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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第8602号
九条北小学校外３校フェンス改修ガス設備
工事

大阪瓦斯（株） 71

2 大契乙 第728号 塩草立葉小学校増築その他電気設備工事 大和電装（株） 73

3 都整工 第8424号 塩草立葉小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 72

4 大契乙 第255号
長吉六反中学校長寿命化改修その他電気設
備工事

（有）ダイシンシステ
ム

73

5 都整工 第6627号 栄小学校普通教室改造電気設備工事 （株）ＧＮＲ 71

6 都整工 第6009号
北江口第２住宅１５号館昇降路増築電気設
備工事

（株）セイコー 75

7 都整工 第8019号
北江口第２住宅１５号館昇降路増築ガス設
備工事

大阪瓦斯（株） 76

8 大契乙 第950号 北江口第２住宅１５号館昇降機設備工事
三精テクノロジーズ
（株）

77

9 都整工 第6634号
此花区子ども・子育てプラザ受変電設備改
修工事

（株）セイコー 71

10 大契乙 第1402号
諏訪小学校幹線迂回その他電気設備工事―
２

（株）ユーデン 74

11 大契乙 第4068号 平林小学校プール設置その他電気設備工事 Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 75

12 都整工 第6628号
新巽中学校多目的室改造その他電気設備工
事

シンキテクノス（株） 73

13 都整工 第6635号
三国東土地区画整理事務所構内交換設備改
修工事

Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 71

14 都整工 第8612号 平野西小学校外柵改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

15 大契乙 第56号
東淀工業高等学校外１施設フェンス改修工
事－２

（株）千信 70

16 大契乙 第135号 田中小学校便所改修その他工事 （有）エムテック 73

17 大契乙 第4005号
もと長吉六反小学校外２施設フェンス改修
工事－２

美穂美建設　今井美穂 72

18 大契乙 第402号 平林小学校プール設置その他工事 （株）北陽 74

19 大契乙 第179号 栄小学校普通教室改造工事 （株）薫商事 73

20 大契乙 第17号 依羅小学校外１施設フェンス改修工事－２ （株）谷口建設 72

21 大契乙 第178号 瓜破西中学校外柵改修工事 柚木塗装店　柚木茂男 73

22 大契乙 第111号 国際学校フェンス改修工事－２
ＮＫ．カンパニー　西
山誠

72

23 都整工 第5607号 もと生野区役所巽出張所フェンス改修工事 （有）ザイゼン工業 72

24 大契乙 第134号 長吉六反中学校長寿命化改修その他工事 晃陽建設（株） 73

25 大契乙 第123号 長吉出戸小学校長寿命化改修その他工事 （株）能勢工務店 73
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26 大契乙 第836号 塩草立葉小学校増築その他工事 （株）誠廣 73

27 大契乙 第177号 梅南中学校外１校外柵改修工事 （株）リペア 73

28 大契乙 第230号 墨江小学校外柵改修工事 （株）アサノ建設 72

29 大契乙 第194号 住吉小学校外１校外柵改修工事
（株）Ｂｅｌｌ　Ｔｒ
ｅｅ

73

30 大契乙 第262号 高殿小学校外１校外柵改修工事
グローリーカンパニー
石山隆二

71

31 大契乙 第146号 新巽中学校多目的室改造その他工事 （有）俊栄建設 72

32 大契乙 第232号 梅香中学校外１校外柵改修工事 （株）クライム 73

33 都整工 第5621号
東淀工業高等学校化学分析実習室床改修工
事

（株）新田 72

34 大契乙 第4016号 豊里南小学校運動場整備工事 （株）理研グリーン 72

35 大契乙 第180号 平野西小学校外１校外柵改修工事
（株）ファーストシン
ク

71

36 大契乙 第228号 大和川中学校外柵改修工事 （株）ダテ建設 73

37 都整工 第5618号 清水丘小学校フェンス改修工事 （株）リサイクル松栄 72

38 大契乙 第231号 泉尾工業高等学校外１校外柵改修工事
（有）エイチ・ジェイ
コーポレーション

73

39 大契乙 第210号 新北島小学校外２校外柵改修工事 中村工務店（株） 71

40 大契乙 第171号 大正北中学校フェンス改修工事 （株）ティーケイ 72

41 大契乙 第236号 豊新小学校外１校外柵改修工事 （株）ＮＧＫ 73

42 大契乙 第33号 堀江中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ツカサ 74

43 大契乙 第10号 蒲生中学校体育館空調機設置機械設備工事 太平工業（株） 77

44 大契乙 第134号 泉尾住宅（１～３号館）外量水器取替工事 （株）輝設備 78

45 大契乙 第36号 旭陽中学校体育館空調機設置機械設備工事
（有）宮崎水道衛生商
会

72

46 大契乙 第473号 平林小学校プール設置その他衛生設備工事
光善エンジニア　中川
善行

70

47 大契乙 第238号
長吉六反中学校長寿命化改修その他機械設
備工事

（株）ツカサ 74

48 大契乙 第160号 田中小学校便所改修衛生設備工事 （有）タイシ 74

49 大契乙 第19号 茨田中学校体育館空調機設置機械設備工事 山岡建設（株） 75

50 大契乙 第840号 塩草立葉小学校増築その他機械設備工事 矢田工業（株） 75
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51 大契乙 第4002号 築港中学校直結給水化改修工事 （株）中山設備工房 76

52 都整工 第7619号
おとしよりすこやかセンター北部館給湯設
備改修工事

（有）テクニカルワー
クス

75

53 大契乙 第4039号 大国小学校冷房機械設備工事 中央設備（株） 75

54 都整工 第7614号
新巽中学校多目的室改造その他機械設備工
事

花岡建設工業（株） 72

55 大契乙 第281号 旭陽中学校冷房機械設備工事 （有）ウエイク 75

56 大契乙 第267号 今宮中学校冷房機械設備工事 アコルデ　森山容一 75

57 大契乙 第266号 出来島小学校冷房機械設備工事 （有）北岡設備 73

58 大契乙 第314号 大道南小学校冷房機械設備工事 （有）北岡設備 74

59 大契乙 第26号 真住中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）輝設備 73

60 大契乙 第21号
新東淀中学校体育館空調機設置機械設備工
事

大紘設備（株） 77

61 大契乙 第18号 中野中学校体育館空調機設置機械設備工事 大紘設備（株） 74

62 大契乙 第12号
新北野中学校体育館空調機設置機械設備工
事

西田エンジニアリング
（株）

74

63 都整工 第8420号 玉出中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

64 都整工 第6614号 中津小学校便所改修電気設備工事 （株）松岡電気 71

                          お問い合わせ先

                          大阪市都市整備局総務部総務課工事検査グループ

                          06-6208-9379
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