
２－７－１　改良工事の概況

種　別 金　額（円） 施　工　内　容 件　数 延　長（ｍ）

①管渠

 ア　幹線

     建設部門 762,803,265 溜池幹線改良工事　等 5 430.49

 イ　枝線

     建設部門 8,023,407,161 中央区八重洲二丁目、京橋一丁目付近管渠改良工事　等 197 21,107.90

 

 ウ　人孔及び汚水桝

     建設部門 2,851,800
補助第１４４号線道路整備事業に伴う江東区東
砂六丁目付近汚水桝及び取付管改良工事　等

2

     施設管理部門 3,264,642,445 公共ます設置工事 7,606

 エ  設計委託

     建設部門 402,444,210
千代田区六番町、神田和泉町付近既設人孔浮上
抑制対策実施設計　等

91

 オ　その他工事

     建設部門 123,623,480 障害物の処理及び路面復旧委託工事　等 16

     施設管理部門 478,511,399 障害物の処理及び路面復旧費等 1,444

（計）

 　　建設部門 9,315,129,916 311

     施設管理部門 3,743,153,844 9,050

②ポンプ所

 ア　建物及び構築物

     施設管理部門 134,376,872 有明北雨水ポンプ所壁面緑化工事　等 15

 イ　機械及び装置

     施設管理部門 2,535,171,115 越中島ポンプ所雨水ポンプ設備改良工事　等 58

 ウ　設計及び監理委託

     施設管理部門 18,405,527 品川ふ頭ポンプ所場内整備設計委託　等 12

 エ　その他工事

     施設管理部門 13,258,999 障害物の処理及び路面復旧委託工事　等 2

（計）

     建設部門 0 0

     施設管理部門 2,701,212,513 87

２－７　改良工事
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種　別 金　額（円） 施　工　内　容 件　数 延　長（ｍ）

③水再生センター

 ア　建物及び構築物

     施設管理部門 814,371,180 森ヶ崎水再生センターほか１か所照明設備改良工事　　等 32

 イ　機械及び装置

     施設管理部門 9,452,492,971
葛西水再生センタースカム処理設備改良工事
等

100

 ウ　設計及び監理委託

     建設部門 9,450,000 西新宿・中野坂上地区再生水管改良調査設計 1

     施設管理部門 55,122,823 小菅水再生センター建物改良工事設計委託　等 29

 エ　その他工事

     建設部門 6,489,000
主要地方道第３０６号線電線共同溝設置に伴う
江東区北砂二丁目付近送泥管撤去工事　等

2

     施設管理部門 4,548,250
芝浦水再生センター～森ヶ崎水再生センター間
送泥管・送水管電気防食に伴う電源引込工事
等

2

（計）

    建設部門 15,939,000 3

    施設管理部門 10,326,535,224 163
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２－７－２　管きょ

（１）幹線改良工事
幹線改良工事「建設部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

21142126 溜池幹線改良工事 □3560×2400㎜～□3840×3080㎜ 0.00 117,243,000
平成22年 2月1日
平成23年5月20日

22142126
二軒家橋撤去に伴う十二社幹
線改良工事

□3500×2540mm 8.15 53,781,000
平成23年2月15日
平成23年8月31日

22142135 渋谷川幹線改良その２工事 □3810×3390㎜～□4110×3570㎜ 31.50 231,753,900
平成23年 3月9日
平成23年9月30日

22143113
町屋ポンプ所～三河島水再生
センター間圧送管改良工事

付属設備　仕切弁3箇所　仕切弁室3箇
所

390.84 281,158,500
平成23年 1月25日
平成24年3月26日

23149125
中央環状品川線整備事業に伴
う目黒川幹線改良工事施行委
託

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管◎2400㎜　32.00m
【既設構造物概要】
既設管撤去◎2700㎜　28.15m
既設管残置◎2700㎜　3.85m

0 78,866,865
平成23年12月19日
平成24年3月31日

工事内容

平成23年度　東京都下水道事業年報 2-7-2 290



枝線改良工事「建設部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

22141105
江戸川区北小岩二丁目、松本
一丁目付近管渠改良工事

既設人孔改造　（38）箇所 493.75 98,721,000
平成22年12月1日
平成23年9月9日

22141108
江戸川区松島四丁目、葛飾区
新小岩一丁目付近管渠改良工
事

既設人孔改造（52）箇所 922.40 146,664,000
平成23年1月7日
平成23年9月13日

22142108
渋谷区千駄ヶ谷四、五丁目付
近管渠改良工事

◎210～910 505.70 131,974,500
平成22年8月23日
平成23年8月3日

22142109
千代田区神田駿河台二丁目、
中央区銀座一丁目付近管渠改
良工事

727.20 194,712,000
平成22年9月17日
平成23年12月13日

22142111
港区白金一丁目付近管渠改良
工事

776.3 177,271,500
平成22年8月20日
平成23年10月14日

22142112
港区港南一、二丁目付近管渠
改良工事

905.6 231,420,000
平成22年9月7日
平成23年10月3日

22142120
渋谷区代々木四丁目、港区白
金台五丁目付近管渠改良工事

820.05 140,605,500
平成22年11月11日
平成23年10月6日

22142130
中央区八重洲二丁目、京橋一
丁目付近管渠改良工事

2,134.45 434,689,500
平成23年3月17日
平成24年3月29日

22142134
補助第５号線道路整備事業に
伴う港区南青山六丁目付近管
渠改良工事

0.00 3,852,450
平成23年3月31日
平成23年7月29日

22143117
放射９号線道路整備に伴う豊
島区巣鴨四、五丁目付近管渠
改良工事

0 47,539,800
平成23年1月14日
平成23年11月14日

22143118
放射９号線道路整備に伴う豊
島区巣鴨三、四丁目付近管渠
改良工事

6.75 3,877,650
平成22年12月24日
平成23年5月27日

22143120
補助１７３号線道路整備に伴
う豊島区池袋三丁目、板橋区
南町付近管渠改良工事

既設人孔改造　　（1）箇所 36.60 71,190,000
平成23年3月17日
平成24年6月15日

22145112
江東区亀戸四丁目、深川一丁
目付近管渠改良工事

1,129.80 175,854,000
平成23年2月9日
平成24年3月2日

22145114
墨田区文花二、三丁目付近管
渠改良工事

285.50 49,224,000
平成23年3月31日
平成23年10月24日

22149102

放射２３号線街路整備事業に
伴う世田谷区北沢五丁目、大
原一丁目付近管渠改良その２
工事

既設管撤去250㎜　841.05m　既設管撤去
300㎜　175.95m　既設管撤去500㎜　4.00m
既設人孔撤去42箇所  既設汚水ます撤去61箇
所　既設汚水ます取付管撤去150㎜
51.95m　既設汚水ます取付管撤去200㎜
3.45m

0.00 9,809,100
平成22年6月14日
平成23年8月31日

22149126
補助２７号線街路整備事業に
伴う大田区大森西三、四丁目
付近管渠改良その２工事

小型汚水ます　5箇所　汚水ます取付管◎150
㎜　5.00m　【既設構造物概要】既設管撤去
◎250～300㎜　142.05m　既設人孔撤去　5箇
所　既設汚水ます撤去　10箇所　既設汚水ま
す取付管撤去◎150㎜　14.60m

0.00 12,941,250
平成22年12月1日
平成23年6月10日

（２）枝線改良工事

工事内容
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枝線改良工事「建設部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

工事内容

22149129
品川区街路整備事業に伴う品
川区大井一、三丁目付近管渠
改良工事

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎250～300㎜　113.60m　既
設管改造(内面被覆工法）◎210～310㎜
108.00m　人孔6箇所　既設人孔改造(3)箇所
汚水ます45箇所　汚水ます取付管◎150～200
㎜　321.25m　【既設構造物概要】既設管撤
去◎250～300㎜　113.00m　既設人孔撤去6箇
所　既設汚水ます58箇所　既設汚水ます取付
管◎150～200㎜　241.55m

117.60 62,219,850
平成23年3月30日
平成23年12月26日

22149130
中央環状品川線街路築造に伴
う品川区八潮一丁目付近管渠
改良その４工事

既設管撤去◎1650㎜　24.88m 0.00 2,152,500
平成23年3月30日
平成23年6月6日

22149131
国道１５号蒲田立体交差事業
に伴う大田区仲六郷一丁目付
近管渠改良工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管◎350～600㎜　307.20m　硬質
塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎250㎜　55.00m　人孔9箇所
【既設構造物概要】既設管撤去◎250㎜
13.50m　既設人孔撤去1箇所　既設汚水ます
撤去1箇所　既設汚水ます取付管撤去◎150㎜
1.00m

361.00 131,586,000
平成23年3月30日
平成23年10月25日

23143103
港区海岸三丁目付近管渠改良
工事

298.10 64,794,450
平成23年6月26日
平成24年3月30日

23143104
国道４号日本橋地下歩道工事
に伴う中央区日本橋室町一、
二丁目付近管渠改良工事

0.00 5,848,500
平成23年5月31日
平成24年8月15日

23143105
補助第６０号線道路整備事業
に伴う渋谷区松濤一丁目、神
泉町付近管渠改良工事

320.70 34,435,800
平成23年6月13日
平成23年9月20日

23143106
首都高速中央環状新宿線建設
事業に伴う渋谷区元代々木町
付近管渠改良工事施行委託

14.00 25,172,070
平成23年7月1日
平成24年3月31日

23143107
環状第６号線道路整備事業に
伴う渋谷区内既設管撤去その
他工事施行委託

51.34 39,985,657
平成23年7月1日
平成24年3月31日

23143108
環状第２号線道路整備事業に
伴う中段幹線支障移設工事施
行委託

仮設土工事　一式 0.00 30,679,497
平成23年4月1日
平成24年3月31日

23143109

補助第１１号線道路整備事業
に伴う渋谷区恵比寿一、四丁
目付近管渠改良その２工事施
行委託

132.00 4,993,014
平成23年4月1日
平成23年7月15日

23143110
補助第５号線道路整備事業に
伴う港区南青山六丁目付近管
渠改良その３工事施行委託

113.60 3,297,217
平成23年4月1日
平成23年9月14日

23143111

放射第７号線道路整備事業に
伴う千代田区九段北一丁目、
飯田橋一丁目付近管渠改良そ
の２工事施行委託

97.48 2,979,536
平成23年4月1日
平成23年5月11日

23143112
放射第３号線道路整備事業に
伴う港区白金二丁目付近管渠
改良工事施行委託

19.10 1,762,939
平成23年4月1日
平成23年8月10日

23143113
放射第３号線道路整備事業に
伴う港区白金二丁目付近管渠
改良工事

0.00 1,102,500
平成23年6月2日
平成23年9月22日

23143114
環状第２号線道路整備事業に
伴う港区西新橋二丁目、虎ノ
門一丁目付近管渠改良工事

0.00 8,329,650
平成23年7月29日
平成24年3月22日

23143116
千代田区永田町一、二丁目付
近管渠改良工事

187.80 22,992,900
平成24年1月10日
平成24年3月5日
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枝線改良工事「建設部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

工事内容

23143117
中央区日本橋箱崎町付近管渠
改良工事

既設管改造　49.35ｍ　既設人孔改造　2箇所 49.35 50,307,600
平成23年10月17日
平成24年2月29日

23143120
環状第６号線道路整備事業に
伴う渋谷区初台一丁目付近管
渠改良工事施行委託

44.80 9,497,603
平成23年7月1日
平成24年3月31日

23143121
環状第６号線道路整備事業に
伴う渋谷区代々木五丁目付近
管渠改良工事施行委託

71.20 1,006,501
平成23年7月1日
平成24年3月31日

23143122
環状第６号線道路整備事業に
伴う渋谷区富ヶ谷二丁目付近
管渠改良工事施行委託

14.10 3,232,280
平成23年7月1日
平成24年3月31日

23143123
環状第６号線道路整備事業に
伴う渋谷区初台一丁目付近管
渠改良その２工事施行委託

6.30 2,281,532
平成23年7月1日
平成24年3月31日

23143124
環状第２号線道路整備事業に
伴う中央区勝どき五丁目付近
管渠改良工事

108.35 32,893,350
平成23年9月22日
平成24年2月21日

23143127
放射第３号線道路整備事業に
伴う港区白金台三丁目付近管
渠改良工事

0.00 0
平成23年11月10日
平成24年4月13日

23143129
環状第２号線道路整備事業に
伴う中央区築地五丁目付近管
渠改良工事

28.25 7,854,000
平成23年11月2日
平成24年3月9日

23143131
渋谷区幡ヶ谷三丁目付近管渠
改良工事

0.00 0
平成24年3月19日
平成25年3月8日

23143132
渋谷区神宮前四丁目付近管渠
改良工事

0.00 0
平成24年3月30日
平成24年7月25日

23143133
東急東横線地下化に伴う渋谷
区恵比寿西二丁目付近管渠改
良工事施行委託

仮設土工事　一式　撤去工事　一式　本設工
事　一式

0.00 29,715,000
平成23年12月15日
平成24年3月30日

23143134
千代田区大手町一丁目付近管
渠改良工事

0.00 0
平成24年2月8日

平成24年10月15日

23143135
千代田区東神田一丁目付近管
渠改良工事

0.00 0
平成24年2月27日
平成24年10月22日

23144101
補助１７３号線道路整備に伴
う豊島区池袋二、三丁目付近
（一、二工区）管渠改良工事

既設人孔改造　（1）箇所 276.80 44,768,850
平成23年8月24日
平成23年11月29日

23144103
豊島区高松一、二丁目付近管
渠改良工事

既設人孔改良　(39)箇所 943.95 141,067,500
平成23年8月24日
平成24年3月7日

23144104
豊島区南長崎四、五丁目付近
管渠改良工事

111.55 19,818,750
平成23年8月22日
平成23年11月17日

23144105
台東区東浅草一丁目、今戸一
丁目付近管渠改良工事

既設人孔改造　(6)箇所 77.00 23,452,800
平成23年9月6日
平成24年2月7日

23144111
補助１７３号線道路整備に伴
う豊島区池袋三丁目付近（四
工区）管渠改良工事

既設人孔改造工　（2）箇所 129.75 48,952,050
平成23年8月25日
平成24年3月9日
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枝線改良工事「建設部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

工事内容

23144113
環状５の１号線道路整備に伴
う豊島区雑司が谷二、三丁目
付近管渠改良工事

既設人孔改造工　(3)箇所 0.00 0
平成23年10月6日
平成24年6月8日

23144115
放射９号線道路整備に伴う豊
島区巣鴨三、五丁目付近管渠
改良工事

0.00 866,250
平成23年12月12日
平成24年3月12日

23144118

補助２６号線道路整備に伴う
豊島区要町三丁目、板橋区大
谷口一丁目付近管渠改良その
１－２工事施行委託

240.85 6,517,215
平成23年4月1日
平成23年7月29日

23145101
放射第３２号線道路整備事業
に伴う江東区東陽四丁目付近
管渠改良工事

既設人孔改造　(1)箇所 68.55 18,097,800
平成23年8月1日
平成23年9月27日

23145102
墨田区文花三丁目、立花三丁
目付近管渠改良工事

477.20 39,900,000
平成23年11月9日
平成24年7月4日

23145106
墨田区業平一、二丁目付近管
渠改良工事施行委託

既設人孔改造　（1）箇所 93.20 21,756,701
平成23年9月21日
平成24年2月29日

23145107
補助第１４４号線道路整備事
業に伴う江東区東砂六丁目付
近管渠改良工事施行委託

159.75 14,383,647
平成23年10月7日
平成24年3月22日

23145108
放射第３２号線道路整備事業
に伴う江東区東陽四丁目付近
管渠改良工事施行委託

47.80 4,974,694
平成23年10月7日
平成24年1月31日

23145112
墨田区立花五丁目、東向島二
丁目付近管渠改良工事

既設人孔改造　（16）箇所 0.00 0
平成24年3月9日

平成24年12月17日

23145113
江東区白河四丁目、墨田区横
網二丁目付近管渠改良工事

既設人孔改造　（4）箇所 0.00 0
平成24年3月9日
平成24年9月20日

23145114
鐘ヶ淵地区補助第１２０号線
整備に伴う墨田区墨田三丁目
付近管渠改良工事施行委託

41.00 1,480,725
平成24年2月21日
平成24年3月30日

23146105
国道１４号線八蔵橋交差点道
路整備に伴う江戸川区中央
一、四丁目付近管渠改良工事

108.75 24,423,000
平成23年7月15日
平成23年10月12日

23146106
補助第１４３号線道路整備に
伴う江戸川区江戸川一丁目付
近管渠改良工事

0.00 1,186,500
平成23年4月5日
平成23年4月14日

23146107
補助第１４３号線道路整備に
伴う江戸川区江戸川一丁目付
近管渠改良工事施行委託

136.75 9,472,708
平成23年4月1日
平成23年4月14日

23146109

補助第１３６号線街路築造工
事に伴う足立区扇一丁目付近
管渠改良その２ー１工事施行
委託

256.10 5,276,213
平成23年4月1日
平成23年6月30日

23146110

補助第１３６号線街路築造工
事に伴う足立区梅田四丁目付
近管渠改良その２工事施行委
託

189.10 10,363,694
平成23年4月1日
平成23年4月15日

23146113
補助２７７号線道路整備に伴
う葛飾区東金町三、四丁目付
近管渠改良工事

69.60 13,746,600
平成23年9月21日
平成23年12月5日

23146115
補助第１４３号線道路整備に
伴う江戸川区江戸川一丁目付
近管渠改良その３工事

0.00 0
平成23年11月2日
平成24年4月16日

平成23年度　東京都下水道事業年報 2-7-2 294



枝線改良工事「建設部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

工事内容

23146119

補助第２６４号線道路整備に
伴う葛飾区細田四、五丁目付
近管渠改良その３工事施行委
託

既設人孔改造　（2）箇所 196.10 46,761,450
平成23年8月19日
平成24年1月5日

23146120
足立区大谷田一丁目付近管渠
改良工事

既設人孔改造工（1）箇所 81.90 17,601,150
平成23年12月26日
平成24年3月28日

23146121
京成押上線連続立体交差事業
に伴う葛飾区四つ木二丁目付
近管渠改良工事

既設人孔改造　（1）箇所 34.45 9,312,450
平成24年1月5日
平成24年3月28日

23146123
補助第１３６号線街路築造工
事に伴う足立区扇一丁目付近
管渠改良その３工事

既設人孔改造（1）箇所 0.00 4,680,900
平成23年10月7日
平成24年3月19日

23146124
補助第２６１号線街路築造工
事に伴う足立区伊興二、四丁
目付近管渠改良工事

0.00 0
平成23年9月28日
平成24年7月24日

23146125

補助第２８８号線道路整備に
伴う江戸川区南篠崎町一丁
目、篠崎町六丁目付近管渠改
良その４工事施行委託

166.80 10,816,071
平成23年9月13日
平成24年3月16日

23146126
区道２８６号線道路整備に伴
う江戸川区中央一、二丁目付
近管渠改良工事

66.80 9,786,000
平成24年2月1日
平成24年6月11日

23146127

補助第２８４２８８号線道
路整備に伴う江戸川区中央三
丁目付近管渠改良その６工事
施行委託

165.70 13,086,958
平成23年10月3日
平成24年3月19日

23146128
補助第２６４号線道路整備に
伴う葛飾区細田二丁目付近管
渠改良工事施行委託

人孔改造（1）箇所 45.00 7,005,411
平成23年10月13日
平成23年11月21日

23146131
江戸川区西葛西五丁目、南葛
西三丁目付近管渠改良工事

既設人孔改造　（8） 192.55 27,436,500
平成24年1月27日
平成24年3月8日

23146132
江戸川区西小岩一、二丁目付
近管渠改良工事

0.00 0
平成24年3月12日
平成24年7月20日

23146133
葛飾区新小岩三丁目付近管渠
改良工事

既設人孔改造（34）箇所 0.00 0
平成24年3月12日
平成24年10月30日

23146134
葛飾区新宿一丁目、細田一丁
目付近管渠改良工事

既設人孔改造（27）箇所 0.00 0
平成24年3月30日
平成24年7月25日

23146135

補助第２８９号線道路整備に
伴う江戸川区船堀四、七丁目
付近管渠改良その５工事施行
委託

72.00 13,031,571
平成23年12月26日
平成24年3月23日

23146136
補助第２８２号線道路整備に
伴う葛飾区鎌倉一丁目付近管
渠改良工事施行委託

72.00 9,347,194
平成24年1月16日
平成24年3月12日

23147001

補助第１３０号線道路整備事
業に伴う杉並区高井戸東四丁
目付近管渠改良その２工事施
行委託

28.80 1,433,981
平成23年4月23日
平成23年5月20日
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23147002
環状第３号線道路整備事業に
伴う新宿区荒木町付近管渠改
良その２工事施行委託

118.02 9,819,937
平成23年4月23日
平成23年7月12日

23147003
環状第３号線道路整備事業に
伴う新宿区市谷薬王寺町付近
管渠改良その２工事施行委託

52.15 5,917,449
平成23年4月23日
平成23年11月4日

23147004

環状第５の１号線道路整備事
業に伴う新宿区大久保一、三
丁目付近管渠改良その２工事
施行委託

520.77 52,149,967
平成23年4月23日
平成23年11月9日

23147005

補助第６２号線道路整備事業
に伴う中野区南台一丁目、弥
生町三丁目付近管渠改良その
７工事施行委託

61.23 3,891,301
平成23年4月23日
平成23年7月27日

23147006

大久保通り道路整備事業に伴
う中野区中央三丁目、中野一
丁目付近管渠改良その２工事
施行委託

152.30 9,914,101
平成23年4月23日
平成23年8月29日

23147008
補助第６２号線道路整備事業
に伴う中野区南台一丁目付近
管渠改良工事施行委託

50.70 2,169,527
平成23年12月8日
平成24年2月29日

23147012

環状第６号線道路整備事業に
伴う新宿区中落合一丁目、中
井二丁目付近管渠改良工事施
行委託

28.49 1,051,798
平成24年1月14日
平成24年3月16日

23147103
放射第２４号線道路整備事業
に伴う新宿区西新宿七丁目付
近管渠改良工事

0.00 663,600
平成23年5月12日
平成23年10月31日

23147104
環状第５の１号線道路整備事
業に伴う新宿区大久保一丁目
付近管渠改良工事

0.00 5,617,500
平成23年5月25日
平成23年8月28日

23147106
環状３号線道路整備事業に伴
う新宿区荒木町付近管渠改良
その２工事

0.00 224,700
平成23年4月28日
平成23年5月17日

23147107
方南通り道路整備事業に伴う
中野区弥生町三丁目付近管渠
改良その２工事

0.00 1,533,000
平成23年4月28日
平成23年7月5日

23147109
大久保通り道路整備事業に伴
う中野区中野一、二丁目付近
管渠改良工事

2.60 2,310,000
平成23年6月3日
平成23年7月5日

23147112
大久保通り道路整備事業に伴
う中野区中野一丁目付近管渠
改良工事

0.00 17,502,450
平成23年9月22日
平成23年11月7日

23147113
環状４号線道路整備事業に伴
う新宿区河田町付近管渠改良
その３工事

44.30 16,771,650
平成23年9月2日

平成23年11月24日

23147114
環状４号線道路整備事業に伴
う新宿区河田町付近管渠改良
その４工事

72.60 12,275,550
平成23年10月26日
平成23年12月22日

23147117
方南通り道路整備事業に伴う
中野区南台一丁目付近管渠改
良工事

0.00 1,793,400
平成23年10月1日
平成24年2月24日
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23147118
新宿区高田馬場一丁目、百人
町一丁目付近管渠改良工事

88.30 7,959,000
平成24年1月25日
平成24年11月8日

23147119
環状５の１号線道路整備事業
に伴う新宿区大久保二丁目付
近管渠改良工事

0.00 1,990,800
平成23年11月2日
平成24年3月30日

23147120
諏訪通り道路整備事業に伴う
新宿区高田馬場四丁目付近管
渠改良工事

0.00 30,665,250
平成24年1月27日
平成24年3月23日

23147121
中野駅北口駅前広場整備に伴
う中野区中野五丁目付近管渠
改良工事

114.50 37,994,250
平成23年11月10日
平成24年3月15日

23147123

環状５の１号線道路整備に伴
う新宿区新宿七丁目、大久保
一丁目付近管渠改良その２工
事

0.00 25,764,900
平成24年1月27日
平成24年3月23日

23147124
環状６号線道路整備に伴う新
宿区上落合二、三丁目付近光
ファーバーケーブル移設工事

0.00 0
平成24年1月16日
平成24年5月10日

23147126
中野区新井一丁目、上高田四
丁目付近管渠改良工事

0.00 0
平成24年3月8日
平成24年5月22日

23147129
環状４号線道路整備事業に伴
う新宿区余丁町、河田町付近
管渠改良工事

0.00 0
平成24年3月9日
平成24年8月16日

23147130
五日市街道道路整備事業に伴
う杉並区高井戸東四丁目付近
管渠改良工事

0.00 840,000
平成23年12月28日
平成24年4月27日

23147131
杉並区堀ノ内二丁目付近管渠
改良工事

0.85 3,447,150
平成24年2月13日
平成24年3月9日

23147132
大久保通り道路整備事業に伴
う新宿区北新宿三丁目付近管
渠改良工事

0.00 0
平成24年2月1日
平成24年4月27日

23147133
中野通り道路整備事業に伴う
中野区本町四、六丁目付近管
渠改良工事

0.00 0
平成24年2月1日
平成24年4月27日

23147134
中野区南台五丁目付近外管渠
補修工事

22.90 1,604,400
平成23年7月19日
平成24年1月17日

23147135
新宿区西新宿一丁目付近管渠
補修工事

34.00 2,345,700
平成23年10月11日
平成24年2月10日

23149101
目黒区中央町二丁目、碑文谷
三丁目付近管渠改良工事

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎300㎜　25.65m　既設管改
造(内面被覆工法)◎210～550㎜　549.75m
人孔2箇所　既設人孔改造（25）箇所　汚水
ます98箇所　汚水ます取付管◎150～200㎜
316.80m　(内面被覆工法)◎140㎜　43.00m
【既設構造物概要】既設管撤去◎250㎜
25.65m　既設管残置(内面被覆工法)◎250～
600㎜　549.75m　既設人孔撤去2箇所　既設
汚水ます撤去100箇所　既設汚水ます取付管
残置(内面被覆工法)◎150～200㎜　43.00m
既設汚水ます取付管撤去◎150～200㎜
322.30m

25.60 83,737,500
平成23年8月10日
平成24年3月9日
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23149104
平成２３年度品川区内公共下
水道工事施工委託

人孔130箇所　汚水桝80箇所　マンホール100
箇所　下水道管5000m

549.00 484,354,227
平成23年4月1日
平成24年3月31日

23149105
平成２３年度大田区内公共下
水道工事施工委託

分流（雨水管）◎250～800㎜　518.00m　合
流◎250㎜　158.00m　合流◎250～900㎜
493.25m　【既設構造物概要】既設管撤去◎
250～400㎜　133.00m

556.30 376,534,514
平成23年4月1日
平成24年3月31日

23149106
小田急電鉄小田原線下北沢２
号踏切道下下水道施設移設工
事その２施行委託

鋼ｺﾝｸﾘｰﾄ合成推進管(泥濃式推進工法)◎
1350㎜×2　34.10m　矩形きょ□2100×1900
㎜　7.30m　立坑2箇所

34.40 255,461,750
平成23年4月1日
平成24年3月31日

23149108
補助１２８号線街路整備事業
に伴う世田谷区桜一丁目付近
管渠改良工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管◎800～900㎜　40.90m　鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ管（小口径管推進工法特殊泥土圧方
式）◎500㎜　27.60m　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎300
㎜　9.10m　人孔7箇所　【既設構造物概要】
既設管撤去◎250～800㎜　77.85m　既設人孔
撤去4箇所

40.15 74,637,150
平成23年9月26日
平成24年2月9日

23149110
品川区南大井三丁目、目黒区
青葉台二丁目付近管渠改良工
事

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎250～300㎜　47.90m　鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ管◎350～400㎜　65.90m　人孔7箇所
既設人孔改造（耐震化工法）1箇所　汚水ま
す22箇所　汚水ます取付管◎150㎜　77.25m
◎200㎜　6.15m　【既設構造物概要】既設管
撤去◎250㎜　80.90m　◎300㎜　32.90m　既
設人孔撤去7箇所　既設汚水ます撤去22箇所
既設汚水ます取付管撤去◎150㎜　77.25m
◎200㎜　6.15m

113.80 28,663,950
平成23年11月14日
平成24年2月28日

23149111
新馬込橋架替工事に伴う大田
区北馬込二丁目、中馬込二丁
目付近管渠改良工事

人孔2箇所　汚水ます4箇所　汚水ます取付管
◎150㎜　18.50m　【既設構造物概要】既設
管撤去◎250㎜　11.00m　既設人孔撤去2箇所
汚水ます撤去4箇所　汚水ます取付管撤去◎
150㎜　15.80m

0.00 5,003,250
平成23年11月7日
平成23年12月28日

23149112
環状第六号線街路整備事業に
伴う品川区大崎三丁目付近管
渠改良工事施行委託

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎250㎜　28.50m　◎300㎜
44.80m　◎350㎜　36.30m　人孔(組立)5箇所

109.60 3,854,009
平成23年4月1日
平成23年5月31日

23149114
補助第２７号線街路整備事業
に伴う大田区大森西三、四丁
目付近管渠改良工事施行委託

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎250㎜　30.10m　◎300㎜
44.50m　人孔(組立)1箇所

74.60 3,706,673
平成23年4月1日
平成23年8月31日

23149115
補助第２７号線街路整備事業
に伴う大田区大森西三、五丁
目付近管渠改良工事施行委託

59.20 1,569,418
平成23年8月1日
平成24年3月31日

23149116
補助２７号線街路整備事業に
伴う大田区大森西三、五丁目
付近管渠改良工事

汚水ます5箇所　汚水ます取付管◎150㎜
5.00m　【既設構造物概要】既設管撤去◎400
～450㎜　35.70m　既設人孔撤去2箇所　既設
汚水ます撤去3箇所　既設汚水ます取付管撤
去◎150㎜　1.50m

0.00 5,790,750
平成23年9月28日
平成24年3月12日

23149118
大田区南千束一丁目付近改良
工事

人孔1箇所　【既設構造物概要】既設人孔撤
去1箇所

0.00 684,600
平成23年11月11日
平成23年11月25日

23149119
補助線街路第３２８号線整備
に伴う大田区蒲田三丁目付近
下水道工事施行委託

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管◎250～300㎜　52.50m　人孔
3か所

57.00 7,458,375
平成23年6月15日
平成24年3月31日

23149120
大田区昭和島一、二丁目付近
管渠改良工事

既設管改造（内面被覆工法）◎210～410㎜
218.10m　【既設構造物概要】既設管残置
（内面被覆工法）◎250～450㎜　218.10m

0.00 15,375,150
平成24年2月15日
平成24年3月28日
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工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

工事内容

23149121
補助１５４号線街路整備事業
に伴う世田谷区世田谷四丁目
付近管渠改良工事

人孔1箇所　【既設構造物概要】既設管撤去
◎250㎜　43.10m　既設人孔撤去2箇所　既設
汚水ます撤去6箇所　既設汚水ます取付管撤
去◎150㎜　10.10m

0.00 2,226,000
平成23年11月4日
平成24年1月23日

23149122
世田谷区桜丘五丁目付近管渠
改良工事

本管改良工（開削）　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（呼び
径250㎜）2.50m　特殊人孔（内径200）1箇所
【既設構造物概要】既設管撤去（呼び径250
㎜）1.60m　既設人孔撤去1箇所

2.50 2,037,000
平成24年1月5日
平成24年2月2日

23149123
補助２６号線街路整備事業に
伴う品川区豊町二丁目、二葉
一丁目付近管渠改良工事

人孔2箇所　既設人孔改造1箇所　【既設構造
物概要】既設管撤去◎250～300㎜　39.55m
既設人孔撤去1箇所　既設汚水ます撤去12箇
所　既設汚水ます取付管撤去◎150㎜
37.35m

0.00 0
平成24年2月7日
平成24年8月6日

23149124
仙川改修工事に伴う世田谷区
鎌田三丁目付近管渠改良工事

0.00 0
平成24年2月7日
平成24年7月4日

23149126
環状六号線街路整備事業に伴
う品川区大崎三、五丁目付近
管渠改良工事

既設人孔改造1箇所　汚水ます7箇所　汚水ま
す取付管◎150㎜　8.00m　【既設構造物概
要】既設汚水ます撤去4箇所　既設汚水ます
取付管撤去◎150㎜　4.80m

0.00 2,058,000
平成24年1月20日
平成24年3月1日

23149129
環状第六号線街路整備事業に
伴う品川区大崎五丁目付近管
渠改良工事施行委託

97.55 4,728,517
平成23年11月14日
平成24年3月31日

22141109
板橋区蓮根二丁目付近管渠改
良工事

既設管改造◎250～300 14箇所、既設人孔改
造(27)箇所

667.30 116,182,500
平成23年2月24日
平成23年11月16日

22144118
北区上中里二丁目、田端新町
二丁目付近管渠改良工事

既設人孔改造（1）箇所（22年度）、（1）箇
所（23年度）

111.35 25,091,850
平成23年2月14日
平成23年6月10日

23146108

補助第１４０号線街路築造工
事に伴う足立区西綾瀬三、四
丁目付近管渠改良その２工事
施行委託

242.07 9,819,096
平成23年4月1日
平成23年6月24日

23148105

環状８号線街路築造工事に伴
う板橋区小豆沢三丁目、東坂
下一丁目付近管渠改良その２
工事

既設人孔改造（上部改造３箇所）　（2）箇
所、既設管撤去（陶管）◎250㎜　9.80ｍ
（鉄筋コンクリート管）◎250㎜～◎500㎜
173.80ｍ、既設管残置（発泡モルタル充填）
（鉄筋コンクリート管）◎250㎜　6.00ｍ、
既設人孔撤去　3箇所、既設人孔残置（上部
撤去）（下部改良土充填）　1箇所、既設汚
水ます撤去　4箇所、既設汚水ます取付管撤
去　◎150㎜　8.40ｍ

0.00 23,856,000
平成23年4月21日
平成23年8月31日

23148106

特例都道第４４１号線街路築
造工事に伴う練馬区高松四丁
目、春日町五丁目付近管渠改
良工事施行委託

165.80 10,491,486
平成23年4月28日
平成23年5月31日

23148107
白子川改修工事に伴う練馬区
東大泉二丁目付近管渠改良工
事

既設特殊人孔改造　(1)箇所 22.05 31,936,800
平成23年8月9日
平成24年1月31日

23148110

補助第２２９号線街路築造工
事に伴う練馬区関町南一丁目
付近管渠改良その２工事施行
委託

175.50 6,196,558
平成23年4月11日
平成23年6月30日

23148111

主要地方道第８号線道路整備
事業に伴う練馬区高野台四丁
目付近管渠改良その２工事施
行委託

84.00 2,349,987
平成23年4月30日
平成23年12月28日
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工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　　手
完了（予定）

工事内容

23148112
北区浮間三丁目付近管渠改良
工事

既設人孔改造　(11)箇所 256.00 36,588,300
平成23年9月20日
平成23年12月16日

23148113
板橋区若木一丁目付近管渠改
良工事

既設人孔改造　(20)箇所 292.55 39,536,700
平成23年10月5日
平成24年1月23日

23148114
練馬区北町二、三丁目付近管
渠改良工事

既設人孔改造　(47)箇所（24年度） 217.75 22,165,500
平成24年1月10日
平成24年12月6日

23148115
石神井川河川改修工事に伴う
練馬区上石神井三丁目付近管
渠改良工事

97.65 49,030,800
平成23年11月21日
平成24年3月6日

23148116

特例都道第４４１号線街路築
造工事に伴う練馬区高松二、
四丁目付近管渠改良工事施行
委託

205.80 10,660,988
平成23年9月1日
平成24年3月30日

23148117
特例都道第４４７号線街路築
造工事に伴う板橋区舟渡三丁
目付近管渠改良工事

0.00 15,019,200
平成23年10月6日
平成24年2月22日

23148119
補助第７３号線街路築造工事
に伴う北区赤羽西一、二丁目
付近管渠改良工事

12.80 4,446,750
平成24年1月13日
平成24年3月12日

23148120

練馬主要区道３２号線街路築
造工事に伴う練馬区石神井町
二丁目付近管渠改良工事施行
委託

31.40 8,997,145
平成24年1月10日
平成24年3月30日

23148121
特例都道第４４７号線街路築
造工事に伴う板橋区舟渡三丁
目付近管渠改良工事施行委託

113.50 4,113,075
平成23年9月20日
平成24年2月29日

23148304
特例都道第４４１号線街路築
造工事に伴う練馬区高松二、
四丁目付近管渠改良工事

0.00 1,302,000
平成23年11月18日
平成24年3月22日

23148305
補助第８８号線街路築造工事
に伴う北区豊島三丁目付近管
渠改良工事

0.00 1,617,000
平成24年2月7日
平成24年3月15日
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枝線改良工事「建設部門」

人孔 汚水桝

22142118
千代田区神田駿河台一丁目、
中央区八丁堀三丁目付近管路
耐震化工事

43,963,500
平成22年10月1日
平成23年5月19日

22147107
杉並区大宮二丁目、和泉四丁
目付近管路耐震化工事

1箇所 66個 78,897,000
平成22年12月1日
平成23年8月12日

22147108
杉並区阿佐谷南一丁目、下井
草四丁目付近管路耐震化工事

46個 138,022,500
平成22年11月17日
平成23年9月20日

23143115
港区南麻布五丁目、渋谷区広
尾四丁目付近管路耐震化工事

21,283,500
平成23年11月28日
平成24年7月6日

23143118
港区赤坂三丁目、高輪三丁目
付近管路耐震化工事

50,163,750
平成23年11月14日
平成24年2月28日

23143126
渋谷区本町二丁目、港区海岸
一丁目付近管路耐震化工事

25,032,000
平成24年1月25日
平成25年1月28日

23143128
千代田区六番町、東神田一丁
目付近管路耐震化工事

0
平成24年2月14日
平成24年12月28日

23143130
中央区東日本橋二丁目、晴海
五丁目付近管路耐震化工事

0
平成24年3月19日
平成25年3月8日

23144102
文京区本郷五丁目、本駒込五
丁目付近管路耐震化工事

12個 39,094,650
平成23年7月19日
平成23年12月12日

23144106
台東区台東四丁目、荒川区西
尾久一丁目付近管路耐震化工
事

9,242,100
平成23年9月5日
平成23年11月17日

23144107
台東区根岸三丁目、北上野二
丁目付近管路耐震化工事

10個 49,948,500
平成23年8月29日
平成24年2月27日

23144108
荒川区荒川一丁目、町屋三丁
目付近管路耐震化工事

15個 44,702,700
平成23年9月5日
平成24年3月5日

23144109
豊島区南長崎三丁目、文京区
後楽一丁目付近管路耐震化工
事

24,465,000
平成23年10月25日
平成24年2月23日

23144110
豊島区西巣鴨三丁目、南長崎
一丁目付近管路耐震化工事

34個 77,297,850
平成23年9月22日
平成24年3月7日

23144114
台東区池之端二丁目、荒川区
西尾久八丁目付近管路耐震化
工事

39,304,650
平成23年12月15日
平成24年3月1日

23145103
墨田区文花三丁目、江東区亀
戸四丁目付近管路耐震化工事

57,283,800
平成23年10月11日
平成24年2月9日

23145104
墨田区八広三丁目、江東区豊
洲五丁目付近管路耐震化工事

28,224,000
平成23年12月5日
平成24年6月29日

23145105
墨田区向島二丁目、江東区東
雲一丁目付近管路耐震化工事

10,164,000
平成24年1月10日
平成24年7月30日

着　　　　　手
完了（予定）

工事番号 工事件名
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金額（円）
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23145111
江東区千石二丁目、南砂一丁
目付近大口径管路耐震化実証
工事

7,560,000
平成24年2月13日
平成24年3月8日

23146101
江戸川区西小岩二丁目、上篠
崎一丁目付近管路耐震化工事

89個 133,864,500
平成23年7月15日
平成24年2月27日

23146102
江戸川区南篠崎町二丁目、南
葛西六丁目付近管路耐震化工
事

117個 120,645,000
平成23年8月16日
平成24年3月13日

23146103
葛飾区柴又四丁目、西水元三
丁目付近管路耐震化工事

84個 131,701,500
平成23年7月25日
平成24年2月27日

23146104
足立区保木間三丁目、千住曙
町付近管路耐震化工事

42個 89,662,650
平成23年7月12日
平成24年3月7日

23146111
足立区西保木間一丁目、扇三
丁目付近管路耐震化工事

36個 84,360,150
平成23年8月12日
平成24年3月9日

23146112
足立区入谷八丁目、加賀二丁
目付近管路耐震化工事

21個 77,146,650
平成23年9月5日
平成24年3月5日

23146114
足立区南花畑三丁目、大谷田
三丁目付近管路耐震化工事

34個 83,221,950
平成23年9月26日
平成24年3月8日

23146116
足立区入谷一丁目、保木間三
丁目付近管路耐震化工事

47個 56,950,950
平成23年11月7日
平成24年3月6日

23146117
葛飾区奥戸三丁目、東立石四
丁目付近管路耐震化工事

4個 18,900,000
平成23年11月25日
平成24年6月7日

23147101
中野区沼袋二丁目、新宿区上
落合三丁目付近管路耐震化工
事

28個 94,405,500
平成23年5月9日
平成23年10月20日

23147102
中野区弥生町二丁目、杉並区
和田一丁目付近管路耐震化工
事

29個 96,869,850
平成23年5月9日
平成24年2月28日

23147110
中野区江古田三丁目、練馬区
貫井三丁目付近管路耐震化工
事

15個 20,223,000
平成23年11月1日
平成24年11月5日

23147111
新宿区大久保一丁目、渋谷区
本町三丁目付近管路耐震化工
事

2個 30,138,150
平成23年10月24日
平成24年3月7日

23147115
杉並区桃井三丁目、中野区弥
生町六丁目付近管路耐震化工
事

6,783,000
平成24年1月10日
平成24年8月6日

23149102
大田区北千束二丁目、羽田三
丁目付近管路耐震化工事

102個 116,413,500
平成23年9月13日
平成24年4月25日

23149103
目黒区平町二丁目、世田谷区
池尻四丁目付近管路耐震化工
事

33個 105,130,200
平成23年10月6日
平成24年3月6日

23149104
平成２３年度品川区内公共下
水道工事施工委託

65個 208,646,084
平成23年4月1日
平成24年3月31日
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23149107
世田谷区千歳台四丁目、大田
区石川町二丁目付近管路耐震
化工事

54,096,000
平成23年11月21日
平成24年6月18日

23149109
世田谷区北烏山六丁目、下馬
四丁目付近管路耐震化工事

34個 88,588,500
平成23年11月16日
平成24年6月13日

23149117
品川区上大崎四丁目、勝島二
丁目付近管路耐震化工事

28,035,000
平成24年1月10日
平成24年6月22日

23148101
北区赤羽台一丁目、西ヶ原一
丁目付近管路耐震化工事

11個 45,923,850
平成23年5月16日
平成23年11月4日

23148102
板橋区舟渡三丁目、前野町五
丁目付近管路耐震化工事

57個 105,707,700
平成23年7月27日
平成24年2月8日

23148103
練馬区豊玉上二丁目、光が丘
二丁目付近管路耐震化工事

34個 61,749,450
平成23年8月1日
平成24年2月13日

23148104
練馬区東大泉四丁目、関町南
三丁目付近管路耐震化工事

17個 52,913,700
平成23年7月7日
平成23年12月1日

23148108
板橋区上板橋一丁目、栄町付
近管路耐震化工事

62個 114,540,300
平成23年9月6日
平成24年3月13日

23148109
北区桐ケ丘二丁目、滝野川七
丁目付近管路耐震化工事

88,369,050
平成23年9月22日
平成24年3月22日
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（３）人孔・汚水桝・公共桝
人孔・汚水桝・公共桝「建設部門」

人孔 汚水桝

23145109
放射第３２号線街路築造工事
に伴う江東区東陽四丁目付近
汚水桝及び取付管改良工事

5箇所 610,050
平成23年11月18日
平成24年1月25日

23145110
補助第１４４号線道路整備事
業に伴う江東区東砂六丁目付
近汚水桝及び取付管改良工事

6箇所 2,241,750
平成23年11月18日
平成24年1月31日

着　　　　手
完了（予定）

工事番号 工事件名
工事内容

金額（円）
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（４）設計及び監理委託
設計及び監理委託「建設部門」

工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）
着　　　　手
完了（予定）

22142209
千代田区永田町二丁目、中央
区日本橋二丁目付近改良実施
設計

流域踏査 5.0ha 提案系統調査路線 1,360m 既設管又
は在来管調査路線　1,350m 製管工法試走管調査路線
460m 管路内調査 22箇所

2,415,000
平成22年12月3日
平成23年5月9日

22142210
渋谷区幡ヶ谷三丁目付近改良
実施設計

流域調査 21.5ha 提案系統調査路線 5,500m 既設管
調査路線　5,500m 管路内調査 240箇所　製管工法試
走管調査　350m　本管目視調査　610m

11,838,750
平成22年12月17日
平成23年8月30日

22142212
渋谷区本町二丁目、恵比寿二
丁目付近既設人孔浮上抑制対
策実施設計

提案系統調査路線　18.84km 既設人孔調査 758箇所
人孔浮上抑制検討 410箇所

11,985,750
平成22年12月17日
平成23年9月29日

22142213
港区赤坂四丁目、高輪三丁目
付近既設人孔浮上抑制対策実
施設計

提案系統調査路線　17.15km 既設人孔調査 613箇所
人孔浮上抑制検討 220箇所

9,207,450
平成22年12月17日
平成23年7月19日

22142214
中央区東日本橋一丁目、勝ど
き六丁目付近既設人孔浮上抑
制対策実施設計

提案系統調査路線　24.96km 既設人孔調査 970箇所
人孔浮上抑制検討 389箇所

11,034,450
平成23年2月14日
平成23年10月5日

22142215
千代田区六番町、神田和泉町
付近既設人孔浮上抑制対策実
施設計

提案系統調査路線　17.47km 既設人孔調査 793箇所
人孔浮上抑制検討 632箇所

13,701,450
平成23年2月14日
平成23年8月22日

22143208
台東区日本堤一丁目、荒川区
西尾久六丁目付近既設人孔浮
上抑制対策実施設計

提案路線延長（道路延長）　　30.1㎞　既設人孔調
査　　1066箇所　　人孔浮上抑制検討　932箇所

15,115,800
平成22年11月19日
平成23年9月30日

22143209
豊島区西巣鴨一丁目、文京区
千駄木五丁目付近既設人孔浮
上抑制対策実施設計

提案路線延長（道路延長）　17.0㎞　既設人孔調査
633箇所　人孔浮上抑制検討　　597箇所

11,880,750
平成22年12月17日
平成23年8月2日

22144209
足立区江北三丁目、六木一丁
目付近既設人孔浮上抑制対策
実施設計

提案路線延長（道路延長）　　　　10.60km 既設人
孔調査　　　　　　　　　　558箇所 人孔浮上抑制
検討　　　　　　　　204箇所

8,881,950
平成22年11月29日
平成23年5月31日

22144212

東武鉄道伊勢崎線竹ノ塚駅付
近連続立体交差事業に伴う足
立区竹の塚一、六丁目付近改
良実施設計

　流域調査　　　　　　　　　　　 11.7ha 　提案
系統調査路線(道路延長)　　2,300ｍ 　既設管調査
4,600ｍ

5,145,000
平成23年1月31日
平成24年2月22日

22144215
足立区綾瀬二丁目、千住緑町
三丁目付近改良実施設計

　流域調査　　　　　　2.6ｈａ 　提案系統調査路
線　　600ｍ 　既設管調査　　　　　600ｍ

1,516,200
平成23年2月14日
平成23年5月27日

23113211 設計書作成補助業務委託
１．設計数量計算書作成工　一式　２．設計書作成
工　一式　３．設計打合せ　一式　４．照査　一式

60,531,660
平成23年4月1日
平成24年3月31日

23140201
港区新橋二丁目付近ほか管路
耐震化調査設計

１．施工実績の整理　２．対象人孔の抽出　３．事
業プログラムの作成

6,615,000
平成23年11月10日
平成24年3月16日

23143201
環状第２号線道路整備事業に
伴う港区虎ノ門二丁目、新橋
四丁目付近その３調査設計

流域調査 17.7 ha 計画系統調査路線 400 m　提案系
統調査路線 230 m

4,410,000
平成23年5月24日
平成24年3月14日

23143202
環状第２号線道路整備事業に
伴う中央区勝どき五丁目付近
調査設計

流域調査 4.7 ha 提案系統調査路線 430 m 3,536,400
平成23年5月27日
平成24年3月5日

23143203

補助２６号線ほか１路線道路
整備事業に伴う渋谷区上原三
丁目、港区六本木七丁目付近
実施設計

流域調査 7.6 ha 提案系統調査路線 2010 m　既設管
調査　1330m

3,780,000
平成23年8月5日
平成24年3月2日

23143204
環状第５の１号線道路整備事
業に伴う渋谷区神宮前六丁目
付近実施設計

流域調査　1.4ha　既設管調査 250m 945,000
平成23年7月19日
平成23年12月27日
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23143205
港区三田三丁目付近外改良実
施設計

945,000
平成23年8月8日
平成23年9月2日

23143206
田町駅東口駅前脱臭棟改修工
事設計委託

脱臭棟改修工事設計委託　一式 1,176,000
平成23年9月26日
平成23年11月22日

23143207
港区三田一丁目付近改良実施
設計

流域調査 3.9 ha 提案系統調査路線 960 m　既設管
調査　960m　製管工法試走管調査路線　325 m

4,704,000
平成23年10月7日
平成24年2月8日

23143208
千代田区五番町、九段北四丁
目付近改良実施設計

流域調査　4.1ha　提案系統調査路線　600ｍ　既設
管調査　600ｍ　製管工法試走管調査　540ｍ 人孔取
付部耐震化工法提案路線延長　640ｍ　非開削人孔浮
上抑制工法　提案路線延長　700ｍ　既設人孔調査
30箇所　人孔浮上抑制検討　9箇所

3,391,500
平成23年11月2日
平成24年3月9日

23143209
放射第３号線道路整備事業に
伴う港区白金台三、五丁目付
近その２実施設計

流域調査　1.8ha　提案路線　240ｍ 630,000
平成23年10月14日
平成24年1月31日

23143210
中央区明石町ほか２か所高潮
防潮扉改良実施設計

高潮防潮扉改良実施設計　　一式 4,830,000
平成23年12月15日
平成24年3月16日

23143211
環状第２号線道路整備事業に
伴う中央区銀座八丁目、勝ど
き六丁目付近調査設計

流域調査　9.8ha　提案系統調査路線　1340m　既設
管調査　440m　特殊人孔改造提案箇所　1箇所　特殊
人孔撤去箇所　2箇所

0
平成24年2月10日
平成25年3月7日

23143212
港区芝五丁目、渋谷区宇田川
町付近改良実施設計

流域調査 0.67ha  提案調査路線 130m　既設管調査
130m  管路内調査（取付管簡易TVカメラ調査）5箇所
特殊人孔　1箇所

0
平成24年2月10日
平成24年5月9日

23143213
放射第３号線道路整備事業に
伴う港区白金台三丁目付近実
施設計

流域調査　24.4ha　提案路線　170　既設管調査
150m　立坑 2箇所 特殊人孔 1箇所

0
平成24年2月10日
平成24年8月2日

23143214
渋谷区幡ヶ谷一丁目付近改良
実施設計

流域調査 18.0ha 提案系統調査路線 4,180m 既設管
調査 4,180 管路内調査(取付管簡易TVカメラ調査)
169箇所 管路内調査(製管工法試走管調査) 3,100m
管路内調査(本管目視調査) 180m

0
平成24年2月10日
平成24年12月26日

23143215
千代田区東神田一丁目付近改
良実施設計

設計図作成（仮設図含む）　68.65ｍ　数量計算（仮
設含む）　68.65ｍ

945,000
平成24年2月24日
平成24年3月23日

23143302
千代田区、中央区、港区内に
おける管路耐震化工事履歴図
作成業務委託

対象施設155箇所 2,047,500
平成23年6月16日
平成23年9月8日

23144201
豊島区上池袋一丁目、文京区
本駒込二丁目付近既設人孔取
付部耐震化対策実施設計

(１)調査対象区域　　豊島区、文京区　(２)現地調
査対象　33避難所からの排水系統　新規15避難所
（調査延長3.4km）修正18避難所（調査延長7.7km）

5,743,500
平成23年6月13日
平成23年12月5日

23144202
荒川区西尾久二丁目、町屋二
丁目付近管渠改良実施設計

流域調査　0.60ha   提案系統調査路線　160ｍ　既
設管調査　140ｍ

735,000
平成23年6月24日
平成23年8月19日

23144203
台東区橋場一丁目、荒川区東
日暮里三丁目付近既設人孔取
付部耐震化対策実施設計

(1)調査対象区域　台東区・荒川区　(2)現地調査対
象　34避難所等からの排水系統　新規11施設(調査延
長　1.5㎞)　修正23施設(調査延長　8.5㎞)

4,942,350
平成23年6月24日
平成23年12月16日

23144204
豊島区西池袋三、五丁目付近
改良実施設計

流域調査　8.1ha  提案系統調査路線　1,200ｍ　既
設管調査　1,200ｍ

2,310,000
平成23年7月22日
平成23年11月9日
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23144205
豊島区南池袋四丁目、文京区
本駒込六丁目付近既設人孔取
付部耐震化対策実施設計

調査対象区域　豊島区、文京区　現地調査対象　26
避難所等からの排水系統　新規5施設(調査延長5.4
㎞)　修正21施設(調査延長4.6㎞)

3,980,550
平成23年8月5日
平成24年1月20日

23144206
文京区大塚二丁目、本郷七丁
目付近既設人孔取付部耐震化
対策実施設計

調査対象区域　文京区　現地調査対象　3避難所から
の排水系統　新規2広域避難所(調査延長4.2㎞）修正
１避難所(調査延長0.8㎞)

1,948,800
平成23年9月9日
平成24年1月13日

23144216
環状５の１号線道路整備に伴
う豊島区目白一丁目、高田三
丁目付近改良実施設計

流域調査　3.9ha　　提案系統調査路線　1,100ｍ
既設管調査　1,100ｍ

0
平成24年2月3日
平成24年5月16日

23145201
墨田区向島三丁目、太平二丁
目付近実施設計

流域調査　5.2ha、提案路線　2600ｍ、既設管調査
2600ｍ、縦断測量　2600ｍ

3,643,500
平成23年5月27日
平成23年10月4日

23145205
江東区門前仲町一丁目、平野
三丁目付近実施設計

流域調査　5.6ha、提案路線　2800ｍ、既設管調査
2800ｍ、縦断測量　2800ｍ

3,496,500
平成23年6月10日
平成23年10月19日

23145206
墨田区文花一丁目、江東区東
砂八丁目付近既設人孔浮上抑
制対策実施設計

提案路線延長（道路延長）9.49㎞、既設人孔調査
302箇所、人孔浮上抑制検討　226箇所

4,242,000
平成23年6月24日
平成23年10月19日

23145207
江東区大島六丁目、辰巳一丁
目付近既設人孔取付部耐震化
対策実施設計

現地調査対象　避難所（4施設）、広域避難場所（7
施設）及びその他施設（2施設）の排水系統、既設人
孔調査（対象路線延長）13.00㎞、既設ます調査（避
難所）3箇所、既設ます調査（広域避難場所）12箇
所、既設ます調査（その他施設）2箇所

4,830,000
平成23年8月25日
平成24年2月24日

23145208
墨田区文花一丁目、江東区潮
見二丁目付近改良実施設計

流域調査　7.9ha、提案系統調査路線　2000ｍ、既設
管調査　2000ｍ

4,200,000
平成23年10月21日
平成24年3月6日

23145209
墨田区八広六丁目、江東区南
砂二丁目付近改良実施設計

流域調査　5.2ha、提案系統調査路線　1000ｍ、既設
管調査　600ｍ、管路内調査　130ｍ

0
平成23年12月2日
平成24年5月1日

23146201
葛飾区新宿一丁目、江戸川区
西小岩二丁目付近改良実施設
計

流域調査　4.0ha　提案路線　1,200ｍ　既設管調査
1,200ｍ

1,890,000
平成23年5月13日
平成23年8月5日

23146202
足立区竹の塚二丁目、新田三
丁目付近既設人孔取付部耐震
化対策実施設計

9避難所からの排水系統の調査及び設計図作成、既設
人孔調査（対象調査延長）1.4㎞、既設汚水ます調査
9施設

2,037,000
平成23年7月22日
平成23年10月18日

23146203
葛飾区亀有二丁目付近道路整
備に伴う管渠改良実施設計

流域調査　0.7ha　提案系統調査路線　180ｍ　既設
管調査　120ｍ

987,000
平成23年6月15日
平成23年7月27日

23146205
補助第１３６号線街路築造工
事に伴う足立区梅田四丁目、
扇一丁目付近実施設計

流域踏査　1.2ha　既設管調査　400m 871,500
平成23年6月23日
平成23年9月1日

23146206
江戸川区北小岩六丁目、南葛
西五丁目付近既設人孔取付部
耐震化対策実施設計

31避難所及び１災害拠点病院からの排水系統の調査
及び設計図作成　既設人孔調査（対象調査延長）
8.95㎞　既設汚水ます調査　32施設

6,688,500
平成23年8月5日
平成24年1月20日

23146207
補助第１４０号線街路築造工
事に伴う足立区西綾瀬三丁
目、弘道二丁目付近実施設計

流域踏査　1.2ha　既設管撤去　30m 567,000
平成23年6月30日
平成23年8月11日

23146208
葛飾区水元五丁目、新小岩三
丁目付近既設人孔取付部耐震
化対策実施設計

19避難所からの排水系統の調査及び設計図作成
既設人孔調査（対象調査延長）4.62㎞
既設汚水ます調査19施設

2,520,000
平成23年10月7日
平成24年2月22日
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23146209
補助第２６１号線街路築造工
事に伴う足立区西伊興二、三
丁目付近実施設計

流域踏査　1.5ha  提案路線　180ｍ 630,000
平成24年12月16日
平成24年2月17日

23147201
新宿区西新宿一丁目、霞ケ丘
町付近既設人孔取付部耐震化
対策実施設計

管路耐震化調査　新規　9広域避難場所からの排水系
統　　修正　1避難所からの排水系統

11,088,000
平成23年5月25日
平成24年3月23日

23147202
杉並区阿佐谷北五丁目、中野
区江古田四丁目付近既設人孔
取付部耐震化対策実施設計

管路耐震化調査　　新規　4避難所からの排水系統
修正　35避難所からの排水系統

3,255,000
平成23年7月20日
平成24年2月1日

23147203
中野区弥生町一丁目、杉並区
下井草五丁目付近既設人孔浮
上抑制対策実施設計

提案路線延長（道路延長）10.37km　　既設人孔調査
362か所　　人孔浮上抑制検討　108か所
（変更）既設人孔調査　393か所　　　人孔浮上抑制
検討　186か所

5,901,000
平成23年8月3日
平成24年2月1日

23147204
新宿区西新宿三丁目、西落合
三丁目付近既設人孔浮上抑制
対策実施設計

提案路線延長（道路延長）18.85km　　既設人孔調査
659か所　　人孔浮上抑制検討　197か所
（変更）提案路線延長（道路延長）18.85km　　既設
人孔調査　959か所　　人孔浮上抑制検討　142か所

17,817,450
平成23年8月3日
平成24年3月14日

23147205
新宿区戸山二丁目付近設計図
作成作業

流域踏査一式　　設計図作成工一式 945,000
平成23年8月31日
平成23年9月29日

23147206
中野区中野五丁目付近道路整
備事業に伴う管渠改良設計図
作成作業

流域踏査　一式　　提案系統調査　一式　　設計図
作成工　一式

955,500
平成23年9月16日
平成23年11月16日

23147207
新宿区上落合二丁目、中井二
丁目付近道路整備事業に伴う
管渠改良設計図作成作業

流域踏査　一式　　設計図作成工　一式 882,000
平成23年9月16日
平成23年10月18日

23147208
杉並区方南一丁目付近改良実
施設計

流域調査　0.15ha　　　提案路線　30m 924,000
平成23年10月3日
平成23年11月15日

23147209

放射第５号線道路整備事業に
伴う杉並区久我山一丁目、世
田谷区北烏山二丁目付近改良
調査実施設計

流域調査　49ha　　計画系統調査路線　5800m　　提
案系統調査路線　2800m　　既設管調査　2000m

7,875,000
平成23年11月2日
平成24年3月16日

23147210
杉並区堀ノ内二丁目付近改良
実施設計

流域踏査　0.05ha　　　提案路線　10m 987,000
平成23年10月13日
平成23年11月25日

23147211
中野区上高田一丁目、杉並区
善福寺一丁目付近改良実施設
計

流域調査　2ha　　提案系統調査路線　250m　　既設
管調査　750m
（変更）流域調査　2ha　　提案系統調査路線　230m
既設管調査　730m

3,427,200
平成23年11月16日
平成24年3月8日

23147212
中野五差路道路整備事業に伴
う中野区中央四、五丁目付近
管渠改良実施設計

流域調査　2.2ha　　提案系統調査路線　580m　　既
設管調査　540m

4,756,500
平成23年11月16日
平成24年3月15日

23147213
杉並区和泉一丁目付近改良実
施設計

流域調査　0.2ha　　提案系統調査路線　40m 966,000
平成23年11月9日
平成23年12月21日

23147214
新宿区西新宿二丁目付近実施
設計

流域調査　0.21ha　　提案系統調査　59.80m　　設
計図作成工　一式

777,000
平成23年11月15日
平成23年12月28日

23147215

西武鉄道新宿線連続立体交差
事業に伴う中野区新井四丁
目、沼袋一丁目付近改良調査
設計

流域調査　6.7ha　　計画系統調査路線　1300m
既設管調査　800m

0
平成24年3月6日

平成24年10月24日

23147216
落合・新河岸処理区善福寺川
処理分区調査設計

流域調査　1260ha　　計画系統調査路線　15000m
既設管調査　15000m

0
平成24年3月6日

平成24年12月20日
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設計及び監理委託「建設部門」

工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）
着　　　　手
完了（予定）

23147217
杉並区和泉四丁目付近河川整
備事業に伴う管渠改良設計図
作成作業

設計図作成工　一式 924,000
平成24年2月22日
平成24年3月21日

23149201
世田谷区羽根木一丁目、大田
区本羽田一丁目付近改良実施
設計

流域調査　5.19ha　提案路線　1986.00m　既設管調
査路線　1986.00m　管路内調査（本管目視調査）
1027.10m

3,727,500
平成23年6月8日

平成23年10月31日

23149202
南部下水道事務所管内管路耐
震化事業資料作成委託

管路耐震化対象施設　130施設 987,000
平成23年5月17日
平成23年6月27日

23149203
品川区東品川五丁目、目黒区
中目黒四丁目付近既設人孔浮
上抑制対策実施設計

提案路線延長(道路延長)15.8㎞　既設人孔調査560箇
所　人孔浮上抑制検討168箇所

8,003,100
平成23年6月22日
平成24年2月9日

23149204
大田区東海三丁目、世田谷区
松原一丁目付近既設人孔浮上
抑制対策実施設計

提案路線延長(道路延長)14.1㎞　既設人孔調査500箇
所　人孔浮上抑制検討150箇所

7,809,900
平成23年6月22日
平成24年1月19日

23149205
世田谷区北烏山八丁目、等々
力一丁目付近既設人孔取付部
耐震化対策実施設計

対象施設　33施設　対象路線延長　17170m 6,435,450
平成23年7月26日
平成24年2月21日

23149206
目黒区駒場一丁目、大田区西
六郷三丁目付近既設人孔取付
部耐震化対策実施設計

対象施設　50施設　対象路線延長　15320m 8,925,000
平成23年7月21日
平成23年12月14日

23149207
品川区西五反田三丁目、八潮
五丁目付近既設人孔取付部耐
震化対策実施設計

対象施設　50施設　対象路線延長　15525m 9,109,800
平成23年7月21日
平成24年2月2日

23149208
目黒区三田一丁目、世田谷区
上祖師谷七丁目付近既設人孔
浮上抑制対策実施設計

提案路線延長（道路延長）6.7㎞　既設人孔調査235
か所　人孔浮上抑制検討70か所

6,401,850
平成23年11月16日
平成24年3月8日

23149209
大田区大森東四丁目、東矢口
三丁目付近既設人孔浮上抑制
対策実施設計

提案路線延長（道路延長）16.5㎞　既設人孔調査578
か所　人孔浮上抑制検討173か所

0
平成23年11月16日
平成24年4月20日

23149210
大田区南雪谷五丁目、南六郷
三丁目付近既設人孔浮上抑制
対策実施設計

提案路線延長（道路延長）15.9㎞　既設人孔調査557
か所　人孔浮上抑制検討167か所

0
平成23年11月16日
平成24年4月20日

23149211
大田区南六郷一丁目、羽田五
丁目付近改良実施設計

流域調査11.5ha　提案系統調査路線2800m　既設管調
査2800m

0
平成24年2月8日
平成24年7月2日

23149212
大田区大森西一丁目、世田谷
区上野毛二丁目付近改良実施
設計

流域踏査3.2ha　提案系統調査1400m　既設管調査
1100m

0
平成24年2月8日
平成24年6月11日

23148201
北区浮間一丁目、中里三丁目
付近既設人孔浮上抑制対策実
施設計

提案路線延長（道路延長）12.10km、既設人孔調査
313箇所、人孔浮上抑制検討　137箇所

5,470,500
平成23年6月22日
平成23年10月31日

23148203
練馬区街路整備事業に伴う練
馬区石神井町二丁目付近設計
資料作成作業委託

資料作成工　一式 472,500
平成23年6月28日
平成23年8月9日

23148204
北区浮間二丁目、西ケ原四丁
目付近既設人孔取付部耐震化
対策実施設計

10避難所からの排水系統の調査及び設計図作成、既
設人孔調査（対象調査延長）1.6Km、既設汚水ます調
査　10施設

1,369,200
平成23年9月7日
平成23年12月6日

23148205
板橋区高島平六丁目、南常盤
台一丁目付近既設人孔浮上抑
制対策実施設計

提案路線延長（道路延長）11.20Km、既設人孔調査
676箇所→591箇所、人孔浮上抑制検討　203箇所→
282箇所

9,193,800
平成23年10月14日
平成24年3月6日

23148206
練馬区大泉学園町九丁目、光
が丘二丁目付近既設人孔取付
部耐震化対策実施設計

15避難所からの排水系統調査及び設計図作製、既設
人孔調査（対象調査延長）2.00Km、既設汚水ます調
査　15施設

1,575,000
平成23年10月14日
平成24年1月10日
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設計及び監理委託「建設部門」

工事番号 工事件名 工事内容 金額（円）
着　　　　手
完了（予定）

23148207
北区浮間四丁目、田端五丁目
付近既設人孔浮上抑制対策実
施設計

提案路線延長（道路延長）7.40Km、既設人孔調査
333箇所、人孔浮上抑制検討　100箇所

4,966,500
平成23年10月14日
平成24年2月14日

23148208
板橋区桜川一丁目、北区十条
台二丁目付近既設人孔取付部
耐震化対策実施設計

16避難所からの排水系統調査及び設計図作製、既設
人孔調査（対象調査延長）3.68Km、既設汚水ます調
査　16施設

2,551,500
平成23年10月14日
平成24年1月31日

23148209

補助第１３２号線及び第２３
２号線街路築造工事に伴う練
馬区石神井町三丁目付近実施
設計

流域調査　3.5ha、提案系統調査路線　1140ｍ、既設
管調査　800ｍ

0
平成23年10月26日
平成24年6月7日

23148210
北区神谷二丁目、荒川区西尾
久四丁目付近既設人孔取付部
耐震化対策実施設計

11避難所等からの排水系統の調査及び設計図作製、
既設人孔調査（対象調査延長）9.69km→8.63km、既
設汚水ます調査　11施設

5,557,650
平成23年10月26日
平成24年3月9日

23148211

主要地方道第６８号線及び練
馬主要区道第６７号線街路築
造工事に伴う練馬区土支田三
丁目付近外実施設計

流域調査　3.0ha、提案系統調査路線　1360ｍ、既設
管調査　720ｍ

0
平成23年11月24日
平成24年5月23日

23148212
補助第７３号線街路築造工事
に伴う北区赤羽西一、二丁目
付近設計資料作成作業委託

資料作成工　一式 934,500
平成23年11月22日
平成24年1月11日

23148213

放射第７号線街路築造工事に
伴う練馬区大泉学園町二丁
目、西大泉二丁目付近変更実
施設計

流域調査　3.6ha、提案系統調査路線　740ｍ、既設
管調査　420ｍ

0
平成24年1月13日
平成24年8月16日
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（５）改良ます

改良(個)
取付管延長

(ｍ)

中部改良 改良ます 0 L=0.00 0

北部改良 改良ます 0 L=0.00 0

東一改良 改良ます 0 L=0.00 0

東二改良 改良ます 0 L=0.00 0

西一改良 改良ます 2 L=3.20 2,365,022
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

西二改良 改良ます 2 L=6.30 2,908,794
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

南部改良 改良ます 0 L=0.00 0

（６）承認ます
..

改良(個)
取付管延長

(ｍ)

中部承認 承認ます 60 L=333.60 0
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

北部承認 承認ます 102 L=269.10 0
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

東一承認 承認ます 66 L=310.60 0
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

東二承認 承認ます 377 L=1,115.10 0
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

西一承認 承認ます 111 L=405.90 0
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

西二承認 承認ます 435 L=1,375.30 0
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

南部承認 承認ます 287 L=951.00 0
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

工事番号 工事件名

工事内容

金額（円）
着　　　 手
 完了（予定）

工事番号 工事件名

工事内容

金額（円）
着　　　 手
 完了（予定）
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（７）  拡張ます

個数 取付管延長

中部拡張 拡張ます 190 L=573.70 124,116,396
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

北部拡張 拡張ます 627 L=1,731.00 357,408,290
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

東一拡張 拡張ます 274 L=943.50 203,456,207
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

東二拡張 拡張ます 1,766 L=5,425.80 949,593,603
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

西一拡張 拡張ます 793 L=1,966.70 395,983,526
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

西二拡張 拡張ます 959 L=2,847.50 524,111,572
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

南部拡張 拡張ます 1,557 L=4,311.60 869,873,154
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

工事番号 工事件名
工事内容　

金額（円）
着　　　 手

 完了（予定）
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（８）その他路面復旧委託等

その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　 手

 完了（予定）

障害物
（千代田区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(千代田区)ます

648,768
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（中央区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(中央区)ます

5,958,210
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（港区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(港区)ます

5,585,188
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（渋谷区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(渋谷区)ます

1,571,639
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（文京区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(文京区)ます

5,051,830
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（台東区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(台東区)ます

1,327,541
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（豊島区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(豊島区)ます

2,992,486
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（荒川区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(荒川区)ます

10,568,339
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（墨田区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(墨田区)ます

4,523,708
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（江東区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(江東区)ます

8,786,700
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（葛飾区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(葛飾区)ます

4,336,773
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（江戸川区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(江戸川区)ます

1,999,095
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（足立区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(足立区)ます

7,832,358
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

工事内容
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その他路面復旧委託等（改良）「施設管理部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　 手

 完了（予定）
工事内容

障害物
（新宿区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(江戸川区)ます

5,296,027
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（中野区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(中野区)ます

7,667,092
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（杉並区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(杉並区)ます

15,312,151
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（北区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(北区)ます

6,352,960
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（板橋区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(板橋区)ます

9,007,323
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（練馬区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(練馬区)ます

29,082,414
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（品川区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(品川区)ます

1,532,956
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（目黒区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(目黒区)ます

2,771,246
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（大田区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(大田区)ます

4,237,914
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

障害物
（世田谷区）

ます

障害物の処理及び路面復旧費委託
(世田谷区)ます

9,971,706
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日
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（９）その他試験堀等工事
その他試験堀等工事「建設部門」

工事番号 工事件名 金額（円）
着　　　　手
完了（予定）

23143301
障害物の処理及び路面復旧委
託工事

30,438,814
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23110302
平成２３年度埋立作業経費等
について（環境局）

103,430
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23110303
平成２３年度埋立処分負担金
について（港湾局）

11,306
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23141307
障害物の処理及び路面復旧委
託工事（管渠改良費）

853,361
平成23年 5月16日
平成24年 3月31日

23143303
改良工事に伴う工事用地の賃
借料

96,096
平成23年 6月17日
平成24年 3月31日

23143304
港区港南一、二丁目付近管渠
改良工事に伴う仮設光ファイ
バーケーブル電柱添架料

10,710
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23144301
障害物の処理及び路面復旧委
託工事

12,453,864
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23145302
障害物の処理及び路面復旧委
託工事

7,859,631
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23146301
障害物の処理及び路面復旧委
託工事

5,545,955
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23147301
障害物の処理及び路面復旧委
託工事

2,823,615
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23147303

杉並区高井戸東三丁目２８番
地先の水道配水本管布設替工
事に伴う下水道管の仮移設及
び復旧工事施行委託

0
平成23年 6月 3日
平成24年6月30日

23149301
障害物の処理及び路面復旧委
託

51,634,398
平成23年 4月 1日
平成24年 3月31日

23149302
中央環状品川線街路整備事業
に伴う品川区西五反田二丁目
付近管渠保守管理委託

4,830,000
平成23年 5月25日
平成24年 3月31日

23142301
障害物の処理及び路面復旧委
託工事（管渠改良費）

1,036,223
平成23年7月13日
平成24年3月31日

23148301
障害物の処理及び路面復旧委
託工事

3,308,975
平成23年 4月 1日
平成24年3月31日

23148303
板橋区蓮根二丁目付近の共同
施工工事に伴う道路本復旧工
事施行委託

2,617,102
平成23年9月20日
平成23年10月31日

障害物処理　路面復旧

障害物処理　路面復旧

下水道管の仮移設及び復旧工事

障害物処理　路面復旧

維持管理工　一式

工事用地賃借料

光ファイバー添架負担金

障害物処理　路面復旧

道路本復旧工事　一式

障害物処理　路面復旧

工事内容

障害物処理　路面復旧

障害物処理　路面復旧

埋立処分負担金

埋立処分負担金

障害物処理　路面復旧

障害物処理　路面復旧
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２－７－３　ポンプ所

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部改良
第20011号

桜橋ポンプ所屋上緑化工事 屋上緑化工事　一式 13,020,000
平成23年11月7日
平成24年2月7日

中部改良
30005

芝浦水再生センターほか1か所場内整
備工事

雨水浸透桝設置　一式
開口部改良　一式

28,011,900
平成23年10月11日
平成23年3月8日

東二下改良
第20005号

細田ﾎﾟﾝﾌﾟ所照明設備改良工事
電灯設備改良　　　　一式
屋外電灯設備改良　　一式

23,189,250
平成23年9月9日
平成24年2月24日

東二改
30019

中川水再生センターほか１か所緑化工
事

屋上緑化工　一式 10,906,350
平成23年11月11日
平成24年2月27日

東二改
20010

熊の木ポンプ所ほか１か所場内整備工
事

場内付帯工　一式
構造物撤去工　一式

12,878,250
平成23年12月9日
平成24年3月9日

西二改良補
修

36104

みやぎ水再生センターほか１か所
昇降機設備改良・補修工事

昇降機設備改良　3基
昇降機設備補修　3基

518,700
平成23年10月26日
平成24年3月9日

西二 改良
第27102号

新田ポンプ所ほか１か所場内整備工事 雨水浸透施設一式 1,396,500
平成24年2月16日
平成24年3月14日

改良第
20005号

大森東ポンプ所ほか2か所空調設備改
良工事

空調設備改良　一式
（東糀谷・六郷ポンプ所）

21,623,700
平成23年8月31日
平成24年2月29日

改良第
21001号

大田区城南大橋耐震補強工事完了に伴
う光ファイバーケーブル仮移設復旧工
事

森ヶ崎水再生センター～京浜島
ポンプ所間光ファイバーケーブ
ル（仮移設復旧　40.9m）

2,415,000
平成23年7月19日
平成23年8月15日

改良第
21002号

六郷ポンプ所～羽田ポンプ所間光ファ
イバーケーブル改良工事

光ファイバーケーブル敷設（余
長含む）　50.0m
光ファイバーケーブル撤去
20.0m
接続箱設置　1箇所
防護カバー設置　1箇所

1,995,000
平成24年2月17日
平成24年3月15日

改良30015 有明北雨水ポンプ所壁面緑化工事 壁面緑化　356m2 4,245,150
平成23年11月18日
平成24年1月23日

改良補修
20010

東雲ポンプ所ほか１か所建物改良・補
修工事

外壁改修（東雲、有明）一式
雨水浸透施設（東雲）一式

289,772
平成23年12月16日
平成24年3月29日
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建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

森セ改良
第31016号

森ヶ崎水再生センターほか４か所場内
整備工事

森ケ崎水再生センター西施設の
場内整備工事  一式
平和島ポンプ所場内整備工事
一式
東海ポンプ所場内整備工事
一式
八潮ポンプ所場内整備工事
一式
京浜島ポンプ所場内整備工事
一式

3,943,800
平成23年12月14日
平成24年3月27日

森セ建設
第31013号

森ヶ崎水再生センターほか1か所照
明設備改良工事

照明設備改良  一式 525,000
平成23年11月17日
平成24年3月12日

施設管理
改良

第40008号
東部第一下水道事務所改修工事

１階事務所室改修工事（会議室
設置） 一式
会議室設置に伴う空調換気設備
の改修　一式
会議室設置に伴う電気設備の改
修　一式
事務所の配置換えに伴う事務所
のLAN配線、電話設備等の改修
一式

9,418,500
平成23年9月15日
平成24年1月31日
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（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部改良
第20004号

桜橋ポンプ所ほか１か所照明設
備改良工事

建屋照明設備改良　一式
屋外照明設備改良　一式
（明石町ポンプ所）

19,351,500
平成23年8月26日
平成24年2月24日

中部改良
第20003号

箱崎ポンプ所消臭設備改良工事
消臭設備設置　一式
配線工事　一式

4,756,500
平成23年8月26日
平成24年1月27日

中部改良
第20002号

桜橋第二ポンプ所ポンプ設備改
良工事

京橋系雨水ポンプ３号改良　1台 77,700,000
平成23年9月20日
平成24年3月23日

中部改良
第20009号

銭瓶町ポンプ所電気設備改良工
事

沈砂池制御設備改良　　一式
監視制御設備改良  　　一式

47,250,000
平成23年10月14日
平成24年2月14日

中部改良
第20012 号

桜橋ポンプ所ほか１か所臭気対
策設備改良工事

桜橋ポンプ所臭気対策設備改良
一式
明石町ポンプ所臭気対策設備改
良 一式

16,821,000
平成23年12月16日
平成24年3月16日

中部改良
第20001号

桜橋ポンプ所ポンプ設備改良工
事

雨水ポンプ３号改良　1台 60,900,000
平成23年8月19日
平成24年3月2日

中部改良
第20005号

明石町ポンプ所阻水扉設備改良
工事

阻水扉改良　　　一式 12,757,500
平成23年8月26日
平成24年2月24日

中部改良
第10001号

千代田区外神田四丁目付近外光
ファイバーケーブル移設工事

光ファイバーケーブル敷設工
L=716.75ｍ光ファイバーケーブ
ル撤去工　L=207.05ｍ

15,750,000
平成23年7月19日
平成23年10月13日

中部改良
第30205号

汐留第二ポンプ所雨水ポンプ2号
改良工事

雨水ポンプ2号無注水化 126,000,000
平成22年9月8日
平成23年5月20日

中部改良
第30007号

芝浦ポンプ所芝浦系汚水ポンプ4
号改良工事

無注水化　2台 99,540,000
平成23年10月3日
平成24年3月1日

中部改良
30012

芝浦水再生センターほか１か所
監視制御設備改良工事

電気設備改良　一式
（機械設備改良に伴う）

16,128,000
平成23年11月10日
平成24年3月9日

北部改良
第25002号

日本堤ポンプ所
電気設備
改良工事

低圧動力制御盤改良　　一式
監視制御設備改良　　　一式
工業用テレビ設備改良　一式
配線工事　　　　　　　一式

28,980,000
平成23年6月10日
平成23年12月7日

北一改良補修
第26002号

町屋ポンプ所ほか2か所
放流扉設備
改良・補修工事

放流扉設備改良　一式
放流扉設備補修　一式

28,783,650
平成23年5月26日
平成24年2月17日

北一改良補修
第26001号

町屋ポンプ所
ポンプ設備
改良・補修工事

汚水ポンプ1号補修　　　　1台
汚水ポンプ吐出配管改良　一式
雨水ポンプ給水配管改良　一式
雨水ポンプ補修　　　　　一式

109,231,500
平成23年6月3日
平成24年3月23日

北部改良補修
第26003号

町屋ポンプ所ほか７か所
工業計器設備
改良・補修工事

工業計器設備改良　一式
工業計器設備補修　一式

21,411,600
平成23年7月22日
平成24年3月2日
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機械及び装置「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

北部改良
第25003号

後楽ポンプ所ほか2か所
監視制御設備
改良工事

監視制御設備改良　　　一式
配電盤設備改良　　　　一式
計装設備改良　　　　　一式
工業用テレビ設備改良　一式
配線工事　　　　　　　一式

115,500,000
平成23年8月8日
平成24年3月5日

北部改良
第25006号

湯島ポンプ所ほか2か所
電気設備
改良工事
(H23,24年度)

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　　一式
電源設備改良　　　一式
計装設備改良　　　一式
配線工事　　　　　一式

61,719,000
平成23年10月11日
平成25年1月16日

北部改良
第25005号

白鬚西ポンプ所
雨水ポンプ3号・汚水ポンプ1号
設備
改良工事

雨水ポンプ設備3号改良　一式
汚水ポンプ設備1号改良　一式

76,650,000
平成23年8月25日
平成24年2月9日

北部改良
第25008号

町屋ポンプ所ほか1か所
電気設備
改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　　一式
変圧器設備改良　　一式
計装設備改良　　　一式
配線工事　　　　　一式

82,530,000
平成23年11月14日
平成24年3月13日

北部改良
第35010号

蔵前水再生センターほか１か所
監視制御設備
改良工事

監視制御設備改良　　　一式
配電盤設備改良　　　　一式
工業用テレビ設備改良　一式
配線工事　　　　　　　一式

2,022,300
平成23年11月4日
平成24年3月12日

北部改良
第25007号

後楽ポンプ所
熱利用設備
改良工事
(H23,24年度)

熱源水取水ポンプ　2台
熱源水ストレーナ　3台
配管・弁類　　　　一式

181,377,000
平成23年10月21日
平成25年2月26日

北部改良
第25009号

後楽ポンプ所
熱利用電気設備
改良工事
(H23,24年度)

配電盤設備改良　　一式
監視制御設備改良　一式
計装設備改良　　　一式
配線工事　　　　　一式

55,083,000
平成23年12月9日
平成25年3月1日

北部改良補修
第26004号

後楽ポンプ所
ガスタービン発電設備
改良・補修工事

電気設備改良　　　一式
GTG付帯設備補修　 一式
電気設備補修　　　一式

3,326,400
平成23年11月17日
平成24年3月9日

北部改良補修
第26005号

後楽ポンプ所
昇降設備
改良・補修工事

昇降設備改良・補修　一式 1,090,950
平成23年12月15日
平成24年3月15日

北部改良
第25004号

後楽ポンプ所
熱源排水設備
改良その1工事

熱源排水弁改良　一式
熱源排水管改良　一式

18,900,000
平成23年7月8日
平成24年2月6日

北部改良
第25011号

白鬚西ポンプ所
ディーゼル機関
改良工事

ディーゼル機関改良　一式 8,400,000
平成24年2月2日
平成24年3月14日

東一改良
20012

両国ポンプ所ガスタービン発電
設備改良工事

ガスタービン発電設備改良　一
式

43,407,000
平成22年10月21日
平成23年8月17日

東一改良
20001

千住西ポンプ所雨水ポンプ設備
３号改良工事

雨水ポンプ改良（無注水化）　1
台

71,400,000
平成23年5月19日
平成24年2月10日
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機械及び装置「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

東一改良
20002

千住西ポンプ所沈砂池機械設備
改良工事

洗砂設備改良　一式
沈砂洗浄水設備改良　一式

39,690,000
平成23年5月12日
平成24年2月3日

東一改良
20003

両国ポンプ所監視制御設備改良
工事

監視制御設備改良　一式
工業用テレビ装置改良　一式
配電盤設備改良　一式
配線工事　一式

29,400,000
平成23年5月20日
平成23年10月31日

東一改良
20005

越中島ポンプ所雨水ポンプ設備
改良工事

雨水ポンプ設備改良　一式
雨水ポンプ冷却水設備改良　一
式

36,750,000
平成23年9月8日
平成24年3月15日

東一改良
20006

千住ポンプ所ほか1か所雨水ポン
プ設備改良工事

千住ポンプ所雨水ポンプ6号改良
（無注水化）1台
千住ポンプ所雨水ポンプ6号用電
動機改良（無注水化）1台
木場ポンプ所雨水ポンプ4号改良
（無注水化）1台

79,348,500
平成23年10月3日
平成24年5月23日

東一改良補修
20007

吾嬬第二ポンプ所ほか4か所監視
制御設備改良・補修工事

監視制御設備改　一式
配電盤設備改良　一式
監視制御設備補修　一式
配線工事　一式

36,123,425
平成23年10月27日
平成24年6月8日

東一改良
20008

木場ポンプ所監視制御設備改良
工事

監視制御設備改良　　一式
配電盤設備改良　　一式
工業用テレビ装置改良　一式
計装設備改良　一式
配線工事　一式

39,343,500
平成23年10月20日
平成24年6月1日

東一改良
20009

業平橋ポンプ所太陽光発電設備
設置工事

太陽光発電設備　一式
配線工事　一式

7,780,500
平成23年12月8日
平成24年3月23日

改良30005
砂町水再生センターほか２か所
工業計器設備改良工事

計装設備改良　一式 2,459,690
平成23年9月9日
平成25年2月10日

東二下改良
第20005号

細田ﾎﾟﾝﾌﾟ所照明設備改良工事
電灯設備改良　　　　一式
屋外電灯設備改良　　一式

23,189,250
平成23年9月9日
平成24年2月24日

改20006
亀有ポンプ所汚水ポンプ2号改良
工事

汚水ポンプ２号無注水化　1台 19,110,000
平成23年10月7日
平成24年2月29日

東二改良補修
第4号

亀有ポンプ所監視制御設備改
良・補修工事

監視制御設備改良　　一式
電気設備改良　　　　一式
監視制御設備補修　　一式

30,185,400
平成23年12月8日
平成24年3月1日

下東二改補1
新小岩ポンプ所
ポンプ設備改良・補修工事

汚水ポンプ改良　2台
雨水ポンプ補修　2台
配管・弁類等　一式

18,952,500
平成23年8月19日
平成24年6月14日

東二改20007
新小岩ポンプ所
監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
計装設備改良　一式
配線工事　一式

43,612,800
平成23年10月20日
平成24年3月12日

東二改30014
葛西水再生センターほか1か所
監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
電源設備改良　一式
計装設備改良　一式
配線工事　一式

5,549,250
平成23年10月27日
平成24年3月27日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

東二改20009
新小岩ポンプ所ほか1か所
消臭設備改良工事

消臭設備改良　一式
配管・弁類　一式
電器工事　一式

12,651,450
平成23年11月28日
平成24年3月19日

北二改良
第31006号

中川水再生センターほか２か所
ガスタービン発電設備改良工事

ガスタービン発電設備改良　一
式
配電盤設備改良　一式
監視制御設備改良　一式
配線工事　一式

94,308,900
平成22年11月29日
平成23年7月12日

東二改良
第20002号

東金町ポンプ所
雨水ポンプ設備７号改良工事

雨水ポンプ7号改良　 1台 63,525,000
平成23年8月25日
平成24年2月9日

東二改良
第20001号

熊の木ポンプ所
雨水ポンプ設備１号改良工事

雨水ポンプ1号改良 1台 73,500,000
平成23年8月25日
平成24年2月9日

東二改良
第30016号

中川水再生センターほか2か所
監視制御設備改良工事

監視制御設備改良 一式
配電盤設備改良   一式
計装設備改良 一式
配線工事   一式

24,921,750
平成23年10月27日
平成24年2月27日

西二改良補修
第37116号

志村ポンプ所
電源設備改良補修工事

電源設備改良　一式
電源設備補修　一式

5,362,350
平成23年8月3日
平成24年2月1日

西二改良
37106

みやぎ水再生センターほか１か
所
電気設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　　一式
電源設備改良　　　一式
計装設備改良　　　一式
配線工事　　　　　一式

20,475,000
平成23年7月11日
平成24年2月28日

西二改良
27101

王子ポンプ所
放流扉設備改良工事

放流扉改良　2門 28,455,000
平成23年9月1日
平成24年2月23日

改良
第20002号

成城排水調整所遠方監視設備改
良工事

遠方監視装置改良　一式 20,653,500
平成23年8月3日
平成24年1月18日

改良
第20003号

大森東ポンプ所汚水ポンプ設備
改良工事

汚水ポンプ３号改良　1台 57,750,000
平成23年9月8日
平成24年3月15日

改良
第20004号

東糀谷ポンプ所ほか1か所監視制
御設備改良工事

監視制御設備改良・補修　一式
手元盤・配電盤設備改良・補修
一式
CRT/CRTコントローラ改良　一式
ITV装置改良　一式
（羽田ポンプ所）

83,790,000
平成23年9月15日
平成24年2月23日

改良
第20006号

六郷ポンプ所ほか１か所雨水ポ
ンプ設備改良工事

六郷ポンプ所　雨水ポンプ３号
改良　1台
矢口ポンプ所　雨水ポンプ５号
改良　1台
監視制御改良一式

66,580,500
平成23年10月6日
平成24年5月28日

改良補修
第20002号

大森東ポンプ所監視制御設備改
良・補修工事

始動制御装置改良　一式
監視制御設備改良・補修　一式
電気設備補修　一式

73,265,850
平成23年9月15日
平成24年3月15日

改良補修
第20001号

東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備
改良・補修工事

ろ格機改良・補修　一式
しさ破砕機改良　一式
しさ搬送機改良　一式
沈砂分離機改良　一式

52,629,150
平成23年9月20日
平成24年2月27日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

改良補修
第20003号

東糀谷ポンプ所エレベーター1号
改良・補修工事

東糀谷ポンプ所エレベーター1号
改良　一式
東糀谷ポンプ所エレベーター1号
補修　一式

1,264,200
平成23年11月2日
平成24年3月16日

改良20004
東雲南ポンプ所ポンプ設備改良
工事

汚水ポンプ　　2台
配管・弁類　一式

42,525,000
平成23年9月1日
平成24年2月16日
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（３）設計及び監理委託

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部改良
第20008号

浜町ポンプ所昇降機設備改良工
事設計委託

昇降機設備改良工事実施設計
一式

1,050,000
平成23年10月3日
平成24年1月19日

中部改良
第20010号

桜橋第二ポンプ所ほか１か所照
明設備改良工事設計委託

建屋照明設計委託　一式
屋外照明設計委託　一式
（桜二、箱崎）

2,047,500
平成23年10月7日
平成24年2月8日

中部改良
30006

品川ふ頭ポンプ所場内整備設計
委託

場内整備設計委託　一式 966,000
平成23年8月12日
平成23年11月9日

北部改良
第25010号

後楽ポンプ所
昇降設備
改良工事設計委託

昇降設備改良工事
     の実施設計　一式

815,850
平成24年2月3日
平成24年3月15日

東二改30009
小菅水再生センターほか１か所
場内整備工事設計委託

亀有ポンプ所
門及び囲障改良、場内舗装工
設計委託　一式

430,500
平成23年8月5日
平成23年10月18日

改20004
本田ポンプ所ほか２か所建築電
気設備改良工事設計委託

実施設計委託　　　　一式
（本田、堀切、亀有）

3,549,000
平成23年9月15日
平成24年1月19日

23下東二改
20008

新小岩ポンプ所ほか1か所
消臭設備改良計画に伴う構造検
討調査委託

構造検討調査　一式 987,000
平成23年10月11日
平成23年11月8日

改良
第20001号

東糀谷ポンプ所ほか３か所建築
電気設備改良工事設計委託

照明設備改良工事設計委託　一
式
（六郷・羽田・矢口ポンプ所）

2,341,500
平成23年6月22日
平成23年10月31日

改良30002
砂町水再生センター東陽大島系
ポンプ棟ほか1か所建物外壁調査
委託

調査・設計　一式 390,677
平成23年6月24日
平成23年8月5日

施設管理部
改良補修
第20007号

降雨情報システムレーダ装置更
新に関する基本調査委託

降雨情報システムの現状分析
一式
気象レーダに関する最新の動向
の整理　　一式
次期降雨情報システムに求めら
れる要件の整理　　一式
次期降雨情報システムの検討
一式

3,958,500
平成23年9月15日
平成24年3月15日

東二改20010
熊の木ポンプ所ほか１か所場内
整備工設計委託

場内付帯工　一式
構造物撤去工　一式

976,500
平成23年12月9日
平成24年3月9日

施設管理部
改良補修
第40008号

東部第一下水道事務所改修工事
監理等業務委託

1階事務室改修工事（会議室設
置）一式
会議室設置に伴う空調換気設備
の改修　　一式
会議室設置に伴う電気設備の改
修　　一式
事務室の配置換えに伴う事務室
のLAN配線、電話設備等の改修
一式

892,500
平成23年9月15日
平成24年1月19日

設計及び監理委託「施設管理部門」
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（４）その他工事

その他工事「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

東一改良補修
第20011号

吾嬬第二ポンプ所ほか６か所場
内整備工事

壁面緑化　一式
施設案内板設置　一式
看板設置　一式

13,173,239
平成24年1月13日
平成24年3月23日

障害物の処理及び路面復旧委託
工事

85,760
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２－７－４　水再生センター

（１）建物及び構築物

建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部改良補
修30001

芝浦水再生センター送風機棟
屋上緑化工事

屋上緑化　一式 14,395,710
平成23年11月18日
平成24年3月19日

中部改良
30005

芝浦水再生センターほか1か所
場内整備工事

正門改良　一式
雨水浸透桝設置　一式

21,897,750
平成23年10月11日
平成24年3月8日

中部改良
30016

芝浦水再生センター本館建物
改良工事

見学者説明室改良　一式
見学控室改良　一式

23,100,000
平成23年11月7日
平成24年3月21日

中部改良
30008

芝浦水再生センター東系ほか
１か所第二沈殿池越流樋改良
工事

越流堰板改良　1池
越流樋改良　1池
（東系）

42,000,000
平成23年9月26日
平成24年1月12日

北部改良第
35008号

三河島水再生センター
緑化工事

送風機棟屋上緑化工事　324㎡
浅草系放流渠壁面緑化工事
226㎡
送風機棟アルミ手すり
設置工事　　一式

18,690,000
平成23年9月9日
平成24年2月10日

北部改良第
35011号

三河島水再生センター
場内整備工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　一式
縁石工　　　　一式
側溝設置工　　一式
ます設置工　　一式

13,679,295
平成23年11月18日
平成24年3月5日

北部改良第
35012号

三河島水再生センター
藍染系水処理施設改良その1工
事

高潮対策工事　　一式 27,510,000
平成23年11月18日
平成24年3月19日

東二改
30006

小菅水再生センター東系水処
理施設導水渠開口部改良工事

アルミ蓋設置　94.4ｍ、
グレーチング取替（1,300㎜×
3,860㎜）　1か所
グレーチング取替（1,300㎜×
4,140㎜）　1か所

10,283,700
平成23年5月13日
平成23年9月2日

東二改補5
小菅水再生センター建物改
良・補修工事

建築躯体仕上工事　一式
建築機械設備工事　一式
建築電気設備工事　一式

16,117,500
平成23年12月26日
平成24年3月30日

23下東二改
30008

葛西水再生センター
汚泥処理棟建築付帯設備改良
工事

消防設備改良　一式
照明設備改良　一式

123,942,000
平成23年10月3日
平成24年3月30日

東二改
30015

葛西水再生センターポンプ棟
屋上緑化工事

屋上緑化工　一式 26,880,000
平成23年10月7日
平成24年1月16日
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建物及び構築物「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

東二改
30019

中川水再生センターほか１か
所緑化工事

壁面緑化工　一式 19,974,150
平成23年11月11日
平成24年2月27日

西一改
37516

落合水再生センター緑化工事
屋上緑化（本館）　一式
壁面緑化（ポンプ室）　一式

4,884,600
平成24年1月11日
平成24年2月21日

西一改
37513

落合水再生センター場内整備
工事

緑化整備　一式
雨水浸透施設整備　一式

31,383,450
平成23年10月25日
平成24年2月9日

西一改
37517

落合水再生センター浸透施設
改良工事

雨水浸透施設整備　一式 871,500
平成24年2月21日
平成24年3月19日

西一改
37505

中野水再生センター見学室改
良工事

見学者室改良　一式 2,400,825
平成23年9月7日
平成23年11月21日

西二 改良
第37019号

新河岸水再生センター汚泥搬
送設備基礎改良その１工事

基礎杭  一式
基礎床版  一式

23,307,900
平成22年11月13日
平成23年4月26日

西二 改良
第37119号

新河岸水再生センター南系返
送汚泥配管布設工事

返送汚泥配管  一式 29,329,650
平成23年9月28日
平成24年2月27日

西二 改良
第37122号

新河岸水再生センター場内整
備工事

場内整備工  一式 11,235,000
平成23年12月7日
平成24年3月7日

西二
改良補修
36104

みやぎ水再生センター
ほか１か所昇降機設備
改良・補修工事

昇降機設備改良　３基
昇降機設備補修　３基

1,418,550
平成23年10月26日
平成24年3月9日

改良30003
砂町水再生センター砂系ポン
プ棟屋上緑化工事

屋上緑化　600㎡ 13,256,250
平成23年8月5日
平成23年10月18日

改良30010
砂町水再生センター管廊改良
工事

換気、照明　一式
（中央管廊）

46,429,950
平成23年11月14日
平成24年3月13日

改良31009
森ヶ崎水再生センター本館改
良工事

水質試験室改良　　一式
玄関ホール改良　　一式
ロッカー室等改良　　一式

74,123,700
平成23年10月15日
平成24年3月19日

改良31013
森ヶ崎水再生センターほか１
か所照明設備改良工事

照明設備改良　　一式 34,244,700
平成23年11月17日
平成24年3月9日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

改良31014
森ヶ崎水再生センター（西）
第一沈殿池ほか１か所改良工
事

西第一沈殿池改良工　　一式
東第二沈泥池転落防止施設設置
工　　　　一式
門扉設置工　　一式

37,374,750
平成23年11月30日
平成24年3月15日

改良31016
森ヶ崎水再生センターほか４
か所場内整備工事

センター西施設の場内整備工事
一式
平和島ポンプ所場内整備工事
一式
東海ポンプ所場内整備工事　一
式
八潮ポンプ所場内整備工事　一
式京浜島ポンプ所場内整備工事
一式

34,381,200
平成23年12月14日
平成24年3月27日

改良補修
31001

森ヶ崎水再生センター第二汚
泥処理工場ほか１か所建物改
良・補修工事

西施設接触脱リン棟改良工事
一式
東施設・第二汚泥処理工場外壁
補修工事　　一式
除砂ホッパー室撤去工事　一式
除砂室改良工事　　一式

43,029,000
平成23年8月10日
平成23年3月28日

改良補修
32003

南部スラッジプラント昇降機
設備改良・補修工事

機械濃縮Ｂ棟昇降機設備改良
一式
脱水機棟昇降機設備改良　一式
機械濃縮Ｂ棟昇降機設備補修
一式
脱水機棟昇降機設備補修　一式

1,959,300
平成23年12月19日
平成24年3月19日

西二改良
第26101号

浮間水再生センター
空調設備改良工事

空調設備改良　一式 1,522,500
平成23年8月23日
平成23年9月20日

西二 改良
第37121号

浮間水再生センター壁面緑化
工事

壁面緑化工  一式 4,305,000
平成23年11月24日
平成24年1月26日

西二改良
第37120号

浮間水再生センター場内施設
整備その１工事

雨水浸透見える化施設　一式
土工　一式
場内付帯工　一式

53,954,250
平成23年10月18日
平成24年3月15日

改良
第30001号

芝浦水再生センター～森ヶ崎
水再生センター間送泥管・送
水管電気防食その２工事

電気防食装置　　一式 6,489,000
平成23年11月14日
平成24年2月21日
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（２）機械及び装置

機械及び装置「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部改良
30015

芝浦水再生センター砂ろ過設
備改良工事

ストレーナ改良　1台
配管弁類改良　一式

25,704,000
平成23年11月7日
平成24年3月6日

中部改良
30011

芝浦水再生センター沈殿池機
械設備改良工事

汚泥かき寄せ機改良　3池
沈殿池蓋　3池
（耐震化）

23,625,000
平成23年10月21日
平成24年3月6日

中部改良
30010

芝浦水再生センター脱臭設備
改良工事

脱臭装置改良　1基
ダクト改良　一式

84,287,700
平成23年11月11日
平成24年3月12日

中部改良
30012

芝浦水再生センターほか１か
所監視制御設備改良工事

電気設備改良　一式
（機械設備改良に伴う）

109,872,000
平成23年11月10日
平成24年3月9日

中部改良
30002

芝浦水再生センター西系第一
沈殿池2号機械設備改良工事

汚泥かき寄せ機改良　2台 98,070,000
平成23年6月21日
平成24年1月31日

中部
改良補修
30002

芝浦水再生センター昇降機設
備改良・補修工事

昇降設備改良　3台
（本館、放流ポンプ棟、高速ろ
過棟）

2,544,360
平成23年11月16日
平成24年3月15日

中部改良
30003

芝浦水再生センター塩素接触
槽電気設備改良工事

配電盤設備改良　一式
監視制御設備改良　一式
計装設備　一式
配線工事　一式

27,300,000
平成23年6月13日
平成23年10月13日

中部改良
30014

芝浦水再生センター東系管廊
換気設備改良工事

排気ファン改良　一式 9,466,800
平成23年10月21日
平成24年3月6日

中部改良
30009

芝浦水再生センター本系塩素
接触槽薬剤噴霧装置改良工事

薬剤噴霧装置改良　一式 26,250,000
平成23年9月26日
平成24年2月9日

北部改良
第35006号

三河島水再生センター
自動採水設備改良工事

自動採水ポンプ改良　　6台
配管・弁類　　一式

14,805,000
平成23年8月26日
平成24年2月10日

北部改良
第35007号

三河島水再生センター
監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　　一式
計装設備改良　　　一式
配線工事　　　　　一式

475,408,500
平成23年9月8日
平成24年3月23日
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北部改良
第35014号

三河島水再生センター
浅草系第二沈殿池機械設備改
良その２工事

汚泥かき寄せ機改良　　2池
揚泥装置改良　　　　　2池
スカム除去装置改良　　2池
配管・弁類改良　　　　一式

987,000
平成24年1月16日
平成25年2月14日

北一改良
第35011号

三河島水再生センター
送風機棟送風機設備改良工事

送風機改良　　　　2台
配管・弁類　　　　一式
エアフィルタ　　　一式
撤去工事　　　　　一式

166,309,500
平成22年12月20日
平成24年3月15日

北一改良
第35014号

三河島水再生センター
送風機棟電気設備改良工事

監視制御設備改良　　一式
配電盤設備改良　　　一式
変圧器・コンデンサ設備
改良　　一式
電源設備改良　　　一式
計装設備改良　　　一式
配線工事　　　　　一式

333,721,500
平成22年12月24日
平成24年2月21日

北部改良
第35001号

三河島水再生センター
浅草系第二沈殿池機械設備改
良工事

汚泥かき寄せ機改良　　2池
揚泥設備改良　　　　　2池
制水扉改良　　　　　　一式
配管・弁類改良　　　　一式
（南11・12号池）

198,576,000
平成23年6月29日
平成24年3月8日

北部改良
第35002号

三河島水再生センター
浅草系第一沈殿池機械設備改
良工事

汚泥かき寄せ機改良　　2池
スカム除去装置改良　　2池
配管・弁類改良　　　　一式

263,098,500
平成23年7月7日
平成24年3月14日

北部改良
第35003号

三河島水再生センター
浅草系汚泥ポンプ設備改良工
事

汚泥ポンプ改良　　　4台
配管・弁類改良　　　一式

53,529,000
平成23年5月27日
平成24年2月20日

北部改良
第35013号

三河島水再生センター
藍染系第一沈殿池機械設備改
良工事

汚泥かき寄せ機改良　　2池
スカム除去装置改良　　2池
返水扉改良　　　　　　2門
覆蓋改良　　　　　　　2門
配管・弁類改良　　　　一式
防食工事　　　　　　　一式

1,407,000
平成24年1月20日
平成25年2月21日

北部改良
第35004号

三河島水再生センター
藍染系第二沈殿池スカム除去
設備改良工事

スカム除去装置改良　　2池
整流箱改良　　　　　　2池
配管・弁類改良　　　　一式

109,809,000
平成23年6月8日
平成24年2月16日

改30002
小菅水再生センター主ポンプ
棟阻水扉設備改良工事

阻水扉改良　　　一式
（電動雨水阻水扉１・２号）

40,608,750
平成23年5月12日
平成24年2月29日

改30003
小菅水再生センター第二主ポ
ンプ棟電源設備改良工事

第二主ポンプ棟発電機用直流電
源設備　　　一式

17,352,300
平成23年5月13日
平成23年12月2日
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改30004
小菅水再生センター西系汚泥
ポンプ設備改良工事

一沈引抜汚泥ポンプ　　2台
返送汚泥ポンプ　　　　3台

34,169,100
平成23年5月12日
平成24年2月17日

改30011
小菅水再生センター東系第二
沈殿池機械設備改良工事

汚泥掻き寄せ機改良　　一式
（二沈２号池）

108,034,500
平成23年10月24日
平成24年3月22日

改30012
小菅水再生センター管理棟昇
降機設備改良工事

エレベータ設備改良　　一式
（管理棟２台）

83,890,800
平成23年9月30日
平成24年3月30日

改30022
小菅水再生センター監視制御
設備改良工事

監視制御設備改良　　　一式
手元盤配電盤設備改良　一式
配線工事　　　　　　　一式
ＩＴＶ装置改良　　　　一式

199,500,000
平成23年12月15日
平成24年3月28日

改30013
小菅水再生センター西系消毒
設備改良工事

次亜塩素酸注入ポンプ　一式
次亜塩素酸貯槽　　　　一式

46,410,000
平成23年10月31日
平成24年2月29日

改30023
小菅水再生センター西系沈殿
池機械設備改良工事

汚泥掻き寄せ機改良　　一式
（一沈２・４号池）

0
平成24年2月6日
平成25年1月24日

22東二下
改補2

葛西水再生センター
汚泥焼却設備5号改良・補修工
事

汚泥焼却設備5号改良　一式
ケーキ供給ポンプ改良　3台
汚泥焼却設備5号補修　一式
汚泥焼却付帯設備補修　一式

372,501,675
平成22年11月11日
平成23年11月7日

23下東二
改30001

葛西水再生センター
北系沈殿池機械設備3号改良工
事

第一沈殿地汚泥かき寄せ機改良
1池
第二沈殿地汚泥かき寄せ機改良
1池
スカムスキマ改良　一式

267,918,000
平成23年6月29日
平成24年3月23日

23下東二
30005

葛西水再生センター
スカム処理設備改良工事

スカム処理設備改良　一式
貯留設備改良　一式
濃縮槽スカムポンプ改良　2台
配管・弁類・ダクト改良　一式

112,145,250
平成23年6月3日
平成24年2月27日

23下東二
改補3

葛西水再生センター
汚泥焼却設備4号改良・補修工
事

汚泥焼却設備4号改良　一式
汚泥焼却設備4号付帯設備改良
一式
汚泥焼却設備4号燃焼制御装置
改良　一式
汚泥焼却設備4号補修　一式
汚泥焼却設備4号付帯設備補修
一式

177,492,000
平成23年9月20日
平成24年3月19日
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23下東二
改30014

葛西水再生センターほか1か所
監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
電源設備改良　一式
計装設備改良　一式
配線工事　一式

338,850,750
平成23年10月27日
平成24年3月27日

下東二改
補6

葛西水再生センター
沈殿池かき寄せ機改良・補修
その1工事

第一沈殿地汚泥かき寄せ機改良
8池
第二沈殿地汚泥かき寄せ機改良
8池
第一沈殿地汚泥かき寄せ機補修
4池
第二沈殿地汚泥かき寄せ機補修
2池

0
平成24年2月24日
平成24年12月11日

北二改良
第31010号

中川水再生センター
雨水ポンプ用ガスタービン設
備改良工事

雨水ポンプ用ガスタービン設備
改良　一式

26,271,000
平成22年12月24日
平成23年5月27日

北二改良
第31006号

中川水再生センターほか２か
所
ガスタービン発電設備改良工
事

ガスタービン発電設備改良　一
式
配電盤設備改良　一式
監視制御設備改良　一式
配線工事　一式

52,187,100
平成22年11月29日
平成23年7月12日

北二改良
第31001号

中川水再生センター
２系第一沈殿池３号機械設備
改良工事

汚泥かき寄せ機改良　1池
スカムスキマ改良　　4組

148,890,000
平成23年6月28日
平成24年2月22日

東二改良
第30010号

中川水再生センター
機械棟・ポンプ棟昇降機設備
改良工事

機械棟・ポンプ棟昇降機改良
2台

33,831,000
平成23年9月8日
平成24年3月1日

東二改良
第30016号

中川水再生センターほか2か所
監視制御設備改良工事

監視制御設備改良 一式
配電盤設備改良   一式
計装設備改良 一式
配線工事   一式

250,178,250
平成23年10月27日
平成24年2月27日

西一改
37409

落合水再生センターほか1か所
電気設備改良工事

帳票装置改良　一式
（中野水再生センター）

57,361,500
平成22年9月30日
平成23年7月13日

西一改
37502

落合水再生センター返送汚泥
ポンプ設備改良工事

返送汚泥ポンプ　1台
電動吐出弁　1台
電動引抜弁　1台
配管・弁類　一式

20,097,000
平成23年5月11日
平成24年2月16日

西一改
37501

落合水再生センター南側第二
沈殿池２号機械設備改良工事

汚泥かき寄せ機改良　一式
パイプスキマ　一式
流入扉　一式
排水扉　一式
（2号池）

162,813,000
平成23年6月29日
平成24年3月8日
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西一改
37515

落合水再生センター照明設備
改良工事

照明設備改良　一式 25,731,300
平成23年11月4日
平成24年3月5日

西一改
37511

落合水再生センター汚水ポン
プ設備改良工事

無注水化　1台
（超低段汚水ポンプ）

85,050,000
平成23年10月6日
平成24年3月6日

西一改補
37510

落合水再生センターほか１か
所工業計器設備改良・補修工
事

工業計器改良　一式 15,637,020
平成23年9月28日
平成24年3月5日

西一改
37508

落合水再生センターほか１か
所監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
配線工事　一式

48,027,000
平成23年9月29日
平成24年7月2日

西一改補
37507

新宿副都心水リサイクルセン
ター配水ポンプ設備改良・補
修工事

新宿系配水ポンプ6号改良　一
式
配管・弁類　一式

25,092,984
平成23年9月29日
平成24年2月28日

西一改補
37506

新宿副都心水リサイクルセン
ター電気設備改良・補修工事

配電盤設備改良　一式
監視制御設備改良　一式

18,680,235
平成23年9月7日
平成24年2月22日

西一改
37514

中野水再生センター昇降設備
改良・補修工事

エレベータ設備改良　一式
（3台）

3,983,700
平成23年10月19日
平成24年2月29日

西一改
37512

城南河川清流復活事業施設機
械設備改良工事

流量調節弁改良
仕切り弁　一式
（呑川減勢槽）
（渋谷川・古川減勢槽）

24,780,000
平成23年9月28日
平成24年2月27日

　改良工
事　第
37001号

新河岸水再生センター汚泥焼
却設備4号改良工事

汚泥焼却炉設備改良　一式
汚泥供給設備改良　一式

100,107,000
平成22年5月27日
平成23年6月20日

　改良工
事　第
37002号

新河岸水再生センター汚泥焼
却電気設備改良工事

配電盤設備改良　一式
監視制御設備改良　一式
配線工事　一式

71,263,500
平成22年6月11日
平成23年7月5日

　改良工
事　第
37912号

新河岸水再生センター汚泥搬
送設備改良工事

中継コンベヤ2,3号改良　2台
ケーキ圧送ポンプ2号改良　1台
配管・弁類　一式

135,628,500
平成21年11月24日
平成23年7月26日

　改良工
事　第
37003号

新河岸水再生センター汚泥搬
送監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
配線工事　一式

99,015,000
平成22年6月10日
平成23年8月9日
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　改良工
事　第
37101号

新河岸水再生センター水処理
配管改良工事

主ポンプシーリング配管改良
一式
凝集剤添加配管改良　一式
本館阻水扉室脱臭設備改良　一
式

39,900,000
平成23年5月12日
平成23年10月18日

　改良工
事　第
37102号

新河岸水再生センター汚泥処
理設備改良工事

汚泥サービスタンク改良　2基
配管・弁類改良　一式

41,002,500
平成23年5月12日
平成23年10月18日

　改良工
事　第
37103号

新河岸水再生センター照明設
備改良工事

照明設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
配線工事　一式

25,787,790
平成23年5月19日
平成23年10月25日

　改良工
事　第
37105号

新河岸水再生センター汚泥重
力濃縮設備2号改良工事

汚泥重力濃縮設備2号改良　1基
覆蓋設備改良　一式

11,077,500
平成23年6月20日
平成24年6月25日

　改良工
事　第
37104号

新河岸水再生センター第二沈
殿池機械設備改良工事

汚泥かき寄せ機改良　1池
制水扉改良　18門
配管・弁類改良　一式

166,362,000
平成23年6月22日
平成24年3月15日

　改良工
事　第
37108号

新河岸水再生センター汚泥焼
却監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式
計装設備改良　一式
配線工事　一式

21,787,500
平成23年8月19日
平成24年9月7日

　改良補
修　第
36101号

新河岸水再生センター汚泥焼
却設備改良・補修工事

汚泥焼却設備2号改良　一式
付帯設備改良　一式

50,820,000
平成23年8月25日
平成24年9月13日

　改良工
事　第
37114号

新河岸水再生センター工業計
器設備改良工事

工業計器設備改良　一式
配線工事　一式

33,407,850
平成23年9月29日
平成24年3月21日

　改良補
修　第
36102号

新河岸水再生センター沈砂池
機械設備改良・補修工事

雨水阻水扉3号改良　一式 19,574,100
平成23年10月7日
平成24年2月29日

　改良補
修　第
36103号

新河岸水再生センター監視制
御設備改良・補修工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　一式

302,424,150
平成23年10月13日
平成24年3月26日

北二改良
32004

みやぎ水再生センター
西系沈殿池機械設備改良工事

西系第一沈殿池汚泥かき寄せ機
改良　1池
西系第二沈殿池汚泥かき寄せ機
改良　1池
制水扉改良　6門
ポンプ改良　2台
配管・弁類　一式

188,107,500
平成23年7月12日
平成24年3月7日
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西二改良
37106

みやぎ水再生センターほか１
か所
電気設備改良工事

監視制御設備改良　一式
配電盤設備改良　　一式
電源設備改良　　　一式
計装設備改良　　　一式
配線工事　　　　　一式

160,125,000
平成23年7月11日
平成24年2月28日

改良30001
砂町水再生センター東陽系監
視制御設備改良工事

配電盤設備　一式
監視制御設備　一式
配線工事　一式

98,700,000
平成23年5月19日
平成23年12月22日

改良30005
砂町水再生センターほか２か
所工業計器設備改良工事

工業計器　一式 25,155,310
平成23年9月9日
平成24年2月10日

改良30008
砂町水再生センター東陽系沈
殿池機械設備改良工事

レール・チェーン改良　一式
減速機改良　一式
スカムスキマ改良　一式
吾嬬ｽｶﾑ可動堰   一式

30,439,500
平成23年12月7日
平成25年3月13日

改良30009
砂町水再生センター電気設備
改良工事

配電盤設備　一式
監視制御設備　一式
配線工事　一式

145,047,000
平成23年11月4日
平成24年7月30日

23改良補
修30012

東部スラッジプラントほか１
か所昇降機設備改良・補修工
事

エレベータ設備改良　一式
エレベータ設備補修　一式

2,429,700
平成23年10月21日
平成24年2月21日

改良30017
砂町水再生センター台貫監視
制御設備改良工事

台貫監視制御設備改良 一式 27,930,000
平成24年1月13日
平成24年3月15日

23改良
30004

東部スラッジプラント汚泥焼
却設備3号改良工事

高温化工事　一式
煙道改良　一式

157,500,000
平成23年9月8日
平成24年2月23日

23改良
30006

東部スラッジプラント監視制
御設備改良工事

配電盤設備　一式
監視制御設備　一式
配線工事　一式

50,925,000
平成23年5月19日
平成23年12月22日

23改良補
修30016

東部スラッジプラント汚泥焼
却設備2号改良・補修工事

汚泥焼却設備2号改良　一式
汚泥焼却設備2号補修　一式

43,386,000
平成23年12月22日
平成25年1月30日

改良31001
森ヶ崎水再生センター電源設
備改良工事

電源設備改良　　　　一式
配電盤設備改良　　　一式

79,779,000
平成23年6月10日
平成24年3月5日

改良31002
森ヶ崎水再生センター（東）
第二沈殿池機械設備改良工事

汚泥かき寄せ機改良　　1池
スカム除去装置改良　　5組
制水扉改良　　　　　 12門
配管・弁類　　　　　　一式

208,131,000
平成23年7月12日
平成24年3月7日

平成23年度　東京都下水道事業年報 2-7-4 334



機械及び装置「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

改良31003
森ヶ崎水再生センター汚泥ポ
ンプ設備改良工事

第一沈殿池汚泥ポンプ改良
3台
返送汚泥ポンプ改良　3台
配管・弁類　　　　　一式

257,250,000
平成23年7月4日
平成24年3月28日

改良31005
森ヶ崎水再生センター（東）
スカム処理設備改良工事

脱水機　1台
コンベヤ改造　1台
ホッパ改造　1基
配管・弁類　一式

22,050,000
平成23年8月31日
平成24年3月7日

改良31007
森ヶ崎水再生センター工業計
器設備改良工事

計装設備改良　　一式
配線工事　　　　一式

33,285,000
平成23年9月15日
平成24年2月16日

改良31008
森ヶ崎水再生センター監視制
御設備改良工事

監視制御設備改良　　一式
配電盤設備改良　　　一式
計装設備改良　　　　一式
配線工事　　　　　　一式

476,700,000
平成23年9月29日
平成24年3月28日

改良31011
森ヶ崎水再生センター沈殿池
機械設備改良工事

西施設第一沈殿池汚泥かき寄せ
機改良７池
東施設第一沈殿池汚泥かき寄せ
機改良６池
東施設第ニ沈殿池汚泥かき寄せ
機改良13池

71,095,500
平成23年10月31日
平成24年6月19日

改良31015
森ヶ崎水再生センター（東）
第二沈殿池機械設備改良その
２工事

汚泥かき寄せ機改良　　2池
スカム除去装置改良　 10組
制水扉改良　　　　　 24門
水中ポンプ改良　　　　2台
配管・弁類　　　　　　一式

2,173,500
平成24年2月6日
平成25年3月8日

改良補修
31002

森ヶ崎水再生センター（東）
第一沈殿池４号機械設備改
良・補修工事

汚泥かき寄せ機　　　1池
制水扉補修　　　　 14門
パイプスキマ補修　　6台
汚泥かき寄せ機改良　1池

9,579,150
平成23年10月31日
平成23年3月29日

改良補修
31003

森ヶ崎水再生センター（西）
第一沈殿池機械設備改良・補
修工事

第一沈殿池汚泥かき寄せ機補修
１池
第一沈殿池汚泥かき寄せ機改良
１池
返水扉１１号補修　　　一式

3,087,000
平成23年10月20日
平成23年2月20日

改良補修
31004

森ヶ崎水再生センター汚泥処
理工場ガス設備改良・補修工
事

ガス冷却器改良　　　１台
ガス抽出ブロワ補修　１台
ガス撹拌コンプレッサ補修
１台
封液循環ポンプ補修　１台
配管・弁類　　　　　一式

39,241,650
平成23年10月31日
平成24年2月28日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

改良32002
南部スラッジプラント燃焼脱
臭設備改良工事

燃焼脱臭設備改良　　一式 162,750,000
平成23年10月13日
平成24年3月5日

改良32003
南部スラッジプラント機械濃
縮設備Ａ５号速度制御装置改
良工事

速度制御装置改良　　一式 27,090,000
平成23年9月28日
平成24年3月12日

改良32005
南部スラッジプラント監視制
御設備改良工事

監視制御設備改良　　一式
配電盤設備改良　　　一式
計装設備改良　　　　一式
工業用テレビ改良　　一式
配線工事　　　　　　一式

376,855,500
平成23年11月17日
平成24年6月7日

改良32001
南部スラッジプラント監視制
御設備改良工事

監視制御設備改良　　一式
配電盤設備改良　　　一式
配線工事　　　　　　一式

26,197,500
平成22年9月24日
平成23年5月26日

改良32004
南部スラッジプラント遠心脱
水機５、１３号改良工事

遠心脱水機改良（５、１３号）
2台
遠心脱水機補機改良　　一式

106,470,000
平成22年12月9日
平成23年8月8日

改良補修
32001

南部汚泥処理プラント汚泥焼
却設備５号改良・補修工事

汚泥焼却設備改良　　　一式
汚泥焼却設備補修　　　一式

410,886,000
平成23年6月9日
平成24年5月31日

改良補修
32002

南部スラッジプラント汚泥脱
水設備改良・補修工事

遠心脱水機改良　　　　2台
遠心脱水機補機改良　　一式
遠心脱水機補修　　　　2台
遠心脱水機補機補修　　一式

107,803,500
平成23年10月3日
平成24年5月30日

改良補修
32001

南部汚泥処理プラント汚泥焼
却設備４号改良・補修工事

汚泥焼却炉４号改良　一式
汚泥焼却炉４号補修　一式

59,482,500
平成22年6月3日
平成23年5月30日

西二改良
第37110号

浮間水再生センター工業計器
設備改良工事

計装装置補修　　一式
配電盤設備改良　一式
配線工事　　　　一式

28,140,000
平成23年8月3日
平成24年2月1日

西二改良
第37118号

浮間水再生センター
監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　一式 21,105,000
平成23年9月28日
平成24年2月27日

東一改良
補修第
30011号

有明水再生センター管理棟昇
降機設備改良・補修工事

管理棟昇降機設備改良　2台 1,155,147
平成23年10月21日
平成24年2月21日

東一改良
第30013号

有明水再生センター台貫設備
改良工事

台貫設備改良　　一式 14,805,000
平成23年11月7日
平成24年2月28日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

北部改良
第25006号

湯島ポンプ所ほか２か所電気
設備改良工事

監視制御設備改良　　一式
配電盤設備改良　　　一式
電源設備改良　　　　一式
計装設備改良　　　　一式
配線工事　　　　　　一式

0
平成23年10月11日
平成24年1月16日

北部改良
第35010号

蔵前庁舎昇降設備改良・補修
工事

昇降設備改良　5台 9,845,850
平成23年12月15日
平成24年3月15日

北部改良補
修

第35010号

蔵前水再生センターほか１か
所監視制御設備改良工事

監視制御設備改良　　一式
配電盤設備改良　　　一式
工業用テレビ設備改良　一式
配線工事　　　　　　一式

27,377,700
平成23年11月4日
平成24年3月12日
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（３）設計及び監理委託

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　　手
完了(予定)

23247901
西新宿・中野坂上地区再生水
管改良調査設計委託

送水管　6000m
配水管　4000m

9,450,000
平成23年10月19日
平成24年 3月16日

設計及び監理委託「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

中部改良
30001

芝浦水再生センター送風機棟
屋上緑化設計委託

屋上緑化設計委託　一式 987,000
平成23年4月14日
平成23年5月17日

中部改良
30013

芝浦水再生センター中央監視
棟昇降機設備改良工事設計委
託

昇降設備改良設計委託　一式 840,000
平成23年10月21日
平成24年1月24日

中部改良
30004

芝浦水再生センター西系水処
理施設調査設計委託

西系水処理施設調査設計　一式 4,935,000
平成23年6月27日
平成23年11月18日

中部改良
30017

芝浦水再生センター東系第一
沈殿池改良工事設計委託

東系第一沈殿池改良設計委託　一式 4,515,000
平成24年1月12日
平成24年3月22日

北部改良
第35005号

三河島水再生センター
場内整備工事設計委託

場内整備工事実施設計　 一式 4,200,000
平成23年6月24日
平成23年9月16日

東二改
30007

小菅水再生センター建物改良
補修工事設計委託

建築躯体仕上工事　一式
建築機械設工事　一式
建築電気設備工事　一式
設計委託

1,365,000
平成23年8月5日
平成23年9月28日

東二改
30009

小菅水再生センターほか１か
所場内整備工事設計委託

場内整備設計委託　一式 3,979,500
平成23年8月5日
平成23年10月18日

23下東二
改30017

葛西水再生センター
合流改善施設（南）の返水方
法変更に関する改良実施設計
委託

合流改善施設の返水方法変更に関す
る改良実施設計委託　一式

4,620,000
平成23年10月28日
平成23年12月19日

東二改
300025

葛西水再生センター場内整備
工事設計委託

場内整備設計委託　一式 976,500
平成23年12月16日
平成24年2月17日

西一改
37504

落合水再生センター昇降設備
改良工事設計委託

エレベータ設備改良設計委託　一式
（機械棟）

966,000
平成23年7月26日
平成24年1月10日

設計及び監理委託「建設部門」
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

西一改
37503

落合水再生センター水処理施
設改良設計委託

実施設計　一式 4,935,000
平成23年6月22日
平成23年10月17日

西一改
37509

中野水再生センター場内整備
工事設計委託

実施設計　一式 819,000
平成23年9月2日
平成23年11月1日

　改良工
事　第
37112号

新河岸水再生センター昇降機
設備改良工事設計委託

昇降機設備改良工事の実施設計　一
式

1,018,500
平成23年9月7日
平成23年11月21日

　改良工
事　第
37113号

新河岸水再生センター照明設
備改良工事設計委託

照明設備改良工事の実施設計　一式 1,207,500
平成23年9月29日
平成23年12月12日

西二 改良
第37109号

新河岸水再生センター本館屋
上緑化工事設計委託

実施設計  一式 981,750
平成23年7月8日
平成23年9月2日

西二 改良
第37115号

新河岸水再生センター場内整
備工事設計委託

実施設計  一式 882,000
平成23年8月16日
平成23年9月20日

西二 改良
第37107号

新河岸水再生センター場内土
質調査

標準貫入試験　一式
土質試験　一式

567,000
平成23年6月24日
平成23年7月29日

改良30002
砂町水再生センター東陽大島
系ポンプ棟ほか1か所建物外壁
調査委託

調査・設計　一式 533,323
平成23年6月24日
平成23年8月5日

改良30007
砂町水再生センター東陽大島
系沈砂池棟外壁調査委託

東陽大島系沈砂池棟外壁調査　一式 1,995,000
平成23年10月25日
平成23年11月22日

改良30014
砂町水再生センター砂系ポン
プ棟昇降機設備改良工事実施
設計委託

エレベータ設備改良設計委託　一式
（砂系ポンプ棟）

840,000
平成23年11月7日
平成24年2月7日

改良30018
砂町水再生センター場内返水
管改良工事設計委託

調査・設計　一式 924,000
平成23年12月5日
平成23年12月26日

改良30019
砂町水再生センター東陽大島
系沈砂池設備改良工事設計委
託

設計委託　　　一式 945,000
平成24年1月4日
平成24年2月8日

改良31004
森ヶ崎水再生センター（西）
第一沈殿池改良工事設計委託

西施設　第一沈殿池の梁構造調査
一式
西施設　第一沈殿池の梁補強整備実
施設計  一式

2,835,000
平成23年6月22日
平成23年8月10日

改良31006
森ヶ崎水再生センター第二汚
泥処理工場ほか1か所建物改
良・補修工事監理等委託

西施設接触脱リン棟改良工事 一式
東施設第二汚泥処理工場改良工事
一式

955,500
平成23年8月19日
平成24年3月9日
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工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

改良31010
森ヶ崎水再生センター昇降機
設備改良工事設計委託

昇降機設備改良工事実施設計 一式 924,000
平成23年9月28日
平成23年12月26日

改良31012
森ヶ崎水再生センター本館改
良工事監理等委託

本館改良工事  一式 1,785,000
平成23年10月28日
平成24年3月30日

改良32001
南部スラッジプラント場内整
備工事設計委託

管理棟玄関庇・階段部実施設計 一
式
管理棟前面道路実施設計  一式
北側外周道路実施設計    一式

3,438,750
平成23年7月27日
平成23年9月29日

改良32004
南部スラッジプラント昇降機
設備改良工事設計委託

昇降機設備改良工事実施設計 一式 1,365,000
平成23年10月13日
平成24年1月16日

西二 改良
第37111号

浮間水再生センター壁面緑化
工事設計委託

実施設計  一式 787,500
平成23年7月26日
平成23年9月20日
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（４）その他工事

その他工事「建設部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

22145105
主要地方道第３０６号線電線共同
溝設置に伴う江東区北砂二丁目付
近送泥管撤去工事

弁室撤去　9箇所 4,074,000
平成22年 5月25日
平成23年11月18日

23242901
第二基幹施設再構築事務所事務室
改良工事

パーテーション撤去・新
設工事　一式
照明スイッチ分割工事
一式
喫煙室換気扇取付外工事
一式
火災報知機設備設置工事
一式

2,415,000
平成24年 1月11日
平成24年 2月13日

その他工事「施設管理部門」

工事番号 件名 工事内容 金額（円）
着　　　手
完了(予定)

改良
第30002号

芝浦水再生センター～森ヶ崎水再
生センター間送泥管・送水管電気
防食工事に伴う電源引込工事

地上変圧器の新設工事 4,516,050
平成23年10月1日
平成24年1月17日

昇降機確認手数料 32,200
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