
※ 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。

５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

時間制約

割増

1 港区高輪三丁目付近外人孔上部補修工事 90日間 港区高輪三丁目外
（開削工法）

人孔18か所
7月 中部 〇

2 渋谷区笹塚二丁目付近人孔上部補修工事 80日間 渋谷区笹塚二丁目
（機械施工）人孔上部54か所、足掛け金物284本

（開削工法）人孔上部6か所
7月 中部

3 文京区西片一丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 文京区西片一丁目付近外 人孔上部60箇所 7月 北部

4 文京区小日向四丁目付近外人孔防食被覆補修工事 100日間 文京区小日向四丁目付近外 人孔3箇所 7月 北部

5 台東区浅草橋四丁目付近外管渠補修工事 120日間 台東区浅草橋四丁目付近外 取付管20ｍ、ます20箇所、支管閉塞25箇所 7月 北部 〇

6 墨田区京島三丁目付近外管渠補修工事 120日間 墨田区京島三丁目付近外 取付管 140箇所、支管閉塞 10箇所 7月 東一

7 墨田区緑一丁目付近外人孔上部補修工事 120日間 墨田区緑一丁目付近外 人孔上部補修 70箇所 7月 東一

8 江戸川区北葛西一丁目付近外管渠補修工事 100日間
江戸川区北葛西一～三丁

目、西葛西、宇喜田町
桝40か所、取付管240ｍ、人孔20か所 6月 東二

9 葛飾区西新小岩四丁目付近外管渠補修工事 100日間 葛飾区西新小岩一～四丁目 本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所 6月 東二

10 足立区西新井栄町三丁目付近外管渠補修工事 150日間
足立区西新井栄町三丁目、

西新井本町五丁目

本管40m、取付管400m、人孔40か所、ます200か

所
7月 東二

11 葛飾区堀切三丁目付近外管渠補修工事 120日間
葛飾区堀切三丁目、宝町

一・二丁目
本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所 7月 東二

12 新宿区西落合二丁目付近外管渠補修工事 120日間 新宿区西落合二丁目外 本管45ｍ、取付管43ｍ、ます51か所 7月 西一

13 中野区大和町二丁目付近外管渠補修工事 120日間 中野区大和町二丁目外
本管5ｍ、取付管300ｍ、人孔10か所、ます130か

所
7月 西一

14 中野区若宮一丁目付近外管渠補修工事 120日間 中野区若宮一丁目外
本管5ｍ、取付管300ｍ、人孔10か所、ます130か

所
6月 西一 〇

15 中野区弥生町一丁目付近外管渠補修工事 120日間 中野区弥生町一丁目外
本管5ｍ、取付管300ｍ、人孔10か所、ます120か

所
6月 西一

16 杉並区下井草五丁目付近外人孔上部補修工事 60日間 杉並区下井草五丁目外 人孔20か所 6月 西一

17 板橋区常盤台二丁目付近管渠補修工事 140日間 板橋区常盤台二丁目
本管20ｍ、取付管400ｍ(開削、内面被覆)、ます

150か所
6月 西二

18 北区赤羽台四丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 北区赤羽台四丁目外 人孔80か所 6月 西二

19 練馬区下石神井一丁目付近管渠補修工事 140日間 練馬区下石神井一丁目
本管20ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

170か所
6月 西二

20 大田区新蒲田三丁目付近外管渠補修工事 135日間 大田区新蒲田三丁目外 本管7ｍ、取付管520ｍ、ます72か所、人孔23か所 6月 南部

21 世田谷区大蔵一丁目付近外管渠補修工事 100日間 世田谷区大蔵一丁目外
本管21ｍ、取付管216ｍ、ます15か所、人孔20か

所
6月 南部 ○

22 品川区西大井四丁目付近外管渠補修工事 100日間 品川区西大井四丁目外 本管20ｍ、取付管270ｍ、ます20か所 7月 南部

〈令和４年５月２日更新〉
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６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

時間制約

割増

1 千代田出張所管内人孔上部補修工事 60日間 千代田区管内 人孔50か所 8月 中部 ○

2 台東出張所管内人孔上部補修工事(その1) 150日間 台東区谷中七丁目付近外 人孔上部45箇所 8月 北部

3 不忍池幹線補修工事 180日間 台東区上野公園付近 補修延長150m 8月 北部

4 湯島幹線補修工事 120日間 文京区千駄木三丁目付近 本管12ｍ 8月 北部 〇

5 豊島区北大塚二丁目付近外管渠補修工事 100日間 豊島区北大塚二丁目付近外 本管15ｍ、取付管240ｍ、ます150箇所 8月 北部 〇

6 江東区東砂三丁目付近外管渠補修工事 100日間 江東区東砂三丁目付近外
取付管 80箇所、人孔上部補修 10箇所、ます60箇

所
7月 東一

7 足立区関原一丁目付近外管渠補修工事 140日間
足立区関原一丁目、梅田四

丁目

本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます100か

所
7月 東二

8 江戸川区南小岩六丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区南小岩六・七丁目 本管10m、取付管450m、ます150か所 7月 東二

9 江戸川区東小松川三丁目付近外管渠補修工事 120日間
江戸川区東小松川三丁目、

松江一丁目
本管10m、取付管450m、ます150か所 7月 東二

10 足立区足立一丁目付近外管渠補修工事 140日間 足立一・三丁目
本管60m、取付管150m、人孔30か所、ます75か

所
8月 東二

11 葛飾区高砂六丁目付近外管渠補修工事 100日間
葛飾区高砂五～七丁目、新

宿一・三丁目
本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所 8月 東二

12 中野区沼袋二丁目付近外管渠補修工事 120日間 中野区沼袋二丁目外 本管5ｍ、取付管100ｍ、人孔10か所、ます50か所 7月 西一

13 中野出張所管内人孔上部補修工事 80日間 中野区管内 人孔60か所 8月 西一

14 杉並区西荻北二丁目付近管渠補修工事 120日間 杉並区西荻北二丁目
本管20ｍ、取付管400ｍ、人孔40か所、ます160か

所
7月 西一

15 杉並区井草三丁目付近外管渠補修工事 80日間 杉並区井草三丁目外
本管10ｍ、取付管120ｍ、人孔40か所、ます80か

所
8月 西一

16 板橋区小豆沢四丁目付近管渠補修工事 140日間 板橋区小豆沢四丁目
本管20ｍ、取付管370ｍ(開削、内面被覆)、ます

140か所
7月 西二

17 北区浮間二丁目付近外管渠補修工事 140日間 北区浮間二丁目外
本管10ｍ、取付管270ｍ(開削、内面被覆)、ます90

か所、人孔10か所
7月 西二

18 練馬区豊玉北五丁目付近外管渠補修工事 140日間 練馬区豊玉北五丁目外
本管30ｍ、取付管70ｍ(開削、内面被覆)、ます30

か所
7月 西二

19 板橋区三園一丁目付近外人孔上部補修工事 120日間 板橋区三園一丁目外 人孔120か所 7月 西二

20 板橋区高島平二丁目付近外人孔上部補修工事 120日間 板橋区高島平二丁目外 人孔100か所 7月 西二

21 品川区豊町一丁目付近外下水道管渠副管補修工事 60日間 品川区豊町一丁目外 副管116か所 7月 南部

22 大田区中央五丁目付近外管渠補修工事 120日間 大田区中央五丁目外 本管20ｍ、取付管300ｍ、ます80か所、人孔5か所 7月 南部

23 世田谷区松原一丁目付近外管渠補修工事 120日間 世田谷区松原一丁目外 本管48ｍ、取付管201ｍ、ます43か所 7月 南部

24 品川区旗の台四丁目付近外管渠補修工事 100日間 品川区旗の台四丁目外 本管20ｍ、取付管210ｍ、ます70か所 7月 南部

25 目黒区目黒四丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 目黒区目黒四丁目外 人孔130か所 7月 南部
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７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

時間制約

割増

1 台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事 120日間 台東区日本堤一丁目付近外 取付管20ｍ、ます20箇所、支管閉塞40箇所 9月 北部

2 台東区日本堤二丁目付近外管渠補修工事 120日間 台東区日本堤二丁目付近外 取付管10ｍ、ます10箇所、支管閉塞65箇所 9月 北部

3 文京区向丘一丁目付近外管渠補修工事 120日間 文京区向丘一丁目付近外
本管10ｍ、取付管60ｍ、ます20箇所、支管閉塞30

箇所
9月 北部

4 台東出張所管内人孔上部補修工事（その2） 150日間 台東区浅草二丁目付近外 人孔上部35箇所 9月 北部 〇

5 江東区若洲一丁目付近外管渠補修工事 80日間 江東区若洲一丁目付近外
取付管 10箇所、人孔上部補修 40箇所、ます10箇

所
9月 東一

6 葛飾区東新小岩六丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 葛飾区東新小岩五・六丁目 人孔150か所 8月 東二

7 江戸川区北葛西五丁目付近外人孔上部補修工事 100日間

江戸川区北葛西四・五丁目、

宇喜田町、西葛西三～六丁

目、中葛西一・三～五丁目

人孔150か所 8月 東二

8 新宿区百人町一丁目付近外管渠補修工事 120日間 新宿区百人町一丁目外
本管26ｍ、取付管115ｍ、人孔20か所、ます130か

所
8月 西一

9 新宿出張所管内人孔上部補修工事 80日間 新宿区管内 人孔15か所 9月 西一

10 第二戸山幹線外補修工事 100日間 新宿区戸塚町一丁目外 本管1000ｍ 9月 西一

11 杉並区宮前一丁目付近外管渠補修工事 80日間 杉並区宮前一丁目外 本管20ｍ、取付管45ｍ、人孔30か所、ます45か所 8月 西一

12 北区浮間三丁目付近外下水道管渠副管補修工事 100日間 北区浮間三丁目外下水 副管45か所 8月 西二

13 練馬区北町三丁目付近外管渠改良・補修工事 120日間 練馬区北町三丁目外
本管30ｍ、取付管50ｍ(開削、内面被覆)、ます20

か所
8月 西二

14 板橋区常盤台一丁目付近管渠補修工事 140日間 板橋区常盤台一丁目
本管20ｍ、取付管240ｍ(開削、内面被覆)、ます90

か所
8月 西二

15 大田区下丸子二丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 大田区下丸子二丁目外 人孔100か所 8月 南部

16 世田谷区尾山台三丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 世田谷区尾山台三丁目外 人孔83か所 8月 南部

17 戸越幹線外補修工事 100日間 品川区西品川一丁目外 本管120ｍ 8月 南部

18 柿の木坂幹線外補修工事 180日間 目黒区東が丘一丁目外 本管300ｍ 8月 南部

19 世田谷区若林四丁目付近外管渠補修工事 80日間 世田谷区若林四丁目外 本管46ｍ、取付管253ｍ、ます48か所 8月 南部
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