
 

 

 

 

 

 

「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２項の規定に基づき、新宿区における平成 29 年度下半期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２９年１０月２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１
（ﾘｻｲｸﾙ）

発注部署名

1 道路舗装工事 細街路拡幅整備等工事（その４） 新宿区管内（山手線の西側） 舗装版切断工等　全６８工種 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 都市計画部建築調整課

2 道路舗装工事 細街路拡幅整備等工事（その５） 新宿区管内（山手線の東側） 舗装版切断工等　全６８工種 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 都市計画部建築調整課

3 道路舗装工事 新宿中央公園舗装新設工事 新宿区西新宿２－１１ 園路の改修 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から４０日間 希望 該当 みどり土木部みどり公園課

4 道路舗装工事 道路維持工事（その７）
新宿区戸山一丁目２４番先～戸山三丁
目２番先

車道舗装工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

5 道路舗装工事 道路維持工事（その１１）
新宿区市谷砂土原町二丁目４１番先～
市谷砂土原町一丁目１番先　外１箇所

車道舗装工、排水施設工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

6 道路舗装工事 中井駅周辺道路整備工事
新宿区上落合三丁目１番先～中落合一
丁目１８番先

車道舗装工、排水施設工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

7 道路舗装工事 道路維持工事（その１６） 新宿区袋町２３番先～南町３４番先 車道舗装工、排水施設工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０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１８）
新宿区新宿一丁目６番先～内藤町１１番
先　外１箇所

車道舗装工、排水施設工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

9 橋りょう工事 橋りょう補修工事
新宿区高田馬場三丁目１８番先～下落
合一丁目８番先　外１箇所

橋りょう補修工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 随意 該当 みどり土木部道路課

10 一般土木工事 自転車駐輪場整備工事
新宿区百人町二丁目3番（百人町自転車
保管場所）

自転車ラック設置工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から４５日間 一般
みどり土木部
交通対策課

11 一般土木工事 道路改良工事（自転車走行空間の整備） 新宿区西新宿五丁目２５番先～２３番先 防護柵設置工、カラー舗装工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

12 一般土木工事 道路維持工事（その１４） 新宿区西新宿七丁目５番先 歩道舗装工、防護柵改修工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 一般 該当 みどり土木部道路課

13 一般土木工事 防護柵改修工事 新宿区管内 防護柵改修工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 希望 みどり土木部道路課

14 一般土木工事 路面標示等工事 新宿区管内 路面標示工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 一般 みどり土木部道路課

15 一般土木工事 転落防止柵改修工事 新宿区高田馬場三丁目５番先 転落防止柵改修工 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 希望 みどり土木部道路課

16 建築工事 新宿区立男女共同参画推進センター外壁改修その他工事 新宿区荒木町16番地 外壁改修工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

17 建築工事 新宿中央公園（水の広場）トイレ設置工事 新宿区西新宿２－１１ トイレの設置 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 みどり土木部みどり公園課

18 建築工事 新宿駅西口地下第２公衆便所便器洋式化工事
新宿区西新宿一丁目西口地下街　新宿
駅西口地下第２公衆便所

公衆便所の洋式化 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 希望 みどり土木部みどり公園課

19 建築工事 北山伏特別養護老人ホーム排煙窓排煙窓開閉装置更新工事 新宿区北山伏町2番12号 排煙窓改修工事 ２０１７年度第４四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 希望 総務部施設課

20 電気工事 新宿区立津久戸小学校外９校通学路防犯カメラ設置工事 新宿区津久戸町2番2号外9か所 通学路防犯カメラ設置工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

21 電気工事 新宿区立新宿スポーツセンターＵＡＳ設置その他工事 新宿区大久保三丁目5番1号 UAS設置工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 希望 総務部施設課

22 電気工事
新宿区立環境学習情報センター高圧気中負荷開閉器設置工
事

新宿区西新宿二丁目11番4号 開閉器設置工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 希望 総務部施設課

23 電気工事 民有灯維持工事 新宿区管内 電球交換（総価契約） ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年１月 希望 みどり土木部道路課

工事発注予定表（2017年度 　下半期分)
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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１
（ﾘｻｲｸﾙ）

発注部署名

工事発注予定表（2017年度 　下半期分)

24 電気工事 街路灯改修工事（LED化その４） 新宿区管内 街路灯改修工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 該当 みどり土木部道路課

25 給排水衛生工事 北山伏特別養護老人ホーム給水設備改修その他工事 北山伏特別養護老人ホーム 給水設備及び防火設備改修工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

26 給排水衛生工事 若葉高齢者在宅サービスセンター中水揚水ポンプ更新工事 若葉高齢者在宅サービスセンター 中水揚水ポンプ更新工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 希望 総務部施設課

27 給排水衛生工事 新宿区立高田馬場第一児童館屋外排水設備改修工事 高田馬場第一児童館 屋外排水設備改修工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 希望 総務部施設課

28 給排水衛生工事 新宿区角筈特別出張所消火ポンプ取替その他工事 角筈特別出張所 消火ポンプ更新及び換気設備改修工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 希望 総務部施設課

29 ひき家・解体 新宿区牛込保健センター外構解体工事 新宿区弁天町50番地 外構解体工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

30 消火設備 新宿区立歴史博物館自動火災報知設備等改修工事 新宿区三栄町22番地 消防用設備更新工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

31 消火設備
新宿区立中落合子ども家庭支援センター屋内消火栓ポンプ更
新工事

中落合子ども家庭支援センター 屋内消火栓ポンプ更新工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

32 電話・通信 新宿区立角筈区民ホールITV設備増設工事 新宿区西新宿四丁目33番7号 ITV設備増設工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 希望 総務部施設課

33 一般塗装 新宿区立あゆみの家外部スロープ塗装工事 新宿区西落合一丁目30番10号 屋外スロープの塗装工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年１月 希望 総務部施設課

34 一般塗装 新宿区立四谷中学校水泳プール改修工事 新宿区四谷一丁目12番地 プール改修工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

35 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 新宿区大久保3-7-42 不燃ごみ詰め替え施設の整備工事 ２０１７年度第３四半期 契約確定日の翌日から３０年１月 随意 環境清掃部新宿清掃事務所

36 道路標識設置
路上喫煙・ポイ捨て禁止標識設置及び「路上喫煙禁止」看板設
置工事

新宿区管内 標識及び看板設置工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 希望 みどり土木部道路課

37 道路標識設置 道路標識改修工事 新宿区管内 道路標識改修工等 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年１月 希望 みどり土木部道路課

38 道路標識設置 駅前案内標識設置工事 新宿区新宿三丁目３７番先 駅前案内標識設置工 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 希望 みどり土木部道路課

39 運動器具設置 新宿中央公園遊戯施設設置工事 新宿区西新宿２－１１ 複合遊具の設置 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 一般 該当 みどり土木部みどり公園課

40 運動器具設置 北柏木公園遊戯施設改修工事（西部） 新宿区北新宿四丁目１２番　北柏木公園 遊戯施設改修 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 希望 みどり土木部みどり公園課

41 舞台装置 新宿区立歴史博物館講堂照明改修工事 新宿区三栄町22番地
舞台機構操作盤及び照明設備改修工
事

２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年２月 希望 総務部施設課

42 電源設備 新宿区四谷特別出張所等区民施設蓄電池交換工事 新宿区内藤町87番地 蓄電池交換工事 ２０１７年度第３四半期 契約締結日の翌日から３０年３月 一般 総務部施設課

＊　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。
＊　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。
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