
平成２７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）

１－1 契約済み、工期の変更

工事名 塗装塗替工事（27-1-湾）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１０ヶ月

工事概要 塗装塗替工

入札予定時期 第１／四半期

工種 塗装

１－2 入札予定時期の変更

工事名 構造物補修工事（27-1-東）

工事場所 １３号東大阪線

工期 約１２ヶ月

工事概要 土木維持工

入札予定時期 第４／四半期

工種 維持修繕及び橋梁（メタル）

１－3 契約手続き中、工事名・工期・入札予定時期の変更

工事名 神戸長田トンネル避難連絡坑工事（27-山手）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約２４ヶ月

工事概要 避難連絡坑設置工

入札予定時期 第４／四半期

工種 土木

１－4 契約済み

工事名 ＥＴＣ中央処理装置補修工事（27-大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約２３ヶ月

工事概要 ＥＴＣ中央処理装置改修工

入札予定時期 第１／四半期

工種 電気通信

１－5 契約手続き中、工期・入札予定時期の変更

工事名 変電塔設備補修工事（27-大管）

工事場所 大阪管理局管内全線

工期 約２４ヶ月

工事概要 変電塔補修工

入札予定時期 第２／四半期

工種 電気

１－6 契約手続き中、工期・入札予定時期の変更

工事名 高圧ケーブル補修工事（27-大管）

工事場所 大阪管理局管内全線

工期 約２２ヶ月

工事概要 高圧ケーブル補修工

入札予定時期 第２／四半期

工種 電気



１－7 契約済み

工事名 トンネル防災設備補修工事（２７－北）

工事場所 ７号北神戸線

工期 約１１ヶ月

工事概要 防災受信盤等補修工

入札予定時期 第１／四半期

工種 機械器具設置

１- 8 契約済み

工事名 京橋社屋その他補修工事（２７－神）

工事場所 ３号神戸線

工期 約９ヶ月

工事概要 建物補修工

入札予定時期 第１／四半期

工種 建築

１－9 工期・入札予定時期の変更

工事名 神戸長田トンネル水噴霧設備補修工事（２７－山手）

工事場所 ３１号神戸山手線

工期 約１２ヶ月

工事概要 水噴霧設備補修工

入札予定時期 第３／四半期

工種 機械器具設置

１－10
工事名 建物補修工事（２７－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約８ヶ月

工事概要 建物補修工

入札予定時期 第３／四半期

工種 建築

１－11 契約済み、工期の変更

工事名 神戸長田トンネル天井板撤去工事（２７－山手）

工事場所 ３１号神戸山手線

工期 約１３ヶ月

工事概要 トンネル天井板撤去工

入札予定時期 第１／四半期

工種 土木

１－12 工事名・工事場所・工期・工事概要・入札予定時期の変更

工事名 トンネル覆工コンクリート補強その他工事（２７－１－北・新）

工事場所 ７号北神戸線、３２号新神戸トンネル

工期 約２０ヶ月

工事概要 トンネル覆工コンクリート補強工　等

入札予定時期 第４／四半期

工種 土木及び維持修繕



１－13 契約手続き中、工期の変更

工事名 植樹帯工事（２７－１－松）

工事場所 １４号松原線

工期 約８ヶ月

工事概要 植樹帯設置工

入札予定時期 第２／四半期

工種 造園

１－14 入札予定時期の変更

工事名 ＰＣ桁等大規模修繕工事（２７－１－東）

工事場所 １３号東大阪線

工期 約３０ヶ月

工事概要 ＰＣ桁補強等

入札予定時期 第３／四半期

工種 橋梁（ＰＣ）

１－15 入札予定時期の変更

工事名 ＰＣ桁等大規模修繕工事（２７－２－池）

工事場所 １１号池田線

工期 約３０ヶ月

工事概要 ＰＣ桁補強等

入札予定時期 第３／四半期

工種 橋梁（ＰＣ）

１－16 入札予定時期の変更

工事名 ＰＣ桁等大規模修繕工事（２７－３－池）

工事場所 １１号池田線

工期 約３０ヶ月

工事概要 ＰＣ桁補強等

入札予定時期 第３／四半期

工種 橋梁（ＰＣ）

１－17 契約済み

工事名 料金所防犯カメラ補修工事（２７－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 料金所防犯カメラ補修工

入札予定時期 第１四半期

工種 電気通信

１－18 入札予定時期の変更

工事名 フリーフローＥＴＣ設備補修工事（２７－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 フリーフローＥＴＣ設備補修工

入札予定時期 第３四半期

工種 電気通信



１－19
工事名 料金自動収受装置設置工事（２７－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 料金自動収受装置設置工

入札予定時期 第２四半期

工種 電気通信

１－20
工事名 道路情報板補修工事（２７－１－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 道路情報板補修工

入札予定時期 第２四半期

工種 電気通信

１－21
工事名 道路情報板補修工事（２７－２－湾）

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 道路情報板補修工

入札予定時期 第２四半期

工種 電気通信

１－22
工事名 泉大津ＰＡ改修工事（２７－湾）

工事場所 ４号湾岸線

工期 約８ヶ月

工事概要 PA施設改修工

入札予定時期 第２／四半期

工種 建築

１－23 工期の変更

工事名 白川ＰＡその他改修工事（２７－北）

工事場所 ７号北神戸線

工期 約６ヶ月

工事概要 PA施設改修工

入札予定時期 第２／四半期

工種 建築

１－24 追加

工事名 舗装補修工事（２７－１－神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約１５ヶ月

工事概要 舗装補修

入札予定時期 第３／四半期

工種 舗装



１－25 追加

工事名 伊丹トンネル内装板撤去工事（２７－池）

工事場所 １１号池田線

工期 約１０ヶ月

工事概要 内装板撤去工

入札予定時期 第３／四半期

工種 維持修繕

１－26 追加

工事名 トンネル覆工コンクリート補強工事（２７－２－北）

工事場所 ７号北神戸線

工期 約２０ヶ月

工事概要 トンネル覆工コンクリート補強工 等

入札予定時期 第４／四半期

工種 土木及び維持修繕

１－27 追加

工事名 高欄補修工事（２７－１－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

入札予定時期 第４／四半期

工種 維持修繕及び塗装

１－28 追加

工事名 高欄補修工事（２７－２－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

入札予定時期 第４／四半期

工種 維持修繕及び塗装

１－29 追加

工事名 大和川橋梁主塔部塗装塗替等工事（２７－湾）

工事場所 ４号湾岸線

工期 約１２ヶ月

工事概要 塗装塗替工

入札予定時期 第４四半期

工種 塗装及び橋梁（メタル）

１－30 追加、契約手続き中

工事名 無線通信補助設備補修工事（２７－神管）

工事場所 ７号北神戸線、３１号神戸山手線

工期 約１４ヶ月

工事概要 無線通信補助設備補修工

入札予定時期 第２四半期

工種 電気通信



１－31 追加

工事名 道路照明設備補修工事（２７－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

入札予定時期 第３四半期

工種 電気

１－32 追加

工事名 道路照明設備補修工事（２７－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

入札予定時期 第３四半期

工種 電気

１－33 追加

工事名 無停電電源装置補修工事（２７－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

入札予定時期 第３四半期

工種 電気

１－34 追加

工事名 交通流監視カメラ補修工事（27-大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１８ヶ月

工事概要 交通流監視カメラ補修工

入札予定時期 第３四半期

工種 電気通信

１－35 追加

工事名 交通流監視カメラ補修工事（27-神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約１８ヶ月

工事概要 交通流監視カメラ補修工

入札予定時期 第３四半期

工種 電気通信

１－36 追加

工事名 軸重計測装置補修工事（27-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１２ヶ月

工事概要 軸重計測装置補修工

入札予定時期 第３／四半期

工種 機械器具設置



１－37 追加

工事名 通行止装置補修工事（27-大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１２ヶ月

工事概要 通行止装置補修工

入札予定時期 第３／四半期

工種 機械器具設置

１－38 追加

工事名 機械設備補修工事（２７－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１２ヶ月

工事概要 機械設備補修工

入札予定時期 第４／四半期

工種 管

１－39 追加

工事名 機械設備補修工事（２７－神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約１２ヶ月

工事概要 機械設備補修工

入札予定時期 第４／四半期

工種 管

１－40 追加

工事名 新神戸トンネル換気設備補修工事（２７－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

入札予定時期 第４／四半期

工種 機械器具設置

１－41 追加

工事名 朝潮橋ＰＡ改修工事（２７－港）

工事場所 １６号大阪港線

工期 約８ヶ月

工事概要 PA施設改修工

入札予定時期 第４／四半期

工種 建築



２．随意契約

2－1 契約済み

工事名 保全管理工事（２７－土木）

工事場所 阪神高速道路　全線

工期 約１２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

入札予定時期 第１／四半期

工種 維持修繕他

2－2 契約済み

工事名 保全管理工事（２７－電気）

工事場所 阪神高速道路 全線

工期 約１２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

入札予定時期 第１／四半期

工種 電気 他

2－3 契約済み

工事名 保全管理工事（２７－営業）

工事場所 阪神高速道路 全線

工期 約１２ヶ月

工事概要 システム管理工、データ管理工

入札予定時期 第１／四半期

工種 電気 他

2－4 契約済み

工事名 保全管理工事（２７－機械）

工事場所 阪神高速道路 全線

工期 約１２ヶ月

工事概要 機械設備維持工、機械設備運転設備工

入札予定時期 第１／四半期

工種 管 他

2－5 契約済み

工事名 保全管理工事（２７－建築）

工事場所 阪神高速道路 全線

工期 約１２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

入札予定時期 第１／四半期

工種 建築 他

2－6 契約済み

工事名 トンネル防災中央装置改修工事（２７－神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約14ヶ月

工事概要 トンネル防災中央装置改修工

入札予定時期 第１／四半期

工種 電気通信


