
２０２２年度　管理本部発注工事 2022.4.1

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 橋梁補修 上部耐震補強工事（2021-3-東） １３号東大阪線（大阪市西区～大阪市中央区） 検討中
耐震連結装置工　５６基、橋脚梁拡幅工　１０３基、支承補強装置工　３２基
【工事規模】 23億円以上

2022年度以降 2022年度以降

1-2 橋梁補修 上部耐震補強工事（2022-1-港・湾） ４号湾岸線、１６号大阪港線（大阪市西区～高石市） 検討中
耐震連結装置工　６５６基、橋脚梁拡幅工　２３基、支承補強装置工　３１４基
【工事規模】 23億円以上

2022年度以降 2022年度以降

1-3 橋梁補修 上部耐震補強工事（2022-2-湾） ４号湾岸線（高石市～泉佐野市） 検討中
耐震連結装置工　６２６基、橋脚梁拡幅工　２６基、支承補強装置工　２９６基
【工事規模】 23億円以上

2022年度以降 2022年度以降

1-4
橋梁補修

　又は橋梁（Ｐ・Ｃ）
PC桁等大規模修繕その他工事（2022-2-松） １４号松原線（大阪市東住吉区～大阪市平野区） 検討中

PC桁補強　４３径間、PC桁間詰部鋼板接着補強　２２径間、調査工　１式、コンク
リート表面保護工　1式、ASR橋脚補修工　６基、橋脚梁拡幅工　１７９基
【工事規模】 23億円以上

第３／四半期 第４／四半期
公告予定時期の変更
参加形態：単体又は特定JV(構成員数は最大2者)

1-5 橋梁補修 上部耐震補強工事（2021-2-環）
１号環状線
（大阪市浪速区～大阪市中央区）

約５８か月
耐震連結装置工　４０２基、橋脚梁拡幅工　３基、支承補強装置工　４３２基
【工事規模】 8億円以上23億円未満（後発工事を含まない）

入札公告済 入札済
【維持修繕工事包括契約方式】※1　後発工事：No.4-1
参加形態：単体又は特定JV(構成員数は最大2者)

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 橋梁補修 鋼床版等大規模修繕工事（2022-湾・岸） ４号湾岸線、5号湾岸線（大阪市此花区～大阪市住之江区） 検討中
鋼床版補修工　31径間
【工事規模】 8億円以上23億円未満

第２／四半期 第３／四半期 工事名の変更

2-2 橋梁補修 鋼床版等大規模修繕工事（2023-湾） ４号湾岸線 検討中
鋼床版補修工　13径間
【工事規模】 8億円以上23億円未満

第４／四半期 2023年度 新規

2-3 橋梁補修 コンクリート橋脚大規模修繕工事（2022-東） １３号東大阪線（大阪市西区～東大阪市） 約３３か月
ASR橋脚補修工　７基、コンクリート橋脚補修工　７基
【工事規模】 8億円未満

入札公告済 第１／四半期 指名併用型一般競争入札

2-4
橋梁補修

　又は橋梁（Ｐ・Ｃ）
PC桁等大規模修繕その他工事（2022-1-大管）

１号環状線、１１号池田線、１３号東大阪線
（大阪市中央区～大阪市北区）

検討中
PC桁補強　４径間、PC桁間詰部鋼板接着補強　１７径間、コンクリート表面保護工
1式、支承補強装置工　２基、橋脚梁拡幅工　３０６基
【工事規模】 8億円以上23億円未満

第３／四半期 第４／四半期
公告予定時期の変更
参加形態：単体又は特定JV(構成員数は最大2者)

2-5
橋梁補修

　又は橋梁（Ｐ・Ｃ）
PC桁等大規模修繕工事（2023-1-北） ７号北神戸線（神戸市西区） 検討中

PC桁補強　３３径間、調査工　１式、コンクリート表面保護工　1式
【工事規模】 8億円以上23億円未満

2023年度 2023年度 参加形態：単体又は特定JV(構成員数は最大2者)

2-6
橋梁補修

　又は橋梁（Ｐ・Ｃ）
PC桁等大規模修繕工事（2023-2-北） ７号北神戸線（神戸市西区～神戸市北区） 検討中

PC桁補強　４０径間、調査工　１式、コンクリート表面保護工　1式
【工事規模】 8億円以上23億円未満

2023年度 2023年度 参加形態：単体又は特定JV(構成員数は最大2者)

2-7
橋梁補修

　又は橋梁（Ｐ・Ｃ）
コンクリート橋脚大規模修繕工事（2023-神・西宮） ３号神戸線 検討中

ASR橋脚（PC梁）補修工　１４基、構造物補修工　1式
【工事規模】 8億円未満

第４／四半期 2023年度 新規

2-8 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2022－1－北） 7号北神戸線（西宮市～神戸市北区） 約２５か月
舗装補修　53,000m2
【工事規模】 8億円未満

入札公告済 第２／四半期 工期の変更

2-9 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2022－2－神） ３号神戸線（神戸市） 約１５か月
舗装補修　62,000m2（うちSFRC舗装1,400m2）
【工事規模】 8億円未満

第１／四半期 第２／四半期 工期の変更

2-10 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2022-3-湾岸） ５号湾岸線（西宮市） 約１９か月
舗装補修　18,000m2（うちSFRC舗装10,000m2）
【工事規模】 8億円未満

第２／四半期 第４／四半期 新規

2-11 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2022-4-湾岸） ５号湾岸線（西宮市） 約１９か月
舗装補修　18,000m2（うちSFRC舗装7,000m2）
【工事規模】 8億円未満

第２／四半期 第４／四半期 新規

2-12 維持修繕 伸縮継手補修工事（2022-1-神） ３号神戸線（神戸市） 約１５か月
取替 53レーン、床版連結16レーン
【工事規模】 8億円未満

第１／四半期 第２／四半期 工期の変更

2-13 維持修繕 伸縮継手補修工事（2022-2-神） ３号神戸線（神戸市） 約１５か月
取替 94レーン、床版連結8レーン
【工事規模】 8億円未満

第１／四半期 第２／四半期 工期の変更

2-14 維持修繕 鋼製高欄改良工事（2022-1-東） １３号東大阪線（大阪市中央区～大阪市西区） 約３０か月
鋼製高欄取替　870m
【工事規模】 8億円以上23億円未満

入札公告済 第２／四半期 再公告

2-15 維持修繕 鋼製高欄改良工事（2022-2-堺） １５号堺線（大阪市浪速区～大阪市中央区） 約３０か月
鋼製高欄取替　950m
【工事規模】 8億円以上23億円未満

入札公告済 第２／四半期 再公告

2-16 電気通信 交通流収集装置設置その他工事(2022-大管・神管) 大阪管内・神戸管内 約３０か月 交通流収集装置新設　1式、画像処理中央装置新設　1式 第3/四半期 第4/四半期 工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更

2-17 電気通信 ETC精算処理装置更新工事(2022-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２５か月 ETC精算処理装置の更新　1式 第3/四半期 第4/四半期 新規

2-18 機械器具設置 消融雪設備設置工事(2022－北) ７号北神戸線 約１２か月 北神戸線ランプの消融雪設備設置　１式 第３／四半期 第４／四半期

2-19 機械器具設置 トンネル換気設備改修工事(2022－新） ３２号新神戸トンネル 約３９か月 トンネル排風機更新　２箇所４台 第１／四半期 第２／四半期

2-20 機械器具設置 車両重量計測装置改修工事（2022－大管・神管） 大阪管内・神戸管内 約２４か月 車両重量計測装置更新　約10箇所 第３／四半期 第４／四半期

2-21 管 電気室等機械設備改修工事（2022－大管・神管） 大阪管内・神戸管内 約１８か月 空調設備及び換気設備の取替補修　建物５箇所 １式 第１／四半期 第２／四半期

2-22 建築 非常用オイルタンク増設工事（2022-池・北） 伊丹交通基地（兵庫県伊丹市）、布施畑受電所（神戸市西区） 約１１か月
伊丹交通基地、布施畑受電所　上屋（各S造平屋建て延べ約40㎡）新築、オイルタン
ク（各20,000L）増設、外構　建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事　１式
【工事規模】 0.75億円以上3億円未満

第２／四半期 第３／四半期 公告予定時期、入札予定時期の変更

2-23 建築 尼崎基地事務所新築工事（2022-西宮） 旧尼崎営業所（兵庫県尼崎市） 約２２か月
旧尼崎営業所解体　尼崎基地事務所新築　１式
【工事規模】 3億円以上

第３／四半期 第４／四半期 工期・公告予定時期、入札予定時期の変更

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 橋梁景観照明設備設置工事(2022-岸) 5号湾岸線(天保山大橋）、１６号大阪港線 約３０か月 橋梁景観照明設備の更新　約110灯 公募済 第１/四半期
工事名、工期、入札予定時期の変更
【維持修繕工事集約契約方式（道路照明設備更新工事等）】※3

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 橋梁補修 上部耐震補強工事（2021-2-環）その２ １号環状線、１５号堺線（大阪市浪速区～大阪市中央区） - 鋼桁疲労対策工　８径間、鋼製高欄取替工　200m、橋梁用常設足場工　１２径間 - 2022年度以降
【維持修繕工事包括契約方式】※1
当初発注工事（No.1-5）の後発工事

4-2 橋梁補修 鋼製橋脚耐震補強工事（2022－大管） １３号東大阪線（大阪市西区）、１４号松原線（松原市） - 橋脚耐震補強工　５橋脚 - 第１／四半期



4-3 橋梁補修 鋼桁及び鋼製橋脚耐震補強工事（2022－湾） ４号湾岸線（大阪市住之江区） - 橋脚耐震補強工・上部耐震補強工　６橋脚 - 第１／四半期 契約締結予定時期の変更

4-4 橋梁補修 コンクリート床版大規模更新工事（2022-1-神） ３号神戸線（神戸市） 約１９か月
床版取替 1スパン
【工事規模】 8億円未満

- 第１／四半期 工期、契約締結予定時期の変更

4-5 橋梁補修 コンクリート床版大規模更新工事（2022-2-神） ３号神戸線（神戸市） 約１６か月
床版取替 1スパン
【工事規模】 8億円未満

- 第２／四半期 工期、契約締結予定時期の変更

4-6 建築 中島パーキング改修工事(2022-岸) ５号湾岸線（大阪市）　中島パーキング 約１１か月
中島パーキング　改修　1式
【工事規模】0.75億円以上3億円未満

- 第４／四半期
契約締結予定時期の変更
【維持修繕工事包括契約方式】※1　過年度発注工事の後発工事

4-7 維持修繕　他 保全管理工事（2022-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 - 第１/四半期 新規

4-8 電気　他 保全管理工事（2022-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 - 第１/四半期 新規

4-9 電気通信　他 保全管理工事（2022-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 - 第１/四半期 新規

4-10 管　他 保全管理工事（2022-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 - 第１/四半期 新規

4-11 建築　他 保全管理工事（2022-建築） 大阪管内　神戸管内 約１４か月 料金所維持　料金所清掃　パーキング維持管理 - 第１/四半期 新規

５．技術提案・交渉方式

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
土木かつ

橋梁（P･C）
又は橋梁(メタル)

京橋地区橋梁大規模更新工事 ３号神戸線（神戸市中央区）
設計：検討中
工事：工事契約時に
設定

設計：京橋付近PC桁橋の更新（撤去及び架け替え）、迂回路工、施工計画
工事：京橋付近PC桁橋の更新（撤去及び架け替え）、迂回路工
【工事規模】23億円以上

第２／四半期
（８月予定）

第４／四半期
（３月予定）

工種の変更
適用タイプ：設計交渉・施工タイプ
契約締結予定時期は、設計業務を対象
政府調達協定対象工事
参加形態：単体又は特定JV(構成員数は各工種最大5者、合計構
成員数最大10者)

5-2
橋梁(メタル)

又は橋梁補修
上部耐震補強工事(2022-松) １４号松原線（大阪市浪速区～松原市）

業務：約８か月
工事：約４１か月

業務：技術協力、施工計画
工事：耐震連結装置工８７基、橋脚梁拡幅工５基、支承補強装置工１７０基、支承取
替工４４基
【工事規模】 8億円以上23億円未満

第１／四半期
（６月予定）

第３／四半期
（11月予定）

工期、公告予定時期、契約締結予定時期の変更
適用タイプ：技術協力・施工タイプ
（技術協力対象の詳細設計業務は2022年1月公示）
政府調達協定対象外工事
参加形態：単体又は特定JV(構成員数は最大2者)

【維持修繕工事包括契約方式】

施工数量を一定規模有する区間を包括して契約するもので、当初発注工事の契約と併せて、包括契約対象となる後発工事を記載した包括契約協定書を締結します。

当初発注工事において設計又は施工計画の検討等を実施し、当該内容を踏まえて価格等を交渉の上、後発工事の契約を締結します。

【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

※3 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。

　・道路照明設備更新工事　　・トンネル照明設備更新工事　　・橋梁ライトアップ照明設備工事

【補　足】ここに掲載する内容は、２０２２年４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、２０２２年４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。


