
お 知 ら せ

平成2 0年 1月1 0日

阪神高速道路株式会社

平成１９年度 発注予定工事（本社契約）の概要について(4/四半期時点)

当会社における平成１９年度の発注予定工事（本社契約）の概要について、まと

まりましたので、下記のとおりお知らせします。

１．工事名等

別紙一覧表のとおりです。

２．対象工事

・一般競争入札方式（政府調達協定対象工事）

・一般競争入札方式（政府調達協定対象外工事）

・公募型指名競争入札（平成18年度中に発注手続きを開始した工事）

・従来型指名競争入札（平成18年度中に発注手続きを開始した工事等）

・随意契約方式

ただし、建設部における２億円未満の工事及び管理部における工事は記載しておりません

が、下記場所等で閲覧可能です。また、組織規定の変更により、２億円以上の管理部工事

についても全て管理部にて契約手続きを実施することになりました。

３．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（ ）にも掲載してhttp://www.hanshin-exp.co.jp

います。

４．その他

ここに掲載する内容は、平成２０年 １月 ９日現在で発注の条件が整い、発注が予

定される工事の見通しであり、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。
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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。

・建設部と管理部においては、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

・京都建設部（総務･経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659(烏丸中央ﾋﾞﾙ)

・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。

以 上
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平成１９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 発注済
工事名 遠里小野第２工区開削トンネル工事
工事場所 堺市堺区遠里小野町４丁付近
工期 約５３ヶ月
工事概要 土留工、土工、函体工
入札予定時期 ３／四半期
工種 土木

１－２ 手続中　　工期、入札予定時期の変更
工事名 大和川線シールドトンネル工事
工事場所 堺市堺区遠里小野町４丁～同市北区常磐町１丁付近
工期 約７０ヶ月
工事概要 シールド機製作工、シールド掘進工
入札予定時期 ４／四半期
工種 土木

１－３ 工期の変更
工事名 正蓮寺川西工区開削トンネル工事
工事場所 大阪市此花区島屋１丁目地先～同区伝法１丁目地先
工期 約５８ヶ月
工事概要 土留工、土工、函体工
入札予定時期 ４／四半期
工種 土木

１－４ 発注済
工事名 神戸山手線連結路（北行）開削トンネル工事
工事場所 神戸市長田区駒栄町１丁目付近
工期 約３４ヶ月
工事概要 土留工、土工、函体工
入札予定時期 第３／四半期
工種 土木

１－５ 入札予定時期の変更
工事名 常磐工区開削トンネル工事
工事場所 堺市北区常磐町１丁～同町２丁付近
工期 約７２ヶ月
工事概要 土留工、土工、函体工、出入路工
入札予定時期 ４／四半期
工種 土木
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２．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）
２－１ 発注取り止め
工事名 湊川ランプ上下部改築及び神戸山手線連結路設置工事
工事場所 神戸市長田区西尻池町付近
工期 約３０ヶ月
工事概要 下部工改築および新設、鋼桁・RC桁改築および鋼桁新設、開削トンネル工等
入札予定時期 第４／四半期
工種 土木・橋梁（メタル）

２－２ 大阪管理部　１-31へ移行　（２／四半期時点）

２－３ 大阪管理部　１-32へ移行　（２／四半期時点）

２－４ 大阪管理部　１-33へ移行　（２／四半期時点）

２－５ 大阪管理部　１-34へ移行　（２／四半期時点）

２－６ 大阪管理部　１-35へ移行　（２／四半期時点）

２－７ 神戸管理部　１-32へ移行　（２／四半期時点）

２－８ 発注済
工事名 舗装補修工事（１９－３－大管）
工事場所 ３号神戸線、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
入札予定時期 第１／四半期
工種 舗装

２－９ 発注済
工事名 舗装補修工事（１９－４－堺）
工事場所 １５号堺線
工期 約１０ヶ月
工事概要 舗装補修工
入札予定時期 第１／四半期
工種 舗装

２－10 大阪管理部　１-36へ移行　（２／四半期時点）

２－11 ３－２へ移行　（２／四半期時点）

２－12 大阪管理部　１-37へ移行　（２／四半期時点）

２－13 大阪管理部　１-38へ移行　（２／四半期時点）

２－14 発注済
工事名 ＥＴＣ車線表示板改造工事（平成１９年度）
工事場所 大阪・湾岸・兵庫地区
工期 約１２ヶ月
工事概要 ＥＴＣ車線表示板の改造
入札予定時期 第１／四半期
工種 電気通信

２－15 発注済
工事名 京都線料金所新築工事
工事場所 油小路線・新十条通
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１／四半期
工種 建築

２－16 大阪管理部　１-39へ移行　（２／四半期時点）

２－17 大阪管理部　１-40へ移行　（２／四半期時点）
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２－18 大阪管理部　１-40へ移行　（２／四半期時点）

２－19 発注済
工事名 平成１９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

２－20 発注済
工事名 平成１９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

２－21 発注済
工事名 新十条通舗装及びその他工事
工事場所 新十条通
工期 約１０ヶ月
工事概要 舗装工
入札予定時期 第３／四半期
工種 舗装
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３．随意契約
３－１ 発注済
工事名 環境対策実験施設設置工事(受託)
工事場所 十条換気所・山科換気所
工期 約１０ヶ月
工事概要 環境対策実験施設設置工
入札予定時期 第２／四半期
工種 土木

３－２ ２－11から移行　発注済　
工事名 京都線料金収受設備新設工事
工事場所 油小路線・新十条通・大阪地区（朝潮橋）
工期 約１３ヶ月
工事概要 料金収受機器設置工・ＥＴＣ設備設置工・中央装置改修工
入札予定時期 第１／四半期
工種 電気通信
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