
※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

管きょ補修事業

促進割増

時間制約

割増

1 渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事 120日間 渋谷区本町五丁目外
本管30ｍ、ます20か所、取付管（開削）240ｍ、取

付管（内面）60ｍ、支管閉塞10か所
3月 中部 ◯ ◯

3月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

管きょ補修事業

促進割増

時間制約

割増

1 対象案件なし

4月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

管きょ補修事業

促進割増

時間制約

割増

1 中央区勝どき五丁目付近雨水吐口補修工事 45日間 中央区勝どき五丁目 オイルフェンス補修3箇所 5月 中部

2 中央区湊一丁目付近人孔防食被覆工事 50日間 中央区湊一丁目 人孔防食10か所 5月 中部

3 江東区大島六丁目付近人孔防食被覆補修工事 60日間
江東区大島六丁目、港区台場

一丁目、二丁目
人孔防食被覆工7か所 5月 東一

4 江東区常盤一丁目付近外管渠補修工事 100日間

江東区常盤一、二丁目、清澄

一、二丁目、森下三丁目、新

大橋三丁目

本管（開削）26m、本管（内面）5m、取付管（開

削）98ｍ、取付管（内面）30m、ます34か所
5月 東一

5 江東区猿江二丁目付近外管渠補修工事 90日間
江東区毛利二、扇橋二丁目、

千田、東陽七丁目

本管（開削）8m、本管（内面）4m、取付管（開削）

75ｍ、取付管（内面）115m、ます50か所
5月 東一

6 葛西幹線補修その3工事 90日間
江戸川区東小松川四丁目、船

堀一丁目
本管50ｍ 5月 東二 ○

7 足立区青井四丁目付近外管渠補修工事 110日間 足立区青井四・五丁目 本管10ｍ、ます110か所、取付管220ｍ、人孔14か所 5月 東二 ○

8 足立区弘道一丁目付近外管渠補修工事 120日間 足立区弘道一・二丁目 本管10ｍ、ます160か所、取付管320ｍ、人孔8か所 5月 東二 ○

9 葛飾区立石六丁目付近外管渠補修工事 160日間
葛飾区立石五・六丁目、四つ

木二丁目
本管8ｍ、ます65か所、取付管455ｍ、人孔5か所 5月 東二 ○

10 新宿区下落合四丁目付近管渠補修工事 140日間 新宿区下落合四丁目 本管30ｍ、取付管230ｍ、人孔10か所、ます90か所 5月 西一 ○

11 新宿区中井二丁目付近管渠補修工事 140日間 新宿区中井二丁目 本管30ｍ、取付管230ｍ、人孔10か所、ます90か所 5月 西一 ○

12 新宿区西落合一丁目付近外管渠補修工事 140日間 新宿区西落合一、二丁目 本管30ｍ、取付管230ｍ、人孔10か所、ます90か所 5月 西一 ○

13 中野区白鷺三丁目付近管渠補修工事 160日間 中野区白鷺三丁目 本管10ｍ、取付管325ｍ、人孔10箇所、ます130箇所 5月 西一

14 中野区鷺宮五丁目付近管渠補修工事 160日間 中野区鷺宮五丁目 本管10ｍ、取付管200ｍ、人孔10か所、ます120か所 5月 西一

15 杉並区堀ノ内一丁目付近外管渠補修工事 140日間 杉並区 本管10ｍ、取付管240ｍ、人孔10か所、ます120か所 5月 西一 ○

16 杉並区高円寺南一丁目付近管渠補修工事 140日間 杉並区 本管10ｍ、取付管240ｍ、人孔10か所、ます120か所 5月 西一 ○ ○

17 杉並区上荻一丁目付近外管渠補修工事 140日間 杉並区 本管10ｍ、取付管240ｍ、人孔10か所、ます120か所 5月 西一 ○ ○

18 練馬区中村南一丁目付近管渠補修工事 140日間 練馬区管内
本管10ｍ、取付管450ｍ、ます150か所（開削・内面

被覆）、人孔10か所
5月 西二

19 練馬区富士見台四丁目付近管渠補修工事 140日間 練馬区管内
本管10ｍ、取付管435ｍ、ます145か所（開削・内面

被覆）、人孔10か所
5月 西二

20 北区赤羽台四丁目付近外管渠補修工事 140日間 北区管内
本管20ｍ、取付管180ｍ、ます90か所（開削・内面

被覆）、人孔10か所
5月 西二

21 板橋区徳丸一丁目付近管渠補修工事 140日間 板橋区管内
本管10ｍ、取付管560ｍ、ます100か所（開削・内面

被覆）
5月 西二

22 練馬区大泉学園町六丁目付近管渠補修工事 100日間 練馬区管内 取付管150ｍ、ます50か所（開削・内面被覆） 5月 西二

23 品川区荏原三丁目付近外管渠補修工事 120日間 品川区荏原三丁目 本管10ｍ、取付管240ｍ、ます80か所 5月 南部 ○

24 品川区南大井六丁目付近管渠改良・補修工事 120日間 品川区南大井六丁目 本管10ｍ、取付管270ｍ、ます90か所 5月 南部 ○ ○

25 目黒区祐天寺二丁目付近外管渠補修工事 140日間 目黒区祐天寺二丁目 本管30ｍ、取付管320ｍ、ます130か所 5月 南部

26 目黒区目黒本町一丁目付近外管渠補修工事 140日間 目黒区目黒本町一丁目 本管30ｍ、取付管300ｍ、ます120か所 5月 南部
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27 大田区南蒲田一丁目付近外管渠補修工事 120日間 大田区南蒲田一丁目 本管20ｍ、取付管450ｍ、ます120か所 5月 南部 ○

28 世田谷区代田五丁目付近外管渠補修工事 120日間 世田谷区代田五丁目 本管25ｍ、取付管300ｍ、ます80か所 5月 南部

29 世田谷区瀬田一丁目付近外管渠補修工事 120日間 世田谷区瀬田一丁目 本管50ｍ、取付管290ｍ、ます50か所 5月 南部

30
森ヶ崎水再生センター送泥管・送水管電気防食装置設

置工事
50日間 大田区昭和島二丁目 電気防食装置設置　一式 5月 南部 ○
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