
〈平成31年2月15日更新〉

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成３１年２月２５日～平成３１年３月１日公表

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
都心区

割増

時間制約

割増

中央区銀座七、八丁目付近再構築その３工事 中央区銀座五、六、七、八丁目
開削工法：◎300-600mm、L=533.25m
内面被覆工法：◎210-910mm、Ｌ=361.30m
 （うち製管工法：361.30m）

A ○ ○

渋谷区上原一、三丁目付近再構築工事 渋谷区上原一、三丁目
開削工法：◎250-700mm、L=220.50m
内面被覆工法：◎210-1230mm、Ｌ=930.25m
 （うち製管工法：795.10m、反転・形成工法：135.15m）

A ○

墨田区京島一、三丁目付近再構築工事 墨田区京島一、三丁目
開削工法：◎250-600mm、L=133.90m
内面被覆工法：◎210-550mm、L=715.35ｍ
（うち製管工法：556.10ｍ、反転形成工法：159.25ｍ）

Ｂ ○

新宿区馬場下町、戸塚町一丁目付近再構築その2工事

新宿区馬場下町、戸塚町一丁
目、早稲田町、早稲田鶴巻町、
西早稲田一丁目、戸山一丁目、
喜久井町

開削工法：◎300-450mm、L=70.55m
内面被覆工法：◎210-730mm、L=1,591.40m
（うち　製管工法：802.90m、反転・形成工法：788.50m）

A ○

平成３１年３月４日～平成３１年３月８日公表

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
都心区

割増

時間制約

割増

港区南麻布四丁目、西麻布四丁目付近再構築工事
港区南麻布四、五丁目、西麻布
三、四丁目

開削工法：◎250-450mm、L=366.85m
内面被覆工法：◎230-1360mm、Ｌ=1425.50m
 （うち製管工法：899.65m、反転・形成工法：525.85m）

A ○ ○

渋谷区西原三丁目、大山町付近再構築工事
渋谷区西原三丁目、大山町、上
原一丁目

開削工法：◎250-600mm、L=148.50m
内面被覆工法：◎210-1360mm、Ｌ=1473.25m
 （うち製管工法：638.05m、反転・形成工法：835.20m）

A ○

墨田区向島四、五丁目付近再構築工事 墨田区向島四、五丁目
開削工法：◎250-800mm、L=485.55m
内面被覆工法：◎260mm、L=139.30ｍ
（うち製管工法：139.30ｍ）

Ｂ

北区神谷一丁目付近再構築その４工事 北区神谷一丁目
開削工法：◎250-900ｍｍ、L=599.55ｍ
内面被覆工法：210-640ｍｍ、L=717.50ｍ
（うち、製管工法：637.60m、反転・形成工法：79.90ｍ）

ＡＢ

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定
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平成３１年４月１日～平成３１年４月５日公表

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
都心区

割増

時間制約

割増

荒川区町屋三、四丁目付近再構築工事
荒川区町屋三、四、五丁目、東
尾久六、七丁目

開削工法　◎300mm-◎350mm　L=36.80ｍ
内面被覆工法　◎210-820mm、Ｌ=1960.80m
（うち、製管工法：659.40ｍ、反転・形成工法1301.40ｍ）

A

台東区浅草橋二、三丁目付近再構築その２工事 台東区浅草橋二、三丁目
開削工法：◎250-600mm、Ｌ=1214.40m
内面被覆工法：◎210-1090㎜、L=1153.2
（うち、製管工法：754.35m、反転・形成工法：398.85m）

A ○

江東区豊洲四丁目付近再構築工事 江東区豊洲四丁目
開削工法：◎250-700mm、L=209.00m
内面被覆工法：◎210-1310mm、L=1406.60ｍ
（うち製管工法：1211.65ｍ、反転形成工法：194.95ｍ）

A

墨田区墨田三、五丁目付近再構築工事 江東区墨田三、五丁目
開削工法：◎250mm、L=27.00m
内面被覆工法：◎210-910mm、L=2757.40ｍ
（うち製管工法：1998.50ｍ、反転形成工法：758.90ｍ）

A

墨田区江東橋三、四丁目付近再構築工事 墨田区江東橋二、三、四丁目
開削工法：◎250-450mm、L=193.20m
内面被覆工法：◎210-820mm、L=1119.95ｍ
（うち製管工法：830.30ｍ、反転形成工法：289.65ｍ）

A ○

新宿区西早稲田一丁目、文京区関口一丁目付近再構築
工事

新宿区西早稲田一丁目、戸塚町
一丁目、文京区関口一丁目

開削工法：◎250ｍｍ、L=36.90m
内面被覆工法：◎210-100ｍｍ、L=3225.30m
（うち　製管工法：1829.50m、反転・形成工法：
1395.80m）

A

品川区上大崎一丁目、港区白金台三丁目付近再構築工
事

品川区上大崎一丁目、港区白金
台三丁目

開削工法：◎250-600mm、L=368.00m
内面被覆工法：◎210-910mm、L=682.35m
（うち　製管工法：406.35m、反転・形成工法：276.00m）

B

平成３１年４月８日～平成３１年４月１２日公表

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
都心区

割増

時間制約

割増

渋谷区富ヶ谷二丁目、上原一丁目付近再構築工事
渋谷区富ヶ谷二丁目、上原一、
二丁目

開削工法：◎250-400mm、L=81.95m
内面被覆工法：◎210-1360mm、Ｌ=1456.45m
 （うち、製管工法：646.65m、反転・形成工法：809.80m）

A ○

台東区浅草一、二丁目付近再構築その３工事 台東区浅草一、二丁目
内面被覆工法：◎210-570mm、Ｌ=579.55m
（うち、製管工法：371.35m、反転・形成工法：208.20m）

DE ○

文京区湯島一丁目、本郷三丁目付近再構築工事
文京区湯島一、二、三丁目、本
郷三丁目

開削工法：◎250-450㎜、Ｌ=96.60m
内面被覆工法：◎230-960㎜、L=658.70m
（うち、製管工法：334.75m、反転・形成工法：323.95m）

D ○

墨田区東向島二丁目、京島一丁目付近再構築工事
墨田区東向島二丁目、京島一、
二丁目

開削工法：◎1100mm、L=12.90m
内面被覆工法：◎210-1100mm、L=2694.30ｍ
（うち製管工法：1658.45ｍ、反転形成工法：1035.85ｍ）

A ○

江戸川区平井七丁目付近再構築工事 江戸川区平井七丁目

開削工法：◎250-300ｍｍ、L=45.00ｍ
内面被覆工法：◎210-1100mm、L=2874.90ｍ
（うち、製管工法：1804.10ｍ、反転・形成工法：1070.80
ｍ）

A

新宿区箪笥町、横寺町付近再構築工事
新宿区箪笥町、横寺町、神楽坂
五、六丁目、岩戸町

開削工法：◎250-300ｍｍ、L=61.90m
内面被覆工法：◎210-820ｍｍ、L=1395.70m
（うち　製管工法：926.55m、反転・形成工法：469.15m）

A

板橋区仲宿、氷川町付近再構築工事
板橋区仲宿、氷川町、板橋二丁
目

内面被覆工法：210-640ｍｍ、L=1404.45ｍ
（うち、製管工法：1008.00ｍ、反転・形成工法：396.45ｍ）

ＡＢ ○

台東区雷門二丁目、浅草一丁目付近再構築その２工事
台東区雷門二丁目、浅草一丁
目、花川戸一丁目、駒形二丁目

内面被覆工法：◎280-330mm、L=85.00ｍ
（うち、反転形成工法：85.00ｍ）
推進工法：◎350-1500ｍｍ、L=140.00ｍ、人孔2か所

A

平成３１年４月１５日～平成３１年４月１９日公表

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
都心区

割増

時間制約

割増

中央区日本橋蛎殻町二丁目付近再構築工事 中央区日本橋蛎殻町二丁目
開削工法：◎250-800mm、L=216.10m
内面被覆工法：◎260-910mm、Ｌ=290.25m
 （うち製管工法：224.25m、反転・形成工法：66.00m）

B ○ ○

豊島区池袋二、三丁目付近再構築工事 豊島区池袋二、三丁目
開削工法：◎250mm、Ｌ=5.20m
内面被覆工法：◎210-640ｍｍ　、L=1433.40m
（うち、製管工法：1209.55m、反転・形成工法：223.85m）

A ○

豊島区池袋本町三、四丁目付近再構築その２工事 豊島区池袋本町三、四丁目

開削工法　◎250mm-◎300mm　L=207.90m
内面被覆工法　◎210-550mm　Ｌ=2228.00m
（うち、製管工法：1149.05ｍ、反転・形成工法：1078.95
ｍ）

A

江東区海辺、千石三丁目付近再構築工事
江東区海辺、千石三丁目、扇橋
三丁目、千田

開削工法：◎250-800mm、L=1263.15m
内面被覆工法：◎210-600mm、L=896.35ｍ
（うち製管工法：517.65ｍ、反転形成工法：378.70ｍ）

A

新宿区余丁町、富久町付近再構築工事
新宿区余丁町、富久町、河田
町、新宿六丁目

開削工法：◎250-800mm、L=35.70m
内面被覆工法：◎210-1100mm、L=916.65m
（うち　製管工法：563.45m、反転・形成工法：353.20m）

B

品川区北品川四丁目付近再構築工事 品川区北品川四丁目
開削工法：◎600-900mm、L=68.35m
推進工法：◎900-1100mm、L=542.20m

A
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平成３１年４月２２日～平成３１年４月２６日公表

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
都心区

割増

時間制約

割増

荒川区西日暮里四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築
工事

荒川区西日暮里四、五丁目、台
東区谷中三丁目

内面被覆工法　◎210-660mm、Ｌ=2009.60m
（うち、製管工法：1615.00ｍ、反転・形成工法：394.60ｍ）

AB ○

豊島区西巣鴨四丁目、北区滝野川一丁目付近再構築工
事

豊島区西巣鴨三、四丁目、北区
滝野川一、三丁目

開削工法◎250-500mm、Ｌ=89.50m
内面被覆工法：◎210-730ｍｍ　、L=1700.05m
（うち、製管工法：1067.95m、反転・形成工法：632.10m

A

江東区平野三丁目、三好三丁目付近再構築工事
江東区平野二、三丁目、三好三
丁目、白河三丁目

開削工法：◎250-800mm、L=222.40m
内面被覆工法：◎210-760mm、L=2042.10ｍ
（うち製管工法：917.15ｍ、反転形成工法：1124.95ｍ）

A

江戸川区平井一、四丁目付近再構築工事 江戸川区平井一、四丁目
開削工法：◎250ｍｍ、L=20.60m
内面被覆工法：◎210-910ｍｍ、L=1916.35ｍ
（うち、製管工法：1160.00ｍ、反転・形成工法：756.35ｍ）

A

新宿区西新宿一、三丁目付近再構築工事 新宿区西新宿一、二、三丁目
開削工法：◎250mm、L=32.95ｍ
内面被覆工法：◎210-1000mm　L=2030.45m
(うち　製管工法：1585.60ｍ、反転・形成工法：444.85ｍ)

A ○
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