
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　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

１０　入札保証金　

　　規程第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　入札書の提出が所定の日時を過ぎたとき。

　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をしたとき。

　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　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。

　⑿　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，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，最高の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　手続き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

　　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。

　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。

　⑴　神戸市物品等競争入札参加資格審査申請書交付場所

　　　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

１５　代金の納付方法

　　落札者決定後，落札決定通知書と共に納付書を渡しますので，当該納付書を用いて，
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　　令和２年１２月２１日（月）までに代金を納入してください。

　　なお，代金の納入後，納入確認のため，「納入通知書　兼　領収書」のコピーを

　　郵送または持参にて提出してください。

１６　その他

　⑴　携帯電話等電子的記憶領域を持つものについては，個人情報流出防止の観点から入札の

　　対象外とする。

　⑵　履行に際しては，充分な人手と機材，車両等を用意し，出来るだけ短時間に一度で完了

　　するようにすること。また，搬出時にホーム階を通過する際は，付添い人を一人以上付け，

　　乗客の安全に留意すること。　　　　　　　　　　

　⑶　搬出後，当該遺留品が留置されていた床面の埃が次回分に付着せぬよう，箒，塵取等を

　　人数分持参し，清掃すること。

　⑷　個人情報流出防止の観点から，可及的速やかに神戸市交通局の識札を取り除きシュレッ

　　ダー処理をすること。また，下見時の当該遺留品の写真撮影・動画撮影は禁止とする。

　⑸　その他履行に関しては，神戸市交通局契約規程その他関係法令を遵守すること。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第５６号

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

　　令和２年１１月２５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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名谷車両基地総合事務所１階便所改修工事工 事 名

名谷車両基地（神戸市須磨区西落合２丁目３－１）工事場所

令和３年３月２６日完成期限

総合事務所１階男子・女子便所内装改修工事一式，これに伴う機械・電気設備

工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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。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
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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。

令和２年１１月２５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。
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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



  監 査 委 員  

監査公表第８号

　　令和２年１１月２４日

神戸市監査委員　　細　　川　　明　　子　

同　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　

同　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　沖　　久　　正　　留　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第２４２条第１項の規定により提出された住民監査請求（令和２年１０月１日付及び

令和２年１１月４日付提出）について，同条第５項の規定に基づき監査を行った結果を同項の規

定に基づき別紙のとおり公表します。

記

  請求人　　　Ａ他　全５７７名　

  代理人弁護士　５名
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