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▽神戸市公印規則により印影等を印刷するこ

　とができる文書の名称，使用公印の名称等

　（市民税・県民税税額決定納税通知書ほか）

  ［行財政局業務改革課］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（桃山台自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（岩谷自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定
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▽生活保護法による指定医療機関の名称の変

　更  　　　［福祉局保護課］
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▽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よる指定特定相談支

　援事業者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽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よる指定障害福祉サ

　ービス事業者の廃止　［福祉局監査指導部］
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  　［健康局健康企画課］
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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（鹿の子台小学校便所改修工事）

  ［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（東落合住宅１６７号棟耐震改修工事）

  ［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（島上ポンプ場　２号自動除塵機機

　械設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度東部管内交通安全施設

　単価契約工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度中部管内交通安全施設

　単価契約工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度北管内交通安全施設単

　価契約工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度西部管内交通安全施設

　単価契約工事） ［行財政局契約監理課］
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度垂水管内交通安全施設

　単価契約工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度西管内交通安全施設単

　価契約工事） ［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（和光園空調設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（有野台会館Ｂ棟他とりこわし及び

　敷地整備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（下水道施設小規模工事（単価契約

　・東灘・灘・中央（前期）））

  ［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（下水道施設小規模工事（単価契約

　・兵庫・北（前期）））

  ［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（下水道施設小規模工事（単価契約

　・長田・須磨（前期）））

  ［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（下水道施設小規模工事（単価契約

　・垂水・西（前期）））

  ［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（（主）明石神戸宝塚線（カーブ№

　６１～６５）防災対策工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（明石神戸宝塚線道路防災対策工事

　（１，３，４，５工区））

  ［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（玉津北住宅３号棟外壁改修他工事）

  ［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（臨港地区内道路・港湾緑地等維持

　補修工事（単価契約））

  ［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（王子町地区他雨水幹線改修工事）

  ［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（西区新庁舎周辺道路整備工事その

　１）  ［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（アモーレ広場他周辺整備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸空港中央緑地改修工事）

  ［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（西神整備事務所管内道路等維持補

　修工事（単価契約））

  ［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（港湾幹線道路等維持補修及び臨港

　地区防災対策工事（単価契約））

  ［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（清水が丘地区他雨水幹線改修工事）

  ［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（六甲

　アイランド道路嵩上げ工事（その４））

  ［行財政局契約監理課］

▽農用地利用集積計画の決定（一般）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽農用地利用集積計画の決定（解除条件付）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西体育館外壁改修他工事）

  ［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（玉津処理場　脱水機棟補機電気設

　備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ベルデ名谷住宅４号棟外壁改修他

　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（名谷環状線段差解消工事その７）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東神戸地区（東部第４工区）陸閘

　更新他工事） ［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（長田楠日尾線（福原）電線共同溝

　整備工事（その１））

  ［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（ＪＲ舞子駅前広場再整備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ハーバーウェイ摩耶埠頭料金所他

　１箇所サーバ室新設工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度　河川等単価契約工事

　（その１）） ［行財政局契約監理課］
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度　河川等単価契約工事

　（その２）） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度（前期）東部管内側溝

　整備単価契約工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度（前期）中部管内側溝

　整備単価契約工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度（前期）北管内側溝整

　備単価契約工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度（前期）西部管内側溝

　整備単価契約工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度（前期）垂水管内側溝

　整備単価契約工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度（前期）西管内側溝整

　備単価契約工事）　［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（多聞台東公園災害復旧工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備

　工事（中突堤・高浜地区他））

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（西クリーンセンター残滓運搬

　業務）  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（東クリーンセンター残滓運搬

　業務）  ［行財政局契約監理課］

▽事業計画の変更（神戸国際港都建設事業生

　田地区復興土地区画整理事業）

 　　［都市局市街地整備部業務課］

▽事業計画の変更（神戸国際港都建設事業新

　長田駅北地区震災復興土地区画整理事業）

 　　［都市局市街地整備部業務課］

▽事業計画の変更（神戸国際港都建設事業六

　甲道駅北地区震災復興土地区画整理事業）

 　　［都市局市街地整備部業務課］

▽王子動物園・王子公園駐車場の臨時供用

  　［建設局王子動物園］

▽王子動物園の使用料免除

  　［建設局王子動物園］

▽開発行為に関する工事の完了（西区見津が

　丘７丁目）  　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（神戸市西区

　池上四丁目）  　［都市局指導課］

水   道   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西（桜が丘地区）配水管取替工事

　その２）  　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（工水（深江地区）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

交   通   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（交通局電話交換設備更新工事）

   　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（山手線三宮駅自火報設備及び総合

　防災盤更新工事）  　［交通局総務課］

▽一般競争入札による契約の締結（令和２年

　度満期遺留品売却その３）

  　［交通局営業推進課］
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  告     示  

神戸市告示第７９５号

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

１項の認定を行ったので，同法第４９条第２項の規定により次のとおり告示する。

　　令和３年２月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７９８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，王子動物園動物科

学資料館動物園ホール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２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者

　　神戸市須磨区緑台

　　公益財団法人　神戸市公園緑化協会

　　理事長　桜井　秀憲

２　委託期間

　　平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

　   

―――――――――――――――――

神戸市告示第７９９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，王子動物園動物科

学資料館動物園ホール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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１０２

特定非営利活動法人こうのとりのゆりかご in 関西法人名

人見　滋樹代表者

神戸市中央区北長狭通４丁目９番２６号西北神ビル６階所在地

　この法人は，お腹の赤ちゃんはかけがえのない尊い生命，大切な社会の一員

と考え，熊本県慈恵病院が取り組む「こうのとりのゆりかご」設立の趣旨に賛

同し，関西に妊娠ＳＯＳの相談窓口の開設と，「こうのとりのゆりかご連携施

設」，及び「こうのとりのゆりかご設置施設（匿名出産も受け入れる。）」の

開設と支援を目的とする。

目的

５年間（令和３年２月１０日から令和８年２月９日まで）有効期間



５１０３

り告示する。

　　令和３年２月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者

　　神戸市須磨区緑台

　　公益財団法人　神戸市公園緑化協会

　　理事長　桜井　秀憲

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８００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を，同条第２項

の規定により，次のとおり告示する。

　　令和３年２月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８０１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を，同条第２項

の規定により，次のとおり告示する。

　　令和３年２月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

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３０隷書２市長の印神戸市公民館使用許可書

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１０
税務事務専用

市長の印
市民税・県民税税額決定納税通知書

方１５隷書１０
税務事務専用

市長の印
市民税・県民税税額変更通知書

方１５隷書１０
税務事務専用

市長の印

市民税・県民税税額通知書（配当割額控

除額・株式等譲渡所得割額控除額分）

方１５隷書１０
税務事務専用

市長の印

年金所得等に係る市民税・県民税特別徴

収税額の決定・変更通知書



―――――――――――――――――

神戸市告示第８０２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２５日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　桃山台自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市垂水区桃山台４丁目１番地の１２

　⑶　代表者の氏名 

　　　小國　千鶴

　⑷　代表者の住所 

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「小国　千鶴」を「小國　千鶴」に改める。

３　変更の年月日 

　　令和３年２月６日

  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８０３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２５日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　岩谷自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市北区長尾町上津４２７０番地

　⑶　代表者の氏名 

　　　岡田　博之 

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市北区長尾町上津４５４６番地

２　変更があった事項及びその内容 

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１０４



５１０５

　⑴　代表者の氏名

　　　「採田　芳博」を「岡田　博之」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「兵庫県神戸市北区長尾町上津４６３５番地の４」を「神戸市北区長尾町上津４５４６番地」に

　　改める。

３　変更の年月日

　　令和２年３月１４日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１１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

の構造等の変更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，この変更が環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和３年３月９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

　　　東京都千代田区丸の内三丁目２番３号

　　　三菱重工業株式会社　代表取締役　泉澤　清次

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号

　　　三菱重工業株式会社　神戸造船所

　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

　　　変更なし

　⑸　変更許可申請の概要

　　　雨水専用排水口２箇所を新設。

　　　上記のほか，既設排水口が２５箇所（うち雨水専用１６箇所）ある。

　　　※既設排水口からの排出水の汚染状態及び量は変更なし

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　令和３年３月９日から令和３年３月３０日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

　

―――――――――――――――――

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号



神戸市告示第８１２号

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

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

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

より告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１３号

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

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

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

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

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１４号

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

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

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

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

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１０６

指定年月日所在地名称

令和３年２月１日神戸市兵庫区羽坂通２丁目１番９号
訪問看護ステーションＣＯＮ

ＮＥＣＴ

令和３年２月１日神戸市長田区御蔵通１丁目９３番地
カリーナ神戸訪問看護ステー

ション

変更年月日所在地名称

令和３年２月１日神戸市垂水区清水が丘３丁目１番５号

（新）まつもとクリニック

（旧）医療法人社団新垣クリ

ニック



５１０７

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１５号　　

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

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

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

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　はりきゅう師　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１６号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

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

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

定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

廃止年月日所在地名称

令和２年７月３１日神戸市中央区明石町３２林歯科医院

令和２年１２月３１日神戸市垂水区神陵台８丁目１番１２号リアン訪問看護ステーション

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和３年１月１６日
神戸市東灘区本山北町２丁目３

番２０号
湯川　凌Ｌｅａ整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和３年２月１日
神戸市兵庫区上沢通７丁目１番

９号
大月　京子

訪問鍼灸たか

兵庫治療院

令和３年２月１日
神戸市北区鈴蘭台西町５丁目１６

番１号
大月　京子訪問鍼灸たか

令和３年２月４日
神戸市中央区脇浜町３丁目５番

１０号
戎　雄大

鍼灸・マッサージきら

り神戸院



―――――――――――――――――

神戸市告示第８１７号

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

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

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

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

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１８号

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

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

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

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１０８

サービス種類指定年月日介護事業者の

主たる事務所

の所在地

介護事業者

の名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

居宅介護支援平成２７年　

９月２３日

神戸市須磨区衣

掛町３丁目１番

１４号

医療法人社団

慈恵会　新須

磨病院

神戸市須磨区衣

掛町３丁目１－

１４

新須磨病院

訪問入浴介護　介護

予防訪問入浴介護

令和３年

２月１日

静岡県静岡市　

葵区本通１０丁目

８番地の１

アサヒサンク

リーン株式会

社

神戸市中央区琴

ノ緒町２丁目８

番１８号

アサヒサンク

リーン在宅介

護センター神

戸中央

認知症対応型共同生

活介護　介護予防認

知症対応型共同生活

介護

令和３年

２月１日

神戸市兵庫区大

開通８丁目２番

２号

医療法人社団

　渾深会

神戸市長田区野

田町９丁目４番

１３号

グループホー

ム更紗

サービス種類変更年月日介護事業者の

主たる事務所

の所在地

介護事業者

の名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和３年

２月１日

神戸市垂水区清

水が丘３丁目１

番５号

医療法人社団

　まつもとク

リニック

神戸市垂水区清

水が丘３丁目１

番５号

（新）まつも

とクリニック

（旧）医療法

人社団新垣ク

リニック



５１０９

の３の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１９号  

　次の事業者について，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（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので，同法第５１

条第１号の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　就労継続支援Ｂ型

　⑵　共同生活援助

―――――――――――――――――

神戸市告示第８２０号

　次の事業者について，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（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の指定一般相談支援事業者の指定をしたので，同法第５１

条の３０第１項第１号の規定により告示する。

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

サービス種類廃止年月日介護事業者の

主たる事務所

の所在地

介護事業者

の名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問入浴介護　介護

予防訪問入浴介護

令和３年

１月３１日

静岡県静岡市　

葵区本通１０丁目

８番１号

アサヒサンク

リーン　株式

会社

神戸市中央区二

宮町２丁目６番

２１号

アサヒサンク

リーン在宅介

護センター神

戸中央

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市長田区二

葉町５丁目１番１号　

アスタくにづか５番館

南棟１階１３５

キッチンちゃとら兵庫県神戸市長田区二

葉町五丁目１番１号　

アスタくにづか５番館

南棟１階１３５

株式会社すえひろ

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市須磨区行

幸町１丁目１番３５号

２０２･３０２

ほたるの里　神戸

須磨

兵庫県神戸市中央区元

町通４丁目２番１４号

５０６号室

特定非営利活動法人

神戸福祉事業支援友

の会



　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定一般相談支援事業者

　⑴　地域移行支援

　⑵　地域定着支援

―――――――――――――――――

神戸市告示第８２１号  

　次の事業者について，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（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号の指定特定相談支援事業者の指定をしたので，同

法第５１条の３０第２項第１号の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定特定相談支援事業者

　⑴　計画相談支援

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８２２号

　次の事業者について，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（平成

１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったため，同法第５１条第

２号の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１１０

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市長田区若

松町４丁目２番１５号　

ピフレ新長田２Ｆ

しんながた障害者

地域生活支援セン

ター

兵庫県神戸市中央区磯

上通３丁目１番３２号

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市長田区若

松町４丁目２番１５号　

ピフレ新長田２Ｆ

しんながた障害者

地域生活支援セン

ター

兵庫県神戸市中央区磯

上通３丁目１番３２号

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市長田区若

松町４丁目２番１５号　

ピフレ新長田２Ｆ

しんながた障害者

地域生活支援セン

ター

兵庫県神戸市中央区磯

上通３丁目１番３２号

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会



５１１１

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　自立訓練（生活訓練）

　⑵　就労移行支援

　⑶　就労継続支援（Ｂ型）

　⑷　就労定着支援

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８２３号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障

害児通所支援事業者の指定をしたので，同法第２１条の５の２５第１号の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　放課後等デイサービス

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

１月３１日

兵庫県神戸市灘区灘北

通３－２－８

ボレロ兵庫県神戸市灘区灘北

通３－２－８

特定非営利活動法人

ボレロ

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市兵庫区中

道通１丁目１－８　Ｂ

ＡＬＯＷビル５Ｆ

ひかり　湊川校兵庫県神戸市北区山田

町下谷上字奥谷２－６

株式会社アップグ

レード

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市中央区楠

町６－１－９

（創）シー・エー・

シー

兵庫県神戸市兵庫区湊

川町３丁目１３－２０

医療法人　尚生会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市兵庫区荒

田町１－１２－８

ゆめの工房兵庫県神戸市兵庫区湊

川町３丁目１３－２０

医療法人　尚生会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市中央区楠

町６－１－９

（創）シー・エー・

シー

兵庫県神戸市兵庫区湊

川町３丁目１３－２０

医療法人　尚生会

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市長田区大

橋町５丁目３番１号ア

スタプラザイースト地

下１階０１０区画

放課後クラブ

ｅｍｍａ

兵庫県神戸市長田区久

保町５丁目１番１

株式会社エポック・

ライフケアサービス



―――――――――――――――――

神戸市告示第８２４号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定

障害児相談支援事業者の指定をしたので，同法第２４条の３７第１号の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児相談支援事業者

―――――――――――――――――

神戸市告示第８２５号　　

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定に

よる事業の廃止の届出があったため，同法第２１条の５の２５第２号の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　放課後等デイサービス

―――――――――――――――――

神戸市告示第８２６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，がん検診料の料金

徴収を委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和３年３月９日

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１１２

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市東灘区本

庄町３丁目７－２１

しょうせい式放課

後等デイサービス

ぷりん　甲南山手

兵庫県芦屋市船戸町３

番２５号

株式会社翔聖

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和３年

２月１日

兵庫県神戸市長田区若

松町４丁目２番１５号　

ピフレ新長田２Ｆ

しんながた障害者

地域生活支援セン

ター

兵庫県神戸市中央区磯

上通３丁目１番３２号

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の所在地設置者の名称

令和２年

１１月２９日

兵庫県神戸市西区南別

府１丁目２１－１セゾン

伊川谷Ａ棟４Ｆ

伊川谷児童デイ

サービスわだち

兵庫県神戸市長田区一

番町５丁目１‐１グラ

ンメゾンＭＩＫＵＲＡ

１階Ｂ号室

特定非営利活動法人

　わだち



５１１３

     神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　神戸市灘区岩屋北町１丁目８番１号

　　　公益財団法人　兵庫県予防医学協会

　　　　　会長　石原　享介

２　委託年月日

　　令和３年１月４日

  公     告  

神戸市公告第１２２３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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

鹿の子台小学校便所改修工事工 事 名

神戸市北区鹿の子台北町６丁目３４－１工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和４年２月２８日完成期限

便所改修工事　１式

上記に伴う設備工事　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　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　

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数



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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１１４

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，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。

その他

令和３年２月１９日（金）～３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３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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
方　　法



５１１５

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１２２４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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年３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」

　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

東落合住宅１６７号棟耐震改修工事工 事 名

神戸市須磨区東落合１丁目５工事場所

令和４年３月１５日完成期限

昭和５２年度建設，ＳＲＣ造９階建，１３５戸の共同住宅の耐震改修工事　１式工事概要

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。



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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１１６

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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，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。

その他

１．鉄骨ブレース補強工事

２．耐震壁補強工事

３．耐震ブロック補強工事

４．耐震スリット設置工事

５．上記に伴う設備改修工事　１式

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，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



５１１７

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月１９日（金）～３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３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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３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」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２２５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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１１８

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

島上ポンプ場　２号自動除塵機機械設備工事工 事 名

神戸市兵庫区鍛冶屋町１－１－１７　島上ポンプ場内工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年２月２８日完成期限

本工事は，島上ポンプ場内に自動除塵機の設置を行うものである。

自動除塵機機械設備工・・・１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。ただし，前払金

の請求は令和３年４月１日以降に行うこと。
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又はポンプ場において，機械がきスクリーン

（連続式，間欠式を問わない）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

その他



５１１９

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

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。

令和３年２月１９日（金）～３月２日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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１２２６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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１２０

令和３年３月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方　　法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和３年度東部管内交通安全施設単価契約工事工 事 名

神戸市東灘区，灘区内　工事場所

令和４年３月３１日完成期限

防護柵（各種），カーブミラー（各種），警戒標識，規制標識，点字平板等の

安全施設の改築及び新設等の工事
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



５１２１

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を第

１希望，第２希望又は第３希望として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和３年度中部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度北管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度垂水管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西管内交通安全施設単価契約工事

その他

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２２７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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１２２

令和３年３月３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

令和３年度中部管内交通安全施設単価契約工事工 事 名

神戸市中央区，兵庫区内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

防護柵（各種），カーブミラー（各種），警戒標識，規制標識，点字平板等の

安全施設の改築及び新設等の工事
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



５１２３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を第

１希望，第２希望又は第３希望として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和３年度東部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度北管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度垂水管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西管内交通安全施設単価契約工事

その他

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２２８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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１２４

令和３年３月３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

令和３年度北管内交通安全施設単価契約工事工 事 名

神戸市北区内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

防護柵（各種），カーブミラー（各種），警戒標識，規制標識，点字平板等の

安全施設の改築及び新設等の工事
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



５１２５

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を第

１希望，第２希望又は第３希望として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和３年度東部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度中部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度垂水管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西管内交通安全施設単価契約工事

その他

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２２９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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１２６

令和３年３月３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

令和３年度西部管内交通安全施設単価契約工事工 事 名

神戸市長田区，須磨区内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

防護柵（各種），カーブミラー（各種），警戒標識，規制標識，点字平板等の

安全施設の改築及び新設等の工事
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



５１２７

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を第

１希望，第２希望又は第３希望として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和３年度東部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度中部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度北管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度垂水管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西管内交通安全施設単価契約工事

その他

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３０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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１２８

令和３年３月３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

令和３年度垂水管内交通安全施設単価契約工事工 事 名

神戸市垂水区内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

防護柵（各種），カーブミラー（各種），警戒標識，規制標識，点字平板等の

安全施設の改築及び新設等の工事
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



５１２９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を第

１希望，第２希望又は第３希望として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和３年度東部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度中部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度北管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西管内交通安全施設単価契約工事

その他

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３１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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１３０

令和３年３月３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

令和３年度西管内交通安全施設単価契約工事工 事 名

神戸市西区内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

防護柵（各種），カーブミラー（各種），警戒標識，規制標識，点字平板等の

安全施設の改築及び新設等の工事
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



５１３１

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を第

１希望，第２希望又は第３希望として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和３年度東部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度中部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度北管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度西部管内交通安全施設単価契約工事

　　・令和３年度垂水管内交通安全施設単価契約工事

その他

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３２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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１３２

和光園空調設備更新工事工 事 名

神戸市須磨区養老町１丁目８－３０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２０日までとする。完成期限

和光園の１階から５階の共用部系統の空調機器更新する機械設備工事および電

気設備工事一式。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

令和３年３月３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



５１３３

　　（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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般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

　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。

その他

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３３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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１３４

令和３年３月３日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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



５１３５

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

解体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「解体」を希望業種と

して登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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，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

その他

有野台会館Ｂ棟他とりこわし及び敷地整備工事工 事 名

神戸市北区有野台２丁目１－１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９月３０日までとする。完成期限

ＲＣ造２階建て（Ｂ棟：４３４．１３㎡　Ｅ棟：９９．１４㎡）のとりこわし工事一式

上記に伴う既存建物の外部改修工事及び敷地整備工事一式

上記に伴う電気，機械設備工事一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１３６

令和３年２月１９日（金）～２月２６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

　合には「受付最終日」と読み替えること。

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方　　法



５１３７

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１２３４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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

下水道施設小規模工事（単価契約・東灘・灘・中央（前期））工 事 名

神戸市東灘区及び灘区及び中央区内

（ポートアイランド処理場及び宇治川ポンプ場は含まない）
工事場所

令和３年９月３０日完成期限

下水道施設の小規模工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること（希望順位は問わない）。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



　　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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１３８

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１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３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



５１３９

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３５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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

下水道施設小規模工事（単価契約・兵庫・北（前期））工 事 名

神戸市兵庫区，北区，ポートアイランド処理場及び宇治川ポンプ場内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

下水道施設の小規模工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること（希望順位は問わない）。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

令和３年２月１９日（金）～２月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３６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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１４０

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

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３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



５１４１

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

下水道施設小規模工事（単価契約・長田・須磨（前期））工 事 名

神戸市長田区及び須磨区内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

下水道施設の小規模工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること（希望順位は問わない）。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

令和３年２月１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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
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１２３７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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１４２

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

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和３年３月３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

下水道施設小規模工事（単価契約・垂水・西（前期））工 事 名

神戸市垂水区及び西区内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

下水道施設の小規模工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金



５１４３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること（希望順位は問わない）。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

令和３年２月１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３日（水）午前１０時３０分日 時

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



８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３８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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１４４

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

（主）明石神戸宝塚線（カーブ№６１～６５）防災対策工事工 事 名

神戸市灘区六甲山町中一里山地内工事場所

令和３年１１月３０日完成期限

土工一式，排水構造物工一式，構造物撤去工一式，

かご枠工土砂積型　Ｌ＝１１８ｍ，かご枠工多段積型　Ｌ＝２２６ｍ，

植生マット工　Ａ＝８３０㎡，舗装工　Ａ＝６４㎡，区画線工　Ｌ＝１１０ｍ，

樹木撤去工　Ｎ＝４８本，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，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



５１４５

　　（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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９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「法面処理」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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１９日（金）～２月２６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



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１２３９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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１４６

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３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



５１４７

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（１，３，４，５工区）工 事 名

神戸市北区山田町下谷上他工事場所

令和４年２月２８日完成期限

土工一式，法面工一式，排水工一式，植生工一式，鉄筋挿入工一式，

落石防護柵工一式
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，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１４８

令和３年２月１９日（金）～３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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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３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



５１４９

　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１２４０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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

方との随意契約により締結する予定の有無

玉津北住宅３号棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市西区玉津町新方４５９－１工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年８月３１日完成期限

外壁改修，防水改修，塗装改修及び屋根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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１５０

　・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２月１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方　　法

令和３年３月３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



５１５１

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１２４１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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９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

臨港地区内道路・港湾緑地等維持補修工事（単価契約）工 事 名

神戸市全区工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管内各所における舗装維持工事等工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態　　　　

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１５２

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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　港湾幹線道路等維持補修及び臨港地区防災対策工事（単価契約）

その他

令和３年２月１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３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



５１５３

　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１２４２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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９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

王子町地区他雨水幹線改修工事工 事 名

神戸市灘区王子町１丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和４年１月３１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

管路施設修繕工　一式，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，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可



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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１５４

　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。

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木専門・とび・

土工」を登録業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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１９日（金）～３月２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



５１５５

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１２４３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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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

西区新庁舎周辺道路整備工事その１工 事 名

神戸市西区糀台５丁目工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１５６

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年９月３０日完成期限

道路土工：１式，構造物撤去工：１式，排水構造物工；１式，舗装工：１式，

区画線工：１式，防護柵工：１式，仮設工：１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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



５１５７

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３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



　　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１２４４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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１５８

アモーレ広場他周辺整備工事工 事 名

神戸市中央区加納町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８月３１日　完成期限

工事延長　Ｌ＝１５０ｍ，道路土工　１式，車道舗装工　９３㎡，

歩道舗装工　６４０㎡，排水構造物工　１式，縁石工　１式，防護柵工　１式，

区画線工　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

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



５１５９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

　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２月１９日（金）～３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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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３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



　　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１２４５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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１６０

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

神戸空港中央緑地改修工事工 事 名

神戸市中央区神戸空港工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年２月２８日完成期限

基盤整備工　１式，園路広場整備工　１式，排水構造物工　１式，

植樹工　１式，施設整備工　１式，仮設工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

造園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

造園一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工
等級



５１６１

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

事請負入札参加資格における等級をいう。

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１９日（金）～３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３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月９日（火）午前９時～午後３時
日 時



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２４６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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１６２

　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３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

西神整備事務所管内道路等維持補修工事（単価契約）工 事 名

神戸市内全域工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管内における道路・排水路・安全施設等の維持補修等工事概要



５１６３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ又はＤ等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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。
その他

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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

令和３年２月１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２４７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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１６４

令和３年３月３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

港湾幹線道路等維持補修及び臨港地区防災対策工事（単価契約）工 事 名

神戸市（臨港地区）工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，港湾幹線道路・港島トンネルの維持補修に係る補修及び臨港地区の

防災対策を行うものである。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



５１６５

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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　令和３年２月１９日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　・臨港地区内道路・港湾緑地等維持補修工事（単価契約）

その他

令和３年２月１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月２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３月３日（水）午前１０時３０分日 時

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。



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１２４８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１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１６６

　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

清水が丘地区他雨水幹線改修工事工 事 名

神戸市垂水区清水が丘２丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和４年３月３１日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限



５１６７

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９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

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木専門・とび・土

工」を登録業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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，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。

その他

管路施設修繕工　１式，付帯工　１式，仮設工　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，前払金の請求は令和３年４月１日以降にすること。
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



　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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１６８

令和３年２月１９日（金）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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
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―――――――――――――――――

神戸市公告第１２４９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１９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その４）工 事 名

神戸市東灘区向洋東４丁目工事場所

令和４年３月２５日　完成期限

街渠桝嵩上げ　７４箇所，車道舗装　８，６１０㎡，乗入舗装　４４２㎡，

歩道舗装　３，７２０㎡，ヤード舗装　１，３５０㎡，　ＳＯＬＡＳフェンス　１４０ｍ
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

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

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

８　技術資料提出の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１７０

　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２月１９日（金）～３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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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

「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

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法
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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

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和３年３月１０日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

第１日目　令和３年３月８日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年３月９日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年３月１７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



　　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１２５０号

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

用集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和３年２月２２日

    神戸市　 　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

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

　　別表のとおり

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

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

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

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

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

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

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

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

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

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

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

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

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

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

　　使用貸借を解除することができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１７２
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　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

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

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

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

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

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

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

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

　　　賦課金を負担する。

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

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

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

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

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

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

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

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

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

　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

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

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

　　　その支出した額又は増加額とする。

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

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

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

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

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

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

　　しなければならない。

　⑽　その他

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

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号



別表

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１７４

設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

令和３年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

道場町

今北　博司２，０１７

　

田神戸市北区

道場町塩田

字随南３４９

神戸市北区

道場町

伊丹　正典

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

３０，０００

円

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市須磨

区高倉台

廣田　忠生１，７４２

５２

田

内

溜

池

神戸市西区

伊川谷町上

脇字中川

４０３

神戸市北区

上津台

小松　正之

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

９，５４０

円

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町

新中　喜久

子

３，２９０

　

田神戸市西区

伊川谷町小

寺字ハザカ

７７

神戸市西区

伊川谷町

定連　仁

６１，０８０

円

３，０５４

　

田神戸市西区

伊川谷町小

寺字ハザカ

８１

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米７５㎏令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

櫨谷町

藤井　明彦２，６１２

　

田神戸市西区

櫨谷町福谷

字五ケ谷３７

神戸市西区

櫨谷町

藤井　精治

玄米６０㎏２，０１３

　

田神戸市西区

櫨谷町福谷

字五ケ谷４３

－１

玄米４５㎏

　

１，６４９

　

田神戸市西区

櫨谷町福谷

字下神田

６５５

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米３０㎏令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

櫨谷町

柳瀬　毅７８２田神戸市西区

櫨谷町福谷

字助廣３２７

神戸市西区

櫨谷町

藤井　精治

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米３０㎏令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

櫨谷町

柳瀬　千秋１，７５４

　

田神戸市西区

櫨谷町福谷

字下惣代

５２４

神戸市西区

櫨谷町

藤井　精治

玄米３０㎏６１８田神戸市西区

櫨谷町福谷

字下惣代

５２６

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神奈川県横

浜市金沢区

長浜

藤本　章５４２田神戸市西区

押部谷町高

和字上野

９５３

神戸市西区

押部谷町

川本　良明

４４６田神戸市西区

押部谷町高

和字上野

９８２

４４６田神戸市西区

押部谷町高

和字上野

９８２－２

令和３年１２玄米２㎏令和４年令和３年水田として賃借権神戸市西区藤本　壽則２００田神戸市西区神戸市西区川本　良明



５１７５令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

３月３１日４月１日利用押部谷町　押部谷町高

和字奥ノ垣

内２５－２

押部谷町

玄米２５㎏２，６２４

　

田神戸市西区

押部谷町高

和字手古

４９４－１

玄米５㎏５０６田神戸市西区

押部谷町高

和字手古

４９４－２

玄米２８㎏２，８９４

　

田神戸市西区

押部谷町高

和字萱本

１１１０

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

使用貸

借権に

よる権

利

神戸市中央

区上筒井通

神戸市灘区

弓木町

岡野　英雄

雨宮　淳子

２，５９９

　

田神戸市西区

神出町廣谷

字中通５４５

神戸市西区

神出町

穴田　勝浩

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

２２，５４０

円

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権西宮市中前

田町

吉田　昭代２，２５４

　

田神戸市西区

神出町古神

字竹ノ下

１０１

神戸市西区

神出町

竹中　敏勝

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

２，０００

円

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権明石市魚住

町

佐溝　美智

代

３１０田神戸市西区

岩岡町岩岡

字谷北４１１

－４

神戸市垂水

区塩屋町

淡野　雄貴

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

大阪府守口

市梅町

梅谷　幸宏１，２０５

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字西場８７６

－５

神戸市西区

岩岡町

近藤　清市

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

明石市大久

保町

小村　真由

美

６６０田神戸市西区

岩岡町岩岡

字西場９５０

－２

神戸市西区

岩岡町

近藤　清市

令和３年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

８０，０００

円

令和４年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

水澤　清１，８００

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字四ツ塚

２１６９－１

神戸市西区

桜が丘東町

前田　裕弘

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

６１，０２０

円

令和５年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権明石市太寺大森　義夫３，０５１

　

田神戸市西区

伊川谷町小

寺字ハザカ

８０

神戸市西区

伊川谷町

定連　仁

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１８，８９０

円

令和４年

３月３１日

本公告の

日

普通畑とし

て利用

賃借権神戸市西区

平野町

三木市末広

明石市藤江

神尾　洋子

神尾　明

髙木　代志

子

１，７０９

　

畑神戸市西区

平野町慶明

字久保田

３５９

神戸市西区

小山

竹内　眞嗣

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

１０，０００

円

令和５年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

林田　ゆか

り

１，６０４

　

田神戸市西区

平野町下村

字山下３８７

明石市旭が

丘

西森　美恵



令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１７６

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

－１

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

６，６００

円

令和６年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

押部谷町

神戸市西区

糀台

川本　光子

池田　有里

９４９田神戸市西区

押部谷町高

和字茶ノ木

元１４

神戸市西区

押部谷町

川本　享秀

１３，８００

円

１，９７７

　

田神戸市西区

押部谷町高

和字上ヶ田

４２９

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米９０㎏令和６年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

二ツ屋

北井　良明１，４９８

　

田神戸市西区

玉津町二ツ

屋字八幡田

３０１

神戸市西区

二ツ屋

西山　守

令和６年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

明石市大久

保町

藤田　保６９９田神戸市西区

平野町中津

字神出１０２

神戸市西区

平野町

藤田　芳浩

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

２２，２００

円

令和６年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市灘区

篠原伯母野

山町

大西　敬司２，２２８

　

田神戸市西区

神出町古神

字前田５８４

神戸市西区

神出町

竹中　一馬

７，８００

円

７８８田神戸市西区

神出町古神

字前田６０４

－２

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１４，７３０

円

令和６年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市灘区

篠原伯母野

山町

大西　敬司１，４７３

　

田神戸市西区

神出町古神

字長出３６８

神戸市西区

神出町

竹中　敏勝

１３，５５０

円

１，３５５

　

田神戸市西区

神出町古神

字長出３６９

１４，９００

円

１，４９０

　

田神戸市西区

神出町古神

字丸淵４８６

－６

２２，９２０

円

２，２９２

　

田神戸市西区

神出町古神

字前田５８６

２１，６３０

円

２，１６３

　

田神戸市西区

神出町古神

字前田６０２

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米

　 １２０㎏

令和６年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

二星　義夫１，５７０

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字西場８６５

－３

神戸市西区

岩岡町

近藤　清市

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

４２，３９０

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

学園東町

古畑　知一１，６９６

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字界地

４３７

神戸市西区

伊川谷町

椿本　聡

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

１８，５８５

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権明石市新明

町

栁瀨　正幸２，４７８

　

田神戸市西区

櫨谷町長谷

字佃井東

神戸市西区

櫨谷町

小池　潤



５１７７令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１０３

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

岩岡町

神戸市西区

岩岡町

竹本　泉

竹本　泰樹

６４０田神戸市西区

平野町西戸

田字矢ノ谷

２９５８

神戸市西区

岩岡町

竹本　久保

９５６田神戸市西区

平野町印路

字新池谷

２５９１

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

８，９０９

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

平野町

戸田　康８６５田神戸市西区

平野町大畑

字畦代３４３

神戸市西区

平野町

渡越　睦

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

５，０００

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

穴田　勝浩３６５田神戸市西区

神出町廣谷

字西口４２０

神戸市西区

神出町

鯛　かおる

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１５，０００

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

押部谷町

川本　賢司１，５００

　

田神戸市西区

神出町古神

字大澤７６３

－７

神戸市西区

神出町

竹中　敏勝

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１１，３９０

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

竹の台

神戸市西区

神出町

竹中　勝彦

竹中　孝子

１，１３９

　

田神戸市西区

神出町古神

字竹ノ下

１０９－１

神戸市西区

神出町

竹中　敏勝

２４，９００

円

２，４９０

　

田神戸市西区

神出町古神

字石原２３７

２１，５３０

円

２，１５３

　

田神戸市西区

神出町古神

字前田６０１

１４，４９０

円

１，４４９

　

田神戸市西区

神出町古神

字浄念６２４

－１

２０，８３０

円

２，０８３

　

田神戸市西区

神出町古神

字浄念６２６

２０，８７０

円

２，０８７

　

田神戸市西区

神出町古神

字浄念６２７

１４，８２０

円

普通畑とし

て利用

１，４８２

　

畑神戸市西区

神出町古神

字辻道７３８

１７，０００

円

水田として

利用

１，７００

　

田神戸市西区

神出町古神

字辻道７３９

１７，２６０

円

１，７２６

　

田神戸市西区

神出町古神



令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１７８

字大山口

７７４－１

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

明石市大久

保町

森岡　幸人７７２田神戸市西区

神出町紫合

字北岡４７７

－１

神戸市西区

神出町

藤原　三知

男

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

２０，０００

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町

山本　孝英２，６６３

　

田神戸市西区

神出町東字

新田２５３１

神戸市西区

神出町

松尾　秀輝

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米７５㎏

　

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

長田　和毅２，６７４

　

田神戸市西区

神出町東字

池ノ肩２５５３

神戸市西区

神出町

松尾　秀輝

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１１，５００

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

福吉台

谷本　礼子９８０田神戸市西区

岩岡町岩岡

字前場２４５５

神戸市西区

岩岡町

芝地　建吾

１５，５００

円

１，３２５

　

田神戸市西区

岩岡町野中

字内山９３－

３

１２，５００

円

１，０７０

　

田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１０２

２，５００

円

２０９田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１０４

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

９，７００

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

福吉台

谷本　尚美８０６田神戸市西区

岩岡町岩岡

字西場９８８

－１

神戸市西区

岩岡町

芝地　建吾

８，９００

円

７０５田神戸市西区

岩岡町岩岡

字前場２４５７

１２，４００

円

９７８田神戸市西区

岩岡町野中

字内山６０－

１

１３，２００

円

１，０３９

　

田神戸市西区

岩岡町野中

字内山８９－

１

１５，２００

円

１，１９９

　

田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１０１

６，５００

円

５１２田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１０９

５，０００

円

４００田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１５６

－１

４，５００

円

３５７田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１５６

－２



５１７９令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

１１，６００

円

９１３田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１５６

－４

１３，７００

円

１，０８５

　

田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１６０

－１

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

７，０００

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

福吉台

谷本　愛夏６０３田神戸市西区

岩岡町野中

字内山１０７

神戸市西区

岩岡町

芝地　建吾

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

岩岡町

杉尾　忠男３８２田神戸市西区

岩岡町岩岡

字西嶋２３３

－２

神戸市西区

岩岡町

杉尾　慎剛

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１５，１２０

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

後藤　志津

子

１，５１２

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字前場２４９８

－１

神戸市西区

岩岡町

藤原　昌之

１４，２９０

円

１，４２９

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字前場２４９８

－２

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

２２，３３０

円

令和８年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権明石市港町名田　ゆか

り

２，２３３

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字前場２４９７

神戸市西区

岩岡町

藤原　昌之

令和１２年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

道場町

宮﨑　正典１４１田神戸市北区

道場町塩田

字小湯ノ口

１３４８－１

神戸市北区

道場町

藤原　惣策

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

１８，８４０

円

賃借権２，３５５

　

田神戸市北区

道場町塩田

字小湯ノ口

東１３０７－１

４，１５２

円

５１９田神戸市北区

道場町塩田

字小湯ノ口

東１３０８－２

２２，９７６

円

２，８７２

　

田神戸市北区

道場町塩田

字小湯ノ口

東１３１４

２６，５２０

円

３，３１５

　

田神戸市北区

道場町塩田

字小湯ノ口

東１３１５

２５，７７６

円

３，２２２

　

田神戸市北区

北区道場町

塩田字溝尻

１３５８

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

量を甲の住

玄米

　 １２５㎏

令和１３年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町

加古川市野

口町

内山　富子

蒲田　富久

子

２，０８５

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字寳光坊

２６０－１

神戸市西区

伊川谷町

楠本　俊裕



令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１８０

所へ持参す

る。

玄米１７㎏２８６田神戸市西区

伊川谷町前

開字寳光坊

２６３－１

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

４３，４００

円

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

押部谷町

北井　武男６２０田神戸市西区

押部谷町和

田字向井２４

神戸市西区

中野

西尾　公一

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１６６，８８０

円

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

押部谷町

藤本　孝樹２，３８４

　

田神戸市西区

押部谷町和

田字向井２５

神戸市西区

中野

西尾　公一

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

６，１８７

円

令和１３年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

平野町

藤田　真世７９５田神戸市西区

平野町中津

字北浦２８９

－２

神戸市西区

平野町

澤田　恒美

３，８１３

円

４９０田神戸市西区

平野町中津

字橋爪１９３

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１０，０００

円

令和１３年

３月３１日

令和３年

４月１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

神戸市須磨

区白川台

梅谷　真詳

保野　恭子

７５７田神戸市西区

岩岡町野中

字神出道下

１３２３－３

神戸市西区

岩岡町

藤原　和幸

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２６，９６１

円

令和１３年

２月２８日

令和３年

２月２８日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

井上　美智

代

２，４５１

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２６７２

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
２７，０９３

円

普通畑とし

て利用

２，４６３

　

畑神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７０８

２６，６８６

円

水田として

利用

２，４２６

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７１６

１２，７３８

円

１，１５８

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７１９

計９３，４７８

円

８，４９８

　

計４筆

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２２，０４４

円

令和１３年

２月２８日

令和３年

２月２８日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

近藤　利彦２，００４

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２９８８

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
１９，９６５

円

１，８１５

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字辻堂西

２５２５

計４２，００９

円

３，８１９計２筆



５１８１

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２５１号

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

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和３年２月２２日

    神戸市　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

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

　　別表のとおり

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

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

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

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

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

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

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

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１５，３５６

円

令和１３年

２月２８日

令和３年

２月２８日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

近藤　重一１，３９６

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字木屋池尻

２９６９

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
計１５，３５６

円

１，３９６計１筆

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１２，１３８

円

令和１３年

３月３１日

令和３年

２月２８日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

山本　良幸２，０２３

　

田神戸市西区

神出町小束

野字出井谷

１０８

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
計１２，１３８

円

２，０２３

　

計１筆

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

８５，６８０

円

令和１３年

３月３１日

令和３年

２月２８日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

岡野　靖司２，１４２

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字上之場

１８１４

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
計８５，６８０

円

２，１４２

　

計１筆



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

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

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

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

　　ることができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

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

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

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

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

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

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

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

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

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

　　　賦課金を負担する。

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

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

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

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

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

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

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

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

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

　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

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

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

　　　その支出した額又は増加額とする。

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

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

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

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１８２



５１８３

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

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

　　しなければならない。

　⑽　契約の解除

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

　　する。

　⑾　利用状況の報告

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

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

　　ない。

　⑿　市長による勧告　　

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

　　を講ずべきことを勧告することができる。

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

　　　の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。

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

　　　業経営を行っていないと認めるとき。

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

　　　又は養畜の事業に常時従事しないとき。

　⒀　市長による農用地利用集積計画の取消

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

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

　　ものとする。

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

　　　は使用貸借権の解除をしないとき。

　　イ　乙が⑿の勧告に従わなかったとき。　

　⒁　貸借が終了した場合の原状回復

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

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

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

　　が生じた場合及び修繕又は改良により変更された場合は，この限りではない。

　⒂　違約金の支払い

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

　　対し賃借料の１年分に相当する金額を違約金として支払う。

　⒃　その他

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

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号



別表      　　　（解除条件付）

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２５２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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１８４

西体育館外壁改修他工事工 事 名

神戸市西区春日台５丁目４３６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３月１５日完成期限

西体育館外壁改修他工事

外壁改修工事　　　１式，屋上防水改修工事　１式，床改修工事　　　　１式

建具改修工事　　　１式，空調設備工事　　　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。ただし，前払金

の請求は，令和３年４月１日以降とする。
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

設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

５，８８０

円

令和１２年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

有野町

東山　陽一５８８田神戸市北区

有野町二郎

字水引５３－

２

神戸市北区

有野中町１

丁目８－６

特定非営利

活動法人き

たベジファ

ーム

理事長

井上　勝彦
４，３６０

円

４３６田神戸市北区

有野町二郎

字水引５４－

３

１３，２８０

円

１，３２８

　

田神戸市北区

有野町二郎

字水引６７－

１

７，５３０

円

７５３田神戸市北区

有野町二郎

字水引６８

１３，９８０

円

１，３９８

　

田神戸市北区

有野町二郎

字水引６９

９，０２０

円

９０２田神戸市北区

有野町二郎

字水引７０



５１８５

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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，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。

その他



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１８６

令和３年２月２４日（水）～３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３月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月１１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３月１２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



５１８７

神戸市公告第１２５３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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

玉津処理場　脱水機棟補機電気設備工事工 事 名

神戸市西区森友１丁目２６　玉津処理場内工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年９月１７日完成期限

本工事は，玉津処理場に設置されているコントロールセンタ及び継電器盤が，

長期間の使用により信頼性が低下したため更新を行うもので，その概要は下記

のとおりである。

１．脱水機棟補機電気設備工（機器・据付）　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。ただし，前払金

の請求は，令和３年４月１日以降に行うこと。
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

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，水処理又は汚泥処理

に係る電気設備を含む工事（自社で製作した動力制御盤を用いたものに

限る）を元請として平成１７年度以降に完成させた施工実績があること。

　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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１８８

　　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，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２月２４日（水）～３月２日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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



５１８９

　　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１２５４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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９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

ベルデ名谷住宅４号棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市垂水区名谷町高曽２２９２－１０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３年１１月２２日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

対象建物　平成８年度建設　鉄骨鉄筋コンクリート造地下３階地上１４階建て

　　　　　　　　　　　　　共同住宅（１８５戸）延べ面積１４，５６１．０８㎡

　　　　　　　　　　　　　集会所　地下１階地上１階建て　

　　　　　　　　　　　　　　　　　延べ面積４０２．２０㎡

１　外壁改修工事　１式

工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１９０

２　防水改修及び屋根改修工事　１式

３　塗装改修工事　１式

４　屋外付帯改修工事　１式

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



５１９１

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３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３月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月１１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３月１２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



　　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１２５５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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１９２

名谷環状線段差解消工事その７工 事 名

神戸市須磨区竜が台４丁目，５丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年９月３０日完成期限

土工　１式，排水構造物工　１式，車道舗装工　１式，歩道舗装工　１式，

カラー舗装工　１式，縁石工　１式，防護柵工　１式，区画線工　１式　
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



５１９３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

　　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２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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



　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１２５６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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１９４

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

東神戸地区（東部第４工区）陸閘更新他工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜工事場所

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

本工事は，既設陸閘（東神戸１４３号，１４４号，１４５号，１４６号，１４７号の５基）の

更新に伴い，南海トラフ巨大地震とそれによる津波に耐え得る陸閘（扉体・戸

当り・レール・二次コンクリート・電気設備・モーター・水密ゴムなどの各種

関連部品を含む）の照査設計，製作，据付，試運転及び調整までの一切を行う

ものである。また，本工事の東神戸１４５号，１４６号，１４７号においては当該箇所

の胸壁の嵩上げ工事も合わせて行う。

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

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「鋼構造物」を登録業登録業種



５１９５

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

種としていること（希望順位は問わない）。

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２４日（水）～３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３月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月１１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について方 法



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１１２５７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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１９６

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和３年３月１２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

長田楠日尾線（福原）電線共同溝整備工事（その１）工 事 名

神戸市兵庫区西上橘通１丁目～西上橘通２丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（任意着手方

式）である。発注者が示した工期の始期日期限までの間で，受注者は工期の始

完成期限



５１９７

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

期日を任意に設定することができる。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。

工期：工期の始期日から起算して２２１日間（ただし，予算繰越の上は令和３年

６月７日（工期の始期日期限）までに工期の始期日を設定すること。）

（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

始期日期限以降に契約締結となった場合には，余裕期間を設定することはでき

ず，工期の始期日期限から２２１日間で工事を完了させること。

電線共同溝　Ｌ＝１４６．８ｍ，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

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が９２０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５１９８

　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２月２４日（水）～３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３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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３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」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



５１９９

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１２５８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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９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

ＪＲ舞子駅前広場再整備工事工 事 名

神戸市垂水区東舞子町３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１２月３１日完成期限

歩道橋撤去工Ｎ＝１式，構造物撤去工Ｎ＝１式，舗装工Ａ＝９４９㎡　

排水構造物工，防護柵工，照明工
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可

　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「解体」を希望業種と登録業種



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２００

として登録していること（希望順位は問わない）。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２４日（水）～３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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月９日（火）午前９時～午後３時
日 時



５２０１

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１２５９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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９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

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３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

ハ－バ－ハイウェイ摩耶埠頭料金所他１箇所サーバ室新設工事工 事 名

神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶埠頭料金事務所，摩耶大橋料金事務所）工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年１０月２９日完成期限

サーバ室２基の新設工事一式工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２０２

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



５２０３

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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１２６０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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２０４

令和３年度　河川等単価契約工事（その１）工 事 名

東部・中部・北建設事務所管内一円工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管内各所における河川の維持補修・災害復旧等工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｃ又はＤ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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度　河川等単価契約工事（その２）

その他

令和３年２月２４日（水）～３月２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

受付期間



５２０５

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１２６１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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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



１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２０６

令和３年度　河川等単価契約工事（その２）工 事 名

西部・垂水・西建設事務所管内一円工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管内各所における河川の維持補修・災害復旧等工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｃ又はＤ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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度　河川等単価契約工事（その１）

その他

令和３年２月２４日（水）～３月２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



５２０７

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１２６２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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

令和３年度（前期）東部管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市　東灘区，灘区内工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２０８

令和３年９月３０日完成期限

管内各所における側溝整備工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度（前期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）北管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西管内側溝整備単価契約工事

その他

令和３年２月２４日（水）～３月２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

受付期間



５２０９

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１２６３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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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



１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２１０

令和３年度（前期）中部管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市　中央区，兵庫区内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

管内各所における側溝整備工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度（前期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）北管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西管内側溝整備単価契約工事

その他



５２１１

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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１２６４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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２１２

令和３年度（前期）北管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市　北区内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

管内各所における側溝整備工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度（前期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西管内側溝整備単価契約工事

その他



５２１３

　　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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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１２６５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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２１４

令和３年度（前期）西部管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市　長田区，須磨区内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

管内各所における側溝整備工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度（前期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）北管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西管内側溝整備単価契約工事

その他



５２１５

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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



　　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１２６６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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２１６

令和３年度（前期）垂水管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市　垂水区内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

管内各所における側溝整備工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度（前期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）北管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西管内側溝整備単価契約工事

その他



５２１７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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



　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１２６７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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２１８

との随意契約により締結する予定の有無

令和３年度（前期）西管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市　西区内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

管内各所における側溝整備工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　令和３年２月２４日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度（前期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）中部管内側溝整備単価契約工事

その他



５２１９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方 法

　　令和３年度（前期）北管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　令和３年度（前期）垂水管内側溝整備単価契約工事



　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２６８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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２２０

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

多聞台東公園災害復旧工事工 事 名

神戸市垂水区多聞台１丁目（多聞台東公園）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

敷地造成工一式，法面工一式　他工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



５２２１

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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

　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。



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１２６９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２４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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２２２

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

神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備工事（中突堤，高浜地区他）工 事 名

神戸市中央区波止場町５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１０月３１日完成期限

陸閘遠隔化に伴う電気設備工事

上記に伴う土木工事一式

上記に伴う陸閘改造工事一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可



５２２３

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３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

電気一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



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１２７０号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

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

規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２２４

第１日目　令和３年３月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月１１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３月１２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



５２２５

　　西クリーンセンター残滓運搬業務

２　数量

　　６１，２００ｔ

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年１２月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ウエスト

　　　　代表取締役　蒔野　修子

　　神戸市東灘区魚崎浜町１０番

６　落札金額

　　１２３，２２８，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年１１月４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２７１号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

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

規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　東クリーンセンター残滓運搬業務

２　数量

　　１００，０００ｔ

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年１２月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　藤定運輸株式会社

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号



　　　　代表取締役　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　落札金額

　　１ｔ当り７４０円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年１１月４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３０３号

　昭和２２年１１月２７日付けで決定のあった神戸国際港都建設事業生田地区復興土地区画整理事業

の事業計画を令和３年３月９日付けで変更したので，土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）第５５条第１３項において準用する同条第９項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　   神戸市長　久　元　喜　造

１　土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地

　　神戸国際港都建設事業生田地区復興土地区画整理事業

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

２　事業計画の決定の年月日

　　昭和２２年１１月２７日

３　事業施行期間についての変更に係る事項

　　「昭和２２年１１月１５日から平成１２年３月３１日まで及び平成１３年４月１日から平成３３年３月３１

　日まで」を「昭和２２年１１月２７日から平成１２年３月３１日まで及び平成１３年４月１日から令和８

　年３月３１日まで」に変更

４　変更の年月日

　　令和３年３月９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３０４号

　平成８年７月９日付けで決定のあった神戸国際港都建設事業新長田駅北地区震災復興土地区

画整理事業の事業計画を令和３年３月９日付けで変更したので，土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条第９項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地

　　神戸国際港都建設事業新長田駅北地区震災復興土地区画整理事業

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２２６



５２２７

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

２　事業計画の決定の年月日

　　平成８年７月９日

３　事業施行期間についての変更に係る事項

　　「平成８年７月９日から平成３３年３月３１日まで」を「平成８年７月９日から令和８

　年３月３１日まで」に変更

４　変更の年月日

　　令和３年３月９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３０５号

　平成８年１１月６日付けで決定のあった神戸国際港都建設事業六甲道駅北地区震災復興土地区

画整理事業の事業計画を令和３年３月９日付けで変更したので，土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条第９項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地

　　神戸国際港都建設事業六甲道駅北地区震災復興土地区画整理事業

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

２　事業計画の決定の年月日

　　平成８年１１月６日

３　事業施行期間についての変更に係る事項

　　「平成８年１１月６日から平成３３年３月３１日まで」を「平成８年１１月６日から令和８

　年３月３１日まで」に変更

４　変更の年月日

　　令和３年３月９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３０６号

　神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第４項の規定により，神

戸市立王子動物園及び王子公園駐車場を令和３年３月３１日（水），同年４月７日（水）に供用

する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号



神戸市公告第１３０７号

　神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第１５条並びに神戸市都市公園条例施行規則

（昭和３３年３月規則第１１７号）第８条第３号の規定により，令和３年３月２１日（日）において

は，動物園について同条例第８条第１項の許可を受けた者に係る使用料を免除する。

　　令和３年３月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３０８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３月９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

　　神戸市西区見津が丘７丁目６番１，６番５の内２工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区丸の内２丁目７番３号　東京ビルディング２１階　

　　立山特定目的会社

　　　取締役　稲田　秀

３　許可番号

　　平成３０年４月１８日　第６８７４号

　　（変更許可　令和元年１０月７日　第１３５１号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３０９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３月９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

　　神戸市西区池上四丁目１５番４，１５番１３，１５番１４，１５番１５，１５番１６，１５番１７

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　兵庫県明石市藤江８８８－３０

　　　株式会社　Ｌｏｃｏ Ｈｏｍｅ

　　　代表取締役　間﨑　雄一

３　許可番号

　　令和２年１０月５日　　　第 ７０６７ 号

　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２２８



５２２９

  水  道  局  

神戸市水道公告第１３１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１９日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

西（桜が丘地区）配水管取替工事その２工 事 名

神戸市西区桜が丘西町３丁目工事場所

令和４年３月３１日完成期限

布設延長：ＰＥφ５０－４９４．５ｍ，ＰＥφ７５－６．０ｍ，φ７５－２４０．４ｍ，

　　　　　φ１００－５８７．９ｍ，φ１５０－４５２．９ｍ

撤去延長：φ７５－３３０．９ｍ，φ１００－８３３．６ｍ，φ１５０－６１８．７ｍ

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

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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２３０

令和３年３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」

方 法

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１９日（金）～３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３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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



５２３１

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１３２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２４日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

工水（深江地区）配水管取替工事工 事 名

神戸市東灘区深江南町４丁目工事場所

令和４年１月３１日完成期限

補助事業　布設：φ４００（工水）－４３．６ｍ，φ５００（工水）－１３５．７ｍ

単独事業　布設：φ４００（上水）－２９．５ｍ，φ５００（上水）－１４７．８ｍ

　　　　　撤去：φ４００（上水）－３０．５ｍ，φ５００（上水）－１２０．６ｍ，

　　　　　　　　φ５００（工水）－１３６．９ｍ

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，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２３２

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２２年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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，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。

その他



５２３３

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和３年２月２４日（水）～３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３月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月１１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３月１２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



  交  通  局  

神戸市交通公告第７３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１９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。）

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２３４

交通局電話交換設備更新工事工 事 名

神戸市須磨区中落合２丁目（名谷業務ビル），

神戸市西区糀台５丁目（西神中央駅）　他２９箇所
工事場所

令和５年３月３１日完成期限

本工事は，神戸市高速鉄道　西神・山手線および海岸線において，電話交換設

備の更新を行うものである。
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，初年度は，初年度及び翌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，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

電気通信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

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）において，電話交換機の新設ま

たは更新工事を，平成１７年度以降に元請として完成させた施工実績があ

ること。

　ただし，補修工事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

その他



５２３５

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

　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，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３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。
方 法

令和３年２月１９日（金）～３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）

　紙書類の提出は，本市の休日を除く午前９時～正午，午後１時～午後５時

（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理課

必着）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第７５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１９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。）

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２３６

単独企業形態

消防施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

山手線三宮駅自火報設備及び総合防災盤更新工事工 事 名

神戸市中央区北長狭通１工事場所

令和４年１月２８日完成期限

総合防災盤，情報表示盤，防災副盤及び感知器等の更新を行う工事一式工事概要

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なう事後審査型を適用する。そ の 他



５２３７

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３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「消防施設」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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１９日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時日 時



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第７７号

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

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

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

及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第４条の規

定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸

令和３年３月９日   神  戸  市  公  報   第３６９９号５２３８

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３月３日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方 法

第２日目　令和３年３月２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



５２３９

１　入札に付する事項

　⑴　件名

　　　満期遺留品売却その３

　⑵　履行場所

　　　神戸市中央区北長狭通１丁目　　神戸市交通局　忘れ物取扱所倉庫

　　　市営地下鉄三宮駅構内地下２階（東行線ホーム階東側）

　⑶　履行期限

　　　令和３年３月２６日

　⑷　売却する遺失物

　　　※　数量は，若干の多寡もありえます。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次に掲げる条件をすべて満たしていること。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　古物営業法第５条第２項における許可証を交付されていること。

　⑶　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

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

　　ていないこと。

　⑷　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

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

　　いないこと。

　⑹　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

３　事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１２４）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階

４　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書によります。

５　入札説明書の交付期間及び交付方法
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単位数　量品　目

本１，６６０長傘

本４２０折れ傘

袋４２雑品

本２３男性用腕時計

本２０女性用腕時計

式１６長物



　⑴　交付開始日

　　　公告の日から

　⑵　交付場所

　　　神戸市ホームページに掲載（郵送による交付は行いません）。

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

　　　市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休

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

　⑶　交付方法

　　　無料交付

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　提出期限

　　　公告の日の翌日から令和３年３月４日（木）の午後５時必着

　　※　直接持参の場合は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第

　　　１項各号に掲げる本市の休日を除いた平日午前９時から午後５時まで（正午から午後１

　　　時までを除く。）とします。

　⑵　提出場所

　　　３と同じ

　⑶　提出方法

　　　持参または郵送

７　下見

　　入札対象の遺失物及び遺失物の搬出経路について，下見を行います。

　⑴　開催日

　　　令和３年３月９日（火）　午前９時～

　⑵　場所（詳細については，入札説明書をご確認ください。）

　　　神戸市中央区北長狭通１丁目　神戸市交通局　忘れ物取扱所倉庫

　　　市営地下鉄三宮駅構内地下２階（東行線ホーム階東側）

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　提出期限

　　　令和３年３月１５日（月）１０時まで

　⑵　提出場所

　　　３と同じ

　⑶　提出方法

　　　持参のみとし，郵送は受け付けないものとします。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時及び場所

　　　令和３年３月１５日（月）１０時１５分から

　　　場所　神戸市交通局大会議室（御崎Ｕビル１階）

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

１０　入札保証金　
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５２４１

　　規程第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札書の提出が所定の日時を過ぎたとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札をしたとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

　　関係にある場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の

　　構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除

　　く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，最高の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　手続きにおいて使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

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

　する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行えば，当該審査を受けることができます。

　　ただし，令和３年３月４日（木）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

　⑴　神戸市物品等競争入札参加資格審査申請書交付場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１５　代金の納付方法

　　落札者決定後，落札決定通知書と共に納付書を渡しますので，当該納付書を用いて，令和

　３年３月２２日（月）までに代金を納入してください。

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

　郵送または持参にて提出してください。
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１６　その他

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

　　対象外とする。

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

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

　　乗客の安全に留意すること。　　　　　　　　　　

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

　　人数分持参し，清掃すること。

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

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

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