
２０１９年度　管理本部発注工事

１．一般競争入札（政府調達協定対象工事）

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 入札予定時期 備考

1-1 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－１－大管）
１５号堺線（大阪市浪速区～堺市堺区）、１７号西大阪線（大
阪市港区、大正区）　３号神戸線（大阪市福島区～西淀川区）

約５２か月
PC桁補強　１００径間、調査工　１式、横桁連結工　1式、橋梁補修工　1式、コンク
リート表面保護工　1式、RC橋脚補修工　1式

入札公告済 入札済 契約済

1-2 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－２－松） １４号松原線（大阪市浪速区～平野区） 約４５か月
PC桁補強　７６径間、調査工　１式、橋梁補修工　1式、コンクリート表面保護工　1
式、RC橋脚補修工　1式

入札公告済 - 不成立により発注取りやめ

1-3 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－３－松） １４号松原線（大阪市平野区～松原市） 約４１か月
PC桁補強　９１径間、調査工　１式、橋梁補修工　1式、コンクリート表面保護工　1
式、RC橋脚補修工　1式

入札公告済 入札済 契約済

1-4 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－５－神・西宮） ３号神戸線（神戸市須磨区～中央区） 検討中
PC桁補強　５３径間、調査工　１式、横桁連結工　８箇所、橋梁補修工　1式、コンク
リート表面保護工　1式

第３／四半期 第４／四半期
工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式No.4-7を含む】※1

1-5 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－６－環） １号環状線（浪速区） 検討中 PC桁補強　２３径間、調査工　１式、橋梁補修工　1式、コンクリート表面保護工　1式 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更
【維持修繕工事包括契約方式No.4-8を含む】※1

1-6 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－７－松） １４号松原線（大阪市東住吉区～平野区） 検討中
PC桁補強　２６径間、調査工　１式、橋梁補修工　1式、コンクリート表面保護工　1
式、RC橋脚補修工　1式

第４／四半期
2020年度

第１/四半期
【維持修繕工事包括契約方式No.4-9を含む】※1

1-7 橋梁（メタル） 上部耐震補強工事（２０１９－１－大） ３号神戸線（大阪市西区～西淀川区） 約３８か月
耐震連結装置工　５３１基、橋梁梁拡幅工　１５基、支承補強装置工　１，４８０基、工
場製作工１，７７６ｔ

入札公告済 入札済 契約済

1-8 橋梁（メタル） 上部耐震補強工事（２０１９－２－神・西宮） ３号神戸線（神戸市須磨区～兵庫区） 約２８か月
耐震連結装置工　８５基、橋梁梁拡幅工　４０基、支承補強装置工　４３４基、工場製
作工３５１ｔ

第３／四半期 第４／四半期 【維持修繕工事包括契約方式No.4-10を含む】※1

1-9 橋梁（メタル） 上部耐震補強工事（２０１９－３－松） １４号松原線（大阪市平野区） 検討中 橋梁梁拡幅工　３０基、支承補強装置工　３７２基、工場製作工　２０３t 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式No.4-11を含む】※1

1-10 橋梁（メタル） 上部耐震補強工事（２０１９－４－松） １４号松原線（大阪市阿倍野区） 検討中 橋梁梁拡幅工　５９基、支承補強装置工　３４３基、工場製作工　１７８t 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式No.4-12を含む】※1

1-11 橋梁（メタル） 上部耐震補強工事（２０１９－５－松） １４号松原線（大阪市阿倍野区～東住吉区） 検討中 橋梁梁拡幅工　３９基、支承補強装置工　４４４基、工場製作工　２２４t 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
【維持修繕工事包括契約方式No.4-13を含む】※1

1-12 電気 電力遠方監視制御装置更新工事（2019-大管・神管） 朝潮橋管理施設（大阪市港区）、京橋管理施設（神戸市中央区）他 約２６か月
大阪地区と神戸地区との相互バックアップ対応、電力遠方監視制御装置更新　２箇
所、電力遠方監視制御装置撤去　２箇所

第２／四半期 第３／四半期
工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
【維持修繕工事包括契約方式No.4-15を含む】※1

２．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 入札予定時期 備考

2-1 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－４－環） １号環状線（大阪市中央区） 検討中
ディビダーグ橋調査工 3径間、橋梁補修工　1式、ヒンジ部連結工　１式、炭素繊維補
強工　１式、アウトケーブル補強工　１式

第３／四半期 第４／四半期 随意契約No.4-6へ移行

2-2
橋梁（PC）
維持修繕

PC桁間詰部補強工事（２０１９－１－池） １１号池田線（豊中市） 検討中 PC桁間詰部鋼板接着補強工　３２径間 第３／四半期 第４／四半期 工事概要の変更

2-3
橋梁（PC）
維持修繕

PC桁間詰部補強工事（２０１９－２－湾・堺） ４号湾岸線（堺市堺区）、１５号堺線（堺市堺区） 検討中 PC桁間詰部鋼板接着補強工　１７径間 第３／四半期 第４／四半期 工事概要の変更

2-4 舗装 舗装及び高欄設置その他工事（２０１９－大管）
４号湾岸線（高石市～泉大津市）、13号東大阪線（大阪市西
区）、16号大阪港線（大阪市港区～西区）

約１９か月 舗装補修　35,800m2　高欄設置　約990m 入札公告済 入札済 契約済

2-5 舗装 舗装補修大規模修繕工事（２０１９－１－環） １号環状線（大阪市北区～中央区） 約１２か月 舗装補修　34,000m2 第３／四半期 第４／四半期 工事名の変更

2-6 舗装 舗装補修大規模修繕工事（２０１９－２－環） １号環状線（大阪市北区～中央区） 約１２か月 舗装補修　36,000m2 第３／四半期 第４／四半期 工事名の変更

2-7 舗装 舗装補修大規模修繕工事（２０１９－３－環） １号環状線（大阪市北区～中央区） 約１２か月 舗装補修　26,000m2 第３／四半期 第４／四半期 工事名の変更

2-8 舗装 舗装補修大規模修繕工事（２０１９－４－北） ７号北神戸線（神戸市西区～北区） 検討中 舗装補修　65,000m2 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
工事名、工期、工事概要、公告予定時期、入札予定時期
の変更

2-9 舗装 舗装補修大規模修繕工事（２０１９－５－湾岸） ５号湾岸線（神戸市東灘区～芦屋市） 検討中 検討中 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
公告予定時期、入札予定時期の変更

2-10
橋梁（メタル）

維持修繕
伸縮継手補修工事（２０１９－１－環） １号環状線（大阪市北区～中央区） 約１２か月 取替７７レーン 第３／四半期 第４／四半期

2-11
橋梁（メタル）

維持修繕
伸縮継手補修工事（２０１９－２－環） １号環状線（大阪市北区～中央区） 約１２か月 取替４４レーン　床版連結４レーン 第３／四半期 第４／四半期

2-12
橋梁（メタル）

維持修繕
伸縮継手補修工事（２０１９－３－環） １号環状線（大阪市北区～中央区） 約１２か月 ゴム取替８レーン　取替８６レーン　 第３／四半期 第４／四半期

2-13 塗装 塗装改良工事（２０１９－１－湾） ４号湾岸線（堺市堺区） 約１８か月 鋼桁塗装塗替　１３径間（26,500m2） 入札公告済 第３／四半期 工期、工事概要の変更、入札手続中

2-14 塗装 塗装改良工事（２０１９－２－湾） ４号湾岸線（泉大津市～岸和田市） 約２１か月 鋼桁塗装塗替　９径間（34,000m2） 入札公告済 第３／四半期 工期、工事概要の変更、入札手続中

2-15 電気通信 トンネル防災カメラ中央装置改修その他工事（2019-1-大管）
朝潮橋管理施設（大阪市港区）、島屋受電所（大阪市此花
区）、伊丹トンネル通信機械室（伊丹市）

約２０か月
大阪地区と神戸地区との相互バックアップ対応、トンネル防災カメラの改修　約２００
台

入札公告済 入札済 契約済

2-16 電気通信 トンネル防災カメラ中央装置改修その他工事（2019-2-神管）
京橋管理施設（神戸市中央区）、蓮宮換気所（神戸市長田
区）、神戸長田トンネル他

約２８か月 大阪地区と神戸地区との相互バックアップ対応、トンネル防災カメラの更新　約７０台 入札公告済 入札済 契約済

2-17 電気通信 ETC入退出管理装置更新工事（2019-大管・神管） 朝潮橋管理施設（大阪市港区）、京橋管理施設（神戸市中央区） 約１４か月
ＥＴＣ入退室管理装置の更新　２箇所、入退室管理端末の更新　約１２０台、監視カメ
ラの更新　約３５台

第４／四半期
2020年度

第１/四半期
公告予定時期、入札予定時期の変更

2-18 電気通信 トンネル防災カメラ更新工事（2019－新） ３２号新神戸トンネル（神戸市北区～中央区） 約２５か月 トンネル防災カメラの更新　約１４０台 2020年度以降 2020年度以降 公告予定時期、入札予定時期の変更

2-19 電気 無停電電源装置更新工事（2019-大管・神管） 大阪管内　神戸管内 約２４か月
通信塔無停電電源装置更新　８箇所、料金所無停電電源装置更新　１３箇所　直流
電源装置更新　１０箇所、ＣＶＣＦ装置更新　１０箇所

2020年度以降 2020年度以降 公告予定時期、入札予定時期の変更

2-20 電気 ＰＡ駐車場照明設備更新その他工事（2019-大管･神管）
中島ＰＡ、泉大津ＰＡ（海側、陸側）、朝潮橋ＰＡ、前開ＰＡ（東
行、西行）、京橋ＰＡ（西行）、（仮称）新泉大津ＰＡ、（仮称）新
高石ＰＡ

約１９か月 ＰＡ駐車場照明の更新　７箇所、ＰＡ駐車場照明の新設　２箇所 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
公告予定時期、入札予定時期の変更



Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 入札予定時期 備考

2-21 電気 トンネル照明設備更新工事（2019－北）
７号北神戸線（有馬北トンネル、金仙寺トンネル、畑山トンネ
ル、井吹トンネル、太山寺（第１、第２）トンネル、藍那トンネ
ル）

約２５か月 トンネル照明設備の更新　約１７５０台（蛍光灯、高圧ナトリウム灯など）のＬＥＤ化 2020年度以降 2020年度以降 公告予定時期、入札予定時期の変更

2-22 電気 道路照明設備更新工事（2019－西宮・神） ３号神戸線（神戸市東灘区～尼崎市） 約１７か月 道路照明設備の更新　約６００基のＬＥＤ化 第３／四半期 第４／四半期 工事名の変更

2-23 電気 高圧ケーブル更新その他工事（２０１９－大管） 大阪管内 約１７か月 高圧ケーブルの取替　約２０径間 2020年度以降 2020年度以降 公告予定時期、入札予定時期の変更

2-24 電気 避難行動補助灯設置工事（２０１９－山手） ３１号神戸山手線（神戸長田トンネル） 約２４か月 避難行動補助灯の設置　１式 第３／四半期 第３／四半期
新規
【2019.10.9変更】工種の修正

2-25 機械器具設置 料金所後方軸重計測装置設置工事（２０１９－神管） 神戸管内(鳴尾浜料金所・尼崎末広料金所他） 約２４か月 料金所後方への軸重計、動画撮影装置の設置　42か所 入札公告済 入札済
契約済
【2019.10.9.変更】Ｎｏ．の変更

2-26 機械器具設置 車両重量計測装置設置工事（２０１９－神管） 神戸管内(鳴尾浜料金所・尼崎末広料金所他） 約１４か月 料金所軸重計測装置　６料金所 第３／四半期 第３／四半期
工事名、入札予定時期の変更
【2019.10.9.変更】Ｎｏ．の変更

2-27 機械器具設置 道路排水ポンプ設備更新工事（２０１９－大管・神管） 大阪管内・神戸管内 約１８か月 道路排水ポンプ設備取替補修　１３か所 第３／四半期 第３／四半期
工事場所、工事概要、公告予定時期の変更
【2019.10.9.変更】Ｎｏ．の変更

2-28 機械器具設置 入路通行止装置遠隔化改修工事（２０１９－大管・神管） 大阪管内・神戸管内 約２４か月 入路通行止装置の遠隔化改修　１式 第４／四半期
2020年度

第１/四半期
新規

2-29 管 建物機械設備改修工事（２０１９－神） 京橋管理施設（神戸市中央区） 約１６か月 空調設備及び消防設備取替補修　１式 入札公告済 入札済
契約済
【維持修繕工事包括契約方式No.4-16を含む】※1

2-30 管 高速道路機械設備その他改修工事（２０１９－大管・神管） 大阪管内・神戸管内 約１２か月 料金所その他高速道路機械設備の取替補修　1式 第４／四半期 第４／四半期

2-31 建築 鳴尾浜料金所新築その他工事（２０１９－湾岸・岸）
鳴尾浜料金所、尼崎東海岸料金所、中島本線料金所、尼崎
末広入口料金所、尼崎末広出口料金所（兵庫県西宮市鳴尾
浜他）

約１８か月
鳴尾浜料金所新築及び尼崎東海岸、中島本線料金所改修
尼崎末広入口料金所･尼崎末広出口料金所解体　1式

第４／四半期 第４／四半期 公告予定時期の変更

2-32 建築 京橋交通管制室等改修工事（２０１９－神） 京橋社屋（神戸市中央区） 約１３か月
京橋社屋の内装改修（施工床面積約500㎡）
　建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事　各1式

入札公告済 第３／四半期 工期、公告予定時期の変更、入札手続中

2-33 建築 藍那交通管理基地等改修工事（２０１９－北） 藍那管理事務所（神戸市北区） 約１１か月
藍那管理事務所倉庫棟の内装改修（施工床面積約500㎡）等
　建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事　各1式

入札公告済 第３／四半期 公告予定時期の変更、入札手続中

2-34 建築 大和田施設基地改修その他工事（２０１９－大） 大和田施設基地（大阪市西淀川区） 約１０か月
大和田施設基地事務所の内装改修(延床面積約500㎡)等
　建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事　各１式

第４／四半期 第４／四半期

2-35 建築 （仮称）新高石パーキング新築工事（２０１９－湾） ４号湾岸線（高石市） 約１２か月
（仮称）新高石パーキングの新築（Ｓ造 平屋建て 延べ床面積約300㎡）
　建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事　各１式

第３／四半期 第４／四半期 工事名、入札予定時期の変更

2-36 建築 （仮称）新泉大津パーキング新築工事（２０１９－湾） ４号湾岸線（泉大津市） 約１２か月
（仮称）新泉大津パーキングの新築（Ｓ造 平屋建て 延べ床面積約200㎡）
　建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事　各１式

第４／四半期 第４／四半期

３．指名競争契約

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公募予定時期 入札予定時期 備考

3-1 電気通信 道路情報板更新その他工事（2019-１-大管） 大阪管内 約３３か月 道路情報板の更新　約５６面、気象観測装置の新設及び更新　約１６箇所 公募済 入札済
公募予定時期、入札予定時期の変更
【維持修繕工事集約契約方式（情報板更新工事等】※2

3-2 電気通信 ＥＴＣ車線表示板更新工事 大阪管内 約２８か月 ＥＴＣ車線表示板の更新　約１７０面 公募済 第４／四半期
公募予定時期、入札予定時期の変更
【維持修繕工事集約契約方式（情報板更新工事等】※2

3-3 電気通信 道路情報板更新その他工事（2019-2-神管） 神戸管内 約２９か月 道路情報板の更新　約３９面、気象観測装置の更新　約１３箇所 公募済 入札済
公募予定時期、入札予定時期の変更
【維持修繕工事集約契約方式（情報板更新工事等】※2

3-4 電気通信 ＥＴＣ車線表示板更新工事 神戸管内 約２２か月 ＥＴＣ車線表示板の更新　約８０面 公募済 第４／四半期
公募予定時期、入札予定時期の変更
【維持修繕工事集約契約方式（情報板更新工事等】※2

3-5 電気通信 トンネル警報板更新工事 神戸管内 約２５か月 トンネル警報板の更新　約５０面 公募済 2020年度以降
公募予定時期の変更
【維持修繕工事集約契約方式（情報板更新工事等】※2

４．随意契約

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 契約締結予定時期 備考

4-1 維持修繕　他 保全管理工事（２０１９－土木） 大阪管内・神戸管内 約１４か月 土木維持　高速道路清掃業務　緑地維持業務 - 契約済

4-2 電気　他 保全管理工事（２０１９－電気） 大阪管内・神戸管内 約１４か月 電気通信設備維持　システム管理　電気通信設備運転管理　データ管理 - 契約済

4-3 電気通信　他 保全管理工事（２０１９－営業） 大阪管内・神戸管内 約１４か月 システム管理　データ管理 - 契約済

4-4 管　他 保全管理工事（２０１９－機械） 大阪管内・神戸管内 約１４か月 機械設備維持　機械設備運転管理 - 契約済

4-5 建築　他 保全管理工事（２０１９－建築） 大阪管内・神戸管内 約１４か月 料金所維持　料金所清掃　ミニパーキング維持管理 - 契約済

4-6 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－４－環） １号環状線（大阪市中央区） 検討中
ディビダーグ橋調査工 3径間、橋梁補修工　1式、ヒンジ部連結工　１式、炭素繊維補
強工　１式、アウトケーブル補強工　１式

- 第４／四半期

4-7 橋梁（PC） PC桁等大規模修繕工事（２０１９－５－神・西宮）その２ ３号神戸線（神戸市灘区～尼崎市） -
PC桁補強　３０径間、調査工　１式、橋梁補修工　1式、コンクリート表面保護工　1
式、RC橋脚補修工　1式

- 2020年度以降
工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式N0.1-4の包括工事】※1

PC桁等大規模修繕工事（２０１９－６－環）その２

PC桁等大規模修繕工事（２０１９－６－環）その３

PC桁等大規模修繕工事（２０１９－７－松）その２

PC桁等大規模修繕工事（２０１９－７－松）その３

工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式N0.1-5の包括工事】※1

【維持修繕工事包括契約方式N0.1-6の包括工事】※1

2020年度以降

2020年度以降

-

-

4-8

4-9

橋梁（PC）

橋梁（PC）

PC桁補強　４７径間、調査工　１式、橋梁補修工　1式、コンクリート表面保護工　1式

PC桁補強　５０径間、調査工　１式、橋梁補修工　1式、コンクリート表面保護工　1
式、RC橋脚補修工　1式

-

-

１号環状線（浪速区～中央区）

１４号松原線（大阪市浪速区～東住吉区）



Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 契約締結予定時期 備考

上部耐震補強工事（２０１９－２－神・西宮）その２

上部耐震補強工事（２０１９－２－神・西宮）その３

上部耐震補強工事（２０１９－２－神・西宮）その４

上部耐震補強工事（２０１９－３－松）その２

上部耐震補強工事（２０１９－３－松）その３

上部耐震補強工事（２０１９－３－松）その４

上部耐震補強工事（２０１９－４－松）その２

上部耐震補強工事（２０１９－４－松）その３

上部耐震補強工事（２０１９－４－松）その４

上部耐震補強工事（２０１９－５－松）その２

上部耐震補強工事（２０１９－５－松）その３

上部耐震補強工事（２０１９－５－松）その４

4-14 土木 橋脚耐震補強下部工事（2019-大管） ４号湾岸線（大阪市住之江区） 検討中 場所打ち杭　８本、増しフーチング　１基、コンクリート橋脚　１基 - 第３／四半期 新規

電力遠方監視制御装置更新工事（2019-大管・神管）そ
の２

電力遠方監視制御装置更新工事（2019-大管・神管）そ
の３

電力遠方監視制御装置更新工事（2019-大管・神管）そ
の４

電力遠方監視制御装置更新工事（2019-大管・神管）そ
の５

電力遠方監視制御装置更新工事（2019-大管・神管）そ
の６

4-16 管 建物機械設備改修工事（２０１９－神）その２ 京橋管理施設（神戸市中央区） - 空調設備及び消防設備取替補修　１式 - 第３／四半期 【維持修繕工事包括契約方式No.2-29の包括工事】※1

4-17 電気通信 トンネル換気設備補修工事（２０１９－新） ３２号新神戸トンネル（神戸市北区～中央区） 約２２か月 換気制御盤機能改修（１トンネル） - 契約済 【2019.10.9追加】

５．技術提案・交渉方式（政府調達協定対象工事）

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 契約締結予定時期 備考

5-1
橋梁（PC）

橋梁（メタル）
喜連瓜破橋大規模更新工事 １４号松原線（大阪市平野区）

設計業務：
約１２か月
工事期間：

工事契約時に設定

設計：喜連瓜破橋架け替え（既設橋（PC3径間有ヒンジラーメン箱桁）の撤去、下部工
改良、上部工架設）の施工計画、工程、事業費検討
工事：喜連瓜破橋の架け替え（３径間）

第３／四半期 第４／四半期 新規

【維持修繕工事包括契約方式】

施工箇所が同一路線内に点在し、施工数量を一定規模有する区間を包括して一括契約を実施します。当初契約時には、現場条件・調査結果等を踏まえた設計及び施工計画、

又は施工計画を実施します。その後、当該実施内容を踏まえて価格等の交渉の上、工事契約を締結します。

【維持修繕工事集約契約方式】

同一工種の維持修繕工事に関する競争参加申請・審査の手続を事前に一括して実施します。そして、一定の技術評価点を有する者に対して、一定期間の競争参加資格の認定を実施します。

一定規模・区間での工事発注計画後、当該工事に対して競争参加資格認定者による入札を実施し、契約を締結します。

※1 本契約方式の対象工事のうち、包括される後発工事については４．随意契約に掲載しています。

対象工事については、備考欄及び関連する工事No.を参照してください。

※2 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2023年3月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。

なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。

・道路情報板更新工事　　・満車表示板、満車比較表示板新設工事　　・トンネル警報板更新工事　　・ETC車線表示板更新工事

【補　足】ここに掲載する内容は、２０１９年１０月１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、ここに掲載する工事概要は、２０１９年１０月１日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。

備考欄は、今後の公表時に、「契約済」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。

なお、契約方式の詳細ついては当社HPの入札契約情報「工事の入札・契約方式」（https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/committee/）をご確認ください。

【維持修繕工事包括契約方式N0.1-11の包括工事】※1

【維持修繕工事包括契約方式N0.1-12の包括工事】※1

工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式N0.1-8の包括工事】※1

工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式N0.1-9の包括工事】※1

工事概要の変更
【維持修繕工事包括契約方式N0.1-10の包括工事】※1

-

-

2020年度以降

2020年度以降

2020年度以降

2020年度以降

2020年度以降

-

-

-

橋梁梁拡幅工　１２１基、支承補強装置工　１，２２６基、工場製作工　６５１t

道路照明設備及び受電所、変電塔等の更新に伴う監視制御機能の改修、電力遠方
監視制御装置のハードウェア更新　２箇所

4-10

4-11

4-12

4-13

4-15

橋梁（メタル）

橋梁（メタル）

橋梁（メタル）

橋梁（メタル）

電気

耐震連結装置工　６８６基、橋梁梁拡幅工　９４基、支承補強装置工　８６５基、工場製
作工１，００１ｔ

橋梁梁拡幅工　９４基、支承補強装置工　１，４７７基、工場製作工 １，０１８t

耐震連結装置工　８７基、橋梁梁拡幅工　１２５基、支承補強装置工　１，２３２基、工
場製作工７１８ｔ

１４号松原線（大阪市東住吉区～平野区）

朝潮橋管理施設（大阪市港区）、京橋管理施設（神戸市中央区）他

-

-

-

-

-

１４号松原線（大阪市平野区～松原市）

３号神戸線（神戸市兵庫区～尼崎市）

１４号松原線（大阪市阿倍野区～西成区）


