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条 例

 

 

神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。  

令和３年 11月 30日  

                    神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市条例第 17号  

神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を  

改正する条例  

第１条  神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和  

31年 10月条例第 24号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

第６条  ［略］  

２  期末手当の額は、それぞれその基  

準日現在における第２条に規定する  

議員報酬の額（基準日以前６箇月の  

期間において同条に掲げる職の間に  

異動のあつたときは、異動前及び異  

動後のそれぞれの在職期間に応じて  

規則で定める額。以下この項におい  

第６条  ［略］  

２  期末手当の額は、それぞれその基  

準日現在における第２条に規定する  

議員報酬の額（基準日以前６箇月の  

期間において同条に掲げる職の間に  

異動のあつたときは、異動前及び異  

動後のそれぞれの在職期間に応じて  

規則で定める額。以下この項におい  
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て同じ。）及びその議員報酬の額に  

100分の 20を乗じて得た額の合計額  

に、６月１日を基準日として支給す  

る場合においては 100分の 220、 12月

１日を基準日として支給する場合に

おいては 100分の 205を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間に

おけるその議員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。  

 (1)～ (4) ［略］  

３～５  ［略］  

て同じ。）及びその議員報酬の額に  

100分の 20を乗じて得た額の合計額  

に、６月１日を基準日として支給す  

る場合においては 100分の 220、 12月

１日を基準日として支給する場合に

おいては 100分の 220を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間に

おけるその議員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。  

 (1)～ (4) ［略］  

３～５  ［略］  

第２条  神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部  

を次のように改正する。  

  次の表の第２条による改正前の欄に 掲げる規定の下線又は太線の表示部 分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

第６条  ［略］  

２  期末手当の額は、それぞれその基  

準日現在における第２条に規定する  

議員報酬の額（基準日以前６箇月の  

期間において同条に掲げる職の間に  

第６条  ［略］  

２  期末手当の額は、それぞれその基  

準日現在における第２条に規定する  

議員報酬の額（基準日以前６箇月の  

期間において同条に掲げる職の間に  
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異動のあつたときは、異動前及び異  

動後のそれぞれの在職期間に応じて  

規則で定める額。以下この項におい  

て同じ。）及びその議員報酬の額に  

100分の 20を乗じて得た額の合計額

に、６月１日を基準日として支給す  

る場合においては 100分の 212.5、 12

月１日を基準日として支給する場合

においては 100分の 212.5を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその議員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とす

る。  

 (1)～ (4) ［略］  

３～５  ［略］  

異動のあつたときは、異動前及び異  

動後のそれぞれの在職期間に応じて  

規則で定める額。以下この項におい  

て同じ。）及びその議員報酬の額に  

100分の 20を乗じて得た額の合計額  

に、６月１日を基準日として支給す  

る場合においては 100分の 220、 12月

１日を基準日として支給する場合に

おいては 100分の 205を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間に

おけるその議員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。  

  

(1)～ (4) ［略］  

３～５  ［略］  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月

１日から施行する。  
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 神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例及び神戸市職員に対する期

末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。  

令和３年 11月 30日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市条例第18号

神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例及び神戸市職員に対す

る期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部を改正する条

例  

 （職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部改正）  

第１条  神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例（昭和 28年６月条例

第 23号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 112.5（特別職に属する者にあつ

ては 100分の 205（公営企業の管理者

２ 期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 127.5（特別職に属する者にあつ

ては 100分の 220（公営企業の管理者
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にあつては 100分の 207.5）、管理職

手当の支給を受ける職員で規則で定

めるもの及び指定職の職員（神戸市

職員の給与等に関する条例（昭和 26

年３月条例第８号）第３条第１項第

５号に規定する指定職給料表の適用

を受ける職員をいう。）（以下これ

らを「特定幹部職員」という。）に

あつては 100分の 92.5、特定任期付職

員（地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成 14年

法律第 48号）第３条第１項の規定に

より採用された職員をいう。以下同

じ。）にあつては 100分の 207.5）を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。  

にあつては 100分の 222.5）、管理職

手当の支給を受ける職員で規則で定

めるもの及び指定職の職員（神戸市

職員の給与等に関する条例（昭和 26

年３月条例第８号）第３条第１項第

５号に規定する指定職給料表の適用

を受ける職員をいう。）（以下これ

らを「特定幹部職員」という。）に

あつては 100分の 107.5、特定任期付

職員（地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律（平成 14

年法律第 48号）第３条第１項の規定

により採用された職員をいう。以下

同じ。）にあつては 100分の 222.5）

を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職

期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 112.5」とある

のは「 100分の 62.5」と、「 100分の

92.5」とあるのは「 100分の 52.5」と

する。  

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 127.5」とある

のは「 100分の 72.5」と、「 100分の

107.5」とあるのは「 100分の 62.5」

とする。  
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４、５  ［略］  ４、５  ［略］  

第２条  神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を次のように

改正する。  

次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第２条  ［略］  第２条  ［略］  

２  期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 120（特別職に属する者にあつて

は 100分の 212.5（公営企業の管理者

にあつては 100分の 215）、管理職手

当の支給を受ける職員で規則で定め

るもの及び指定職の職員（神戸市職

員の給与等に関する条例（昭和 26年

３月条例第８号）第３条第１項第５

号に規定する指定職給料表の適用を

受ける職員をいう。）（以下これら

を「特定幹部職員」という。）にあ

つては 100分の 100、特定任期付職員

（地方公共団体の一般職の任期付職

員の採用に関する法律（平成 14年法

律第 48号）第３条第１項の規定によ

２  期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 112.5（特別職に属する者にあつ

ては 100分の 205（公営企業の管理者

にあつては 100分の 207.5）、管理職

手当の支給を受ける職員で規則で定

めるもの及び指定職の職員（神戸市

職員の給与等に関する条例（昭和 26

年３月条例第８号）第３条第１項第

５号に規定する指定職給料表の適用

を受ける職員をいう。）（以下これ

らを「特定幹部職員」という。）に

あつては 100分の 92.5、特定任期付職

員（地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成 14年

法律第 48号）第３条第１項の規定に
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り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 以 下 同

じ。）にあつては 100分の 215）を乗

じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。  

より採用された職員をいう。以下同

じ。）にあつては 100分の 207.5）を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 120」とあるの

は「 100分の 67.5」と、「 100分の 100」

とあるのは「 100分の 57.5」とする。 

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 112.5」とある

のは「 100分の 62.5」と、「 100分の

92.5」とあるのは「 100分の 52.5」と

する。  

４、５  ［略］  ４、５  ［略］  

（職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部改

正）  

第３条  神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例

（平成 11年 10月条例第 36号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  
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(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

特別職の職員で常勤のものの給与に

関する条例（昭和 26年３月条例第９号）

第１条に規定する者（教育長及び常勤

の監査委員並びに公営企業の管理者を

除く。）に限り、令和３年度の６月１

日及び 12月１日を基準日とする期末手

当に関する神戸市職員に対する期末手

当等の支給に関する条例（昭和 28年６

月条例第 23号）第２条第２項の規定の

適用については、同項中「（特別職に

属する者にあつては 100分の 205（」と

あるのは、「（特別職に属する者にあ

つては 100分の 205（市長にあつては 100

分 の 205に 100分 の 70を 乗 じ て 得 た 割

合、副市長にあつては 100分の 205に 100

分の 85を乗じて得た割合、」とする。  

特別職の職員で常勤のものの給与に

関する条例（昭和 26年３月条例第９号）

第１条に規定する者（教育長及び常勤

の監査委員並びに公営企業の管理者を

除く。）に限り、令和３年度の６月１

日及び 12月１日を基準日とする期末手

当に関する神戸市職員に対する期末手

当等の支給に関する条例（昭和 28年６

月条例第 23号）第２条第２項の規定の

適用については、同項中「（特別職に

属する者にあつては 100分の 220（」と

あるのは、「（特別職に属する者にあ

つては 100分の 220（市長にあつては 100

分 の 220に 100分 の 70を 乗 じ て 得 た 割

合、副市長にあつては 100分の 220に 100

分の 85を乗じて得た割合、」とする。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月

１日から施行する。  
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 西神中央ホール条例施行規則をここに公布する。  

  令和３年 11月 26日  

神戸市長  久   元   喜   造              

神戸市規則第 30号  

   西神中央ホール条例施行規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、西神中央ホール条例（令和３年９月条例第 14号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。  

（行為の制限）  

第２条  条例第 10条第１項に定める行為は、次に掲げる行為とする。  

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為  

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をす

ること。  

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある動物その他の物を携帯すること。  

(4) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失させ、又はこれ

らのおそれのある行為をすること。  

(5) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らす行為をすること。  

(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。  

(7) 所定の場所以外の場所で飲食すること。  

(8) 喫煙すること。  

(9) 許可を受けない寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の

販売若しくは提供をすること。  

(10) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が西神中央ホールの管理上支障

があると認める行為  

（指定管理者の指定の申請に係る書類）  

第３条  条例第 19条第２項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。  

(1) 指定申請書（団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに

担当者の氏名及び連絡先並びに指定管理者の指定を受けたい旨を記載した

書面をいう。）  

規 則
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(2) 事業計画書  

(3) 西神中央ホールの管理に係る人員の配置計画に関する書類  

(4) 西神中央ホールの管理に関する業務の収支予算書  

(5) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、こ

れらに相当する書類）  

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類  

 （施行細目の委任）  

第４条  この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、条例附則第１項本文に規定する施行の日から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この規則を施行するために必要な準備行為は、前項本文に規定する施行の日

前においても、この規則の例により行うことができる。  

 （指定管理者不在等期間における西神ホールの管理に関する業務）  

３  市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理

者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そ

の時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時ま

での間における第２条第 10号の規定の適用については、同号中「指定管理者」

とあるのは「市長」とする。  
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 神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。  

  令和３年 11月 30日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第 31号

神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則の一部を改正

する規則  

第１条  神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則（昭和 42年

２月規則第 63号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（パートタイム会計年度任用職員に

関する基準）  

（パートタイム会計年度任用職員に

関する基準）  

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ パートタイム会計年度任用職員の

期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 112.5を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。  

２ パートタイム会計年度任用職員の

期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 130を乗じて得た額に、基準日

以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。  
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(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

３～５  ［略］  ３～５  ［略］  

第２条  神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則の一部を次

のように改正する。  

次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

（パートタイム会計年度任用職員に

関する基準）  

（パートタイム会計年度任用職員に

関する基準）  

第３条  ［略］  第３条  ［略］  

２  パートタイム会計年度任用職員の

期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 120を乗じて得た額に、基準日

以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。  

２  パートタイム会計年度任用職員の

期末手当の額は、算定基礎額に 100

分の 112.5を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

３～５  ［略］  ３～５  ［略］  

   附  則  

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月

１日から施行する。  
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 神戸市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和３年 12月１日  

神戸市長  久   元   喜   造                                                        

神戸市規則第 32号  

神戸市会計規則の一部を改正する規則  

 神戸市会計規則（昭和 39年３月規則第 81号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（資金前渡）  （資金前渡）  

第 45条  次の各号に掲げる経費につい  

ては、現金支払をさせるため、その  

資金を前渡金管理者に前渡すること  

ができる。  

第 45条  次の各号に掲げる経費につい  

ては、現金支払をさせるため、その  

資金を前渡金管理者に前渡すること  

ができる。  

(1)～ (31) [略 ] (1)～ (31) [略 ] 

(32) 神戸市中小法人等の家賃サポ

ート緊急一時金交付要綱（令和

３ 年 ３ 月 30日 経 済 観 光 局 長 決

定）及び神戸市中小法人等の家

賃サポート緊急一時金第２期交

付要綱（令和３年 11月１日経済

観光局長決定）の規定に基づい

て交付する一時金  

(32) 神戸市中小法人等の家賃サポ

ート緊急一時金交付要綱（令和

３ 年 ３ 月 30日 経 済 観 光 局 長 決

定）の規定に基づいて交付する

一時金  
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(33)～ (36) [略 ] (33)～ (36) [略 ] 

２～４  ［略］   ２～４  ［略］   

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  
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告 示

神戸市告示第556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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造　

文 書 名
使 用 公 印 印影等の寸法

（ミリメートル）名　称 様　式 書　体

入学金納入通知書 市長の印 ２ 隷書 方15

神戸市告示第568号

　地方自治法 （昭和22年法律第67号） 第243条の３第１項，地方公営企業法 （昭和27年法律第

292号）第40条の２第１項及び神戸市「財政事情」の公表に関する条例（昭和39年３月条例第

73号）の定めるところにより，令和３年４月１日から令和３年９月30日までの期間における財

政事情を「財政のあらまし」により公表する。

　　令和３年12月１日

神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市告示第569号

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

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

る。

　　令和３年12月１日

神戸市長　久　元　喜　造　

指定番号
指定年月日

（対象となる寄附金）
名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

20210007

令和３年11月26日

（令和３年１月１日以後

に支出された寄附金）

公益財団法人　Ｇ－７奨学財団

代表理事　木下　守

神戸市須磨区弥栄台５丁目19番地の２
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神戸市告示第570号

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

建築物を景観形成重要建築物等として指定したので，同条第３項の規定により告示する。

　　令和３年12月14日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　名称

　　財田家住宅

２　所在地

　　神戸市西区押部谷町福住字願生寺447番地

神戸市告示第571号

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

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

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

　　令和３年12月14日

神戸市長　久　元　喜　造

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

及び保管した自転車等の台数、撤去し、保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

なければならない。

５　その他

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

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

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

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

別　表
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自転車等の保

管及び返還の

場所

自転車が置かれ，又は

放置されていた場所

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

撤去し，及

び保管した

年月日

問い合わせ先

垂水区西舞子

８丁目20番19

号

垂水保管所

垂水駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� １台 令和３年11

月１日

垂水区福田５

丁目６番20号

建設局垂水建

設事務所

電話707-0234

舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ０台

原動機付自転車� １台

垂水駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

令和３年11

月５日

舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ０台

原動機付自転車� １台

西舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

塩屋駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

垂水駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� １台 令和３年11

月10日舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

垂水駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� １台

令和３年11

月15日

舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

塩屋駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

垂水駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台 令和３年11

月18日舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

垂水駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台 令和３年11

月25日舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

垂水区管内長期放置
自転車� １台

原動機付自転車� ０台

令和３年11

月25日
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神戸市告示第572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12月14日　

神戸市長　久　元　喜　造

事業所番号
事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービス種

類

2810801783 Ｂ・Ｍ・Ｓ

兵庫県神戸

市垂水区宮

本町１番28

号

株式会社Ｊ

ｏ

兵庫県神戸

市垂水区宮

本町１番28

号

令和３年11

月１日
居宅介護

2810801783 Ｂ・Ｍ・Ｓ

兵庫県神戸

市垂水区宮

本町１番28

号

株式会社Ｊ

ｏ

兵庫県神戸

市垂水区宮

本町１番28

号

令和３年11

月１日

重度訪問介

護

2815101973

訪問介護ス

テーション

ゆりの郷

兵庫県神戸

市中央区雲

井通４丁目

１-25-402

中野ビル

Ａｒｒｏｗ　

Ｃａｒｅ株

式会社

兵庫県神戸

市中央区磯

上通３丁目

２番25－

1206

令和３年11

月１日
居宅介護

2815101973

訪問介護ス

テーション

ゆりの郷

兵庫県神戸

市中央区雲

井通４丁目

１-25-402

中野ビル

Ａｒｒｏｗ　

Ｃａｒｅ株

式会社

兵庫県神戸

市中央区磯

上通３丁目

２番25－

1206

令和３年11

月１日

重度訪問介

護

2815202029

よろこびケ

アライフサ

ービス

兵庫県神戸

市西区池上

４丁目５－

17ハイツサ

ンシティ

103

イー株式会

社

兵庫県神戸

市西区井吹

台西町５丁

目６番地の

４

令和３年11

月１日
居宅介護

2815202029

よろこびケ

アライフサ

ービス

兵庫県神戸

市西区池上

４丁目５－

17ハイツサ

ンシティ

103

イー株式会

社

兵庫県神戸

市西区井吹

台西町５丁

目６番地の

４

令和３年11

月１日

重度訪問介

護

2815202029 よろこびケ 兵庫県神戸 イー株式会 兵庫県神戸 令和３年11 同行援護
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アライフサ

ービス

市西区池上

４丁目５－

17ハイツサ

ンシティ

103

社 市西区井吹

台西町５丁

目６番地の

４

月１日

2810801775

ハートフェ

ルト・デジ

タル・プロ

ジェクト　

ｗｉｔｈ　

ｉｋｕａｓ

ｕ

兵庫県神戸

市垂水区日

向２丁目４

－19　ＮＴ

Ｔ垂水ビル

別館２階

人財クリエ

イション株

式会社

大阪府大阪

市阿倍野区

阿倍野筋一

丁目１番43

号あべのハ

ルカス32Ｆ

令和３年11

月１日

就労移行支

援（一般型）

2810801775

ハートフェ

ルト・フロ

ーラル・プ

ロジェクト　

ｗｉｔｈ　

ｉｋｕａｓ

ｕ

兵庫県神戸

市垂水区日

向２丁目４

－19　ＮＴ

Ｔ垂水ビル

別館２階

人財クリエ

イション株

式会社

大阪府大阪

市阿倍野区

阿倍野筋一

丁目１番43

号あべのハ

ルカス32Ｆ

令和３年11

月１日

就労継続支

援（Ｂ型）

神戸市告示第573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12月14日　

神戸市長　久　元　喜　造

事業所番号
事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービス種

類

2830200123
相談支援　

梁山泊

兵庫県神戸

市灘区城内

通４丁目４

－２－407

株式会社　

護神會

兵庫県神戸

市灘区城内

通四丁目４

番２-407号

令和３年11

月１日

計画相談支

援
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神戸市告示第574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12月14日　

神戸市長　久　元　喜　造

事業所番号
事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
廃止年月日

サービス種

類

2810801270

パール垂水

訪問介護事

業所

兵庫県神戸

市垂水区上

高丸一丁目

８番16号　

春美ビル１

階

JUNEBLI

SS株式会社

兵庫県神戸

市垂水区上

高丸一丁目

８番16号　

春美ビル１

階

令和３年10

月31日
居宅介護

2810801270

パール垂水

訪問介護事

業所

兵庫県神戸

市垂水区上

高丸一丁目

８番16号　

春美ビル１

階

JUNEBLI

SS株式会社

兵庫県神戸

市垂水区上

高丸一丁目

８番16号　

春美ビル１

階

令和３年10

月31日

重度訪問介

護

2815000159

有限会社あ

すか　ケア

サービスあ

うるの家

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

有限会社あ

すか

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

令和３年10

月30日
居宅介護

2815000159

有限会社あ

すか　ケア

サービスあ

うるの家

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

有限会社あ

すか

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

令和３年10

月30日

重度訪問介

護

2815001033

けあさぽー

とスピナッ

チ

兵庫県神戸

市北区八多

町下小名田

294-１　103

株式会社ス

ピナッチ

兵庫県神戸

市北区菖蒲

が丘一丁目

22番地の61

令和３年10

月31日
居宅介護

2815001033

けあさぽー

とスピナッ

チ

兵庫県神戸

市北区八多

町下小名田

294-１　103

株式会社ス

ピナッチ

兵庫県神戸

市北区菖蒲

が丘一丁目

22番地の61

令和３年10

月31日

重度訪問介

護

2810101127 あやめ

兵庫県神戸

市東灘区魚

崎北町五丁

合同会社Ｉ

ＲＩＳ

兵庫県神戸

市東灘区魚

崎北町五丁

令和３年10

月８日

就労継続支

援（Ｂ型）
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目９番14号 目９番14号

2810701264 明日への扉

兵庫県神戸

市須磨区明

神町２丁目

５－５

株式会社シ

チリア

兵庫県神戸

市須磨区明

神町二丁目

５番５号

令和３年10

月24日

就労継続支

援（Ｂ型）

2810801379 IKUASU

兵庫県神戸

市垂水区日

向２－４－

19ＮＴＴ垂

水ビル別館

２階

ｏｐｚｔ株

式会社

大阪府大阪

市中央区本

町４－２－

12東芝大阪

ビル５階

令和３年10

月31日

就労移行支

援（一般型）

2820700116
はなかるた

３号棟

兵庫県神戸

市須磨区白

川台５丁目

58－12

株式会社シ

チリア

兵庫県神戸

市須磨区明

神町二丁目

５番５号

令和３年10

月24日

共同生活援

助

神戸市告示第575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12月14日

神戸市長　久　元　喜　造

事業所番号
事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービス種

類

2855100141
ここなくら

ぶ春日野

兵庫県神戸

市中央区熊

内橋通５丁

目１－５　

ミネゲンビ

ル２Ｆ

株式会社シ

ンシアリテ

ィー

大阪府堺市

百舌鳥西之

町三丁500

番高橋ビル

２Ａ

令和３年11

月１日

放課後等デ

イサービス

2850500162
ここなくら

ぶ新開地

兵庫県神戸

市兵庫区永

沢町３丁目

７－７　イ

ーデンハイ

ツ永沢101

株式会社シ

ンシアリテ

ィー

大阪府堺市

北区百舌鳥

西之町三丁

500番高橋

ビル２Ａ

令和３年11

月１日

放課後等デ

イサービス

2850100237 ここなくら 兵庫県神戸 株式会社シ 大阪府堺市 令和３年11 放課後等デ
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ぶ東灘 市東灘区深

江本町３丁

目８－12　

21東灘２Ｆ

ンシアリテ

ィー

北区百舌鳥

西之町三丁

500番高橋

ビル２Ａ

月１日 イサービス

2850200177
ここなくら

ぶ六甲

兵庫県神戸

市灘区上河

原通三丁目

４－15　ロ

ーレル甲南

１階

株式会社シ

ンシアリテ

ィー

大阪府堺市

北区百舌鳥

西之町三丁

500番高橋

ビル２Ａ

令和３年11

月１日

放課後等デ

イサービス

2850500154

放課後等デ

イサービス

るあな

兵庫県神戸

市兵庫区馬

場町14－２

ドミールガ

ルテン大倉

山２F（202

号室他）

社会福祉法

人基督教日

本救霊隊神

戸実業学院

兵庫県神戸

市兵庫区平

野町天王谷

奥東服山

270番地

令和３年11

月１日

放課後等デ

イサービス

神戸市告示第576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12月14日

神戸市長　久　元　喜　造

事業所番号
事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービス種

類

2870200108
相談支援　

梁山泊

兵庫県神戸

市灘区城内

通四丁目４

－２－407

株式会社　

護神會

兵庫県神戸

市灘区城内

通四丁目４

番２-407号

令和３年11

月１日

障害児相談

支援

神戸市告示第577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12月14日
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神戸市長　久　元　喜　造

事業所番号
事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
廃止年月日

サービス種

類

2855100562

スポーツキ

ッズライブ

リー春日野

兵庫県神戸

市中央区熊

内橋通５丁

目１－５　

ミネゲンビ

ル２F

株式会社ラ

イブリーエ

モーション

兵庫県神戸

市中央区熊

内町四丁目

６番17号

令和３年10

月31日

放課後等デ

イサービス

2850500121

スポーツキ

ッズライブ

リー新開地

兵庫県神戸

市兵庫区永

沢町３丁目

７－７　イ

ーデンハイ

ツ永沢101

株式会社ラ

イブリーエ

モーション

兵庫県神戸

市中央区熊

内町四丁目

６番17号

令和３年10

月31日

放課後等デ

イサービス

2850100658

スポーツキ

ッズライブ

リー東灘

兵庫県神戸

市東灘区深

江本町３丁

目８番12号　

21東灘２階

株式会社ラ

イブリーエ

モーション

兵庫県神戸

市中央区熊

内町四丁目

６番17号

令和３年10

月31日

放課後等デ

イサービス

神戸市告示第578号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更し、

同条第２項の規定により、令和３年12月15日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月28日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年12月14日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

市道 山田里２号線 神戸市北区西大池２丁目50番

２地先から

神戸市北区西大池２丁目50番

２地先まで

新 4.30 最大� 6.50

最小� 5.50

旧 4.30 最大� 5.60

最小� 5.50
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神戸市告示第579号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更し、

同条第２項の規定により、令和３年12月15日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月28日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年12月14日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

国道 国道428号 神戸市北区山田町下谷上字上

の勝２番１地先から

神戸市北区山田町下谷上字上

の勝２番１地先まで

新 10.80 最大� 13.70

最小� 12.30

旧 10.80 最大� 13.70

最小� 10.00

県道 神戸三田線 神戸市北区山田町下谷上字上

の勝２番１地先から

神戸市北区山田町下谷上字上

の勝２番１地先まで

新 10.80 最大� 13.70

最小� 12.30

旧 10.80 最大� 13.70

最小� 10.00

神戸市告示第580号

　道路法 （昭和27年法律第180号） 第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月28日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年12月14日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

市道 葺合南146号

線

神戸市中央区雲井通５丁目

301番地先から

神戸市中央区雲井通５丁目

324番地先まで

新 111.60 最大� 18.00

最小� 18.00

旧 111.60 最大� 10.50

最小� 10.20
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神戸市告示第581号

　道路法 （昭和27年法律第180号） 第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月28日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年12月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

(メートル)

幅 員

(メートル)

市道 西須磨方面第

32号線

神戸市須磨区桜木町２丁目２

番１地先から

神戸市須磨区桜木町１丁目27

番４地先まで

新 93.00 最大� 6.50

最小� 3.00

旧 93.00 最大� 3.20

最小� 2.70

神戸市告示第582号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更し，

同条第２項の規定により、令和３年12月15日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月28日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年12月14日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

県道 神戸加古川姫

路線

神戸市須磨区多井畑字池ノ奥

上５番１地先から

神戸市須磨区多井畑字池ノ奥

上５番１地先まで

新 74.80 最大� 29.90

最小� 27.30

旧 74.80 � 25.00

市道 多井畑名谷線 神戸市須磨区多井畑字池ノ奥

上５番１地先から

神戸市須磨区多井畑字池ノ奥

上５番１地先まで

新 74.80 最大� 29.90

最小� 27.30

旧 74.80 � 25.00
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神戸市告示第583号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更し、

同条第２項の規定により、令和３年12月15日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月28日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年12月14日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

市道 有野町合併第

29号線

神戸市北区有野町二郎字中

667番２地先から

神戸市北区有野町二郎字中

670番９地先まで

新 85.40 最大� 7.10

最小� 5.80

旧 86.20 最大� 3.20

最小� 0.90

公 告

神戸市公告第930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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 狩場台公園便所改築工事

工事場所 神戸市西区狩場台５丁目１

完成期限 令和４年３月16日　

工事概要
公園便所改築工事、これに伴う屋外付帯工事、既設便所とりこわし工事、電気・

機械設備工事

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業
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建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）
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提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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931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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造
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１　入札に付する事項

工 事 名 神戸リハビリテーション病院外灯設備他更新工事

工事場所 神戸市北区しあわせの村１－18

完成期限 令和４年３月11日

工事概要
神戸リハビリテーション病院外灯設備・照明設備更新に伴う電気設備工事一

式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 電気工事業に係る建設業の許可

等級　

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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
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　　は「受付最終日」と読み替えること。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。
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10　その他

　　

　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
無

　�　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932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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 和光園温水循環ろ過機更新工事

工事場所 神戸市須磨区養老町１丁目８番30号

完成期限 令和４年３月25日

工事概要 和光園の温水循環ろ過機の更新を行う、機械設備工事及び電気設備工事一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 管工事業に係る建設業の許可

等級　

管一般Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。
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�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法 　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
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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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　　

　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
無

　�　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933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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 旧惣谷川雨水幹線改築工事

工事場所 神戸市長田区宮川町１丁目、２丁目

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年６月30日

工事概要
管きょ工（開削）　内径800㎜×800㎜　L=29.62ｍ、

付帯工　一式、　仮設工　一式　他

前 払 金 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。

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

２　入札に参加する者に必要な資格

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

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

土木Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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～



令和３年 12月 14日 第3738号神 戸 市 公 報 5052

　　午後８時）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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934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。
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　　令和３年11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 南平尾雨水幹線改築工事

工事場所 神戸市垂水区平磯１丁目１－65

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年６月30日

工事概要
管渠工（開削）　鉄筋コンクリート複合管φ800　L=16.5ｍ

マンホール工　一式、　付帯工　一式、　仮設工　一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

土木Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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。
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　※�なお、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。
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　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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935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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 夢野白川線（中部管内）舗装補修工事

工事場所 神戸市兵庫区菊水町10丁目～滝山町

完成期限 令和４年３月25日　

工事概要
切削オーバーレイ工（１層）A=3,200㎡、切削オーバーレイ工（２層）A=1,800㎡、

区画線工　N=一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

舗装工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が4,000万円（建築工事の場合は6,000万円）以上になる

場合は、特定建設業許可を要します。

等級

舗装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。

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望とし

て登録していること。

その他
　神戸市内に本店を有すること。

　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。
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�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

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

票」を確認し、印刷、保存すること。なお、「内訳書」の提出については入札

説明書等によります。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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936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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 国道428号舗装補修工事

工事場所 神戸市兵庫区平野町字天王谷

完成期限 令和４年３月31日　

工事概要 舗装補修工　2,140㎡、舗装補修工　10㎡、区画線工　　一式
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前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 舗装工事業に係る建設業の許可

等級

舗装Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望とし

て登録していること。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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
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　�　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請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

提出期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

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

ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。
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神戸市公告第937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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 足谷公園改修工事

工事場所 神戸市北区京地１丁目51番　足谷公園

完成期限 令和４年３月31日

工事概要

コンクリート舗装工-１　27㎡、真砂土敷均し工（B）175㎡、複合遊具工　１基、

水飲み台工　１基、小型重力式擁壁工-１　15ｍ、小型重力式擁壁工-２　15

ｍ他

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 造園工事業の建設業の許可

等級

造園一般Ａ又はＢ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において、有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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
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　　�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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

８　入札保証金
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　　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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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938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11月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 神陵台３号線道路付属施設整備工事

工事場所 神戸市垂水区神陵台５丁目

完成期限 令和４年３月31日

工事概要
乱横断防止柵撤去　329ｍ、ガードパイプ設置　156ｍ、転落防止柵設置　173

ｍ

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 とび・土工工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を登録

業種としていること(希望順位は問わない)。

その他 　神戸市内に本店を有すること。
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　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時
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方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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939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11月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 神戸総合運動公園テニスコート改修工事

工事場所 神戸市須磨区緑台　神戸総合運動公園内
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完成期限 令和４年３月18日

工事概要
砂入り人工芝撤去工　1,520㎡、排水性舗装　176㎡、

砂入り人工芝舗装工　1,520㎡、　他

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業、造園工事業又は舗装工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「運動施設」を第１希望

又は第２希望として登録していること。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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
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　�　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月３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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年12月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月７日（火）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年12月８日（水）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　入札説明書の内容は、兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム
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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940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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 本庁舎１号館玄関ロビー・議場吊天井脱落対策工事

工事場所 神戸市中央区加納町６丁目５番１号

完成期限 令和４年９月30日

工事概要

１階玄関ロビー、及び風除の各天井部分の脱落対策工事　一式　

２階、階段Ｄの天井部分の脱落対策工事　一式

29階議場の天井部分の脱落対策工事　一式

上記に伴う電気、機械設備工事　一式

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

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級　

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。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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
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　　上であること。

　・なお、工事実績がない場合については、65点未満とみなす。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月26日（金）～12月10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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月13日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月14日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法
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日 　 時 令和３年12月15日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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941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11月26日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 神戸空港連絡橋取付道路拡幅工事

工事場所 神戸市中央区港島９丁目、神戸空港

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年11月30日

工事概要
軽量盛土工　一式、雨水排水工　一式、舗装工　一式、安全施設設置工　一

式

前 払 金 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。

そ の 他 この入札は、開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。
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２　入札に参加する者に必要な資格

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

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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
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提出期間

令和３年11月26日（金）～12月10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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月13日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月14日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月15日（水）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

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

ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。
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神戸市公告第943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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 神戸市立小磯記念美術館便所改修工事

工事場所 神戸市東灘区向洋町中５丁目７

完成期限 令和４年３月31日

工事概要 便所の洋式化に伴うブース拡張と床・壁改修

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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
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　　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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。
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　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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944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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 高倉台児童館外壁他改修工事

工事場所 神戸市須磨区高倉台１－２－１

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和４年５月31日

工事概要 外壁改修、屋根改修、内装改修工事他

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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
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　　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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法
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日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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945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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 玉津処理場屋上防水・車路建具改修工事

工事場所 神戸市西区森友１丁目26

完成期限 令和４年３月28日

工事概要 屋上防水改修工事　一式、建具改修工事　一式

前 払 金 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。

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。

２　入札に参加する者に必要な資格

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

建設業の許可

以下の又はいずれかの条件に該当すること

　防水工事業及び建築工事業の建設業の許可を有する

　防水工事業及び建具工事業の建設業の許可を有する

　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。

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「防水」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）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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
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受付期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

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

ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。
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神戸市公告第946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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 中央図書館空気調和設備他改修工事

工事場所 神戸市中央区楠町７丁目２－１

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和４年７月15日

工事概要

１号館３階事務室 （資料係）を個別化空調方式に改修、４階機械室全熱交換

機及び送風機を更新、２号館１・２階の空調設備を更新する機械設備工事一式。

上記に伴う電気設備工事及び建築工事一式。

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

管工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が4,000万円（建築工事の場合は6,000万円）以上になる

場合は、特定建設業許可を要します。

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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
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　　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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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
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　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

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

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

神戸市公告第947号

　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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 明石川護岸補修工事

工事場所 神戸市北区山田町藍那

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和４年６月30日　

工事概要

工事延長　L=38.3［ｍ］

ブロック積護岸工A=26［㎡］　ブロック積基礎工L=8.6［ｍ］

天端コンクリート工L=7.7［ｍ］

埋戻しコンクリート工V=37［㎥］　床張りコンクリートV=37［㎥］

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

土木Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。
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その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時 第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時
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第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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948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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 岩岡地区汚水管布設工事

工事場所 神戸市西区岩岡町古郷
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完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年４月28日　

工事概要

管きょ工　K１φ200mm　L=29.7ｍ、K１φ150mm　L=11.0ｍ

管きょ工　DCIPφ150mm　L=20.4ｍ

マンホール工　一式、取付管及びます工　一式、付帯工　一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

土木Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

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

提出期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無
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　�　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949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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 神戸箕谷線舗装補修工事

工事場所 神戸市中央区神戸港地方

完成期限 令和４年３月18日　

工事概要
切削オーバーレイ工（１層）A=4,340㎡

区画線工　一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 舗装工事業に係る建設業の許可

等級

舗装Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望とし

て登録していること。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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
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　�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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」
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　イ　入札を打ち切る場合� 「取止め通知書」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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950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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 令和３年度　多目的管理道開設他工事

工事場所 神戸市兵庫区平野町

完成期限 令和４年３月11日

工事概要

〇管理道開設　189ｍ、舗装工　一式、準備工（伐開）　1,440㎡、カゴ工　一式、

　切土工　800㎥　

〇被災箇所補修　２か所

　盛土工　240㎥、鋼製Ｌ型擁壁　17ｍ　他

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業
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建設業の許可 造園工事業の建設業の許可

等級

造園一般Ａ又はＢ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において、有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）
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提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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951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12月１日
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神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 しあわせの村テニスコート改修工事

工事場所 神戸市北区ひよどり台　しあわせの村内

完成期限 令和４年３月22日

工事概要
砂入り人工芝撤去工　1,700㎡、透水性アスファルト舗装工　1,700㎡、

砂入り透水型人工芝舗装工　1,700㎡　他

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業、造園工事業又は舗装工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「運動施設」を第１希望

又は第２希望として登録していること。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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
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　　は「受付最終日」と読み替えること。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。
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10　その他

　

　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
無

　�　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952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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 新港第４突堤ガイドレール延伸等工事

工事場所 神戸市中央区新港町

完成期限 令和４年３月31日　

工事概要 ガイドレール設置　80ｍ

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

土木Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。



令和３年 12月 14日 第3738号神 戸 市 公 報 5094

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法 　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
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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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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953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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 ポートアイランド（第２期）歩道整備及び土地造成工事

工事場所 神戸市中央区港島９丁目

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年７月31日

工事概要 掘削工　30,400㎥、舗装工　1,995㎡

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業
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建設業の許可

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。

等級

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。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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
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提出期間

令和３年12月１日（金）～12月14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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月15日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月16日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月17日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

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

ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。
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神戸市公告第954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12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 六甲アイランド道路新設工事

工事場所 神戸市東灘区向洋町中９丁目

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年６月30日

工事概要
道路土工一式、排水構造物工一式、汚水管敷設工一式、撤去工一式、舗装工

一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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。
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　・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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年12月１日（水）～12月14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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月15日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月16日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月17日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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
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　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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955号

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

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

条の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　件名

　　　神戸市立科学技術高等学校３Ｄプリンタ購入（その２）

　　数量

　　　一式

　　納入場所

　　　神戸市立科学技術高等学校

　　納入期限

　　　令和４年３月31日

　　調達物品の特質

　　　入札説明書によります。

２　入札方式

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

入札を原則とします。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　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。

　　神戸市内に本店を有すること。

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

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

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

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月９日（木）午後５時まで

　　交付方法

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

次＞物品発注情報 （制限付一般競争入札）」 に掲載します。参加する者は入札説明書をダ

ウンロードしてください。

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　提出期間　公告の日から令和３年12月９日（木）まで

　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　�　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システム

による提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、次によります。

　　ア　提出期間

　　　　公告の日から令和３年12月10日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　　提出期間

　　　第１日目　　令和３年12月22日（水）午前９時から午後８時まで

　　　第２日目　　令和３年12月23日（木）午前９時から午前10時まで

　　提出方法

　　　入札説明書による。

９　開札の日時等

　　開札日時

　　　令和３年12月23日（木）午前10時30分から
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　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

10　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。

12　落札者の決定の方法

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

問わず、規程第10条の規定により定めた予定価格の110分の100に相当する価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　　

神戸市公告第956号

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

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

条の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　件名

　　　神戸市立科学技術高等学校３Ｄプリンタ購入（その３）

　　数量

　　　一式

　　納入場所

　　　神戸市立科学技術高等学校

　　納入期限

　　　令和４年３月31日

　　調達物品の特質

　　　入札説明書によります。

２　入札方式

　�　兵庫県電子入札共同運営システム（以下 「電子入札システム」 という。）を利用する電子
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入札を原則とします。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　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。

　　神戸市内に本店を有すること。

　�　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。

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

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

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月９日（木）午後５時まで

　　交付方法

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

次＞物品発注情報 （制限付一般競争入札）」 に掲載します。参加する者は入札説明書をダ

ウンロードしてください。

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　提出期間　公告の日から令和３年12月９日（木）まで

　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　�　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システム

による提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、次によります。

　ア　提出期間

　　　公告の日から令和３年12月10日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　イ　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　　提出期間

　　　第１日目　令和３年12月22日（水）午前９時から午後８時まで

　　　第２日目　令和３年12月23日（木）午前９時から午前10時まで
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　　提出方法

　　　入札説明書による。

９　開札の日時等

　　開札日時

　　　令和３年12月23日（木）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

10　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。

12　落札者の決定の方法

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

問わず、規程第10条の規定により定めた予定価格の110分の100に相当する価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　　

神戸市公告第957号

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年12月１日

　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　件名

　�　�　新型コロナワクチン及び接種用資材の接種施設への供給体制の構築及び管理運営（受け

入れ、管理、保管、仕分け、梱包、配送及び問い合わせ対応）業務

　　数量

　　　拠点整備　一式
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　　　配送延べ車両見込み台数　6,875台

　　業務履行場所

　　　仕様書のとおり

　　履行期間

　　　契約締結日から令和４年９月30日（金）まで

　　　ただし、配送業務については令和４年２月１日（火）からとします。

　　物品の特質等

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

　　支払い条件

　�　�　令和４年２月以降の毎月末を締め切り日として行う報告及び請求に従い支払います。毎

月の支払金額は、契約金額のうち総価契約に係る金額については８分の１に相当する額と

し、単価契約に係る金額については実績に応じた額とします。ただし、分割した金額に端

数が生じた場合は、その端数を初回の支払金額に合算します。

２　入札手続の種類

　�　この案件は、入札手続きにおいて提案書の提出を求め、入札者の提示する技術、専門的知

識、創意工夫等と入札価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式を採用

します。

３　総合評価に関する事項

　　入札価格に対する得点（以下「価格評価点」という。）の算出方法は次のとおりとします。

　�　�価格評価点＝（１－入札価格／予定価格） ×価格評価点に配分された得点の満点 （価格評　

価点は、小数点第２位を四捨五入するものとします。

　�　技術等に対する得点 （以下 「技術等評価点」 という。）は、入札説明書の「別紙　落札

者決定基準」に従い、評価するものとします。

　�　総合評価は、入札者の価格評価点と技術等評価点を合計した値（以下「総合評価点」と

いう。）をもって行います。

４　入札に参加する者に必要な資格

　　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。

　　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。

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

更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。

　�　入札参加資格の確認の申請の提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、神戸市指

名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

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

こと。

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

５　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市健康局保健所保健課（電話番号078-322-5290）

　　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21階

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

ては、入札説明書によります。

７　入札説明書等の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月15日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　�　神戸市ホームページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/vaccine_recruitment.html）

に掲載します。参加する者は入札説明書等をダウンロードしてください。

　　神戸市ホームページを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市ホームページを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　�　公告の日から令和３年12月15日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市健康局保健所保健課（電話番号078-322-5290）

　　　　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21階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　提出期間

　　　公告の日の翌日から令和３年12月15日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　提出場所

　　　神戸市健康局保健所保健課（電話番号078-322-5290）

　　　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21階

９　入札書及び提案書の提出日及び提出方法等

　　提出日

　　　令和４年１月４日（火）午前９時から令和４年１月11日（火）午後５時まで

　　提出場所

　　　神戸市健康局保健所保健課（電話番号078-322-5290）

　　　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21階

　　提出方法

　　　持参にて提出すること。

10　提案書に関するヒアリング

　�　令和４年１月14日 （金）（予定）に、提案書に対するヒアリングを実施します。配置予定
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技術者及び提案書の説明ができる者が出席してください。ヒアリングの実施日時及び場所に

ついては、別途指示します。なお、ヒアリングへの出席の際は身分を証明できるものを持参

してください。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月17日（月）午前10時

　　開札場所

　　　神戸市健康局保健所保健課（電話番号078-322-5290）

　　　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24階1241会議室（予定）

12　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

13　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　ア�　入札参加資格確認申請書等提出後、入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構

成企業を抱える入札参加者が行った入札

　　イ　入札参加資格確認申請書に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札

　　ウ　参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札

　　エ　委任状が提出されていない代理人の入札

　　オ　２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　　カ　入札参加者が他の入札参加者の代理をした入札

　　キ　入札参加者が談合した入札

　　ク　記名押印を欠いた入札

　　ケ　入札金額を訂正した入札

　　コ　入札金額又は事業名を欠いた、又は確認しがたい入札

　　サ　誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　　シ　電送及び電話による入札

　　ス　その他入札に関する条件に違反した、又は執行者の指示に従わなかった者の入札

　　セ　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入札

　�　入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者の参加の

制限

　　�　この入札に参加する複数の者（組合（共同企業体を含む）にあってはその構成員）の関

係が、以下の基準のいずれかに該当する場合には、該当する者のした入札は全て無効とし

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

は無効とはならないものとします。

　　ア　資本関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　①�　子会社等 （会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親

会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合

　　　②　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
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　　イ　人的関係

　　　　以下のいずれかに該当する二者の場合。

　　　�　ただし、①については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条

第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法 （平成11年法

律第225号） 第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 （会社更

生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を

除く。

　　　①�　一方の会社等の役員 （会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

　　　　１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

　　　　　（ⅰ）�会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委

員である取締役

　　　　　（ⅱ）会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

　　　　　（ⅲ）会社法第２条第15号に規定する社外取締役

　　　　　（ⅳ）�会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を

執行しないこととされている取締役

　　　　２）会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

　　　　３）�会社法第575条第１項に規定する持分会社 （合名会社、合資会社又は合同会社を

いう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている社員を除く。）

　　　　４）組合の理事

　　　　５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに掲げる者に準ずる者

　　　②　一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

　　　③　一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

　　ウ�　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　�　組合 （共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上

記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

14　落札者の決定の方法

　　次のいずれの要件にも該当する者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とします。

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　イ　技術点等評価点80点のうち35点以上であること。

　�　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは、技術点等評価点の高い者を落札者とし

ます。この場合において、技術等評価点及び価格評価点ともに同点である者が２者以上あ

るときは、入札価格が低い方を落札者とし、入札価格も同額である場合は、くじにより落

札者を定めるものとします（くじの日時及び場所については、別途指示します）。

　�　仕様書及び提案書様式に記載の内容に基づかない提案書については、評価の対象とせず

に失格とする場合があります。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

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

きます。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

受けることができます。

　　�　ただし、令和３年12月15日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　�　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「業務費内訳書」に記載された総価

に基づく総価契約並びに単価に基づく単価契約とします。

19　Summary�

　�　Contract�Content:�Construction�and�administration�of�a�supply�system�for�Covid-19�

vaccines�and�vaccination�materials�to�vaccination�facilities.�(Administration�includes�

receipt,�management,�storage,�sorting,�packing,�delivery,�and�inquiry�handling.)

　　Quantity

　　　Number�of�operation�bases:�１�base

　　　Number�of�delivery�vehicles:�6,875�vehicles

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

intending�to�make�bids:�５:00�p.m.�December�15,�2021.

　�　Period�for�submitting�bids:�from�９:00�a.m.�January�4,�2022�to�５:00�p.m.�January�11,�

2022.

　　�Applicants�can�obtain�bid�application�forms�at�the�Public�Health�Division,

　　Public�Health�Bureau,�City�of�Kobe.�

　　６-５-1,�Kano-cho,�Chuo-ku,�Kobe�650-8570,�Japan�

　　TEL�078-322-5290

神戸市公告第965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12月14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

　�　神戸市西区玉津町今津字西垣内76番１、76番２、77番１、80番１、82番10の一部、82番11

の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
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　　神戸市垂水区福田五丁目６番７号

　　神興株式会社

　　　　代表取締役　青山　裕之

３　許可番号

　　令和３年２月２日　第7095号

　　（変更許可　令和３年10月22日　第1467号）

神戸市公告第966号

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

より、次のとおり公告します。

　　令和３年12月14日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　　名称、位置及び区域

名　　称 位　　　置 区 　 　 域 備考

六甲道北公園
灘区六甲町１丁目・２

丁目

神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり

六甲町公園 灘区六甲町５丁目
神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり

　　供用開始の年月日

　　　令和３年12月14日

神戸市公告第967号

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

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

もに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和３年12月14日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。

　　令和３年12月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
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　　プリコ神戸

　　神戸市中央区相生町３丁目１番１号　他

２　変更した事項

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

名

　（変更前）

氏名又は名称 住 　 　 　 所
法人にあっては

代表者の氏名

神戸ＳＣ開発株会社 神戸市東灘区住吉本町１丁目２番１号
代表取締役

中村　順一

　（変更後）

氏名又は名称 住 　 　 　 所
法人にあっては

代表者の氏名

JR 西日本アーバン開発株式会

社
神戸市東灘区住吉本町１丁目２番１号

代表取締役

藤岡　秀樹

　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名

　（変更前）

氏名又は名称 住 　 　 　 所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町３丁目８番16号
代表取締役

村上　知義

株式会社千惣 大阪市住吉区苅田７丁目11番19号
代表取締役

岡山　克己

株式会社成城石井 横浜市西区北幸２丁目９番30号
代表取締役

原　昭彦

株式会社マツモトキヨシ 千葉県松戸市新松戸東９番１号
代表取締役

松本　清雄

株式会社ジェイアール西日本デ

イリーサービスネット
兵庫県尼崎市潮江１丁目２番12号

代表取締役

井上　浩一

ユナイテッドビーズ株式会社 広島県福山市南手城町２丁目21番４号
代表取締役

高上　徳浩

株式会社ジェイアイエヌ 東京都渋谷区神宮前２丁目34番17号
代表取締役

田中　仁

ブルーブルーエジャパン株式会

社
東京都新宿区下落合２丁目17番７号

代表取締役

神山　邦雄
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株式会社楠公堂薬局 神戸市中央区相生町２丁目３番11号
代表取締役

植野　光信

モロゾフ株式会社 神戸市東灘区御影本町６丁目11番19号
代表取締役

山口　信二

ゴンチャロフ製菓株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目２番８号
代表取締役

光葉　正博

株式会社文明堂神戸店 神戸市兵庫区福原町３番２号
代表取締役

片山　信勝

株式会社マイン 福岡県遠賀郡遠賀町尾崎420番地の１
代表取締役

舟越　丈夫

株式会社ジオン商事 大阪市西区靭本町１丁目12番４号
代表取締役

川端　康弘

株式会社パーク・コーポレー

ション
東京都港区南青山５丁目１番２号

代表取締役

井上　英明

千鳥屋宗家株式会社 兵庫県尼崎市塚口町３丁目26番地の４
代表取締役

原田　太七郎

株式会社クロスカンパニー 岡山市北区幸町２番８号
代表取締役

石川　康晴

株式会社レプハウス 東京都世田谷区太子堂１丁目４番24号
代表取締役

堀口　康弘

株式会社グレートブリテン 東京都北区赤羽１丁目27番４号
代表取締役

徳永　邦夫

株式会社ディオンディオン 神戸市中央区北長狭通２丁目６番２号
代表取締役

山上　奈美

株式会社Ｌｉｎ 神戸市中央区三宮町２丁目11番１号
代表取締役

林　為栄

株式会社淡路屋 神戸市東灘区魚崎南町３丁目６番18号
代表取締役

福富　雅彦

他１名

　（変更後）

氏名又は名称 住 　 　 　 所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社ヴィ・ド・フランス 東京都千代田区岩本町３丁目10番１号
代表取締役

伊達　宏和

株式会社千惣 大阪市住吉区苅田７丁目11番19号
代表取締役

渡邊　将一
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株式会社成城石井 横浜市西区北幸２丁目９番地30号
代表取締役

原　昭彦

株式会社マツモトキヨシ 千葉県松戸市新松戸東９番地１
代表取締役

大田　貴雄

株式会社大垣書店 京都市北区小山上總町14番地
代表取締役

大垣　守弘

有限会社Leaf 奈良県奈良市神功５丁目２番26号
代表取締役

岡村　晃彦

株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋４丁目26番３号
代表取締役

松崎　暁

ブルーブルーエジャパン株式会

社
東京都渋谷区神宮前６丁目13番３号

代表取締役

神山　邦雄

株式会社楠公堂薬局 神戸市中央区相生町２丁目３番11号
代表取締役

植野　光信

モロゾフ株式会社 神戸市東灘区御影本町６丁目11番19号
代表取締役

山口　信二

株式会社カリーナステラ 神戸市中央区元町通５丁目６番４号
代表取締役

庄村　憲近

ゴンチャロフ製菓株式会社 神戸市灘区船寺通４丁目２番８号
代表取締役

光葉　正博

株式会社文明堂神戸店 神戸市兵庫区福原町３番２号
代表取締役

片山　信勝

株式会社ディーエイチシー 東京都港区南麻布２丁目７番１号
代表取締役

吉田　嘉明

株式会社ジオン商事 大阪市西区靭本町１丁目12番４号
代表取締役

川端　康資

株式会社パーク・コーポレー

ション
東京都港区南青山５丁目１番２号

代表取締役

井上　英明

株式会社千鳥屋宗家 兵庫県尼崎市塚口町３丁目26番地の４
代表取締役

原田　太七郎

株式会社ジンズ 群馬県前橋市川原町２丁目26番地４
代表取締役

田中　仁

株式会社ストライプインターナ

ショナル
岡山市北区幸町２番８号

代表取締役

立花　隆央

株式会社グレートブリテン 東京都北区神谷２丁目25番４号
代表取締役

徳永　世界

株式会社Dion 神戸市中央区中山手通１丁目25番３号 代表取締役
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山上　奈美

エレコム株式会社
大阪府大阪市中央区伏見町４丁目１番

１号

代表取締役

葉田　順治

株式会社ジェイアール西日本デ

イリーサービスネット
兵庫県尼崎市潮江１丁目２番12号

代表取締役

二階堂　暢俊

株式会社淡路屋 神戸市東灘区魚崎南町３丁目６番18号
代表取締役

寺本　督

３　変更の年月日及び理由

　２については、令和２年８月１日　商号変更等のため。

　２については、令和３年３月16日　代表者変更等のため。

４　届出年月日

　　令和３年８月23日

５　縦覧期間

　　令和３年12月14日から令和４年４月13日まで

６　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

神戸市公告第968号

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

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

もに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和３年12月14日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。

　　令和３年12月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　春日野道ＮＫビル

　　神戸市中央区北本町通１丁目301番１外

２　変更した事項

　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名
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　（変更前）

氏名又は名称 住 　 　 　 所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社西松屋チェーン 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
代表取締役

大村　禎史

株式会社メガネトップ 静岡市葵区伝馬町８番地の６
代表取締役

冨澤　昌宏

　（変更後）

氏名又は名称 住 　 　 　 所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社西松屋チェーン 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
代表取締役

大村　浩一

株式会社メガネトップ 静岡市葵区伝馬町８番地の６
代表取締役

冨澤　昌宏

３　変更の年月日

　　令和２年８月21日

４　変更する理由

　　代表者変更のため。

５　届出年月日

　　令和３年８月31日

６　縦覧期間

　　令和３年12月14日から令和４年４月13日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

神戸市公告第969号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和３年12月14日から４月以内に、神戸市に対
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し、意見書の提出により、意見を述べることができます。

　　令和３年12月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ須磨海浜公園駅前店

　　神戸市須磨区松風町３丁目２番１号

２　変更した事項

　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名

　（変更前）

氏名又は名称 住 所
法人にあっては

代表者の氏名

マックスバリュ西日本株式会社 広島市南区段原南１丁目３番52号
代表取締役

平尾　健一

　（変更後）

氏名又は名称 住 所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社光洋 大阪市北区天神橋２丁目３番16号
代表取締役

平田　炎

３　変更の年月日

　　平成31年３月１日

４　変更する理由

　　事業譲渡に伴う小売業者の変更のため。

５　届出年月日

　　令和３年８月31日

６　縦覧期間

　　令和３年12月14日から令和４年４月13日まで

６　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

神戸市公告第970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。
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　　令和３年12月14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

　　神戸市須磨区桜の杜二丁目５番11、６番８、853番15、６番１の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市垂水区坂上３丁目２番24号

　　株式会社　ハウス販売神戸

　　　　代表取締役　神田和幸

３　許可番号

　　令和３年２月17日　第7097号
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神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程の一部を改正する規程

をここに公布する。  

  令和３年 12月 1日  

神戸市水道事業管理者  山   本   泰   生   

神戸市水道管理規程第 14号  

神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程の一部を改正す

る規程  

第１条  神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程 (昭和 41年 12月

水道管理規程第 20号 )の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第３条  [略 ] 第３条  [略 ] 

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 112.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 92.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 127.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 107.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法

水 道 局
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第３条  [略 ] 第３条  [略 ] 

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 112.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 92.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 127.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 107.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法
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神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程の一部を改正す

る規程  

第１条  神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程 (昭和 41年 12月

水道管理規程第 20号 )の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第３条  [略 ] 第３条  [略 ] 

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 112.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 92.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 127.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 107.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法

水 道 局
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律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 207.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 222.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

(1)～ (4) [略 ] (1)～ (4) [略 ] 

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 112.5」とある

のは「 100分の 62.5」と、「 100分の

92.5」とあるのは「 100分の 52.5」

とする。  

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 127.5」とある

のは「 100分の 72.5」と、「 100分の

107.5」とあるのは「 100分の 62.5」

とする。  

４～ 12 ［略］  ４～ 12 ［略］  

第２条  神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 207.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 222.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

(1)～ (4) [略 ] (1)～ (4) [略 ] 

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 112.5」とある

のは「 100分の 62.5」と、「 100分の

92.5」とあるのは「 100分の 52.5」

とする。  

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 127.5」とある

のは「 100分の 72.5」と、「 100分の

107.5」とあるのは「 100分の 62.5」

とする。  

４～ 12 ［略］  ４～ 12 ［略］  

第２条  神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 207.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 222.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

(1)～ (4) [略 ] (1)～ (4) [略 ] 

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 112.5」とある

のは「 100分の 62.5」と、「 100分の

92.5」とあるのは「 100分の 52.5」

とする。  

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 127.5」とある

のは「 100分の 72.5」と、「 100分の

107.5」とあるのは「 100分の 62.5」

とする。  

４～ 12 ［略］  ４～ 12 ［略］  

第２条  神戸市水道局企業職員の期末手当等の支給に関する規程の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第３条  [略 ] 第３条  [略 ] 

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 120（管理職手当の支給に関す

る規程（昭和 41年 12月神戸市水道管

理規程第 19号）別表の支給区分欄の

甲及び乙の適用を受ける職にある者

（以下「特定幹部職員」という。）

にあつては、 100分の 100、特定任期

付職員（地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第 48号）第３条第１項の規

定により採用された職員をいう。以

下同じ。）にあつては 100分の 215）

を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職

期間（職員として在職した期間をい

う。）の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。  

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 112.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 92.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法

律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 207.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

(1)～ (4) [略 ] (1)～ (4) [略 ] 

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）
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(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第３条  [略 ] 第３条  [略 ] 

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 120（管理職手当の支給に関す

る規程（昭和 41年 12月神戸市水道管

理規程第 19号）別表の支給区分欄の

甲及び乙の適用を受ける職にある者

（以下「特定幹部職員」という。）

にあつては、 100分の 100、特定任期

付職員（地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第 48号）第３条第１項の規

定により採用された職員をいう。以

下同じ。）にあつては 100分の 215）

を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職

期間（職員として在職した期間をい

う。）の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。  

２  期末手当の額は、算定基礎額に 10

0分の 112.5（管理職手当の支給に関

する規程（昭和 41年 12月神戸市水道

管理規程第 19号）別表の支給区分欄

の甲及び乙の適用を受ける職にある

者（以下「特定幹部職員」とい

う。）にあつては、 100分の 92.5、

特定任期付職員（地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法

律（平成 14年法律第 48号）第３条第

１項の規定により採用された職員を

いう。以下同じ。）にあつては 100

分の 207.5）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間（職員として在職

した期間をいう。）の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

(1)～ (4) [略 ] (1)～ (4) [略 ] 

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）

３  法第 28条の４第１項、第 28条の５

第１項又は第 28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職

員（以下「再任用職員」という。）



令和３年 12月 14日 第3738号神 戸 市 公 報5121

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 120」とあるの

は「 100分の 67.5」と、「 100分の 10

0」とあるのは「 100分の 57.5」とす

る。  

に対する前項の規定の適用について

は、同項中「 100分の 112.5」とある

のは「 100分の 62.5」と、「 100分の

92.5」とあるのは「 100分の 52.5」

とする。  

４～ 12 ［略］  ４～ 12 ［略］  

附  則  

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年

４月１日から施行する。  
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神戸市水道告示第18号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので，同規程第10条

の規定により告示する。

　　令和３年12月14日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

事 業 者 事 業 者
廃止年月日

氏名又は名称 所在地 代表者 名 称 所在地

吉成組

神戸市西区北

別府４丁目

2096－34

吉成　一雄 吉成組

明石市北王子

町８－６大西

ビル101

令和３年11

月29日

神戸市水道告示第19号

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

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

する。

　　令和３年12月14日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　　

事 業 者 事 業 所
指定年月日

氏名又は名称 所在地 代表者 名 称 所在地

有限会社　河野

機設

北区有野町唐

櫃2788番地９

取締役　河

野　眞侍郎

有限会社　河野

機設

北区有野町唐

櫃2788番地９

令和３年11

月30日

藤岡設備工業

株式会社

北区若葉台四

丁目１－10－

103－１

代表取締役　

藤岡　潤

藤岡設備工業

株式会社

北区若葉台四

丁目１－10－

103－１

令和３年11

月30日

水工房shima
須磨区戎町６

丁目１番10号
島田　真行 水工房shima

須磨区戎町６

丁目１番10号

令和３年11

月30日

株式会社　平成

設備

中央区海岸通

６－506

代表取締役　

小田　卓矢

株式会社　平成

設備

中央区海岸通

６－506

令和３年11

月30日

株式会社　吉成

組

明石市北王子

町８番６号

代表取締役　

吉成　一雄

株式会社　吉成

組

明石市北王子

町８番６号

令和３年11

月30日
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神戸市水道公告第81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12月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

工 事 名 本山浄水場他施設改良工事

工事場所 神戸市東灘区西岡本６丁目21他

完成期限 令和４年３月31日　ただし予算繰越の上は令和４年７月30日

工事概要

本山浄水場･･････ブロック塀撤去（H=1.0～1.3m）L=185.6m

　　　　　　　　フェンス設置（H=1.8m）L=172.8m

下畑高層配水場････φ400バルブ取替（３基）

東白川特２高層配水場････φ400バルブ取替（３基）

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 とび・土工工事業又は鋼構造物工事業に係る建設業の許可

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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
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　　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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。
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　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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82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12月１日

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

１　入札に付する事項

工 事 名 六甲山高区減圧槽整備工事

工事場所 神戸市灘区六甲山町北六甲

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年５月31日　

工事概要

管布設延長　φ100L=27.3ｍ　φ150L=3.0ｍ　φ200L=25.4ｍ

管撤去延長　φ100L=21.6ｍ　φ200L=23.0ｍ

内面防水工　A=130㎡

付帯工一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

土木Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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
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　る場合、次の要件を満たしていること。

　・�平成28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年12月１日（水）～12月７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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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
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説明書等によります。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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。

訂 正

　令和３年12月7日付け神戸市公報第3737号について、誤りがありましたので、次のとおり訂

正します。

　（4926ページ　見出し）

　誤　告示

　正　公告




