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1 01-高槻市安満遺跡公園施設整備工事その4 造園 大阪府高槻市 約10ヶ月 詳細一般 第1四半期
造園工事一式  対象面積約18,000㎡
造成、舗装、植栽、雨水排水、汚水排水、電気・通信、その
他雑工作物工事　各一式

受付済：H31.3.6

2 01－堺市原池公園［第3期］グラウンド整備その他工事 造園 大阪府堺市 約10ヶ月 詳細一般 第1四半期
造園工事一式  対象面積約50,000㎡
造成、舗装、植栽、雨水・汚水排水、グラウンド、電気、その
他雑工作物工事　各一式　　トイレ１棟（42㎡）　駐輪場7基

受付済：H31.3.6

3 01-泉北竹城台一丁団地先工区基盤整備工事 土木 堺市南区 約17ヶ月 詳細一般 第1四半期

建物除却工（11階建5棟、計435戸）
屋外工作物撤去工一式
整地及び防災工一式
移管下水道整備一式

受付済：Ｈ31.2.25

4 01-大阪駅北（2期）地区埋蔵文化財調査補助その他工事 土木 大阪市北区 約10ヶ月 詳細一般 第1四半期
機械・人力掘削工Ｖ＝3,150m

３
（埋蔵文化財調査区域内）

汚染土処分Ｖ＝600m
３ 受付済：R1.6.21

5 01-南花台団地第Ⅰ期基盤整備工事 土木 大阪府河内長野市 約14ヶ月 詳細一般 第2四半期
建物除却工（5階建12棟、計310戸）
屋外工作物撤去工一式
整地及び防災工一式

受付済：R1.6.14

6 01-浜甲子園団地第Ⅲ期移管公園・緑道造園工事 造園 兵庫県西宮市 約6ヶ月 詳細一般 第2四半期 造園工事（基盤整備、植栽、施設整備）一式 受付済：R1.6.6

10 01-大阪駅北（2期）地区12街区建物基礎撤去その他工事 土木 大阪市北区 約6ヶ月 随意契約 第2四半期
既設コンクリート杭(φ300）撤去　　4本
仮囲い（万能塀等）設置・撤去　　　一式

新規掲載工事

7 11
01-大阪駅北（2期）地区九条梅田線迂回道路移設その他工
事

土木 大阪市北区 約8ヶ月 詳細一般 第4四半期
道路工W=25m・Ｌ＝240m、 W=7m・L=600m
舗装工A=7,900㎡、安全施設工　一式、照明工　一式
撤去工　一式

時期の変更

8 01-香里団地D地区Ⅱ期基盤整備工事 土木 大阪府枚方市 約14ヶ月 詳細一般 第3四半期
建物除却工（5階建7棟、計180戸）
屋外工作物撤去工一式
整地及び防災工一式

9 01-千里高野台団地先工区ガス給湯暖房設備工事 管 大阪府吹田市 約21ヶ月 随意契約 第4四半期
RC造11階建1棟、145戸
ガス給湯暖房設備工事一式

12 01-仰木地区E18街区防災施設改良工事 土木 滋賀県大津市 約5ヶ月 詳細一般 第3四半期 防災施設改良工　一式 新規掲載工事

13 01-灘市街地住宅基盤整備工事 土木 兵庫県神戸市 約11ヶ月 詳細一般 第4四半期
建物除却工（5階建1棟、計140戸）
屋外工作物撤去工一式
整地及び防災工一式

新規掲載工事

独立行政法人都市再生機構　西日本支社

令和元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令和元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､令和元年７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｡

令和元年7月16日
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令和元年7月16日

14 02-泉北竹城台一丁団地先工区建築その他工事 建築 堺市南区 約26ヶ月 一般
令和2年度
第1四半期

建築工事（RC造１1,14階建4棟、561戸、自走式駐車場、集
会場、駐輪場、ゴミ置場）、工区土木、造園工事　一式

新規掲載工事

15 02-泉北竹城台一丁団地先工区Ａ地区電気設備工事 電気 堺市南区 約25ヶ月 詳細一般
令和2年度
第1四半期

RC造14階建2棟、257戸、集会場、ゴミ置場
電気設備工事　一式

新規掲載工事

16 02-泉北竹城台一丁団地先工区Ｂ地区電気設備工事 電気 堺市南区 約25ヶ月 詳細一般
令和2年度
第1四半期

RC造１1,14階建2棟、304戸、自走式駐車場
電気設備工事　一式

新規掲載工事

17 02-泉北竹城台一丁団地先工区Ａ地区衛生設備工事 管 堺市南区 約25ヶ月 詳細一般
令和2年度
第1四半期

RC造14階建2棟、257戸、集会場、ゴミ置場
衛生設備工事　一式

新規掲載工事

18 02-泉北竹城台一丁団地先工区Ｂ地区衛生設備工事 管 堺市南区 約25ヶ月 詳細一般
令和2年度
第1四半期

RC造１1,14階建2棟、304戸、自走式駐車場
衛生設備工事　一式

新規掲載工事

19 02-泉北竹城台一丁団地先工区エレベーター設備工事 機械設置 堺市南区 約25ヶ月 詳細一般
令和2年度
第1四半期

RC造１1,14階建4棟、561戸
エレベーター設備工事　一式

新規掲載工事

20 02-泉北竹城台一丁団地先工区ガス給湯暖房設備工事 管 堺市南区 約25ヶ月 随意契約
令和2年度
第1四半期

RC造１1,14階建4棟、561戸
ガス給湯暖房設備工事　一式

新規掲載工事

21 02-浜甲子園団地第Ⅲ期A棟建築その他工事 建築 兵庫県西宮市 約20ヶ月 詳細一般
令和2年度
第1四半期

建築工事（RC造6階建1棟、74戸、駐輪場、ゴミ置場）、電
気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事（保
守管理業務含む）、工区土木、造園工事　一式
建物除却工（1階建・1棟、2階建・1棟）
屋外工作物撤去工

新規掲載工事

22 02-浜甲子園団地第Ⅲ期B棟建築その他工事 建築 兵庫県西宮市 約20ヶ月 一般
令和2年度
第1四半期

建築工事（RC造6階建1棟、152戸、駐輪場、ゴミ置場）、電
気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事（保
守管理業務含む）、工区土木、造園工事　一式

新規掲載工事

23 02-浜甲子園団地第Ⅲ期AB棟ガス給湯暖房設備工事 管 兵庫県西宮市 約19ヶ月 随意契約
令和2年度
第1四半期

RC造6階建2棟、226戸
ガス給湯暖房設備工事一式

新規掲載工事
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