
令和2年7月1日

令和２年度７月期　発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載しておりません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他 発注規模

1 関西支社 一般競争入札方式 技術選抜見積方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　枚方トンネル工事 京都府八幡市～大阪府枚方市 約４５か月 延長　約３ｋｍ
令和元年度

第２／四半期
第３／四半期 ○ － ＷＴＯ基準価格以上

2 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 新名神高速道路　上田上新免工事 滋賀県大津市 約４５か月 延長　約１．４ｋｍ、切盛土量　約３５万ｍ３、橋台・橋脚　約１２基 第１／四半期 第２／四半期 ○ ＩＣＴ活用工事 ＷＴＯ基準価格以上

3 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 新名神高速道路　宇治田原工事 京都府綴喜郡宇治田原町 約３９か月 延長　約２ｋｍ、切盛土量　約８０万ｍ３、橋台・橋脚　６基 第３／四半期 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事 ＷＴＯ基準価格以上

4 関西支社 一般競争入札方式
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社

土木工事
橋梁補修改築工事

中国自動車道（特定更新等）　宝塚ＩＣ～神戸ＪＣＴ間土木構造物更新工事 兵庫県宝塚市～神戸市 約４９か月
床版取替　約１５．５千ｍ２、床版防水面積　約５万ｍ２、舗装面積　約６．５万ｍ２、環境シェル
ター取替　約０．５ｋｍ、ＰＣ橋補修　２連、トンネル補修　４チューブ、トンネル補強　１チューブ、遮
音壁取替　約４．１ｋｍ

第２／四半期 第４／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

5 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 新名神高速道路　奥山田川橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 滋賀県大津市 約４５か月 ＰＣ上部工　約１０．９千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

6 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 新名神高速道路　信楽川橋（ＰＣ上部工）工事 滋賀県大津市 約５４か月 ＰＣ上部工　約１４．６千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

10 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 鋼橋上部工工事 新名神高速道路　城陽第三高架橋（上り線）他２橋（鋼上部工）工事 京都府城陽市～京都府京田辺市 約３４か月 鋼重　約３．６千ｔ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

11 関西支社 一般競争入札方式
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社 橋梁補修改築工事 阪和自動車道（特定更新等）雄の山第一橋他１６橋橋梁更新工事

大阪府阪南市～和歌山県和歌山
市

約１０６か月 雄の山第１橋他１４橋の床版取替工事、雄の山高架橋他１橋の土工化工事 第２／四半期
令和３年度

第１／四半期
－ ＷＴＯ基準価格以上

12 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 第二神明道路　菅野高架橋（下部工）工事 神戸市 約１８か月 延長　約０．３ｋｍ、橋台・橋脚　約１５基 第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１０億円未満程度

14 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 大和北道路　横田第一高架橋南（下部工）工事 奈良県大和郡山市 約２８か月 橋脚　約５基 第２／四半期 第３／四半期
任意着手方式

週休２日（発注者指
定方式）

７億円以上１０億円未満程度

18 関西支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 関西支社 土木工事 阪和自動車道　松原北地区耐震補強工事（その１） 大阪府松原市 約３１か月
橋脚補強　７８基（ＲＣ巻立て　６０基、炭素繊維巻立て　１８基）、落橋防止構造　２５箇所、縁端
拡幅工　１０箇所、土留工　１１箇所

第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１０億円未満程度

19 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 名神高速道路　塔ノ森高架橋他６橋耐震補強工事 京都市～京都府乙訓郡大山崎町 約３８か月
橋脚補強　約４０基（ＲＣ巻立て）、落橋防止構造設置　約５箇所、水平力分担構造設置　約３０箇
所

第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

20 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 阪和自動車道　泉南ＩＣ～和歌山ＪＣＴ間橋梁耐震補強工事
大阪府泉佐野市～和歌山県和歌
山市

約２７か月
橋脚補強　約１基（炭素繊維巻立て　１基）、横変位拘束構造　約２０基、落橋防止構造　約３５
基、縁端拡幅　３基、支承取替　約１２０基、水平力分担構造　約３５基

第１／四半期 第２／四半期 ○ － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

21 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 京滋バイパス　東鴫沢高架橋他３橋橋梁耐震補強工事 京都府宇治市 約３０か月 橋脚補強　約７０基（ＲＣ巻立て）、落橋防止構造設置　約３０箇所 第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

22 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 和歌山高速道路事務所管内　泉佐野ＪＣＴ～阪南ＩＣ間橋梁耐震補強工事 大阪府泉佐野市～大阪府阪南市 約２９か月
橋脚補強　約７０基（ＲＣ巻立て　約５５基、炭素繊維巻立て　約１５基）、落橋防止構造　約２５
基、縁端拡幅　約５基、水平力分担構造　約６５基

第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

23 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 名神高速道路　下植野高架橋他４橋橋梁耐震補強工事 京都市～京都府乙訓郡大山崎町 約３８か月
橋脚補強　約４０基（ＲＣ巻立て）、落橋防止構造の設置　約１５箇所、水平力分担構造の設置
約１０箇所、縁端拡幅　約５箇所

第３／四半期 第４／四半期 － ７億円以上１０億円未満程度

24 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 名神高速道路　園田高架橋他３橋耐震補強工事 大阪府豊中市～兵庫県西宮市 約３１か月
橋脚補強　約６２基（ＲＣ巻立て　６基、炭素繊維巻立て　５６基）、落橋防止構造　約４箇所、支承
部補強　約５０箇所、　増杭基礎　約４基

第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

26 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 京滋バイパス　十一高架橋他７橋橋梁耐震補強工事 京都府宇治市 約２６か月
橋脚補強　約４０基（ＲＣ巻立て）、落橋防止構造設置　約１５箇所、段差防止構造設置　約１０箇
所、支承部補強　約１０箇所

第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
－ １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

28 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 京滋バイパス　吹前高架橋他４橋橋梁耐震補強工事 京都府宇治市 約３３か月
橋脚補強　約９０基（ＲＣ巻立て）、落橋防止構造設置　約４０箇所、横変位拘束構造設置　約２５
箇所、段差防止構造設置　２箇所

第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
－ １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

29 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 名神高速道路　土川高架橋他２橋橋梁耐震補強工事 京都市～京都府乙訓郡大山崎町 約３４か月 橋脚補強　約６５基（ＲＣ巻立て） 第４／四半期
令和３年度

第２／四半期
－ １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

32 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 阪和自動車道　御坊舗装工事
和歌山県御坊市～和歌山県日高
郡印南町

約２０か月 延長　約９ｋｍ、舗装面積　約５万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

33 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 新名神高速道路　甲賀土山～甲南間舗装工事 滋賀県甲賀市 約２８か月 舗装面積　約５万ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

35 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 新名神高速道路　佐治川橋（ＰＣ上部工）工事 滋賀県甲賀市 約２５か月 橋面積　約０．７千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 ２億円以上ＷＴＯ基準価格未満

38 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 橋梁補修改築工事 第二神明道路　伊川谷ＩＣ～玉津ＩＣ間橋梁耐震補強工事 神戸市 約１９か月 橋脚補強　約１５基（炭素繊維巻立て）、支承取替　約５基、落橋防止構造　約２０基 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 ７億円以上１３億円未満程度

39 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　明神川橋（上り線）他５橋床版取替工事
兵庫県姫路市～兵庫県佐用郡佐
用町

約５０か月 詳細設計　１式、床版取替　約２．８千ｍ２、塗替塗装　約１０千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

40 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 橋梁補修改築工事 阪和自動車道　和歌山ＩＣ～有田ＩＣ間橋梁耐震補強工事
和歌山県和歌山市～和歌山県有
田郡有田川町

約２８か月
橋脚補強　約５基（炭素繊維巻立て）、落橋防止構造　約４０基、縁端拡幅　約１０基、支承取替
約３０基、支承取替　約５０基

第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

41 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 第二神明道路　大蔵谷ＩＣ管理施設新築工事 神戸市 約１４か月
料金所　新築　Ｓ造　約３５０ｍ２　（付帯する電気・機械設備を含む）、トールゲート　新築　Ｓ造
約１５０ｍ２（入口２・出口２）２棟（付帯する電気・機械設備を含む）、収受員安全通路　新築　Ｓ
造　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）

第１／四半期 第２／四半期 ○ － ４億円以上１３億円未満程度

42 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 新名神大津事務所他１箇所増築工事 滋賀県大津市 約１２か月
工事事務所　増築　Ｓ造　約２００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、空調設備　店舗　改修
対象面積　約２０００ｍ２

第３／四半期 第４／四半期 － ２億円以上４億円未満程度

前回から

変更箇所
追加案件 削除案件
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44 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 阪奈高速道路事務所管内　料金施設改修工事
奈良県北葛城郡河合町～大阪府
貝塚市

約１５か月

対象管理施設（法隆寺ＩＣ）
　料金所　内部改修　ＲＣ造　２階建　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
　料金所　落下対策（天井／空調）　ＲＣ造　２階建　約３０ｍ２
対象管理施設（美原北ＩＣ）
　料金所　内部改修　Ｓ造　平屋建　約２５ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
　料金所　落下対策（天井／空調）　Ｓ造　平屋建　約１００ｍ２
　料金所　空調設備　更新　一式（付帯する電気・機械設備を含む）
対象管理施設（堺ＩＣ）
　料金所　内部改修　ＲＣ造　平屋建　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
　料金所　落下対策（天井／空調）　ＲＣ造　平屋建　約１００ｍ２
対象管理施設（岸和田和泉ＩＣ）
　料金所　内部改修　ＲＣ造　２階建　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
　料金所　落下対策（天井／空調）　ＲＣ造　２階建　約１００ｍ２
対象管理施設（泉佐野ＴＢ）
　料金所　内部改修　Ｓ造　平屋建　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
　料金所　落下対策（天井／空調）　Ｓ造　平屋建　約１００ｍ２
対象管理施設（平井ＩＣ）
　料金所　増築　Ｓ造　平屋建　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
　料金所　内部改修　Ｓ造　平屋建　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
対象管理施設（太平寺ＩＣ）
　料金所　新築　Ｓ造　平屋建　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
対象管理施設（菱木ＴＢ）
　料金所　内部改修　ＲＣ造　平屋建　約２５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
対象管理施設（たじはやＴＢ）
　料金所　内部改修　ＲＣ造　平屋建　約２５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
　料金所　空調設備　更新　一式（付帯する電気・機械設備を含む）
対象休憩施設（岸和田ＳＡ下り線）
　店舗棟　空調設備　更新　一式（付帯する電気・機械設備を含む）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ２億円以上４億円未満程度

48 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 電気工事 新名神高速道路　金勝山トンネル他１トンネル照明設備工事 滋賀県甲賀市～滋賀県草津市 約２０か月

トンネル照明　入口部（更新）　約９００灯、基本部（更新）　約３，２００灯（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ～
３．８ｋｍ　４チューブ）、可変式道路情報板（移設）　２面、交通量計測（改造）　約５基、通信線路
施工延長　約１ｋｍ、路車間（改造）　１箇所、融雪（更新）　約２千ｍ２、受配電設備（改造）　ＴＮ
高圧　２箇所

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

52 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 受配電設備工事 和歌山地区　受配電自家発電設備工事
和歌山県和歌山市～和歌山県日
高郡みなべ町

約１６か月
受配電設備　ＩＣ　高圧（更新）　１箇所、自家発電設備　ＩＣ　高圧　５箇所、無停電電源設備　ＩＣ
２箇所、ＴＮ　５箇所

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

53 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社管内　ＥＴＣ認証処理中央局設備工事 大阪府吹田市 約２４か月 中央局　１箇所、ＩＣ　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

55 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 不正通行中央局設備更新工事 大阪府吹田市 約２４か月 中央局　１箇所 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

56 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 伝送交換設備工事 西名阪自動車道　藤井寺ＩＣ通信設備工事 大阪府藤井寺市 約１６か月

気象観測設備移設　１式、交通量計測設備移設　１式
交通流監視カメラ設備移設及び更新　１式、遠方監視装置設備更新　１式
移動無線設備移設　１式、衛星通信設備移設　１式
伝送交換設備更新　１式、自動交換設備移設　１式

第１／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

57 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 伝送交換設備工事 阪和自動車道　和歌山ＩＣ通信設備工事 和歌山県和歌山市 約１２か月

気象観測設備移設　１式、交通量計測設備移設　１式
交通流監視カメラ設備移設及び更新　１式、遠方監視装置設備更新　１式
移動無線設備移設　１式、衛星通信設備移設　１式
伝送交換設備更新　１式、自動交換設備移設　１式

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

59 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 通信工事 和歌山地区　ＣＣＴＶ設備工事
和歌山県有田郡有田川町～和歌
山県日高郡みなべ町

約１５か月 ＣＣＴＶ　約１００基 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

61 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 無線設備工事 第二神明道路　大蔵谷ＩＣ　ＥＴＣ設備工事 神戸市 約１７か月 料金所　１箇所、軸重計　２基 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

62 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 無線設備工事 関西支社管内　フリーフローアンテナ用撮像装置設置工事（令和２年度） 大阪府吹田市～兵庫県明石市 約１５か月
フリーフロー用撮像装置　約２０基
ＥＴＣレーン用撮像装置　約３０基
中央局　１箇所

第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

63 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 無線設備工事 西名阪自動車道　藤井寺ＩＣフリーフロー設備改造工事 大阪府藤井寺市 約１２か月 フリーフロー設備の移設　１式 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

66 関西支社 随意契約方式等 継続契約方式 関西支社 土木工事 和歌山高速道路事務所管内　南地区橋梁耐震補強工事（その２）
和歌山県海南市～和歌山県御坊
市

約３６か月
橋脚補強　約１２０基（ＲＣ巻立て　約１１０基、炭素繊維巻立て　約１０基）、落橋防止構造　約３５
基、縁端拡幅　約５基、支承取替　約５基

第２／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

69 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 新名神高速道路　八幡京田辺ジャンクションＫランプ橋他３橋（ＰＣ上部工）工事 京都府八幡市 約２０か月 ＰＣ上部工　約１．４千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 － ２億円以上ＷＴＯ基準価格未満

70 関西支社 随意契約方式等
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社 橋梁補修改築工事 阪和自動車道（特定更新等）松島高架橋他９橋橋梁更新工事（試験工事） 和歌山県和歌山市 約１３か月 松島高架橋他９橋の床版及び主版取替工事

令和元年度
第４／四半期

第２／四半期 ○ － ７億円以上１３億円未満程度

71 関西支社 随意契約方式等
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　吹田ＪＣＴ～中国池田ＩＣ間橋梁更新工事（建設工事） 大阪府吹田市～大阪府池田市 約３９か月

床版・桁取替　約６６千ｍ２、舗装面積　約７０千ｍ２、橋梁付属施設　１式、仮設工　１式、交通規
制工　１式

第２／四半期 第２／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

72 関西支社 随意契約方式等
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　中国池田ＩＣ～宝塚ＩＣ間橋梁更新工事（その１） 兵庫県宝塚市 約３１か月 延長　約０．４ｋｍ、切盛土量　約１．７万ｍ３、橋台・橋脚　約５基、鋼重　約０．２千ｔ 第２／四半期 第２／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

73 関西支社 随意契約方式等
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　中国池田ＩＣ～宝塚ＩＣ間橋梁更新工事（その２） 大阪府池田市～兵庫県宝塚市 約４０か月

ＲＣ中空床版取替　約２８．５千ｍ２、鋼橋ＲＣ床版取替　約２７．５千ｍ２、床版防水面積　約１３．
５万ｍ２、舗装面積　約１３万ｍ２、支承取替工　約７３０基、遮音壁取替　約５．５ｋｍ

第２／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

74 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 受配電設備工事 湯浅御坊道路　湯浅ＩＣ他３箇所受配電設備改造工事
和歌山県有田郡湯浅町～和歌山
県日高郡みなべ町

約１７か月
ＩＣ　高圧（改造）　３箇所、ＴＮ　高圧　（改造）２箇所、ＩＣ　遠方監視制御（改造）　３箇所、ＴＮ　遠
方監視制御（改造）　２箇所

第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

75 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 受配電設備工事 阪和自動車道　青垣内山ＴＮ他４箇所受配電設備改造工事
和歌山県御坊市～和歌山県日高
郡印南町

約１５か月 ＴＮ　高圧（改造）　５箇所、ＴＮ　遠方監視制御（改造）　５箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

76 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社　気象中央局設備改造工事（令和２年度） 大阪府吹田市 約１２か月 中央局　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度
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ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他 発注規模

前回から

変更箇所
追加案件 削除案件

77 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社　交通量計測中央局設備改造工事（令和２年度） 大阪府吹田市 約１２か月 中央局　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

78 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社　情報提供中央局設備改造工事（令和２年度） 大阪府吹田市 約１２か月 中央局　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

79 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社　路車間情報中央局設備改造工事（令和２年度） 大阪府吹田市 約１２か月 中央局　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

80 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社管内　交通中央局設備改造工事（令和２年度） 滋賀県栗東市～兵庫県姫路市 約１２か月 中央局　１箇所、ＩＣ　１０箇所 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

81 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社管内　施設中央局設備改造工事（令和２年度） 滋賀県栗東市～兵庫県姫路市 約１２か月 中央局　１箇所、ＩＣ　１０箇所 第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

82 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 交通情報設備工事 新名神高速道路　金勝山トンネル他１トンネルＣＣＴＶ更新工事 滋賀県甲賀市～滋賀県草津市 約１５か月 ＣＣＴＶ（画像処理装置）　２基、ＣＣＴＶ　約７０基 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

83 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 トンネル換気設備工事 関西支社管内　トンネル換気所換気設備補修工事（令和２年度）
京都府乙訓郡大山崎町～和歌山
県有田郡有田川町

約１９か月
①排風機　４台
②排風機　２台

第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

98 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 無線設備工事 西名阪自動車道　藤井寺ＩＣ　ＥＴＣ設備改造工事 大阪府藤井寺市 約１２か月 ＥＴＣ設備の移設　１式 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

100 関西支社 随意契約方式等 － 阪奈高速道路事務所 交通情報設備工事 西名阪自動車道　藤井寺ＩＣ道路情報板設備改造工事 大阪府藤井寺市 約１３か月 ＩＰ変換装置　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円未満程度

102 関西支社 条件付一般競争入札方式 －
和歌山高速道路事務
所

無線設備工事 阪和自動車道　和歌山ＩＣ　ＥＴＣ設備工事 和歌山県和歌山市 約１２か月 ＥＴＣ設備の更新及び移設　１式 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

103 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 中国横断自動車道　播磨新宮～山崎間標識工事 兵庫県たつの市～兵庫県宍粟市 約１８か月 標識柱　約２６０基、標識板　約７８０ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

109 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 受配電設備工事 湯浅御坊道路　川辺第一ＴＮ受配電設備改造工事
和歌山県有田郡広川町～和歌山
県日高郡日高川町

約１３か月
ＴＮ　高圧　１箇所、（改造）　１箇所（自家発電設備　１基含む）、副電気室　プレハブ造　約５０ｍ
２　１棟

第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

110 関西支社 随意契約方式等 － 和歌山工事事務所 受配電設備工事 湯浅御坊道路　広川ＩＣ受配電設備改造工事 和歌山県有田郡広川町 約１３か月 ＩＣ　高圧（改造）　１箇所、ＩＣ　遠方監視制御（改造）　１箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円未満程度

111 関西支社 随意契約方式等 － 和歌山工事事務所 受配電設備工事 湯浅御坊道路　鳥松山ＴＮ受配電設備改造工事 和歌山県有田郡広川町 約１３か月 ＴＮ　高圧（改造）　１箇所、ＴＮ　遠方監視制御（改造）　１箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円未満程度

125 中国支社 一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）吉野川橋他１橋床版取替工事 岡山県津山市～岡山県美作市 約４３か月
詳細設計　１式、床版取替　約３千ｍ２、床版防水　約４千ｍ２、塗替塗装　約１０千ｍ２、支承取
替　１式、落橋防止構造　１式
対象橋梁（吉野川橋（上下線）、広戸川橋（上下線））

第２／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

126 中国支社 一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）宮脇橋他３橋床版取替工事 岡山県新見市 約５１か月

詳細設計　１式、床版取替　約４千ｍ２、床版防水　約９千ｍ２、約塗替塗装　約１７千ｍ２、橋脚
補強　１式、支承取替　１式、落橋防止構造　１式
対象橋梁（宮脇橋（上下線）、尾原川橋（上り線）、上熊谷橋（上り線）、熊谷川橋（下り線）、下熊
谷川橋（上り線））

第３／四半期 第４／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

127 中国支社 一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）三尾橋（下り線）他５橋床版取替工事 岡山県新見市～岡山県真庭市 約４９か月

詳細設計　１式、床版取替　約９千ｍ２、床版防水　約１千ｍ２、塗替塗装　約２５千ｍ２、支承取
替　１式、落橋防止構造　１式
対象橋梁（大滝橋（下り線）、山王橋（下り線）、古谷橋（下り線）、三尾橋（下り線）、阿口大橋（下
り線）、東谷橋（下り線））

第４／四半期 第４／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

131 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 広島呉道路　仁保高架橋他６橋耐震補強工事 広島市～広島県安芸郡坂町 約２４か月 橋脚補強　約５基、落橋防止構造　約９０基 第１／四半期 第２／四半期 ○ － ７億円以上１３億円未満程度

135 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 中国自動車道（特定更新等）仏坂トンネル他２トンネル覆工補強工事 山口県周南市～山口県美祢市 約３０か月 覆工補強対策工　約６００ｍ 第２／四半期 第３／四半期 － １０億円以上１３億円未満程度

136 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 山陽自動車道　福山西ＩＣ～尾道ＩＣ間橋梁耐震補強工事 広島県福山市～広島県尾道市 約４４か月 橋脚補強　約３５基、落橋防止構造　約１０５基、支承取替　約６５基 第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

137 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 土木工事 山陽自動車道　周南高速道路事務所管内橋梁耐震補強工事（その１） 山口県下松市～山口県周南市 約２０か月 橋脚補強　約２０基、落橋防止構造　約２０基（後続工事　耐震補強３橋（設計中）） 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

４億円以上７億円未満程度

146 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 建築工事 山陽自動車道　吉備ＳＡ店舗改修工事 岡山市 約１２か月

店舗　改修　Ｓ造　１，０００ｍ２　１棟（付帯する電気・機械設備を含む）
店舗　増築　Ｓ造　１００ｍ２　１棟（付帯する電気・機械設備を含む）
店舗　天井板落下対策　Ｓ造　９００ｍ２　１棟
お手洗い　天井板落下対策　ＲＣ造　３５０ｍ２　２棟
身障者駐車場上屋　増設　Ｓ造　１５０ｍ２　２棟
清掃員詰所　増築　Ｓ造（プレハブ造）　１０ｍ２　２棟
店舗　改修　Ｓ造　３ｍ２　２棟
お手洗い　天井落下対策　ＲＣ造　２００ｍ２　２棟

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

147 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 建築工事 中国自動車道　王司ＰＡ休憩施設改築工事 山口県下関市 約２４か月

お手洗い　改築　Ｓ造　２００ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む）
身障者駐車場上屋　新築　Ｓ造　４０ｍ２　１棟
二輪駐車場上屋　新築　Ｓ造　２０ｍ２　１棟
店舗　改築　Ｓ造　２００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
店舗　天井板落下対策　Ｓ造　３００ｍ２　１棟
前処理槽　新設　ＦＲＰ製　４ｍ３
ゴミ仮置き場　Ｓ造　３０ｍ２　１棟
ゴミ仮置き場　ＡＬ造　５ｍ２　１棟
プロパン庫　新設　Ｓ造　５ｍ２　１棟
電気室　新築　Ｓ造　１００ｍ２　１棟
喫煙所　移設　ＡＬ造　６ｍ２　１棟

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

148 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 山口高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　鹿野ＳＡ休憩施設改修工事 山口県周南市 約６か月

お手洗い棟　天井板落下対策　ＲＣ造　１００ｍ２　２棟
店舗　天井板落下対策　Ｓ造　６５０ｍ２　２棟
喫煙所　新築　ＡＬ造　５ｍ２　２棟
店舗　空調設備　更新　７００ｍ２

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 ０．３億円以上１億円未満程度
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令和2年7月1日

令和２年度７月期　発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載しておりません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他 発注規模

前回から

変更箇所
追加案件 削除案件

150 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 通信工事 山口高速道路事務所管内　通信線路工事（その１）
島根県鹿足郡吉賀町～山口県下
関市

約３３か月

①通信線路　施工延長　約１０ｋｍ
②通信管路　施工延長　約２５ｋｍ
【後発工事①】
①通信線路　施工延長　約３０ｋｍ
②通信管路　施工延長　約３０ｋｍ
【後発工事②】
①通信線路　施工延長　約３０ｋｍ
②通信管路　施工延長　約３０ｋｍ

第２／四半期 第３／四半期 － ４億円以上１３億円未満程度

151 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 通信工事 津山高速道路事務所管内　通信線路工事（その１）
兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新
見市

約３３か月

①通信線路　施工延長　約１５ｋｍ
②通信管路　施工延長　約２５ｋｍ
【後発工事①】
①通信線路　施工延長　約２０ｋｍ
②通信管路　施工延長　約２５ｋｍ
【後発工事②】
①通信線路　施工延長　約３０ｋｍ
②通信管路　施工延長　約３０ｋｍ

第２／四半期 第２／四半期 － ４億円以上１３億円未満程度

153 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 受配電設備工事 中国自動車道　王司ＰＡ受配電自家発電設備更新工事 山口県下関市 約１３か月

ＰＡ受配電設備　高圧　更新　１箇所
ＰＡ自家発電設備　新設　１箇所
ＰＡ直流電源設備　新設　１箇所
自家発電設備用燃料タンク　増設　１箇所
ＰＡ道路照明　更新　１箇所
遠方監視制御設備　新設　１箇所

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

154 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 受配電設備工事 令和２年度　岡山高速道路事務所他１管内　受配電自家発電設備更新工事 岡山市　他 約１５か月

ＳＡ受配電設備　高圧　更新　２箇所
ＳＡ自家発電設備　更新　３箇所

対象休憩施設（吉備ＳＡ（下）、大佐ＳＡ（上下））

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

155 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 交通情報設備工事 令和２年度　広島高速道路事務所管内　道路情報板設備工事
広島県東広島市～広島県廿日市
市

約１３か月

①トンネル内情報板　新設　４面
②トンネル内情報板　更新　４面
③トンネル入口情報板　更新　２面
④所要時間情報板　新設　３面

第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

156 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 交通情報設備工事 令和２年度　広島高速道路事務所他２管内　トンネルＣＣＴＶ設備工事 岡山市～山口県岩国市 約１８か月
①ＣＣＴＶ　約１００基
②ラジオ再放送設備　改造　割り込み機能
③ラジオ再放送設備　更新　送受信機

第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

157 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 無線設備工事 松江自動車道　加茂バスストップスマートＩＣ　ＥＴＣ設備工事 島根県雲南市 約１４か月 料金所　１箇所、受配電設備（低圧）　１箇所、自家発電設備　１箇所 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

161 中国支社 随意契約方式等 継続契約方式 中国支社 土木工事 山陽自動車道（特定更新等）広島高速道路事務所管内盛土補強工事（その２） 広島県東広島市～山口県岩国市 約３０か月 水抜ボーリング工　約１６，０００ｍ　のり尻対策工約２，０００ｍ 第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

162 中国支社 随意契約方式等 継続契約方式 中国支社 土木工事 山陰自動車道（特定更新等）松江高速道路事務所管内盛土補強工事（その２） 島根県松江市 約１６か月 水抜きボーリング工　約３，０００ｍ　のり尻対策工約７００ｍ 第３／四半期 第４／四半期 － ４億円以上７億円未満程度

163 中国支社 随意契約方式等 継続契約方式 中国支社 土木工事 中国自動車道（特定更新等）三次高速道路事務所盛土補強工事（その２）
広島県庄原市～広島県安芸高田
市

約２０か月 水抜きボーリング工　約３，０００ｍ　のり尻対策工　約１，０００ｍ 第３／四半期 第３／四半期 － １０億円以上１３億円未満程度

184 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 岡山高速道路事務所 建築工事 岡山自動車道　高梁ＳＡ店舗改修工事 岡山県高梁市 約６か月 店舗　改修　ＲＣ造　約３５０ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む） 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ０．３億円以上１億円未満程度

186 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 広島高速道路事務所 建築工事 広島高速道路事務所管内　清掃員詰所新築工事（その１） 広島市～広島県廿日市市 約６か月

清掃員詰所　新築　Ｓ造（プレハブ）　４０ｍ２　１棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
ＴＰ保管庫　新設　Ｓ造　６ｍ２　２棟

対象休憩施設（宮島ＳＡ（上）、沼田ＰＡ（上下））
【後続工事①】
清掃員詰所　新築　Ｓ造（プレハブ）　４０ｍ２　２棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
ゴミ仮置き場　新設　ＡＬ造　１０ｍ２　１棟

対象休憩施設（奥屋ＰＡ（上）、小谷ＳＡ（上下））

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 ０．３億円以上１億円未満程度

187 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 管工事 山陽自動車道　宮島ＳＡ他４箇所汚水処理設備更新工事
広島県東広島市～広島県廿日市
市

約１２か月
浄化槽設備　更新　浄化槽薬液タンク、汚泥掻寄機、急速濾過機　３箇所
上水設備更新　ポンプ制御盤　３箇所
対象休憩施設（小谷ＳＡ（下）、奥屋ＰＡ（下）、宮島ＳＡ（上下）、沼田ＰＡ（下）、広島ＩＣ）

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

189 中国支社 随意契約方式等 継続契約方式 広島高速道路事務所 建築工事 広島高速道路事務所管内　清掃員詰所新築工事（その２） 広島県東広島市～広島市 約６か月

【後続工事①】
清掃員詰所　新築　Ｓ造（プレハブ）　４０ｍ２　２棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
ゴミ仮置き場　新設　ＡＬ造　１０ｍ２　１棟

対象休憩施設（奥屋ＰＡ（上）、小谷ＳＡ（上下））

第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
－ ０．３億円以上１億円未満程度

194 四国支社 一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　新宮ＩＣ～南国ＩＣ間耐震補強Ⅰ工事（その１） 高知県長岡郡大豊町 約３３か月
鋼橋８橋（橋脚補強　１８基（ＲＣ巻立　４基、炭素繊維巻立　６基、アラミド繊維巻立　８基）、水平
力分担構造工　１６９基、支承取替　２８箇所【７支承線】）

令和元年度
第４／四半期

第２／四半期 ○ 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

195 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高松自動車道　直場高架橋他４橋耐震補強工事
香川県観音寺市～愛媛県四国中
央市

約２４か月
ＰＣ・ＲＣ橋５橋（橋脚補強　４６基（ＲＣ巻立　１６基、繊維巻立　２６基、鋼板巻立　４基）、落橋防
止構造　８基【４支承線】、水平力分担構造　８６基【４３支承線】、横変位拘束構造　４基　【２支承
線】、縁端拡幅構造　２０箇所、補修工　１式）

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

196 四国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　新宮ＩＣ～大豊ＩＣ間耐震補強Ⅱ工事（その１）
愛媛県四国中央市～高知県長岡
郡大豊町

約１８か月
鋼・ＲＣ橋１橋（橋脚補強　１１基（ＲＣ巻立：１基、鋼板巻立：４基、アラミド繊維巻立：６基）、落橋
防止構造　４支承線、支承補強　１４箇所）
後続契約予定：ＰＣ３橋

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ７億円以上１３億円未満程度

197 四国支社 一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 松山自動車道　渦井川橋他７橋耐震補強工事
愛媛県四国中央市～愛媛県西条
市

約２４か月
鋼・ＲＣ橋８橋（橋脚巻き立て　約６０基（ＲＣ巻立　１７基、炭素繊維巻立　４１基）、水平力分担構
造　約２５０基【約５５支承線】、落橋防止装置　約３２基【約１５支承線】、支承取替　約５５基【約１
５支承線】）

第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上
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令和2年7月1日

令和２年度７月期　発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載しておりません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他 発注規模

前回から

変更箇所
追加案件 削除案件

198 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 土木補修工事 令和２年度　高知自動車道　高知高速道路事務所管内橋梁補修工事
愛媛県四国中央市～高知県吾川
郡いの町

約１６か月 断面修復工　約１６千Ｌ、剥落防止対策工　約６千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

199 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 愛媛高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内のり面補修工事 愛媛県西条市～愛媛県西予市　他 約１４か月 のり面工　約１千ｍ２　アンカー工　約８１本 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

200 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 舗装工事 四国横断自動車道　徳島東舗装工事 徳島県徳島市 約２２か月 延長　約４．７ｋｍ、舗装面積　約５万ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

211 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 松山自動車道　長谷川橋耐震補強工事 愛媛県四国中央市 約３５か月
鋼橋（トラス）３橋（橋脚補強　約１１基（ＲＣ巻立　１基、炭素繊維巻立　１０基）、水平力分担構造
約１０基【２支承線】、落橋防止構造　約４５基【１０支承線】、支承取替　約５０箇所【約１５支承
線】、ダンパー設置　約２５基【約６支承線】）

第１／四半期 第３／四半期 ○ 任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

215 四国支社 一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 松山自動車道　浦山川橋他１橋耐震補強工事
愛媛県四国中央市～愛媛県新居
浜市

約３４か月
鋼・ＰＣ・ＲＣ橋２橋（橋脚補強　約３０基（ＲＣ巻立　約２０基、炭素繊維巻立　約１０基）、水平力分
担構造　約９５基【約２５支承線】、落橋防止構造　約５０基【約１５支承線】、支承取替　約１６箇所
【約５支承線】、ダンパー設置　約１２基【約６支承線】）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

218 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　仁淀川橋他５橋耐震補強工事 高知県南国市～高知県土佐市 約２３か月 鋼・ＲＣ・鋼（方杖）６橋（橋脚補強　約２０基） 第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

220 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 松山自動車道　五良野高架橋他７橋耐震補強工事 愛媛県四国中央市 約２４か月
ＰＣ・ＲＣ橋８橋（橋脚巻き立て　約６０基（ＲＣ巻立　約５基、炭素繊維巻立　約５０基、鋼板巻立
約５基）、水平力分担構造　約１９５基【約６０支承線】、落橋防止装置　約３２基【約１５支承線】）

第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

231 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 交通情報設備工事 四国支社管内　道路交通情報設備更新工事 徳島県鳴門市～愛媛県松山市　他 約２２か月
可変式道路情報板　約３０面
可変式速度規制標識　約２０基
気象観測局　１局

第１／四半期 第２／四半期 ○ － ７億円以上１３億円未満程度

233 四国支社 随意契約方式等 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　新宮ＩＣ～大豊ＩＣ間耐震補強Ⅰ工事（その２）
愛媛県四国中央市～高知県長岡
郡大豊町

約４１か月
鋼・ＲＣ１橋（橋脚補強　１３基（ＲＣ巻立：１１基、炭素繊維巻立：２基）、落橋防止構造　約５箇所、
縁端拡幅工　約７箇所、水平力分担構造　約２０基）
後続随契予定：鋼・ＲＣ３橋

第１／四半期 第２／四半期 ○ － ７億円以上１３億円未満程度

235 四国支社 随意契約方式等 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　大豊ＩＣ～南国ＩＣ間耐震補強Ⅰ工事（その２）
高知県長岡郡大豊町～高知県香
美市

約３０か月
鋼橋（トラス）・ＲＣ２橋（橋脚補強　約５基（炭素繊維巻立て　約５基）、水平力分担構造　約５基
【約２支承線】、落橋防止構造　約５基【約２支承線】、支承取替　約１５基【約５支承線】、ダンパー
設置　約５基）

第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

251 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 徳島工事事務所 道路付属物工事 四国横断自動車道　徳島東標識工事 徳島県鳴門市　他 約２０か月 標識柱　約９７基、標識板　約１，１６０ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

254 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　東九州自動車道　宮崎高架橋耐震補強工事 大分県大分市 約２３か月
橋脚補強　１０７基（ＲＣ巻立て：７４基，炭素繊維巻立て：３３基）、落橋防止装置　１２０基、縁端
拡幅　１０箇所

第１／四半期 第２／四半期 ○ － １０億円以上１３億円未満程度

256 九州支社 一般競争入札方式 － 九州支社 鋼橋上部工工事 令和２年度　佐世保道路　沖新高架橋他１橋（鋼上部工）工事 長崎県佐世保市 約４５か月 鋼重　約３千ｔ
令和元年度

第４／四半期
第２／四半期 ○ － ＷＴＯ基準価格以上

257 九州支社 一般競争入札方式
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
九州支社

鋼橋上部工工事
ＰＣ橋上部工工事

令和２年度　佐世保道路　佐世保高架橋（拡幅）工事 長崎県佐世保市 約７０か月 ＰＣ上部工　５．７千ｍ２、鋼重　３千ｔ、橋台・橋脚　約３５基 第１／四半期 第３／四半期 ○ － ＷＴＯ基準価格以上

259 九州支社 一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　佐世保道路　佐々工事
長崎県北松浦郡佐々町～長崎県
佐世保市

約３９か月 延長　約３ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３、橋台・橋脚　約２５基 第２／四半期 第３／四半期
任意着手方式
ＩＣＴ活用工事

ＷＴＯ基準価格以上

260 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　佐世保道路　竹辺工事 長崎県佐世保市 約３９か月 延長約　１ｋｍ、切盛土量　約５万ｍ３、橋台・橋脚　約２０基 第１／四半期 第２／四半期 ○
任意着手方式
ＩＣＴ活用工事

１０億円以上１３億円未満程度

266 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 橋梁補修改築工事 令和２年度　延岡南道路　門川橋他２橋耐震補強工事
宮崎県延岡市～宮崎県東臼杵郡
門川町

約１６か月 橋脚補強　約３基（ＲＣ巻立て：約３基）、落橋防止構造　約３８基、水平力分担構造　約３４基 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

268 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　長崎自動車道　城原高架橋他４橋耐震補強工事
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀
県武雄市

約２０か月
橋脚補強　約４０基（炭素繊維巻立て：４０基）、落橋防止構造　約９０基、横変位拘束構造　約１０
箇所、縁端拡幅　約３０箇所

第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

７億円以上１０億円未満程度

269 九州支社 一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　東九州自動車道　宗方高架橋他３橋耐震補強工事 大分県大分市 約１８か月
橋脚補強　約１６８基（ＲＣ巻立て：１３８基，炭素繊維巻立て：３０基）、落橋防止装置　約４０基、
縁端拡幅　約４箇所

第３／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

270 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　九州自動車道　小野北枝橋他７橋耐震補強工事 鹿児島県鹿児島市 約３０か月
橋脚補強　約１５基（炭素繊維巻立て：約１５基），落橋防止構造設置　約７５基，支承取替工　１０
基

第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

７億円以上１０億円未満程度

272 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　長崎自動車道（特定更新等）小城地区のり面補強工事 佐賀県小城市 約２８か月 アンカー工　約６５０本 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１０億円以上１３億円未満程度

273 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　東九州自動車道　宮河内高架橋他５橋耐震補強工事 大分県大分市 約１９か月 橋脚補強　約４０基（ＲＣ巻立て：３０基，炭素繊維巻立て：１０基）、落橋防止装置　約３０基 第３／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１０億円未満程度

275 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和２年度　長崎自動車道　長崎南舗装工事 長崎県長崎市 約２０か月 延長　約３ｋｍ、舗装面積　約３万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

278 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 橋梁補修改築工事 令和２年度　九州自動車道　紫川第一橋他６橋耐震補強工事 北九州市 約２４か月 橋脚補強　約１２基（ＲＣ巻立：約７基、繊維巻立：約５基）、落橋防止装置　約１１５基 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

279 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　九州自動車道　味坂橋他１５橋耐震補強工事 福岡市～福岡県みやま市 約３６か月
橋脚補強　約２０基（ＲＣ巻立て：約１０基，炭素繊維巻立て：約１０基）、落橋防止構造　約９０基、
支承取替工　約３０基

第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

281 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 大分高速道路事務所 建築工事 令和２年度　大分自動車道　玖珠ＳＡ他２箇所休憩施設改修工事
大分県玖珠郡玖珠町～大分県別
府市

約１２か月

お手洗い　天井落下対策　ＲＣ造　約１６０ｍ２　２棟
清掃員詰所　増築　Ｓ造　約２５ｍ２　３棟
ゴミ仮置場棟（上）　屋根改修　Ｓ造　約６０ｍ２　２重折板化
ゴミ仮置場棟（下）　屋根改修　Ｓ造　約６０ｍ２　２重折板化
トールゲート　化粧板解体　約２８０ｍ２

対象休憩施設（玖珠ＳＡ（上下）、別府湾ＳＡ（下））
対象管理施設（天瀬高塚ＩＣ）

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 ０．３億円以上１億円未満程度
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令和２年度７月期　発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載しておりません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。
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282 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 建築工事 令和２年度　久留米高速道路事務所管内　休憩施設改修工事
福岡県糟屋郡須恵町～福岡県八
女郡広川町

約１２か月

お手洗い　天井落下対策　ＲＣ造　約５５０ｍ２、約３５０ｍ２、約２５０ｍ２　各１棟、約２００ｍ２　２
棟
お手洗い　天井落下対策　Ｓ造　約７０ｍ２　３棟
店舗　天井落下対策　Ｓ造　約６６０ｍ２、約１，１８０ｍ２　各１棟
店舗空調　更新　約４００ｍ２
ゴミ仮置場　新築　Ｓ造　約１００ｍ２　１棟
店舗　天井落下対策　約１，３００ｍ２、約２，０００ｍ２　各１棟
清掃員詰所　新築　Ｓ造　約１５ｍ２　１棟
ガスステーション　燃料タンク　ＦＦ２重殻　取替　４０ＫＬ　２箇所
　
対象休憩施設（須恵ＰＡ（上下）、基山ＰＡ（上下）、広川ＳＡ（上下）、山田ＳＡ（上下））

第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

２億円以上４億円未満程度

286 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社
トンネル非常用設備工
事

令和２年度　長崎自動車道　長崎トンネル他３箇所非常用設備工事 長崎県長崎市～長崎県大村市 約２１か月
消火栓　約５０基、防災受信盤　１面、火災検知器　約１２０基（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）、消火栓
約５０基、防災受信盤　１面、火災検知器　約６０基（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）、防災受信盤　２面（Ｔ
Ｎ延長　①約１．０ｋｍ　②０．５ｋｍ）

第１／四半期 第２／四半期 ○ － ７億円以上１３億円未満程度

297 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 受配電設備工事 令和２年度　関門自動車道　めかりＰＡ他１箇所受配電自家発電設備工事 山口県下関市～北九州市 約１２か月
めかりＰＡ　高圧　１箇所（自家発電設備　１基含む）
壇之浦ＰＡ　高圧　１箇所（自家発電設備　１基含む）

第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

302 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
鹿児島高速道路事務
所

交通情報設備工事 令和２年度　鹿児島高速道路事務所管内　道路情報板設備更新工事
鹿児島県姶良市～鹿児島県霧島
市

約２１か月 可変式道路情報板　約１０面、可変式速度規制標識　２基 第３／四半期 第４／四半期 － １億円以上７億円未満程度

303 九州支社 随意契約方式等 －
鹿児島高速道路事務
所

無線設備工事 令和２年度　九州自動車道　桜島スマートＩＣ上り線ＥＴＣ設備工事 鹿児島県姶良市 約９か月 料金所　１箇所（支給品新設） 第２／四半期 第２／四半期 － １億円未満程度

304 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 宮崎高速道路事務所 建築工事 令和２年度　九州自動車道　吉松ＰＡ他１箇所休憩施設改修工事
鹿児島県姶良郡湧水町～宮崎県
都城市

約６か月
お手洗い　天井落下対策　ＲＣ造　約７０ｍ２　４棟

対象休憩施設（吉松ＰＡ（上下）、日向高崎ＰＡ（上下））
第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ０．３億円未満程度

305 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 長崎高速道路事務所 管工事 長崎高速道路事務所管内　ブース空調機更新工事
長崎県東彼杵郡東彼杵町～長崎
県長崎市

約２か月
料金収受ブースの空調機の更新を行うもの。（３料金所、計７基）
東そのぎ料金所（約２ｍ２　空調１基）、川平料金所（約６ｍ２　空調３基）、川平本線料金所（約６
ｍ２　空調３基）

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

308 九州支社 随意契約方式等 － 長崎高速道路事務所 受配電設備工事 令和２年度　長崎自動車道　長崎芒塚ＩＣ受配電自家発電設備改造工事 長崎県長崎市 約１７か月 ＩＣ　高圧　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

310 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 管工事 令和２年度　長崎自動車道　川登ＳＡ（上り線）給排水管改修工事 佐賀県武雄市 約６か月
給水管敷設　施工延長　約０．５ｋｍ
排水管敷設　施工延長　約０．５ｋｍ

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式 １億円未満程度

317 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 阪奈高速道路事務所管内　のり面補修工事（令和２年度） 大阪府松原市～奈良県天理市　他 約２５か月 のり面工　約９千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

320 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 阪奈高速道路事務所管内　舗装補修工事（令和２年度） 大阪府松原市～奈良県天理市 約２３か月 舗装面積　約８．５万ｍ２、床版防水　約３５千ｍ２、ワイヤロープ設置　約１ｋｍ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － ４億円以上１３億円未満程度

321 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 滋賀高速道路事務所管内　舗装補修工事（令和２年度） 滋賀県東近江市～滋賀県大津市 約１７か月 舗装面積　約４．５万ｍ２、床版防水　約３．５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － ４億円以上１３億円未満程度

322 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 京都高速道路事務所管内　舗装補修工事（令和２年度） 滋賀県大津市～大阪府高槻市 約１９か月 舗装面積　約７万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － ４億円以上１３億円未満程度

323 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 和歌山高速道路事務所管内　舗装補修工事（令和２年度）
大阪府泉佐野市～和歌山県田辺
市

約１９か月 舗装面積　約２．５万ｍ２、床版防水　約７千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － ４億円以上１３億円未満程度

324 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 大阪高速道路事務所管内　舗装補修工事（令和３年度） 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 約２８か月 舗装面積　約６万ｍ２、床版防水　約５千ｍ２ 第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
－ ４億円以上１３億円未満程度

325 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 福崎高速道路事務所管内（特定更新等）　舗装補修工事（令和２年度）
兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐
用町

約１７か月 舗装面積　約５万ｍ２、床版防水　約１０千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

326 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 神戸高速道路事務所管内　舗装補修工事（令和２年度） 大阪府池田市～兵庫県三木市 約１５か月 舗装面積　約５．５万ｍ２、床版防水　約０．６千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

４億円以上１３億円未満程度

328 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 近畿自動車道　吹田ＩＣ～長原ＩＣ間遮音壁取替工事 大阪府吹田市～大阪市 約２７か月 金属製遮音壁（取替）　約１７．７ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

329 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 名神高速道路　高槻ＪＣＴ～西宮ＩＣ間遮音壁取替工事 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 約２１か月 金属製遮音壁（取替）　約１．６ｋｍ、金属製遮音壁（嵩上げ）　約０．１ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

331 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 阪奈高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（令和２年度）
大阪府松原市～大阪府泉佐野市
他

約３８か月 金属製遮音壁（取替）　約１７．２ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

333 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 滋賀高速道路事務所 道路付属物工事 京滋バイパス　瀬田東ＩＣ～南郷ＩＣ間遮音壁取替工事（令和３年度） 滋賀県大津市 約８か月 金属製遮音壁（取替）　約１ｋｍ 第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
－ １億円以上７億円未満程度

334 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 京都高速道路事務所 土木補修工事 京都高速道路事務所管内　のり面補修工事（令和２年度） 大阪府高槻市～京都府南丹市 約１４か月 のり面工　約１０千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

336 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 神戸高速道路事務所管内　のり面補強工事（令和２年度） 兵庫県川西市～兵庫県三木市 約１３か月 のり面工　約６千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

337 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 姫路高速道路事務所 土木補修工事 姫路高速道路事務所管内　のり面補修工事（令和２年度） 兵庫県三木市～岡山県備前市 約１１か月 のり面工（落石防護柵工）約２００ｍ、のり面工（切土補強土工）約０．８千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － １億円未満程度

339 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 中国自動車道　熊谷地区のり面補強工事 岡山県真庭市～岡山県新見市 約２５か月 のり面工（吹付工）　約８千ｍ２、のり面工（切土補強工）　約２．５千ｍ２、抑止杭　約７４本 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上７億円未満程度

340 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　中国自動車道（特定更新等）千代田高速道路事務所管内舗装補修工事
広島県安芸高田市～島根県鹿足
郡吉賀町　他

約３６か月 舗装面積　約２．５万ｍ２、床版防水　約２１千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

341 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　山陽自動車道　福山高速道路事務所管内舗装補修工事 岡山県笠岡市～広島県東広島市 約１６か月 舗装面積　約４．５万ｍ２、床版防水　約９．５千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

４億円以上１３億円未満程度

342 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　広島呉道路　舗装補修工事 広島市～広島県呉市 約２２か月 舗装面積　約４．５万ｍ２、床版防水　約６千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

４億円以上１３億円未満程度
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343 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　中国自動車道（特定更新等）山口高速道路事務所管内舗装補修工事
島根県鹿足郡吉賀町～山口県下
関市

約１４か月 舗装面積　約２．５万ｍ２、床版防水　約６．５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

４億円以上１３億円未満程度

344 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　中国自動車道（特定更新等）佐用ＩＣ～新見ＩＣ間舗装補修工事
兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新
見市

約２０か月 舗装面積　約５万ｍ２、床版防水　約６千ｍ２ 第３／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

４億円以上１３億円未満程度

345 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　山陽自動車道　周南高速道路事務所管内舗装補修工事 山口県岩国市～山口県山口市 約２６か月 舗装面積　約４万ｍ２、床版防水　約１４千ｍ２ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

346 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　中国自動車道（特定更新等）三次高速道路事務所管内舗装補修工事
岡山県新見市～広島県安芸高田
市

約１２か月 舗装面積　約２万ｍ２、床版防水　約１．５千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 － ４億円以上１３億円未満程度

347 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内舗装補修工事 広島県東広島市～山口県岩国市 約２３か月 舗装面積　約８万ｍ２、床版防水　約２２千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

348 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　米子自動車道　久世ＩＣ～米子ＩＣ間舗装補修工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約１９か月 舗装面積　約２．５万ｍ２、床版防水　約２千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上４億円未満程度

356 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和２年度　九州自動車道　北九州高速道路事務所管内舗装補修工事 山口県下関市～北九州市　他 約３０か月 舗装面積　約１６万ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○
任意着手方式

週休２日（発注者指
定方式）

１３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

357 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和２年度　九州自動車道　久留米高速道路事務所管内舗装補修工事 福岡市～福岡県みやま市　他 約２０か月 舗装面積　約８．１万ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

359 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和２年度　宮崎自動車道　宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事
宮崎県えびの市～鹿児島県姶良
郡湧水町　他

約１７か月 舗装面積　約３．５万ｍ２、安全対策施設工　約６．１ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 － ４億円以上１３億円未満程度

360 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和２年度　長崎自動車道　嬉野ＩＣ～大村ＩＣ間舗装補修工事 佐賀県嬉野市～長崎県大村市 約１２か月 舗装面積　約１万ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上４億円未満程度

362 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和２年度　九州自動車道　鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事
鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島
県鹿児島市　他

約１２か月 舗装面積　約３．９万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上４億円未満程度

364 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和２年度　東九州自動車道　宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事
宮崎県えびの市～鹿児島県姶良
郡湧水町　他

約１３か月 舗装面積　約２．５万ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上４億円未満程度

365 九州支社 随意契約方式等 継続契約方式 九州支社 土木補修工事 令和２年度　九州自動車道　清滝橋他１２橋はく落対策工事（その２） 山口県下関市～北九州市　他 約２７か月 はく落対策工　約３０，０００Ｌ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

369 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 土木工事 令和２年度　長崎自動車道　川登ＳＡ（上り線）バックヤード改良工事 佐賀県武雄市 約５か月 バックヤード改良　１式 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 ２億円未満程度

370 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 道路付属物工事 令和２年度　西九州自動車道　大塔高架橋落下物防止柵改良工事 長崎県佐世保市 約７か月 落下物防止柵改良　約０．２ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 － １億円未満程度

373 本社 条件付一般競争入札方式 － 本社 遠方監視制御設備工事 情報ターミナル中央局設備工事
滋賀県東近江市～鹿児島県姶良
市

約３６か月
中央局更新　４箇所（吹田社屋、緑井社屋、高松社屋、太宰府社屋）
情報ターミナル放送端末　ＳＡ・ＰＡ　約３００箇所

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

374 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 新名神高速道路　城陽工事 京都府城陽市 約４５か月 延長　約４．０ｋｍ、切盛土量　約５４０万ｍ３、橋台・橋脚　約２０基 第３／四半期 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事 ＷＴＯ基準価格以上

375 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 鋼橋上部工工事 新名神高速道路　高槻高架橋西（鋼上部工）工事 大阪府高槻市 約６６か月 鋼重　約９．３千ｔ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

376 関西支社 一般競争入札方式
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社 橋梁補修改築工事 西名阪自動車道（特定更新等）　松原ＪＣＴ～柏原ＩＣ間橋梁更新工事 大阪府松原市～大阪府柏原市 約１００か月

詳細設計　１式（床版取替　約１５千ｍ２、ＰＣ橋補修工　１連、舗装面積　約１３６千ｍ２、橋梁付
属施設　１式）

第３／四半期
令和３年度

第２／四半期
－ ＷＴＯ基準価格以上

377 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 姫路高速道路事務所管内　トンネル覆工補修工事（令和２年度） 兵庫県姫路市～兵庫県赤穂市 約２２か月 背面空洞注入工　約３．３千ｍ３ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

378 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 電気工事 舞鶴若狭自動車道　三田西ＩＣ～綾部ＪＣＴトンネル照明設備更新工事 兵庫県三田市～京都府綾部市 約２３か月

舞鶴若狭自動車道
①藍本ＴＮ（上下線）　基本部（更新）約２００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
②丹南第一ＴＮ（上下線）　基本部（更新）約３００灯（ＴＮ延長　約２．０ｋｍ）
③丹南第二ＴＮ（上下線）　基本部（更新）約２００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
④城山ＴＮ（上下線）　基本部（更新）約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
⑤丹波第二ＴＮ（上下線）　基本部（更新）約１３００灯、ケーブルラック移設（ＴＮ延長　約３．０ｋ
ｍ）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

379 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 電気工事 第二阪奈道路　榁ノ木他１ＴＮトンネル照明設備更新工事 奈良県生駒市～奈良県奈良市 約１８か月

第二阪奈道路
①榁ノ木ＴＮ（下り線）基本部（更新）約１００灯、ケーブルラック更新（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
②宝来ＴＮ（上下線）基本部（更新）約１００灯、ケーブルラック更新（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
③ＣＣＴＶ設備　約１１０基（改造）
④交通量計測設備　１０箇所（更新）
⑤ハイウェイラジオ　１箇所（ＴＮ延長　５．５Ｋｍ）

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

380 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 通信工事 関西支社管内　通信線路工事 奈良県奈良市～兵庫県西宮市 約２２か月
通信線路　施工延長　１３ｋｍ、路側情報伝送装置　約２０基
管理用無線ＬＡＮ　約７０基、路車間　２箇所

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

381 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 塗装工事 山陽自動車道　坂本山第一橋塗替塗装工事 神戸市 約２０か月 塗替面積　約１０千ｍ２　対象橋梁（坂本山第一橋） 第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

382 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 受配電設備工事 名神高速道路　吹田ＳＡ受配電自家発電設備更新工事 大阪府吹田市 約１１か月 ＳＡ　高圧　１箇所（自家発電設備　１基含む） 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

383 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社　路車間情報中央局設備更新工事 大阪府吹田市 約２４か月 中央局　１箇所 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

384 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 交通情報設備工事 関西支社管内　道路情報板設備更新工事（令和２年度） 奈良県奈良市～大阪府泉佐野市 約２１か月 可変式道路情報板　約９０面 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

385 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 無線設備工事 神戸市港湾道路　ＥＴＣ設備工事 神戸市 約２６か月 ＥＴＣ設備　１０レーン 第１／四半期 第２／四半期 ○ － ７億円以上１３億円未満程度

386 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 無線設備工事 姫路高速道路事務所管内　移動無線設備更新工事 兵庫県小野市～兵庫県赤穂市 約１６か月 移動無線設備　約２０箇所 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度
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ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他 発注規模

前回から

変更箇所
追加案件 削除案件

387 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 福崎高速道路事務所 土木補修工事 福崎高速道路事務所管内　のり面補強工事（令和２年度）
兵庫県加東市～兵庫県佐用郡佐
用町

約１０か月 のり面改良工　２箇所 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

388 関西支社 随意契約方式等 － 奈良工事事務所 建築工事 奈良工事事務所社屋附帯設備等設置工事 奈良県奈良市 約３か月 管理事務所　改修　Ｓ造　約１９５０ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － ０．３億円以上１億円未満程度

389 中国支社 一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）容谷橋他１橋床版取替工事 山口県岩国市 約３２か月
詳細設計　１式、床版取替　約３千ｍ２、支承取替　１式、落橋防止構造　１式、舗装補修工　約１
５千ｍ２、床版補修工　約３千ｍ２
対象橋梁（容谷橋（上り線）、樋ノ尾橋（上り線））

第３／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

390 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 山陽自動車道　御園高架橋他２橋耐震補強工事 広島県大竹市 約３６か月 橋脚補強　約２５基、落橋防止構造　約５５基 第３／四半期 第４／四半期 － ７億円以上１０億円未満程度

391 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 山陽自動車道　末武川橋他１橋耐震補強工事 山口県下松市～山口県周南市 約３６か月 橋脚補強　約４０基、落橋防止構造　約３０基 第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ４億円以上７億円未満程度

392 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和２年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事
広島県東広島市～山口県岩国市
他

約２４か月 伸縮装置取替　約２５基、伸縮装置補修　約８０箇所 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上７億円未満程度

393 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和２年度　中国自動車道　山口高速道路事務所管内伸縮装置取替工事
島根県鹿足郡吉賀町～山口県下
関市

約２１か月 伸縮装置取替　約２０基、伸縮装置補修　約９５箇所 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上７億円未満程度

394 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和２年度　米子自動車道　米子高速道路事務所管内舗装補修工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約１６か月 舗装面積　約２．５万ｍ２、床版防水　約５千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － １億円以上４億円未満程度

395 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 電気工事 令和２年度　津山高速道路事務所他１管内　トンネル照明設備更新工事
兵庫県佐用郡佐用町～広島県庄
原市

約１８か月

①入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約２００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
②入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
③入口部（更新）　約１００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
④入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
⑤入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
⑥入口部（更新）　約３００灯、基本部（更新）　約３００灯（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）
⑦入口部（更新）　約４００灯、基本部（更新）　約３００灯（ＴＮ延長　約３．５ｋｍ）
⑧入口部（更新）　約１００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑨入口部（更新）　約１００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑩入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約２００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
⑪入口部（更新）　約３００灯、基本部（更新）　約３００灯（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）
⑫入口部（更新）　約３００灯、基本部（更新）　約２００灯（ＴＮ延長　約２．０ｋｍ）
⑬トンネル照明（仮設）　約２００灯

第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

396 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 電気工事 中国自動車道　加計スマートＩＣ～六日市ＩＣ間トンネル照明設備更新工事
広島県山県郡安芸太田町～島根
県鹿足郡吉賀町

約１７か月

①入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約８００灯（ＴＮ延長　約５．５ｋｍ）
②入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
③入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
④入口部（更新）　約１００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑤入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約２００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
⑥入口部（更新）　約１００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑦入口部（更新）　約１００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑧入口部（更新）　約１００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑨入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑩入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
⑪入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
⑫入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約７００灯（ＴＮ延長　約４．５ｋｍ）
⑬入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑭入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
⑮入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約１００灯（ＴＮ延長　約１．０ｋｍ）
⑯トンネル照明（仮設）　約１０００灯

第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

397 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 道路付属物工事 令和２年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内遮音壁取替工事
広島県東広島市～山口県岩国市
他

約２１か月 遮音壁取替　約１３千枚 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

７億円以上１３億円未満程度

398 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 受配電設備工事 令和２年度　広島高速道路事務所管内　受配電自家発電設備更新工事 広島市～広島県廿日市市　他 約１６か月

①ＩＣ受配電設備　高圧　更新　３箇所
②ＩＣ自家発電設備　高圧　更新　３箇所
③ＴＮ受配電設備　高圧　更新　１箇所
④ＴＮ自家発電設備　高圧　更新　１箇所

第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

399 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 交通情報設備工事 令和２年度　津山高速道路事務所他４管内　気象観測設備更新工事
岡山県備前市～広島県東広島市
他

約１６か月 気象観測局　更新　約５５局 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上７億円未満程度

400 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 無線設備工事 令和２年度　千代田高速道路事務所他４管内　ハイウェイラジオ設備更新工事 岡山県美作市～山口県下関市　他 約１４か月 ハイウェイラジオ　更新　１０箇所 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上７億円未満程度

401 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 遠方監視制御設備工事 令和２年度　中国支社　交通中央局設備改造工事 広島市 約２４か月 交通中央設備　改造　１局 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

402 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 遠方監視制御設備工事 令和２年度　中国支社　施設中央局設備改造工事 広島市 約２４か月 施設中央設備　改造　１局 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

403 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 遠方監視制御設備工事 令和２年度　中国支社　明かり部ＣＣＴＶ中央局設備改造工事 広島市 約２４か月 明かり部ＣＣＴＶ中央設備　改造　１局 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

404 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 遠方監視制御設備工事 令和２年度　中国支社　情報提供中央局設備改造工事 広島市 約２４か月 情報提供中央設備　改造　１局 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

405 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 津山高速道路事務所 土木工事 中国自動車道（特定更新等）津山高速道路事務所管内盛土補強工事
兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真
庭市

約１３か月 水抜きボーリング工　約２ｋｍ、のり尻対策工　約０．３ｋｍ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － ２億円以上４億円未満程度

406 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 津山高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　大佐ＳＡ清掃員詰所新築工事 岡山県新見市 約６か月
清掃員詰所　増築　Ｓ造（プレハブ）　３０ｍ２　２棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
ＴＰ保管庫　新築　Ｓ造（プレハブ）　１０ｍ２　２棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
対象管理施設（大佐ＳＡ（上下））

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ０．３億円以上１億円未満程度

407 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 津山高速道路事務所 道路付属物工事 令和２年度　中国自動車道　佐用ＩＣ～作東ＩＣ間立入防止柵改良工事 兵庫県佐用郡佐用町 約１２か月 立入防止柵改良　約５．５ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

408 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 岡山高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　山陽自動車道　岡山高速道路事務所管内のり面補修工事 岡山県備前市～岡山県笠岡市　他 約１３か月 のり面工　約３千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度
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公告等
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入札

予定時期
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況

○＝公告済
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前回から

変更箇所
追加案件 削除案件

409 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 電気工事 山陽自動車道　五日市トンネル他１箇所電線路工事
広島県東広島市～広島県廿日市
市

約１２か月
①電線路　施工延長　約１．０ｋｍ
②電線路　施工延長　約１．０ｋｍ
対象管理施設（五日市トンネル、小谷ＳＡ）

第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上２億円未満程度

410 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 トンネル換気設備工事 山陽自動車道　武田山他１トンネル換気設備更新工事 広島市～広島県廿日市市 約１２か月
①ジェットファン　更新　２基
②ジェットファン　新設　２基

第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

411 中国支社 随意契約方式等 － 広島高速道路事務所 受配電設備工事 山陽自動車道　武田山トンネル受配電設備改造工事 広島市 約１２か月 ＴＮ受配電設備　高圧　改造　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

412 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 松江高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　山陰自動車道　松江高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 島根県松江市～島根県出雲市　他 約９か月 伸縮装置補修　約５箇所 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

413 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 松江高速道路事務所 電気工事 松江自動車道　加茂バスストップスマートＩＣ　道路照明設備工事 島根県雲南市 約１０か月 ポール式照明（新設）　約３０灯 第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
任意着手方式 ０．３億円以上１億円未満程度

414 四国支社 一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 香川高速道路事務所管内　川之江地区耐震補強Ⅰ工事（その１） 愛媛県四国中央市 約３７か月
鋼橋４橋（橋脚補強　１８基（ＲＣ巻立　４基、繊維巻立　１４基）、落橋防止構造　２２箇所【８支承
線】、水平力分担構造　２４６基【３６支承線】、横変位拘束構造　２基　【２支承線】、縁端拡幅構
造　３箇所）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

415 四国支社 一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　新黒松尾橋耐震補強工事
愛媛県四国中央市～高知県長岡
郡大豊町

約２５か月
鋼・ＲＣ１橋（橋脚補強　１７基（ＲＣ巻立　１３基、炭素繊維巻立　４基）、水平力分担構造　約１０
箇所、支承取替　約２０箇所）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

416 四国支社 一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　辺地床第一高架橋他７耐震補強工事
愛媛県四国中央市～高知県長岡
郡大豊町

約３０か月
鋼・ＲＣ８橋（橋脚補強　４２基（ＲＣ巻立　１２基、炭素繊維巻立　１３基、アラミド繊維巻立　１０
基、鋼板巻立　７基）、水平力分担構造　約４０箇所、支承取替　約１０箇所）

第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式 ＷＴＯ基準価格以上

417 四国支社 一般競争入札方式 － 四国支社 建築工事 松山自動車道　松山ＩＣ管理施設増築工事 愛媛県松山市 約２０か月

■対象施設（松山ＩＣ）
事務所　増築　Ｓ造　約２６００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、事務所　改修　　約１７００
ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、立体駐車場　新築　Ｓ造　約４７００ｍ２（付帯する電気・
機械設備を含む）、給油施設　新築　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、資機材倉庫
新築　Ｓ造　約５５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、中型車庫解体　Ｓ造　約３００ｍ２、煙
火火薬庫解体　ＲＣ造　約７０ｍ２、　雪氷詰所解体　ＲＣ造　約１００ｍ２、油庫解体　ＲＣ造　約２
０ｍ２、雪氷詰所　新築　Ｓ造　約３００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、電気室　改修　Ｓ
造　約１０ｍ２、自転車置場　新築　Ｓ造　約１００ｍ２、仮設事務所　新築　リース　約４００ｍ２

第２／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

418 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 建築工事 徳島自動車道　徳島ＩＣ他２箇所管理施設増築工事 徳島県徳島市～徳島県阿波市 約１９か月

■対象施設（徳島高速道路事務所）
事務所　増築　Ｓ造　約１１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、事務所　改修　ＲＣ造　約１
６５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、立体駐車場　新築　Ｓ造　約３１５０ｍ２（付帯する電
気・機械設備を含む）、給油施設　新築　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、資機材倉
庫　新築　Ｓ造　約４５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、物品倉庫　新築　Ｓ造　約４００ｍ
２（付帯する電気・機械設備を含む）、物品倉庫　解体　ＰＨ造　約１００ｍ２、警察上屋　解体　Ｓ
造　約３０ｍ２、事故処理室　新築　Ｓ造　約２０ｍ２、ゴミ仮置き場　新築　Ｓ造　約５ｍ２、喫煙所
新築　Ｓ造　約４ｍ２
■対象施設（徳島ＩＣ）
特大車庫　新築　Ｓ造　約９００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、薬液槽　新築　ＲＣ造　約
６０ｔ（付帯する電気・機械設備を含む）、貯水槽　新築　ＲＣ造　約３０ｔ（付帯する電気・機械設備
を含む）、薬剤倉庫　新築　ＲＣ造　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、雪氷詰所　新
築　Ｓ造　約２５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、浄化槽　新設　１式、車重計　移設　約
５０ｍ２
■対象施設（土成ＩＣ）
資機材倉庫　増築・改修　Ｓ造　約７５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）

第２／四半期 第３／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

419 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 建築工事 松山自動車道　三島川之江ＩＣ管理施設増築工事 愛媛県四国中央市 約１７か月

■対象施設（三島川之江ＩＣ）
事務所増築　Ｓ造　約５００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、事務所改修　約９００ｍ２（付
帯する電気・機械設備を含む）、立体駐車場　新築　Ｓ造　約３５００ｍ２（付帯する電気・機械設
備を含む）、中型車庫　解体　Ｓ造　約２５０ｍ２、小型車庫　解体　Ｓ造　約５００ｍ２、資機材倉庫
新築　Ｓ造　約８５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、特大車庫①　新築　Ｓ造　約７５０ｍ２
（付帯する電気・機械設備を含む）、特大車庫②　新築　Ｓ造　約６００ｍ２（付帯する電気・機械設
備を含む）、薬剤庫　新築　ＲＣ造　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、雪氷詰所　新
築　　約３００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、既存雪氷詰所　解体　ＲＣ造　約１００ｍ２、
給油施設　新築　Ｓ造　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、小型車庫　新築　Ｓ造　約２
５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、コリドール　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（付帯する電気・
機械設備を含む）、ゴミ仮置き場１０ｍ２、外部トイレ　新築ＲＣ造　約５ｍ２（付帯する電気・機械
設備を含む）、大型車庫　解体　Ｓ造　約１７０ｍ２

第３／四半期 第４／四半期 － １３億円以上ＷＴＯ基準価格未満

420 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 電気工事 四国支社管内　ケーブルラック更新工事（令和２年度）
徳島県三好市～高知県長岡郡大
豊町

約２１か月

①ケーブルラック　更新　約３．０ｋｍ
②ケーブルラック　更新　約２．０ｋｍ
③ケーブルラック　更新　約１．０ｋｍ
④ケーブルラック　更新　約３．０ｋｍ
⑤ケーブルラック　更新　約４．０ｋｍ
⑥ケーブルラック　更新　約１．０ｋｍ
⑦ケーブルラック　更新　約３．０ｋｍ

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ４億円以上１３億円未満程度

421 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 受配電設備工事 松山自動車道　松山ＩＣ他１箇所受配電設備更新工事
愛媛県四国中央市～愛媛県松山
市

約１６か月 ＩＣ　高圧　２箇所（自家発電設備　２基含む） 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

422 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 受配電設備工事 四国支社管内　直流電源設備更新工事 徳島県徳島市～愛媛県伊予市 約１２か月

ＩＣ　直流電源設備　１６箇所
ＳＡ　直流電源設備　４箇所
ＴＮ　直流電源設備　２箇所
ＴＮ　無停電電源設備　１０箇所

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

423 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 受配電設備工事 徳島自動車道　徳島ＩＣ他４箇所受配電設備更新工事 徳島県徳島市～徳島県阿波市 約１６か月 ＩＣ　高圧　５箇所（自家発電設備　５基含む） 第３／四半期 第４／四半期 － １億円以上７億円未満程度

424 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 トンネル換気設備工事 四国支社管内　換気設備更新工事
徳島県美馬市～高知県長岡郡大
豊町

約１２か月 ジェットファン　約２０台 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

425 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高松自動車道　高瀬高架橋他５橋耐震補強工事 香川県三豊市 約２８か月
ＰＣ・ＲＣ橋６橋（橋脚補強　約３０基（ＲＣ巻立　２５基、炭素繊維巻立　５基）、落橋防止　約１００
基、水平力分担構造　約１５０基、ダンパー設置　約１０基、ため池堤体工　１式）

第３／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

9 / 11 ページ



令和2年7月1日

令和２年度７月期　発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載しておりません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他 発注規模

前回から

変更箇所
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426 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 橋梁補修改築工事 徳島自動車道　新町谷川橋他３橋耐震補強工事 徳島県美馬市 約３０か月
鋼橋・ＲＣ橋４橋（橋脚補強　９基（ＲＣ巻立　２基、アラミド繊維巻立　５基、ＲＣ巻立　２基）、落橋
防止構造　約４０基【１１支承線】、支承取替　約１０箇所【３支承線】、ダンパー設置　約１０基【２
支承線】、水平力分担構造　約８０基【２１支承線】）

第３／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１３億円未満程度

427 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社　施設中央局設備改造工事 香川県高松市 約２１か月 支社　１箇所 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

428 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社　情報提供中央局設備改造工事 香川県高松市 約１９か月 支社　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

429 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社管内　交通中央局設備改造工事 香川県高松市 約１６か月 支社　１箇所 第３／四半期 第４／四半期 － １億円以上７億円未満程度

430 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 徳島高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　徳島自動車道　徳島高速道路事務所管内のり面補修工事 徳島県鳴門市～徳島県三好市 約１０か月 のり面工　約０．７千ｍ２　土砂流出防止柵　約５０ｍ 第２／四半期 第３／四半期 － １億円未満程度

431 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 徳島高速道路事務所 管工事 徳島自動車道　太刀野トンネル給水設備工事 徳島県美馬市～徳島県三好市 約４か月 市水接続工事　施工延長約１．０ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

432 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 香川高速道路事務所 土木工事 高松自動車道（特定更新等）　大野原ＩＣ～川之江ＪＣＴ間のり面補強工事
香川県観音寺市～愛媛県四国中
央市

約１１か月 のり面工　約１千ｍ２　アンカー工　約１３本 第２／四半期 第２／四半期 － ２億円未満程度

433 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 香川高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　高松自動車道　香川高速道路事務所管内のり面補修工事
香川県東かがわ市～愛媛県四国
中央市

約９か月 のり面工　約１１．５千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

434 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 香川高速道路事務所 道路付属物工事 高松自動車道　土器川橋他１橋遮音壁改良工事 香川県丸亀市 約８か月 遮音壁　約０．３ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 － １億円未満程度

435 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 高知高速道路事務所 管工事 高知自動車道　八田トンネル給水設備工事
高知県吾川郡いの町～高知県土
佐市

約４か月 市水接続工事　施工延長約１．０ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

436 九州支社 一般競争入札方式 継続契約方式 九州支社 橋梁補修改築工事
令和２年度　沖縄自動車道（特定更新等）　許田高架橋南（上り線）他１橋床版取替工事
（その１）

沖縄県国頭郡金武町～沖縄県名
護市

約２５か月
詳細設計　１式、非合成床版取替　約６千ｍ２
対象橋梁（許田高架橋Ａ３～Ａ４（上り線）、伊芸橋（上り線））

第３／四半期 第３／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

437 九州支社 一般競争入札方式 － 九州支社 橋梁補修改築工事 令和２年度　九州自動車道（特定更新等）　宝満川橋床版取替工事 佐賀県鳥栖市～福岡県久留米市 約４４か月
詳細設計　１式、非合成床版取替　約５千ｍ２
対象橋梁（宝満川橋（上下線）

第３／四半期 第４／四半期 － ＷＴＯ基準価格以上

438 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　東九州自動車道　上片島工事 福岡県京都郡苅田町 約２２か月 切盛土量　約２万３千ｍ３、舗装面積　約０．５万ｍ２、ガードレール設置　約２ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期

任意着手方式
週休２日（発注者指

定方式）
ＩＣＴ活用工事

４億円以上７億円未満程度

439 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　長崎自動車道（特定更新等）　東そのぎＩＣ盛土補強工事
長崎県東彼杵郡東彼杵町～長崎
県大村市

約２３か月 鋼管杭工　約６５０本 第２／四半期 第３／四半期 － ７億円以上１０億円未満程度

440 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事
令和２年度　東九州自動車道（特定更新等）大分農業文化公園ＩＣ～日出ＪＣＴ他盛土補
強工事

大分県玖珠郡九重町～大分県杵
築市

約１５か月 鋼管杭工　約１００本 第２／四半期 第３／四半期 － ４億円以上７億円未満程度

441 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　宮崎自動車道　元野橋他２橋耐震補強工事 宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 約２０か月 橋脚補強　約１５基（炭素繊維巻立て：約１５基）、支承取替　約３５基、落橋防止構造　約７５基 第３／四半期 第４／四半期 － ４億円以上７億円未満程度

442 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 令和２年度　九州自動車道　大畑橋他８橋耐震補強工事 熊本県人吉市～宮崎県えびの市 約２４か月
橋脚補強　約２７基（ＲＣ巻立て：約６基，炭素繊維巻立て：約２１基）、落橋防止構造　約４基、支
承取替工　約３８基

第４／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

７億円以上１０億円未満程度

443 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木補修工事 令和２年度　宮崎高速道路事務所管内橋梁補修工事
宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市
他

約１６か月 断面修復工　約２００Ｌ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

444 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 建築工事 令和２年度　九州自動車道　太宰府ＩＣ管理施設耐震補強工事 福岡県太宰府市 約９か月
太宰府ＩＣ
　旧棟　改修　ＲＣ造　約４００ｍ２　１棟

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ０．３億円以上１億円未満程度

445 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 電気工事 令和２年度　九州自動車道　木原トンネル他２箇所照明設備更新工事
鹿児島県姶良郡湧水町～宮崎県
宮崎市

約１１か月
木原ＴＮ　入口部（内機交換）約４００灯　基本部（内機交換）約５００灯　（ＴＮ延長　約２ｋｍ）
天神ＴＮ　入口部（内機交換）約５００灯　基本部（内機交換）約５００灯　（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
片井野ＴＮ　入口部（内機交換）約５００灯　基本部（内機交換）約２００灯　（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）

第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

４億円以上１３億円未満程度

446 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 道路付属物工事 令和２年度　東九州自動車道　宮崎高速道路事務所管内防護柵改良工事
宮崎県東臼杵郡門川町～宮崎県
宮崎市　他

約８か月 安全対策施設工　約１０．６ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

447 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 受配電設備工事 令和２年度　長崎自動車道　長崎トンネル副電気室受配電設備工事 長崎県長崎市 約１６か月 ＴＮ　高圧　１箇所、副電気室　Ｓ造（コンテナ）　約４４ｍ２　１棟 第２／四半期 第３／四半期 － １億円以上７億円未満程度

448 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 受配電設備工事 令和２年度　九州支社管内　直流電源設備更新工事 北九州市～鹿児島県姶良市　他 約２０か月
直流電源設備　９箇所
通信用直流　４２箇所

第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円以上７億円未満程度

449 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 交通情報設備工事 令和２年度　九州支社管内　気象観測設備更新工事 北九州市～鹿児島県鹿児島市　他 約２５か月
気象観測局更新　約８０箇所
地震計設置　約１０箇所

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ７億円以上１３億円未満程度

450 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 無線設備工事 令和２年度　九州支社管内　ハイウェイラジオ設備更新工事 福岡県宮若市～熊本市　他 約１２か月 ハイウェイラジオ　５箇所 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

１億円未満程度

451 九州支社 随意契約方式等 － 九州支社 遠方監視制御設備工事 令和２年度　九州支社　新路車間中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約１２か月 中央局　　１箇所 第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上７億円未満程度

452 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 熊本高速道路事務所 道路付属物工事 令和２年度　九州自動車道　菊水ＩＣ～植木ＩＣ間立入防止柵改良工事 熊本県山鹿市～熊本市 約３か月 立入防止柵改良　約１ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円未満程度

453 九州支社 随意契約方式等 － 熊本高速道路事務所 受配電設備工事 令和２年度　九州自動車道　肥後トンネル受配電設備補修工事 熊本県八代市～熊本県人吉市 約８か月 ＴＮ　特別高圧　１箇所（部分補修） 第２／四半期 第２／四半期 － １億円未満程度

454 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
鹿児島高速道路事務
所

通信工事 令和３年度　隼人道路　隼人西ＩＣ～加治木ＪＣＴ間通信線路工事
鹿児島県姶良市～鹿児島県霧島
市

約９か月
交通量計測　１基、ＣＣＴＶ　約５基、通信線路　約３．５ｋｍ、非常電話　７基（施工延長　約３．５ｋ
ｍ）

第４／四半期
令和３年度

第１／四半期
－ １億円未満程度

455 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
鹿児島高速道路事務
所

道路付属物工事 令和２年度　東九州自動車道　末吉財部ＩＣ～国分ＩＣ間立入防止柵改良工事
鹿児島県曽於市～鹿児島県霧島
市

約９か月 立入防止柵設置　約１ｋｍ、立入防止柵改良　約３．５ｋｍ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １億円未満程度
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令和2年7月1日

令和２年度７月期　発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載しておりません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他 発注規模

前回から

変更箇所
追加案件 削除案件

456 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 宮崎高速道路事務所 土木工事 令和２年度　東九州自動車道　生目工事 宮崎県宮崎市 約１２か月 延長：約０．８ｋｍ　土工：約０．５万ｍ３　擁壁工：約４００ｍ、進入路１式 第２／四半期 第３／四半期
週休２日（発注者指

定方式）
２億円未満程度

457 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 宮崎高速道路事務所 建築工事 令和２年度　九州自動車道　えびのＩＣ管理施設耐震補強工事 宮崎県えびの市 約４か月
えびのＩＣ
　事務所棟　改修　ＲＣ造　１棟

第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式 ０．３億円未満程度

458 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 宮崎高速道路事務所 電気工事 令和２年度　延岡南道路　延岡南ＩＣ太陽光発電設備設置工事 宮崎県延岡市 約６か月 太陽光発電設備　１０ｋｗ 第２／四半期 第３／四半期 － ０．３億円未満程度

459 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 長崎高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　長崎バイパス　西山トンネル内装塗装工事 長崎県長崎市 約７か月 塗装面積　約９．０千ｍ２、内装板撤去　約１０．５千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

460 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 長崎高速道路事務所 交通情報設備工事 令和２年度　長崎バイパス　古賀市布ＩＣ～川平ＩＣ間道路情報板設備更新工事 長崎県諫早市～長崎県長崎市 約１０か月
可変式道路情報板　新設　４面
可変式道路情報板　移設　２面

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

461 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　長崎自動車道　佐賀高速道路事務所管内橋梁補修工事
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀
県嬉野市

約１２か月 断面修復工　　約５，８００Ｌ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上７億円未満程度

462 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 建築工事 令和２年度　長崎自動車道　金立ＳＡ他１箇所休憩施設改修工事 佐賀県佐賀市～佐賀県多久市 約１３か月

店舗　Ｓ造　天井落下対策　約６００ｍ２、約５００ｍ２　各１棟、約１００ｍ２　２棟
お手洗いＲＣ造　天井落下対策　約１５０ｍ２、約５０ｍ２　各２棟
ごみ仮置き場　改築　Ｓ造　約４０ｍ２（付帯する電気・機械設備含む）　１棟
清掃員詰所　　新築　Ｓ造　約２５ｍ２（付帯する電気・機械設備含む）　２棟
浄化槽　解体　ＲＣ造　約５６０ｍ２　１式

対象休憩施設（金立ＳＡ（上下）、多久西ＰＡ（上下））

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式 １億円以上２億円未満程度

463 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 大分高速道路事務所 土木工事 令和２年度　東九州自動車道　前田工事 大分県臼杵市 約１１か月 延長　約０．５ｋｍ、切盛土量　約１．５万ｍ３ 第２／四半期 第３／四半期
週休２日（発注者指

定方式）
ＩＣＴ活用工事

２億円未満程度

464 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 大分高速道路事務所 電気工事 令和２年度　東九州自動車道　香下トンネル他３箇所照明設備更新工事 大分県宇佐市～大分県日田市 約１９か月

香下ＴＮ　灯具更新（約５００灯）　ラック更新（約２．５ｋｍ）（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
代太郎ＴＮ（下）　灯具金物補修（約２００箇所）（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）
鷹巣ＴＮ（上）　灯具金物補修（約３０箇所）（ＴＮ延長　約０．２ｋｍ）
名里ＴＮ（下）　灯具金物補修（約１００箇所）（ＴＮ延長　約０．２ｋｍ）

第３／四半期 第４／四半期 － １億円以上２億円未満程度

465 九州支社 随意契約方式等 継続契約方式 沖縄高速道路事務所 建築工事 令和２年度　沖縄高速道路事務所管内　トールゲート改築工事（その１） 沖縄県国頭郡金武町 約１１か月
トールゲート解体　　ＰＣ造　　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）
トールゲート新築　　Ｓ造　　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）

第２／四半期 第２／四半期 － １億円以上２億円未満程度

466 九州支社 随意契約方式等 － 沖縄高速道路事務所 遠方監視制御設備工事 令和２年度　沖縄高速道路事務所　西原中央局路車間情報設備改造工事 沖縄県浦添市 約４か月 中央局　　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 － １億円未満程度

467 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐世保工事事務所 建築工事 佐世保工事事務所敷地内建物解体工事 長崎県佐世保市 約４か月 社屋　解体　ＲＣ造　約３５０ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ － ０．３億円未満程度
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