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平成２１年度本社発注工事

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

１－２
工事名 守口ジャンクション鋼桁及び鋼製橋脚その他工事
工事場所 守口市大日町１～２、４丁目（、大庭町２丁目：Ａ渡り）
工期 約６１ヶ月　　（６３ヶ月 ： Ａ渡り）
工事概要 鋼製橋脚工、鋼桁工、鋼製梁工、床版工
入札予定時期 第３／四半期
工種 橋梁（メタル）

１－３
工事名 海老江ジャンクション工区鋼桁及び鋼製橋脚その他工事
工事場所 大阪市此花区高見１丁目、同市福島区大開４丁目
工期 約４８ヶ月
工事概要 鋼製橋脚工、鋼桁工、梁拡幅工
入札予定時期 第３／四半期
工種 橋梁（メタル）

２．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）
２－１
工事名 守口ジャンクション下部その他工事
工事場所 守口市大日町１～２、４丁目（、大庭町２丁目：Ａ渡り）
工期 約５８ヶ月
工事概要 基礎工（杭、ケーソン）、ＲＣ橋脚工、既設橋脚補強工
入札予定時期 第２／四半期
工種 土木

２－２
工事名 海老江ジャンクション工区下部その他工事
工事場所 大阪市此花区高見１丁目、同市福島区大開４丁目
工期 約３２ヶ月
工事概要 基礎工（杭、ケーソン）、ＲＣ橋脚工
入札予定時期 第２／四半期
工種 土木

２－３
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

２－４
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

２－５
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
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２－６
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

２－７
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

２－８
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

２－９
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

２－１０
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

２－１１
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

２－１２
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

２－１３
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
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２－１４
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

２－１５
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

２－１６
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

２－１７
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

２－１８
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

２－１９
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

２－２０ 工事概要の変更
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
入札予定時期 第１／四半期
工種 防護柵

２－２１
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


