
平成２８年度　大阪管理局発注工事

１．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）

工事名 高欄補修工事（２８－１－北）

工事場所 ７号北神戸線

工期 約１５ヶ月

工事概要 高欄補修工

入札時期 第３／四半期

工種 維持修繕及び塗装

１－２

工事名 構造物補修工事（２８－１－北）

工事場所 ７号北神戸線

工期 約１５ヶ月

工事概要 構造物補修工

入札時期 第３／四半期

工種 維持修繕

１－３ 工期の変更、契約手続き中

工事名 塗装改良工事（２８－１－湾）

工事場所 ４号湾岸線

工期 約２０ヶ月

工事概要 塗装塗替工

入札時期 第２／四半期

工種 塗装及び橋梁（メタル）

１－４

工事名 道路照明設備補修工事（２８－１－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約２１ヶ月

工事概要 道路照明設備補修工

入札時期 第２／四半期

工種 電気

１－５

工事名 道路照明設備補修工事（２８－２－神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約２１ヶ月

工事概要 道路照明設備補修工

入札時期 第３／四半期

工種 電気

１－６

工事名 無停電電源装置補修工事（２８－大管・神管）

工事場所 大阪管理局管内　神戸管理部管内

工期 約１６ヶ月

工事概要 無停電電源装置補修工

入札時期 第４／四半期

工種 電気

１－１
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１－７ 入札時期の変更

工事名 新神戸トンネル換気設備補修工事（２８－新）

工事場所 ３２号新神戸トンネル

工期 約１３ヶ月

工事概要 換気設備補修工

入札時期 第４／四半期

工種 機械器具設置

１－８ 入札時期の変更

工事名 鋼床版等大規模修繕工事（２８－１－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約２４ヶ月

工事概要 鋼床版補強

入札時期 第３／四半期

工種 橋梁（メタル）

１－９ 工期・入札時期の変更、契約手続き中

工事名 高欄設置その他工事（２８－西宮・湾岸）

工事場所 ３号神戸線、５号湾岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 高欄設置　等

入札時期 第１／四半期

工種 維持修繕

１－１０ 工期の変更、契約済み

工事名 甲子園浜料金所新築その他工事（２８－神・湾岸）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約１２ヶ月

工事概要 料金所新築、料金所等撤去

入札時期 第１／四半期

工種 建築

１－１１ 工期・入札時期の変更

工事名 建物防潮板整備工事（２８－１－湾）

工事場所 ４号湾岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 防潮板設置

入札時期 第３／四半期

工種 建築

１－１２ 工期・入札時期の変更

工事名 建物防潮板整備工事（２８－２－港）

工事場所 １６号大阪港線

工期 約１１ヶ月

工事概要 防潮板設置

入札時期 第３／四半期

工種 建築

１－１３ 工期・入札時期の変更

工事名 建物防潮板整備工事（２８－３－神・湾岸）

工事場所 ３号神戸線、５号湾岸線

工期 約１１ヶ月

工事概要 防潮板設置

入札時期 第３／四半期

工種 建築



１－１４ 入札時期の変更

工事名 建物防潮板整備工事（２８－４－湾）

工事場所 ４号湾岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 防潮板設置

入札時期 第４／四半期

工種 建築

１－１５ 工事名・工期の変更

工事名 建物防潮板整備工事（２８－５－神）

工事場所 ３号神戸線

工期 約９ヶ月

工事概要 防潮板設置

入札時期 第３／四半期

工種 建築

１－１６ 工期の変更

工事名 阿倍野補修基地整備工事（２８－松）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１１ヶ月

工事概要 建物新築

入札時期 第３／四半期

工種 建築

１－１７ 工期の変更、契約手続き中

工事名 藍那管理所改修その他工事（２８－北）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約１０ヶ月

工事概要 建物内装改修

入札時期 第１／四半期

工種 建築

１－１８ 工期・入札時期の変更、契約手続き中

工事名 建物補修工事（２８－厚）

工事場所 宝塚市

工期 約８ヶ月

工事概要 建物内装改修

入札時期 第２／四半期

工種 建築

１－１９ 契約手続き中

工事名 航空障害灯設備補修工事（２８－大管・神管）

工事場所 大阪管理局管内、神戸管理部管内

工期 約１６ヶ月

工事概要 航空障害灯設備補修工

入札時期 第２／四半期

工種 電気

１－２０ 工期の変更、契約手続き中

工事名 交通流監視カメラ増設工事（２８－１－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約２０ヶ月

工事概要 交通流監視カメラ設置工

入札時期 第２／四半期

工種 電気通信



１－２１ 工期の変更、契約手続き中

工事名 交通流監視カメラ増設工事（２８－２－神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約２０ヶ月

工事概要 交通流監視カメラ設置工

入札時期 第２／四半期

工種 電気通信

１－２２ 工事名・工期の変更

工事名 通信設備補修工事（２８－１－大管・京管）

工事場所 大阪管理局管内・京都管理所管内

工期 約２１ヶ月

工事概要 通信設備補修工

入札時期 第２／四半期

工種 電気通信

１－２３ 入札時期の変更、契約手続き中

工事名 神戸長田トンネル水噴霧設備補修工事（２８－山手）

工事場所 ３１号神戸山手線

工期 約１２ヶ月

工事概要 トンネル水噴霧設備補修工

入札時期 第２／四半期

工種 機械器具設置・管

１－２４

工事名 トンネル防災設備補修工事（２８－１－北）

工事場所 ７号北神戸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 トンネル防災受信盤補修工

入札時期 第３／四半期

工種 機械器具設置

１－２５

工事名 トンネル防災設備補修工事（２８－２－山手）

工事場所 ３１号神戸山手線

工期 約１０ヶ月

工事概要 トンネル防災受信盤補修工

入札時期 第３／四半期

工種 機械器具設置

１－２６ 追加

工事名 交通流監視カメラ支柱設置工事（２８－大管・神管）

工事場所 大阪管理局管内・神戸管理部管内

工期 約１３ヶ月

工事概要 交通流監視カメラ支柱設置工

入札時期 第３／四半期

工種 橋梁（メタル）及び維持修繕

１－２７ 追加

工事名 道路情報板補修工事（２８－１－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１６ヶ月

工事概要 道路情報板補修工

入札時期 第３／四半期

工種 電気通信



１－２８ 追加

工事名 道路情報板補修工事（２８－２－神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約１６ヶ月

工事概要 道路情報板補修工

入札時期 第３／四半期

工種 電気通信

１－２９ 追加、契約手続き中

工事名 ３号神戸線本線軸重計測装置設置工事（２８－神）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約８ヶ月

工事概要 軸重計の設置

入札時期 第２／四半期

工種 機械器具設置

１－３０ 追加

工事名 車種判別装置改修工事（２８－大管・神管）

工事場所 大阪管理局管内、神戸管理部管内

工期 約２１ヶ月

工事概要 車種判別装置設置工

入札時期 第３／四半期

工種 電気通信

２．技術提案・交渉方式

２－１ 契約手続き中

工事名 神戸長田トンネル避難連絡坑工事（２８－山手）

工事場所 ３１号神戸山手線

工期 約１２ヶ月（設計期間）

工事概要 避難連絡坑設置工

入札時期 第２／四半期

工種 土木

３．随意契約

３－１ 契約済み

工事名 保全管理工事（２８－土木）

工事場所 阪神高速道路　全線

工期 約１４ヶ月

工事概要 土木維持工、高速道路清掃業務、緑地維持業務

入札時期 第１／四半期

工種 維持修繕他

３－２ 契約済み

工事名 保全管理工事（２８－電気）

工事場所 阪神高速道路　全線

工期 約１４ヶ月

工事概要 電気通信設備維持工、システム管理工、電気通信設備運転管理工、データ管理工

入札時期 第１／四半期

工種 電気　他



３－３ 契約済み

工事名 保全管理工事（２８－営業）

工事場所 阪神高速道路　全線

工期 約１４ヶ月

工事概要 システム管理工、データ管理工

入札時期 第１／四半期

工種 電気通信　他

３－４ 契約済み

工事名 保全管理工事（２８－機械）

工事場所 阪神高速道路　全線

工期 約１４ヶ月

工事概要 機械設備維持工、機械設備運転管理工

入札時期 第１／四半期

工種 管　他

３－５ 契約済み

工事名 保全管理工事（２８－建築）

工事場所 阪神高速道路　全線

工期 約１４ヶ月

工事概要 料金所維持工、料金所清掃、ミニパーキング維持管理業務

入札時期 第１／四半期

工種 建築　他

３－６ 契約済み

工事名 パーキングエリアエレベータ補修工事（２８－港・湾）

工事場所 朝潮橋PA・泉大津PA（陸側）

工期 約７ヶ月

工事概要 エレベータ安全対策他

入札時期 第１／四半期

工種 機械器具設置

３－７ 契約済み

工事名 電力遠方監視制御装置補修工事（２８－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１５ヶ月

工事概要 電力遠方監視制御装置補修工

入札時期 第１／四半期

工種 電気

３－８ 追加、契約手続き中

工事名 料金収受機能改修工事（２８－大管・神管）

工事場所 大阪管理局管内・神戸管理部管内

工期 約１５ヶ月

工事概要 料金収受機能改修工

入札時期 第２／四半期

工種 電気通信

４．指名競争入札

４－１ 契約済み

工事名 武庫川料金所新築工事（２８－神）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約１１ヶ月

工事概要 料金所新築

入札時期 第１／四半期

工種 建築


