
平成28年3月16日

【担当：技術監理部】

４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約の

時期
工  事  の  概  要 備    考

1
26-広島二葉の里地区新幹線口西ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ外設備工
事

土木他 広島市南区他 約6ヶ月 詳細一般 第1四半期
屋根工　　　　　膜屋根・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ屋根　A=1,127㎡
機械設備工　　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ                   　 N=2基
電気設備工　　EV電源・照明設備　　　 N=1式

受付済：H26.1.15
一括入札（契約予定工
事）

2
27-広島二葉の里地区新幹線口東西ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ設備そ
の他工事

土木他 広島市南区他 約8ヶ月 詳細一般 第1四半期
屋根工　ハニカムパネルA=301㎡、膜屋根A=378㎡
床タイル工　磁器質　A=521㎡

受付済：H26.11.25
一括入札（契約予定工
事）

3
27-広島二葉の里地区新幹線口中央ﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ設備そ
の他工事

土木他 広島市南区他 約8ヶ月 詳細一般 第1四半期
屋根工　ハニカムパネルA=988㎡、膜屋根A=378㎡
床タイル工　磁器質　A=1,140㎡

受付済：H26.11.25
一括入札（契約予定工
事）

4 27-広島二葉の里地区新幹線口中央ﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷEV工事 土木他 広島市南区他 約8ヶ月 詳細一般 第1四半期 機械設備工　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　              N=3基
受付済：H26.11.25
一括入札（契約予定工
事）

5 27－浜甲子園団地第Ⅲ期基盤整備工事 土木 兵庫県西宮市 約15ヶ月 詳細一般 第2四半期
建築物等除却工事（4～5階建　31棟　852戸）、給水塔１
基、排水工、道路工、道路照明設備工、配水管敷設工、
敷地整地　7.9ha、屋外工作物除却及び樹木伐採　一式

受付済：H27.7.22

6 27－鶴舞団地第Ⅲ期先工区基盤整備工事 土木 奈良県奈良市 約12ヶ月 詳細一般 第4四半期
建築物等除却工事（4～5階建　7棟　180戸）、排水工、道
路工、敷地整地　1.5ha、屋外工作物除却及び樹木伐採
一式

7
27-千里山駅周辺整備事業駅前交通広場整備その他（その
２）工事

土木 大阪府吹田市 約8ヶ月 詳細一般 第2四半期

雨水排水工事　開削工（□1500×800）L=37m,（φ800）
L=52m
道路工事（駅前広場）　車道舗装工2,000㎡、歩道舗装工
1,100㎡、道路付属施設　一式、植栽工　一式
電気設備工事　電線共同溝　一式、道路照明工　一式

受付済：H26.6.6
一括入札（契約予定工
事）

8 28-広島二葉の里地区新幹線口広場整備その他工事 土木 広島市南区他 約9ヶ月 詳細一般 第1四半期

広場整備工　　　A=10,000㎡
排水工 　　　　　 N=1式
植栽工　　　　　　N=1式
電気設備工　　　N=1式

H28.3.16　新規掲載工
事

9
28-大阪駅北（2期）地区九条梅田線迂回道路築造その他工
事

土木 大阪市北区 約18ヶ月 詳細一般 第1四半期

迂回道路築造工　　 　　N=1式
仮設道路工 　　　　　　　N=1式
基盤盛土工 　　　　　　　V=18,000㎥
地下道撤去・新設工    N=1式

H28.3.16　新規掲載工
事

独立行政法人都市再生機構　西日本支社

平成27年度工事発注の見通し（新規工事（都市整備、居住環境整備及び公園整備工事））

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成27年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､平成28年３月16日現在の見通し
であるため､実際に発注する工事名称等を変更する場合､掲載している工事を取消す場合又は掲載していない工事を発注する場合があります｡
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平成28年3月3日

【担当：ニュータウン業務部】

４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約の

時期
工  事  の  概  要 備    考

1 27-国文都市地区中部23号緑地整備その他工事 造園
大阪府茨木市・箕
面市

約6ヶ月 詳細一般 第1四半期
除草工　A=136,000㎡、林床整備　A=42,800㎡、倉庫撤去
一式（３棟　延220㎡）

受付済：H27.5.15

2 11 15 27-国文都市地区裏川沿防災工事 土木 大阪府箕面市 約6ヶ月 詳細一般 第4四半期 擁壁工　L=140m、防災工　一式、土工事 V＝3,200㎥ 数量変更

3 12 27-国文都市地区４号公園整備工事 造園 大阪府茨木市 約9ヶ月 詳細一般 第3四半期 公園面積　A=33,100㎡、植栽　一式、施設整備　一式 受付済：H27.10.2

4 27-神戸学園南地区外除草その他工事 造園 神戸市垂水区外 約6ヶ月 詳細一般 第2四半期 除草工　A=43,000㎡、防災施設工　一式 受付済：H27.4.28

5 27-名塩地区506街区（E2）整備工事 土木 兵庫県西宮市 約7ヶ月 詳細一般 第1四半期
雨水排水管　φ350　L＝285m、雨水人孔　N＝13基、
階段工　A＝595㎡、二次防災工　一式、
二次防災施設補修工　一式

受付済：H27.4.28

6 27-南山地区外除草その他工事 造園 加東市南山外 約6ヶ月 詳細一般 第2四半期 除草工　A=85,000㎡、防災施設工　一式 受付済：H27.6.26

7 27-北神戸第二地区122街区整備工事 土木 神戸市北区 約6ヶ月 詳細一般 第1四半期 地盤改良工　2,830㎥、法面工　1,570㎡、撤去工　一式 受付済：H27.4.16

8 27-北神戸第一地区外除草その他工事 造園 神戸市北区 約6ヶ月 詳細一般 第2四半期 除草工　A=85,000㎡、伐木工　一式、防災施設工　一式 受付済：H27.6.26

9 13 27-名塩地区122-1街区外整備その他工事 土木 兵庫県西宮市 約6ヶ月 詳細一般 第2四半期
土工事　V＝2,200㎥、法面工　A＝1,200㎡、ブロック積擁
壁撤去工　A＝100㎡、道路補修工　一式、伐開工　A＝
15,000㎡

受付済：H27.9.3

10 27-祝園地区外平成27年度除草その他工事 造園
京都府相楽郡精華
町外

約6ヶ月 詳細一般 第1四半期 除草工　A=30ha、防災施設工　一式 取りやめ

14 27-木津中央地区5-1工区外防災その他工事 土木 京都府木津川市 約8ヶ月 詳細一般 第2四半期 管理施設整備工　一式、舗装工　一式 受付済：H27.9.3

27-名塩地区外除草その他工事 造園 兵庫県西宮市 約8ヶ月 詳細一般 第3四半期 除草工　A=5.7ha、防災施設工　一式 受付済：H27.9.11

27-名塩地区外除草その他工事 造園 兵庫県西宮市 約8ヶ月 詳細一般 第3四半期 除草工　A=5.7ha、防災施設工　一式 受付済：H27.9.11

27-木津中央地区外平成27年度除草その他工事 造園 京都府木津川市外 約6ヶ月 詳細一般 第1四半期 除草工　A=5.7ha、防災施設工　一式 受付済：H27.5.29

27-国文都市地区岩阪工事用道路撤去その他工事 土木 大阪府箕面市 約4ヶ月 詳細一般 第1四半期 撤去工　一式 受付済：H27.10.15

16 27-名塩地区名塩団地線外整備その他工事 土木 兵庫県西宮市 約3ヶ月 詳細一般 第3四半期
土工事　V＝2,400㎥、法面工　A＝1,000㎡、ブロック積擁
壁撤去工　A＝100㎡、道路補修工　一式

新規掲載工事

17 27-木津中央地区1工区雨水排水その他工事 土木 京都府木津川市 約16ヶ月 詳細一般 第4四半期

土工事 V=59,850㎥、雨水排水工 PcBox□2.4ｍ×2.4ｍ
～2.7ｍ L=240ｍ、現場打ち階段Box□2.4ｍ×2.9ｍ L=40
ｍ、道路工　W=9.0ｍL=570ｍ、車道舗装 A=2,800㎡、歩
道舗装 A=1,500㎡
歩行者専用道路工　W=4.0ｍ L=305ｍ、歩行者専用道路
舗装 A=960㎡、仮設工　一式

H28.3.3　新規掲載工事
http://nkmgr.ur-
net.go.jp/pdf/west/orde
r_19443_1.pdf

独立行政法人都市再生機構　西日本支社

平成27年度工事発注の見通し（新規工事（都市整備、居住環境整備及び公園整備工事））

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成27年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､平成28年3月3日現在の見通しで
あるため､実際に発注する工事名称等を変更する場合､掲載している工事を取消す場合又は掲載していない工事を発注する場合があります｡
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