
平成31年4月15日
独立行政法人都市再生
東日本都市再生本部

番号 工事名称 種別 工事場所 工事期間
入札・契約
の方法

入札・契約
の時期

備考

1 （仮称）造幣局地区防災公園造園整備工事 造園
東京都豊島区東池
袋四丁目地内

12ヶ月 随意契約 第１四半期
平成30年４月16日追加
平成31年４月15日更新

2 品川駅北周辺地区道路排水その他（その1）工事 土木
東京都港区芝浦四
丁目他

66ヶ月 一般 第１四半期
一括入札当初工事

平成31年４月15日追加

3 品川駅北周辺地区道路排水その他（その２）工事 土木

東京都港区芝浦四
丁目他
東京都千代田区大
手町

33ヶ月 一般 第１四半期
一括入札契約予定工事
平成31年４月15日追加

4 品川駅北周辺地区平成31年度道路排水その他工事 土木
東京都港区芝浦四
丁目他

12ヶ月 一般 第１四半期
一括入札契約予定工事
平成31年４月15日追加

道路工一式

　独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成31年４月15日現在の見通しであるため、実際に発注す
る工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成31年度工事発注の見通し

工事概要

工事面積約1.7ha
園路広場整備工一式、給排水設備工一式、電気設備工
一式、遊戯施設、管理施設、サービス施設整備工一
式、植栽工一式

仮設工一式、施工検討一式、実施設計一式、土質調査
一式

構造物撤去工一式、光ファイバー移設工一式、下水道
工一式（大手町地区）、道路公園工一式（大手町地
区）
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平成31年4月15日
独立行政法人都市再生
東日本都市再生本部

番号 工事名称 種別 工事場所 工事期間
入札・契約
の方法

入札・契約
の時期

備考

　独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成31年４月15日現在の見通しであるため、実際に発注す
る工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成31年度工事発注の見通し

工事概要

5 平成31年度東日本都市再生本部用地管理工事
その
他

中央区日本橋横山
町
港区愛宕一丁目
豊島区南池袋二丁
目
豊島区東池袋四・
五丁目
中野区弥生町三丁
目
中野区中野三丁目
品川区二葉三丁目
他
墨田区京島二丁目
他
江東区有明一丁目

11ヶ月 詳細一般 第１四半期 平成31年2月22日追加

6 千葉市総合スポーツ公園第４工区整備工事その６ 造園
千葉市中央区川崎
町

8ケ月 詳細一般 第２四半期
一括入札当初工事

平成30年４月16日追加
平成31年２月22日更新

7 （仮称）鶴見花月園公園他整備工事 造園
神奈川県横浜市鶴
見一丁目

9ヶ月 詳細一般 第２四半期

一括入札当初工事
平成30年４月16日追加
平成31年２月22日更新
平成31年４月15日更新
追加情報掲載(別紙１)
令和元年５月17日掲載

8 （仮称）鶴見花月園公園多目的広場他整備工事 造園
神奈川県横浜市鶴
見一丁目

6ヶ月 詳細一般 第２四半期 平成31年２月22日追加

9 （仮称）平成31年度中野三丁目地区基盤整備その他工事 土木
東京都中野区中野
三丁目、四丁目

7ヶ月 詳細一般 第2四半期 平成31年４月15日追加

・フェンス設置工事一式[約270ｍ]
・除草工事一式[約5,700㎡]
・整地工事一式
・巡回点検一式
　-年24回[1地区]
　-年12回[4地区]
　-年4回[5地区]

工事面積約5.0ha
敷地造成工一式、園路広場整備工一式、給排水設備工
一式、電気設備工一式、管理施設整備工一式、サービ
ス施設整備工一式、植栽工一式

工事面積約3.5ha
園路広場整備工一式、給排水設備工一式、電気設備工
一式、遊戯施設整備工一式、管理施設整備工一式、
サービス施設整備工一式、植栽工一式

工事面積約1.0ha
園路広場整備工一式、給排水設備工一式、電気設備工
一式、遊戯施設整備工一式、管理施設整備工一式、
サービス施設整備工一式、植栽工一式

下水本管工一式、建物上屋撤去工一式、建物基礎撤去
工一式
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平成31年4月15日
独立行政法人都市再生
東日本都市再生本部

番号 工事名称 種別 工事場所 工事期間
入札・契約
の方法

入札・契約
の時期

備考

　独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成31年４月15日現在の見通しであるため、実際に発注す
る工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成31年度工事発注の見通し

工事概要

10 （仮称）篠籠田防災公園整備工事その２ 造園 柏市篠籠田地内 7ヶ月 詳細一般 第２四半期
平成31年４月15日追加
追加情報掲載(別紙２)
令和元年５月23日掲載

11 平成31年度東池袋四丁目基盤整備工事 土木
東京都豊島区東池
袋四丁目

5ヶ月 詳細一般 第２四半期 平成31年４月15日追加

12 （仮称）流山新市街地地区Ｄ53街区外整備工事 土木 千葉県流山市 6ヶ月 詳細一般 第３四半期

13 （仮称）流山新市街地地区事務所撤去他工事 土木 千葉県流山市 7ヶ月 詳細一般 第４四半期

以　上

工事面積約110㎡
建物除却工事一式、構造物撤去工一式
排水設備工一式、整地工一式

公園面積約2.8ha
施設撤去工一式、敷地造成工一式、植栽基盤工一式、
擁壁工一式、植栽工一式、雨水排水設備工一式、汚水
排水設備工一式、園路広場整備工一式、サービス施設
整備工一式、管理施設整備工一式、電気設備工一式、
機械設備工一式、建築工事（便所工）一式、仮設工一
式

整地工　1,500ｍ2
舗装工　500ｍ2
撤去工　一式
植栽工　一式

※一括入札当初工事：枠組み協定型一括入札方式による新規発注工事
※一括入札契約予定工事：枠組み協定型一括入札方式による後続工事（過年度に受注者決定済みであり、新規発注工事ではない）

事務所撤去工（Ｓ造2階建）　2,000ｍ2
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番号 工事名称 種別 工事場所 工事期間
入札・契約
の方法

入札・契約
の時期

備考

1 羽田空港跡地地区道路整備その他工事 土木
東京都大田区羽田
空港二丁目

10ヶ月 詳細一般 第１四半期
一括入札契約予定工事
平成31年４月15日追加

2 千葉市総合スポーツ公園第４工区整備工事その７ 造園
千葉市中央区川崎
町

12ケ月 詳細一般 第１四半期
一括入札契約予定工事
平成31年４月15日追加

3 （仮称）鶴見花月園公園他整備工事その２ 造園
神奈川県横浜市鶴
見一丁目

12ヶ月 詳細一般 第１四半期

一括入札契約予定工事
平成31年４月15日追加
追加情報掲載(別紙１)
令和元年５月17日掲載

4 品川駅北周辺地区平成32年度道路排水その他工事 土木
東京都港区芝浦四
丁目他

12ヶ月 一般 第１四半期
一括入札契約予定工事
平成31年４月15日追加

以　上

工事概要

道路側溝撤去・布設工　一式、道路舗装撤去・舗装工
一式

工事面積約5.0ha
敷地造成工一式、園路広場整備工一式、給排水設備工
一式、電気設備工一式、管理施設整備工一式、サービ
ス施設整備工一式、植栽工一式、建築工事（便所工）
一式

工事面積約3.5ha
園路広場整備工一式、給排水設備工一式、電気設備工
一式、遊戯施設整備工一式、管理施設整備工一式、
サービス施設整備工一式、植栽工一式

道路舗装工一式、道路擁壁工一式

　独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成31年４月15日現在の見通しであるため、実際に発注す
る工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

以下、平成32年度（翌年度）工事発注の見通し

※一括入札当初工事：枠組み協定型一括入札方式による新規発注工事
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