
平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

1 地先道路築造工事【成城六丁目１番先】 世田谷区成城六丁目１番先
施工延長：140m、道路幅員：11m、道路面積：
1,540㎡、擁壁設置工事：15ｍ

一般土木工事 入札 2019年4月上旬 2020年2月下旬

2 世田谷区民健康村ふじやまビレジ外構改修工事
群馬県利根郡川場村大字谷地１３
２０

アスファルト舗装外改修工事（電気共） 建築工事 入札 2019年4月上旬 2019年7月中旬

3 世田谷区立多聞小学校一部改修工事 世田谷区三宿二丁目２６番１１号 児童増加に伴う内部改修等の工事 建築工事 入札 2019年4月上旬 2019年8月末

4 世田谷区立希望丘小学校耐震改修他工事 世田谷区船橋四丁目９番１号 希望丘小学校耐震改修他工事 建築工事 入札 2019年4月上旬 2019年10月上旬

5 世田谷区立芦花小学校給食室改修工事 世田谷区粕谷二丁目２２番１、２号
給食室改修工事、既存昇降機改修工事、増築
工事に伴う外構先行工事

建築工事 入札 2019年4月上旬 2019年10月中旬

6 世田谷区役所城山分庁舎照明設備改修工事 世田谷区世田谷四丁目２４番１号 照明器具のLED化 電気工事 入札 2019年4月上旬 2019年5月末

7 世田谷区立希望丘小学校耐震改修他電気設備工事 世田谷区船橋四丁目９番１号 希望丘小学校耐震改修他電気設備工事 電気工事 入札 2019年4月上旬 2019年10月上旬

8
世田谷区立桜丘区民センター別棟改修電気設備工事（平
成３１年度）

世田谷区桜丘二丁目２２番１号 中長期保全計画に基づく電気設備工事一式 電気工事 入札 2019年4月上旬 2019年10月中旬

9 世田谷区立希望丘小学校耐震改修他機械設備工事 世田谷区船橋四丁目９番１号 希望丘小学校耐震改修他機械設備工事 給排水衛生工事 入札 2019年4月上旬 2019年10月上旬

10
世田谷区立健康増進・交流施設４階多目的ホールＢ改修
空気調和設備工事

世田谷区池尻二丁目３番１１号 多目的ホールＢの空調改修工事 空調工事 入札 2019年4月上旬 2019年8月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 1/22
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11
平成３１年度　世田谷区立玉川野毛町公園プール塗装工
事

世田谷区野毛一丁目２５番１号
鋼製プール塗装570㎡、RCプール塗装90㎡、滑
り止め塗装50㎡　他

一般塗装 入札 2019年4月上旬 2019年6月上旬

12
路面改良工事（打換）【上用賀四丁目１番から三丁目１５番
先外１箇所】

世田谷区上用賀三丁目１５番から
四丁目２番先外１箇所

施工延長：225m、道路幅員：6～8m、道路面積：
1,520㎡、水路補修工事：80m

一般土木工事 入札 2019年4月下旬 2019年11月下旬

13 世田谷区立松丘小学校保健室他一部改修工事 世田谷区弦巻三丁目２３番１２号 児童増加に伴う内部改修等の工事 建築工事 入札 2019年4月下旬 2019年10月末

14 世田谷区大原福祉施設後利用施設改修工事 世田谷区大原一丁目２３番１３号 内外部スケルトン改修工事 建築工事 入札 2019年4月下旬 2019年12月末

15 世田谷区立池之上青少年会館改修工事（平成３１年度） 世田谷区代沢二丁目３７番１８号
中長期保全計画に基づく建築・電気・機械工事
一式

建築工事 入札 2019年4月下旬 2020年1月下旬

16 世田谷区立船橋東保育園改修工事 世田谷区船橋五丁目１４番１９号
中長期保全計画に基づく建築・電気・機械工事
一式

建築工事 入札 2019年4月下旬 2020年2月下旬

17 世田谷区大原福祉施設後利用施設改修電気設備工事 世田谷区大原一丁目２３番１３号 全面改修工事 電気工事 入札 2019年4月下旬 2019年12月末

18 水際の散歩道（漏水)給水管布設替工事
烏山土木管理事務所管内指定箇
所

漏水箇所修繕 給排水衛生工事 入札 2019年4月下旬 2019年6月末

19
世田谷区立学校給食太子堂調理場改修給排水衛生設備
工事

世田谷区太子堂一丁目３番４６号 全面改修 給排水衛生工事 入札 2019年4月下旬 2020年2月末

20
世田谷区立桜丘区民センター別棟改修機械設備工事（平
成３１年度）

世田谷区桜丘二丁目２２番１号 中長期保全計画に基づく機械設備工事一式 空調工事 入札 2019年4月下旬 2019年10月中旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 2/22
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21 世田谷区大原福祉施設後利用施設改修機械設備工事 世田谷区大原一丁目２３番１３号
給排水衛生設備改修工事、空気調和設備改修
工事

空調工事 入札 2019年4月下旬 2019年12月末

22 世田谷区立学校給食太子堂調理場改修換気設備工事 世田谷区太子堂一丁目３番４６号 全面改修 空調工事 入札 2019年4月下旬 2020年2月末

23 世田谷区立深沢西公園改修工事 世田谷区深沢八丁目１５番１０号
撤去工、廃材処理工、フェンス工、よう壁工、電
気設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年4月下旬 2019年10月下旬

24 世田谷区立山下こども公園改修工事 世田谷区八幡山一丁目１１番５号

工事面積：約760㎡　公園土工、撤去工、廃材処
理工、園路広場工、休養施設工、管理施設工、
遊具施設工、給排水設備工、電気設備工、植栽
工　他

造園 入札 2019年4月下旬 2019年10月下旬

25 世田谷区立世田谷公園テニスコート補修工事 世田谷区池尻一丁目５番２７号 人工芝撤去処分697㎡、人工芝敷設697㎡　他 運動場施設 入札 2019年4月下旬 約1ヶ月間

26 世田谷区立旧花見堂小学校解体工事 世田谷区代田一丁目１３番９号
旧花見堂小学校、外構工作物の解体工事
敷地面積5,665㎡、延床面積4,674㎡、鉄筋コン
クリート造、地上３階建

解体工事 入札 2019年4月下旬 2020年5月下旬

27 世田谷区立若林小学校解体工事 世田谷区若林五丁目３８番１号 若林小学校　校舎、プール、体育館等解体工事 解体工事 入札 2019年4月下旬 2020年5月下旬

28 世田谷区立二子玉川小学校外壁改修工事（１期） 世田谷区玉川四丁目６番１号 校舎棟の外壁改修、屋上防水、鉄部塗装等 一般塗装 入札 2019年4月下旬 2019年11月末

29
世田谷区広報板建替、撤去、新設工事（玉川二丁目２２番
他）

世田谷区玉川二丁目２２番
世田谷区玉川四丁目１９番

二子玉川駅周辺案内板の作成及び設置工事（２
台）

道路標識設置 入札 2019年4月下旬 2019年7月中旬

30
世田谷区広報板建替、撤去、新設工事（奥沢一丁目３６番
１０号　外４７箇所）

世田谷区奥沢一丁目３６番１０号
外４７箇所（玉川地域）

区広報板の建替または撤去・新設工事を行う。
（建替：既存広報板を撤去し、同箇所にアルミ製
広報板を新設。撤去：既存広報板の撤去及び道
路舗装等の復旧。新設：新たな設置箇所にアル
ミ製広報板を新設）

道路標識設置 入札 2019年4月下旬 2019年8月中旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 3/22
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31
路面改良工事(暫分解消)【弦巻五丁目１５番から四丁目３
４番先】

世田谷区弦巻五丁目１５番から四
丁目３４番先

道路延長：130ｍ、道路幅員：5.5ｍ 道路舗装工事 入札 2019年5月上旬 80日間

32
路面改良工事(暫分解消)【桜上水五丁目４１番から５番
先】

世田谷区桜上水五丁目４１番から５
番先

道路延長：130ｍ、道路幅員：6.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年5月上旬 80日間

33
路面改良工事(暫分解消)【赤堤五丁目３７番から桜上水四
丁目３番先】

世田谷区赤堤五丁目３７番から桜
上水四丁目３番先

道路延長：150ｍ、道路幅員：6.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年5月上旬 100日間

34 世田谷区立青葉橋材料試験室外壁等改修工事 世田谷区世田谷三丁目９番１１号 外壁及び屋根一部改修、内装等一部改修 建築工事 入札 2019年5月上旬 2019年7月下旬

35 世田谷区立経堂小学校トイレ他改修工事 世田谷区桜上水一丁目２３番３号
１階～３階便所３、１階・２階配膳室、１階放送室
の改修工事及び受水槽基礎、フェンスの新設

建築工事 入札 2019年5月上旬 2019年9月下旬

36 世田谷区立塚戸小学校改修工事 世田谷区千歳台六丁目７番１号 塚戸小学校是正改修工事 建築工事 入札 2019年5月上旬 2019年10月上旬

37
世田谷区立二子玉川緑地運動場管理事務所改修工事(平
成３１年度)

世田谷区鎌田一丁目３番５号
中長期保全計画に基づく建築・電気・機械工事
一式

建築工事 入札 2019年5月上旬 2019年10月下旬

38 世田谷区立経堂小学校トイレ他改修電気設備工事 世田谷区桜上水一丁目２３番３号
西棟校舎の１階～３階トイレ改修工事及び受水
槽改修に伴う電気設備工事

電気工事 入札 2019年5月上旬 2019年9月下旬

39 世田谷区立芦花小学校給食室改修電気設備工事 世田谷区粕谷二丁目２２番１、２号
給食室改修工事、増築工事に伴う外構先行工
事

電気工事 入札 2019年5月上旬 2019年10月中旬

40 世田谷区立学校給食太子堂調理場改修電気設備工事 世田谷区太子堂一丁目３番４６号 全面改修工事 電気工事 入札 2019年5月上旬 2020年2月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 4/22
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41
世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑排水ポンプ他
改修工事

世田谷区北沢五丁目２４番１８号 ポンプ更新及び冷却塔部材更新 給排水衛生工事 入札 2019年5月上旬 2019年6月下旬

42 世田谷区立経堂小学校トイレ他改修機械設備工事 世田谷区桜上水一丁目２３番３号
西棟校舎の１階～３階トイレ改修工事及び受水
槽改修に伴う機械設備工事

給排水衛生工事 入札 2019年5月上旬 2019年9月下旬

43 世田谷区立芦花小学校給食室改修機械設備工事 世田谷区粕谷二丁目２２番１、２号
給食室改修工事、増築工事に伴う外構先行工
事

給排水衛生工事 入札 2019年5月上旬 2019年10月中旬

44 世田谷区立寺町通り区民集会所空気調和設備改修工事 世田谷区北烏山五丁目１番４号 空気調和設備改修工事 空調工事 入札 2019年5月上旬 2019年9月末

45 世田谷区立駒沢生活実習所改修空気調和設備他工事 世田谷区弦巻二丁目１番５号 空気調和設備工事 空調工事 入札 2019年5月上旬 2020年2月末

46 世田谷区立総合運動場陸上競技場トラック等改修工事 世田谷区大蔵四丁目６番１号 第三種公認陸上競技場の更新に伴う改修工事 運動場施設 入札 2019年5月上旬 2019年9月下旬

47
歩道整備工事(改良)【赤堤三丁目１３番から一丁目８番
先】

世田谷区赤堤三丁目１３番から一
丁目８番先

道路延長：220ｍ、道路幅員：11.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年5月下旬 170日間

48 世田谷区成城四丁目付近枝線その５工事
世田谷区成城四丁目１２番から１１
番先

分流（雨水）　雨水管◎250～700
L=200ｍ（開削）
L形溝、舗装

下水道施設工事 入札 2019年5月下旬 2020年1月下旬

49 世田谷区成城六丁目付近枝線その６工事
世田谷区成城六丁目１１番から４番
先

分流（雨水）　雨水管◎400
L=135ｍ（推進）
L形溝、舗装

下水道施設工事 入札 2019年5月下旬 2020年2月下旬

50 世田谷区上用賀四丁目付近枝線工事
世田谷区上用賀四丁目１９番から９
番先

分流（雨水）　雨水管◎300～1000
L=130ｍ（開削）
L形溝、舗装

下水道施設工事 入札 2019年5月下旬 2020年2月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 5/22
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51 歩道舗装工事（太子堂五丁目７番先） 世田谷区太子堂五丁目７番先
舗装工（仕上厚4cm） A=274㎡、車止め柵（C）
N=10箇所

一般土木工事 入札 2019年5月下旬 2019年7月下旬

52 世田谷区立九品仏地区会館外構工事 世田谷区奥沢七丁目３４番３号 中長期計画に基づく施設保全改修工事 建築工事 入札 2019年5月下旬 2019年8月上旬

53 世田谷区立松原小学校既存体育館改修工事 世田谷区松原五丁目４３番２６号
松原小学校是正改修・空調設置・照明ＬＥＤ化工
事

建築工事 入札 2019年5月下旬 2019年8月末

54
世田谷区立桜丘区民センター別棟改修工事（平成３１年
度）

世田谷区桜丘二丁目２２番１号 中長期保全計画に基づく建築工事一式 建築工事 入札 2019年5月下旬 2019年10月中旬

55 世田谷区立三軒茶屋小学校給食室その他改修工事
世田谷区三軒茶屋二丁目４２番１
号

給食室、印刷室、放送室内部改修工事（電気・
機械共）

建築工事 入札 2019年5月下旬 2019年10月下旬

56 世田谷区立等々力公園トイレ改修工事 世田谷区等々力一丁目２２番２６号 公園トイレ改修工事（電気・機械共） 建築工事 入札 2019年5月下旬 2019年10月下旬

57 世田谷区立西之谷保育園改修工事 世田谷区北烏山六丁目１２番２１号 中長期保全計画に基づく改修工事 建築工事 入札 2019年5月下旬 2020年2月中旬

58 世田谷区立松原小学校既存体育館改修電気設備工事 世田谷区松原五丁目４３番２６号
松原小学校是正改修・空調設置・照明LED化工
事

電気工事 入札 2019年5月下旬 2019年8月末

59 世田谷区立松原小学校既存体育館改修機械設備工事 世田谷区松原五丁目４３番２６号
松原小学校是正改修・空調設置・照明LED化工
事

空調工事 入札 2019年5月下旬 2019年8月末

60 世田谷区立上用賀児童館改修空気調和設備工事
世田谷区上用賀四丁目１４番３号１
０１

空気調和設備工事 空調工事 入札 2019年5月下旬 2019年10月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 6/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

61 世田谷区立野沢児童遊園外柵改修工事 世田谷区野沢四丁目２２番１号
目隠しフェンス設置約20ｍ、生垣移植１式、既設
万年塀撤去処分１式

造園 入札 2019年5月下旬 2019年7月下旬

62 世田谷区立用賀小学校外部改修工事（２期） 世田谷区上用賀六丁目１４番１号 外部改修工事 一般塗装 入札 2019年5月下旬 2019年9月下旬

63 世田谷区立瀬田中学校外部大規模改修（2期） 世田谷区瀬田二丁目１７番１号 外壁改修工事、屋上防水改修工事、鉄部塗装 一般塗装 入札 2019年5月下旬 2019年9月下旬

64
世田谷区広報板建替、撤去、新設工事（池尻三丁目１番
他）

世田谷区池尻三丁目１番外 区広報板の老朽化による建替え工事 道路標識設置 入札 2019年5月下旬 2019年9月下旬

65
路面改良工事(打換)【代沢四丁目３３番から１６番先外１箇
所】

世田谷区代沢四丁目３３番から１６
番先外１箇所

道路延長：230ｍ、道路幅員：6.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年6月上旬 90日間

66 路面改良工事（打換）【砧六丁目１５番から１３番先】
世田谷区砧六丁目１５番から１３番
先

施工延長：230m、道路幅員：7m、道路面積：
1,610㎡

道路舗装工事 入札 2019年6月上旬 2019年10月上旬

67 路面改良工事(打換)【給田三丁目２７番から１０番先】
世田谷区給田三丁目２７番から１０
番先

道路延長：180ｍ、道路幅員：10.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年6月上旬 160日間

68
主要な生活道路築造工事【上野毛三丁目２５番から玉川
二丁目７番先】

世田谷区上野毛三丁目２５番から
玉川二丁目７番先

施工延長：120m、道路幅員：16m、道路面積：
1,920㎡

道路舗装工事 入札 2019年6月上旬 2019年12月下旬

69
橋梁新設改良工事（補修）【等々力二丁目３９番から中町
一丁目４番先　（ゴルフ橋）】

世田谷区等々力二丁目３９番から
中町一丁目４番先

ゴルフ橋：鋼アーチ（上路式）橋、橋長：L＝28.2m
幅員：W=5.4m〔床版補修・補強工・耐震補強工・
塗装塗替工・橋面防水・舗装工、防護柵取替工〕

橋りょう工事 入札 2019年6月上旬 2020年2月下旬

70 世田谷区立世田谷小学校普通教室化等改修工事 世田谷区宮坂一丁目３８番４号 児童増加に伴う内部改修等の工事 建築工事 入札 2019年6月上旬 2019年9月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 7/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

71 世田谷区太子堂複合施設内装改修工事 世田谷区太子堂二丁目１７番１号
施設のレイアウト変更に伴う内装改修工事（電
気・機械共）

建築工事 入札 2019年6月上旬 2019年10月末

72 世田谷区立代沢地区会館改修工事（平成３１年度） 世田谷区代沢五丁目８番１９号 中長期保全計画に基づく建築工事一式 建築工事 入札 2019年6月上旬 2020年2月中旬

73 梅丘自転車保管所外１箇所照明改修工事
世田谷区梅丘一丁目４７番、世田
谷区桜新町二丁目６番６号

外灯のLED化 電気工事 入札 2019年6月上旬 2019年9月末

74 世田谷区立玉川福祉作業所改修空気調和設備工事 世田谷区玉川一丁目７番２号 空気調和設備改修工事 空調工事 入札 2019年6月上旬 2019年11月中旬

75 世田谷区立世田谷保育園解体工事 世田谷区若林四丁目３７番１１号 解体工事 解体工事 入札 2019年6月上旬 2020年1月末

76
路面改良工事(打換)【赤堤二丁目４０番から２７番先外３箇
所】

世田谷区赤堤二丁目４０番から２７
番先外３箇所

道路延長：350ｍ、道路幅員：6.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年6月下旬 100日間

77
路面改良工事(打換)【南烏山五丁目１番から粕谷四丁目９
番先外２箇所】

世田谷区南烏山五丁目１番から世
田谷区粕谷四丁目９番先外２箇所

道路延長：320ｍ、道路幅員：6.5ｍ 道路舗装工事 入札 2019年6月下旬 100日間

78
路面改良工事(打換)【松原二丁目３２番から三丁目１９番
先】

世田谷区松原二丁目３２番から三
丁目１９番先

道路延長：450ｍ、道路幅員：5.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年6月下旬 150日間

79
雨水貯留浸透施設整備工事【上野毛四丁目９番から１６番
先】

世田谷区上野毛四丁目９番から１６
番先

施工延長：330m、道路幅員：6m、道路面積：
1,980㎡、
レインステーション設置工事

道路舗装工事 入札 2019年6月下旬 2019年11月下旬

80 歩道整備工事【船橋七丁目１７番から四丁目２０番先】
世田谷区船橋七丁目１７番から四
丁目２０番先

施工延長：150m、道路幅員：12m、道路面積：
1,800㎡

道路舗装工事 入札 2019年6月下旬 2020年1月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 8/22
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NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

81 路面改良工事（打換）【用賀二丁目５番から四丁目１番先】
世田谷区用賀二丁目５番から四丁
目１番先

施工延長：600m、道路幅員：11m、道路面積：
6,600㎡

道路舗装工事 入札 2019年6月下旬 2020年2月下旬

82 世田谷区成城五丁目付近枝線その３工事
世田谷区成城五丁目１８番から１１
番先

分流（雨水）　雨水管◎250～300
L=80ｍ（開削）
L形溝、舗装

下水道施設工事 入札 2019年6月下旬 2020年2月下旬

83 世田谷区大蔵五丁目付近枝線その３工事
世田谷区大蔵五丁目１０番先　外２
箇所

分流（汚水）　汚水管◎250
L=530ｍ（開削）
舗装

下水道施設工事 入札 2019年6月下旬 2020年2月下旬

84 擁壁補強対策工事(世田谷４－１７街づくり事業用地） 世田谷区世田谷四丁目１７番
じゃかご工、盛土工、土砂運搬工、フェンス工
他

一般土木工事 入札 2019年6月下旬 2019年11月下旬

85 世田谷区営粕谷四丁目アパート外壁他改修工事 世田谷区粕谷四丁目１１番８号
外構の既存コンクリート塀撤去、ネットフェンス新�
設、一部土留めの改修工事

建築工事 入札 2019年6月下旬 2019年12月末

86 世田谷区立奥沢保育園改修工事（平成３１年度） 世田谷区奥沢二丁目３番１１号 中長期保全計画に基づく工事 建築工事 入札 2019年6月下旬 2020年2月末

87
世田谷区広報板建替、撤去、新設工事（梅丘一丁目８番
先他）

世田谷区梅丘一丁目８番　外３５箇
所

世田谷区広報板建替、撤去、新設工事 道路標識設置 入札 2019年6月下旬 2019年11月下旬

88 地先道路築造工事【松原一丁目３２番先】 世田谷区松原一丁目３２番先 道路延長：50ｍ、道路幅員：4.0ｍ　京王線関連 道路舗装工事 入札 2019年7月上旬 80日間

89 路面改良工事(打換)【南烏山六丁目４番から５番先】
世田谷区南烏山六丁目４番から５
番先

道路延長：200ｍ、道路幅員：4.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年7月上旬 90日間

90
主要な生活道路築造工事（仮整備）【大蔵五丁目１０番か
ら１３番先】

世田谷区大蔵五丁目１０番から１３
番先

施工延長：80m、道路幅員：16m、道路面積：
1,280㎡

道路舗装工事 入札 2019年7月上旬 2020年1月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 9/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

91
世田谷区営北烏山一丁目第二アパート外１施設給水設備
工事

世田谷区北烏山一丁目５番１号、
世田谷区桜新町一丁目４番１号

給排水衛生設備改修工事 給排水衛生工事 入札 2019年7月上旬 2020年1月下旬

92 世田谷区立松原北保育園テラス防水塗装工事 世田谷区松原一丁目１１番４号 テラスの防水改修 防水 入札 2019年7月上旬 2020年1月下旬

93 路面改良工事(打換)【上祖師谷四丁目６番から２５番先】
世田谷区上祖師谷四丁目６番から
２５番先

道路延長：170ｍ　道路幅員：8.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年7月下旬 80日間

94 地先道路築造工事【代田二丁目１９番から３１番先】
世田谷区代田二丁目１９番から３１
番先

面積：670㎡　小田急線駅前広場関連 道路舗装工事 入札 2019年7月下旬 80日間

95 歩道整備工事(改良)【経堂四丁目１７番から８番先】
世田谷区経堂四丁目１７番から８番
先

道路延長：140ｍ、道路幅員：11.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年7月下旬 100日間

96
歩道整備工事(改良)【桜丘二丁目２５番から五丁目１７番
先】

世田谷区桜丘二丁目２５番から五
丁目１７番先

道路延長：100ｍ、道路幅員：18.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年7月下旬 130日間

97 歩道整備工事(改良)【下馬四丁目１３番から２番先】
世田谷区下馬四丁目１３番から２番
先

道路延長：150ｍ、道路幅員：11.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年7月下旬 140日間

98
路面改良工事（打換）【用賀四丁目３０番から９番先外２箇
所】

世田谷区用賀四丁目３０番から９番
先外２箇所

施工延長：290m、道路幅員：4.5～6m、道路面
積：1,505㎡

道路舗装工事 入札 2019年7月下旬 2019年12月下旬

99 路面改良工事（打換）【等々力七丁目１３番から２番先】
世田谷区等々力七丁目１３番から２
番先

施工延長：320m、道路幅員：10m、道路面積：
3,200㎡

道路舗装工事 入札 2019年7月下旬 2020年2月上旬

100
世田谷区粕谷二丁目、東玉川二丁目付近管路耐震化工
事

世田谷区粕谷二丁目８番先　外１４
施設周辺

14施設周辺（合流、分流（汚水））
人孔取付部耐震化（非開削）、汚水桝耐震化（開
削）

下水道施設工事 入札 2019年7月下旬 2020年2月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 10/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

101 世田谷区立九品仏地区会館改修工事（平成３１年度） 世田谷区奥沢七丁目３４番３号 中長期保全計画に基づく改修工事 建築工事 入札 2019年7月下旬 2020年2月下旬

102 世田谷区立希望丘小学校増築工事 世田谷区船橋四丁目９番１号
希望丘小学校一部増築工事。
建築面積：734㎡、延床面積：1,500㎡、鉄骨造、
小学校：地上2階

建築工事 入札 2019年7月下旬 2020年8月中旬

103 世田谷区立芦花小学校増築工事 世田谷区粕谷二丁目２２番１、２号
小学校校舎一部増築工事
建築面積：620㎡、延床面積：1,170㎡、鉄筋コン
クリート造、地上2階建

建築工事 入札 2019年7月下旬 2021年3月上旬

104
世田谷区立代沢地区会館改修電気設備工事（平成３１年
度）

世田谷区代沢五丁目８番１９号 中長期保全計画に基づく電気設備工事一式 電気工事 入札 2019年7月下旬 2020年1月末

105
世田谷区立代沢地区会館改修機械設備工事（平成３１年
度）

世田谷区代沢五丁目８番１９号 中長期保全計画に基づく機械設備工事一式 空調工事 入札 2019年7月下旬 2020年1月末

106 世田谷区立上北沢さくら広場ほか４箇所遊具改修工事
世田谷区上北沢五丁目４７番２号
外４箇所

複合遊具取替工１基、ブランコ取替工１基、すべ
り台取替工２基、リンク遊具取替工４基、土工１
式、ダスト舗装工１式

造園 入札 2019年7月下旬 2019年11月上旬

107 仮称世田谷区立岡本２－３３緑地整備工事 世田谷区岡本二丁目３３番
工事面積：約2,100㎡　公園土工、撤去工、廃材
処理工、園路広場工、休養施設工、管理施設
工、給排水設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年7月下旬 2020年2月下旬

108 世田谷区立こどものひろば公園第１期改修工事 世田谷区下馬二丁目３１番４号

工事面積：約10,000㎡　公園土工、撤去工、廃材
処理工、園路広場工、休養施設工、管理施設
工、トイレ工、雨水貯留槽工、給排水設備工、電
気設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年7月下旬 2020年2月下旬

109 地先道路築造工事【桜上水五丁目２５番先】 世田谷区桜上水五丁目２５番先 道路延長：50ｍ、道路幅員：6.0ｍ　京王線関連 道路舗装工事 入札 2019年8月上旬 70日間

110 路面改良工事(打換)【経堂一丁目３４番から４１番先】
世田谷区経堂一丁目３４番から４１
番先

道路延長：100ｍ、道路幅員：6.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年8月上旬 100日間

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 11/22
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111 路面改良工事（打換）【祖師谷三丁目１３番から１１番先】
世田谷区祖師谷三丁目１３番から１
１番先

施工延長：170m、道路幅員：6m、道路面積：
1,020㎡

道路舗装工事 入札 2019年8月上旬 2020年1月上旬

112
橋梁新設改良工事（補修）【成城三丁目２６番から喜多見
八丁目２３番先　（上野田橋）】

世田谷区成城三丁目２６番から世
田谷区喜多見八丁目２３番先　（上
野田橋）

上野田橋：単純鋼床版鈑桁橋、橋長：33.0m　幅
員：7.2m
〔塗装塗替工、橋面防水・舗装工、伸縮装置非
排水工等〕

橋りょう工事 入札 2019年8月上旬 2020年2月下旬

113 世田谷区役所第２庁舎受変電設備改修工事 世田谷区世田谷四丁目２２番３５号 第２庁舎受変電設備の電動ブレーカー交換工事 電気工事 入札 2019年8月上旬 2019年11月下旬

114 世田谷区立千歳中学校空気調和設備改修工事 世田谷区千歳台六丁目１５番１号 空気調和設備改修工事 空調工事 入札 2019年8月上旬 2020年1月上旬

115 世田谷区立東玉川小学校空気調和設備改修工事 世田谷区奥沢一丁目１番１号 空気調和設備改修工事 空調工事 入札 2019年8月上旬 2020年1月上旬

116 世田谷区立瀬田二丁目公園土留め設置工事 世田谷区瀬田二丁目８番１７号 土留め設置、低木植栽 造園 入札 2019年8月上旬 2019年10月下旬

117 世田谷区代沢まちづくりセンター解体工事 世田谷区代沢三丁目２７番３号 解体工事 解体工事 入札 2019年8月上旬 2020年3月上旬

118
世田谷区営北烏山一丁目第二アパート受水槽棟解体工
事

世田谷区北烏山一丁目５番１号 受水槽撤去に伴う、受水槽棟の解体工事 解体工事 入札 2019年8月上旬 2020年3月中旬

119 世田谷区営桜新町一丁目パート受水槽棟解体工事 世田谷区桜新町一丁目４番１号 受水槽撤去に伴う、受水槽棟の解体工事 解体工事 入札 2019年8月上旬 2020年3月中旬

120 世田谷区立郷土資料館ハロゲン消火設備改修工事 世田谷区世田谷一丁目２９番１８号 ハロゲン消火設備改修工事 消火設備 入札 2019年8月上旬 2019年10月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 12/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

121
主要な生活道路築造工事【玉川一丁目２０番から上野毛
二丁目２３番先】

世田谷区玉川一丁目２０番から世
田谷区上野毛二丁目２３番先

施工延長：110m、道路幅員：12m、道路面積：
1,320㎡

道路舗装工事 入札 2019年8月下旬 2019年12月下旬

122 路面改良工事（打換）【大蔵四丁目６番から３番先】
世田谷区大蔵四丁目６番から３番
先

施工延長：360m、道路幅員：7m、道路面積：
2,520㎡

道路舗装工事 入札 2019年8月下旬 2020年2月上旬

123 路面改良工事（打換）【用賀二丁目１５番から２８番先】
世田谷区用賀二丁目１５番から２８
番先

施工延長：400m、道路幅員：6m、道路面積：
2,400㎡

道路舗装工事 入札 2019年8月下旬 2020年2月下旬

124 世田谷区立大蔵運動公園内特殊地下壕第３期対策工事 世田谷区大蔵四丁目６番１号 準備工、削孔工、充填材注入工、付帯工　他 一般土木工事 入札 2019年8月下旬 2020年1月下旬

125 仮称世田谷区立船橋４－３広場整備工事 世田谷区船橋四丁目３番
工事面積：約550㎡　公園土工、廃材処理工、園
路広場工、休養施設工、管理施設工、遊具施設
工、給排水設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年8月下旬 2020年2月下旬

126 世田谷区立赤松公園第２期改修工事 世田谷区赤堤四丁目１０番１号

工事面積：約2,500㎡　公園土工、撤去工、廃材
処理工、園路広場工、休養施設工、遊戯施設
工、管理施設工、トイレ工、給排水設備工、電気
設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年8月下旬 2020年2月下旬

127 世田谷区立鶴ヶ久保公園改修工事 世田谷区野沢二丁目４番６号

工事面積：約2,800㎡　公園土工、撤去工、廃材
処理工、園路広場工、階段工、休養施設工、遊
戯施設工、管理施設工、池補修工（設備含）、給
排水設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年8月下旬 2020年2月下旬

128 わくわく祖師谷屋上防水改修工事 世田谷区祖師谷三丁目２１番１号 屋上防水工事 防水 入札 2019年8月下旬 2020年2月末

129
平成３１年度（２０１９年度）下半期交通安全施設整備・維
持工事（単価契約)世田谷

世田谷土木管理事務所指定箇所
区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設
置工

道路標識設置 見積競争 2019年8月下旬 2020年3月末

130
平成３１年度（２０１９年度）下半期交通安全施設整備・維
持工事（単価契約)北沢

北沢土木管理事務所管内指定箇
所

区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設
置工

道路標識設置 見積競争 2019年8月下旬 2020年3月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 13/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

131
平成３１年度（２０１９年度）下半期交通安全施設整備・維
持工事（単価契約）玉川

玉川土木管理事務所管内指定箇
所

区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設
置工

道路標識設置 見積競争 2019年8月下旬 2020年3月末

132
平成３１年度（２０１９年度）下半期交通安全施設整備・維
持工事（単価契約）砧

砧土木管理事務所管内指定箇所
区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設
置工

道路標識設置 見積競争 2019年8月下旬 2020年3月末

133
平成３１年度（２０１９年度）下半期交通安全施設整備・維
持工事（単価契約）烏山

烏山土木管理事務所管内指定箇
所

区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設
置工

道路標識設置 見積競争 2019年8月下旬 2020年3月末

134
路面改良工事(打換)【上北沢三丁目２５番から上北沢一丁
目３９番先】

世田谷区上北沢三丁目２５番から
世田谷区上北沢一丁目３９番先

道路延長：260ｍ、道路幅員：4.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年9月上旬 80日間

135 主要道路築造工事【代田一丁目３８番先】 世田谷区代田一丁目３８番先 道路延長：50ｍ、道路幅員：11.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年9月上旬 80日間

136 地先道路築造工事【大原二丁目２４番から２３番先】
世田谷区大原二丁目２４番から２３
番先

道路延長：110ｍ、道路幅員：6.0ｍ　京王線関連 道路舗装工事 入札 2019年9月上旬 80日間

137 地先道路築造工事【北沢三丁目１５番先】 世田谷区北沢三丁目１５番先 道路延長：17ｍ 道路舗装工事 入札 2019年9月上旬 90日間

138 主要道路築造工事【梅丘一丁目６１番先】 世田谷区梅丘一丁目６１番先 道路延長：40ｍ、道路幅員：11.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年9月上旬 110日間

139
橋梁新設改良工事（補修）【大蔵三丁目３番から大蔵五丁
目１０番先（上谷戸橋）】

世田谷区大蔵三丁目３番から世田
谷区大蔵五丁目１０番先（上谷戸
橋）

上谷戸橋：単純PCＩ桁橋，橋長：12.8m，幅員：
4.5m
〔橋面防水・舗装工、伸縮装置取替工、防護柵
取替工〕

橋りょう工事 入札 2019年9月上旬 2020年2月下旬

140
橋梁新設改良工事（補修）【大蔵四丁目５番から大蔵五丁
目８番先（あたご橋）】

世田谷区大蔵四丁目５番から世田
谷区大蔵五丁目８番先（あたご橋）

あたご橋：単純PC床版橋，橋長：14.0m，幅員：
2.5m
〔断面修復工、橋面防水・舗装工、排水工、塗装
塗替工、防護柵補修工〕

橋りょう工事 入札 2019年9月上旬 2020年2月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 14/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表

NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

141 ブロック塀改修工事 世田谷区赤堤三丁目３４番１７号
既存ブロック塀撤去工17.5ｍ、目隠しフェンス設
置工17.5ｍ

一般土木工事 入札 2019年9月上旬 45日間

142 世田谷区営中町四丁目アパート外部改修工事 世田谷区中町四丁目１５番６号 漏水改善工事、外壁改修工事 建築工事 入札 2019年9月上旬 2019年12月末

143 世田谷区営用賀二丁目アパート外構改修工事 世田谷区用賀二丁目２２番１号 フェンス改修工事 建築工事 入札 2019年9月上旬 2019年12月末

144 世田谷区立新町保育園園庭他改修工事 世田谷区駒沢四丁目３番１号 園庭改修工事 建築工事 入札 2019年9月上旬 2020年1月末

145 世田谷区立駒沢生活実習所改修工事 世田谷区弦巻二丁目１番５号 空調改修に伴う建築工事及び防水改修工事 建築工事 入札 2019年9月上旬 2020年2月末

146 世田谷区営深沢四丁目アパート外部改修工事（２期） 世田谷区深沢四丁目２１番３号
外壁改修工事、屋上防水改修工事、パーゴラ改
修工事、電気設備改修工事、空調設備改修工
事　他

建築工事 入札 2019年9月上旬 2020年2月末

147
世田谷区立九品仏地区会館改修電気設備工事（平成３１
年度）

世田谷区奥沢七丁目３４番３号 中長期保全計画に基づく電気設備工事一式 電気工事 入札 2019年9月上旬 2020年2月下旬

148 世田谷区立駒沢生活実習所改修電気設備工事 世田谷区弦巻二丁目１番５号
空調電源、照明器具、配線器具、弱電設備機器
の更新

電気工事 入札 2019年9月上旬 2020年2月末

149
世田谷区立九品仏地区会館改修機械設備工事（平成３１
年度）

世田谷区奥沢七丁目３４番３号 中長期保全計画に基づく機械設備工事一式 給排水衛生工事 入札 2019年9月上旬 2020年2月下旬

150
世田谷区立大蔵運動場（総合運動場）野球場内野人工芝
張替工事

世田谷区大蔵四丁目６番１号 野球場内野部分の人工芝の総張替え 運動場施設 入札 2019年9月上旬 2020年2月中旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 15/22
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151 世田谷区立経堂地区会館外部改修工事 世田谷区経堂三丁目３７番１３号 外部改修工事 一般塗装 入札 2019年9月上旬 2019年12月末

152
世田谷区広報板建替、撤去、新設等工事（祖師谷１丁目２
８番１４号外）

世田谷区祖師谷一丁目２８番１４号
外２７箇所

砧支所管内にある老朽化した鉄製広報板をアル
ミ製広報板に建替える。

道路標識設置 入札 2019年9月上旬 2020年1月上旬

153
世田谷区広報板建替、撤去、新設工事（上北沢５丁目１５
番４号４号棟東側　他１６箇所）

世田谷区上北沢五丁目１５番４号４
号棟東側　外１６箇所

老朽化した世田谷区広報板の建替、撤去、新設
工事

道路標識設置 入札 2019年9月上旬 2020年1月上旬

154 大型案内標識建替・工事
世田谷区宮坂三丁目９番先外３箇
所

大型案内標識建替工１本、大型案内標識撤去
工３本

道路標識設置 入札 2019年9月上旬 2020年2月下旬

155
路面改良工事(受託復旧)【弦巻五丁目１５番から四丁目３
４番先】

世田谷区弦巻五丁目１５番から四
丁目３４番先

道路延長：280ｍ、道路幅員：6.0ｍ 道路舗装工事 入札 2019年9月下旬 90日間

156
河川管理用通路整備工事【大蔵五丁目２８番から２１番
先】

世田谷区大蔵五丁目２８番から２１
番先

施工延長：350m、道路幅員：3m、道路面積：
1,050㎡

道路舗装工事 入札 2019年9月下旬 2020年1月下旬

157 世田谷区桜上水五丁目付近枝線その２工事
世田谷区桜上水五丁目２６番先
外１箇所

合流　雨水管◎250～300
L=140ｍ （開削）
L形溝、舗装

下水道施設工事 入札 2019年9月下旬 2020年2月下旬

158 河川維持工事（舗装工） 世田谷区池尻四丁目３５番先
舗装工（厚14㎝）43.0㎡、ネットフェンス（Ｈ＝
1,500）13.6ｍ(門扉１箇所含む）

一般土木工事 入札 2019年9月下旬 2019年12月下旬

159 世田谷区立上北沢器材置場トイレ改築工事 世田谷区桜上水三丁目１７番５号
トイレ建替え工事、既存解体工事（アスベスト撤
去含む）

建築工事 入札 2019年9月下旬 2020年1月末

160 世田谷区民健康村なかのビレジ浴室改修工事
群馬県利根郡川場村大字中野６２
６

浴室改修工事(電気・機械共) 建築工事 入札 2019年9月下旬 2020年2月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 16/22
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NO 件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式 入札（契約）を行う時期 工期

161 世田谷区民健康村ふじやまビレジ既存温泉館改修工事
群馬県利根郡川場村大字谷地１３
２０

既存温泉館内部改修工事（電気・機械共） 建築工事 入札 2019年9月下旬 2020年3月中旬

162 世田谷区立山野小学校改築に伴う第二校庭整備工事 世田谷区砧六丁目７番１号 山野小学校改築工事に伴う第二校庭整備工事 運動場施設 入札 2019年9月下旬 2020年3月上旬

163
路面改良工事（受託復旧）【新町三丁目２２番から３０番
先】

世田谷区新町三丁目２２番から３０
番先

施工延長：250m、道路幅員：6m、道路面積：
1,500㎡

道路舗装工事 入札 2019年10月上旬 2020年2月下旬

164 水路蓋掛工及びフェンス設置工事
世田谷区松原三丁目１２番から１１
番先

ガードフェンス撤去工52ｍ、ガードフェンス設置
工50ｍ、蓋掛工21枚、蓋受架台作製１式

一般土木工事 入札 2019年10月上旬 60日間

165
河床整正工事【成城九丁目１７番から祖師谷五丁目６番
先】

世田谷区成城九丁目１７番から世
田谷区祖師谷五丁目６番先

河床整正工430m 一般土木工事 入札 2019年10月上旬 2020年1月上旬

166 世田谷区立世田谷公衆便所改修工事 世田谷区世田谷一丁目４８番４号 内部・外部の改修工事（電気・機械共） 建築工事 入札 2019年10月上旬 2020年2月末

167 粕谷器材置き場コンクリートブロック改修工事 世田谷区粕谷一丁目９番３７号
外周コンクリートブロックおよびフェンスの改修工
事

建築工事 入札 2019年10月上旬 2020年2月末

168 用賀二丁目バリアフリー化改修工事 世田谷区用賀二丁目２３番１７号
１住戸の内部スケルトン改修工事（電気・機械
共）

建築工事 入札 2019年10月上旬 2020年2月末

169 世田谷区駒繋公園トイレ他１箇所改築工事
世田谷区下馬四丁目２８番３号
世田谷区千歳台三丁目１５番７号

駒繋公園、希望丘南公園
トイレ建替え工事（多機能トイレ、男女トイレ）
既存トイレ解体工事、外構工事含む

建築工事 入札 2019年10月上旬 2020年3月上旬

170 平成３１年度世田谷区立公園トイレ洋式化工事 区内公園約３７箇所
和式便器撤去・洋式便器設置：約37基　洋式便
器取付工、撤去工、給排水工、タイル工、塗装
工、ブース改修工、設備移設工　他

給排水衛生工事 入札 2019年10月上旬 2020年2月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 17/22
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171 世田谷区立蛇崩川緑道改修工事【下馬2-3から4-19先】
世田谷区下馬二丁目３番先から四
丁目１９番先

工事延長：約225ｍ　公園土工、撤去工、廃材処
理工、園路工、管理施設工、排水設備工、電気
設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年10月上旬 2020年2月下旬

172 世田谷区立滝下橋緑道改修工事【喜多見7-25から8先】
世田谷区喜多見七丁目２５番から８
番

工事延長：約120ｍ　公園土工、撤去工、廃材処
理工、園路工、遊戯施設工、管理施設工、排水
設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年10月上旬 2020年2月下旬

173 世田谷区立松原小学校既存プール解体工事 世田谷区松原五丁目４３番２７号
松原まちづくりセンター整備工事に伴う既存プー
ル解体工事

解体工事 入札 2019年10月上旬 2020年5月下旬

174
自転車走行環境整備工事【経堂五丁目３５番から２９番先
外２箇所】

世田谷区経堂五丁目３５番から２９
番先外２箇所

自転車ナビマーク(白)　矢羽(青)　等 道路標示塗装 入札 2019年10月上旬 60日間

175 車止め柵取替工事（代沢五丁目７番から三丁目３番先）
世田谷区代沢五丁目７番から三丁
目３番先

基礎撤去工（400×400×400）63箇所、車止柵
運搬処分（φ114.3×Ｈ1200～1300）1.0ｍ3、コン
クリート殻　運搬処分4.0ｍ３、基礎工（400×400
×400）63箇所、車止柵材料費（サンポール製）
63本、車止柵設置費63箇所、交通整理員25人、
諸経費一式

ガードレール 入札 2019年10月上旬 45日間

176 主要な生活道路築造工事（仮整備）【大蔵四丁目２番先】 世田谷区大蔵四丁目２番先
施工延長：120m、道路幅員：16m、道路面積：
1,920㎡

道路舗装工事 入札 2019年10月下旬 2020年2月下旬

177 世田谷区立希望丘小学校増築電気設備工事 世田谷区船橋四丁目９番１号
希望丘小学校一部増築工事。
建築面積：734㎡、延床面積：1,500㎡、鉄骨造、
小学校：地上2階

電気工事 入札 2019年10月下旬 2020年8月中旬

178 世田谷区立芦花小学校増築電気設備工事 世田谷区粕谷二丁目２２番１、２号
小学校校舎一部増築工事
建築面積：620㎡、延床面積：1,170㎡、鉄筋コン
クリート造、地上2階建

電気工事 入札 2019年10月下旬 2021年3月上旬

179 世田谷区立希望丘小学校増築機械設備工事 世田谷区船橋四丁目９番１号
希望丘小学校一部増築工事。
建築面積：734㎡、延床面積：1,500㎡、鉄骨造、
小学校：地上2階

空調工事 入札 2019年10月下旬 2020年8月中旬

180 世田谷区立芦花小学校増築機械設備工事 世田谷区粕谷二丁目２２番１、２号
小学校校舎一部増築工事
建築面積：620㎡、延床面積：1,170㎡、鉄筋コン
クリート造、地上2階建

空調工事 入札 2019年10月下旬 2021年3月上旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 18/22
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181 水路舗装工及び門扉設置工事 世田谷区代沢一丁目２７番先
アスファルト舗装工75.0㎡　門扉設置工（Ｈ＝1.5
Ｗ＝1.0）

一般土木工事 入札 2019年11月上旬 45日間

182
大蔵運動場温水プール（総合運動場温水プール）改修工
事

世田谷区大蔵四丁目６番１号 屋上天窓改修工事 建築工事 入札 2019年11月上旬 2020年2月下旬

183 世田谷区立世田谷保育園外構工事 世田谷区若林四丁目３７番１１号 外構改修工事 建築工事 入札 2019年11月上旬 2020年3上旬

184 サクラ植替え工事（成城街路樹） 世田谷区成城一丁目～七丁目先
サクラ植替え３本、サクラ植付け８本、植樹ます
整備　土壌改良　他

造園 入札 2019年11月上旬 2020年1月下旬

185 平成３１年度世田谷区立羽根木公園野球場整備工事 世田谷区代田四丁目３８番５２号
内野整備：4,700㎡、芝ライン切り：300㎡、ファー
ルラインテープ・ポイント杭・ピッチャープレート・
各ベース交換：野球場２面分

運動場施設 入札 2019年11月上旬 2020年1月下旬～3月上旬

186 世田谷区立喜多見農業公園拡張整備工事 世田谷区喜多見四丁目１番
工事面積：約500㎡　整地工、休養施設工、管理
施設工、給排水設備工、植栽工　他

造園 入札 2019年11月上旬 2020年2月下旬

187
大蔵第二運動場ゴルフ練習場アプローチバンカーの新設
他改修工事

世田谷区大蔵四丁目７番１号
アプローチバンカーの新設、パター練習場の改
修

運動場施設 入札 2019年11月上旬 2020年2月末

188
河川整備工事【上祖師谷二丁目３５番から六丁目２１番先
外１箇所】

世田谷区上祖師谷二丁目３５番か
ら六丁目２１番先外１箇所

河川延長：250ｍ（仙川） 一般土木工事 入札 2019年11月下旬 70日間

189 世田谷区立塚戸小学校校庭整備工事（その１） 世田谷区千歳台六丁目７番１号 塚戸小学校敷地拡幅に伴う校庭整備工事 建築工事 入札 2019年11月下旬 2020年3月上旬

190 交通安全施設整備工事（大型案内標識工）
玉川土木管理事務所管内指定箇
所

大型案内標識工 道路標識設置 入札 2019年11月下旬 2020年2月下旬

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 19/22



平成３１年度　公共工事発注見通し 平成３１年４月公表
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191
平成３１年度　世田谷区立玉川野毛町公園野球場整備工
事

世田谷区野毛一丁目２５番１号
内野整備工2,500㎡  ファウルライン整備工145
㎡、ポイント杭設置33本、ホームベース設置、
ピッチャープレート設置各１箇所　他

運動場施設 入札 2019年12月上旬 2020年2月下旬

192 世田谷区成城六丁目付近枝線その２工事
世田谷区成城五丁目１３番から８番
先

分流（雨水）　雨水管◎250～４00
L=210ｍ （開削）
L形溝、舗装

下水道施設工事 入札 2020年2月下旬 2020年12月下旬

193
平成３２年度(２０２０年度)狭あい道路整備工事（単価契
約）世田谷

世田谷区内指定箇所(主に世田谷
地域）

排水設備工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年5月末

194
平成３２年度(２０２０年度)狭あい道路整備工事（単価契
約）北沢

世田谷区内指定箇所(主に北沢地
域）

排水設備工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年5月末

195
平成３２年度(２０２０年度)狭あい道路整備工事（単価契
約）玉川・世田谷南部

世田谷区内指定箇所(主に玉川・世
田谷南部地域）

排水設備工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年5月末

196
平成３２年度(２０２０年度)狭あい道路整備工事（単価契
約）砧・烏山

世田谷区内指定箇所(主に砧・烏山
地域）

排水設備工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年5月末

197
平成３２年度(２０２０年度)道路維持工事(単価契約)世田谷
第１地区

世田谷土木管理事務所指定箇所
Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

198
平成３２年度(２０２０年度)道路維持工事(単価契約)世田谷
第２地区

世田谷土木管理事務所指定箇所
Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

199
平成３２年度(２０２０年度)道路維持工事(単価契約)北沢第
１地区

北沢土木管理事務所指定箇所
Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

200
平成３２年度(２０２０年度)道路維持工事(単価契約)北沢第
２地区

北沢土木管理事務所指定箇所
Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 20/22
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201
平成３２年度(２０２０年度）道路維持工事（単価契約）玉川
第１地区

玉川土木管理事務所管内指定箇
所

Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

202
平成３２年度（２０２０年度）道路維持工事（単価契約）玉川
第２地区

玉川土木管理事務所管内指定箇
所

Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

203
平成３２年度（２０２０年度）道路維持工事（単価契約）玉川
第３地区

玉川土木管理事務所管内指定箇
所

Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

204
平成３２年度(２０２０年度）道路維持工事（単価契約）砧第
１地区

砧土木管理事務所管内指定箇所
Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

205
平成３２年度（２０２０年度）道路維持工事（単価契約）砧第
２地区

砧土木管理事務所管内指定箇所
Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

206 平成３２年度(２０２０年度)道路維持工事（単価契約）烏山
烏山土木管理事務所管内指定箇
所

Ｌ形溝、Ｕ形溝、特殊Ｌ形溝、その他排水工、ア
スコン舗装　他

道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

207
平成３２年度(２０２０年度)道路代替地等維持整備工事（単
価契約）

世田谷区内　指定道路代替地及び
道路予定地

舗装工、Ｌ形溝工、特殊Ｌ形溝工、Ｕ形溝工　他 道路舗装工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

208
平成３２年度（２０２０年度）河川・水路維持工事（単価契
約）（玉川・砧）

玉川及び砧土木管理事務所管内
指定箇所

土工、舗装工、排水施設工、防護柵工　他 一般土木工事 見積競争 2020年2月下旬 2021年3月末

209
平成３２年度(２０２０年度)上半期交通安全施設整備・維持
工事（単価契約)世田谷

世田谷土木管理事務所指定箇所
路面標示工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設
置工、防護柵設置工　他

道路標識設置 見積競争 2020年2月下旬 2020年9月末

210
平成３２年度(２０２０年度)上半期交通安全施設整備・維持
工事（単価契約)北沢

北沢土木管理事務所管内指定箇
所

路面標示工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設
置工、防護柵設置工　他

道路標識設置 見積競争 2020年2月下旬 2020年9月末

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 21/22
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211
平成３２年度（２０２０年度）上半期交通安全施設整備・維
持工事（単価契約）玉川

玉川土木管理事務所管内指定箇
所

路面標示工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設
置工、防護柵設置工　他

道路標識設置 見積競争 2020年2月下旬 2020年9月末

212
平成３２年度（２０２０年度）上半期交通安全施設整備・維
持工事（単価契約）砧

砧土木管理事務所管内指定箇所
路面標示工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設
置工、防護柵設置工　他

道路標識設置 見積競争 2020年2月下旬 2020年9月末

213
平成３２年度(２０２０年度)上半期交通安全施設整備・維持
工事（単価契約）烏山

烏山土木管理事務所管内指定箇
所

路面標示工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設
置工、防護柵設置工　他

道路標識設置 見積競争 2020年2月下旬 2020年9月末

214 防火水槽設置工事（地下埋設型） 世田谷代田駅前広場
小田急線上部利用計画に基づき、防火水槽（地
下埋設型100ｔ）の整備を行う。

一般土木工事 入札 未定 2019年9月末

215 次大夫堀公園民家園既存物置等撤去及び物置新築工事 世田谷区喜多見五丁目２７番１４号 現在の物置等を撤去して、物置を新築する。 建築工事 入札 未定 未定

216
世田谷区立上北沢まちづくりセンター受変電設備改修工
事

世田谷区上北沢四丁目３２番９号 キュービクルの更新 電気工事 入札 未定 未定

217 世田谷区立上用賀公園園路改修工事 世田谷区上用賀四丁目３２番３２号 パーゴラ設置、遮熱舗装　他 造園 入札 未定 未定

※記載内容は取りまとめ時点での見通しであり、今後の状況によっては工事種別・入札時期等の変更や案件の追加・取り止めがあります。 22/22


