
※ 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。

９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 中央区築地六丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 中央区築地六丁目外 人孔109か所 10月 中部 〇

2 渋谷区幡ヶ谷二丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 渋谷区幡ヶ谷二丁目外 人孔58か所 10月 中部 〇

3 台東出張所管内人孔防食被覆補修工事 45日間 台東区日本堤二丁目付近外 人孔4箇所 11月 北部

4 荒川区西日暮里五丁目付近分水人孔補修工事 80日間 荒川区西日暮里五丁目付近 人孔1箇所 11月 北部 ○

5 江東区新木場一丁目付近外人孔防食被覆工事 70日間 江東区新木場一丁目外 人孔3箇所 10月 東一

6 江東区辰巳三丁目付近管渠補修工事 80日間 江東区辰巳三丁目 取付管 5箇所、人孔上部補修 60箇所、本管5箇所 10月 東一

7 江戸川区南小岩五丁目付近特殊人孔補修工事 80日間 江戸川区南小岩五丁目 人孔1か所 10月 東二

8 中野区大和町二丁目付近外管渠補修工事 100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
10月 西一

9 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
10月 西一

10 中野出張所管内人孔防食被覆補修工事 80日間 中野区管内 人孔10か所 11月 西一

11 杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事 60日間 杉並区管内 人孔5か所 10月 西一

12 板橋区徳丸四丁目付近外人孔上部補修工事 120日間 板橋区徳丸四丁目付近外 人孔100か所 10月 西二

13 北出張所管内下水道管渠副管補修工事 100日間 北区浮間三丁目付近外 副管45か所 10月 西二

14 練馬区向山二丁目付近外管渠補修工事 50日間 練馬区向山二丁目付近外 本管5ｍ、取付管70ｍ、ます20か所 10月 西二

15 北区赤羽南二丁目付近外人孔防食被覆工事 40日間 北区赤羽南二丁目付近外 人孔2か所 10月 西二

16 大田区大森中二丁目付近外管渠補修工事 80日間 大田区大森中二丁目外 本管20ｍ、取付管300ｍ、ます70か所 10月 南部

17 大田区東海四丁目付近外管渠補修工事 60日間 大田区東海四丁目外 本管30ｍ 11月 南部

〈令和４年９月１日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局
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10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 港区高輪一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 50日間 港区高輪一丁目外 人孔防食被覆3か所 12月 中部 ○

2 港区芝浦二丁目付近外人孔上部補修工事 50日間 港区芝浦二丁目外 人孔上部4か所 12月 中部 ○

3 足立区梅田四丁目付近外管渠補修工事 140日間 足立区梅田三～六丁目
本管100ｍ、取付管220ｍ、人孔60か所、ます150

か所
11月 東二

4 葛飾区堀切四丁目付近外管渠補修工事 120日間
葛飾区堀切四丁目、小菅二

丁目

本管10ｍ、取付管543ｍ、人孔10か所、ます155か

所
11月 東二

5 江戸川区南小岩七丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区南小岩七・八丁目 本管10m、取付管540m、ます220か所 11月 東二

6 足立区青井一丁目付近外管渠補修工事 140日間 足立区青井一～三丁目
本管50ｍ、取付管350ｍ、人孔40か所、ます200か

所
12月 東二

7 足立区関原二丁目付近外管渠補修工事 140日間 足立区関原二・三丁目
本管30ｍ、取付管350ｍ、人孔25か所、ます150か

所
12月 東二

8 江戸川区東瑞江一丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区東瑞江一・二丁目 本管10m、取付管450m、ます150か所 12月 東二

9 江戸川区篠崎町三丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区篠崎町三・四丁目 本管10m、取付管450m、ます150か所 12月 東二

10 杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事 80日間 杉並区管内 副管50か所 11月 西一

11 中野出張所管内人孔補修工事 60日間 中野区管内 足掛金物100か所 11月 西一

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

か所
11月 西二

13 練馬区管内人孔上部補修工事 90日間 練馬区管内 人孔70箇所 11月 西二

14 下赤塚幹線外１幹線補修工事 100日間 板橋区、練馬区 断面補修工15か所 11月 西二
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11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 江東区毛利一丁目付近外管渠補修工事 100日間 江東区毛利一丁目外 取付管 60箇所、人孔上部補修 15箇所、本管5箇所 1月 東一

2 葛飾区柴又三丁目付近外管渠補修工事 140日間 葛飾区柴又一～四丁目
本管10ｍ、取付管543ｍ、人孔10か所、ます155か

所
1月 東二

3 葛飾区東堀切三丁目付近外管渠補修工事 120日間

葛飾区東堀切二・三丁目、堀切

六～八丁目、西亀有一丁目、お

花茶屋三丁目

本管10ｍ、取付管543ｍ、人孔10か所、ます155か

所
1月 東二

4 杉並区永福三丁目付近外管渠補修工事 140日間 杉並区永福三丁目外
本管20ｍ、取付管400ｍ、人孔45か所、ます160か

所
12月 西一

5 中野区江古田一丁目付近外管渠補修工事 140日間 中野区江古田一丁目外
本管10ｍ、取付管350ｍ、人孔10か所、ます140か

所
12月 西一

6 北区赤羽三丁目付近外管渠補修工事 140日間 北区赤羽三丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
12月 西二

7 板橋区高島平九丁目付近管渠補修工事 140日間 板橋区高島平九丁目
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
12月 西二

8 練馬区下石神井二丁目付近管渠補修工事 140日間 練馬区下石神井二丁目
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
12月 西二

9 目黒区上目黒二丁目付近外管渠補修工事 160日間 目黒区上目黒二丁目外 本管40ｍ、取付管525ｍ 12月 南部 ○
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