
 

1 

 

 

お 知 ら せ 

 

平成２１年１月８日            

阪神高速道路株式会社            

 

 

 

平成２１年度 発注予定工事の概要について 

 

 

 当社における平成２１年度の発注予定工事のうち、平成２０年度内に入札公告予

定の工事、ならびに工事概要が概ねまとまった工事について、発注見通しを下記の

とおり公表します。 

 

 

１．工事名等  

           別紙一覧表のとおりです。 

 

２．閲覧方法・場所 

   ・閲覧方法、場所及び時間等は別紙のとおりです。 

・阪神高速道路株式会社ホームページ（http://www.hanshin-exp.co.jp）にも掲載して 

います。 

 

３．その他 

 ここに掲載する内容は、平成２０年１２月３１日現在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

が発注される場合もあります。 

 また、掲載については２５０万円を超える見込みの工事を対象としています。 

 平成２１年度の年度を通しての発注予定工事の概要は、平成２１年度当初に公

表を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 以  上 

 

http://www.hepc.go.jp/
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                                                                             （別 紙） 

     閲覧による公表方法等について 

 

① 公表方法 

      ・本社においては、本社発注工事、建設部、事業部及び管理部管内発注予定工事について    

の発注予定を閲覧により公表しています。 

   ・建設部、事業部及び管理部においては、本社発注工事及び当該部所の発注予定工事につ    

いてのみ閲覧により公表しています。 

 

    ② 公表場所及び時間 

   （１）公表場所は、下記の本社・各部の契約担当ｸﾞﾙｰﾌﾟの閲覧コーナーとします。  

       ・本社（経理部契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ）   大阪市中央区久太郎町  4-1-3 

       ・大阪建設部（総務･経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）大阪市港区弁天  1-2-1-1900（ｵｰｸ 200） 

       ・堺建設部 （総務･経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）堺市堺区南花田口町 2-3-20 住友生命 堺東ﾋﾞﾙ 

     ・神戸建設部（総務･経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）神戸市中央区新港町  16-1 

       ・京都事業部（総務･管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）京都市伏見区深草西浦町 7 丁目 71 番地 

      ・大阪管理部（経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）   大阪市港区石田  3-1-25  

       ・神戸管理部（経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）   神戸市中央区新港町  16-1 

 

     （２）公表時間 

          ＡＭ９：１５～ＰＭ５：４０まで 

       （ただし土曜日、日曜日、祝日は除く） 

 

     （３）その他 

    ・記者発表は原則として４半期毎にすることにしています。 
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平成２１年度本社発注工事（予定）

１．一般競争入札（政府調達協定対象工事）
１－１
工事名 三宝第４工区（その１）開削トンネル及び換気所新築工事
工事場所 堺市堺区松屋町２丁～同区南島町１丁付近
工期 約６０ヶ月
工事概要 土留工、土工、函体工、出入路工、換気所工
入札予定時期 第２／四半期
工種 土木・建築

２．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）
２－１
工事名 神戸山手線（南伸部）舗装工事
工事場所 神戸山手線（南伸部）
工期 約２４ヶ月
工事概要 舗装工、路面排水工、監視員通路工、路側工、トンネル内装板工、区画線工、付属物工
入札予定時期 第１／四半期
工種 舗装

２－２
工事名 湊川西行料金所改修工事
工事場所 神戸市長田区西尻池町５丁目
工期 約１３ヶ月
工事概要 料金所大屋根・ブース・営繕設備共
入札予定時期 第４／四半期
工種 建築

２－３
工事名 神戸２号線南伸部照明設備設置工事
工事場所 神戸市長田区蓮宮通６丁目～同市同区駒栄町
工期 約２１ヶ月
工事概要 照明柱・トンネル照明設備・ケーブル
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気

２－４
工事名 神戸２号線南伸部変電設備設置工事
工事場所 神戸市長田区蓮宮通６丁目～同市同区駒栄町
工期 約２１ヶ月
工事概要 受変電設備・電力遠制設備
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気

２－５
工事名 神戸２号線南伸部通信設備設置工事
工事場所 神戸市長田区蓮宮通６丁目～同市同区駒栄町
工期 約２１ヶ月
工事概要 通信ケーブル・各種通信機器端末
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気通信

２－６
工事名 神戸２号線南伸部トンネル防災中央装置改修工事
工事場所 神戸市長田区蓮宮通６丁目～同市同区駒栄町
工期 約１９ヶ月
工事概要 防災中央装置改修
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気通信

２－７
工事名 神戸２号線南伸部トンネル防災カメラ設置工事
工事場所 神戸市長田区蓮宮通６丁目～同市同区駒栄町
工期 約１６ヶ月
工事概要 防災カメラ・交通流監視カメラ
入札予定時期 第３／四半期
工種 電気通信
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２－８
工事名 神戸２号線南伸部道路情報板等設置工事
工事場所 神戸市長田区蓮宮通６丁目～同市同区駒栄町
工期 約１６ヶ月
工事概要 道路情報板・トンネル警報板
入札予定時期 第３／四半期
工種 電気通信

２－９
工事名 神戸２号線南伸部他トンネル換気設備設置工事
工事場所 神戸市長田区長尾町～同市同区駒栄町
工期 約２１ヶ月
工事概要 ジェットファン・集塵設備
入札予定時期 第２／四半期
工種 機械器具設置

２－１０
工事名 湊川西行入路通行止装置設置工事
工事場所 神戸市長田区西尻池町５丁目
工期 約１３ヶ月
工事概要 通行止装置
入札予定時期 第４／四半期
工種 機械器具設置

２－１１
工事名 神戸２号線緊急車両用エレベータ設置工事
工事場所 神戸市長田区蓮宮通６丁目
工期 約１３ヶ月
工事概要 緊急車両用エレベータ
入札予定時期 第４／四半期
工種 機械器具設置

２－１２
工事名 鴨川西行料金所新築工事
工事場所 京都市南区東九条柳下町
工期 約１３ヶ月
工事概要 料金所大屋根・ブース・営繕設備共
入札予定時期 第４／四半期
工種 建築

２－１３
工事名 斜久世橋工区照明設備設置工事
工事場所 京都市伏見区深草西川原町～同市南区上鳥羽南苗代町付近
工期 約１５ヶ月
工事概要 照明柱・ケーブル
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気

２－１４
工事名 斜久世橋工区通信設備設置工事
工事場所 京都市伏見区深草西川原町～同市南区上鳥羽南苗代町付近
工期 約１５ヶ月
工事概要 通信ケーブル・各種通信機器端末
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気通信

２－１５
工事名 斜久世橋工区道路情報板設置工事
工事場所 京都市伏見区深草西川原町～同市南区上鳥羽南苗代町付近
工期 約１５ヶ月
工事概要 道路情報板
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気通信
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２－１６
工事名 鴨川西行料金所料金収受装置設置工事
工事場所 京都市南区東九条柳下町
工期 約１５ヶ月
工事概要 料金所ＥＴＣ・ＦＦ－ＥＴＣ・精算処理装置
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気通信

２－１７
工事名 鴨川西行入路通行止装置設置工事
工事場所 京都市南区東九条柳下町
工期 約１５ヶ月
工事概要 通行止装置
入札予定時期 第４／四半期
工種 機械器具設置

２－１８
工事名 平成２１年度保全柵設置その他工事（大阪・神戸・京都）
工事場所 大阪・神戸・京都地区
工期 約１２ヶ月
工事概要 保全柵の設置、移設、撤去、照明灯取替
入札予定時期 第１／四半期
工種 防護柵

２－１９
工事名 平成２１年度事業用不動産等の環境整備業務（大阪・神戸・京都）
工事場所 大阪・神戸・京都管内
工期 約１２ヶ月
工事概要 高速道路予定地及び残地の清掃・除草・薬剤散布等
入札予定時期 第１／四半期
工種 道路清掃
※公表対象としては、平成２１年度発注予定工事のうち、平成２０年度内に入札公告予定の工事 ならびに 工事概要の
　概ねまとまった工事としており、平成２１年度の発注見通しについては年度当初に公表することにしています。
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平成２１年度神戸建設部発注工事（予定）

１．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）
１－１
工事名 神戸建設部内引継移管用地管理その他工事（２１－神建）
工事場所 ７号北神戸線、３１号山手線、湾岸（垂水）線、３号神戸線沿線
工期 約１２ヶ月
工事概要 簡易補修工、舗装補修工、立入防止策補修工、処分費、仮設備工、点検工、緊急応急対策工他
入札予定時期 第１／四半期
工種 維持修繕
※公表対象としては、平成２１年度発注予定工事のうち、平成２０年度内に入札公告予定の工事 ならびに 工事概要の
　概ねまとまった工事としており、平成２１年度の発注見通しについては年度当初に公表することにしています。
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平成２１年度大阪管理部発注工事（予定）

１．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）
１－１
工事名 塗装塗替工事（２１－１－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約９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
工事名 塗装塗替工事（２１－２－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約１１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

１－３
工事名 塗装塗替工事（２１－３－大・東）
工事場所 ３号神戸線、１３号東大阪線
工期 約１１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

１－４
工事名 道路照明設備補修工事（２１－１－港）
工事場所 １６号大阪港線
工期 約８ヶ月
工事概要 道路照明設備補修工
入札予定時期 第１／四半期
工種 電気

１－５
工事名 道路照明設備補修工事（２１－２－港）
工事場所 １６号大阪港線
工期 約８ヶ月
工事概要 道路照明設備補修工
入札予定時期 第１／四半期
工種 電気

１－６
工事名 機械設備補修工事（２１－大管）
工事場所 大阪管理部管内
工期 約１０ヶ月
工事概要 料金所、建物機械設備補修工
入札予定時期 第１／四半期
工種 管
※公表対象としては、平成２１年度発注予定工事のうち、平成２０年度内に入札公告予定の工事 ならびに 工事概要の
　概ねまとまった工事としており、平成２１年度の発注見通しについては年度当初に公表することにしています。
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平成２１年度神戸管理部発注工事（予定）

１．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）
１－１
工事名 機械設備補修工事（２１－神管）
工事場所 神戸管理部管内
工期 約１２ヶ月
工事概要 料金所、建物機械設備補修工
入札予定時期 １／四半期
工種 管

１－２
工事名 前開凍結防止施設増設工事（２１－北）
工事場所 ７号北神戸線
工期 約７ヶ月
工事概要 維持管理車保管庫の増設
入札予定時期 １／四半期
工種 建築
※公表対象としては、平成２１年度発注予定工事のうち、平成２０年度内に入札公告予定の工事 ならびに 工事概要の
　概ねまとまった工事としており、平成２１年度の発注見通しについては年度当初に公表することにしています。
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