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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第4062号
共同利用施設西三国センターバリアフリー
改修衛生設備工事

（株）隅野設備 72

2 大契乙 第898号 玉出中学校増築その他機械設備工事 （株）誠設備 75

3 大契乙 第24号 成南中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）シマダ 73

4 大契乙 第306号 長柄第２住宅（１号館）給水管改修工事 ＡＱＵＡ　栩野和美 75

5 大契乙 第284号 御崎住宅（５号館）給水管改修工事 （株）前田商会 75

6 大契乙 第271号
東加賀屋住宅（１・２号館）給水管改修工
事

（株）テクニカル
フィット

77

7 大契乙 第270号 加美北住宅（１・２号館）給水管改修工事 大和熔材（株） 75

8 大契乙 第355号 木津中学校冷房機械設備工事 明和工業　中本浩二 71

9 都整工 第7002号
長吉第２住宅１号館外６棟浴室改善給水衛
生設備工事

（有）ＯＮＺＥ 69

10 大契乙 第4055号 南港中央野球場空調設備改修工事 土屋設備　土屋貴洋 75

11 大契乙 第4042号
南江口第２住宅１号館外７棟浴室改善給水
衛生設備工事

セントラルテック
（株）

71

12 都整工 第5902号 浪速区湊町工区ブロック２整地工事 （株）ドラル 71

13 大契乙 第286号
長吉出戸西住宅５号館外１５棟浴室改善給
水衛生設備工事

（株）丹羽工業所 69

14 大契乙 第295号
北江口第２住宅１号館外１７棟浴室改善給
水衛生設備工事

ＫＲウォーターサービ
ス（株）

70

15 大契乙 第164号 住道矢田住宅１号館給水衛生設備工事 （株）八神 81

16 大契乙 第401号
おとしよりすこやかセンター南部館空調設
備改修その他機械設備工事－２

（有）すみれ建設 75

17 大契乙 第892号
今福小学校昇降機棟増築その他衛生設備工
事

（株）カタオカ 74

18 大契乙 第337号 鯰江東小学校外柵改修工事 （株）アサノ建設 72

19 都整工 第5633号 酉島保育所各所改修工事 （株）タイキ 72

20 大契乙 第249号 淀商業高等学校フェンス改修工事
（株）ファーストシン
ク

71

21 大契乙 第321号 住吉商業高等学校外柵改修工事 （有）大雅 71

22 大契乙 第375号 もと立葉小学校各所改修工事
（株）ファーストシン
ク

73

23 都整工 第5623号 弁天小学校調理室床改修その他工事 中之島建設（有） 72

24 大契乙 第250号 市岡小学校外１校フェンス改修工事 美穂美建設　今井美穂 71

25 大契乙 第325号 市岡中学校外柵改修工事 ジェイ・ブロス（株） 71
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26 都整工 第8630号 旭陽中学校外１１校冷房ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

27 都整工 第8631号 平野西小学校外８校冷房ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

28 都整工 第8638号 阪南中学校外４校冷房ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

29 都整工 第8403号
天満中学校外２２校体育館空調機設置ガス
設備工事

大阪瓦斯（株） 74

30 都整工 第6006号 北村住宅（１号館）各戸分電盤改修工事 （株）専心電気 74

31 都整工 第6004号
梅香住宅（１・２号館）各戸分電盤改修工
事

（株）シンテン電設 74

32 都整工 第8634号 天満中学校外５校冷房ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

33 都整工 第6637号 南港Ｄ－２号上屋受変電設備改修工事
（株）サンエムエテク
ニカル

73

34 大契乙 第808号 淀川中学校増築その他電気設備工事 （株）七福電工 73

35 都整工 第8637号 島屋小学校外８校冷房ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

36 都整工 第8418号 淀川中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 70

37 都整工 第6638号 もと立葉小学校各所改修電気設備工事 （株）関西高圧 71

38 大契乙 第936号 玉出中学校増築その他電気設備工事 （株）コーナン 75

39 都整工 第6005号
高殿西第２住宅（１号館）外１住宅各戸分
電盤改修工事

アルマ電業（株） 76

40 都整工 第6003号
岸之里住宅（１・２号館）各戸分電盤改修
工事

（株）田中電気 76

41 大契乙 第4033号
浪速東第２住宅（１号館）自動火災報知設
備改修工事

（株）ユーズシステム 73

42 大契乙 第4086号
旭区老人福祉センタ―他２施設自動火災報
知設備改修工事

真弓興業（株） 73

43 大契乙 第555号 中野小学校増築その他電気設備工事 （株）タニヒコ 73

44 大契乙 第466号 北斎場監視カメラ設備改修工事 （株）石津電気 73

45 都整工 第6650号 西高等学校構内交換設備改修工事 早川電気通信（株） 73

46 大契乙 第148号
阿波座センタービル事務室等照明設備改修
工事

大成電気（株） 75

47 都整工 第8301号 佃保育所新築ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

48 大契乙 第912号 今福小学校昇降機設備工事 フジテック（株） 72

49 都整工 第6648号 住之江中学校構内交換設備改修工事 早川電気通信（株） 73

50 大契乙 第768号 佃保育所新築電気設備工事 （有）エレテック 77
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51 大契乙 第4051号
港区ＵＶ号上屋他２棟自動火災報知設備改
修工事

（株）烏谷電気商会 73

52 大契乙 第4080号
東北環境事業センター構内交換設備改修工
事

マルヤ電気（株） 71

53 都整工 第6642号
阿倍野区役所外２施設情報ネットワーク改
修工事

（株）ＣＲＥＡＴＡＳ 73

54 大契乙 第838号
今福小学校昇降機棟増築その他電気設備工
事

川岸電気工事（株） 76

55 大契乙 第885号 今福小学校昇降機棟増築その他工事 ビケンテック（株） 78

56 大契乙 第718号 佃保育所新築工事 （株）鳥居工務店 75

57 大契乙 第388号
共同利用施設西三国センターバリアフリー
改修工事

（株）ＹＵＴＡＫＡ 72

58 都整工 第5627号 ＪＲ平野駅自転車駐車場改修工事 （株）遼建 72

59 大契乙 第211号 東喜連第５住宅２号館移転用住戸整備工事 中村工務店（株） 74

60 大契乙 第183号 鶴町第２住宅１～４号館解体撤去工事 （株）ライト 76

61 大契乙 第288号 矢田西小学校外１校外柵改修工事 小澤建材工業（株） 71

62 大契乙 第289号 矢田部住宅６・７号館屋上防水改修工事 （株）ハンシン 76

63 大契乙 第374号
南港中住宅３１・４１号館屋上防水改修工
事

（株）ライズビット 76

64 大契乙 第519号 教育センター外壁改修工事 アップエース（有） 72

65 都整工 第5624号 上福島小学校仮設グラウンド各所改修工事 （有）ミユキ 72

66 都整工 第5625号
おとしよりすこやかセンター北部館天井改
修工事

スカイ興業　赤崎多佳
子

72

67 都整工 第5638号 高倉小学校防球ネット改修工事 清水建材（株） 72

68 大契乙 第294号 清水丘小学校体育館天井改修その他工事 マルエイ　富永富美子 72

69 大契乙 第173号 矢田北小学校体育館屋上改修工事 （株）エコテック 73

70 大契乙 第237号 築港中学校外１校外柵改修工事 （有）デルタ建装 71

71 大契乙 第323号 磯路小学校外柵改修工事 （株）センバ 71

72 大契乙 第380号
東喜連第４住宅８・９号館屋上防水改修工
事

森国商工　森國敏明 76

73 大契乙 第169号 阿倍野中学校外１校外柵改修工事
マルショウ工務店　治
久丸宏和

71

74 大契乙 第107号 伝法住宅７～１１号館解体撤去工事 （株）岩本組 73

75 大契乙 第4022号 苗代小学校普通教室改造その他工事 （株）総栄建設 72
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76 大契乙 第533号 東淡路小学校体育館床改修その他工事 （株）ビー・フリー 72

77 大契乙 第563号 毛馬第２住宅１～３号館屋上防水改修工事 （株）　新興 74

78 都整工 第5632号
生野東詰所コンクリートブロック塀解体撤
去工事

（株）木村工業所 72

79 都整工 第5629号
今里小売市場民営活性化事業施設外柵改修
工事

（株）タイキ 72

80 大契乙 第4064号 玉出幼稚園外柵改修工事 （有）宇都宮工業 72

81 都整工 第5634号 新高幼稚園外構整備工事 （株）金谷建設 72

82 都整工 第5631号 玉造幼稚園外柵改修工事 （有）エヌエスティ 72

83 都整工 第5646号 六反幼稚園屋上防水改修工事
ナニワコーポレーショ
ン　岡本裕嗣

72

84 大契乙 第984号 西船場小学校増築その他昇降機設備工事
日本エレベーター製造
（株）

74

85 都整工 第6631号
福島区役所外２施設情報ネットワーク改修
工事

Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 70

86 都整工 第6653号 中央図書館受変電設備改修工事 （株）関西高圧 71

87 都整工 第6656号
高見町保育所外１施設自動火災報知設備改
修工事

（株）ハツタテクノ 70

88 大契乙 第339号
長吉長原東住宅（８号館）自動火災報知設
備改修工事

明和電気防災（株） 76

89 大契乙 第176号 住道矢田住宅１号館電気設備工事 （株）大三洋行 78

90 都整工 第8008号 住道矢田住宅１号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

91 都整工 第6644号
あべの市税事務所外１施設情報ネットワー
ク改修工事

（株）岡田電気 73

92 都整工 第6643号
東住吉区役所外１施設情報ネットワーク改
修工事

（株）松岡電気 73

93 都整工 第6646号
平野区民センター他２施設受変電設備改修
工事

（株）サンエムエテク
ニカル

73

                          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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