
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　28件のうち、７０点以上 16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

橋りょう維持工事（３） 116,371
板橋区東新町二丁目４１～小茂根三丁目
９番地先（台橋）外４橋（向屋敷橋・新西原
橋・西堰橋・相生第二歩橋 ）

㈱大達土木
江戸川区西篠崎二丁
目

良好

道路補修工事（２１０６） 52,140
板橋区小豆沢二丁目１０～１１番地先　外
１路線

㈱ＳＥＫＩ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（２１０４） 51,756
板橋区板橋二丁目３６～４１番地先　外２
路線

東武工業㈱ 板、高島平五丁目 良好

道路補修工事（２１０５） 40,700 板橋区常盤台四丁目２～２１番地先 今村技建工業㈱板橋支店 板、小茂根二丁目 良好

道路補修工事（２１０８） 65,213
板橋区三園一丁目２０～赤塚四丁目３９
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（２１０３） 82,938
板橋区中丸町３９～南町２９番地先　外１
路線

㈱ケン・コーポレーション 板、徳丸七丁目 良好

区立緑小学校校庭改修その他工事 43,668 板橋区中台三丁目２７番１号 ㈱日本スポーツ総業 板、南常盤台一丁目 良好

区立上板橋小学校校庭改修工事 47,995 板橋区東山町４７番３号 高津興業㈱ 板、大谷口北町 良好

道路補修工事（４） 26,496 板橋区新河岸二丁目２４番地先 ㈱ＳＥＫＩ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（２１０１） 127,987 板橋区常盤台四丁目２～２１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（１） 78,448
板橋区坂下一丁目１５～相生町１０番地
先

長岡建設㈱ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（２） 59,950 板橋区志村三丁目７～１８番地先 東武工業㈱ 板、高島平五丁目 良好

道路補修工事（８） 53,075 板橋区成増五丁目２～１１番地先 ㈱ＳＥＫＩ 板、板橋二丁目 良好

道路補修工事（７） 58,740
板橋区小茂根一丁目１～小茂根二丁目２
６番地先

㈱ＳＥＫＩ 板、板橋二丁目 良好

橋りょう維持工事（４） 122,629

板橋区大和町３～氷川町２３番地先（西
宿裏橋）外６橋（氷川橋、板橋、御成橋、
御成橋人道橋、中台緑歩道橋、志村第二
公園歩道橋）

児玉建設㈱ 府中市小柳町四丁目 良好

道路補修工事（３） 61,501 板橋区中板橋２１～２８番地先外１路線 ㈱ケン・コーポレーション 板、徳丸七丁目 良好

種別【　造園　】：評定件数全　4件のうち、７０点以上 1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

公園一般遊具更新工事（北部１） 13,365
板橋区三園一丁目４９番地内（溝下東公
園）外１２箇所

中川造園土木㈱板橋支店 板、成増一丁目 良好

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

※完了月日順

※完了月日順



種別【　建築　】：評定件数全　49件のうち、７０点以上 17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

区立東板橋体育館大規模改修工事 1,678,765 加賀一丁目１０番５号 松村・瀧島建設共同企業体 千代田区三番町 良好

区立紅梅小学校長寿命化改修工事 926,475 徳丸八丁目１０番１号 中尾・内田建設共同企業体 板、徳丸四丁目 良好

区立富士見台小学校トイレ改修工事 17,858 前野町一丁目１０番１号 ㈱明幸 板、赤塚八丁目 良好

植村冒険館展示物製造設置工事 159,500 加賀一丁目１０番５号 ㈱丹青社 港区港南一丁目 良好

区立東板橋体育館１階ギャラリー整備その他工
事

26,900 加賀一丁目１０番５号 ㈱丹青社 港区港南一丁目 良好

（仮称）区立子ども家庭総合支援センター新築工
事

1,364,000 本町２４番１号 ㈱淺沼組東京本店 港区芝浦二丁目 優秀

（仮称）区立子ども家庭総合支援センター新築環
境整備工事

113,740 本町２４番１号 ㈱淺沼組東京本店 港区芝浦二丁目 良好

区立板橋第十小学校改築工事 2,815,819 大谷口上町４３番１号 共立・山生建設共同企業体 板、板橋二丁目 優秀

区立舟渡小学校長寿命化改修工事 981,530 舟渡三丁目６番１５号
ノエマエンジニアリング・勇建設
共同企業体

板、栄町 良好

区立上板橋第二中学校統合改築工事 3,921,900 向原三丁目１番１２号 前田建設工業㈱東京建築支店
千代田区九段北四丁
目

良好

板橋区旧粕谷家住宅管理棟新築及び防消火設
備設置工事

92,180 徳丸七丁目１１番１号 中尾建設工業㈱ 板、徳丸四丁目 良好

区立紅梅小学校環境整備工事 82,060 徳丸八丁目１０番１号 中尾・内田建設共同企業体 板、徳丸四丁目 良好

区営成増駅北口第一自転車駐車場改修工事 127,347 成増三丁目１１番１０号 群峰アクシア㈱ 板、坂下一丁目 良好

区立向原小学校トイレ改修工事 30,965 向原二丁目３４番１号 マサル建業㈱ 板、常盤台一丁目 良好

板橋区旧粕谷家住宅管理棟新築及び防消火設
備設置環境整備工事

20,750 徳丸七丁目１１番１号 中尾建設工業㈱ 板、徳丸四丁目 良好

区立上板橋第二中学校統合改築環境整備工事 124,993 向原三丁目１番１２号 前田建設工業㈱東京建築支店
千代田区九段北四丁
目

良好

区立南前野保育園外壁改修その他工事 45,815 前野町二丁目２３番１号 中尾建設工業㈱ 板、徳丸四丁目 良好

種別【　塗装・防水　】：評定件数全　16件のうち、７０点以上 3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

区立板橋第五中学校プール槽塗装改修その他
工事

7,733 板橋四丁目４９番３号 東都美装㈱ 板、大山西町 良好

区立特別養護老人ホームみどりの苑テラス防水
改修工事

2,090 前野町五丁目９番３号 ㈲成建 板、大和町 良好

区立蓮根第二小学校屋上防水改修その他工事 51,480 蓮根三丁目１５番５号 ㈲アース建装 板、坂下二丁目 良好

※完了月日順

※完了月日順



種別【　電気　】：評定件数全　59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

区立東板橋体育館大規模改修電気設備工事 426,646 加賀一丁目１０番５号 東方・筑波建設共同企業体
板、成増二丁目
板、板橋三丁目

良好

区立板橋第六小学校自動火災報知設備改修そ
の他工事

14,234 大山町１３番１号 ㈲本橋電気 板、高島平五丁目 良好

区立志村第三小学校自動火災報知設備改修そ
の他工事

15,015 清水町８３番１号 ㈲本橋電気 板、高島平五丁目 良好

区立常盤台小学校自動火災報知設備改修その
他工事

14,509 常盤台一丁目６番１号 ㈱共同電機 板、赤塚四丁目 良好

区立成増小学校通信・情報設備改修工事 35,651 成増一丁目１１番１号 ㈱平田電気商会 板、蓮根二丁目 良好

区立志村第三中学校外５校照明設備改修工事 17,589 坂下二丁目２１番１号他各学校所在地 ㈱共同電機 板、赤塚四丁目 良好

区立桜川小学校外１０校照明設備改修工事 25,011 東新町二丁目２９番１号他各学校所在地 筑波電設㈱ 板、板橋三丁目 良好

区立板橋第五小学校外１０校照明設備改修工
事

21,742 中丸町１９番１号他各学校所在地 筑波電設㈱ 板、板橋三丁目 良好

区立加賀小学校外１校受変電設備改修工事 10,736 稲荷台２３番１号他各学校所在地 高栄電気㈱ 板、志村一丁目 良好

区立板橋第十小学校改築電気設備工事 353,916 大谷口上町４３番１号 渡部・光栄建設共同企業体
板、南常盤台一丁目
板、大山東町

良好

区立板橋第五小学校外１校受変電設備改修工
事

10,198 中丸町１９番１号他各学校所在地 ㈲赤塚電機 板、赤塚五丁目 良好

区立中台小学校受変電設備改修工事 7,095 中台一丁目９番７号 ㈱中田電気工事 板、徳丸三丁目 良好

区立障がい者福祉センター受変電設備・非常用
自家発電設備改修工事

42,350 高島平九丁目２５番１２号 ㈱高崎電設 板、高島平四丁目 良好

（仮称）区立子ども家庭総合支援センター新築電
気設備工事

273,768 本町２４番１号 ㈱新分電気商会 板、小豆沢一丁目 良好

区立舟渡小学校長寿命化改修電気設備工事 314,501 舟渡三丁目６番１５号 ㈱共同電機 板、赤塚四丁目 良好

区立エコポリスセンター受変電設備（LBS、変圧
器他）改修工事

15,268 前野町四丁目６番１号 横尾電機㈱ 板、蓮沼町 良好

区立上板橋第二中学校統合改築電気設備工事 421,278 向原三丁目１番１２号 渡部・アイコウ建設共同企業体 板、南常盤台一丁目 良好

公園灯更新工事（南部２） 27,126
前野町四丁目５９番地内（見次公園）外６
箇所

㈲赤塚電機 板、赤塚五丁目 良好

区立紅梅小学校長寿命化改修電気設備工事 318,329 徳丸八丁目１０番１号 ㈱新分電気商会 板、小豆沢一丁目 良好

板橋区情報処理センター非常用自家発電設備
改修工事

67,175 板橋二丁目６５番６号 高栄電気㈱ 板、志村一丁目 良好

区立志村健康福祉センター受変電設備改修工
事

12,078 蓮根二丁目５番５号 ㈱フソー 板、中丸町 良好

※完了月日順



種別【　空調・給排水衛生・機械　】：評定件数全　51件のうち、７０点以上 28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

区立東板橋体育館大規模改修昇降機設備工事 21,780 加賀一丁目１０番５号 三精テクノロジーズ㈱東京支店 新宿区新宿四丁目 良好

区立東板橋体育館大規模改修空気調和設備工
事

533,170 加賀一丁目１０番５号 アネス㈱板橋支店 板、志村一丁目 良好

区立東板橋体育館大規模改修給排水衛生ガス
設備工事

264,715 加賀一丁目１０番５号 ㈱木村工業 板、板橋二丁目 良好

区立高島平くるみ保育園冷暖房機取替工事 25,850 高島平八丁目１６番１号 ㈲小谷野管工 板、高島平一丁目 良好

区立高島第三中学校外３校給食室冷暖房機設
置工事

62,997 高島平四丁目２２番１号他各学校所在地 ㈱シルバーファーストプロジェクト 板、高島平一丁目 良好

区立舟渡小学校長寿命化改修昇降機設備工事 19,470 舟渡三丁目６番１５号 日東エレベータ㈱ 品川区東大井一丁目 良好

区立志村第三小学校校庭散水設備設置工事 18,260 清水町８３番１号 ㈱椿工業所 板、大山金井町 良好

区立志村第五中学校給食室換気設備改修その
他工事

25,501 坂下二丁目1番２０号 ㈲榎本工業所 板、前野町四丁目 良好

区立板橋第十小学校改築給排水衛生ガス設備
工事

231,129 大谷口上町４３番１号 桶川・榎本建設共同企業体
板、大谷口上町
板、前野町四丁目

良好

（仮称）区立子ども家庭総合支援センター新築昇
降機設備工事

30,239 本町２４番１号 フジテック㈱首都圏統括本部 港区白金 良好

区立志村第三中学校外１校一部直結給水化工
事

14,245 坂下二丁目２１番１号他各学校所在地 ㈲越中設備工業 板、上板橋一丁目 良好

（仮称）区立子ども家庭総合支援センター新築空
調設備工事

292,215 本町２４番１号 栄幸建設工業㈱ 板、徳丸六丁目 良好

（仮称）区立子ども家庭総合支援センター新築給
排水衛生ガス設備工事

129,800 本町２４番１号 桶川工業㈱ 板、大谷口上町 良好

区立紅梅小学校長寿命化改修冷暖房換気設備
工事

198,275 徳丸八丁目１０番１号 倉工業㈱ 板、板橋二丁目 良好

区立障がい者福祉センター冷温水発生機取替
その他工事

56,320 高島平九丁目２５番１２号 倉工業㈱ 板、板橋二丁目 良好

区立上板橋第二中学校統合改築昇降機設備工
事

20,790 向原三丁目１番１２号 日本エレベーター製造㈱ 千代田区岩本町 良好

区立上板橋第二中学校統合改築冷暖房換気設
備工事

518,507 向原三丁目１番１２号 第五・前野建設共同企業体
板、前野町二丁目
板、前野町二丁目

良好

区立上板橋第二中学校統合改築給排水衛生ガ
ス設備工事

314,369 向原三丁目１番１２号 池松・シルバー建設共同企業体
板、徳丸六丁目
板、高島平一丁目

良好

区立徳丸福祉園冷温水発生機取替その他工事 197,285 徳丸三丁目４１番１６号 さかえ設備㈱板橋営業所 板、徳丸六丁目 良好

区立高島平地域センター空気調和設備改修工
事

160,600 高島平三丁目１２番２８号 池松空調工業㈱ 板、高島平五丁目 良好

区立弥生小学校トイレ改修給排水衛生設備そ
の他工事

14,245 弥生町１９番１号 ㈱旭工業所 板、大谷口一丁目 良好

区立紅梅小学校長寿命化改修給排水衛生ガス
設備工事

225,555 徳丸八丁目１０番１号 第五冷暖房㈱ 板、前野町二丁目 良好

区立舟渡小学校長寿命化改修給排水衛生ガス
設備工事

248,248 舟渡三丁目６番１５号 森山工業㈱ 板、徳丸二丁目 良好

区立舟渡小学校長寿命化改修冷暖房換気設備
工事

205,678 舟渡三丁目６番１５号 エアコンプラント工業㈱ 板、大山金井町 良好

区立高島第二中学校トイレ改修給排水衛生設
備その他工事

42,350 高島平二丁目２４番１号 ㈲東建設備 板、中台一丁目 良好

区立向原小学校トイレ改修給排水衛生設備そ
の他工事

28,600 向原二丁目３４番１号 ㈱旭工業所 板、大谷口一丁目 良好

区立板橋第五中学校プールろ過機取替その他
工事

30,800 板橋四丁目４９番３号 ㈱春日産業 板、高島平一丁目 良好

区立東新保育園直結給水化工事 10,945 東新町二丁目４３番５号 ㈲越中設備工業 板、上板橋一丁目 良好

※完了月日順


