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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第6617号 宮原中学校便所改修電気設備工事
メイショウ電気土木
（株）

71

2 大契乙 第225号 公文書館中央監視設備改修工事
日新ネットワークス
（株）

71

3 都整工 第6633号 東淀工業高等学校構内交換設備改修工事
（株）スイタ情報シス
テム

71

4 都整工 第6001号
浪速第１０住宅（１号館）自動火災報知設
備改修工事

（株）烏谷電気商会 76

5 大契乙 第1046号
我孫子第２住宅（１号館）外４住宅昇降機
設備改修工事

東芝エレベータ（株） 72

6 大契乙 第1049号
東喜連第４住宅（３・５号館）外４住宅昇
降機設備改修工事

フジテック（株） 74

7 都整工 第8620号 墨江小学校外柵改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

8 都整工 第6002号
大和田第３住宅（６号館）自動火災報知設
備改修工事

（株）大阪電業社 74

9 都整工 第6626号 明治小学校普通教室改造電気設備工事 シンキテクノス（株） 71

10 都整工 第6647号 北津守小学校構内交換設備改修工事 Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 73

11 都整工 第6629号
淀川区役所外１施設情報ネットワーク改修
工事

Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 71

12 都整工 第6640号
西成区民センター他１施設受変電設備改修
工事

（株）ユーデン 73

13 都整工 第6632号
大阪市役所本庁舎外１施設情報ネットワー
ク改修工事

（株）サンエムエテク
ニカル

71

14 大契乙 第241号
南津守第２住宅（１・２号館）自動火災報
知設備改修工事

明和電気防災（株） 76

15 都整工 第6630号
西淀川区役所外１施設情報ネットワーク改
修工事

Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 71

16 都整工 第6639号 矢田東小学校自動火災報知設備改修工事 真弓興業（株） 73

17 大契乙 第234号 苅田北小学校外２校外柵改修工事 （株）岩城工務店 69

18 大契乙 第260号 横堤中学校外柵改修工事 （株）アサノ建設 71

19 大契乙 第212号 新東淀中学校外柵改修工事 （株）信栄建設 71

20 大契乙 第757号 淀川中学校増築その他工事 （株）森長工務店 80

21 大契乙 第88号 宮原中学校便所改修工事 （株）富永工務店 72

22 大契乙 第165号 明治小学校普通教室改造工事 （株）なかつき工務店 72

23 都整工 第5626号 阿倍野区役所地下倉庫床改修工事 東建建設（株） 72

24 都整工 第5622号
晴明丘南小学校特別支援教室シャワー設置
工事

（株）エイト美建 72

25 大契乙 第63号 中津小学校便所改修工事 外谷技建工業（株） 72
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26 都整工 第5619号 山之内小学校フェンス改修工事
（株）ヤマトコーポ
レーション

71

27 大契乙 第233号 四貫島小学校外柵改修工事
(株) Ｍ・Ｎコンスト
ラクション

71

28 都整工 第5620号
浪速小学校・日本橋小学校（もと日東小学
校）フェンス改修工事

西野建設工業（株） 71

29 大契乙 第877号 玉出中学校増築その他工事 東南建設工業（株） 79

30 大契乙 第255号 南中学校外１施設外柵改修工事 （株）武和不動産 71

31 大契乙 第256号 井高野中学校外１校外柵改修工事 （有）福満 70

32 大契乙 第263号 清水小学校外１校外柵改修工事
（株）ライフ・グルー
プ

70

33 大契乙 第251号 放出小学校外２校外柵改修工事 （株）千信 73

34 都整工 第5901号 三国東地区管理建物（K９棟）解体撤去工事 関西土木（株） 72

35 大契乙 第489号 中野小学校増築その他工事 （株）北嶋建設 80

36 大契乙 第193号 小松南住宅８・９号館解体撤去工事 栄光産業（株） 66

37 大契乙 第4036号 八阪中学校外柵改修工事 （株）アイテック 71

38 大契乙 第4040号 山之内小学校便所改修工事
Ｙ’ｓファクトリー
杉元吉彦

72

39 大契乙 第235号 加美詰所外３棟解体撤去工事 （株）日本リサイクル 74

40 大契乙 第182号 新高南住宅１・２号館解体撤去工事 （有）ダイナ建設 75

41 大契乙 第320号 東生野中学校外１校外柵改修工事 （有）　大雅 73

42 大契乙 第468号 長吉六反東住宅１・２号館屋外その他工事
Ｙ’ｓファクトリー
杉元吉彦

72

43 大契乙 第4079号
長吉六反東住宅２３～２６号館屋外その他
工事

吉岡工業　吉岡寿延 73

44 大契乙 第113号 中津小学校便所改修衛生設備工事 （株）サンテクノ 73

45 大契乙 第315号 磯路小学校冷房機械設備工事 （有）松田産業 75

46 大契乙 第278号 今川小学校冷房機械設備工事 （株）タモツ設備 77

47 大契乙 第25号
大和川中学校体育館空調機設置機械設備工
事

大晃設備工業（株） 75

48 大契乙 第332号 加美小学校冷房機械設備工事 （株）竹村製作所 74

49 大契乙 第297号 岸里小学校冷房機械設備工事 原田設備工業（株） 72

50 大契乙 第38号
日本橋中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）誠設備 73
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51 大契乙 第37号
咲くやこの花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

74

52 大契乙 第213号 東我孫子中学校冷房機械設備工事
サンズクリエイト　岡
坂貴広

74

53 大契乙 第279号 鯰江東小学校冷房機械設備工事 （株）サンテクノ 72

54 大契乙 第115号 三国東地区内一円防塵舗装工事（２－１） 吉川組建設　吉川広男 71

55 大契乙 第4047号 大江小学校冷房機械設備工事 （有）ウエイク 76

56 大契乙 第301号 巽南小学校冷房機械設備工事 ＪＳ関西（株） 73

57 大契乙 第140号
中津第２住宅（１・２号館）外量水器取替
工事

平川管工住器（株） 76

58 大契乙 第282号 平野西小学校冷房機械設備工事 Ｊサービス戸田（株） 73

59 大契乙 第114号 宮原中学校便所改修衛生設備工事 旭管工業　中屋大輔 72

60 大契乙 第23号
下福島中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）シマダ 75

61 大契乙 第34号 玉津中学校体育館空調機設置機械設備工事 京立商事（株） 74

62 大契乙 第326号 丸山小学校冷房機械設備工事 （有）盛設備工業所 74

63 大契乙 第309号 矢田中学校冷房機械設備工事 （株）伸栄工業 75

64 大契乙 第15号 天満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

73

65 大契乙 第13号 上町中学校体育館空調機設置機械設備工事 （有）睦管工 75

66 大契乙 第363号 安立小学校冷房機械設備工事
港南エンジニアリング
（株）

77

67 大契乙 第50号 柴島中学校冷房機械設備工事 小原工業（株） 80

68 大契乙 第328号 喜連西小学校冷房機械設備工事 Ｐｒｅｄｉｃｔ（有） 74

69 大契乙 第296号
海老江東小学校直結給水化改修その他機械
設備工事

平和設備（株） 72

70 大契乙 第366号 聖賢小学校冷房機械設備工事 （株）丹羽工業所 72

71 大契乙 第274号 聖和小学校冷房機械設備工事
サンズクリエイト　岡
坂貴広

74

72 大契乙 第269号 東小路小学校冷房機械設備工事
トータスクレイン　植
田朋子

74

73 都整工 第7621号 山之内小学校便所改修衛生設備工事 （株）カタオカ 74

74 大契乙 第11号 都島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

75 大契乙 第35号 大池中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ツカサ 71
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76 大契乙 第53号
阿倍野中学校体育館空調機設置機械設備工
事

大洋設備工業（株） 74

77 大契乙 第280号 島屋小学校冷房機械設備工事 （株）ダイセイ 73

78 大契乙 第39号 港南中学校体育館空調機設置機械設備工事 敷島煖房工業（株） 71

79 大契乙 第335号 豊崎中学校冷房機械設備工事 岩井設備　岩井弘行 74

80 都整工 第7618号 明治小学校普通教室改造機械設備工事
フジテクノサービス
（株）

74

81 大契乙 第336号 鯰江小学校冷房機械設備工事 （株）トシナガ 74

82 大契乙 第362号 鴫野小学校冷房機械設備工事 旭管工業　中屋大輔 78

83 大契乙 第283号 生野南小学校冷房機械設備工事 Ｊサービス戸田（株） 75

84 大契乙 第351号 三軒家西小学校冷房機械設備工事 （株）マキ工業 73

85 大契乙 第361号 南恩加島小学校冷房機械設備工事 （株）シールズ 75

86 大契乙 第4056号 田中小学校冷房機械設備工事 中央設備（株） 74

87 都整工 第7625号 港近隣センター空調設備改修工事 （株）榎本商会 73

88 大契乙 第519号 中野小学校増築その他機械設備工事 （株）一二三工業所 74

89 大契乙 第299号 阪南中学校冷房機械設備工事 （株）中山設備工房 77

90 大契乙 第365号 長原小学校冷房機械設備工事 （株）エスプラント 75

91 大契乙 第316号 小林小学校冷房機械設備工事 大山設備（株） 77

92 大契乙 第369号 新東三国小学校冷房機械設備工事
フジテクノサービス
（株）

71

93 大契乙 第4052号 茨田中学校冷房機械設備工事
光善エンジニア　中川
善行

71

94 大契乙 第4058号 みどり小学校冷房機械設備工事 （有）サークル・ワン 75

95 大契乙 第4053号 晴明丘小学校冷房機械設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

73

96 大契乙 第812号 淀川中学校増築その他機械設備工事
（株）竹村コーポレー
ション大阪支店

76

97 大契乙 第4044号
東喜連第５住宅２号館移転用住戸整備設備
工事

マリオ水道設備（株） 73

98 大契乙 第22号 西淀中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）シマダ 74

99 大契乙 第14号
大正中央中学校体育館空調機設置機械設備
工事

（株）前田商会 74

100 大契乙 第207号 住吉小学校冷房機械設備工事 （株）誠 76
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101 大契乙 第398号 天満中学校冷房機械設備工事
大都クリーン開発
（株）

80

102 大契乙 第364号 高倉中学校冷房機械設備工事 ミライテック（株） 71

103 大契乙 第311号 宮原小学校冷房機械設備工事 土屋設備　土屋貴洋 72

104 大契乙 第399号 長吉東小学校冷房機械設備工事 土屋設備　土屋貴洋 74

105 大契乙 第370号 苅田北小学校冷房機械設備工事
フジテクノサービス
（株）

76

106 大契乙 第40号
夕陽丘中学校体育館空調機設置機械設備工
事

敷島煖房工業（株） 75

107 大契乙 第841号 佃保育所新築機械設備工事 エイテック（株） 75

108 都整工 第7622号 もと立葉小学校各所改修機械設備工事 （株）花菱 75

109 都整工 第7613号
苗代小学校普通教室改造その他機械設備工
事

（株）ミタカ工業 74

110 大契乙 第224号
心身障がい者リハビリテーションセンター
空調設備改修工事

（株）花田設備 74

111 都整工 第7626号 味原保育所給水設備改修工事
なかむらや　中村英一
郎

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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