
様式５

No 契約番号 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙第933号 南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（31-6） ㈲宮本土木 65

2 大契乙第714号 海老江下水処理場消化槽ライニング工事（その1-1） 中外商工㈱ 76

3 大契乙第313号 西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R2-1） 咲山建設㈱ 73

4 大契乙第476号 中浜下水処理場場内整備工事 ㈱乾造園 68

5 大契乙第487号 十八条下水処理場～大野下水処理場汚泥圧送管布設工事（その13-1） ㈲宮本土木 68

6 大契乙第920号 東部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R2-6） ㈱オクムラ道路 78

7 大契乙第317号 南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R2-1） ㈱林建設 71

8 大契乙第1045号 此花下水処理場ポンプ場築造工事（その15） 鴻池・竹中土木・佐藤・三井住友
・あおみ特定建設工事共同企業体 77

9 大契乙第517号 西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R2-6） ㈱サキシマ 68

10 大契乙第975号 東部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R2-8） 木下工業㈱ 70

11 大契乙第599号 三国東地区下水管渠築造工事（その12-1） ㈱西尾技建 60

12 大契乙第900号 三国東地区下水管渠築造工事（その13） ㈱旭工建 72

13 建契A第3303号 津守下水処理場ポンプ棟補修工事 ㈱アキラ 70

14 大契乙第899号 北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R2-3-1） ㈱吉田組大阪支店 71

15 大契乙第700号 長堀抽水所雨水滞水池場内整備外工事 ㈱カネヤマ 66

16 大契乙第877号 南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R2-3） ㈱西尾技建 70

17 大契乙第347号 猫間川抽水所雨水用機械スクリーン設備工事 ㈱小菅鉄工所 77

18 大契乙第179号 舞洲スラッジセンター脱水分離液処理施設整備工事
三菱化工機・日揮特定建

設工事共同企業体 76

19 建契A第03002号 旭江之橋下（南）外２カ所ポンプ場改修工事 ＫＲウォーターサービス(株) 77

20 大契乙第603号 扇町通地下駐車場昇降機設備更新工事 (株)日立ビルシステム関西支社 76

21 大契乙第1115号 下水道科学館建築機械設備工事 ㈱精研 78

22 大契乙第803号 津守下水処理場汚泥消化槽加温外設備工事 三菱化工機㈱大阪支社 77

23 大契乙第1002号 大野下水処理場沈砂池設備工事（その２） 協和機電工業㈱大阪支店 77

24 大契乙第838号 深江抽水所No.5雨水ポンプ設備工事（その１－１） ㈱電業社機械製作所大阪支店 78

25 大契乙第830号 令和３年度舞洲スラッジセンター汚泥溶融炉施設整備工事（その２）
月島機械・メタウォーター・東芝

特定建設工事共同企業体 67

26 大契乙第1001号 平野市町抽水所第4沈砂池流入可動堰設備工事 三菱化工機㈱ 76

27 大契乙第769号  令和3年度住之江下水処理場外3か所雨水ポンプ用ディーゼル機関改良工事 ダイハツディーゼル㈱ 70

28 大契乙第645号 令和3年度平野下水処理場No.3・4雨水用機械スクリーン設備工事 ㈱増田鉄工所 70

29 大契乙第802号 放出下水処理場汚泥濃縮前処理外設備工事 三菱化工機㈱大阪支社 74

30 建契A第03-03305号 令和３年度舞洲スラッジセンター此花汚泥管修復工事 東洋機工㈱ 70

31 大契乙第948号 此花下水処理場ポンプ場建築機械設備工事 五建工業㈱大阪支店 71

32 大契乙第1123号 下水道科学館改修その他工事 ㈱マツダ・シティーズ 75

33 建契A第3306号 市岡下水処理場第２ポンプ棟内壁改修工事(緊急） ㈱昇和 74

34 大契乙第980号 八幡屋公園舗装改修工事 宮テック　宮部貴久 67

35 建契A第03616号 南津守2公園予定地フェンス補修工事 大榮線業㈱ 67

36 大契乙第536号 泉尾公園防球柵改修その他工事 清立商工㈱ 68

37 建契A第03613号 令和3年度八幡屋公園事務所管内フェンス等補修工事 清水建材㈱ 66
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38 大契乙第553号 令和３年度十三公園事務所管内公園樹更新その他工事ー１ ㈱井畑造園土木 69

39 大契乙第500号 令和３年度十三公園事務所管内公園樹更新その他工事－２ ㈱田中造園 68

40 大契乙第689号 井高野公園防球柵改修その他工事 ㈱ニシオカ 67

41 建契A第03615号 令和3年度市内一円児童遊園遊具撤去その他工事 ㈲和泉建材店 66

42 大契乙第817号 歌島公園改修工事 ㈱グリーンプラザ 67

43 大契乙第552号 令和３年度鶴見緑地公園事務所管内公園樹更新その他工事 南海ビルサービス㈱ 64

44 大契乙第4203号 扇町公園改修工事－4 ナニワグリーン㈲ 67

45 大契乙第905号 令和３年度北部方面管理事務所管内遊具設置工事－１ ㈱竹中庭園 66

46 大契乙第589号 市岡公園防球柵改修その他工事 ㈱ニシオカ 67

47 大契乙第543号 令和３年度八幡屋公園事務所管内公園樹更新その他工事 ㈱高橋造園土木 67

48 建契A第03614号 放出小公園改修工事 ㈱F・K・Oグリーン 68

49 大契乙第842号 令和３年度臨港方面管理事務所管内施設補修工事 ㈱F・K・Oグリーン 72

50 大契乙第966号 令和３年度八幡屋公園事務所管内公園外周柵等改修工事 ㈲Fleuve 66

51 大契乙第506号 令和３年度真田山公園事務所管内公園樹更新その他工事 ㈱ヤスクニ緑地 69

52 大契乙第555号 令和３年度長居公園事務所管内公園樹更新その他工事－１ ㈱樋口造園 71

53 大契乙第579号 令和３年度長居公園事務所管内公園樹更新その他工事－２ ㈱タイキ 69

54 大契乙第537号 令和3年度大阪城公園事務所管内公園樹更新その他工事－１ ムサシ造園土木㈱ 69

55 大契乙第557号 令和3年度大阪城公園事務所管内公園樹更新その他工事－2 白川園芸㈱ 67

56 大契乙第558号 令和３年度扇町公園事務所管内公園樹更新その他工事 ㈲アイアイグリーン 69

57 大契乙第956号 鶴見緑地（国際庭園）改修工事-1 ㈱出口園芸 72

58 大契乙第908号 令和3年度東部方面管理事務所管内遊具設置工事－１ ㈱コトブキ関西支店 67

59 大契乙第872号 令和３年度西部方面管理事務所管内遊具設置工事 ㈱冨士濃商会 67

60 大契乙第584号 令和3年度大阪城公園事務所管内公園外周柵等改修工事 ㈱エスク 66

61 大契乙第881号 令和３年度十三公園事務所管内公園外周柵等改修工事 ㈱フジケン 69

62 大契乙第906号 令和３年度 北部方面管理事務所管内遊具設置工事－２ ㈱トーワ技研工業 66

63 大契乙第723号 宰相山公園改修工事 ㈱マエダ 69

64 大契乙第918号 令和３年度東部方面管理事務所管内遊具設置工事－２ ㈱T・max 69

65 大契乙第874号 令和３年度長居公園事務所管内公園外周柵等改修工事－１ サンコー物産㈱ 66

66 大契乙第888号 南港中央公園改修その他工事 京阪シティ造園大阪㈱ 69

67 大契乙第938号 令和３年度南部方面管理事務所管内遊具設置工事－１ えびす㈱ 68

68 大契乙第920号 令和３年度南部方面管理事務所管内遊具設置工事－２ ㈱黒土建設 68

69 大契乙第854号 毛馬公園整備工事-1 ㈱竹中庭園 66

70 大契乙第924号 正蓮寺川公園新設工事（第６期） 高橋園芸㈱ 68

71 建契A第03602号 令和３年度公共施設等の植物育成にかかる樹木維持工事 ㈲植正園 69

72 大契乙第6号 大野下水処理場直流電源設備工事 東芝インフラシステムズ㈱関西支社 77

73 大契乙第303号 天満堀川抽水所自家発電外設備工事 東芝インフラシステムズ㈱関西支社 71

74 大契乙第357号 扇町通地下駐車場照明設備更新工事 大成電気㈱ 73
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75 大契乙第390号 道修町線道路照明灯設置工事－３ 大浪電設㈱ 70

76 大契乙第391号 市岡下水処理場場内照明設備工事 大浪電設㈱ 73

77 大契乙第414号 住之江下水処理場外１か所監視制御設備外機能追加工事 ㈱日立製作所関西支社 75

78 大契乙第417号 令和３年度東部方面管内道路照明灯更新等工事 東亜エンヂニアリング㈱ 79

79 大契乙第419号 令和３年度西部方面管内道路照明灯更新等工事 アイ電気通信㈱ 71

80 大契乙第420号 令和３年度北部方面管内道路照明灯更新等工事 オバタ電設㈱ 75

81 大契乙第425号 令和３年度南部方面管内道路照明灯更新等工事 笹野電機㈱ 72

82 大契乙第447号 令和３年度北部方面管内公園灯改修工事－２ ㈱共和電業社 71

83 大契乙第472号 鶴町抽水所外２か所監視制御設備外機能追加工事 メタウォーター㈱ 77

84 大契乙第477号 令和３年度西部方面管内公園灯改修工事 ㈱喜多電気商会 72

85 大契乙第479号 令和３年度南部方面管内公園灯改修工事 関西電設工業㈱ 75

86 大契乙第483号 十八条下水処理場第2ポンプ棟受変電外設備工事 ㈱正興電機製作所 70

87 大契乙第520号 令和３年度東部方面管内公園灯改修工事－２ 日興電気工業㈱ 71

88 大契乙第559号 今福下水処理場外１か所監視制御設備外機能追加工事 東芝インフラシステムズ㈱関西支社 75

89 大契乙第692号 ＡＴＣ庁舎外９遠方監視装置改修工事 坂下電工㈲ 76

90 大契乙第694号 令和3年度臨港方面管内道路照明灯補修工事 ㈲エコ・ステップ 77

91 大契乙第733号 国道25号（御堂筋）道路照明灯等設置工事 八千代電設工業㈱ 75

92 大契乙第773号 平野市町抽水所外3か所監視制御設備外機能追加工事 ㈱明電舎 77

93 大契乙第776号 放出下水処理場汚泥濃縮前処理外電気設備工事 協和機電工業㈱大阪支店 78

94 大契乙第777号 令和３年度平野市町抽水所主ポンプ用電動機設備工事 ㈱明電エンジニアリング 71

95 大契乙第796号 十八条下水処理場外４か所制御設備外機能追加工事 協和機電工業㈱ 71

96 大契乙第798号 弁天抽水所自家発電外設備工事 ㈱日立製作所関西支社 82

97 大契乙第799号 市岡下水処理場外６か所監視制御設備外機能追加工事 ㈱日立製作所関西支社 75

98 大契乙第825号 土佐堀地下駐車場外１ＩＴＶ設備更新工事 阪神施設工業㈱ 72

99 大契乙第827号 新庄大和川線共同溝（第３工区）電気設備改修工事－２ 小松電気工業㈱ 76

100 大契乙第859号 深江抽水所高圧受変電外設備工事 日新電機㈱関西支社 74

101 大契乙第911号 令和３年度南部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 西部電気建設㈱大阪支店 72

102 大契乙第915号 令和３年度北部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 ㈱橋詰電気工業所 78

103 大契乙第916号 西部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 関西電設工業㈱ 72

104 大契乙第918号 令和３年度東部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 大和電装㈱ 75

105 大契乙第924号 鶴町抽水所No.3雨水ポンプ電気設備工事 関西日立㈱ 76

106 大契乙第929号 中浜下水処理場外４か所監視制御設備外機能追加工事 東芝インフラシステムズ㈱関西支社 79

107 大契乙第988号 此花下水処理場外3か所監視制御設備外機能追加工事 ㈱日立製作所関西支社 82

108 大契乙第989号 千島下水処理場第３ポンプ棟高圧受変電設備工事 大阪旭電機㈱ 81

109 大契乙第998号 此花下水処理場ポンプ場建築電気設備工事 ㈱キンコー 76

110 大契乙第1000号 住之江下水処理場汚泥処理棟高圧受変電設備工事 関西日立㈱ 81

111 大契乙第1114号 下水道科学館建築電気設備工事 北陸電気工事㈱大阪支店 75
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112 大契乙第4097号 阪東大橋情報板改修工事 岩崎電気㈱近畿営業所 78

113 大契乙第4131号 毛馬公園公園灯新設工事 ㈱ユーズシステム 77

114 建契A第03－3302号 令和３年度住之江下水処理場汚泥濃縮槽付帯電気設備工事 東芝インフラシステムズ㈱関西支社 77

115 大契乙第952号 JR難波駅外2自転車駐車場舗装その他工事 グッドコンディション㈱ 71

116 大契乙第36号 令和3年度臨港方面管理事務所管内橋梁補修工事 スバル興業㈱ 76

117 大契乙第454号 令和3年度田島工営所管内道路改良その他工事-2 ㈱MIDO 72

118 大契乙第842号 福島桜島線電線共同溝設置工事-3 フジタ道路㈱大阪支店 78

119 大契乙第471号 岩松橋舗装補修工事 ㈱HASEGAWA 73

120 大契乙第80号 新木津川大橋耐震対策工事-6 ㈱IHIインフラ建設関西支店 80

121 大契乙第1103号 新木津川大橋耐震対策工事-5 ㈱IHIインフラ建設関西支店 79

122 大契乙第11号 令和3年度住之江工営所管内道路改良その他工事 ㈱Kロード 68

123 大契乙第943号 東横堀川護岸補修工事-6 ㈱KITAMURA 68

124 大契乙第688号 大阪ドーム前歩道橋舗装補修工事 ㈱MIDO 69

125 大契乙第952号 令和2年度津守工営所管内道路維持修繕その他工事 ㈱ 川組 70

126 大契乙第1068号 平林大橋補修工事 ㈱T・max 71

127 大契乙第457号 新木津川大橋舗装補修工事 ㈱アール・エイチ・シー 76

128 大契乙第999号 令和2年度市岡工営所管内道路維持修繕その他工事 ㈱アール・エイチ・シー 76

129 大契乙第25号 令和3年度野田工営所管内道路改良その他工事 ㈱アドバンス 69

130 大契乙第857号 令和3年度市内一円都市計画道路予定地等舗装その他工事-1 ㈱シンユウ 76

131 大契乙第747号 扇町バイパス（梅ヶ枝）補修工事 ㈱テック木下 69

132 大契乙第459号 令和3年度中浜工営所管内道路改良その他工事-3 ㈱ノアテック 70

133 大契乙第488号 令和3年度中浜工営所管内道路改良その他工事-2 ㈱マルエイ 66

134 大契乙第774号 国道479号清水共同溝設置工事-6-2 ㈱フクヤマ 74

135 大契乙第932号 令和2年度臨港方面管理事務所管内道路維持修繕工事 ㈱ワコーテクノ 76

136 大契乙第938号 令和2年度野田工営所管内道路維持修繕その他工事 新光開発㈱ 75

137 大契乙第793号 長柄堺線外1舗装新設工事-10 省道建設㈱ 73

138 大契乙第729号 十三間川外2河川施設補修その他工事-3 ㈱宮土エンジニア 67

139 大契乙第473号 令和3年度田島工営所管内道路改良その他工事-3 ㈱宮土エンジニア 70

140 大契乙第939号 令和2年度田島工営所管内道路維持修繕その他工事 ㈱小林組 69

141 大契乙第878号 九条駅外2自転車駐車場連絡階段補修工事 ㈱共栄土木工業 70

142 大契乙第85号 国道423号（新御堂筋線高架橋）舗装補修工事-4 ㈱新栄建設 74

143 大契乙第1052号 尼崎堺線舗装新設その他工事-9 ㈱小林組 68

144 大契乙第455号 築港深江線（中央大通）東成2電線共同溝設置工事-7 ㈱日本エンジニア 68

145 大契乙第1020号 国道25号（御堂筋）道路空間再編工事 ㈱新歩組 67

146 大契乙第51号 令和3年度市岡工営所管内道路改良その他工事 ㈱未道組 71

147 大契乙第52号 令和3年度十三工営所管内道路改良その他工事 互栄土木建設㈱ 71

148 大契乙第961号 令和2年度平野工営所管内道路維持修繕その他工事 光工業㈱大阪支店 70
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149 大契乙第953号 令和2年度十三工営所管内道路維持修繕その他工事 山田建設㈱ 71

150 大契乙第944号 赤川天王寺線（上町筋）外4自転車レーン設置その他工事 谷本塗装　谷本豊 71

151 大契乙第116号 夢舞大橋道路改良工事 淺川道路㈱大阪支店 75

152 大契乙第937号 令和2年度中浜工営所管内道路維持修繕その他工事 鳴世建設㈱ 71

153 大契乙第653号 赤川天王寺線舗装補修工事-1 大宮建設㈱ 74

154 大契乙第958号 令和2年度住之江工営所管内道路維持修繕その他工事 中岡アスファルト工業㈱ 67

155 大契乙第528号 築港深江線（中央大通）東成2電線共同溝設置工事-6-2 大共道路設備㈱ 72

156 大契乙第29号 令和3年度津守工営所管内道路改良その他工事 福田道路㈱関西支店 65

157 大契乙第770号 山坂歩道橋撤去工事 日本リーテック㈱関西統括支店 71

158 大契乙第15号 令和3年度平野工営所管内道路改良その他工事-2 北川ヒューテック㈱大阪営業所 72

お問い合わせ先

建設局企画部工務課（工事監理担当）

06‐6615‐6471
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