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番号
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の時期
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1 28-山科市街地住宅(西棟)耐震改修その他工事 保全建築 京都市山科区 約14ヶ月 詳細一般 第1四半期
地上10階地下１階建て　1棟　192戸
耐震改修工事、外壁修繕工事、アルミ建具改修その他
工事一式

受付済：H28.3.31

2 28-アルビス寺本1号棟他８棟外壁その他修繕工事 保全建築 兵庫県伊丹市 約7ヶ月 詳細一般 第1四半期 外壁その他修繕工事一式　9棟　365戸 受付済：H28.3.15

3 28-HAT神戸・脇の浜2号棟他1棟外１団地外壁その他修繕調査工事 保全建築 神戸市兵庫区他 約11ヶ月 詳細一般 第1四半期

HAT神戸・脇の浜：外壁その他修繕工事一式　2棟
427戸
キャナルタウンウエスト：外壁その他修繕工事一式　1棟
立体駐車場

受付済：H28.3.31
調査工事

4 28-南港わかぎの団地外廻りアルミ製建具断熱改修工事 保全建築 大阪市住之江区 約8ヶ月 詳細一般 第1四半期 外廻りアルミ製建具断熱改修工事一式　4棟　758戸 受付済：H28.4.14

5 28-グリーンヒルズ六甲外壁その他修繕工事 保全建築 神戸市灘区 約12ヶ月 詳細一般 第1四半期
外壁その他修繕工事一式　12棟　577戸、エントランス改
修工事一式

受付済：H28.4.12

6 28-ハーバーランド神戸駅前外壁その他修繕工事 保全建築 神戸市中央区 約8ヶ月 詳細一般 第1四半期 外壁その他修繕工事一式　2棟　209戸 受付済：H28.6.22

7 28-桂木団地外壁その他修繕工事 保全建築 奈良県奈良市 約7ヶ月 詳細一般 第2四半期 外壁その他修繕工事一式　17棟　570戸 受付済：H28.6.22

21 28-千島団地4号棟他1棟外廻りアルミ製建具改修工事 保全建築 大阪市大正区 約7ヶ月 詳細一般 第2四半期 外廻りアルミ製建具改修工事一式　2棟　442戸 新規掲載工事

22 28-洛西新林団地28号棟他2棟外廻りアルミ製建具改修工事 保全建築 京都市西京区 約6ヶ月 詳細一般 第2四半期 外廻りアルミ製建具改修工事一式　3棟　240戸 新規掲載工事

平成28年7月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

平成28年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成28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7月15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､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡
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8 23 28-洛西福西公園団地外1団地外壁その他修繕調査工事 保全建築 京都市西京区 約11ヶ月 詳細一般 第3四半期

洛西福西公園団地：外壁その他修繕工事一式、勾配屋
根改修工事一式　13棟　298戸
洛西新林北団地：外壁その他修繕工事一式　8棟　249
戸

工事名称の変更
入札・契約の時期
の変更
工事の概要の変
更

9 24 28-コンフォールかぶと台18号棟他13棟外1団地外壁その他修繕工事 保全建築 京都府木津川市 約16ヶ月 詳細一般 第3四半期

コンフォールかぶと台：外壁その他修繕工事一式　14棟
188戸
高の原駅東第２団地：勾配屋根改修工事一式　10棟
200戸

工事名称の変更
工事期間の変更
入札・契約の時期
の変更
工事の概要の変
更

25 28-グリーンヒルズ御影1号棟他8棟外壁その他修繕工事 保全建築 神戸市東灘区 約7ヶ月 詳細一般 第3四半期 外壁その他修繕工事一式　9棟　209戸 新規掲載工事

26 28-鷺洲第2団地1号棟他2棟外1団地外廻りアルミ製建具改修工事 保全建築 大阪市福島区他 約14ヶ月 詳細一般 第3四半期

鷺洲第2団地：外廻りアルミ製建具改修工事一式　3棟
524戸
伝法団地：外廻りアルミ製建具改修工事一式　1棟　400
戸

新規掲載工事

27 28-新多聞団地420号棟他36棟外壁その他修繕工事 保全建築 神戸市垂水区 約14ヶ月 詳細一般 第3四半期 外壁その他修繕工事一式　37棟　994戸 新規掲載工事

28 28-西宮マリーナパークシティ丘のある街外壁その他修繕工事 保全建築 兵庫県西宮市 約8ヶ月 詳細一般 第3四半期 外壁その他修繕工事一式　8棟　405戸 新規掲載工事

29 28-北緑丘団地外廻りアルミ製建具改修工事 保全建築 大阪府豊中市 約9ヶ月 詳細一般 第3四半期 外廻りアルミ製建具改修工事一式　12棟　1,003戸 新規掲載工事

30 28-泉北茶山台二丁団地1号棟外2団地外廻りアルミ製建具改修工事 保全建築 堺市港区 約11ヶ月 詳細一般 第3四半期

泉北茶山台二丁団地：外廻りアルミ製建具改修工事一
式　1棟　255戸
泉北茶山台三丁団地：外廻りアルミ製建具改修工事一
式　2棟　200戸
泉北竹城台二丁団地：外廻りアルミ製建具改修工事一
式　1棟　155戸

新規掲載工事

31 28-津田北町団地外壁その他修繕工事 保全建築 大阪府貝塚市 約6ヶ月 詳細一般 第3四半期 外壁その他修繕工事一式　3棟　205戸 新規掲載工事
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32 28-南港前団地外廻りアルミ製建具改修工事 保全建築 大阪市住之江区 約8ヶ月 詳細一般 第3四半期 外廻りアルミ製建具改修工事一式　5棟　1,410戸 新規掲載工事

33 28-香里団地D51号棟外壁その他修繕その他工事 保全建築 大阪府枚方市 約11ヶ月 詳細一般 第3四半期
外壁その他修繕工事一式　1棟 70戸、エレベーター設
置工事一式（1基）、エントランス新設工事一式

新規掲載工事

34 28-光明池駅前団地外壁その他修繕工事 保全建築 堺市南区 約13ヶ月 詳細一般 第3四半期 外壁その他修繕工事一式　5棟　562戸 新規掲載工事

35 28-醍醐石田団地2号棟他11棟外1団地外壁その他修繕工事 保全建築 京都市伏見区 約18ヶ月 詳細一般 第3四半期

醍醐石田団地：外壁その他修繕工事一式　12棟　739
戸
伏見納所：外壁その他修繕工事一式　8棟　240戸
エントランス改修工事一式

新規掲載工事

36 28-南港ひかりの団地外壁その他修繕工事 保全建築 大阪市住之江区 約15ヶ月 詳細一般 第4四半期
外壁その他修繕工事一式　6棟　1,508戸、エントランス
改修工事一式

新規掲載工事

10 37 28-泉北原山台一丁団地道路通路修繕その他工事 保全土木 堺市南区 約12ヶ月 詳細一般 第2四半期
道路等修繕、雨水・汚水管修繕、外柵修繕、植栽、遊戯
施設修繕

工事場所の修正

38 28-白鷺団地道路通路修繕その他工事 保全土木 堺市東区 約16か月 詳細一般 第3四半期 道路通路・駐車場修繕、排水修繕 新規掲載工事

11 28-洛西境谷東外５団地エレベータ設備修繕工事 機械設置 京都市西京区他 約7ヶ月 随意契約 第1四半期 エレベータ設備修繕　46基
入札・契約の時期
の変更
契約済：H28.6.30
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12 28-武庫川外3団地エレベータ設備修繕工事 機械設置 兵庫県西宮市他 約6ヶ月 随意契約 第2四半期 エレベータ設備修繕　37基 契約済：H28.7.7

13 28-アルビス旭ヶ丘外1団地エレベータ設備修繕工事 機械設置 大阪府豊中市他 約5ヶ月 随意契約 第2四半期 エレベータ設備修繕　20基 契約済：H28.7.7

14 28-東千里山外１団地エレベータ設備修繕工事 機械設置 大阪府吹田市他 約4ヶ月 随意契約 第1四半期 エレベータ設備修繕　7基
入札・契約の時期
の変更
契約済：H28.6.30

15 28-光明池駅前団地エレベータ設備修繕工事 機械設置 堺市南区 約4ヶ月 随意契約 第1四半期 エレベータ設備修繕　6基
入札・契約の時期
の変更
契約済：H28.6.30

16 28-浜甲子園さくら街団地エレベータ設備修繕工事 機械設置 兵庫県西宮市 約4ヶ月 随意契約 第2四半期 エレベータ設備修繕　5基 契約済：H28.7.7

17 39 28-武庫川団地環境整備造園工事 造園 兵庫県西宮市 約10ヵ月 詳細一般 第4四半期
基盤整備、植栽、施設整備、電気設備、機械設備　一
式

入札・契約の時期
の変更

18 28-洛西竹の里団地外2団地屋内給水管（共用）修繕等工事 管 京都市西京区 約8ヶ月 詳細一般 第1四半期

・屋内給水管（共用）修繕工事一式
　洛西竹の里団地、洛西福西公園団地　計27棟 870戸
・給水施設改良工事一式
　洛西竹の里団地、洛西福西公園団地、洛西新林団地
　計8施設

工事期間の変更
受付済：H28.4.4

28-桃山南団地給水施設改良工事 管 京都市伏見区 約7ヶ月 詳細一般 第2四半期 給水施設改良工事一式　計5施設 受付済：H28.6.23

40 28-落合第３団地外3団地屋内給水管（共用）修繕等工事 管 神戸市須磨区他 約7ヶ月 詳細一般 第3四半期

・屋内給水管（共用）修繕工事一式
　落合第３、名谷公園前　計27棟 700戸
・給水施設改良工事一式
　落合第３、名谷公園前、アクティ学園西町　計3施設
・受水槽取替工事一式
　多聞台　1基

新規掲載工事
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41 28-水無瀬駅前団地外1団地屋内給水管（共用）修繕等工事 管 大阪府三島郡他 約7ヶ月 詳細一般 第3四半期

・屋内給水管（共用）修繕工事一式
　水無瀬駅前　1棟 100戸
・給水施設改良工事一式
　水無瀬駅前、シティコート下新庄　計2施設

新規掲載工事

42 28-鈴の宮団地外6団地屋内給水管（共用）修繕等工事 管 堺市中区他 約11か月 詳細一般 第4四半期

・屋内給水管（共用）修繕工事一式
　鈴の宮、藤沢台第3　計32棟 890戸
・給水施設改良工事一式
　泉北鴨谷台三丁　1施設
・屋外給水管修繕工事一式
　泉南一丘　計51棟
・量水器廻り給水管修繕工事一式
　サンヴァリエ金岡、泉北城山台二丁、大浜南町　計38
棟 1,600戸

新規掲載工事

43 28-磯路公園団地外8団地屋内給水管（共用）修繕等工事 管 大阪市港区他 約11か月 詳細一般 第4四半期

・屋内給水管（共用）修繕工事一式
　磯路公園、さざなみプラザ第２、谷町四丁目シティハイ
ツ　計4棟　720戸
・給水施設改良工事一式
　磯路公園、リバーサイドともぶち第二、さざなみプラザ
第2、谷町四丁目シティハイツ、エステート喜連東、さざ
なみプラ
　ザ第8、アーベイン天王寺、都島リバーシティ 計9施設
・屋外給水管修繕工事一式
　香里　計41棟

新規掲載工事

19 28-伝法外３団地共用灯ＬＥＤ化その他工事 電気 大阪市此花区他 約5ヶ月 詳細一般 第2四半期

・共用灯改修
　伝法、リバーサイドしろきた、森之宮第２、南港ひかり
の団地　計 15棟 3,000戸
・屋外灯改修
　リバーサイドしろきた、森之宮第２団地　計 170基

20 28-武庫川外２団地共用灯ＬＥＤ化工事 電気 兵庫県西宮市他 約5ヶ月 詳細一般 第2四半期

　共用灯改修
　武庫川、芦屋浜、リバーサイドさぎす団地
　計 16棟 2,400戸

44 28-アーベインなんば外６団地共用灯ＬＥＤ化その他工事 電気 大阪市浪速区他 約7ヶ月 詳細一般 第3四半期

・電話機能付きインターホン修繕
　酉島ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾙなぎさ街、ﾌﾛｰﾗﾙﾀｳﾝ千鳥橋　計290
戸
・共用灯・屋外灯改修
　茨木三島丘ウェスト、シティーコート服部、シティーコー
ト下新庄、アーベインなんば、サンラフレ朝潮橋　計 10
棟 1,000戸

新規掲載工事

45 28－明石舞子外５団地共用灯ＬＥＤ化その他工事 電気 神戸市垂水区他 約7ヶ月 詳細一般 第3四半期

・電話機能付きインターホン修繕
　グリーンヒルズ鷹取、フレール神戸相生町　計6棟 270
戸
・共用灯・屋外灯改修
　明石舞子、キャナルタウンウエスト、ルゼフィール名
谷、
　ルネシティ新在家南町　計 127棟 3,500戸

新規掲載工事
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工  事  の  概  要 備    考

平成28年7月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

平成28年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成28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7月15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､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡

46 28－男山外８団地共用灯ＬＥＤ化その他工事 電気 京都府八幡市他 約7ヶ月 詳細一般 第4四半期

・共用灯改修
　西大寺駅前第二、洛西センタープラザ、京都十条、石
山、男山、西陣、山科、向島　計 89棟 3,600戸
・屋外灯改修
　西大寺駅前第二、富雄、洛西センタープラザ、京都十
条、石山、男山　計 340基

新規掲載工事

47 28－森之宮第２外３団地受変電設備その他改修工事 電気 大阪市城東区他 約8ヶ月 詳細一般 第4四半期

・受変電設備修繕
　森之宮第２　2施設
・発電設備修繕
　高見フローラルタウン七番街　2施設
・高圧ケーブル管路修繕
　南港駅前、南港しらなみ　2施設

新規掲載工事
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