
令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

路面改良工事（打換）【船橋一丁
目３８番から桜丘五丁目４７番
先】

船橋一丁目３８番から桜
丘五丁目４７番先

道路延長２１０ⅿ、道路幅員１４．０ⅿ、道路面
積２，９４０㎡

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年11月下旬

路面改良工事（表層改良）【池尻
三丁目１３番から２１番先】

池尻三丁目１３番から２１
番先

道路延長３４０ⅿ、道路幅員６．０ⅿ、道路面積
２，０４０㎡

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

路面改良工事（打換）【松原三丁
目４１番から４２番先】

松原三丁目４１番から４２
番先

道路延長８０ⅿ、道路幅員３．５ⅿ、道路面積２
８０㎡

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年8月下旬

路面改良工事（打換）【上祖師谷
三丁目１５番から１０番先】

上祖師谷三丁目１５番か
ら１０番先

道路延長２２０ⅿ、道路幅員４．０ⅿ、道路面積
８８０㎡

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月上旬

路面改良工事（表層改良）【北烏
山七丁目５番から北烏山八丁目
１番先】

北烏山七丁目５番から北
烏山八丁目１番先

道路延長１８０ⅿ、道路幅員９．３ⅿ、道路面積
１，６８０㎡

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

路面改良工事（表層改良）【粕谷
一丁目２０番から６番先】

粕谷一丁目２０番から６番
先

道路延長２００ⅿ、道路幅員６．０ⅿ、道路面積
１，２００㎡

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年7月下旬

主要な生活道路築造工事（補助
２１７号線　仮整備）

上祖師谷六丁目３番先 道路面積５５０㎡ 道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年5月下旬

路面改良工事（打換）【深沢三丁
目17番から10番先外1箇所】

深沢三丁目17番～10番先
外1箇所

道路延長70m、道路幅員6.0～9.0m、道路面積
400㎡【道路補修工】As舗装工、通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

路面改良工事（打換）【等々力七
丁目27番から26番先外2箇所】

等々力七丁目27番～26番
先外2箇所

道路延長350m、道路幅員6.0m、道路面積2100
㎡【道路補修工】As舗装工、交通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年7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。1/30
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世田谷区立呑川緑道舗装改修
工事

深沢四丁目１２番から深
沢三丁目１３番先

舗装改修工300㎡ 道路舗装工事 入札 2023年4月上旬 2023年6月下旬

自転車走行環境整備工事【玉川
二丁目２４番から玉川一丁目１
４番先外３箇所】

玉川二丁目２４番から玉
川一丁目１４番先外３箇所

道路総延長1320ｍ、自転車ナビマークなどの設
置

道路標示塗装 入札 2023年4月上旬 2023年7月上旬

電線共同溝整備工事（千歳通り
Ⅲ期その１）
【粕谷二丁目２４番から粕谷四
丁目４番先】

粕谷二丁目２４番から粕
谷四丁目４番先

道路延長１９０ⅿ、道路幅員１２．０ⅿ、道路面
積２，２８０㎡

一般土木工事 入札 2023年4月上旬 2026年3月下旬 ○

電線共同溝整備工事（六所神社
通りⅠ期その２）
【上祖師谷七丁目13番から15番
先】

上祖師谷七丁目１３番か
ら１５番先

道路延長１８０ⅿ、道路幅員１２．０ⅿ、道路面
積２，１６０㎡

一般土木工事 入札 2023年4月上旬 2026年2月下旬 ○

世田谷区成城五丁目付近枝線
その13工事

成城五丁目25番から21番
先

管路線路延長139ｍ、管径250～300㎜ 下水道施設工事 入札 2023年4月上旬 2023年12月下旬 ○

世田谷区立梅丘図書館改築工
事

世田谷区代田四丁目３８
番１０号

解体工事・擁壁工事・改築工事 建築工事 入札 2023年4月上旬 2025年7月上旬

世田谷区立瀬田小学校改築工
事

世田谷区瀬田二丁目１５
番１号

世田谷区立瀬田小学校改築工事 建築工事 入札 2023年4月上旬 2026年2月下旬

世田谷区立中町保育園改修工
事（令和５年度）

世田谷区中町三丁目２７
番２号

中長期保全計画に基づく建築工事一式 建築工事 入札 2023年4月上旬 2024年3月上旬 ○

世田谷区立弦巻小学校給食室
改修工事

世田谷区弦巻一丁目９番
１８号

給食室の全面改修 建築工事 入札 2023年4月上旬 2023年12月下旬

世田谷区立桜小学校内部改修
工事

世田谷区世田谷二丁目４
番１５号

内部改修工事 建築工事 入札 2023年4月上旬 2023年8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。2/30
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世田谷区立用賀小学校内部改
修工事

世田谷区上用賀六丁目１
４番１号

内部改修工事 建築工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬 ○

世田谷区立池尻見晴らし広場
階段塗装工事

池尻4-22-７
階段塗装工　　　１式 一般塗装 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

令和５年度　世田谷区立玉川野
毛町公園プール塗装工事

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㎡　ほか

一般塗装 入札 2023年4月上旬 2023年8月下旬

世田谷区立池尻小学校第二体
育館外壁塗装他改修工事

世田谷区池尻二丁目４番
１０号

外壁塗装、鉄部塗装、屋上防水 一般塗装 入札 2023年4月上旬 2023年8月下旬

世田谷区立玉川中学校屋上防
水改修工事

 世田谷区中町四丁目２１
番１号

屋上防水改修工事 防水 入札 2023年4月上旬 2023年8月下旬 ○

世田谷区烏山総合支所・烏山保
育園排煙窓改修工事

南烏山六丁目２２番１４号

烏山総合支所（排煙窓（カーテンウォール）の部
品一式交換）、烏山保育園（排煙窓（トップライ
ト）の部品一式交換）（部品一式:ワイヤー、ハン
ドルボックス、滑車、ダンパー、ボルトナット他）

サッシュ 入札 2023年4月上旬 2023年6月上旬

世田谷区立瀬田小学校改築電
気設備工事

世田谷区瀬田二丁目１５
番１号

世田谷区立瀬田小学校改築工事に伴う電気設備工
事

電気工事 入札 2023年4月上旬 2026年2月下旬

世田谷区立中町保育園改修電
気設備工事（令和５年度）

世田谷区中町三丁目２７
番２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 2023年4月上旬 2024年3月上旬 ○

池尻かもめ保育園照明設備改
修工事

世田谷区池尻二丁目５番
８号

照明設備の改修。 電気工事 入札 2023年4月上旬 2023年7月下旬

世田谷区立東深沢中学校消防
設備改修工事

世田谷区深沢四丁目１８
番２８号

自動火災報知設備、非常放送設備の全面改修 電気工事 入札 2023年4月上旬 2024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。3/30
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世田谷区立桜小学校普通教室
化他改修電気設備工事

世田谷区世田谷二丁目４
番１５号

学級増に伴う内部改修工事。非常用インターホ
ン全面改修含む。

電気工事 入札 2023年4月上旬 2023年8月下旬

世田谷区立用賀小学校内部改
修電気設備工事

世田谷区上用賀六丁目１
４番１号

内部改修電気設備工事及び非常用インターホ
ン交換工事。

電気工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立瀬田小学校改築空
気調和設備工事

世田谷区瀬田二丁目１５
番１号

世田谷区立瀬田小学校改築工事に伴う空気調
和設備工事

空調工事 入札 2023年4月上旬 2026年2月下旬

世田谷区立総合運動場体育館
改修空気調和設備工事

世田谷区大蔵四丁目６番
１号

GHP－４．５の更新 空調工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立桜丘中学校改修空
気調和設備工事

世田谷区桜丘二丁目1番
３９号

普通教室及び特別教室改修、配膳室改修に伴
う空気調和設備工事。体育館トイレ改修、校舎
棟トイレの洋式化工事。

空調工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立桜小学校内部改修
機械設備工事

世田谷区世田谷二丁目４
番１５号

内部改修工事に伴う機械設備工事 空調工事 入札 2023年4月上旬 2023年8月下旬

世田谷区立世田谷文化生活情
報センター空気調和設備改修工
事

世田谷区太子堂四丁目１
番１号

高層棟４、５階ファンコイルユニットのドレン配管
改修工事

空調工事 入札 2023年4月上旬 2023年7月上旬

世田谷区立上用賀五丁目高齢
者施設改修機械設備工事

世田谷区上用賀五丁目１
４番１号

中長期改修工事に伴う機械設備工事。 空調工事 入札 2023年4月上旬 2024年3月上旬 ○

世田谷区立世田谷小学校トイレ
改修他機械設備工事

世田谷区宮坂一丁目３８
番４号

トイレ改修及びPTA室・会議室エアコン、理科準
備室改修に伴う機械設備工事

空調工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立瀬田小学校改築給
排水衛生設備工事

世田谷区瀬田二丁目１５
番１号

世田谷区立瀬田小学校改築工事に伴う給排水
衛生設備工事

給排水衛生工事 入札 2023年4月上旬 2026年2月下旬

世田谷区立中町保育園改修機
械設備工事（令和５年度）

世田谷区中町三丁目２７
番２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 2023年4月上旬 2024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。4/30
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世田谷区立河口湖林間学園受
水槽他更新工事

山梨県富士河口湖町大石
字湖中２５８５

受水槽、揚水ポンプの更新 給排水衛生工事 入札 2023年4月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立　給田五丁目公園
ブランコ設置工事

世田谷区　給田
五丁目　２番　１９号

既設ブランコ本体及び境界柵の撤去処分　１組
小型ブランコ及び境界柵の設置　１組　セーフ
ティマットの取付け　１０枚　レンガ縁石の修繕
５．４ｍ　埋戻し整地作業　１式　ほか

造園 入札 2023年4月下旬 2023年7月下旬

路面改良工事（打換）【梅丘二丁
目２６番から２３番先外２箇所】

梅丘二丁目２６番から２３
番先外２箇所

道路延長２４０ⅿ、道路幅員５．５ⅿ、道路面積
１，３２０㎡

道路舗装工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月上旬

歩道整備（改良）工事
【船橋七丁目3番～船橋六丁目1
番先】

船橋七丁目3番～船橋六
丁目1番先

道路延長260m、道路幅員12.0m、道路面積3120
㎡【道路補修工】As舗装工、街築工、交通安全
施設工

道路舗装工事 入札 2023年4月下旬 2024年2月下旬 ○

路面改良工事（受託復旧）
【大蔵二丁目13番～大蔵四丁目
7番先】

大蔵二丁目13番～大蔵四
丁目7番先

道路延長270m、道路幅員6.0m、道路面積1600
㎡【道路補修工】As舗装工、交通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月下旬

水路改良工事
【等々力二丁目22番先】

等々力二丁目22番先
延長90ｍ、道路幅員2.6～3.2ｍ、水路埋戻し工、
管渠工、舗装工、排水工、街築工、交通安全施
設工

一般土木工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月上旬

世田谷区船橋七丁目、奥沢五
丁目付近管路耐震化工事

船橋七丁目、奥沢五丁目
外
全１４施設

１４施設管路耐震化工事 下水道施設工事 入札 2023年4月下旬 2023年12月下旬

世田谷区池尻まちづくりセン
ター改修工事（令和５年度）

池尻三丁目２７番２１号
中長期保全計画に基づく改修工事（防水改修工
事、外壁改修工事、外構改修工事、内部改修工
事、設備機器更新に伴う内部改修工事）

建築工事 入札 2023年4月下旬 2024年2月下旬

世田谷区立世田谷福祉作業所
改修工事

世田谷区下馬二丁目３１
番３４号

大規模改修工事。 建築工事 入札 2023年4月下旬 2023年11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。5/30
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世田谷区立等々力小学校特別
教室他改修工事

世田谷区等々力七丁目２
６番１号

・特別教室他内部改修工事
・体育倉庫外部改修工事
・鉄骨階段塗装改修工事
・西校舎棟屋上防水工事
・特別教室他内部改修工事に伴う機械設備工
事
・西校舎高置水槽更新工事　他
・理科室→音楽室、音楽室→普通教室化に伴う
電気設備工事
・非常用インターホンの全数更新

建築工事 入札 2023年4月下旬 2023年10月下旬

世田谷区立砧南小学校内部改
修工事

世田谷区鎌田四丁目３番
１号

トイレ改修、給食室改修、給食配膳スペース新
設

建築工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立千歳台小学校普通
教室化改修工事

世田谷区千歳台四丁目２
４番１号

・室の用途変更に伴う改修工事（教室棟１，２
階、特別教室棟２階、BOP棟）
・和便器の洋便器化（教室棟１～４階）
・体育館棟改修工事（トイレ改修、更衣室の倉庫
化）

建築工事 入札 2023年4月下旬 2024年2月上旬 ○

世田谷区立駒留中学校耐震補
強工事（Ｒ５耐震）

世田谷区下馬四丁目１８
番１号

校舎棟耐震補強工事及びそれに伴う設備配管
等の改修工事

建築工事 入札 2023年4月下旬 2023年11月下旬 ○

世田谷区立教育会館内不登校
特例校分教室整備に伴う内部
改修工事

世田谷区弦巻三丁目１６
番８号

当該居室の間仕切り新設及び既存什器の撤去
及びそれに伴う電気機械の改修

建築工事 入札 2023年4月下旬 2023年8月下旬 ○

世田谷区立上用賀五丁目高齢
者施設改修工事（令和５年度）

世田谷区上用賀五丁目１
４番１号

中長期保全計画に基づく改修工事。 建築工事 入札 2023年4月下旬 2024年3月上旬

世田谷区立尾山台小学校北校
舎西系統他トイレ改修工事

世田谷区尾山台三丁目１
１番１号

西系統トイレ全面改修　改修面積１２６㎡（トイレ
内面積１階から３階）
中央トイレ和便器の洋式便器化他改修９カ所（１
階から３階）に伴う内装改修工事
東系統トイレ和便器の洋式便器化他改修６カ所
（１階から３階）に伴う内装改修工事
普通教室天井改修（旧ランチルーム）１室
※和便器の洋式便器化改修（機械設備工事）

建築工事 入札 2023年4月下旬 2023年9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。6/30
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件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立千歳小学校トイレ改
修工事

世田谷区成城九丁目６番
１号

北系統・東系統トイレの和便器の洋式便器化改
修
北系統・東系統トイレの床仕上げ改修、建具改
修（１階から３階）
ランチルームを「第二職員室、 廊下、印刷室」へ
内装改修
 ２F・３Fのリフト前家具撤去・補修と建具新設の
改修工事
すまいるルームへサーバー室設置（パーティショ
ン設置）
非常用インターフォン改修工事（全室）

建築工事 入札 2023年4月下旬 2023年10月下旬

世田谷区池尻まちづくりセン
ター改修電気設備工事（令和５
年度）

世田谷区池尻三丁目２７
番２１号

中長期保全計画に基づく改修工事 電気工事 入札 2023年4月下旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立経堂小学校体育館
照明設備改修工事

世田谷区桜上水一丁目２
３番３号

トイレ、舞台照明を除いた照明器具ＬＥＤ化。 電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年8月下旬

世田谷区立尾山台小学校北校
舎西系統他トイレ改修電気設備
工事

世田谷区尾山台三丁目１
１番１号

西側トイレの全面改修に伴う電気設備工事及び
中央・東側トイレの電灯LED化

電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月下旬

世田谷区民健康村なかのビレ
ジ外１施設外灯改修工事

群馬県利根郡川場村大字
中野６２６外１箇所

（なかのビレジ）食堂前広場等の外灯の改修
（ふじやまビレジ）水道施設～厨房裏口までの
外灯の改修

電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年10月上旬

世田谷区立千歳台小学校普通
教室化改修電気設備工事

世田谷区千歳台四丁目２
４番１号

・BOP棟２階の用途変更による全面改修に伴う
電気設備工事
・特別支援学級→図書室、図書室→普通教室
化に伴う電気設備工事
・北校舎東系統及び体育館棟トイレ改修に伴う
電気設備工事
・給食員休憩室及び印刷室改修に伴う電気設

電気工事 入札 2023年4月下旬 2024年2月上旬

世田谷区立上祖師谷中学校内
部大規模改修電気設備工事（３
期）

世田谷区上祖師谷七丁目
１０番１号

内部大規模改修に伴う電気設備工事 電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年8月下旬

世田谷区立八幡山小学校内部
改修電気設備工事

世田谷区八幡山一丁目１
４番１号

普通教室化に伴う電気設備工事
非常用ｲﾝﾀｰﾎﾝ更新工事
トイレ照明のLED化

電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年11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。7/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立八幡山小学校受変
電設備改修工事

世田谷区八幡山一丁目１
４番１号

受変電設備の動力部改修 電気工事 入札 2023年4月下旬 2024年1月上旬

世田谷区立世田谷福祉作業所
改修電気設備工事

世田谷区下馬二丁目３１
番３４号

大規模改修工事に伴う機器更新・移設 電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年11月下旬

世田谷区立上用賀五丁目高齢
者施設電気設備改修工事

世田谷区上用賀五丁目１
４番１号

中長期改修工事に伴う電気設備工事。 電気工事 入札 2023年4月下旬 2024年3月上旬 ○

世田谷区立玉川区民会館別館
舞台設備改修工事

世田谷区上用賀五丁目１
４番１号

ホール内舞台機構・照明・音響・映像設備の改
修工事。

電気工事 入札 2023年4月下旬 2024年3月上旬 ○

世田谷区立事務センター消防設
備改修工事

世田谷区弦巻二丁目２３
番１号

火災受信機操作盤の更新及び館内非常用設備
の更新。

電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年12月下旬

世田谷区立砧南小学校内部改
修電気設備工事

世田谷区鎌田四丁目３番
１号

・トイレ改修、給食室改修、給食配膳スペース新
設に伴う電気設備工事
・非常用インターホン更新工事

電気工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月下旬 ○

世田谷区立砧南小学校空気調
和設備工事（１期）

世田谷区鎌田四丁目３番
１号

特別教室空調改修工事１式
原則配管リプレース対応・建築・電気含む

空調工事 入札 2023年4月下旬 2023年10月上旬

世田谷区立上祖師谷中学校内
部大規模改修機械設備工事（３
期）

世田谷区上祖師谷七丁目
１０番１号

世田谷区立上祖師谷中学校内部大規模改修工
事（３期）に伴う機械設備工事

空調工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立八幡山小学校クラ
ス増に伴う内部改修機械設備
工事

世田谷区八幡山一丁目１
４番１号

クラス増に伴う内部改修工事（機械設備工事）
空調、給排水衛生、和便器の洋便器化、他

空調工事 入札 2023年4月下旬 2023年11月下旬

世田谷区立用賀小学校内部改
修機械設備工事

世田谷区上用賀六丁目１
４番１号

内部改修工事に伴う機械設備工事 空調工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立東深沢中学校空気
調和設備改修工事

世田谷区深沢四丁目１８
番２８号

美術室系統のＧＨＰ室外機１台、室内機４台の
配管再利用更新工事

空調工事 入札 2023年4月下旬 2023年8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。8/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
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世田谷区立千歳台小学校普通
教室化改修機械設備工事

世田谷区千歳台四丁目２
４番１号

・BOP棟２階の用途変更による全面改修に伴う
機械設備工事
・特別支援学級→図書室、図書室→普通教室
化に伴う機械設備工事
・北校舎東系統及び体育館棟トイレ改修に伴う
機械設備工事
・給食員休憩室及び印刷室改修に伴う機械設
備工事
・受水槽更新

給排水衛生工事 入札 2023年4月下旬 2024年2月上旬

世田谷区立砧南小学校内部改
修機械設備工事

世田谷区鎌田四丁目３番
１号

給食室改修、給食配膳スペース新設に伴う機械
設備工事
各階トイレ洋式化工事に伴う機械設備工事

給排水衛生工事 入札 2023年4月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立尾山台小学校北校
舎西系統他トイレ改修機械設備
工事

世田谷区尾山台三丁目１
１番１号

西系統トイレ全面改修
中央トイレおよび東系統トイレの和便器の洋便
器化
受水槽の更新

給排水衛生工事 入札 2023年4月下旬 2024年9月下旬

世田谷区立二子玉川小学校北
校舎棟内部改修機械設備他工
事

世田谷区玉川四丁目６番
１号

北校舎棟の内部改修・トイレ改修・受水槽更新 給排水衛生工事 入札 2023年4月下旬 2023年10月下旬 ○

世田谷区立世田谷福祉作業所
改修機械設備工事

世田谷区下馬二丁目３１
番６号

大規模改修工事。 給排水衛生工事 入札 2023年4月下旬 2023年11月下旬

主要な生活道路築造工事（世区
街10号線　道路植栽）【北沢二
丁目25番から24番先】

世田谷区北沢二丁目25番
から24番先

道路植栽工（高木12本等） 造園 入札 2023年4月下旬 2023年8月下旬

路面改良工事（暫分解消）【南烏
山五丁目１９番から２５番先】

南烏山五丁目１９番から２
５番先

道路延長３００ⅿ、道路幅員４．０ⅿ、道路面積
１，２００㎡

道路舗装工事 入札 2023年5月上旬 2023年12月下旬 ○

路面改良工事（打換）
【瀬田二丁目１７番から７番先外
１箇所】

瀬田二丁目１７番から７番
先外１箇所

道路総延長170m、道路幅員8.0～9.0m、道路総
面積1500㎡【道路補修工】As舗装工、通安全施
設工

道路舗装工事 入札 2023年5月上旬 2023年9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。9/30
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工期
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世田谷区立上北沢一丁目ア
パート改修工事

世田谷区上北沢一丁目２
５番１号

内装改修工事 建築工事 入札 2023年5月上旬 2023年12月下旬 ○

世田谷区立船橋小学校内部改
修工事

世田谷区船橋四丁目４１
番１号

学級増に伴うランチルーム・図工室改修工事
危害防止装置工事（防火クロススクリーン：８箇
所）
制御盤への電源配線工事

建築工事 入札 2023年5月上旬 2023年8月下旬 ○

世田谷区立千歳中学校トイレ改
修工事

世田谷区千歳台六丁目１
５番１号

校舎棟３系統のトイレ及び倉庫改修に伴う建築
工事
防火シャッター改修工事

建築工事 入札 2023年5月上旬 2023年10月上旬

世田谷区立桜丘中学校内部改
修工事

世田谷区桜丘二丁目１番
３９号

特別教室改修。配膳室改修。トイレの洋式化。
空調工事に伴う建築工事。

建築工事 入札 2023年5月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立二子玉川小学校北
校舎棟内部改修工事

世田谷区玉川四丁目６番
１号

北校舎棟の内部改修・トイレ改修 建築工事 入札 2023年5月上旬 2023年10月下旬

世田谷区立緑丘中学校校舎５
棟２２棟改修工事（Ｒ５耐震）

世田谷区桜上水三丁目１
９番１２号

耐震改修工事、外構工事 建築工事 入札 2023年5月上旬 2023年10月下旬

世田谷区立池尻小学校耐震改
修工事（Ｒ５耐震）

世田谷区池尻二丁目４番
１０号

耐震改修工事 建築工事 入札 2023年5月上旬 2023年10月下旬

世田谷区立玉川小学校校庭改
修工事

世田谷区中町二丁目２９
番１号

校庭改修（Ｕ字溝の新設含む） 運動場施設 入札 2023年5月上旬 2023年8月下旬 ○

世田谷区立千歳中学校トイレ改
修電気設備工事

世田谷区千歳台六丁目１
５番１号

校舎棟３系統のトイレ改修に伴う電気設備工事 電気工事 入札 2023年5月上旬 2023年10月上旬

世田谷区立桜丘中学校普通教
室化他改修電気設備工事

世田谷区桜丘二丁目１番
３９号

普通教室及び特別教室改修。自動火災報知設
備工事。 空調工事に伴う電気設備工事。

電気工事 入札 2023年5月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立千歳中学校トイレ改
修機械設備工事

世田谷区千歳台六丁目１
５番１号

校舎棟３系統のトイレ改修に伴う機械設備工事 給排水衛生工事 入札 2023年5月上旬 2023年10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。10/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表
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入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
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世田谷区立上野毛自然公園階
段デッキ改修工事

上野毛二丁目１７番９号
デッキの塗装及び溶接補強約４００㎡、階段板
（ｔ＝４０）の交換５０㎡、準備工ほか

造園 入札 2023年5月上旬 2023年12月下旬

路面改良工事（打換）【桜上水一
丁目１番から赤堤三丁目３８番
先外１箇所】

桜上水一丁目１番から赤
堤三丁目３８番先外１箇所

道路延長４２０ⅿ、道路幅員５．０ⅿ、道路面積
２，１００㎡

道路舗装工事 入札 2023年5月下旬 2023年11月下旬

路面改良工事（舗装）【南烏山四
丁目１番先】

南烏山四丁目１番先
道路延長５０ⅿ、道路幅員４．０ⅿ、道路面積２
００㎡

道路舗装工事 入札 2023年5月下旬 2023年10月下旬

地先道路築造工事（付替道路
K）【給田二丁目２１番から１９番
先】

給田二丁目２１番から１９
番先

道路延長６０ｍ、道路幅員４．０ｍ、道路面積２４
０㎡

道路舗装工事 入札 2023年5月下旬 2023年8月下旬 ○

地先道路築造工事（付替道路
Ⅰ）【上北沢四丁目３６番から三
丁目３６番】

上北沢四丁目３６番から
三丁目３６番

道路延長２００ｍ、道路幅員９．０ｍ、道路面積
１，８００㎡

道路舗装工事 入札 2023年5月下旬 2024年2月上旬

世田谷区桜上水五丁目付近枝
線その３工事

桜上水五丁目３４番先 管路線路延長40ｍ、管径250㎜ 下水道施設工事 入札 2023年5月下旬 2023年12月下旬

世田谷区立八幡山小学校内部
改修工事

世田谷区八幡山一丁目１
４番１号

クラス増に伴う内部改修工事
・図書室→図工室、少人数教室
・図工室→普通教室
・ランチルーム→図書室、調理員休憩室

建築工事 入札 2023年5月下旬 2023年10月下旬 ○

世田谷区立上祖師谷中学校内
部改修工事

世田谷区上祖師谷七丁目
１０番１号

クラス増に伴う内部改修工事
全面改修（クラス増・職員室増・その他） 建築工事 入札 2023年5月下旬 2023年8月下旬 ○

世田谷区立桜木中学校普通教
室化他改修工事

世田谷区桜一丁目４８番１
５号

クラス増に伴う内部改修工事、トイレの洋便器
化に伴う内装改修

建築工事 入札 2023年5月下旬 2023年9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。11/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立下北沢小学校普通
教室化他改修工事

世田谷区大原一丁目４番
６号

普通教室化他内部改修工事。 建築工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月上旬 ○

世田谷区立東深沢小学校普通
教室化他改修工事

世田谷区深沢三丁目７番
１号

普通教室化他内部改修工事。 建築工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月上旬 ○

世田谷区立松丘小学校普通教
室他改修工事

世田谷区弦巻三丁目２３
番１２号

普通教室化他内部改修工事。 建築工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立中丸小学校普通教
室化改修工事

世田谷区野沢三丁目３４
番１６号

普通教室化他内部改修工事。 建築工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

等々力保育園解体工事
世田谷区等々力五丁目２
２番２２号

保育園園舎解体工事RC２階建
敷地面積１３１４㎡、延床面積６３２㎡

解体工事 入札 2023年5月下旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立喜多見小学校外部
改修工事

世田谷区喜多見三丁目１
１番１号

外壁他改修工事 一般塗装 入札 2023年5月下旬 2023年11月下旬 ○

世田谷区世田谷四丁目付近光
ファイバーケーブル移設工事

世田谷四丁目２１番先
光ファイバーケーブル通線300ｍ（庁内200ｍ、
庁外100ｍ）、光ファイバーケーブル撤去634ｍ

電気工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立大蔵運動場外１施
設テニスコート照明他改修工事

世田谷区大蔵四丁目６番
１号

・テニスコート照明器具のLED化（大蔵運動場、
大蔵第二運動場）
・ＩＴＶ設備の更新工事（大蔵運動場）

電気工事 入札 2023年5月下旬 2024年1月下旬

世田谷区立東深沢小学校普通
教室化他改修電気設備工事

世田谷区深沢三丁目７番
１号

内部改修、洋便器化改修、非常用インターホン
改修

電気工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月上旬

世田谷区立松丘小学校普通教
室化他改修電気設備工事

世田谷区弦巻三丁目２３
番１２号

内部改修、トイレ改修、受変電設備改修工事。 電気工事 入札 2023年5月下旬 2023年9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。12/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立桜木中学校普通教
室化他改修電気設備工事

世田谷区桜一丁目４８番１
５号

普通教室化等改修、トイレ改修。 電気工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立中丸小学校普通教
室化改修電気設備工事

世田谷区野沢三丁目３４
番１６号

内部改修、洋便器化、非常インターホン改修 電気工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立中央図書館防災監
視盤改修工事

世田谷区弦巻三丁目１６
番８号

防災監視盤更新の更新。 電気工事 入札 2023年5月下旬 2023年12月下旬

世田谷区立桜木中学校普通教
室化他改修機械設備工事

世田谷区桜一丁目４８番１
５号

空気調和設備工事、衛生設備工事、計装工事 空調工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立松丘小学校普通教
室化他改修機械設備工事

世田谷区弦巻三丁目２３
番１２号

空気調和設備工事、衛生設備工事、計装工事 空調工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

世田谷区立東深沢小学校普通
教室化他改修機械設備工事

世田谷区深沢三丁目７番
１号

洋便器化改修工事及び普通教室化改修工事に
伴う機械設備工事。

空調工事 入札 2023年5月下旬 2024年9月下旬 ○

世田谷区立中丸小学校普通教
室化他改修機械設備工事

世田谷区野沢三丁目３４
番１６号

内部改修工事に伴う機械設備工事 給排水衛生工事 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

玉川野毛町公園第１期拡張工
事

世田谷区野毛一丁目19番
～２３番

工事面積：約１５,０００㎡　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、排水設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2023年5月下旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立目黒川緑道
舗装改修外その２工事

池尻4-23先から3-9先
ほか１箇所

園路舗装改修　　　  ：353㎡
園路舗装保護コート ：353㎡
人道橋撤去設置　　 ：2基

造園 入札 2023年5月下旬 2023年9月下旬

路面改良工事（打換）【松原五丁
目３６番から松原四丁目３６番
先】

松原五丁目３６番から松
原四丁目３６番先

道路延長８０ⅿ、道路幅員４．６ⅿ、道路面積３
７０㎡

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2023年12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。13/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

路面改良工事（暫分解消）【松原
二丁目９番から松原三丁目１番
先】

松原二丁目９番から松原
三丁目１番先

道路延長１８０ⅿ、道路幅員４．５ⅿ、道路面積
８１０㎡

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2023年12月下旬 ○

歩道整備工事（改良）（梅丘通り
その１）

代沢四丁目４１番から２９
番先

道路延長１５０ⅿ、道路幅員１２．０ⅿ、道路面
積１，６５０㎡

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2024年1月下旬 ○

歩道整備工事（改良）（補助２１
５　その１）

八幡山一丁目１７番から１
番先

道路延長１１０ⅿ、道路幅員１２．０ⅿ、道路面
積１，７６０㎡

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2023年12月上旬 ○

主要な生活道路築造工事（梅丘
通り交差点改良）

代田一丁目３９番から３７
番先

道路延長５８．１ⅿ、道路幅員９．０ⅿ、道路面積
７０９㎡

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2023年10月下旬

路面改良工事（打換）
【尾山台三丁目34番から23番先
外1箇所】

尾山台三丁目34番から23
番先外1箇所

道路総延長240m、道路幅員7.0～6.0m、道路面
積1600㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交
通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2024年1月下旬

雨水貯留浸透施設整備工事
【中町五丁目19番～15番先外4
箇所】

中町五丁目19番～15番先
外4箇所

道路総延長750m、道路幅員4.0m、道路総面積
3000㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通
安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2024年1月下旬

路面改良工事（打換）
【砧一丁目22番～16番先外1箇
所】

砧一丁目22番～16番先外
２箇所

道路総延長170m、道路幅員8.0～9.0m、道路総
面積1500㎡【道路補修工】As舗装工、通安全施
設工、防護柵含む（岡本3-36～28含む）

道路舗装工事 入札 2023年6月上旬 2023年10月上旬

エレベーター更新工事【三茶パ
ティオ】

太子堂四丁目２２番内
世田谷区歩行者専用道第一号線（三茶パティ
オ）　エレベーター更新　１箇所

建築工事 入札 2023年6月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立岡本公園民家園東
屋屋根他改修工事

世田谷区喜多見五丁目２
７番４号
世田谷区岡本二丁目１９
番１号

岡本公園民家園内、東屋の杉皮葺き屋根の葺き替え
及び、壁面（腰壁）の土壁改修

建築工事 入札 2023年6月上旬 2024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。14/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立烏山地下自転車等
駐輪場改修工事

世田谷区南烏山六丁目２
番２１号

出入口棟（２棟）の改修工事
外部改修（屋根、外壁、鉄部塗装）
内部改修（内壁クラック補修、段鼻補修、鉄部塗
装）

建築工事 入札 2023年6月上旬 2023年9月上旬

世田谷区立世田谷小学校トイレ
他内部改修工事

世田谷区宮坂一丁目３８
番４号

トイレの洋便器化に伴う内装改修他内部改修工
事。

建築工事 入札 2023年6月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立松沢児童館改修工
事(令和５年度)

世田谷区赤堤四丁目３７
番１４号

内・外部改修工事 建築工事 入札 2023年6月上旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立中里小学校普通教
室内部改修工事

世田谷区三軒茶屋一丁目
４番１号

普通教室の壁改修工事 建築工事 入札 2023年6月上旬 2023年8月下旬

世田谷区立野沢地区会館改修
工事（令和５年度）

世田谷区野沢一丁目８番
１４号

中長期保全計画に基づく改修工事 建築工事 入札 2023年6月上旬 2024年３月上旬 ○

世田谷区立明正小学校南側外
壁改修工事

世田谷区成城三丁目３号
１番

校舎棟の外壁改修工事 一般塗装 入札 2023年6月上旬 2023年11月上旬 ○

世田谷区立世田谷美術館監視
カメラ設備改修工事

世田谷区砧公園一丁目２
番

館内カメラシステムの部分更新 電気工事 入札 2023年6月上旬 2023年10月上旬

世田谷区立深沢区民センター受
変電設備改修工事

世田谷区深沢四丁目３３
番１１号

受変電設備改修工事 電気工事 入札 2023年6月上旬 2025年1月下旬

世田谷区立弦巻区民センター改
修電気設備工事（令和５年度）

世田谷区弦巻一丁目２６
番１１号

中長期保全計画に基づく改修工事 電気工事 入札 2023年6月上旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立野沢地区会館改修
電気設備工事（令和５年度）

世田谷区野沢一丁目８番
１４号

中長期保全計画に基づく改修工事 電気工事 入札 2023年6月上旬 2024年3月上旬 ○

世田谷区立世田谷小学校トイレ
改修他電気設備工事

世田谷区宮坂一丁目３８
番４号

シャッター改修、内部改修、非常用インターホン
改修、トイレ改修

電気工事 入札 2023年6月上旬 2023年9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。15/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立松沢児童館改修電
気設備工事（令和５年度）

世田谷区赤堤四丁目３７
番１４号

中長期保全計画に基づく電気設備工事 電気工事 入札 2023年6月上旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立野沢地区会館改修
機械設備工事（令和５年度）

世田谷区野沢一丁目８番
１４号

中長期保全計画に基づく改修工事 空調工事 入札 2023年6月上旬 2024年3月下旬 ○

世田谷区立松沢児童館改修機
械設備工事（令和５年度）

世田谷区赤堤四丁目３７
番１４号

中長期保全計画に基づく改修工事 空調工事 入札 2023年6月上旬 2024年2月下旬

世田谷区民健康村ふじやまビレ
ジ外２施設改修機械設備工事

群馬県利根郡川場村大字
谷地１３２０、群馬県利根
郡川場村大字中野６２６、
群馬県利根郡川場村大字
中野字天代６６３

・ふじやまビレジ及びなかのビレジ及び森のむら
の空気調和設備改修、設置工事
・なかのビレジの浄化槽三次処理用水中ブロ
ワー取替工事

空調工事 入札 2023年6月上旬 2023年12月上旬

世田谷区立北沢南区民集会所
改修機械設備工事（令和５年
度）

世田谷区北沢三丁目２５
番８号

中長期改修工事に伴う機械設備工事。 空調工事 入札 2023年6月上旬 2023年12月下旬

世田谷区立デイ・ホーム桜丘中
水ポンプ改修工事

世田谷区桜丘一丁目１９
番２２号

中水槽水中ポンプの改修工事。 給排水衛生工事 入札 2023年6月上旬 2024年1月下旬

世田谷区営弦巻二丁目アパート
水道直結化工事

世田谷区弦巻二丁目１５
番１号

水道直結化工事 給排水衛生工事 入札 2023年6月上旬 2024年３月下旬

仮称大蔵４－５緑地整備工事 世田谷区大蔵四丁目５番
工事面積：約２,０００㎡　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、排水設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2023年6月上旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立はなみずき広場フェ
ンス改修工事

玉川四丁目４番２６号先 生垣等撤去工１式、フェンス設置工 造園 入札 2023年6月上旬 2023年9月下旬

世田谷区民健康村ふじやまビレ
ジ外１施設外構改修工事

群馬県利根郡川場村大字
谷地１３２０、群馬県利根
郡川場村大字中野６２６

（ふじやまビレジ）厨房入り口までの通路舗装改
修工事
（なかのビレジ）食堂前広場～屋根付き広場外
部階段木製手摺改修工事

建築工事 入札 2023年6月下旬 2023年9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。16/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区烏山総合支所地下駐
車場平面化改修工事

世田谷区南烏山六丁目２
２番１４号

機械式駐車場の平面化改修工事 建築工事 入札 2023年6月下旬 2024年1月上旬 ○

世田谷区立大蔵地区会館改修
工事（令和５年度）

世田谷区砧三丁目５番６
号

中長期保全計画に基づく工事一式 建築工事 入札 2023年6月下旬 2024年1月下旬 ○

蛇崩川緑道改修工事【上馬５－
２先から５－１先】

世田谷区上馬５丁目２番
先から５丁目１番先

工事延長：約２６０ｍ　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 2023年6月下旬 2024年2月上旬

烏山川緑道改修工事【梅が丘２
－８先から世田谷４－２８先】

世田谷区梅が丘二丁目８
番先から世田谷四丁目28
番先

工事延長：約２１０ｍ　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 2023年6月下旬 2024年2月上旬

岡本公園第１期改修工事 岡本二丁目１９番
工事面積：約８,０００,㎡　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、給排水設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2023年6月下旬 2024年2月下旬 ○

路面改良工事（打換）
【千歳台四丁目８番～１番先】

千歳台四丁目８番～１番
先

道路延長150m、車道幅員8.0m、車道面積1200
㎡、路面切削工、車道As舗装工、街渠補修工、
交通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年7月上旬 2023年12月上旬

路面改良工事（打換）【深沢一丁
目25番～24番先外1箇所】

深沢一丁目25番～24番先
外1箇所

道路延長150m、道路幅員6.0m、道路面積900㎡
【道路補修工】As舗装工、交通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年7月上旬 2023年11月下旬 ○

路面改良工事（打換）
【奥沢五丁目14番～11番先】

奥沢五丁目14番～11番先
道路延長240m、道路幅員5.5m、道路面積1300
㎡【道路補修工】As舗装工、交通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年7月上旬 2023年11月下旬

桜新町自転車等駐車場拡張整
備工事

世田谷区桜新町二丁目７
番１５号

車止め柵設置工、フェンス設置・撤去工、区画
線（駐輪枠）工

道路標識設置 入札 2023年7月上旬 2023年10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。17/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区広報板撤去、新設工
事（梅丘１丁目２番外１箇所）

世田谷区梅丘１丁目２番
外１箇所

世田谷区広報板撤去、新設工事 道路標識設置 入札 2023年7月上旬 2023年9月下旬

世田谷区立用賀３丁目公園出
入口改修工事

用賀三丁目２７番１３号 出入口歩道切り下げ 一般土木工事 入札 2023年7月上旬 2023年10月上旬

谷戸川整備工事（その4）
【岡本一丁目9番先】

岡本一丁目9番先
整備延長40m【水路川補修工】護岸補修工、張
出歩道設置工、交通安全施設工、転落防止柵
設置工

河川工事 入札 2023年7月上旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立玉川台公園トイレ改
築工事

世田谷区玉川台二丁目１
８番２０号

公園トイレ改築工事
上記に伴う電気工事・機械設備工事

建築工事 入札 2023年7月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立教育相談室玉川分
室外部改修工事

世田谷区玉川二丁目１番
１５号

外壁他改修工事 一般塗装 入札 2023年7月上旬 2023年11月下旬

世田谷区営経堂四丁目住宅外
壁改修工事

世田谷区経堂四丁目１３
番１１号

外壁、防水防水、鉄部塗装、外部ベンチの改修
工事

一般塗装 入札 2023年7月上旬 2024年2月下旬

用賀自転車等駐車場外灯基礎
補修及びＬＥＤ化工事

世田谷区用賀四丁目５番
５号先

基礎補修工、照明器具設備工 電気工事 入札 2023年7月上旬 2023年9月下旬

仮称みつ池北緑地拡張工事
世田谷区成城四丁目２０
番

工事面積：約１,０００㎡　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、排水設備工、電気設備工、植栽工　他

造園 入札 2023年7月上旬 2024年2月下旬

園路整備工事（玉川上水第二緑
道）

玉川上水第二緑道
（北沢５－２４先）

園路の設置、引込柱移設、ほか 造園 入札 2023年7月上旬 2023年10月下旬 ○

世田谷区立希望丘北公園複合
遊具更新外工事

世田谷区千歳台四丁目２
９番１号

複合遊具更新工、ダスト舗装復旧工、植栽工
外

造園 入札 2023年7月上旬 2023年11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。18/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

路面改良工事（表層改良）【弦巻
一丁目５２番から弦巻二丁目８
番先】

弦巻一丁目５２番から弦
巻二丁目８番先

道路延長６１０ⅿ、道路幅員５．０ⅿ、道路面積
３，０５０㎡（歩道のみ）

道路舗装工事 入札 2023年7月下旬 2023年11月下旬 ○

路面改良工事（舗装）【給田四丁
目８番先】

給田四丁目８番先
道路延長７５ⅿ、道路幅員２．０ⅿ、道路面積１
５０㎡

道路舗装工事 入札 2023年7月下旬 2023年12月上旬

世田谷区立弦巻区民センター改
修工事（令和５年度）

世田谷区弦巻一丁目２６
番１１号

設備機器更新に伴う内部改修工事、外壁・屋上
防水改修

建築工事 入札 2023年7月下旬 2024年2月下旬

世田谷区立弦巻区民センター改
修機械設備工事（令和５年度）

世田谷区弦巻一丁目２６
番１１号

中長期保全計画に基づく改修工事 空調工事 入札 2023年7月下旬 2024年2月下旬 ○

豪徳寺一丁目１番先防火水槽
設置工事

世田谷区豪徳寺一丁目１
番先

防火水槽（４０㎥、鋼製小判型、親子蓋、水中は
しご）設置工事、水利標識設置工事

一般土木工事 入札 2023年8月上旬 2023年12月下旬

橋梁新設改良工事(成城橋外1
橋 補修)【祖師谷三丁目13番か
ら成城六丁目1番先外1橋】

祖師谷三丁目13番から成
城六丁目1番先外1橋

橋長：24.7m　幅員：8.3m
塗装塗替他

橋りょう工事 入札 2023年8月上旬 2024年3月下旬

橋梁新設改良工事(利剣の橋外
2橋 補修)【等々力一丁目21番
から野毛一丁目16番先外2橋】

等々力一丁目21番から野
毛一丁目16番先外2橋

橋長：4.6m　幅員：1.9m
上部工取替他

橋りょう工事 入札 2023年8月上旬 2024年3月下旬

世田谷区立砧工房改修工事（令
和５年度）

世田谷区砧四丁目３２番１
４号

中長期保全計画に基づく建築工事一式
上記に伴う機械設備工事

建築工事 入札 2023年8月上旬 2024年2月下旬

三茶パティオシャッター改修工
事

三茶パティオ内指定箇所 シャッター改修工 建築工事 入札 2023年8月上旬 2023年10月上旬

宮本三郎記念美術館外壁改修
工事(令和５年度）

世田谷区奥沢五丁目３８
番１３号

中長期保全計画に基づく外壁改修工事 一般塗装 入札 2023年8月上旬 2023年12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。19/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立成城さくら児童館外
構整備工事

世田谷区成城三丁目１８
番２３号

外構（ダスト舗装）の勾配不良の整備 運動場施設 入札 2023年8月上旬 2023年10月下旬

世田谷区立総合運動場温水
プール電灯盤内リモコンリレー
改修工事

世田谷区大蔵四丁目６番
１号

館内照明制御用リモコンリレー及びターミナル
ユニットの改修

電気工事 入札 2023年8月上旬 2023年10月下旬

世田谷区立砧工房改修電気設
備工事（令和５年度）

世田谷区砧四丁目３２番１
４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 2023年8月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立総合運動場温水
プール受変電設備改修工事（２
期）

世田谷区大蔵四丁目６番
１号

受変電設備の部分更新 電気工事 入札 2023年8月上旬 2024年4月下旬

世田谷区立事務センター受変電
設備改修工事

世田谷区弦巻二丁目２３
番１号

事務センター受変電室の変圧器・コンデンサ更
新工事

電気工事 入札 2023年8月上旬 2024年1月下旬

世田谷区立北沢南区民集会所
改修電気設備工事（令和５年
度）

世田谷区北沢三丁目２５
番８号

中長期改修工事に伴う電気設備工事。 電気工事 入札 2023年8月上旬 2023年12月下旬 ○

世田谷区立北沢区民会館照明
改修他電気設備工事

世田谷区北沢二丁目８番
１８号

ホール照明のLED化改修及び調光装置予防保
全工事。

電気工事 入札 2023年8月上旬 2024年1月下旬

赤羽根公園改修工事 松原五丁目３０番

工事面積：約1,７６０㎡　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、給排水設備工、電気設備工、擁壁工、植栽
工　他

造園 入札 2023年8月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立したのやばし公園ほ
か遊具改修工事

太子堂3-1-30ほか1箇所
複合遊具撤去工　2基、小型複合遊具設置工　1
基、すべり台設置工　1基

造園 入札 2023年8月上旬 2023年11月上旬 ○

園路改修工事（羽根木公園）
羽根木公園
（代田４－３８－５２）

劣化した木質系舗装園路の改修工事 造園 入札 2023年8月上旬 2023年12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。20/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立上用賀四丁目公園
ブロック塀改修工事

上用賀四丁目３３番１６号 ブロック塀改修 造園 入札 2023年8月上旬 2023年11月上旬

主要な生活道路築造工事（世区
街10号線　その2）【北沢二丁目
25番から9番先】

世田谷区北沢二丁目25番
から9番先

施工面積700㎡、歩道舗装工、街築工、交通安
全施設工、道路照明工、等

道路舗装工事 入札 2023年8月下旬 2024年2月下旬

路面改良工事（打換） 【桜丘五
丁目２８番先】

桜丘五丁目２８番先
道路延長１１０ⅿ、道路幅員４．０ⅿ、道路面積
４４０㎡

道路舗装工事 入札 2023年8月下旬 2024年1月下旬

路面改良工事（受託復旧）【北沢
二丁目４０番から代田六丁目１
番先】

北沢二丁目４０番から代
田六丁目１番先

道路延長２６０ⅿ、道路幅員６．３ⅿ、道路面積
１，６４０㎡

道路舗装工事 入札 2023年8月下旬 2024年2月下旬

世田谷区広報板撤去、新設工
事(世田谷区八幡山３丁目３７番
外1箇所)

・八幡山３丁目３７番
　１２号　中央公園前
・八幡山３丁目３７番
　駐車場角

都営八幡山アパート建替え工事に伴う、世田谷
区広報板の撤去・新設工事

道路標識設置 入札 2023年8月下旬 2023年9月下旬

（仮）路上ベンチ設置工事 未定 ベンチ５基 一般土木工事 入札 2023年9月上旬 2024年1月下旬

世田谷区立大蔵第二運動場外
１施設屋外プール他改修工事

世田谷区大蔵四丁目７番
１号
世田谷区大蔵四丁目６番
１号

・大蔵第二運上場屋外プールスライダー階段改
修
・大蔵第二運動場屋外プールプール棟屋上防
水改修
・総合運動場陸上競技場観覧席手摺改修

建築工事 入札 2023年9月上旬 2024年2月下旬

旧世田谷区立玉川赤ちゃんの
家内部改修工事

世田谷区玉川三丁目２７
番１号

内装改修工事 建築工事 入札 2023年9月上旬 2023年12月下旬

（仮称）世田谷区粕谷二丁目農
福連携地整備工事

世田谷区粕谷二丁目７番 トイレ新築、外構整備 建築工事 入札 2023年9月上旬 2024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。21/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区営桜新町二丁目ア
パート外壁改修工事

世田谷区桜新町二丁目１
３番１５号

外壁、屋上防水、鉄部塗装改修工事 一般塗装 入札 2023年9月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立大蔵第二運動場ゴ
ルフ練習場及びテニスコート改
修工事

世田谷区大蔵四丁目７番
１号

・ゴルフ練習場人工芝全面張替及びターゲット
グリーン改修
・テニスコート水はけ改修

運動場施設 入札 2023年9月上旬 2024年2月下旬 ○

世田谷区立三宿中学校消防設
備等改修工事

世田谷区太子堂一丁目３
番４３号

自火報設備、非常用放送設備、放送卓の更新。 電気工事 入札 2023年9月上旬 2024年2月下旬

喜多見農業公園拡張工事 喜多見四丁目３番
工事面積：約１,２００,㎡　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 2023年9月上旬 2024年2月下旬 ○

遊具改修工事（玉川地域） 玉川地域 すべり台等の遊具改修 造園 入札 2023年9月上旬 2023年12月上旬

世田谷区立宇奈根渡し場道公
園外施設改修工事

世田谷区宇奈根二丁目８
番２８号　外

園路舗装改修工、車止め改修工、植栽工　外 造園 入札 2023年9月上旬 2023年12月下旬

世田谷区立西経堂第二児童遊
園外施設改修工事

世田谷区船橋五丁目１７
番１号　外

園路舗装改修工、縁石改修工、植栽工　外 造園 入札 2023年9月上旬 2023年12月下旬

街路樹植替え工事（成城街路
樹）

世田谷区成城一丁目～七
丁目先

サクラ植替え　外 造園 入札 2023年9月上旬 2023年12月下旬

令和５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管
内指定箇所

防護柵設置工１２０ｍ、区画線補修工１，０００
ｍ、道路反射鏡補修工３０本、道路標識設置工
１０本、滑り止め舗装工５００㎡等

道路標識設置 見積競争 2023年9月上旬 2024年3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。22/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

令和５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指定
箇所

防護柵設置工２００m、区画線補修工１，０００
ｍ、道路反射鏡補修工４０本、道路標識設置工
１０本、滑り止め舗装工３００㎡等

道路標識設置 見積競争 2023年9月上旬 2024年3月下旬

令和５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 2023年9月上旬 2024年3月下旬

令和５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・道路反射鏡
設置工　他

道路標識設置 見積競争 2023年9月上旬 2024年3月下旬

令和５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

防護柵設置工５ｍ、区画線補修工２，５００ｍ、
道路反射鏡補修工３０本、道路標識設置工５
本、滑り止め舗装工２５０㎡等

道路標識設置 見積競争 2023年9月上旬 2024年3月下旬

路面改良工事（打換）
【深沢四丁目33番～深沢五丁目
2番先】

深沢四丁目33番～深沢五
丁目2番先

道路延長200m、車道幅員9.0m、車道面積1800
㎡【道路補修工】As舗装工、交通安全施設工

道路舗装工事 入札 2023年9月下旬 2024年2月下旬

主要な生活道路築造工事（仮整
備）
【大蔵五丁目7番先】

大蔵五丁目7番先
道路延長150m、道路幅員16.0m、道路面積2400
㎡【道路舗装】As舗装工、排水工

道路舗装工事 入札 2023年9月下旬 2024年2月下旬

世田谷区玉川総合支所免震層
雨水誘導板設置工事

世田谷区等々力三丁目４
号１番

地下免震ピット内に、雨水誘導板を設置 建築工事 入札 2023年9月下旬 2023年12月下旬

世田谷区立北烏山地区体育室
第二運動場広場改修工事

世田谷区北烏山二丁目３
番先

運動広場の不陸整正・防球ネットの一部張替え 運動場施設 入札 2023年9月下旬 2023年12月下旬

路面改良工事（打換）
【鎌田二丁目26番～宇奈根一丁
目22番先外1箇所】

鎌田二丁目26番～宇奈根
一丁目22番先外1箇所

道路延長230m、道路幅員7.7～9.7m、道路面積
2000㎡【道路補修工】As舗装工、交通安全施設
工

道路舗装工事 入札 2023年10月上旬 2024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。23/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

自転車走行環境整備工事【成城
五丁目８番から喜多見八丁目２
２番先外１箇所】

成城五丁目８番から喜多
見八丁目２２番先外１箇所

道路総延長1555ｍ、自転車ナビマークなどの設
置
※船橋三丁目２３番から船橋一丁目５番先含む

道路標示塗装 入札 2023年10月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立二子玉川公園エント
ランス広場改修工事

玉川１丁目１６番１号 土壌軽量化工事１式 一般土木工事 入札 2023年10月上旬 2024年３月下旬

世田谷区営千歳台一丁目第２
アパート外構改修工事

世田谷区千歳台一丁目３
５番１号及び３６番２号

受水槽跡地の外構改修工事（アスファルト舗
装、フェンス、外灯）
受水槽（２棟）の解体

建築工事 入札 2023年10月上旬 2024年2月下旬

世田谷区北沢総合支所外部改
修他工事

世田谷区北沢二丁目８番
１８号

西側外壁面のベントキャップの取替及びシール
の打替え、地下の湧水補修、ホール内の建具
改修

建築工事 入札 2023年10月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立河口湖林間学校庇
他改修工事

山梨県富士河口湖町大石
字湖中２５８５

渡り廊下庇改修工事、シャッター工事 建築工事 入札 2023年10月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立大蔵運動場温水
プール管理事務所雨漏り改修
工事

世田谷区大蔵四丁目６番
１号

雨漏り改修工事 防水 入札 2023年10月上旬 2024年1月下旬

三茶パティオ扉・ガラリ改修工事 三茶パティオ内指定箇所 ガラリ・扉改修工 サッシュ 入札 2023年10月上旬 2023年12月下旬

野川河川整備工事（河川管理用
通路改修）【成城三丁目26番～
成城四丁目26番先】

成城三丁目26番～成城四
丁目26番先

整備延長650m【舗装工】アスファルト舗装 道路舗装工事 入札 2023年10月下旬 2024年2月下旬

世田谷区立総合運動場野球場
照明塔支柱一部塗装改修工事

世田谷区大蔵四丁目６号
１番

野球場の東名高速側の照明塔支柱の塗装改修
工事

一般塗装 入札 2023年10月下旬 2024年2月下旬

砧清掃事務所空調設備改修工
事

世田谷区八幡山二丁目７
番１

整備棟のエアコン改修工事 空調工事 入札 2023年10月下旬 2023年12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。24/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立東深沢小学校給食
室改修工事

世田谷区深沢三丁目７番
１号

給食室全面改修。 建築工事 入札 2023年11月上旬 2024年11月下旬

世田谷区立河口湖林間学園体
育館照明設備改修工事

山梨県富士河口湖町大石
字湖中 ２５８５

体育館アリーナ照明のLED化工事。 電気工事 入札 2023年11月上旬 2024年3月下旬

世田谷区立東深沢小学校給食
室改修電気設備工事

世田谷区深沢三丁目７番
１号

給食室全面改修。 電気工事 入札 2023年11月上旬 2024年11月下旬

世田谷区立桜小学校給食室改
修機械設備工事

世田谷区世田谷二丁目４
番１５号

給食室改修工事に伴う機械設備工事 空調工事 入札 2023年11月上旬 2024年12月下旬

世田谷区立東深沢小学校給食
室改修機械設備工事

世田谷区深沢三丁目７番
１号

給食室全面改修に伴う機械設備工事。 空調工事 入札 2023年11月上旬 2024年11月下旬

自転車走行環境整備工事【池尻
二丁目１９番から３１番先外３か
所】

池尻二丁目１９番から３１
番先外３か所

自転車ナビマーク等　道路延長１，８６０ｍ 道路標示塗装 入札 2023年11月下旬 2024年2月上旬

仙川河川整備工事（河床整正）
【砧七丁目18番～成城一丁目4
番先】

砧七丁目18番～成城一丁
目4番先

整備延長150m【河床整正工】河床整正 河川工事 入札 2023年11月下旬 2024年2月下旬

仙川河川整備工事（河床整正）
【岡本三丁目33番～鎌田四丁目
5番先】

岡本三丁目33番～鎌田四
丁目5番先

整備延長200m【河床整正工】河床整正 河川工事 入札 2023年11月下旬 2024年2月下旬

野川河川整備工事（導水路及び
河床の補修）【喜多見九丁目25
番先】

喜多見九丁目25番先 導水路補修工、河床整正工 河川工事 入札 2023年11月下旬 2024年2月下旬

野球場整備工事（羽根木公園）
羽根木公園
（代田４－３８－５２）

野球場整備工事
（内野整備工、ファールライン整備工ほか）

運動場施設 入札 2023年11月下旬 2024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。25/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立二子玉川緑地運動
場第二駐車場改修工事

世田谷区鎌田一丁目３号
５番

駐車場のアスファルト舗装化工事 運動場施設 入札 2023年11月下旬 2024年2月下旬

河川整備工事（仙川　河床整
正）【給田二丁目１２番から給田
一丁目１番先】

給田二丁目１２番から給
田一丁目１番先

仙川河床整正　施工延長１５０ｍ、施工幅員４．
３ⅿ、施工土量３２５㎥

河川工事 入札 2023年12月上旬 2024年2月下旬

喜多見資源化センター防音壁改
修工事

世田谷区喜多見一丁目２
番２０号

既存防音壁のパネル改修（支柱再利用） 建築工事 入札 2023年12月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立桜丘中学校給食室
改修工事

世田谷区桜丘二丁目１番
３９号

給食室全面改修に伴う建築工事。配膳室の建
具改修。

建築工事 入札 2023年12月上旬 2024年11月下旬

世田谷区立代沢東地区会館外
壁塗装他改修工事

世田谷区代沢一丁目３１
番８号

外壁塗装、鉄部塗装、屋上防水 一般塗装 入札 2023年12月上旬 2024年3月下旬

令和５年度　世田谷区立玉川野
毛町公園野球場整備工事

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１
４５㎡　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　ほか

運動場施設 入札 2023年12月上旬 2024年2月下旬

世田谷区立代沢東地区会館改
修電気設備工事

世田谷区代沢一丁目３１
番８号

照明設備の改修。 電気工事 入札 2023年12月上旬 2024年3月下旬

世田谷区立桜丘中学校給食室
改修電気設備工事

世田谷区桜丘二丁目１番
３９号

給食室全面改修。 電気工事 入札 2023年12月上旬 2024年11月下旬

世田谷区立桜丘中学校給食室
改修機械設備工事

世田谷区桜丘二丁目１番
３９号

給食室全面改修に伴う機械設備工事。 空調工事 入札 2023年12月上旬 2024年11月下旬

世田谷区立千歳小学校給食室
等改修工事

世田谷区成城九丁目６番
１号

給食室棟改修工事（給食室・給食員休憩室・主
事室の改修）

建築工事 入札 2023年12月下旬 2024年11月下旬

世田谷区立世田谷文学館収蔵
庫照明設備改修工事

世田谷区南烏山一丁目１
０番１０号

収蔵庫内照明のLED化 電気工事 入札 2023年12月下旬 2024年3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。26/30



令和５年度　公共工事発注見通し 令和５月４月公表

件名 履行場所 概要 工事種別 契約方式
入札（開札）予定

時期

工期
（履行期限）

総合評価
方式

世田谷区立千歳小学校給食室
等改修電気設備工事

世田谷区成城九丁目６番
１号

給食室・給食員休憩室・主事室の改修に伴う電
気設備工事

電気工事 入札 2023年12月下旬 2024年11月下旬

世田谷区立桜小学校給食室改
修電気設備工事

世田谷区世田谷二丁目４
番１５号

給食室全面改修。 電気工事 入札 2023年12月下旬 2024年12月下旬

世田谷区立千歳小学校給食室
等改修機械設備工事

世田谷区成城九丁目６番
１号

給食室棟改修工事（給食室・給食員休憩室・主
事室の改修）

空調工事 入札 2023年12月下旬 2024年11月下旬

世田谷区立梅丘図書館改築電
気設備工事

世田谷区代田四丁目３８
番１０号

改築に伴う電気設備工事 電気工事 入札 2024年１月上旬 2025年6月下旬 ○

世田谷区立梅丘図書館改築空
気調和設備工事

世田谷区代田四丁目３８
番１０号

改築工事に伴う空気調和設備工事 空調工事 入札 2024年１月上旬 2025年6月下旬 ○

世田谷区立梅丘図書館改築給
排水衛生設備工事

世田谷区代田四丁目３８
番１０号

改築工事に伴う給排水衛生設備工事 給排水衛生工事 入札 2024年１月上旬 2025年6月下旬 ○

世田谷区立桜小学校給食室改
修工事

世田谷区世田谷二丁目４
番１５号

給食室改修工事 建築工事 入札 2024年２月上旬 2024年12月下旬

世田谷区立中央図書館受変電
設備改修工事

世田谷区弦巻３丁目１６番
８号

受変電設備のコンデンサ及びリアクトル交換 電気工事 入札 2024年２月上旬 2024年7月上旬

令和６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

道路代替地及び道路予定地の維持整備工事　鉄線
柵工、アスファルト舗装工、フェンス設置工及び既設
工作物の補修工事等

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工・側溝工・転落防止柵工・河床整正工
他

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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第
３地区管内指定箇所

舗装工１，２００㎡、L形工１６０ｍ、集水桝工６箇
所等

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3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。27/30
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令和６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第
１地区管内指定箇所

舗装工１，２００㎡、L形工１６０ｍ、集水桝工６箇
所等

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６年度道路維持工事（単価
契約）世田谷第３地区

世田谷土木管理事務所第
２地区管内指定箇所

舗装工１，２００㎡、L形工１６０ｍ、集水桝工６箇
所等

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工２，０００㎡、L形工２００ｍ、集水桝工２５
箇所等

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工２，０００㎡、L形工２００ｍ、集水桝工２５
箇所等

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工、側溝工外 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工、側溝工外 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工、側溝工外 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工・側溝工　他 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６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

舗装工・側溝工　他 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3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。28/30
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令和６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

舗装工１，２００㎡、L形工２００ｍ、集水桝工１箇
所等

道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年3月下旬

令和６年度(2024年度)狭あい道
路整備工事（単価契約）第１地
区

世田谷区内指定箇所(主
に北沢地域東部）

排水施設工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年5月下旬

令和６年度(2024年度)狭あい道
路整備工事（単価契約）第２地
区

世田谷区内指定箇所(主
に世田谷地域東部）

排水施設工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年5月下旬

令和６年度(2024年度)狭あい道
路整備工事（単価契約）第３地
区

世田谷区内指定箇所(主
に世田谷地域西部・北沢
地域西部）

排水施設工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年5月下旬

令和６年度(2024年度)狭あい道
路整備工事（単価契約）第４地
区

世田谷区内指定箇所(主
に世田谷地域中央部・玉
川地域）

排水施設工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年5月下旬

令和６年度(2024年度)狭あい道
路整備工事（単価契約）第５地
区

世田谷区内指定箇所(主
に砧地域・烏山地域）

排水施設工　一式　道路舗装工　一式　その他 道路舗装工事 見積競争 2024年2月下旬 2025年5月下旬

令和６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管
内指定箇所

防護柵設置工１２０ｍ、区画線補修工１，０００
ｍ、道路反射鏡補修工３０本、道路標識設置工
１０本、滑り止め舗装工５００㎡等

道路標識設置 見積競争 2024年2月下旬 2024年9月下旬

令和６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指定
箇所

防護柵設置工１００m、区画線補修工１，０００
ｍ、道路反射鏡補修工４０本、道路標識設置工
１０本、滑り止め舗装工３００㎡等

道路標識設置 見積競争 2024年2月下旬 2024年9月下旬

令和６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

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 2024年2月下旬 2024年9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。29/30
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令和６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

区画線設置工・すべり止め舗装工・道路反射鏡
設置工　他

道路標識設置 見積競争 2024年2月下旬 2024年9月下旬

令和６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

防護柵設置工５ｍ、区画線補修工２，５００ｍ、
道路反射鏡補修工３０本、道路標識設置工５
本、滑り止め舗装工２５０㎡等

道路標識設置 見積競争 2024年2月下旬 2024年9月下旬

路面改良工事（受託復旧）
【喜多見八丁目13番～8番先】

喜多見八丁目13番～8番
先

道路延長240m、道路幅員7.4m、道路面積1800
㎡【道路補修工】As舗装工、通安全施設工

道路舗装工事 入札 未定 未定

路面改良工事（打換）
【新町一丁目26番～深沢六丁目
19番先】

新町一丁目26番～深沢六
丁目19番先

道路延長200m、車道幅員6.0m、車道面積1049㎡、歩
道幅員3.2～2.4m、歩道面積351㎡、路面切削工、車
道・歩道As舗装工、街渠補修工、交通安全施設工

道路舗装工事 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。30/30


