
平成２９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 契約手続き中、工事名、工事場所の変更、工事概要の変更

工事名 舗装補修大規模修繕工事（２９－１－岸・淀）

工事場所 ５号湾岸線、２号淀川左岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 舗装補修工、鋼床版補強（ＳＦＲＣ）

入札時期 第1／四半期

工種 舗装

１－２ 契約手続き中、工事名、工事場所の変更、工事概要の変更

工事名 舗装補修大規模修繕工事（２９－２－岸・淀）

工事場所 ５号湾岸線、２号淀川左岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 舗装補修工、鋼床版補強（ＳＦＲＣ）

入札時期 第1／四半期

工種 舗装

１－３ 契約手続き中、工事概要の変更

工事名 舗装補修大規模修繕工事（２９－３－岸・湾岸）

工事場所 ５号湾岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 舗装補修工、鋼床版補強（ＳＦＲＣ）

入札時期 第1／四半期

工種 舗装

１－４ 契約手続き中、工事概要の変更

工事名 舗装補修大規模修繕工事（２９－４－岸・湾岸）

工事場所 ５号湾岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 舗装補修工、鋼床版補強（ＳＦＲＣ）

入札時期 第1／四半期

工種 舗装

１－５ 入札時期の変更

工事名 鋼床版等大規模修繕工事（２９－１－岸・湾岸）

工事場所 ５号湾岸線

工期 約１９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）

１－６ 入札時期の変更

工事名 無停電電源装置補修工事（２９－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２／四半期

工種 電気
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１－７ 契約手続き中

工事名 建物防潮板整備工事（２９－大管）

工事場所 １６号大阪港線、３号神戸線、４号湾岸線

工期 約１１ヶ月

工事概要 防潮板設置

入札時期 第１／四半期

工種 建築

１－８ 契約手続き中、工事名、工期の変更

工事名 管理用建物駐車場その他整備工事（２９－神・湾岸）

工事場所 ３号神戸線、５号湾岸線

工期 約１３ヶ月

工事概要 防潮板設置、立体駐車場整備

入札時期 第１／四半期

工種 建築

１－９ 契約手続き中、工期の変更、工事場所の変更

工事名 管理用建物駐車場整備工事（２９－大管）

工事場所 １６号大阪港線、３号神戸線、４号湾岸線

工期 約１３ヶ月

工事概要 立体駐車場整備

入札時期 第１／四半期

工種 建築

１－１０ 新規

工事名 コンクリート床版大規模修繕工事（２９-１-堺）

工事場所 １５号堺線

工期 約１２ヶ月

工事概要 コンクリート床版取替工事

入札時期 第３／四半期

工種 橋梁（ＰＣ）、橋梁（メタル）

１－１１ 新規

工事名 高欄等補修工事(２９－１－大管）

工事場所 １号環状線、１１号池田線、１２号守口線、１３号東大阪線、２号淀川左岸線

工期 約８ヶ月

工事概要 高欄補修工

入札時期 第２／四半期

工種 塗装、維持修繕

１－１２ 新規

工事名 高欄等補修工事(２９－２－大管）

工事場所 １４号松原線、１６号大阪港線、４号湾岸線

工期 約８ヶ月

工事概要 高欄補修工

入札時期 第２／四半期

工種 塗装、維持修繕

１－１３ 新規

工事名 高欄等補修工事(２９－３－神管）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約８ヶ月

工事概要 高欄補修工

入札時期 第２／四半期

工種 塗装、維持修繕



１－１４ 新規

工事名 支承補修工事(２９－１－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１５ヶ月

工事概要 支承取替工

入札時期 第３／四半期

工種 橋梁（メタル）

１－１５ 新規

工事名 舗装補修大規模修繕工事（２９－５－湾岸）

工事場所 ５号湾岸線

工期 約１８ヶ月

工事概要 舗装補修工、鋼床版補強（ＳＦＲＣ）

入札時期 第３／四半期

工種 舗装

１－１６ 新規

工事名 舗装補修工事(２９－１－北）

工事場所 ７号北神戸線

工期 約１９ヶ月

工事概要 舗装補修工

入札時期 第３／四半期

工種 舗装

１－１７ 新規

工事名 舗装補修工事（２９－２－堺）

工事場所 １５号堺線

工期 約１３ヶ月

工事概要 舗装補修工

入札時期 第４／四半期

工種 舗装

１－１８ 新規

工事名 舗装補修工事（２９－３－堺・西）

工事場所 １５号堺線、１７号西大阪線

工期 約１３ヶ月

工事概要 舗装補修工

入札時期 第４／四半期

工種 舗装

１－１９ 新規

工事名 舗装補修工事（２９－４－堺）

工事場所 １５号堺線

工期 約１３ヶ月

工事概要 舗装補修工

入札時期 第４／四半期

工種 舗装

１－２０ 新規

工事名 舗装補修工事（２９－５－堺）

工事場所 １５号堺線

工期 約１３ヶ月

工事概要 舗装補修工

入札時期 第４／四半期

工種 舗装



１－２１ 新規

工事名 伸縮継手補修工事（２９－１－堺）

工事場所 １５号堺線

工期 約１３ヶ月

工事概要 伸縮継手補修工事

入札時期 第４／四半期

工種 橋梁（メタル）、維持修繕

１－２２ 新規

工事名 伸縮継手補修工事（２９－２－堺・西）

工事場所 １５号堺線、１７号西大阪線

工期 約１３ヶ月

工事概要 伸縮継手補修工事

入札時期 第４／四半期

工種 橋梁（メタル）、維持修繕

１－２３ 新規

工事名 伸縮継手補修工事（２９－３－堺）

工事場所 １５号堺線

工期 約１３ヶ月

工事概要 伸縮継手補修工事

入札時期 第４／四半期

工種 橋梁（メタル）、維持修繕

１－２４ 新規

工事名 橋脚補強工事（２９－１－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約３６ヶ月

工事概要 橋脚補強工事

入札時期 第４／四半期

工種 土木、橋梁（メタル）、維持修繕

１－２５ 新規

工事名 塗装改良工事（２９－１－湾）

工事場所 ４号湾岸線

工期 約１２ヶ月

工事概要 塗装改良工

入札時期 第４／四半期

工種 塗装

１－２６ 新規

工事名 PC桁等大規模修繕工事（２９－１－堺）

工事場所 １５号堺線

工期 約２４ヶ月

工事概要 PC桁補強等

入札時期 第４／四半期

工種 橋梁（PC）

１－２７ 新規

工事名 鋼桁端部等大規模修繕工事（２９－１－堺・西）

工事場所 １５号堺線、１７号西大阪線

工期 約２４ヶ月

工事概要 鋼桁端部改良工等

入札時期 第４／四半期

工種 橋梁（メタル）、維持修繕



１－２８ 新規

工事名 PC桁等大規模修繕工事（２９－２－神）

工事場所 神戸管理部管内

工期 約２４ヶ月

工事概要 PC桁補強等

入札時期 第４／四半期

工種 橋梁（PC）

１－２９ 新規

工事名 鋼床版等大規模修繕工事（２９－２－湾岸）

工事場所 ５号湾岸線

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）

１－３０ 新規

工事名 塗装改良工事（２９－２－湾岸）

工事場所 ５号湾岸線

工期 約１２ヶ月

工事概要 塗装改良工

入札時期 第４／四半期

工種 塗装

１－３１ 新規

工事名 高圧ケーブル補修工事（２９－大管）

工事場所 大阪管理局管内

工期 約１６ヶ月

工事概要 高圧ケーブル補修工

入札時期 第２／四半期

工種 電気

１－３２ 新規

工事名 建物防潮板整備その他工事（２９－池・大）

工事場所 １１号池田線、３号神戸線

工期 約８ヶ月

工事概要 防潮板設置、建物内装改修

入札時期 第２／四半期

工種 建築

１－３３ 新規

工事名 尼崎ＰＡ新築工事（２９－西宮）

工事場所 ３号神戸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 パーキング新築

入札時期 第３／四半期

工種 建築

１－３４ 新規

工事名 南芦屋浜ＰＡ新築工事（２９－湾岸）

工事場所 ５号湾岸線

工期 約１０ヶ月

工事概要 パーキング新築

入札時期 第３／四半期

工種 建築



２．随意契約

２－１

工事名 保全管理工事（２９－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

２－２

工事名 保全管理工事（２９－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

２－３

工事名 保全管理工事（２９－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

２－４

工事名 保全管理工事（２９－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

２－５

工事名 保全管理工事（２９－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

入札予定時期 第１／四半期

工種 建築　他


