
○

○

○

第１四半期：４～ ６月 第２四半期：７～９月

第３四半期：10～12月 第４四半期：１～３月

○

○

●印：用地取得中、■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ https://www.osaka-road.or.jp）に

おいてもご覧になれます。

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事（臨時公表（工事請負））＜１２月１日公表分＞

番号 ①路線名等 ②工事名 ③工事場所 ④工事種別 ⑤工事概要
⑥発注
時期

⑦期間 ⑧備考 新規 変更等

1 第二阪奈道路
峠髪切上水施設改修
工事

奈良県生駒市西畑町地内
機械器具・水

道施設

新設受水槽設置・配水管・
電気工事　１式 第２四半期 ７か月 公告済

2 箕面有料道路 電話設備更新工事
箕面市白島三丁目地内
外

プラント電気
通信設備

電話設備更新　　１式 第２四半期 １５か月 公告済

3 箕面有料道路 無線設備更新工事
箕面市白島三丁目地内
外

電気通信 無線設備更新　　１式 第２四半期 １３か月 公告済

4

5

6

7

以　上

本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注すること
があります。

工事の公表対象は２５０万円を超えるものにしております。

発注時期は、以下の区分けをしています。

工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。

発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事

＜１２月１日公表分＞

臨時公表（工事請負）

令和4年12月1日（木）

（問合せ先）
　　大阪府道路公社
　　TEL 06-6941-2511

http://www.osaka-road.or.jp/


○ 調査・設計委託の公表対象は１００万円を超えるものにしております。

○ 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

○ 発注時期は、以下の区分けをしています。

第１四半期：４～ ６月 第２四半期：７～９月

第３四半期：10～12月 第４四半期：１～３月

○ 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ ）に

おいてもご覧になれます。

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事（臨時公表（調査・委託））＜１２月１日公表分＞

番号 ①路線名等 ②委託名 ③履行箇所 ④委託種別 ⑤委託概要
⑥発注
時期

⑦期間 ⑧備考 新規 変更等

1 箕面有料道路
土砂災害対策工詳細
設計委託

箕面市下止々呂美地内
建設コンサル
タント

法面対策工詳細設計　1式 第３四半期 ６か月 取り止め

2 箕面有料道路 機能強化検討委託 箕面市下止々呂美地内　外
建設コンサル
タント

料金所集約化　　　　　1式
南出入口立体交差化の検
討　　　　　　　　　 　　　1式

第３四半期 ８か月

3 箕面有料道路
交通量推計及び事業
許可申請書作成業務
委託

箕面市白島二丁目地内　外
建設コンサル
タント

交通量推計　　　　　　１式
事業許可申請図書作成 １
式

第３四半期 ８か月

4 箕面有料道路
中央監視設備詳細設
計委託

箕面市下止々呂美地内　外
建設コンサル
タント

中央監視設備等　詳細設
計　　　　　　　　　　　　1式

第４四半期 １０か月 ⓺

5
鳥飼仁和寺大橋有
料道路

仮設構造物等設計委
託

摂津市鳥飼中地内　外
建設コンサル
タント

土留工詳細設計　　　　１式 第３四半期 ６か月

6 箕面有料道路
湧水処理基本設計委
託

箕面市白島三丁目地内　外
建設コンサル
タント

湧水処理基本設計　　　１
式 第３四半期 ８か月 ○

7

以　上

https://www.osaka-road.or.jp

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事

＜１２月１日公表分＞

臨時公表（調査・委託）

令和4年12月1日（木）

（問合せ先）
　　大阪府道路公社
　　TEL 06-6941-2511

https://www.osaka-road.or.jp/


○

○

○

第１四半期：４～ ６月 第２四半期：７～９月

第３四半期：10～12月 第４四半期：１～３月

○

■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ ）に

おいてもご覧になれます。

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事（臨時公表（役務委託））＜１２月１日公表分＞

番号 ①路線名等 ②委託業務名 ③委託場所 ④委託業務概要 ⑤発注時期 ⑥期間 ⑦備考 新規 変更等

1 箕面有料道路外
箕面トンネル外2施設で使用
する電気の調達業務（単価
契約）

箕面市白島三丁目　外 電気調達契約　１式 第1四半期 12か月 取り止め

2 箕面有料道路 空調設備点検整備委託
箕面市白島三丁目地内
外

空調設備点検整備　１式 第１四半期 7か月 公告済

3
鳥飼仁和寺大橋有
料道路

道路施設清掃等業務（単価
契約）

摂津市鳥飼中二丁目～寝
屋川市仁和寺本町二丁目
地内

路面清掃工　　　　 　１式
料金徴収所清掃工　１式
凍結防止剤散布工　１式　等

第2四半期 12か月 公告済

4 箕面有料道路 道路施設清掃等業務
箕面市坊島五丁目～下
止々呂美 地内

管渠・集水桝清掃工　１式
路面清掃工　　　　　   １式
凍結防止剤散布工　  １式　等

第1四半期 12か月 公告済

5
鳥飼仁和寺大橋有
料道路

料金徴収等業務委託
摂津市鳥飼中二丁目～寝
屋川市仁和寺本町二丁目
地内

料金徴収業務　１式
道路巡回業務　１式

第3四半期 48か月 公告済

6

7

以　上

予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

https://www.osaka-road.or.jp

委託役務業務の公表対象は１００万円を超えるものにしております。

本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

発注時期は、以下の区分けをしています。

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事

臨時公表（役務委託）

（問合せ先）
　　　大阪府道路公社
　　　TEL 06-6941-2511

令和4年12月1日（木）

＜１２月１日公表分＞

https://www.osaka-road.or.jp/


○

○

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ ）に

おいてもご覧になれます。

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事（臨時公表（物品等購入））＜１２月１日公表分＞

番号 ①路線名等 ②案件名 ③納入場所 ④概　　　要 ⑤発注時期 ⑥備考 新規 変更等

1

2

3

4

5

6

7

https://www.osaka-road.or.jp

本資料は、現時点での予定案件であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

令和４年度 大阪府道路公社 発注予定工事

＜１２月１日公表分＞ （問合せ先）
　　　大阪府道路公社
　　　TEL 06-6941-2511臨時公表（物品等購入）

予定案件は、有料道路事業の維持管理に要する物品購入について、入札等を行う必要がある案件について公表しております。

令和4年12月1日（木）

発注予定はありません。

http://www.osaka-road.or.jp/

