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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第7611号 住吉中学校便所改修衛生設備工事 （株）サンテクノ 72

2 大契乙 第366号
伝法小学校長寿命化改修その他機械設備工
事

（株）阪和設備工業 74

3 大契乙 第320号 大隅東小学校長寿命化改修機械設備工事 （株）テンセイ 77

4 都整工 第7612号 十三小学校便所改修衛生設備工事 ＪＳ関西（株） 76

5 都整工 第7303号
心身障がい者リハビリテーションセンター
冷却塔撤去機械設備工事

（株）福井設備工業 72

6 大契乙 第410号
加美東小学校プール設置その他衛生設備工
事

（株）ＴＮ 75

7 大契乙 第139号
加美正覚寺住宅（１～８号館）外量水器取
替工事

四國機械設備（株） 73

8 大契乙 第170号
（仮称）天王寺動物園教育普及関連及び休
憩施設建設機械設備工事

（有）原設備 75

9 大契乙 第182号
長吉出戸小学校長寿命化改修その他機械設
備工事

マリオ水道設備（株） 74

10 都整工 第7616号 福小学校教室改造機械設備工事
栄建設備工業　文村裕
司

73

11 大契乙 第504号 上福島小学校増築その他機械設備工事 若林設備工業（株） 77

12 大契乙 第41号 喜連東小学校運動場整備工事 アクアホーム（株） 73

13 大契乙 第919号 井高野住宅８・９号館外壁改修その他工事 (株)安部興業 73

14 都整工 第5301号 もと出来島保育所プール解体撤去工事 （株）ダイリュウ 74

15 大契乙 第4027号 加美南中学校土間改修工事 満大建設（株） 72

16 大契乙 第316号 加美東小学校プール設置その他工事 協伸工業（株） 66

17 都整工 第5616号 市岡小学校理科室床改修工事 （株）薫商事 70

18 大契乙 第124号 住吉中学校便所改修工事 大棋建設（株） 72

19 大契乙 第490号 鶴町第３住宅２号館耐震改修工事 （株）メッシュ 71

20 大契乙 第4026号 佃中学校武道場改修工事 （有）城栄建設 72

21 大契乙 第4007号 大宮小学校階段室出入口改修工事 東阪建設工業（株） 72

22 大契乙 第878号 阪急高架橋下施設解体撤去工事 （株）大松土建 72

23 大契乙 第7号 東高等学校外１校フェンス改修工事 （株）大設産業 73

24 大契乙 第4006号 千本小学校階段室出入口改修工事
（株）Ｂｅｌｌ　Ｔｒ
ｅｅ

72

25 都整工 第5615号 豊崎中学校屋上防水改修工事 （株）エーシン 72
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26 大契乙 第4012号 十三小学校便所改修工事
（株）タカオハウジン
グ

72

27 大契乙 第29号 大宮中学校フェンス改修工事－２ （株）ゼステック 73

28 都整工 第5608号 加美第１保育所フェンス改修工事 藤岡工業（株） 73

29 都整工 第5610号 福小学校フェンス改修工事 （株）千信 73

30 都整工 第5609号 三稜中学校フェンス改修工事 （株）千信 72

31 大契乙 第43号 矢田中学校外２校フェンス改修工事－２
（株）ファーストシン
ク

72

32 大契乙 第97号
もとクリーン大阪センター外１施設フェン
ス改修工事

（株）サンロード 72

33 大契乙 第4018号 鶴見商業高等学校屋上防水改修工事 （株）ライズビット 72

34 大契乙 第168号 福小学校教室改造工事 大塚塗装店 大塚孝康 72

35 都整工 第5601号
もと津守小学校コンクリートブロック塀解
体撤去工事

（株）武大 72

36 大契乙 第145号 城陽中学校体育館床改修工事 （株）トレイド 72

37 大契乙 第128号 住吉小学校屋外整備工事 ダイナン工業（株） 72

38 大契乙 第144号 矢田西中学校体育館床改修工事 （株）黒土建設 72

39 大契乙 第111号
（仮称）天王寺動物園教育普及関連及び休
憩施設建設工事

（株）北嶋建設 70

40 大契乙 第100号 城北小学校外１施設フェンス改修工事－２ 小澤建材工業（株） 72

41 大契乙 第54号
浪速東工場アパート外１施設フェンス改修
工事－２

Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗
（株）

72

42 大契乙 第81号 九条北小学校フェンス改修工事－２ （株）岩城工務店 73

43 大契乙 第42号 汎愛高等学校外１校フェンス改修工事－２ （株）明地工務店 72

44 都整工 第5612号 池島小学校渡り廊下出入口改修工事 （株）黒土建設 72

45 大契乙 第123号 鶴町第６住宅１～３号館屋外その他工事
（株）ダントコーポ
レーション

71

46 大契乙 第44号
豊里第１保育所外１校フェンス改修工事－
２

（株）杉建設 71

47 大契乙 第76号 動物管理センターフェンス改修工事－２ 大榮線業（株） 73

48 大契乙 第916号 北江口第２住宅１５号館昇降路増築工事 （株）ユキプライム 73

49 都整工 第6412号
加美東小学校プール設置その他電気設備工
事

ツカサエンジニアリン
グ（株）

76

50 都整工 第8401号 諏訪小学校ガス設備改修工事 大阪瓦斯（株） 71
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51 大契乙 第318号 大隅東小学校長寿命化改修電気設備工事
ツカサエンジニアリン
グ（株）

76

52 都整工 第8620号 大隅東小学校長寿命化改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 72

53 都整工 第6622号 福小学校教室改造電気設備工事 （有）マツオ電化 71

54 大契乙 第343号
伝法小学校長寿命化改修その他電気設備工
事

（株）マサエンジ 75

55 大契乙 第194号
長吉出戸小学校長寿命化改修その他電気設
備工事

関西機電工業（株） 73

56 大契乙 第426号
（仮称）天王寺動物園教育普及関連及び休
憩施設建設電気設備工事―２

藤井電機（株） 78

57 大契乙 第9号 長谷川羽曳野学園非常用発電設備改修工事 （株）ダイリン 73

58 都整工 第6625号 田中小学校便所改修その他電気設備工事 吉岡電気工業（株） 73

                          お問い合わせ先
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