
 

 

 

 

 

 

 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12年法律第 127号）第７条

第１項及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」（平成 13年政令

第 34 号）第５条第１項から第４項の規定に基づき、新宿区における平成３０年度分の公共

工事の発注見通しを、別紙のとおり公表する。 

 

 

 

 

平成３０年４月１日 

                               

                                新宿区総務部契約管財課  



整理
番号

業種 件名 履行場所 概要 入札予定時期 履行期間
入札・契
約方式
コード

独自項目
（ﾘｻｲｸﾙ）

総合評価
方式

発注部署名

1 道路舗装工事 自転車走行空間等整備工事（神宮球場前第Ⅰ期） 新宿区霞ヶ丘町３番地先
歩道・車道舗装工、排水施設工
等

２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

2 道路舗装工事 遮熱性舗装工事（その1）
新宿区津久戸町1番地先～神楽坂一丁
目15番地先　外1箇所

車道舗装工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 該当 該当 みどり土木部道路課

3 道路舗装工事 新宿駅東南口道路整備工事 新宿三丁目10番地先から1番地先まで
歩道・車道舗装工、排水施設工
等

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

4 道路舗装工事 自転車走行空間等整備工事（早大通り第Ⅰ期）
新宿区早稲田鶴巻町５４４番地先～山
吹町２９１番地先

歩道インターロッキング舗装工
等

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 該当 該当 みどり土木部道路課

5 道路舗装工事 バリアフリー整備工事（さかえ通り）
新宿区高田馬場三丁目６番地先～２番
地先

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

6 道路舗装工事 遮熱性舗装工事（その2）
新宿区市谷本村町17番地先～本塩町
13番地先

車道舗装工等 ２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

7 道路舗装工事 道路整備工事（甲州街道脇南側区道）
新宿区新宿四丁目11番地先～18番地
先

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

8 道路舗装工事 道路維持工事（その8）
新宿区西落合二丁目18番地先～9番地
先

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 該当 みどり土木部道路課

9 道路舗装工事 道路維持工事（その6） 新宿区百人町4丁目8番地先～７番地先 車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 該当 みどり土木部道路課

10 道路舗装工事
道路維持工事（その5）
治水対策

新宿区若葉1丁目23番地先～四谷1丁
目12番地先　外１箇所

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 該当 みどり土木部道路課

11 道路舗装工事 道路維持工事（その9）
新宿区住吉町1番地先～荒木町23番地
先

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 該当 みどり土木部道路課

12 道路舗装工事 道路維持工事（その11）
新宿区南町34番地先～袋町25番地先
外1箇所

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 該当 みどり土木部道路課

13 道路舗装工事 道路維持工事（その7）
新宿区北新宿4丁目37番地先～24番地
先

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 該当 みどり土木部道路課

14 道路舗装工事
道路維持工事（その3）
治水対策

新宿区早稲田鶴巻町110番地先～308
番地先　外１箇所

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 該当 みどり土木部道路課

15 道路舗装工事 道路維持工事（その10）
新宿区新宿2丁目4番地先～内藤町11
番地先

車道舗装工 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 該当 みどり土木部道路課

16 道路舗装工事
道路維持工事（その4）
治水対策

新宿区中落合2丁目13番地先～20番地
先　外１箇所

車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 該当 みどり土木部道路課

17 道路舗装工事 百人町三・四丁目地区区画街路３号整備工事 新宿区百人町三丁目23番地先 車道舗装工、排水施設工等 ２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 希望 該当 みどり土木部道路課

18 一般土木工事
都市計画道路補助第72号線第Ⅰ期区間道路街築
等整備工事

新宿区百人町一丁目８番地先～７番地
先

排水施設工、街築工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

19 一般土木工事 道路擁壁改修工事（赤城元町、四谷四丁目） 新宿区赤城元町23番地先　外1箇所 道路擁壁改修工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 該当 みどり土木部道路課

20 一般土木工事 視覚障害者誘導用標示設置工事（新宿通り）
新宿区新宿三丁目25番地先～30番地
先

視覚障がい者誘導用標示設置
工等

２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 一般 みどり土木部道路課

21 建築工事
新宿区立牛込第二中学校外壁及び屋上防水改修
工事

新宿区喜久井町20番地 外壁及び屋上防水改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 一般 該当 該当 総務部施設課

22 建築工事
新宿区立新宿スポーツセンター内部改修その他工
事

新宿区大久保三丁目5番1号 内部改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 該当 総務部施設課

工事発注予定表（2018年度分 )

1 平成30年4月1日時点
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23 建築工事
新宿区立赤城生涯学習館外壁及び屋上防水改修
その他工事

新宿区赤城元町1番3号
新宿区立赤城生涯学習館外壁
及び屋上防水改修その他工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 総務部施設課

24 建築工事 新宿区役所本庁舎トイレブース更新工事 新宿区歌舞伎町一丁目4番１号 トイレブース更新工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 一般 総務部施設課

25 建築工事
内藤町自転車保管場所改修工事 新宿区内藤町11番先

新宿区内藤町自転車保管場所
保管場所改修工事 ２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から６０日間 一般 みどり土木部交通対策課

26 建築工事
新宿区立鶴巻小学校トイレ洋式化に伴う内部改修
工事

新宿区早稲田鶴巻町140番地
トイレ洋式化に伴う内部改修工
事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 総務部施設課

27 建築工事 新宿区立戸塚第二小学校普通教室等設置工事 新宿区高田馬場一丁目25番21号 普通教室等設置改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 総務部施設課

28 建築工事
新宿区箪笥町特別出張所等区民施設機械式駐車
場修繕工事

新宿区箪笥町15番地 機械式駐車場修繕工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 随契 総務部施設課

29 建築工事
新宿区立西戸山小学校空調設備更新に伴う内部
改修工事

新宿区百人町四丁目2番1号
空調設備更新に伴う内部改修工
事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 一般 総務部施設課

30 建築工事 新宿区立西戸山幼稚園保育室床改修その他工事 新宿区百人町四丁目7番1号 床改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 一般 総務部施設課

31 建築工事
新宿区立四谷第六小学校トイレ洋式化に伴う内部
改修その他工事

新宿区大京町30番地
トイレ洋式化に伴う内部改修及び屋
内運動場付属便所改修工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 総務部施設課

32 建築工事
新宿区立東戸山小学校トイレ洋式化に伴う内部改
修その他工事

新宿区戸山二丁目34番2号
トイレ洋式化に伴う内部改修工
事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

33 建築工事
新宿区立富久小学校少人数教室等設置その他工
事

新宿区富久町7番24号 少人数教室等設置改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 総務部施設課

34 建築工事
新宿区立高田馬場福祉作業所内部改修その他工
事

新宿区高田馬場四丁目10番2号 内部改修工事 ２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 希望 総務部施設課

35 建築工事
新宿区立余丁町小学校トイレ洋式化に伴う内部改
修その他工事

新宿区若松町13番1号
トイレ洋式化に伴う内部改修工
事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

36 建築工事
新宿区立落合第二小学校プール更衣室棟屋上防
水改修その他工事

新宿区上落合二丁目10番23号
プール更衣室棟屋上防水改修
工事

２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 希望 総務部施設課

37 建築工事
新宿区立新宿障害者福祉センター風除室屋根改
修その他工事

新宿区戸山一丁目22番2号 風除室屋根改修その他工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 希望 総務部施設課

38 建築工事
新宿区立天神小学校職員室空調設備更新に伴う
内部改修工事

新宿区新宿六丁目14番2号
空調設備更新に伴う内部改修工
事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 総務部施設課

39 建築工事
新宿区立落合第五小学校普通教室等出入口建具
改修工事

新宿区上落合三丁目1番6号
普通教室等出入口建具改修工
事

２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 希望 総務部施設課

40 建築工事
新宿区立新宿養護学校２階教室床改修その他工
事

新宿区西新宿四丁目20番11号
床改修及び可動間仕切り設置
工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 希望 総務部施設課

41 建築工事
新宿区立百人町児童館トイレ洋式化に伴う内部改
修工事

新宿区百人町二丁目18番21号
トイレ洋式化に伴う内部改修工
事

２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 希望 総務部施設課

42 建築工事
新宿区立中強羅区民保養所外部手摺改修その他
工事

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320番
地

外部手摺改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 希望 総務部施設課

43 建築工事
旧東戸山幼稚園（茶々ひがしとやま子ども園）教材
庫改修その他工事

新宿区戸山二丁目34番101号 教材庫改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年６月 希望 総務部施設課

44 建築工事
新宿区立中井児童館トイレ洋式化に伴う内部改修
工事

新宿区中井一丁目8番12号
トイレ洋式化に伴う内部改修工
事

２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 希望 総務部施設課
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45 建築工事 新宿区立落合第三小学校多目的トイレ設置工事 新宿区西落合一丁目12番20号 トイレ設置工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 総務部施設課

46 建築工事
新宿区立津久戸小学校外２校水泳ﾌﾟｰﾙ蓋取外し
取付け工事

新宿区津久戸町2番2号　外２か所 プール蓋取外し取付け工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 教育委員会事務局学校運営課

47 建築工事
新宿区立早稲田小学校外２校水泳ﾌﾟｰﾙ蓋取外し
取付け工事

新宿区早稲田南町25番地　外２か所 プール蓋取外し取付け工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 教育委員会事務局学校運営課

48 建築工事
新宿区立鶴巻小学校外２校水泳ﾌﾟｰﾙ蓋取外し取
付け工事

新宿区早稲田鶴巻町140番地　外２か所 プール蓋取外し取付け工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 教育委員会事務局学校運営課

49 建築工事
新宿区若松町特別出張所等区民施設外構修繕工
事

新宿区若松町12番6号 外構修繕工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年６月 希望 総務部施設課

50 建築工事
新宿区立教育センター７階つくし教室天井改修工
事

新宿区大久保三丁目1番2号 天井改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 希望 総務部施設課

51 電気工事
新宿区立新宿スポーツセンター空調設備改修その
他電気設備工事

新宿区大久保三丁目5番1号 照明改修その他電気設備工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 該当 該当 総務部施設課

52 電気工事 バッテリー内蔵型LED街路灯改修工事 新宿区管内 街路灯改修工等 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

53 電気工事
新宿区立新宿歴史博物館受変電設備等改修電気
設備工事

新宿区三栄町22番地
受変電設備等改修電気設備工
事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 総務部施設課

54 電気工事 街路灯改修工事（LED化その１） 新宿区管内 街路灯改修工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 該当 該当 みどり土木部道路課

55 電気工事 街路灯改修工事（LED化その２） 新宿区管内 街路灯改修工等 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

56 電気工事 街路灯改修工事（LED化その３） 新宿区管内 街路灯改修工等 ２０１８年度第４四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

57 電気工事 街路灯改修工事（LED化西新宿五丁目地区）
新宿区西新宿五丁目２０番地先～２５番
地先

街路灯改修工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 該当 みどり土木部道路課

58 電気工事 災害対応型公園灯整備工事
新宿区百人町四丁目１番　西戸山公園
外１園

バッテリー内蔵型LED灯の整備 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 一般 該当 みどり土木部みどり公園課

59 電気工事
新宿区立大久保小学校他８校特別教室等プロジェ
クタ設置工事

新宿区大久保一丁目1番21号外8箇所 プロジェクタ設置工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 一般 総務部施設課

60 電気工事
新宿区立牛込仲之小学校他８校特別教室等プロ
ジェクタ設置工事

新宿区市谷仲之町4番33号外8箇所 プロジェクタ設置工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 一般 総務部施設課

61 電気工事
新宿区立津久戸小学校他９校特別教室等プロジェ
クタ設置工事

新宿区津久戸町2番2号外9箇所 プロジェクタ設置工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 一般 総務部施設課

62 電気工事
新宿区立戸塚第二小学校他９校特別教室等プロ
ジェクタ設置工事

新宿区高田馬場一丁目25番21号外9箇
所

プロジェクタ設置工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 一般 総務部施設課

63 電気工事
新宿区立富久小学校給排水設備改修その他電気
設備工事

新宿区富久町7番24号
少人数教室等設置改修に伴う電
気設備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

64 電気工事
新宿区立牛込第二中学校外壁改修その他電気設
備工事

新宿区喜久井町20番地 外壁改修に伴う電気設備工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 希望 総務部施設課

65 電気工事
新宿区大久保特別出張所照明設備等改修電気設
備工事

新宿区大久保二丁目12番7号 照明設備等改修電気設備工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 総務部施設課

66 電気工事
新宿区立戸塚第二小学校普通教室等設置に伴う
電気設備工事

新宿区高田馬場一丁目25番21号
普通教室等設置改修に伴う電気
設備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課
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67 電気工事
新宿区立西戸山小学校職員室空調設備更新に伴
う電気設備工事

新宿区百人町四丁目2番1号
空調設備更新に伴う電気設備工
事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 総務部施設課

68 電気工事
新宿区社会福祉協議会分電盤等改修電気設備工
事

新宿区高田馬場一丁目17番20号 分電盤等改修電気設備工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 希望 総務部施設課

69 電気工事 民有灯改修工事 新宿区管内
民有灯の改修・撤去工事等（単
価契約）

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 希望 みどり土木部道路課

70 電気工事
新宿区立落合第四小学校給排水設備改修に伴う
電気設備工事

新宿区下落合二丁目9番34号
給排水設備改修に伴う電気設備
工事

２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 希望 総務部施設課

71 電気工事
北山伏特別養護老人ホーム電話交換機等更新工
事

新宿区北山伏町2番12号 電話交換機等更新工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 希望 総務部施設課

72 給排水衛生工事 東戸山小学校外3校プール用濾過機濾材交換工事 新宿区戸山二丁目34番2号外3校 プール用濾過機の濾材交換 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 教育委員会事務局学校運営課

73 給排水衛生工事 新宿区立富久小学校給排水設備改修工事 新宿区富久町7番24号 給排水設備改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 一般 総務部施設課

74 給排水衛生工事 新宿区役所本庁舎トイレ洋式化工事 新宿区歌舞伎町一丁目4番１号 トイレ洋式化工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 一般 総務部施設課

75 給排水衛生工事 新宿区立落合第四小学校給排水設備改修工事 新宿区下落合二丁目9番34号 給排水設備改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 総務部施設課

76 給排水衛生工事 新宿区役所本庁舎地下駐車場排水桝改修工事 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 地下駐車場排水桝改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 一般 総務部総務課

77 給排水衛生工事 公衆トイレ等洋式化工事
新宿区新宿三丁目３７番　新宿駅東南
口公衆便所　外３箇所

和式トイレの洋式化 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 みどり土木部みどり公園課

78 給排水衛生工事 新宿区歌舞伎町清掃センター給水設備改修工事 新宿区歌舞伎町二丁目42番7号 給水設備改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 総務部施設課

79 給排水衛生工事
新宿区立四谷第六小学校トイレ洋式化に伴う給排
水衛生設備改修工事

新宿区大京町30番地
トイレ洋式化に伴う給排水衛生
設備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

80 給排水衛生工事
新宿区立鶴巻小学校トイレ洋式化に伴う給排水衛
生設備工事

新宿区早稲田鶴巻町140番地
トイレ洋式化に伴う給排水衛生
設備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

81 給排水衛生工事 新宿区立防災センター給水設備改修工事 新宿区市谷仲之町2番42号 給水設備改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年７月 希望 総務部施設課

82 給排水衛生工事
新宿区立余丁町小学校トイレ洋式化に伴う給排水
衛生設備工事

新宿区若松町13番1号
トイレ洋式化に伴う給排水衛生
設備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

83 給排水衛生工事 戸山小学校プール用濾過機濾材交換工事 新宿区百人町二丁目1番38号 プール用濾過機の濾材交換 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年７月 希望 教育委員会事務局学校運営課

84 給排水衛生工事
新宿区立東戸山小学校トイレ洋式化に伴う給排水
衛生設備工事

新宿区戸山二丁目34番2号
トイレ洋式化に伴う給排水衛生
設備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

85 給排水衛生工事
新宿区立百人町児童館トイレ洋式化に伴う給排水
衛生設備工事

新宿区百人町二丁目18番21号
トイレ洋式化に伴う内部改修工
事

２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 希望 総務部施設課

86 給排水衛生工事
新宿区立落合第三小学校多目的トイレ設置に伴う
給排水衛生設備工事

新宿区西落合一丁目12番20号
トイレ設置に伴う給排水衛生設
備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 総務部施設課

87 給排水衛生工事
新宿区立牛込第二中学校校庭散水装置用ポンプ
更新工事

新宿区喜久井町20番地 ポンプ更新工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 希望 総務部施設課

88 空調工事
新宿区立新宿スポーツセンター空調設備改修その
他工事

新宿区大久保三丁目5番1号 空調設備改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 該当 総務部施設課
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89 空調工事
新宿区役所本庁舎及び第一分庁舎空調設備更新
工事

新宿区歌舞伎町一丁目4番1号外1箇所 空調設備更新工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 該当 総務部施設課

90 空調工事
新宿区四谷特別出張所等区民施設空調設備改修
工事

新宿区内藤町87番地 空調設備改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 該当 総務部施設課

91 空調工事 新宿区立西新宿中学校空調設備改修工事 新宿区西新宿八丁目2番44号 空調設備改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 一般 総務部施設課

92 空調工事
新宿区若松町特別出張所等区民施設中央監視装
置更新工事

新宿区若松町12番6号 中央監視装置更新工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１２月 一般 総務部施設課

93 空調工事 新宿区立西新宿小学校冷暖房設備更新工事 新宿区西新宿四丁目35番5号 冷暖房設備更新工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 総務部施設課

94 空調工事
新宿中継・資源センター脱臭装置用活性炭取換工
事

新宿大久保三丁目７番２４号 脱臭装置用の活性炭取替工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 一般 該当 環境清掃部新宿清掃事務所

95 空調工事 新宿区立西戸山小学校空調設備更新工事 新宿区百人町四丁目2番1号 空調設備更新工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 一般 総務部施設課

96 空調工事 新宿区立中強羅区民保養所空調設備改修工事
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320番
地

空調設備改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 総務部施設課

97 空調工事
新宿区立牛込第二中学校外壁改修その他機械設
備工事

新宿区喜久井町20番地 外壁改修に伴う機械設備工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 一般 総務部施設課

98 空調工事
新宿区立淀橋第四小学校コンピュータ室冷暖房設
備更新工事

新宿区北新宿三丁目17番1号 冷暖房設備更新工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 希望 総務部施設課

99 空調工事
新宿区落合第一特別出張所冷温水発生機分解整
備工事

新宿区下落合四丁目6番7号 冷温水発生機分解整備工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 随契 総務部施設課

100 空調工事
新宿区立戸塚第二小学校普通教室等設置に伴う
冷暖房設備工事

新宿区高田馬場一丁目25番21号
普通教室等設置改修に伴う冷暖
房設備工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 総務部施設課

101 空調工事 新宿区立天神小学校職員室空調設備更新工事 新宿区新宿六丁目14番2号 空調設備更新工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 総務部施設課

102 空調工事 新宿区落合第一特別出張所冷却塔分解整備工事 新宿区下落合四丁目6番7号 冷却塔分解整備工事 ２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 希望 総務部施設課

103 測量 境界標杭設置工事 新宿区管内 境界標杭設置工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 みどり土木部土木管理課

104 造園 なんど児童遊園再整備工事 新宿区納戸町１９ 公園の再整備 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 該当 該当 みどり土木部みどり公園課

105 造園 新宿中央公園便益施設設置工事 新宿区西新宿二丁目１１番
便益施設の設置及び広場等の
改修

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年６月 一般 該当 みどり土木部みどり公園課

106 造園 山伏公園及び新左門児童遊園便益施設改修工事 新宿区北山伏町１　山伏公園　外１園 便益施設及び園路等の改修 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 一般 該当 みどり土木部みどり公園課

107 造園 須賀公園便益施設設置工事 新宿区須賀町８
便益施設の設置及び広場の改
修

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１０月 希望 該当 みどり土木部みどり公園課

108 造園 ハンギングバスケット等花苗交換維持工事 歌舞伎町一丁目４番先　外２箇所
ハンギングバスケット等植替え
工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 みどり土木部みどり公園課

109 造園 日除用よしず設置工事 新宿区管内
砂場に日除けのためのよしずを
設置

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年７月 希望 みどり土木部みどり公園課

110 造園 植樹帯撤去工事（西新宿五丁目地区）
新宿区西新宿五丁目２０番地先～２４番
地先

植樹帯撤去工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年８月 希望 該当 みどり土木部道路課
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整理
番号

業種 件名 履行場所 概要 入札予定時期 履行期間
入札・契
約方式
コード

独自項目
（ﾘｻｲｸﾙ）

総合評価
方式

発注部署名

工事発注予定表（2018年度分 )

111 運動場施設 新宿区立淀橋第四小学校校庭改修工事 新宿区北新宿三丁目17番1号 校庭改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 総務部施設課

112 運動場施設 新宿区立中落合第二保育園園庭改修工事 新宿区中落合二丁目7番24号 園庭改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年６月 希望 総務部施設課

113 解体工事 児童相談所関連施設解体工事 新宿区若松町12番15号 解体工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 一般 総務部施設課

114 解体工事 新宿区牛込保健センター外構撤去工事 新宿区弁天町50番地 外構撤去工事 ２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３１年３月 一般 総務部施設課

115 電話・通信 新宿区立小学校電話交換機（主装置）の更新 富久小学校外９校 学校電話交換機等更新 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から１００日間 希望 教育委員会事務局学校運営課

116 電話・通信 発動発電機蓄電池等交換工事 区指定の場所
災害情報システム用の発動発
電機の蓄電池等を交換する

２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 随契 危機管理担当部危機管理課

117 電話・通信 Jアラート新型受信機設置工事 区指定の場所
Jアラート（全国瞬時警報システ
ム）の新型受信機の導入

２０１８年度第３四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１１月 随契 危機管理担当部危機管理課

118 一般塗装 新宿区立大久保小学校水泳プール塗装工事 新宿区大久保一丁目1番21号 プール塗装工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 総務部施設課

119 一般塗装 新宿区立落合第六小学校水泳プール塗装工事 新宿区西落合四丁目11番21号 水泳プール塗装工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 総務部施設課

120 防水 旧淀橋第三小学校普通教室棟屋上防水改修工事 新宿区西新宿六丁目12番30号 屋上防水改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 一般 総務部施設課

121 防水
新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター屋上防水改
修その他工事

新宿区高田馬場四丁目36番12号 屋上防水改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 総務部施設課

122 エレベーター
新宿区箪笥町特別出張所等区民施設昇降機設備
改修工事

新宿区箪笥町15番地 昇降機設備改修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 総務部施設課

123 機械器具設置 新宿中継・資源センタープラント設備定期補修工事 新宿大久保三丁目７番２４号 プラント設備の定期補修工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年１月 随契 該当 環境清掃部新宿清掃事務所

124 道路標識設置
区指定・登録文化財等の文化財説明板英文併記
設置工事

区の指定する場所
文化財説明板の英文併記設置
工事

２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年９月 希望 文化観光産業部文化観光課

125 道路標示塗装 自転車走行空間等整備工事（西新宿五丁目地区）
新宿区西新宿五丁目２０番地先～２５番
地先

路面標示工等 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 該当 みどり土木部道路課

126 電源設備
新宿区立新宿スポーツセンター直流電源設備更新
工事

新宿区大久保三丁目5番1号 直流電源設備更新工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 総務部施設課

127 電源設備
新宿区角筈特別出張所等区民施設直流電源装置
更新工事

新宿区西新宿四丁目33番7号 直流電源装置更新工事 ２０１８年度第２四半期 契約締結日の翌日から平成３０年１２月 一般 総務部施設課

128 発電設備
新宿区立新宿スポーツセンター自家用発電機更新
工事

新宿区大久保三丁目5番1号 自家用発電設備改修工事 ２０１８年度第１四半期 契約締結日の翌日から平成３１年２月 一般 総務部施設課

＊　実際に発注する工事が本表と異なる場合があります。
＊　本表に記載されていない工事が発注される場合があります。
＊　入札及び契約方法欄は、一般：一般競争入札、　希望：工事希望型指名競争入札、　随意：随意契約の略です。
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