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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神楽住宅外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨保育所ゴムチップ舗装他改修

　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］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（王塚台７丁目地区汚水管改築更新

　工事）  ［行財政局契約監理課］
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  ［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（林田

　中部雨水幹線他改築工事）

  ［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（神戸

　六甲線防災対策工事（５・６工区））

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（いぶき明生支援学校スクールバス運行管

　理業務） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（いぶき明生支援学校介護タクシー運行業

　務）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（のばら学園通園バス運行業務）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（新型コロナウイルス感染症患者搬送用タ

　クシー借上契約） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（青陽須磨支援学校スクールバス運行管理

　業務）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（布施畑環境センター選別処理等業務）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（令和３年度　図書館資料の運搬・回収・

　仕分け業務） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（鵯越墓園他管理作業）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（アスタくにづか駐車場精算機等調

　達業務） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（ＩＣＴ機器借上【神戸市立学校一部既設

　校等その１】） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（ＩＣＴ機器借上【神戸市立学校一部既設

　校等その２】） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（高規格救急車の購入）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市課税システム機器更新サーバ機器

　等借上げ） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市介護保険システム機器更新サーバ

　機器等借上げ） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市新福祉医療システムハードウェア

　・ソフトウェア借上げ）

  ［行財政局契約監理課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区井吹台

　東町７丁目）  　［都市局指導課］

水   道   局

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（新調品）購入

　（単価契約））  　［水道局配水課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（修理品）（単価

　契約））  　［水道局配水課］

▽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（中央

　（新港町他）鋼管更新工事）

   　［水道局配水課］

交   通   局

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（名谷車両工場　輪軸超音波探傷装置購入）

   　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（新長田地下鉄ビル非常用発電機更

　新工事）  　［交通局総務課］

教 育 委 員 会 

▽神戸市立幼稚園園則の一部を改正する規則

　［教育委員会事務局学校経営支援部学校経

　営支援課］
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監 査 委 員 

▽監査公表 　［監査事務局第１課］ ４８９２



  規     則  

　こども本の森神戸条例施行規則をここに公布する。

　　令和３年１月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第４５号

　　　こども本の森神戸条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，こども本の森神戸条例（令和２年１２月条例第３３号。以下「条例」という。）

　の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（行為の禁止）

第２条　条例第７条に規定する規則で定める行為は，次に掲げる行為とする。

　⑴　火災，爆発その他の危険を生じるおそれのある行為

　⑵　騒音又は大声を発し，暴力を用い，その他他人の迷惑になる行為をすること。

　⑶　施設又はその附属設備（以下「施設等」という。）を汚損し，損傷し，若しくは滅失さ

　　せ，又はこれらのおそれのある行為をすること。

　⑷　許可を受けないで広告類を掲出し，又はまき散らすこと。

　⑸　許可された場所以外の場所へ立ち入ること。

　⑹　喫煙し，又は所定の場所以外において飲食すること。

　⑺　許可を受けないで寄附金品を募集し，物品を販売し，若しくは陳列し，又は飲食物を販

　　売し，若しくは提供すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，条例第６条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」と

　　いう。）が不適当であると認める行為

　（指定管理者の指定の申請に係る書類）

第３条　条例第９条第２項の規則で定める書類は，次に掲げる書類とする。

　⑴　指定申請書（団体の名称，主たる事務所の所在地，代表者の氏名並びに担当者の氏名及

　　び連絡先並びに指定管理者の指定を受けたい旨を記載した書面をいう。）

　⑵　事業計画書

　⑶　こども本の森神戸（以下「本の森」という。）の管理に係る人員の配置計画に関する書

　　類

　⑷　本の森の管理に関する業務の収支予算書

　⑸　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては，これらに相当する

　　書類）

　⑹　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める書類

　（損傷等の届出）

第４条　施設等を使用する者は，その使用に際し，当該施設等を汚損し，損傷し，又は滅失さ

　せたときは，直ちにその旨を係員に届け出て，その指示を受けなければならない。

　（開館時間）

第５条　本の森の開館時間は，午前９時３０分から午後５時までとする。
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２　指定管理者は，本の森の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわ

　らず，事前に市長の同意を得て，同項の開館時間を変更することができる。

　（休館日）

第６条　本の森の休館日は，次に掲げる日とする。

　⑴　１２月２９日から翌年１月３日までの日

　⑵　月曜日（当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

　　当たる場合は，その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日）

　⑶　前２号に掲げるもののほか，指定管理者が特に必要があると認める日

２　指定管理者は，本の森の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項第１号及び第２

　号の規定にかかわらず，事前に市長の同意を得て，これらの日に開館することができる。

　（施行細目の委任）

第７条　この規則の施行に関し必要な事項は，主管局長が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，条例附則第１項本文に規定する施行日から施行する。ただし，次項の規定は，

　公布の日から施行する。

　（準備行為）

２　この規則を施行するために必要な準備行為は，前項本文に規定する施行の日前においても，

　この規則の例により行うことができる。

　（指定管理者不在等期間における本の森の管理に関する業務）

３　市長が，指定管理者の指定を取り消し，指定管理者が解散し，その他指定管理者がいなく

　なった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は，その時からその直後に指定

　管理者を指定し，又は当該停止の期間が終了する時までの間における第２条第８号，第５条

　第２項並びに第６条第１項第３号及び第２項の規定の適用については，第２条第８号中「条

　例第６条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）」とあるのは「市長」と，

　第５条第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」と，同項中「事前に市長の同意を得て，

　同項」とあるのは「同項」と，第６条第１項第３号及び第２項中「指定管理者」とあるのは

　「市長」と，同項中「事前に市長の同意を得て，これら」とあるのは「これら」とする。

  告     示  

神戸市告示第７４０号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項及び神戸市会計規則（昭和３９年３月

規則第８１号）第３７条の２第１項の規定により，次のとおり指定代理納付者を指定したので，告

示する。

　　令和３年２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　指定代理納付者の指定を受けた者

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号



　　ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社

　　東京都港区東新橋１丁目９番２号　　汐留住友ビル２５階

　　代表取締役社長　兼　ＣＥＯ　榛葉　淳

２　指定代理納付者に納入させる歳入

　　キャッシュレス決済を利用して納付する証明書交付等手数料

３　指定代理納付者による代理納付を開始する日

　　令和３年１月１２日

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７４１号

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

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法の件（平成２４年

３月告示第６４３号）の一部を次のように改正する。

　　令和３年２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造

「

        　」

を

「

        　」

に改める。　

   

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６０号

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

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

次のとおり告示する。  

　　令和３年２月３日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７５８

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　書　　名

書　体様式名　称

方１５れい書１市長の印鳥獣捕獲許可証

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　書　　名

書　体様式名　称

方１５隷書２市長の印
許可証（鳥獣の捕獲等又は鳥類の

卵の採取等）



４７５９

　⑴　名称  

　　　広谷自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区神出町広谷１４５番地の２  

　⑶　代表者の氏名  

　　　山口　勝昭  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区神出町広谷１４５番地の２  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　主たる事務所の所在地

　　　「神戸市西区神出町広谷２２９番地の５」を「神戸市西区神出町広谷１４５番地の２」に改め

　　る。

　⑵　代表者の氏名

　　　「濱田　正文」を「山口　勝昭」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市西区神出町広谷２２９番地の５」を「神戸市西区神出町広谷１４５番地の２」に改め

　　る。

３　変更の年月日   

　　令和３年１月１７日   

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６１号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，動物園の使用料の

徴収業務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者

　　愛知県名古屋市中区錦３丁目２番３２号　錦アクシスビル

　　株式会社ルート・ワン

　　代表取締役　篠﨑　雄基

２　委託期間

　　令和３年２月１日から令和６年１月３１日まで

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６２号

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

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

次のとおり告示する。    

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号



　　令和３年２月４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　新場自治会 

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市西区岩岡町岩岡３９７番地の５

　⑶　代表者の氏名

　　　橋本　康雄

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市西区岩岡町岩岡３３９番地の１ 

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「和田　隆明」を「橋本　康雄」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区岩岡町岩岡４０６番地の３」を「神戸市西区岩岡町岩岡３３９番地の１」に改め

　　る。

３　変更の年月日   

　　令和３年１月３０日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６７号

　神戸市収入証紙条例（昭和３９年３月条例第４４号）第３条第１項の規定により，神戸市収入証

紙売りさばき所の所在地を次のとおり変更し，同条第２項の規定により告示する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６８号

　計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する定期検査を実施するので，同法第２１

条第２項の規定により次のとおり告示する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７６０

所在地変更日
売りさばき所

売りさばき人
所在地名称

令和３年３月２２日
神戸市北区鈴蘭台北町１丁目９番１号

（鈴蘭台支店内）
北鈴蘭台支店

株式会社

三井住友銀行



４７６１

１　定期検査を行う区域

　　兵庫区，長田区，須磨区，垂水区及び西区。ただし，皮革面積計にあっては市内全域。

２　定期検査の対象となる特定計量器

　　非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又は第２号に規定す

　るものを除く。），分銅及びおもり並びに皮革面積計

３　実施の期日

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律

　（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日，雨天等により中止する日等を除く）。

４　実施の場所

　　特定計量器の所在の場所及び市長が指定する場所

５　定期検査を行わせる指定定期検査機関（計量法第２０条第１項）の名称

　　一般社団法人　神戸市計量士会

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６９号  

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

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

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

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号



別表

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７０号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第８条第１項の規定による特定施設

の設置の許可の申請があったので，同条第３項において準用する同法第５条第４項の規定によ

り，その概要を次のとおり告示する。

　なお，当該変更による環境への影響についての調査に基づく事前評価に関する事項を記載し

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７６２

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

電話　７０７－０２３４

令和３年１月７日台

台

３

０

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

３

０

自転車

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月１２日台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月１５日台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月１９日台

台

２

３

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２１日台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２５日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２７日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２７日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

垂水区管内長期放置



４７６３

た書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　神戸市北区道場町生野９６番地の１

　　　富士チタン工業株式会社　代表取締役社長　加藤　智洋

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　神戸市北区道場町生野９６番地の１

　　　富士チタン工業株式会社　神戸工場

　⑶　特定施設に関する事項

　　　変更なし

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　一次中和処理施設，一次曝気槽・再曝気槽・サイクロンに関する事項は変更なし

　　　変更部は別表１－１～１－３

　別表１－１

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

変更後変更前

二次曝気　中和処理施設種　　類

曝気槽　２基基　　数

７，１１１逢／日６，０００逢／日能　　力

中和－曝気－沈殿－ろ過－ｐＨ調整処理の方式

既設設置年月日

連続

２４時間

季節的変動なし

使用時間間隔

１日当たりの使用時間

季節的変動の概要

最　大通　常最　大通　常
項　　目

処理後処理後処理後処理後

８．０ ～ ９．５８．０ ～ ９．０８．０ ～ ９．５８．０ ～ ９．０水素イオン濃度

汚
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

――――
生物化学的酸素要求

量（葵／Ｌ）

１３８１０６
化学的酸素要求量

（葵／Ｌ）

１３３００１２２００１３３００１２２００浮遊物質量（葵／Ｌ）

――――窒素含有量（葵／Ｌ）

――――りん含有量（葵／Ｌ）

１．５１１．５１溶解性鉄（葵／Ｌ）

７１１１６００３５３５９４７１６汚水量（逢／日）



　別表１－２

　別表１－３

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７６４

変更後変更前

三次中和処理施設種　　類

２基基　　数

７，１１３逢／日６，０００逢／日能　　力

中和－曝気－沈殿－ろ過－ｐＨ調整処理の方式

既設設置年月日

連続

２４時間

季節的変動なし

使用時間間隔

１日当たりの使用時間

季節的変動の概要

最　大通　常最　大通　常
項　　目

処理後処理後処理後処理後

５．８ 〜 ８．６５．８ 〜 ８．６５．８ 〜 ８．６５．８ ～ ８．６水素イオン濃度汚
水
等
の

１３６１０５
生物化学的酸素要求

量（葵／Ｌ）

変更後変更前

一次・二次曝気後の沈殿種　　類

シックナー　２基基　　数

７，３７３逢／日６，０００逢／日能　　力

中和－曝気－沈殿－ろ過－ｐＨ調整処理の方式

既設設置年月日

連続

２４時間

季節的変動なし

使用時間間隔

１日当たりの使用時間

季節的変動の概要

最　大通　常最　大通　常
項　　目

処理後処理後処理後処理後

８．０ ～ ９．５８．０ ～ ９．０８．０ ～ ９．５８．０ ～ ９．０水素イオン濃度

汚
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

――――
生物化学的酸素要求

量（葵／Ｌ）

１３８１０６
化学的酸素要求量

（葵／Ｌ）

１５８１５８浮遊物質量（葵／Ｌ）

３５３０７５３７窒素含有量（葵／Ｌ）

０．８０．５５１りん含有量（葵／Ｌ）

１．５１１．５１溶解性鉄（葵／Ｌ）

７３７３６２５４５６２１４９６７汚水量（逢／日）



４７６５

　⑸　排出水の汚染状況及び量

　　　別表２のとおり

　別表２

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　令和３年２月１６日から令和３年３月９日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課　

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７１号

　神戸市立在宅障害者福祉センター条例（平成４年１０月条例第２９号）第１９条の規定により，神

戸市立東部在宅障害者福祉センターの指定管理者となった社会福祉法人神戸明輪会･社会福祉

法人新緑福祉会共同事業体が，同条例第５条の５の規定によりその収入として収受する，神戸

市立東部在宅障害者福祉センターに置く障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律第３６条第１項に規定するサービス事業所の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）について，同条第５条の５第２項の規定により承認をしたので，同条第３項の規定によ

り次のとおり告示する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

１８８１０６
化学的酸素要求量

（葵／Ｌ）

汚
染
状
態
及
び
量
　
　
　
　
　

１５８１５８浮遊物質量（葵／Ｌ）

３０２０７５３７窒素含有量（葵／Ｌ）

０．８０．５５１りん含有量（葵／Ｌ）

１．５１１．５１溶解性鉄（葵／Ｌ）

７１１３６０３３５３６１４７４６汚水量（逢／日）

変更後変更前

排水口Ａ

最　大通　常最　大通　常

５．８ 〜 ８．６５．８ 〜 ８．６５．８ 〜 ８．６５．８ 〜 ８．６水素イオン濃度

１３６１０５生物化学的酸素要求量（葵／Ｌ）

１８８１０６化学的酸素要求量（葵／Ｌ）

１５８１５８浮遊物質量（葵／Ｌ）

３０２０７５３７窒素含有量（葵／Ｌ）

０．８０．５５１りん含有量（葵／Ｌ）

１．５１１．５１溶解性鉄（葵／Ｌ）

７１１３６０３３５３６１４７４６汚水量（逢／日）



　利用料金の額

　条例第５条の５第２項第２号に定める利用料金

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７２号

　神戸市立在宅障害者福祉センター条例（平成４年１０月条例第２９号）第１９条の規定により，神

戸市立中部在宅障害者福祉センターの指定管理者となった社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団が，

同条例第５条の５の規定によりその収入として収受する，神戸市立中部在宅障害者福祉センタ

ーに置く障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第３６条第１項に規定す

るサービス事業所の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）について，同条第５条の５

第２項の規定により承認をしたので，同条第３項の規定により次のとおり告示する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７６６

利用料金の額
利用料金の

種　　　類

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する指定障害福祉サービス事業等に要した費用に相当する額

（同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっ

ては，その支給額を控除した額）

条例第５条の

５第２項第１

号に定める

利 用 料 金

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額（下表

のとおり）

条例第５条の

５第２項第２

号に定める

利 用 料 金

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　３６０円ワークセンターいわや

東部サービス事業所

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　５００円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　２５０円

生活介護・

就労継続支援Ｂ型

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　４８６円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　２５０円

重症心身障害者

日中活動支援事業

食事の提供に要する費用　　　　　（朝食）一食あたり　５００円

　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）一食あたり　７５０円

　　　　　　　　　　　　　　　　（夕食）一食あたり　８００円

居住若しくは滞在に要する費用（光熱水費）一日あたり　２６０円

　　　　　　　　　　　　　　（リネン代）一泊あたり　１２０円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　２５０円

短期入所



４７６７

　利用料金の額

　条例第５条の５第２項第２号に定める利用料金

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７３号

　神戸市立在宅障害者福祉センター条例（平成４年１０月条例第２９号）第１９条の規定により，神

戸市立西部在宅障害者福祉センターの指定管理者となった社会福祉法人ヨハネ会が，同条例第

５条の５の規定によりその収入として収受する，神戸市立西部在宅障害者福祉センターに置く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第３６条第１項に規定するサービ

ス事業所の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）について，同条第５条の５第２項の

規定により承認をしたので，同条第３項の規定により次のとおり告示する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

 

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

利用料金の額
利用料金の

種　　　類

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する指定障害福祉サービス事業等に要した費用に相当する額

（同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっ

ては，その支給額を控除した額）

条例第５条の

５第２項第１

号に定める

利 用 料 金

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額（下表

のとおり）

条例第５条の

５第２項第２

号に定める

利 用 料 金

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　６０５円自立センターひょうご

中部サービス事業所

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　６０５円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　２００円

生活介護・

就労継続支援Ｂ型

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　６０５円
重症心身障害者

日中活動支援事業

食事の提供に要する費用　　　　　（朝食）一食あたり　２７５円

　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）一食あたり　６０５円

　　　　　　　　　　　　　　　　（夕食）一食あたり　６６０円

居住若しくは滞在に要する費用（光熱水費）一日あたり　３００円

　　　　　　　　（寝具（エアマット）代）一泊あたり　２００円

短期入所



　利用料金の額

　条例第５条の５第２項第２号に定める利用料金

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７４号　　

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス事業所条例

（平成１８年９月条例第２５号）第１３条の規定により，神戸市立魚崎サービス事業所の指定管理者

となった社会福祉法人神戸明輪会が，同条例第９条の規定により，その収入として収受する神

戸市立魚崎サービス事業所の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）について，同条第

９条第２項の規定により承認をしたので，同条第３項の規定により次のとおり告示する。

　　令和３年２月１６日

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７６８

利用料金の額
利用料金の

種　　　類

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する指定障害福祉サービス事業等に要した費用に相当する額

（同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっ

ては，その支給額を控除した額）

条例第５条の

５第２項第１

号に定める

利 用 料 金

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額（下表

のとおり）

条例第５条の

５第２項第２

号に定める

利 用 料 金

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　２５０円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　３００円

活動にかかる費用　　　　　　　　（旅行等の行事）　　実費

自立センターたるみ

西部サービス事業所

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　２５０円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　３００円

活動にかかる費用　　　　　　　　（旅行等の行事）　　実費

生活介護

食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　２５０円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　３００円

活動にかかる費用　　　　　　　　（旅行等の行事）　　実費

重症心身障害者

日中活動支援事業

食事の提供に要する費用　　　　　（朝食）一食あたり　４００円

　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）一食あたり　４２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　（夕食）一食あたり　４２０円

居住若しくは滞在に要する費用（光熱水費）一日あたり　３００円

その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　３００円

短期入所



４７６９

     神戸市長　久　元　喜　造　

　利用料金の額

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７５号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス事業所条例

（平成１８年９月条例第２５号）第１３条の規定により，神戸市立自立センターあづまの指定管理者

となった社会福祉法人えんぴつの家が，同条例第９条の規定により，その収入として収受する

神戸市立自立センターあづまの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）について，同条

第９条第２項の規定により承認をしたので，同条第３項の規定により次のとおり告示する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

利用料金の額

―――――――――――――――――

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

利用料金の額
利用料金の

種　　　類

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する指定障害福祉サービス事業等に要した費用に相当する額

（同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっ

ては，その支給額を控除した額）

条 例 第９条

第２項 第１

号に定める

利 用 料 金

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額

　食事の提供に要する費用　　 　　（昼食）一食あたり　４８６円

　その他の活動にかかる材料費　　　　　　　　　　　　　実費

条 例 第９条

第２項 第２

号に定める

利 用 料 金

利用料金の額
利用料金の

種　　　類

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する指定障害福祉サービス事業等に要した費用に相当する額

（同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっ

ては，その支給額を控除した額）

条 例 第９条

第２項 第１

号に定める

利 用 料 金

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額

　食事の提供に要する費用　　 　　　（昼食）一食あたり　５２０円

　送迎に要する費用　　　　（燃料費）一回あたり　１００円～２５０円

条 例 第９条

第２項 第２

号に定める

利 用 料 金



神戸市告示第７７６号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス事業所条例

（平成１８年９月条例第２５号）第１３条の規定により，神戸市立東垂水サービス事業所の指定管理

者となった社会福祉法人ヨハネ会が，同条例第９条の規定により，その収入として収受する神

戸市立東垂水サービス事業所の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）について，同条

第９条第２項の規定により承認をしたので，同条第３項の規定により次のとおり告示する。

　　令和３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

利用料金の額

  公     告  

神戸市公告第１１３７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３年１月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７７０

利用料金の額
利用料金の

種　　　類

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する指定障害福祉サービス事業等に要した費用に相当する額

（同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっ

ては，その支給額を控除した額）

条 例 第９条

第２項 第１

号に定める

利 用 料 金

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第

１項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額

　食事の提供に要する費用　　　　　（昼食）一食あたり　２５０円

　その他の日常生活に要する費用　　（入浴）一回あたり　３００円

　活動にかかる費用　　　　　　　　（旅行等の行事）　 　実費

条 例 第９条

第２項 第２

号に定める

利 用 料 金

北五葉３丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市北区北五葉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１５日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝８６．１４ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝１，００９．７９ｍ

管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝３３．０５ｍ，

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



４７７１

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑷⑸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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７７２

令和３年１月２９日（金）～２月１２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３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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



４７７３

　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１１３８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３年１月２９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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

方との随意契約により締結する予定の有無

長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事（その２）工 事 名

神戸市中央区楠町３，４丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和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

（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

電線共同溝　Ｌ＝３３０ｍ，道路復旧工１式，道路付属施設工（照明）１式，

仮設工１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７７４

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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３年１月２９日（金）～２月１２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３年２月１５日（月）午前９時～午後８時日　　時



４７７５

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１１３９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３年１月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

第２日目　令和３年２月１６日（火）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和３年２月１７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

阪神沿北側線他街路築造工事工 事 名

神戸市東灘区北青木２丁目～深江北町２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　総合評価に関する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７７６

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和４年１月３１日完成期限

土工１式，街渠工　Ｌ＝９２３ｍ，車道舗装工　Ａ＝５，７５９㎡，

歩道舗装工Ａ＝２，３７３㎡，道路照明等設置工Ｎ＝１３基，構造物撤去工１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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

　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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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



４７７７

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

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

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

　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３年１月２９日（金）～２月１２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３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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。

方 法

第１日目　令和３年２月１５日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

方 法



　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。）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１１４０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３年１月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７７８

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３年２月２４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

　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」



４７７９

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

西部処理場　２系１・３号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備他工事工 事 名

神戸市長田区南駒栄町１－４４　西部処理場内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，西部処理場内の２系１・３号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備の

改築更新及び，最初沈殿池等の劣化部除去・断面修復及び防食被覆を行うもの

である。

・最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工　１式

・最初沈殿池防食被覆工　１式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。ただし，初年度の前払金の請求は翌年度４月以降に行うこ

と。

前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法上の終末処理場の沈殿池において，チェーンフライト式汚泥

かき寄せ機（合成樹脂製）を新設又は更新する工事を元請として平成１７

年度以降に完成させた実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７８０

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑴～⑶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３年１月２９日（金）～２月１２日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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



４７８１

　　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１１４１号

　一般競争入札により契約を締結するので，神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以

下「規則」という。）第４条の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　件名

　　　令和３年度「広報紙ＫＯＢＥ・区民広報紙」（以下「広報紙」という。）広告掲載業務

　⑵　契約期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑶　納入場所

　　　市が指定する場所

　⑷　数量（予定）

　　　毎月１回（１回あたり８４０，０００部発行）

２　入札に参加するものに必要な資格

　　本入札に参加できる者は，次に掲げる要件を満たしている者とします。ただし，⑶及び⑷

　の要件は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たすことが必要であり，⑶の要件につい

　ては，申請の受付期間の最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが

　必要です。

　⑴　令和２・３年度または令和３年度神戸市物品供給・製造請負・その他請負入札参加資格

　　を有すること。当該資格を有しない場合は，登記簿謄本（又は登記事項に関する全部事項

　　証明），納税証明書を併せて提出すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６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



　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　本市が提示する仕様書に従って広報紙の広告掲載の業務を行えること。

３　入札に関する問い合わせ及び必要書類の提出先

　　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１号館１６階

　　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号０７８－３２２－５０１３）

　　　　E-mail：kouhoushi@office.city.kobe.lg.jp

４　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布，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　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１２日（金）まで

　⑵　交付場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所１号館１６階

　　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号　０７８－３２２－５０１３）

　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　提出期間

　　　公告の日の翌日から令和３年２月１２日（金）まで（神戸市の休日を定める条例第２条第

　　１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所１号館１６階

　　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号　０７８－３２２－５０１３）

７　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　提出期限

　　　令和３年２月２４日（水）午前９時３０分まで

　⑵　提出場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所１号館１６階

　　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号　０７８－３２２－５０１３）

　⑶　提出方法

　　　持参すること。

８　開札の日時及び場所

　　令和３年２月２４日（水）午前１０時から

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７８２



４７８３

　　神戸市役所１号館２４階１２４１会議室

９　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１０　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

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

　　合の入札を除く。）は全て無効にします。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。

　　ア　資本関係

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

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

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

　　　第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

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

 以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　　　②　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

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

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

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

　　　　会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

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

 再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　①　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。

　　　②　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。

　⑿　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。

１１　落札者の決定の方法

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号



　⑴　落札者の決定は，令和３年度の「広報紙」広告掲載業務一式の総額により行います。

　⑵　落札者の決定は，最高の価格をもって入札した者を落札者とします。

１２　手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１３　苦情の申し出

　　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。

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も当該入札に参加す

　る者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参加す

　るためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，

　当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１４２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３年１月２９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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７８４

大道住宅外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区大道通３丁目２０工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３０日完成期限

防水改修，外壁改修，塗装改修及び屋外付帯塗装改修工事等一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

その他



４７８５

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷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３年１月２９日（金）～２月５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３年２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９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



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１１４３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３年１月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７８６

令和３年２月１０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

本庁舎１号館誘導灯更新工事工 事 名

神戸市中央区加納町６―５―１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（発注者指定

方式）である。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。

工期：令和３年４月１日から令和３年９月３日

完成期限



４７８７

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

なお，上記の工期の始期日以降に契約締結となった場合には，余裕期間は適用

しない。

本庁舎１号館における誘導灯のＬＥＤ化工事一式工事概要

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

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

単独企業形態

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他



４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７８８

令和３年１月２９日（金）～２月５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３年２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９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３年２月１０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



４７８９

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１４４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３年１月２９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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

多聞台地区歩道段差解消工事その３工 事 名

神戸市垂水区多聞台４丁目他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３０日完成期限

施工箇所：６か所

道路土工：一式，排水構造物工：一式，舗装工：一式，構造物撤去工：一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７９０

※　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，⑵⑶⑷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３年１月２９日（金）～２月５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３年２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９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３年２月１０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



４７９１

　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１１４５号

　制限付一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第４条

の規定により，次のとおり公告します。なお，本契約は地方自治法第２３４条の３に基づく長期

継続契約に該当します。

　　令和３年１月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　担当部局

　　〒６５１－００８３　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル４Ｆ

　　神戸市建築住宅局保全課　ＴＥＬ　０７８－５９５－６６０７　ＦＡＸ　０７８－５９５－６６６６

３　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・３年度神戸市入札参加資格（物品等）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

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６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

自家用電気工作物保安管理業務業務名

市有施設（６５施設）について，電気主任技術者による自家用電気工作物の保安

管理業務を外部委託により行うもの。
業務概要

神戸市東灘区本山南町２丁目１２番７号他履行場所

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

地方自治法第２３４　条の３　に基づく長期継続契約に該当します。
履行期間

この入札は，最低価格落札方式を適用します。その他



　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

　⑹　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号）第５２条の２第１号の要件に加え，

　　以下のいずれかの条件を満たすものであること。

　　ア 中部近畿産業保安監督部近畿支部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けている法

　　　人（以下「法人」という。）であること。

　　イ　中部近畿産業保安監督部近畿支部おいて電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

　　　る個人事業者により結成された共同体（以下「共同体」という。）であること。

　　ウ　共同体の取扱いは，別紙「個人事業者の共同体に関する取扱要綱」のとおりとします。

　⑺　入札参加者の主たる事務所から，本業務対象施設に２時間以内に到着できること。

４　申請書，入札説明書，仕様書等の公表及び方法

　　下記ホームページにおいて公表します。

　⑴　掲載するホームページ

　　ア 掲載場所：「自家用電気工作物保安管理業務」のホームページ

　　イ 掲載ＵＲＬ：https://www.city.kobe.lg.jp/a31253/business/contract/ippankyoso/

 jikayou_hoankanri/jikayou01.html

　⑵　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の公表及び審査の通知の方法は，入

　　札説明書等によります。

５　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

６　入札の日時及び方法

７　開札予定日時及び方法

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７９２

令和３年２月９日（火曜）１７時００分まで

　提出は持参のみとし，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８

号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を

除く，９時００分～１２時００分，１３時００分～１７時００分とします。

提出期限

建築住宅局技術管理課

神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル４Ｆ

ＴＥＬ　０７８－５９５－６５８０

提出場所

令和３年２月２５日（木曜）９時００分～９時３０分日　　時

建築住宅局６０１大会議室

神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル６Ｆ

ＴＥＬ　０７８－５９５－６５８０

提出場所

⑴　持参して行うこととし，郵送及び電送（ファックス，電子メール等）によ

　るもの　は認めない。共同体を結成した場合は，共同体の代表者が行うこと。

　入札代理人が　持参する場合は，別途委任状を提出すること。　

⑵　入札書，入札金額内訳書及び誓約書（以下「入札書等」という。）を一の

　封筒に入れ，入札書に押印した印鑑と同じ印で封印し申請する「業務名」及

　び「入札書在中」並びに「入札参加者名」を記載します。

方　　法



４７９３

８　落札者の決定方法

　　最低価格で入札した者を落札候補者とします。

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します。　

　⑶　６の方法によらないで提出された入札書等（期限までに到達しなかった場合を含む。）

　　は，これを無効とします。　

　⑷　神戸市契約規則第１２条に基づくほか，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消すものとします。

　　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３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

　　するものとします。　

　⑸　入札金額内訳書を確認し，記載すべき重要事項が欠けている，記載金額が入札価格と著

　　しく乖離している等業務を確実に履行することができないと認められるときは，当該入札

　　書は無効とし，入札金額内訳書が添付されていない場合（⑷の規定により無効となった場

　　合を含む。）も，当該入札書を無効とします。　

　⑹　入札を無効とした場合は，入札書等は返却しません。

１１　共同体の取扱いについて

　　入札説明書　別紙「個人事業者の共同体に関する取扱要綱」のとおりとします。

        以上

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１５０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３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

令和３年２月２５日（木曜）９時００分～９時３０分日　　時

建築住宅局６０１大会議室

神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル６Ｆ

ＴＥＬ　０７８－５９５－６５８０

場　　所

⑴　入札書は，上記の日時・場所において開札します。入札者が開札に立ち会

　わないときは，当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとします。

⑵　提出した入札書等は，引換え又は取消しをすることができません。　

方　　法



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７９４

落合クリーンセンターＡＬＣ外壁墜落防止対策工事工 事 名

神戸市須磨区中落合３丁目工事場所

令和３年８月３１日完成期限

落合クリーンセンターにおけるＡＬＣ外壁墜落防止対策工事一式工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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



４７９５

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

令和３年２月３日（水）～２月９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３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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１１５１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３年２月３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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７９６

ポートターミナル東デッキ３階天井改修工事工 事 名

神戸市中央区新港町４工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年６月３０日完成期限

軒天井改修工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

その他



４７９７

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

　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，⑵⑶⑷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３年２月３日（水）～２月９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３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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



　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１１５２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３年２月３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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４７９８

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

神楽住宅外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区神楽町５丁目３－33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８月31日完成期限

平成１０年度建設ＳＲＣ造１４階建て１棟住戸数１０１戸の市営住宅

・外壁改修，防水改修，塗装改修工事

・屋外付帯施設の塗装改修工事

・共用部の照明設備改修工事

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

その他



４７９９

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵～⑷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３年２月３日（水）～２月１６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３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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



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１１５３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３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８００

令和３年２月１９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

須磨保育所ゴムチップ舗装他改修工事工 事 名

神戸市須磨区大黒町４丁目１番２号工事場所

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

ゴムチップ舗装，屋上防水工事工事概要

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



４８０１

　　（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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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３年２月３日（水）～２月９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１１５４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３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８０２

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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



４８０３

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６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

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

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「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

　ただし，入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日において，審

査基準日から１年７か月を経過していないものに限る。

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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

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。

　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

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８０４

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年２月３日（水）～２月１６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３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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３年２月１９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



４８０５

　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１１５５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３年２月３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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６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

王塚台７丁目地区汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市西区王塚台７丁目工事場所

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

管きょ更生工　φ２５０㎜　Ｌ＝９３０．６８ｍ，

管きょ工（開削）部分補修工　Ｌ＝２．０ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８０６

　　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，⑵⑷⑸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３年２月３日（水）～２月１６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３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８日（木）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書
方　　法



４８０７

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１１５６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３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

令和３年２月１９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

鉄拐山トンネル補修工事工 事 名

神戸市垂水区下畑町口唐戸工事場所

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

工事製作工１式，坑門工１式，道路付属施設工１式，構造物撤去工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

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。



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８０８

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

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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



４８０９

　　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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

令和３年２月３日（水）～２月１６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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３年２月１９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



―――――――――――――――――

神戸市公告第１１５７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３年２月３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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８１０

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

　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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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。

その他

林田中部雨水幹線他改築工事工 事 名

神戸市長田区南駒栄町工事場所

令和４年３月３１日　完成期限

林田中部雨水幹線

管きょ工（開削）　□４，０００×２，０００㎜，Ｌ＝４０．４１ｍ，マンホール工１箇所，

付帯工　一式，仮設工　一式，管路施設修繕工　一式

野田浜遮集２号雨水幹線

管きょ工（推進）　φ１，８００㎜，路線延長Ｌ＝２．７０ｍ，管渠延長Ｌ＝１．１０ｍ

付帯工　一式，仮設工　一式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

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



４８１１

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

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，⑵⑶⑷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３年２月３日（水）～２月１６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書
方 法



８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。）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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８１２

第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月１８日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年２月１９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３年２月２６日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

受付票」を確認し，印刷，保存すること。



４８１３

　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１１５８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３年２月３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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を希望

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

その他

神戸六甲線防災対策工事（５・６工区）工 事 名

神戸市灘区六甲山町工事場所

令和４年２月２８日　完成期限

５工区　落石防止網工１，０８０㎡，落石防護柵工６１ｍ，

　　　　ロープ伏せ工　４２０㎡，ワイヤーロープ掛け工一式

６工区　植生工１，９２０㎡，落石防止網工２，１３０㎡，

　　　　撤去工一式，仮設工一式

工事概要

初年度は前払金を支払わない。翌年度に，請負金額の４割以内（中間前払金は

２割以内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，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）

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３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８１４

　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，⑵⑶⑷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３年２月３日（水）～２月１６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所
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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　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。）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。
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第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月１８日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年２月１９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３年２月２６日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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



　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１１５９号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　いぶき明生支援学校スクールバス運行管理業務

　⑵　管理車両保管場所

　　　神戸市西区井吹台西町７丁目１番地

　　　神戸市立いぶき明生支援学校

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生
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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
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　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。
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　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契約

　は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : School bus service administrative task of the Ibuki Meisei 

　　support school.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159
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神戸市公告第１１６０号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　いぶき明生支援学校介護タクシー運行業務

　⑵　履行場所

　　　神戸市西区井吹台西町７丁目１番地

　　　神戸市立いぶき明生支援学校

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　営業区域が「兵庫県」である「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を有していること。

　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。
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６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号



 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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
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　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

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

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

　⑿　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。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，各項目毎の予定数量にそれぞれの入札単価を乗じて得た額の合計額が最

　低の価格であり，かつ，入札単価のすべてが，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，規程第９条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に

　相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，運行コースごとの１回あたりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Care taxi operation service in Ibuki Meisei support school.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――
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神戸市公告第１１６１号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　のばら学園通園バス運行業務

　⑵　履行場所

　　　神戸市垂水区及び西区

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法
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　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８
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　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，各項目の予定数量にそれぞれの入札単価を乗じて得た額の合計額が最低

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８２６



４８２７

　の価格であり，かつ，入札単価のすべてが，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，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相

　当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　本契約は，コースごと１日当りの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Bus service for NOBARA School.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１６２号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造
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１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　新型コロナウイルス感染症患者搬送用タクシー借上契約

　⑵　履行場所

　　　原則，神戸市全域（医療機関，宿泊療養施設，患者宅等）

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　営業区域が「兵庫県」である「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を有していること。

　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間
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 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法
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 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。
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１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１台当り・３０分ごとの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : The taxi rental contract for transportation of COVID-19 

　　infectious patients.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１６３号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　青陽須磨支援学校スクールバス運行管理業務

　⑵　管理車両保管場所

　　　神戸市須磨区西落合１丁目１－４

　　　神戸市立青陽須磨支援学校

　⑶　履行期間
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　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所
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　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　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
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　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契約

　は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : School bus service administrative task of the Suma support 

　　school.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１６４号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　布施畑環境センター選別処理等業務

　⑵　履行場所

　　　神戸市西区伊川谷町布施畑丸畑

　　　神戸市環境局布施畑環境センター内

　⑶　履行期間

　　　令和３年７月１日から令和４年６月３０日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格
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　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に廃棄物の選別処理業務を行った実績があること。

　⑷　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第５項第４号イか

　　らヌまでのいずれにも該当しない者であること。

　⑸　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合
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　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。
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１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契約

　は締結しないことがあります。

１７　Summary
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　⑴　Contract Content : Fusehata Landfill Center Crushing and Separation Facility 

　　Preliminary and Transport Operation.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１１６５号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　令和３年度　図書館資料の運搬・回収・仕分け業務

　⑵　履行場所

　　　神戸市立図書館及び関連施設

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生
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　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。
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　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契約

　は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Transportation, collect, assortment of the library 

　　document.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159
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―――――――――――――――――

神戸市公告第１１６６号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　鵯越墓園他管理作業

　⑵　履行場所

　　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山１２－１

　　　神戸市立鵯越墓園　他５墓地

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　神戸市において一般廃棄物処理業（収集・運搬）の許可を受けている事業者であること。

　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。
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６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法
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 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

　⑿　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。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，各項目の予定数量にそれぞれの入札単価を乗じて得た額の合計額が最低

　の価格であり，かつ，入札単価のすべてが，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，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相

　当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，各単位あたりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Management Work of Hiyodorigoe and other Cemeteries.

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

　　intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１６７号

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

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

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

　　令和３年２月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の種類

　　アスタくにづか駐車場精算機等調達業務

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年１２月９日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　アマノ株式会社　

　　　　代表取締役　津田　博之

　　神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地

６　随意契約に係る契約金額

　　２９，９７５，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　アスタくにづか駐車場の駐車管制設備は２００４年に設置されたアマノ株式会社製の設備であ

　る。

　　本契約の目的は老朽化及びメンテナンス部品の供給不能により行う精算機等の更新である。

　　上記以外のシステムは既設をそのまま流用することとなるが，駐車管制設備はさまざまな

　機器により構成された１システムであることから，全ての構成機器は，機能面において一体

　的に設計されるものである。従って，今回改修する精算機等は，既設の駐車管制設備と密接

　不可分の関係にあり，同一施工者以外の者に施工させた場合，既設の設備等の使用に著しい

　支障が生ずる恐れがある。新旧各部位の電気的，機械的整合を取るとともに，改修後もシス

　テム全体として性能保証ができる施工は，既設メーカーである上記業者でなければ不可能で

　ある。以上の理由により，上記業者と随意契約を締結する。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１６８号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及
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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３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　ＩＣＴ機器借上【神戸市立学校一部既設校等その１】

　⑵　数量

　　　電子黒板機能付プロジェクタ１５式等

　⑶　賃貸借場所

　　　神戸市立中学校５校

　　　神戸市立小学校１校

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年５月１日から令和１０年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

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

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８５０



４８５１

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。　　　　　

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　本調達後において予定する一連の調達（ただし，時期及び数量については変更することが

　あります。）

　⑴　物品の名称

　　　ＩＣＴ機器借上

　⑵　数量

　　　電子黒板プロジェクタ４５０式等

　⑶　公告予定時期

　　　令和３年２月以降

１８　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年７月２９日

１９　 Summary

　⑴　Contract Content : Projector lease with electronic blackboard (Partially 

　　installed Part 1).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１６９号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特
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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３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　ＩＣＴ機器借上【神戸市立学校一部既設校等その２】

　⑵　数量

　　　電子黒板機能付プロジェクタ４式等

　⑶　賃貸借場所

　　　神戸市立中学校３校

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年５月１日から令和１０年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式　

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局　

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの
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　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

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

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
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１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。　　　　　

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　本調達後において予定する一連の調達（ただし，時期及び数量については変更することが

　あります。）

　⑴　物品の名称

　　　ＩＣＴ機器借上

　⑵　数量

　　　電子黒板プロジェクタ４５０式等

　⑶　公告予定時期

　　　令和３年２月以降

１８　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年７月２９日

１９　Summary

　⑴　Contract Content : Projector lease with electronic blackboard (Partially 

　　installed Part 2).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――
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神戸市公告第１１７０号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　高規格救急車の購入

　⑵　数量

　　　６台

　⑶　納入場所

　　　市民防災総合センター

　　　神戸市北区ひよどり北町３－１

　⑷　納入期限

　　　令和４年２月１８日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　車両の納入後，修理，点検，保守，その他アフターサービス及び部品供給等について，

　　長期にわたり適切かつ迅速な体制が整備されていること。また，緊急時において速やかに

　　車両トラブルに対応できる体制であること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査
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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。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで
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 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月１８日（木）午後５時までに，本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政

　　　局業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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
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　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契約

　は締結しないことがあります。

　　本案件は市会議決を要するため，市会の議決があったときに，本契約として効力が生じる

　ものとします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Advanced life-support ambulance

　⑵　Quantity : ６

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．February 19, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. March 19, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

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

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――
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神戸市公告第１１７１号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　神戸市課税システム機器更新サーバ機器等借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　仕様書のとおり

　⑷　賃借期間

　　　令和４年１月１日～令和７年１２月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　本市と同等の都道府県・政令指定都市レベルの地方自治体での同規模のインフラ設計・

　　環境構築の納入実績があること。

　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。
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６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１５日（月）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　 公告の日から令和３年２月１５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（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１６日（火）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１７日（水）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法
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　　　入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。
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　⑿　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。

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

　内で最低の価格を　もって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１７日（水）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。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : A lease contract for device update of Taxation system. 

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. February 17, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１７２号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造
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１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　神戸市介護保険システム機器更新サーバ機器等借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　仕様書のとおり

　⑷　賃借期間

　　　令和４年１月１日～令和７年１２月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該賃貸物品の設定作業・保守作業等について適切な体制を確保し，作業を迅速かつ適

　　正に実施できること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

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

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

　　ア　交付期間

　　 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

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

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格を　もって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : A lease contract for Long-term care insurance system 

　　servers.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１７３号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　神戸市新福祉医療システムハードウェア・ソフトウェア借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　仕様書のとおり
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　⑷　賃借期間

　　　令和４年１月１日～令和８年１２月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該賃借物品の設置，設定，保守及び修理等を迅速かつ適切に行えること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　 公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所
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 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。
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　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　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。

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

　内で最低の価格を　もって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　 Summary

　⑴　Contract Content : Hardware and software lease for welfare medical system.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. February 19, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. March 19, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１８１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３年２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区井吹台東町７丁目６番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区三宮町１丁目１番２号　三宮セントラルビル１２階

　　ビオフェルミン製薬株式会社

　　　代表取締役社長　北谷　脩

３　許可番号

　　令和２年１２月１日　第７０７９号

  水  道  局  

神戸市水道公告第１１３号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

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

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。
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　　令和３年２月３日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入（単価契約）

　⑵　数量（数量はあくまでも予定数量であり，増減する場合があります）

　　　４０，０００個

　⑶　納入場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　納入期間

　　　契約を締結した日から令和４年３月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

　⑷　当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

　　認められること。

　⑸　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書によります。
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７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

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

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（神戸市の休日を定める条例第２条

　　　第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８７４



４８７５

　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，特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，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，規程第９条第１項の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限

　の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１５　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１６　苦情の申出

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

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和３年２月１９日（金）までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合は，

　　当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１８　その他

　⑴　この契約は，１個当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基づ

　　く契約は締結しない場合があります。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter

　⑵　Quantity : 40,000 meters

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M.　February 19, 2021.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021.

  ⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159
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神戸市水道公告第１１４号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

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

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

   神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）（単価契約）

　⑵　数量（数量はあくまでも予定数量であり，増減する場合があります）

　　　４５，０００個

　⑶　履行場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　履行期間

　　　契約を締結した日から令和４年３月３１日

　⑸　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

　⑷　当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

　　認められること。

　⑸　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号
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　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

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

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（神戸市の休日を定める条例第２条

　　　第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）
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　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）　午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月

　　　１８日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。
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　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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，特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，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，規程第９条第１項の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限

　の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１５　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１６　苦情の申出

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

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和３年２月１９日（金）　までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合は，

　　当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１８　その他

　⑴　この契約は，１個当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基づ

　　く契約は締結しない場合があります。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter repairing

　⑵　Quantity : 45,000 meters
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　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. February 19, 2021.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 2021.

  ⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

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

  　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２１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３年２月３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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中央（新港町他）鋼管更新工事工 事 名

神戸市中央区新港町，小野浜町工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和４年６月３０日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管布設延長：ＳＰ８００Ａ－８１３．７ｍ，ＳＰ２００Ａ－０．３ｍ

管撤去延長：ＳＰ８００Ａ－８１３．７ｍ，ＳＰ２００Ａ－０．３ｍ
工事概要

各会計年度ごとに，当該会計年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２

割以内）の額を支払う。
前 払 金

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
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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　入札参加申込書書の提出方法

６　入札の日時及び方法
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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（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

⑴　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑴⑵⑶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３年２月３日（水）～２月１６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３年２月１７日（水）午前９時～午後８時日 時



７　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

　⑶　その他

　　①　開札は開札予定日時から行うが，他の案件と併せて順次行うため，開札予定日時直後

　　　には開札が実施されない場合がある。入札者は，上に掲げる通知書が発行された旨の電

　　　子メールを受信した後に，電子入札システムにより，当該通知書を確認すること。

　　②　開札予定日時を変更する場合は，入札者全員に通知します。

　　③　入札価格の開札において失格又は無効となった者及び調査辞退届の提出があった者に

　　　ついては，技術資料の審査は行いません。

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
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令和３年２月１９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３年２月２６日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

第２日目　令和３年２月１８日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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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　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６８号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市交通局契約規程（昭和

５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第

４条及び規程第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月３日

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

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　名谷車両工場　輪軸超音波探傷装置購入

　⑵　数量

　　　１式

　⑶　納入場所

　　　神戸市交通局　名谷車両工場

　　　神戸市須磨区西落合２丁目３－１

　⑷　納入期間

　　　令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　第３号及び第４号に掲げる入札参加資格については，審査の申請の受付期間の最終日まで

　に満たすことが必要であり，かつ，申請の受付期間の最終日から引き続き落札決定の日まで

　継続して満たしていることが必要です。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札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
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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



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

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更正手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　令和２年２月１日に発効した「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定」

　　の適用を受けるため，国内の供給者もしくは「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達

　　手続の特例を定める政令」に規定する欧州連合の供給者であること。

４　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－９８４－０１０４）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階

５　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和３年２月１７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市中央区加納町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

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付
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８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の翌日から令和３年２月１８日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和３年２月１９日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市中央区加納町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

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区加納町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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１０　入札書の提出期間等，提出場所及び提出方法

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和３年３月１８日（木）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　　令和３年３月１９日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，３月１８日（木）

　　　午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所
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　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１２　入札保証金　

　　規程第７条第２号の規定により免除します。

１３　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札をしたとき。

　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。

１４　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，規程第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１５　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。

１６　その他

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和３年２月１９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Wheelset ultrasonic flaw detector
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　⑵　Quantity ： 1 set

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids ： 5:00 P.M. February 19, 2021.  

　⑷　Deadline for submitting bids ： 10:00 A.M. March 19, 2021.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第７０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３年２月３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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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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気専門」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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

その他

新長田地下鉄ビル非常用発電機更新工事工 事 名

神戸市長田区松野通１－２－１工事場所

令和４年１月２０日完成期限

非常用発電機更新のための工事一式工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う前 払 金

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



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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令和３年２月３日（水）～２月９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３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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

　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，⑵～⑷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。
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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。

  教 育 委 員 会  

　神戸市立幼稚園園則の一部を改正する規則を次のように制定する。

　　令和３年２月２日

神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

神戸市教育委員会規則第８号

　　　神戸市立幼稚園園則の一部を改正する規則

　神戸市立幼稚園園則（昭和２３年１２月教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６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

改正前改正後

別表（第５条関係）　別表（第５条関係）

幼稚園小学校又は義務教育

学校

区 幼稚園小学校又は義務教育

学校

区



 

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８９０

［略］［略］［略］

［略］［略］灘区

［略］灘（琵琶町，下河原

通，神ノ木通，千旦

通，上河原通）

西灘

稗田

六甲（篠原本町１―

４・５（１―３番），

篠原中町１―５，宮

山町３，山田町３

（２番））

美野丘

摩耶

福住

灘の浜

［略］［略］

［略］雲中

春日野

上筒井

宮本

なぎさ

中央

中央区

［略］［略］

［略］［略］［略］

［略］有馬

ありの台

北区

［略］［略］

［略］［略］［略］

［略］［略］須磨区

［略］だいち〔長田区〕

［略］［略］［略］

［略］［略］灘区

［略］灘（琵琶町，下河原

通，神ノ木通，千旦

通，上河原通）

西灘

稗田

六甲（篠原本町１―

４・５（１―３番），

篠原中町１―５，宮

山町３，山田町３

（２番））

美野丘

摩耶

福住

［略］［略］

［略］雲中

春日野

上筒井

宮本

なぎさ（脇浜海岸

通）

中央

中央区

灘すずか

け，あづ

ま

なぎさ〔灘区〕（摩

耶海岸通）

［略］［略］

［略］［略］［略］

［略］有馬

有野台

有野東

北区

［略］［略］

［略］［略］［略］

［略］［略］須磨区

［略］だいち〔長田区〕



４８９１

　　　附　則

　この規則は，令和３年４月１日から施行する。ただし，北区の項及び須磨区の項の改正規定

については，公布の日から施行する。

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号

　備考　［略］　備考　［略］

（戸崎通３，西代通

４，御屋敷通６）

［略］［略］

［略］［略］垂水区

［略］千鳥が丘

高丸

千代が丘

垂水

霞ヶ丘

東舞子

西脇（清水が丘１―

３，南多聞台３

（７・８番），本多

聞１）

舞子

西舞子

神陵台（南多聞台１

（９番を除く。）・

２・３（１―６

番）・４（５―１５

番）・５・６）

多聞東

多聞の丘

［略］［略］

［略］［略］［略］

（日吉町，若松町５

―１１，大橋町５―

１０，海運町２―４，

本庄町２―４，長楽

町２―４，浪松町２

―４，野田町４，戸

崎通３，西代通４，

御屋敷通６）

［略］［略］

［略］［略］垂水区

［略］千鳥が丘

高丸

千代が丘

垂水

霞ヶ丘

東舞子

西脇（清水が丘１―

３，南多聞台３

（７・８番），本多

聞１）

舞子

西舞子

神陵台（南多聞台１

（９番を除く。）・

２・３（１―６

番）・４（５―１５

番）・５・６）

多聞東

多聞南

本多聞

［略］［略］

［略］［略］［略］



  監 査 委 員  

監査公表第１１号

　　令和３年２月１６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（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第５項の規定に基づき，令和３年２月１０日

に包括外部監査人　森山　恭太　から監査の結果に関する報告の提出があったので，同法第

２５２条の３８第３項の規定により別紙のとおり公表します。

令和３年２月１６日   神  戸  市  公  報   第３６９６号４８９２


