
工事の成績評定が「優秀」(１００～８０点)、「良好」(７９～７０点)

種別【　土木　】：評定件数全　35件のうち、７０点以上 21件

工　事　件　名
契約金額
単位：千円

工事場所 請負業者名
請負者所在地
※板：板橋区

評定

道路補修工事（２０１０） 39,551
板橋区徳丸二丁目１４から徳丸三丁目１
９番地先

東武工業㈱ 板、高島平五丁目 良好

道路補修工事（２００７） 36,518
板橋区大門１０から四葉二丁目３２番地
先

㈱ケン・コーポレーション 板、徳丸七丁目 良好

道路補修工事（２０１１） 11,744
板橋区三園一丁目２２から成増五丁目１
９番地先　外１路線

佐竹建設㈱ 板、高島平五丁目 良好

道路補修工事（２００１） 74,162
板橋区小豆沢四丁目１８から小豆沢三丁
目１番地先　外２路線

㈱スタッフ・レント 板、新河岸三丁目 良好

道路補修工事（２００８） 65,804
板橋区赤塚新町三丁目２６から練馬区旭
町二丁目４７番地先　外２路線

㈱ケン・コーポレーション 板、徳丸七丁目 良好

道路補修工事（６） 78,376 板橋区舟渡二丁目１０から２５番地先 ㈱ＳＥＫＩ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（９） 63,030
板橋区大山金井町３６から４３番地先　外
１路線

長岡建設㈱ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（１３） 18,623 板橋区坂下三丁目３０から３６番地先 ㈲関栄興業 板、板橋二丁目 良好

都市計画道路補助第87号線整備工事(道路築
造)(その２)

81,521
板橋区稲荷台２８から加賀二丁目２０番
地先

辰島建設㈱ 板、小茂根三丁目 良好

道路補修工事（５） 68,444 板橋区舟渡一丁目６から７番地先 ㈱ＳＥＫＩ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（１２） 41,580
板橋区前野町五丁目４８から志村二丁目
１５番地先　外１路線

㈱ＳＥＫＩ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（１４） 26,378
板橋区高島平四丁目７から高島平三丁
目１０番地先

高津興業㈱ 板、大谷口北町 良好

道路補修工事（８） 49,170 板橋区常盤台四丁目２２から３２番地先 ㈱スタッフ・レント 板、新河岸三丁目 良好

道路補修工事（１１） 47,520
板橋区高島平五丁目３から４番地先　外
１路線

東武工業㈱ 板、高島平五丁目 良好

道路補修工事（３） 66,697
板橋区坂下一丁目４１から相生町２６番
地先

㈱佐藤興業 板、小茂根一丁目 良好

自転車駐車場新設工事 21,890
板橋区蓮根二丁目３１番地内（（仮称）蓮
根駅北）

㈱グリーンマイン出島城北営業
所

板、新河岸一丁目 良好

道路補修工事（２）及び屋外案内標識デザイン
ガイドラインに基づく優先整備路線整備工事（３）

81,400
板橋区常盤台二丁目１から５番地先　外
９箇所

㈱ケン・コーポレーション 板、徳丸七丁目 良好

区立新河岸庭球場人工芝張替工事 26,999 板橋区新河岸三丁目１番３号 ミヤマ工業㈱ 板、大谷口北町 良好

小豆沢公園斜面地園路等改修工事 72,380 板橋区小豆沢三丁目８番地内 ㈱緑峰 板、新河岸一丁目 良好

区立小豆沢体育館洋弓場防矢ネット設置工事 9,240 板橋区東坂下二丁目２１番 ㈱日本スポーツ総業
板橋区南常盤台一丁
目

良好

道路補修工事（１５） 38,390
板橋区清水町７から北区西が丘三丁目９
番地先

㈱佐藤興業 板、小茂根一丁目 良好

令和２年度｢優良工事（工事成績評定７０点以上）」一覧
（令和２年４月から令和３年３月　工事分）

※完了月日順



種別【　造園　】：評定件数全　10件のうち、７０点以上 5件

工　事　件　名
契約金額
単位：千円

工事場所 請負業者名
請負者所在地
※板：板橋区

評定

小豆沢公園再整備工事 572,669 板橋区小豆沢三丁目１番１号 西武造園㈱東日本統括支店 豊島区長崎五丁目 良好

板橋区平和公園改修工事 15,273 板橋区常盤台四丁目３番地内 西山都市開発㈱東京支店 板、板橋二丁目 良好

公園砂場改修工事（北部１） 15,359
板橋区赤塚四丁目２９番地内（赤塚四丁
目児童遊園）外３箇所

光ガーデン㈱ 板、板橋一丁目 良好

公園砂場改修工事（北部２） 14,454
板橋区赤塚六丁目３６番地内（上谷津公
園）外３箇所

光ガーデン㈱ 板、板橋一丁目 良好

公園一般遊具更新工事（北部２） 13,090
板橋区相生町１２番地内（相盛橋児童遊
園）外９箇所

中川造園土木㈱板橋支店 板、成増一丁目 良好

種別【　建築　】：評定件数全　56件のうち、７０点以上 11件

工　事　件　名
契約金額
単位：千円

工事場所 請負業者名
請負者所在地
※板：板橋区

評定

区営小茂根一丁目住宅改築工事 1,457,810 小茂根一丁目１７番
群峰・清水・富山建設共同企業
体

板、坂下一丁目
板、東山町
板、坂下二丁目

良好

区立赤塚第三中学校東側門扉改修その他工事 20,458 赤塚七丁目２７番１５号 ㈱姫工務店 板、坂下三丁目 良好

区立赤塚植物園管理舎改築工事 100,881 赤塚五丁目１７番１４号 大城建設㈱ 板、泉町 良好

区立中央図書館改築工事 2,083,709 常盤台四丁目３番１号 大成・瀧島建設共同企業体
新宿区西新宿六丁目
板、氷川町

良好

区立板橋第五中学校外壁仕上げ落下部復旧そ
の他工事（緊急工事）

12,923 板橋四丁目４９番３号 マサル建業㈱ 板、常盤台一丁目 良好

区立高島第三中学校外１校背面棚改修その他
工事

23,559
高島第三中学校：高島平四丁目２２番１号
高島第二中学校：高島平二丁目２４番１号

マサル建業㈱ 板、常盤台一丁目 良好

区立上板橋保育園外壁改修その他工事 53,515 上板橋二丁目３番８号 ㈱勇建設 板、高島平四丁目 良好

区立緑小学校外壁改修その他工事 151,030 中台三丁目２７番１号 山生建設㈱ 板、大谷口一丁目 良好

区立熱帯環境植物館外壁改修その他工事 159,665 高島平八丁目２９番２号 山生建設㈱ 板、大谷口一丁目 良好

区立高島第三中学校トイレ改修工事 27,118 高島平四丁目２２番１号 マサル建業㈱ 板、常盤台一丁目 良好

区立中央図書館改築環境整備工事 129,459 常盤台四丁目３番１号 大成・瀧島建設共同企業体
新宿区西新宿六丁目
板、氷川町

良好

※完了月日順

※完了月日順



種別【　塗装・防水　】：評定件数全　15件のうち、７０点以上 10件

工　事　件　名
契約金額
単位：千円

工事場所 請負業者名
請負者所在地
※板：板橋区

評定

区立南常盤台一丁目集会所外壁及び屋根改修
工事

11,550 南常盤台一丁目１６番８号 大谷建装工業㈱ 板、西台一丁目 良好

板橋区防災研修センター外壁塗装改修その他
工事

8,936 大門５番１９号 東都美装㈱ 板、大山西町 良好

区立板橋第五小学校廊下壁面塗装改修その他
工事

3,124 中丸町１９番１号 ㈲アース建装 板、坂下二丁目 良好

区立前野小学校廊下壁面塗装改修工事 1,980 前野町六丁目４０番１号 協栄塗工㈱ 板、赤塚七丁目 良好

区立成増ヶ丘小学校廊下壁面塗装改修工事 3,157 成増三丁目１７番７号 協栄塗工㈱ 板、赤塚七丁目 良好

区立蓮根福祉園屋上防水改修工事 13,152 坂下二丁目８番１－１０１号 ㈲成建 板、大和町 良好

区立上板橋第一中学校体育館床塗装改修その
他工事

8,745 南常盤台一丁目１番１号 協栄塗工㈱ 板、赤塚七丁目 良好

区立板橋第一中学校プール槽塗装改修その他
工事

6,710 大山東町５０番１号 大谷建装工業㈱ 板、西台一丁目 良好

区立緑小学校屋上防水改修その他工事 46,090 中台三丁目２７番１号 ㈱ケイ・ビー・ケイ 板、双葉町 良好

区立成増生涯学習センター屋上防水改修工事 41,467 成増一丁目１２番４号 ㈲アース建装 板、坂下二丁目 良好

種別【　電気　】：評定件数全　31件のうち、７０点以上 12件

工　事　件　名
契約金額
単位：千円

工事場所 請負業者名
請負者所在地
※板：板橋区

評定

区立高島第一小学校体育館照明設備改修工事 17,985 高島平七丁目２４番１号 ゴーテック㈱ 板、赤塚四丁目 良好

区立志村第一小学校分電盤改修工事 19,800 泉町１７番１号 横尾電機㈱ 板、蓮沼町 良好

区営小茂根一丁目住宅改築電気設備工事 135,823 小茂根一丁目１７番 新分・高栄建設共同企業体
板、小豆沢一丁目
板、志村一丁目

良好

板橋区情報処理センター受変電設備配電線盤
計測装置改修工事

17,284 板橋二丁目６５番６号 日新電機㈱東京支社 千代田区神田和泉町 良好

板橋区板橋フレンドセンター受変電設備改修工
事

12,882 富士見町３番１号 高栄電気㈱ 板、志村一丁目 良好

公園灯更新工事（南部１） 23,793
向原二丁目２９番地内（向原公園）外３箇
所

㈱大野電気 板、東新町二丁目 良好

区立小茂根図書館受変電設備内部改修工事 9,625 小茂根一丁目６番２号 ㈱木村電工施設 板、大谷口北町 良好

区立熱帯環境植物館受変電設備・非常用自家
発電設備改修工事

44,000 高島平八丁目２９番２号 ㈱共同電機 板、赤塚四丁目 良好

道路照明更新工事（６） 28,820 新河岸三丁目１番地先　外３７箇所 東方電設工業㈱ 板、成増二丁目 良好

区立中央図書館改築電気設備工事 357,906 常盤台四丁目３番１号 渡部・アイコウ建設共同企業体
板、南常盤台一丁目
板、大山東町

良好

自転車駐車場照明器具ＬＥＤ化工事 15,844 板橋三丁目７番地先　外５箇所 筑波電設㈱ 板、板橋三丁目 良好

区立氷川図書館受変電設備内部改修工事 7,645 氷川町２８番９号 ㈱中田電気工事 板、徳丸三丁目 良好

※完了月日順

※完了月日順



種別【　空調・給排水衛生・機械　】：評定件数全　44件のうち、７０点以上 25件

工　事　件　名
契約金額
単位：千円

工事場所 請負業者名
請負者所在地
※板：板橋区

評定

板橋区リサイクルプラザ棟１・２階冷暖房機取替
工事

26,785 舟渡四丁目１６番６号 ㈱フソー 板、中丸町 良好

区立なります児童館外２施設冷暖房機取替工事 18,370 成増三丁目３４番２１号　ほか ㈱豊隆機器サービス 板、徳丸六丁目 良好

板橋区保健所加圧給水ポンプユニット取替工事
（緊急工事）

1,870 大山東町３２番１５号 ㈱木村工業 板、板橋二丁目 良好

区立板橋第十小学校改築昇降機設備工事 21,978 大谷口上町４３番１号 三精テクノロジーズ㈱東京支店 新宿区新宿四丁目 良好

区立板橋第十小学校改築冷暖房換気設備工事 360,230 大谷口上町４３番１号
大三島・城北設備建設共同企業
体

板、舟渡二丁目
板、舟渡一丁目

良好

区立グリーンホール５・６階系統空調設備改修
工事

29,700 栄町３６番１号 ㈱鹿沼工務店 板、東新町一丁目 良好

区営小茂根一丁目住宅改築昇降機設備工事 16,280 小茂根一丁目１７番 三精テクノロジーズ㈱東京支店 新宿区新宿四丁目 良好

区立高島第三小学校トイレ改修給排水衛生設
備工事

18,480 高島平四丁目２１番１号 ㈲越中設備工業 板、上板橋一丁目 良好

区立中央図書館改築空気調和設備工事 463,230 常盤台四丁目３番１号 栄幸・豊隆建設共同企業体
板、徳丸六丁目
板、徳丸六丁目

良好

区立中央図書館改築給排水衛生設備工事 156,630 常盤台四丁目３番１号 ㈱木村工業 板、板橋二丁目 良好

区立中央図書館改築昇降機設備工事 43,285 常盤台四丁目３番１号 ㈱日立ビルシステム
千代田区神田淡路町
二丁目

良好

区立東板橋図書館昇降機設備改修工事 25,300 加賀一丁目１０番５号 日本エレベーター製造㈱ 千代田区岩本町 良好

区立赤塚福祉園埋設直結給水管部分改修工事 4,697 赤塚六丁目１９番１４号 ㈲越中設備工業 板、上板橋一丁目 良好

区立仲町ふれあい館冷温水発生機取替工事 117,700 仲町２０番５号 ㈱春日産業 板、高島平一丁目 良好

区立志村第六小学校あいキッズ冷暖房換気設
備改修工事

59,950 坂下二丁目１８番１号 ㈱木村工業 板、板橋二丁目 良好

区立志村第四小学校水飲み場直結給水化及び
トイレ改修給排水衛生設備その他工事

40,150 小豆沢四丁目１３番１号 ㈲宮田設備 板、西台一丁目 良好

区立天津わかしお学校機械設備改修その他工
事

64,900 千葉県鴨川市天津１９９０ 倉工業㈱ 板、板橋二丁目 良好

区立紅梅小学校長寿命化改修昇降機設備工事 19,470 徳丸八丁目１０番１号 日本エレベーター製造㈱ 千代田区岩本町 良好

板橋区本庁舎北館給湯設備改修工事 30,800 板橋二丁目６６番１号
㈱シルバーファーストプロジェク
ト

板、高島平一丁目 良好

区立氷川図書館トイレ洋式化工事 8,338 氷川町２８番９号 ㈲城北設備サービス 板、舟渡一丁目 良好

区立熱帯環境植物館冷温水発生機取替その他
工事

185,900 高島平八丁目２９番２号 池松空調工業㈱ 板、高島平五丁目 良好

区立蓮根小学校トイレ改修給排水衛生設備そ
の他工事

38,500 蓮根三丁目１０番１号 ㈲中島管工業所 板、徳丸一丁目 良好

区立高島平あやめ保育園医療的ケア児室冷暖
房機取替その他工事

13,970 高島平八丁目３０番１号 ㈱鹿沼工務店 板、東新町一丁目 良好

区立桜川地域センター空気調和設備改修工事 94,600 東新町二丁目４５番６号 大三島工業㈱ 板、舟渡二丁目 良好

区立徳丸ふれあい館昇降機設備改修工事 24,640 徳丸二丁目１２番１２号 日東エレベータ㈱ 品川区東大井一丁目 良好

※完了月日順


