
令和２年度労働報酬下限額対象案件

工事 ※令和3年3月31日時点

No. 件名 事業者名 業務区分

1 世田谷区教育総合センター新築工事 白井・髙野建設共同企業体 建築工事

2 仮称世田谷区立花見堂複合施設新築工事 中島建設・東京コーポレーション建設共同企業体 建築工事

3 世田谷区立上北沢児童福祉施設改修工事 東光建設株式会社 建築工事

4 仮称世田谷区立松原複合施設整備工事 協栄・高野建設共同企業体 建築工事

5 世田谷区立武蔵丘小学校別棟他改修工事 株式会社オリゲン 建築工事

6 世田谷区立砧南中学校給食配膳室他改修工事 株式会社高政工務店 建築工事

7 世田谷区立三軒茶屋小学校校舎改修工事（Ｒ２耐震１期） 高千穂工業株式会社 建築工事

8 世田谷区立弦巻小学校校舎４、１４棟改修工事(Ｒ２耐震) 株式会社中島建設　東京支店 建築工事

9 世田谷区立等々力小学校給食室等改修工事 太平建設株式会社 建築工事

10 世田谷区立世田谷小学校給食室等改修工事 株式会社コバ建設　世田谷営業所 建築工事

11 世田谷区立駒繋公園外１箇所トイレ改築他工事 株式会社杉坂建築事務所 建築工事

12 仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事 神興・中秀建設共同企業体 建築工事

13 世田谷区立富士中学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震） 東光建設株式会社 建築工事

14 世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事（第２期） 奥アンツーカ株式会社　東京支店 建築工事

15 羽根木こども園解体工事 株式会社未来　世田谷支店 建築工事

16 世田谷区立桜丘中学校生徒増に伴う普通教室化等改修工事 世田谷住相協建設協同組合 建築工事

17 世田谷区立桜丘小学校外２校児童増に伴う普通教室化等改修工事 世田谷住相協建設協同組合 建築工事

18 世田谷区立用賀中学校校舎１５・２３棟改修工事（Ｒ３耐震） ハザマ・エンジニアリング株式会社 建築工事

19 世田谷区立八幡中学校校舎２７棟改修工事（Ｒ３耐震） 株式会社高政工務店 建築工事

20 世田谷区立喜多見小学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震） 株式会社オリゲン 建築工事

21 世田谷区立上祖師谷中学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震１期） ハザマ・エンジニアリング株式会社 建築工事

22 世田谷区立緑丘中学校校舎２１棟改修工事（Ｒ３耐震） 東光建設株式会社 建築工事

23 世田谷区立東玉川小学校校舎棟改修工事(Ｒ３耐震) 高千穂工業株式会社 建築工事

24 世田谷区立尾山台中学校校舎棟改修工事(Ｒ３耐震１期) ハザマ・エンジニアリング株式会社 建築工事

25 食事サービスサポートセンターだんらん改修工事（令和２年度） 株式会社高政工務店 建築工事

26 世田谷区立喜多見中学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震） 宇田川産業株式会社 建築工事

27 世田谷区立代田小学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震） 小熊建設株式会社 建築工事

28 世田谷区立千歳台小学校プール塀改修工事 高千穂工業株式会社 建築工事

29 世田谷区立八幡中学校内部改修工事 東光建設株式会社 建築工事

30 世田谷区立太子堂中学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震） 株式会社中秀工業 建築工事

31 世田谷区営深沢四丁目アパート外部改修工事（３期） ハザマ・エンジニアリング株式会社 建築工事

32 世田谷区立大蔵第二運動場外１施設テニスコート他改修工事 長谷川体育施設株式会社　東京営業所 建築工事

33 世田谷区役所第二庁舎印刷室改修工事 高千穂工業株式会社 建築工事

34 世田谷区立三軒茶屋小学校校舎棟改修工事（Ｒ３耐震２期） 東京コーポレーション株式会社 建築工事

35 世田谷区立千歳中学校校舎棟改修工事(Ｒ３耐震１期)【再度公告入札】 東京コーポレーション株式会社 建築工事

36 仮称世田谷区玉川分庁舎整備工事 東京コーポレーション株式会社 建築工事

37 世田谷区立中町二丁目福祉施設改修工事（令和３年度） 株式会社大仲工務店 建築工事

38 世田谷区立塚戸小学校南側校庭整備他工事 日勝スポーツ工業株式会社 建築工事

39 世田谷区立奥沢公園・おっこし記念公園トイレ改築工事 株式会社吉楽工務店 建築工事

40 世田谷区立太子堂区民センター改修他工事（令和２年度） 株式会社儘田組 建築工事

41 令和２年度街路灯新設補修工事（単価契約） 東京世田谷電設工業協同組合 設備工事

42 世田谷区教育総合センター新築空気調和設備工事 大立・福吉建設共同企業体 設備工事

43 世田谷区教育総合センター新築電気設備工事 大雄・大新建設共同企業体 設備工事

44 仮称世田谷区立花見堂複合施設新築電気設備工事 由井・中央建設共同企業体 設備工事

45 仮称世田谷区立花見堂複合施設新築空気調和設備工事 日立設備工業株式会社 設備工事

46 仮称世田谷区立花見堂複合施設新築給排水衛生設備工事 旭シンクロテック株式会社　世田谷営業所 設備工事

47 世田谷区教育総合センター新築給排水衛生設備工事 福吉設備工業株式会社 設備工事

48 仮称世田谷区立松原複合施設整備電気設備工事 成電工株式会社 設備工事

49 仮称世田谷区立松原複合施設整備機械設備工事 大橋エアシステム株式会社　東京本店 設備工事

50 世田谷区立下馬図書館冷暖房設備改修工事 株式会社テック・エアサービス 設備工事

51 世田谷区立太子堂区民センター改修他機械設備工事（令和２年度） 大曽根工業株式会社 設備工事

52 世田谷区立太子堂区民センター改修他電気設備工事（令和２年度） 株式会社平山電機 設備工事

53 世田谷区立千歳台福祉園空気調和設備改修工事 今井工業株式会社 設備工事

54 世田谷区立玉川区民会館別館空気調和設備改修工事 温調技研株式会社 設備工事

55 世田谷区立野川緑地広場管理棟（ビジターセンター）空気調和設備改修工事 福吉設備工業株式会社 設備工事
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工事 ※令和3年3月31日時点

No. 件名 事業者名 業務区分

56 世田谷区立千歳中学校校舎棟改修機械設備他工事(Ｒ３耐震１期) 水元設備株式会社 設備工事

57 仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築機械設備工事 大橋エアシステム株式会社　東京本店 設備工事

58 仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築電気設備工事 株式会社電虎社 設備工事

59 仮称世田谷区玉川分庁舎整備電気設備工事 野沢電機工業株式会社 設備工事

60 世田谷区営深沢四丁目アパート外部改修電気設備工事（３期） カコイ電気株式会社 設備工事

61 仮称世田谷区玉川分庁舎整備機械設備工事 田中工業株式会社 設備工事

62 世田谷区立ひだまり友遊会館改修機械設備工事（令和３年度） 温調技研株式会社 設備工事

63 世田谷区立ひだまり友遊会館改修電気設備工事（令和３年度） 株式会社小野電業社 設備工事

64 世田谷区立上北沢児童福祉施設改修排水衛生設備他工事 三水工業株式会社 設備工事

65 世田谷区立鎌田区民センター改修空気調和設備工事（令和３年度） 大曽根・温調建設共同企業体 設備工事

66 世田谷区立鎌田区民センター改修給排水衛生設備工事（令和３年度） 三水工業株式会社 設備工事

67 世田谷区立滝下橋緑道改修工事【喜多見７－２６先から７－２９先】 小川造園株式会社 造園工事

68 世田谷区立こどものひろば公園第２期改修工事 株式会社岡野造園 造園工事

69 世田谷区立上馬北公園改修工事 株式会社グリーンシェルター　東京支社 造園工事

70 世田谷区立蛇崩川緑道改修工事【下馬２－１先から下馬４－２８先】 株式会社上保造園 造園工事

71 世田谷区立岡本わきみず緑地拡張工事 株式会社高橋植木 造園工事

72 令和２年度上半期交通安全施設整備・維持工事（単価契約）世田谷 株式会社二進 土木工事

73 令和２年度道路維持工事（単価契約）世田谷第２地区 貞松建設株式会社 土木工事

74 令和２年度狭あい道路整備工事（単価契約）世田谷 株式会社東洋土木 土木工事

75 令和２年度狭あい道路整備工事（単価契約）北沢 大亜建設株式会社 土木工事

76 令和２年度狭あい道路整備工事（単価契約）玉川・世田谷南部 永興建設株式会社 土木工事

77 令和２年度道路維持工事（単価契約）世田谷第１地区 永興建設株式会社 土木工事

78 令和２年度道路維持工事（単価契約）玉川第１地区 株式会社山実建設 土木工事

79 令和２年度道路維持工事（単価契約）玉川第３地区 株式会社カワハラ　世田谷支店 土木工事

80 令和２年度道路維持工事（単価契約）砧第２地区 株式会社新緑産業 土木工事

81 令和２年度道路維持工事（単価契約）烏山 株式会社久留米興業 土木工事

82 令和２年度道路維持工事（単価契約）砧第１地区 共伸建設株式会社　世田谷支店 土木工事

83 令和２年度狭あい道路整備工事（単価契約）砧・烏山 株式会社高橋組興業 土木工事

84 令和２年度道路維持工事（単価契約）玉川第２地区 株式会社八千代工業 土木工事

85 令和２年度道路維持工事（単価契約）北沢第１地区 株式会社山実建設 土木工事

86 令和２年度道路維持工事（単価契約）北沢第２地区 株式会社新東洋建設 土木工事

87 世田谷区立大蔵運動公園内特殊地下壕第３期対策工事 栄新工業株式会社 土木工事

88 世田谷区成城六丁目付近枝線その２工事 共伸建設株式会社　世田谷支店 土木工事

89 主要な生活道路築造工事（世区街１０号線仮整備その１）【北沢二丁目２４番から９番先】 マツレキ株式会社 土木工事

90 歩道整備工事（改良）（世田谷観音通りその１）【下馬四丁目１２番から２番先】 株式会社マモル 土木工事

91 路面改良工事（打換）【粕谷四丁目９番から南烏山五丁目１番先外２箇所】 若井興業株式会社 土木工事

92 路面改良工事（打換）【豪徳寺二丁目１番から世田谷三丁目１０番先外１箇所】 中央土建工業株式会社　世田谷支店 土木工事

93 世田谷区上用賀一丁目、下馬六丁目付近管路耐震化工事 日工建設株式会社 土木工事
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94 路面改良工事（暫分解消）【桜上水四丁目２番から桜上水三丁目２５番先】 三京建設株式会社 土木工事

95 雨水貯留浸透施設整備工事【深沢四丁目３番から１０番先】 株式会社植野組土建 土木工事

96 路面改良工事（表層改良）【南烏山六丁目１６番から８番先】 有限会社丸城組 土木工事

97 世田谷区松原二丁目付近枝線工事 共伸建設株式会社　世田谷支店 土木工事

98 路面改良工事（打換）【桜丘三丁目１５番から２４番先】 共伸建設株式会社　世田谷支店 土木工事

99 歩道整備工事（改良）（城山通りその５）【桜丘二丁目２９番から経堂四丁目８番先外１箇所】 栄新工業株式会社 土木工事

100 路面改良工事（表層改良）【上馬四丁目３９番から３５番先】 リアル建設株式会社 土木工事

101 路面改良工事（打換）【大蔵二丁目１３番から四丁目２番先外１箇所】 マツレキ株式会社 土木工事

102 路面改良工事（打換）【祖師谷三丁目１３番から１１番先外１箇所】 寺岡建設株式会社 土木工事

103 主要な生活道路築造工事（世区街１０号線　仮整備　その２）【北沢二丁目２４番先】 新舘建設株式会社 土木工事

104 路面改良工事（打換）【成城九丁目２４番から２５番先　外２箇所】 栄新工業株式会社 土木工事

105 路面改良工事（表層改良）【駒沢二丁目４２番から上馬四丁目３８番先】 株式会社マモル 土木工事

106 地先道路築造工事（東北沢駅駅前広場）【北沢三丁目１番先】 株式会社東洋土木 土木工事

107 地先道路築造工事（世田谷代田駅駅前広場　その３）【代田五丁目７番から代田二丁目３１番先】 有限会社丸城組 土木工事

108 路面改良工事（打換）【赤堤二丁目４７番から４６番先外４箇所】 中央土建工業株式会社　世田谷支店 土木工事

109 歩道整備工事（改良）（世田谷観音通り　その２）【下馬四丁目１０番から５番先】 株式会社マモル 土木工事

110 路面改良工事（表層改良）（蘆花通り　その１）【粕谷一丁目１５番から９番先】 マツレキ株式会社 土木工事

111 世田谷区成城五丁目付近枝線その４工事 株式会社高橋組興業 土木工事

112 笹原横断歩道橋補修工事【桜丘五丁目１９番から桜丘二丁目２５番先】 新舘建設株式会社 土木工事

113 世田谷区北沢二丁目付近枝線工事 新舘建設株式会社 土木工事

114 雨水貯留浸透施設整備工事【深沢七丁目２２番から中町五丁目８番先外１箇所】 株式会社高橋組興業 土木工事

115 世田谷区成城五丁目付近枝線その６工事 株式会社高橋組興業 土木工事

116 路面改良工事（打換）【粕谷四丁目５番から粕谷四丁目１２番先】 栄新工業株式会社 土木工事

117 路面改良工事（打換）【用賀四丁目６番から玉川台二丁目２９番先】 共伸建設株式会社　世田谷支店 土木工事

118 路面改良工事（暫分解消）【上北沢五丁目２８番から５番先】 森建設株式会社 土木工事

119 世田谷区成城四丁目付近枝線その５工事 新舘建設株式会社 土木工事

120 谷戸川整備工事（その１）【岡本一丁目９番先】 株式会社東洋土木 土木工事

121 電線地中化共同溝整備工事（補助２１７号線）【成城二丁目３２番から４０番先】 マツレキ株式会社 土木工事

122 橋梁新設改良工事（石井戸橋外２橋　補修）【砧七丁目２番から成城一丁目２番先外２橋】 化工建設株式会社　東京支店 土木工事

123 路面改良工事（打換）【桜丘三丁目１９番から２２番先】 株式会社高橋組興業 土木工事
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