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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第216号
花と緑と自然の情報センター天井改修その
他電気設備工事

（株）セイコー 74

2 都整工 第6663号
瓜破保育所他１施設自動火災報知設備改修
工事

近畿防災（株） 73

3 都整工 第6303号 防災行政無線設備蓄電池取替工事 （株）日立国際電気 72

4 大契乙 第356号 福島区役所構内交換設備改修工事
（株）スイタ情報シス
テム

73

5 都整工 第6677号 大正会館照明設備改修工事 （株）岡田電気 73

6 都整工 第6662号
信太山青少年野外活動センター受変電その
他改修電気設備工事

（株）國見電気 71

7 大契乙 第476号
おとしよりすこやかセンター東部館ナース
コール設備改修工事

吉岡電気工業（株） 73

8 大契乙 第4130号
もとおとしよりすこやかセンター西部館非
常放送設備改修工事

明治システムエンジニ
アリング（株）

73

9 大契乙 第275号
東粉浜小学校長寿命化改修その他電気設備
工事

中村電工（株） 73

10 都整工 第6657号
此花区民ホール他２施設受変電設備改修そ
の他工事

（株）テッシン興業 74

11 都整工 第6661号
天王寺区民センター他１施設受変電設備改
修その他工事

実紀コスミオン（株） 73

12 大契乙 第757号
舞洲障がい者スポーツセンター非常放送設
備改修工事

東邦電気工業（株） 73

13 都整工 第6652号
我孫子地域在宅サービスステーション受変
電設備改修工事

松浦電気工事（株） 73

14 大契乙 第151号 湊町リバープレイス中央監視設備改修工事 大浪電設（株） 77

15 都整工 第6671号 加島第１保育所自動火災報知設備改修工事 東光防災（株） 71

16 都整工 第6675号
海老江保育所他２施設自動火災報知設備改
修工事

平和興業（株） 71

17 大契乙 第272号
福島スポーツセンタ―天井改修電気設備工
事

川岸電気工事（株） 78

18 都整工 第6667号
鯰江保育所外１施設自動火災報知設備改修
工事

協立電気工事（株） 73

19 都整工 第6668号 中央会館受変電設備改修工事 アルマ電業（株） 71

20 大契乙 第259号
阿倍野スポーツセンター天井改修電気設備
工事

（株）ティークラート 76

21 大契乙 第4031号 本田小学校普通教室改造電気設備工事 （株）片岡電工 73

22 大契乙 第705号
福島区民センター他２施設直流電源設備改
修その他電気設備工事

（株）セイコー 71

23 大契乙 第440号 生野屋内プール天井改修電気設備工事 （株）川畑電工 73

24 大契乙 第573号 中央屋内プール天井改修電気設備工事 （株）ＦＥＳ 71

25 都整工 第8407号 摂陽中学校体育館空調機設置ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

請負工事成績評定結果一覧表  (令和３年３月分)
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

26 大契乙 第741号
（仮称）北部こども相談センター建設電気
設備工事

八千代電設工業（株） 80

27 都整工 第8302号
（仮称）北部こども相談センター建設ガス
設備工事

大阪瓦斯（株） 76

28 大契乙 第890号
（仮称）北部こども相談センター建設昇降
機設備工事

フジテック（株） 77

29 大契乙 第130号
井高野第６住宅（１９～２１号館）外３住
宅昇降機設備改修工事

（株）日立ビルシステ
ム

73

30 大契乙 第154号
長吉長原東住宅（１０・１１号館）外２住
宅昇降機設備改修工事

三精テクノロジーズ
（株）

70

31 都整工 第6302号
マリンテニスパーク北村東ゲート便所新築
その他電気設備工事

日電工事（株） 73

32 大契乙 第411号 住吉屋内プール天井改修電気設備工事 （株）ユーズシステム 73

33 大契乙 第914号 住吉第一中学校増築その他機械設備工事 東洋エアー工業（株） 74

34 都整工 第7306号 旭屋内プール換気設備改修工事 （株）齊藤商会 72

35 都整工 第7305号 中島公園便所設置衛生設備工事 マリオ水道設備（株） 75

36 都整工 第7631号
信太山青少年野外活動センターボイラー設
備改修工事

（株）中山設備工房 75

37 都整工 第7617号
花と緑と自然の情報センター天井改修その
他機械設備工事

明和工業　中本浩二 73

38 都整工 第7627号 野田工営所ボイラー設備改修工事
榮建設備工業　文村裕
司

74

39 大契乙 第488号
平野区西喜連住宅第２地区区画道路３号線
外１舗装修繕工事

苅谷建設　苅谷幸人 74

40 都整工 第7634号 平野区老人福祉センター排水設備改修工事 （株）井上水道 73

41 大契乙 第439号 摂陽中学校体育館空調機設置機械設備工事 四國機械設備（株） 76

42 都整工 第7635号 同心保育園他４施設揚水ポンプ改修工事 明和工業　中本浩二 70

43 都整工 第5904号
住之江区北島地区ロ－１０号線舗装修繕工
事

（株）新生工業 72

44 大契乙 第4103号
西住之江住宅２号館外８棟浴室改善給水衛
生設備工事

（株）三栄設備 66

45 大契乙 第4127号
東淡路第２住宅１～４号館耐震改修給水衛
生設備工事

なかむらや　中村英一
郎

74

46 都整工 第5905号 旭区生江三丁目地区ブロック２整地工事 ウエスト工業（株） 68

47 大契乙 第521号
淀川区加島地区３号線舗装修繕工事（２－
１）

（株）大吾興業 73

48 都整工 第7003号
平林南第２住宅１号館浴室改善給水衛生設
備工事

（株）みずでん 66

49 大契乙 第4082号 淡路区画１１号線防塵舗装その他工事 （株）テック木下 66

50 都整工 第7638号 城北環境事業センター給水設備改修工事 明和工業　中本浩二 74

契約番号
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

51 大契乙 第261号
東粉浜小学校長寿命化改修その他機械設備
工事

（株）住環設備 74

52 都整工 第7641号 十三工営所給水設備改修工事
（株）テック・ナカガ
ワ

73

53 大契乙 第4088号
中央卸売市場東部市場関連北棟便所改修衛
生設備工事

（株）川崎水道工業 71

54 都整工 第7640号 天王寺動物公園各所改修衛生設備工事 中央設備（株） 74

55 都整工 第7629号
此花作業指導所他１施設各所改修衛生設備
工事

（株）マキ工業 71

56 都整工 第7667号 西区民センター便所改修衛生設備工事 ビーフロア　皆田智史 72

57 大契乙 第170号
本田小学校普通教室改造その他機械設備工
事

ファインパワー（株） 74

58 大契乙 第396号 中央屋内プール天井改修機械設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

74

59 都整工 第7661号 此花区役所空調設備改修工事 （有）大和設備 73

60 大契乙 第779号 瓜破東小学校冷房機械設備工事 （株）ワールド隆文社 73

61 大契乙 第222号 住吉屋内プール天井改修機械設備工事 小原工業（株） 74

62 都整工 第7632号 苅田南保育所便所改修衛生設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

73

63 大契乙 第4034号
阿倍野スポーツセンター天井改修機械設備
工事

（株）ＫＮエンジニア
リング

76

64 都整工 第7633号 阿倍野区役所空調設備改修工事
（有）カワモト設備工
業

74

65 都整工 第7639号 梅本保育所空調設備改修工事 （株）大輝 76

66 大契乙 第731号 矢田教育の森保育所空調設備改修工事 テクノワールド（株） 76

67 大契乙 第699号
波除第２住宅（３・４号館）給水管改修工
事

大紘設備(株) 79

68 大契乙 第727号
（仮称）北部こども相談センター建設機械
設備工事

柳生設備（株） 78

69 大契乙 第359号 東井高野小学校長寿命化改修機械設備工事
（株）タメゴエンジニ
アリング

74

70 都整工 第7647号 梅香小学校普通教室改造機械設備工事 （株）誠 75

71 大契乙 第734号
大淀コミュニティセンター便所改修衛生設
備工事

岩川設備　岩川昇 71

72 都整工 第7659号 平野南小学校消火管改修工事
（株）テック・ナカガ
ワ

70

73 都整工 第7663号 南百済小学校給水管改修工事 （株）花菱 74

74 都整工 第7649号 鶴見区老人福祉センター排水設備改修工事
大都クリーン開発
（株）

73

75 都整工 第7664号 城東小学校普通教室改造機械設備工事 （株）百野工業所 74

契約番号
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

76 都整工 第5008号
令和２年度都市整備局住宅事業用地（平野
区長吉長原東２丁目）防塵舗装工事

グッドコンディション
（株）

70

77 都整工 第7658号 清水丘小学校消火管改修工事 明和工業　中本浩二 75

78 大契乙 第63号 萩之茶屋第２住宅１号館給水衛生設備工事 四國機械設備（株） 78

79 都整工 第7657号 池島小学校消火管改修工事 ビーフロア　皆田智史 71

80 都整工 第7660号 天王寺小学校図工室改造機械設備工事 （株）中山設備工房 75

81 都整工 第7662号 天王寺中学校給水管改修工事 (有)ＯＮＺＥ 73

82 大契乙 第777号 文の里中学校冷房機械設備工事 浪華工業（株） 74

83 都整工 第7651号 鴫野保育所各所改修衛生設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

74

84 都整工 第7646号
心身障がい者リハビリテーションセンター
排水ポンプ改修工事

大都クリーン開発
（株）

73

85 都整工 第7637号 東小橋保育所便所改修衛生設備工事 花岡建設工業（株） 74

86 都整工 第7648号 八幡屋保育所空調設備改修工事 （株）大阪設備 71

87 大契乙 第4152号 三国保育所空調設備改修工事 大貴設備（株） 74

88 大契乙 第760号 浪速第５保育所空調設備改修工事 （株）ＴＦＣ 74

89 大契乙 第413号 東淀川複合施設天井改修機械設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

72

90 大契乙 第683号 住吉保育所空調設備改修工事 （株）みずでん 75

91 大契乙 第4090号 大正地区鶴町附近１号線舗装修繕工事－２ 総建（株） 70

92 都整工 第7650号 万領保育所空調設備改修工事 大貴設備（株） 68

93 大契乙 第65号 井高野第４住宅２号館給水衛生設備工事 九櫻設備工業(株) 79

94 大契乙 第654号 浪速第１保育所空調設備改修工事 高千穂技工（株） 76

95 大契乙 第4165号
大正保育所空調設備改修その他機械設備工
事

（株）三栄設備 73

96 大契乙 第4141号 北加賀屋保育所空調設備改修工事 (有)大和設備 72

97 大契乙 第4162号
もと天王寺勤労青少年ホーム空調設備改修
工事

ＪＳ関西（株） 73

98 都整工 第7652号 遠里小野保育園排水設備改修工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

73

99 都整工 第7645号 社会福祉センター便所改修衛生設備工事 明和工業　中本浩二 73

100 大契乙 第4138号 花乃井中学校普通教室改造機械設備工事
榮建設備工業　文村裕
司

71

契約番号
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

101 都整工 第7669号 菫中学校消火管改修工事 （株）リゼスト 72

102 都整工 第7670号 横堤小学校消火管改修工事 ビーフロア　皆田智史 73

103 大契乙 第813号
西南環境事業センターボイラー設備改修工
事

（有）松田産業 75

104 都整工 第7666号
もとおとしよりすこやかセンター西部館排
水ポンプ改修工事

（株）井上水道 73

105 都整工 第7643号
船場法人市税事務所電算室空調設備改修工
事

（株）花田設備 74

106 都整工 第7668号 浪速第１保育所便所改修衛生設備工事 （株）誠 75

107 都整工 第7654号
舞洲障がい者スポーツセンター電気温水器
改修工事

ＫＲウォーターサービ
ス（株）

72

108 都整工 第5906号
城東区第２４６６号線外３区画線設置その
他工事

ジョイントロードサー
ビス（株）

72

109 都整工 第7304号
瓜破北幼稚園遊戯室棟増築その他機械設備
工事－３

（株）中山設備工房 71

110 大契乙 第721号 大浪橋住宅（１～３号館）給水管改修工事 平和興業(株) 76

111 大契乙 第214号 生野屋内プール天井改修機械設備工事 （株）大阪設備 72

112 大契乙 第602号 野田中学校教室改造その他機械設備工事
（有）テクニカルワー
クス

75

113 大契乙 第896号 中野中学校冷房機械設備工事 京立商事（株） 75

114 大契乙 第663号 西成区民センター舞台照明設備改修工事 （株）松村電機製作所 73

115 都整工 第6682号
加美第１保育所外１施設自動火災報知設備
改修工事

（有）フェステクノス 73

116 都整工 第6669号
心身障がい者リハビリテーションセンター
誘導灯設備改修工事

（株）盛永電気工業所 73

117 大契乙 第421号 鶴見緑地球技場電光表示盤設備改修工事
東芝インフラシステム
ズ（株）

73

118 大契乙 第617号
長橋第５住宅（２号館）自動火災報知設備
改修工事

（株）ユーズシステム 75

119 都整工 第8007号 萩之茶屋第２住宅１号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

120 大契乙 第106号 萩之茶屋第２住宅１号館電気設備工事 （株）コーナン 78

121 大契乙 第357号 東井高野小学校長寿命化改修電気設備工事 (株)鐵興 76

122 都整工 第8632号
東井高野小学校長寿命化改修その他ガス設
備工事

大阪瓦斯(株) 71

123 都整工 第8656号 花乃井中学校教室改造ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

124 大契乙 第4179号 花乃井中学校普通教室改造電気設備工事 早川電気通信（株） 71

125 大契乙 第719号 淀中学校増築その他昇降機設備工事
日本エレベータ―製造
（株）

75

契約番号
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

126 大契乙 第600号 野田中学校教室改造その他電気設備工事
（株）サンエムエテク
ニカル

75

127 大契乙 第157号
浪速第７住宅（３号館）外４住宅昇降機設
備改修工事

日本オーチス・エレ
ベータ（株）

73

128 大契乙 第127号
浪速第６住宅（１号館）外４住宅昇降機設
備改修工事

日本エレベーター製造
（株）

71

129 大契乙 第105号 井高野第４住宅２号館電気設備工事 大阪特器設備（株） 78

130 都整工 第6680号
大阪市人権啓発・相談センター照明設備改
修工事

（株）若竹電機 72

131 都整工 第8648号 築港中学校フェンス改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

132 都整工 第6664号
東住吉区老人福祉センター他３施設受変電
設備改修工事

アルマ電業（株） 73

133 大契乙 第967号 淀中学校増築その他機械設備工事 （株）マサキ設備 76

134 大契乙 第4149号 味原保育所空調設備改修工事 （株）ＨＲＩ 74

135 大契乙 第609号
旭区生江三丁目地区区画道路２号線外１舗
装修繕工事

（株）フリーパーク 69

136 大契乙 第574号
長吉東部地区内一円防塵舗装工事（２－
１）

（株）タイトテクノ 66

137 大契乙 第736号 三国東地区内一円防塵舗装工事（２－２） 宮テック　宮部貴久 68

138 大契乙 第809号
淀川区西三国２丁目１１番地内土壌汚染対
策工事

林建設工業（株） 70

139 都整工 第7642号 田島工営所ボイラー設備改修工事 テクノワールド（株） 77

140 大契乙 第957号 西船場小学校増築その他機械設備工事 柳生設備（株） 76

141 都整工 第7302号
マリンテニスパーク北村東ゲート便所新築
その他衛生設備工事

阪奈工業（株） 74

142 大契乙 第791号 国際学友会館空調設備改修工事 （株）ハナハク 74

143 大契乙 第709号 小林住宅（３～５号館）給水管改修工事 (有)原設備 74

144 大契乙 第892号 酉島住宅２１号館移転用住戸整備設備工事
(株)ヤマコーポレー
ション

70

145 大契乙 第4217号 鶴見橋中学校プールろ過設備改修工事 光伸（株） 75

146 都整工 第7665号 古市小学校多目的室改造機械設備工事
（株）ヤマコーポレー
ション

71

147 大契乙 第954号 滝川小学校増築その他機械設備工事
西田エンジニアリング
（株）

72

148 都整工 第5639号 住吉乳児保育所各所改修工事 ＭＵＲＡＩ　村井邦彦 72

149 大契乙 第849号 住吉第一中学校増築その他工事 日本土建工業（株） 83

150 大契乙 第324号 天王寺動物園サル山等解体撤去工事 （株）伸和興業 72

契約番号
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151 大契乙 第696号 野江第２住宅３号館屋上防水改修工事 （株）ベルテック 75

152 大契乙 第290号
加美長沢住宅１・２号館外壁部分改修その
他工事

西進建設（株） 70

153 大契乙 第377号 高殿西住宅４・５号館屋上防水改修工事 （株）三宝工業 75

154 大契乙 第4025号 新生江住宅３号館畳工事 錦建設（株） 75

155 大契乙 第257号 福住宅１～３号館解体撤去工事 三愛建設（株） 62

156 大契乙 第645号 加島南第２住宅２号館屋上防水改修工事 （株）新興 71

157 大契乙 第672号 横堤第２住宅１号館屋上防水改修工事 （株）シンユー技研 71

158 大契乙 第539号
三軒家住宅７号館外１住宅外壁部分改修そ
の他工事

村西工務店　村西儀春 67

159 大契乙 第623号 三軒家住宅１～６号館屋上防水改修工事 （株）リノベーション 77

160 都整工 第5652号 阿倍野住宅管理センター事務室改修工事
ユーネクスト　江　裕
史

72

161 大契乙 第425号 千島体育館各所改修工事 （株）ビックシステム 73

162 都整工 第5664号 日之出保育所床改修工事 （有）ミユキ 72

163 都整工 第5650号 波除小学校フェンス改修工事 （株）キンキセフティ 73

164 都整工 第5004号
長吉長原東第４住宅２７・２８号館外壁部
分改修その他工事

（有）エヌエスティ 73

165 大契乙 第512号 塩草第３住宅１号館屋上防水改修工事 （株）日本システム 74

166 大契乙 第491号 松通東保育所解体撤去工事
萬代重機建設　萬代順
一

78

167 大契乙 第4059号 中島公園便所設置工事
ユーネクスト　江　裕
史

72

168 大契乙 第709号 東淡路第２住宅１～４号館耐震改修工事 旭営繕建設（株） 75

169 大契乙 第195号 阿倍野スポーツセンター天井改修工事
（株）セントラル
フィールド

72

170 大契乙 第630号 ひらき住宅２～４号館屋上防水改修工事 （株）伸幸商会 76

171 大契乙 第389号
東喜連第３住宅８・９・１５・１６・１
９・２０号館外壁部分改修その他工事

（株）柳川防水 74

172 大契乙 第4097号 東長居第２住宅１号館屋上防水改修工事 （株）サンセーテック 75

173 大契乙 第322号 桜宮住宅１号館外壁改修その他工事 （株）タマイ 74

174 大契乙 第422号 今福南住宅２号館外壁改修その他工事 （株）新宅工務店 74

175 大契乙 第497号 大野住宅１号館外壁改修その他工事 （株）しんやま工務店 75

契約番号
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176 大契乙 第514号
八幡屋第２住宅１～３・６号館外壁改修そ
の他工事

（株）メッシュ 74

177 大契乙 第4098号
木川第４住宅３号館外壁部分改修その他工
事

（株）総栄建設 75

178 大契乙 第493号 高殿西住宅６・７号館屋上防水改修工事 （株）ミノワ工業 72

179 大契乙 第329号
平野スポーツセンター他１施設屋上防水改
修工事

（株）関西マサル 70

180 大契乙 第679号 井高野住宅５・６号館屋上防水改修工事 日興化成（株） 75

181 大契乙 第376号
長谷川小学校・長谷川中学校外壁改修その
他工事

（株）アーク 72

182 大契乙 第4195号 阿波座センタービル屋外階段改修工事 （株）未来 73

183 大契乙 第992号 堂ケ芝住宅１１号館外壁改修その他工事
（株）ニッシンクリ
エート

76

184 大契乙 第524号 豊新小学校外壁改修その他工事 （株）朝日建設 74

185 大契乙 第767号 長柄第２住宅１号館屋上防水改修工事
ナニワコーポレーショ
ン　岡本裕嗣

78

186 大契乙 第4076号
中央卸売市場東部市場関連北棟便所改修そ
の他工事

（株）ダテ建設 72

187 大契乙 第186号 住吉屋内プール天井改修工事
（株）ニッシンクリ
エート

70

188 大契乙 第4122号 毛馬南住宅１号館屋上防水改修工事 （株）玉井商会 74

189 大契乙 第322号 東井高野小学校長寿命化改修その他工事
（株）アフェクション
ウォーク

77

190 大契乙 第4135号 都島工業高等学校屋上防水改修工事 （株）平川工業 72

191 都整工 第5662号 新生野中学校プール塗装工事 （株）アローペイント 72

192 大契乙 第629号 真田山幼稚園屋上改修工事 （株）ステイワン 72

193 大契乙 第851号 矢田西中学校プール改修工事
（有）エイチ・ジェイ
コーポレーション

72

194 大契乙 第765号 住吉幼稚園屋上改修工事
Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗
（株）

72

195 大契乙 第4186号 菅原小学校プール改修工事 （株）セレクション 73

196 大契乙 第4160号
西区老人福祉センター他１施設各所改修工
事

（株）三光工務店 73

197 大契乙 第854号 泉尾東小学校プール改修工事 （有）古谷建設工業 72

198 都整工 第5672号 大淀中学校プール塗装工事 （株）アローペイント 72

199 大契乙 第4144号
北区子ども・子育てプラザ他１施設各所改
修工事

（株）ライフ・グルー
プ

72

200 都整工 第5677号 北中島小学校屋上防水改修工事 アロー（株） 72

契約番号
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201 大契乙 第681号 加島第１保育所各所改修工事 翔工務店　舘野崇朗 72

202 大契乙 第293号 住之江総合会館外壁改修その他工事 （株）池田邦工務店 74

203 大契乙 第518号 西区役所外壁改修その他工事
（株）セントラル
フィールド

72

204 大契乙 第4202号 塚本駅自転車駐車場各所改修工事 （有）ミユキ 72

205 都整工 第5688号
大阪市梅田サービスカウンター各所改修工
事

（株）遼建 73

206 大契乙 第677号 大淀コミュニティセンター便所改修工事 廣田建設　廣田　糧 72

207 都整工 第5675号 長柄保育園外壁改修その他工事 （株）ステイワン 72

208 大契乙 第159号 本田小学校普通教室改造工事 （有）ミユキ 73

209 都整工 第5670号 柏里保育所内部改修工事 Ｒ＆Ｒ　合田謙治 70

210 都整工 第5687号
共同利用施設宮原センター屋上防水改修工
事

（株）東技コーポレー
ション

72

211 都整工 第5663号 平野小学校プール塗装工事 （株）大装 72

212 都整工 第5668号 泉尾工業高等学校教室床改修工事 （株）ＧＤＳ 72

213 大契乙 第4199号 湯里小学校屋上防水改修工事
（株）東技コーポレー
ション

72

214 都整工 第5302号 今津橋水質観測局解体撤去工事 栄光産業（株） 70

215 大契乙 第588号 野田中学校教室改造その他工事 （株）武和不動産 75

216 大契乙 第725号 長柄東第２住宅１号館屋上防水改修工事 （株）伸幸商会 74

217 大契乙 第437号
三先住宅１０号館外１住宅外壁部分改修そ
の他工事

（株）センガコンスト
ラクションズシステム

71

218 大契乙 第469号
大和川住宅５～８号館外壁部分改修その他
工事

スカイ興業　赤崎多佳
子

71

219 大契乙 第680号 浪速東第２住宅２号館屋上防水改修工事 （株）関西技研 76

220 大契乙 第403号 柴谷住宅１号館外壁改修その他工事 （株）鈴木工務店 74

221 大契乙 第710号 御幸住宅１～３号館屋上防水改修工事
スミシン工業　隅野眞
二

73

222 大契乙 第718号 社会福祉研修・情報センター天井改修工事 共栄工務店　岡　良治 72

223 大契乙 第4121号
桑津老人憩の家・桑津会館外２施設フェン
ス改修工事

（株）トータルクリ
アー

73

224 大契乙 第244号
福島スポーツセンター他２施設天井改修そ
の他工事

山陽建設工業（株） 72

225 大契乙 第492号 （仮称）北部こども相談センター建設工事 大鉄工業（株） 84

契約番号
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226 大契乙 第136号
マリンテニスパーク北村東ゲート便所新築
その他工事

大塚塗装店　大塚孝康 72

227 大契乙 第532号
平野市町住宅１・２号館外壁部分改修その
他工事

（株）薫商事 70

228 大契乙 第922号 西船場小学校増築その他工事 野村建設工業（株） 77

229 都整工 第5659号 浪速区民センター便所改修その他工事 （有）牧野 72

230 都整工 第5678号 八幡屋センタービル屋上防水改修工事 アロー（株） 73

231 大契乙 第4163号 敷津浦小学校防球ネット設置工事 村端工業（株） 73

232 大契乙 第638号 花乃井中学校普通教室改造その他工事 （株）山方工務店 72

233 大契乙 第227号 生野屋内プール天井改修工事 （株）オーヒュッテ組 74

234 都整工 第5653号 森小路保育所各所改修工事 柚木塗装店　柚木茂男 72

235 大契乙 第639号 大池中学校駒止柵改修工事 寿興業（株） 72

236 大契乙 第601号 もと住吉図書館外壁改修その他工事 西進建設（株） 72

237 大契乙 第720号
我孫子南中学校多目的ホール床改修その他
工事

（有）大雅 72

238 大契乙 第4145号
大阪ビジネスフロンティア高等学校プール
サイド改修工事

インテリア旭　柳　敏
行

72

239 大契乙 第788号 両国保育所外１施設外柵改修その他工事 （株）ユタカ 71

240 大契乙 第719号 やすらぎ天空館屋上改修工事 村西工務店　村西儀春 72

241 都整工 第5642号 瓜破霊園屋外便所（２区）改修工事 （株）ホウコク 72

242 都整工 第5671号 城東小学校普通教室改造工事 （株）新田 72

243 大契乙 第4161号 鴫野保育所各所改修工事
（株）Ｔ’ｓコーポ
レーション

72

244 大契乙 第4196号 横堤中学校屋上防水改修工事
（株）東技コーポレー
ション

72

245 大契乙 第4183号 天王寺小学校図工室改造工事 （株）タイシンビルド 72

246 大契乙 第864号 北中道小学校プール改修工事 （株）ＰＭＧ 72

247 大契乙 第637号 旭東幼稚園屋上改修その他工事 甲南建設工業（株） 72

248 大契乙 第752号 東小橋保育所外柵改修その他工事
Ｋ－マックス　保田賢
治

72

249 大契乙 第4182号 今里小学校プール改修工事 米田建設　米田　勝 72

250 大契乙 第692号 桜宮小学校フェンス改修工事 Ａ’ｓ技建（株） 70

契約番号
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251 大契乙 第4125号 生野区民センターフェンス改修工事 サウス工業（株） 70

252 都整工 第5647号
豊崎会館老人憩いの家・豊崎地域集会所外
１施設フェンス改修工事

（株）ＡＲＡＫＡＷＡ 72

253 都整工 第5648号 梅本保育所外１施設フェンス改修工事
（株）ヤマトコーポ
レーション

71

254 大契乙 第4147号 春日出中学校外１施設フェンス改修工事 （株）千信 71

255 大契乙 第4131号 御幸保育所フェンス改修工事 （株）ゼステック 72

256 都整工 第5681号
契約管財局用地（生野区中川）コンクリー
トブロック塀解体撤去工事

（株）ライト 72

257 都整工 第5690号
もと津守幼稚園コンクリートブロック塀解
体撤去工事

三愛建設（株） 71

258 大契乙 第902号 ユーカリ栽培温室解体撤去工事 （株）スペーステック 71

259 大契乙 第831号
東中本保育所・東成区子ども子育てプラザ
外柵改修工事

（株）三友クリエート 69

260 都整工 第5304号 南浜霊園内建築物解体撤去工事 大幸開発　大城直幸 73

261 大契乙 第787号 豊里小学校外１施設外柵改修工事 （株）ＰＭＧ 71

262 都整工 第5683号 靭庭球場屋外改修工事 アクアホーム（株） 72

263 大契乙 第908号 淀中学校増築その他工事 （株）ハンシン建設 80

264 大契乙 第910号 萩之茶屋第２住宅１号館建設工事 中林建設（株） 80

265 大契乙 第4158号 木場住宅５～８号館屋外その他工事 （株）ユタカ 66

266 大契乙 第744号 昭和中学校外１施設フェンス改修工事 （株）エコテック 72

267 大契乙 第243号
水都国際中学校・高等学校東学舎クラブ室
棟増築その他工事

山上建設工業（株） 75

268 大契乙 第464号 鷺洲小学校増築その他工事 共同建設（株） 80

269 大契乙 第631号 大桐中学校増築その他工事 ヤスダ建設（株） 70

270 大契乙 第4159号
第３浪速東（北）工場アパート外１施設外
柵改修工事

森川塗装　森川　彰 72

271 大契乙 第405号 東淀川複合施設外壁改修その他工事 （株）松陽工務店 77

272 大契乙 第786号
瓜破保育所・平野区子ども子育てプラザ外
１施設外柵改修その他工事

（株）成友 73

273 大契乙 第821号 姫島幼稚園外２施設外柵改修工事 （株）ユーテック 71

274 大契乙 第4028号 井高野第４住宅２号館畳工事 （株）エイト 75

275 大契乙 第543号 勝三住宅１～３号館解体撤去工事 （株）新興建設 72

契約番号



(12/19)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

276 大契乙 第919号 井高野第４住宅２号館建設工事 大鉄工業（株） 84

277 大契乙 第860号 酉島住宅２１号館移転用住戸整備工事 （有）宇都宮工業 71

278 大契乙 第552号
瓜破東第２住宅２４号館外壁部分改修その
他工事

東建（株） 71

279 大契乙 第4191号 出来島小学校プール改修工事 （有）上西工業 73

280 都整工 第5644号 大正保育所各所改修工事 （株）リグランツ 73

281 大契乙 第385号 中央屋内プール天井改修工事 磯建工業（株） 74

282 大契乙 第904号 中大江小学校プール改修工事 （株）ＫＡＮＤＡ 72

283 大契乙 第687号 梅香小学校普通教室改造工事 （株）ＡＲＡＫＡＷＡ 72

284 大契乙 第901号 淀商業高等学校プール改修工事 ジェイ・ブロス（株） 73

285 都整工 第5654号 浪速第１保育所便所改修工事 甲南建設工業（株） 73

286 都整工 第5649号 西南環境事業センター浴室床改修工事 フォーライズ（株） 72

287 大契乙 第862号 木津中学校プール改修工事 甲南建設工業（株） 72

288 都整工 第5656号 蒲生中学校プールサイド改修工事 （株）浪建 71

289 大契乙 第4101号 苅田南保育所便所改修工事
ＴＯＰ　ＰＡＲＴＮＥ
Ｒ　谷本一秀

72

290 大契乙 第884号 梅南津守小学校屋上防水改修工事 （株）ネクスト 71

291 大契乙 第4177号 北中道幼稚園屋上防水改修工事 （株）伸和 71

292 大契乙 第766号 鯰江保育所各所改修工事 （株）水原組 73

293 大契乙 第4192号 茨田西小学校屋上防水改修工事 （株）伸和 73

294 都整工 第5682号 茨田南小学校プール防水改修工事 （株）ケンフレックス 70

295 大契乙 第839号 古市小学校多目的室改造工事
カツミ工務店　佐竹勝
己

73

296 大契乙 第579号 咲くやこの花館各所改修工事 錦建設（株） 74

297 大契乙 第698号
心身障がい者リハビリテーションセンター
他１施設屋上改修その他工事

（株）遼建 73

298 大契乙 第515号
鶴見緑地国際庭園ネパール庭園各所改修工
事

（株）尚建ビルト 74

299 大契乙 第4169号 都島区民センター各所改修工事 （株）谷口建設 72

300 大契乙 第4156号 清水小学校プールサイド改修工事 （有）牧野 72

契約番号
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301 大契乙 第702号 桜宮高等学校テニスコート整備工事 （株）ＡＲＡＫＡＷＡ 72

302 大契乙 第4136号 敷津浦学園屋上防水改修工事 （株）ｙａｍａｔｏ 72

303 大契乙 第768号 阿倍野小学校体育館屋上防水改修工事
アールイープラス
（株）

72

304 大契乙 第4137号 大正区老人福祉センター屋上防水改修工事 （株）エフケーテック 72

305 都整工 第5669号 泉尾北小学校プール塗装工事 大生塗装工業（株） 73

306 都整工 第5674号 姫島保育所床改修その他工事 （株）サンイースト 72

307 都整工 第5686号 中央会館舞台吊物設備改修工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

73

308 大契乙 第644号 滝川幼稚園各所改修工事 日建保全工業（株） 72

309 大契乙 第184号
花と緑と自然の情報センター天井改修その
他工事

ビケンテック（株） 73

310 大契乙 第378号 鶴見緑地プールトラス改修工事 （株）ＯＺＡＭＩ 73

311 都整工 第5679号
東成区老人福祉センター他２施設屋上防水
改修工事

（株）タツミ防水技研 72

312 大契乙 第157号 東粉浜小学校長寿命化改修その他工事 （株）北陽 75

313 大契乙 第711号 常盤幼稚園屋上改修工事 総合建造舎（株） 71

314 都整工 第5655号 東成区役所玄関前改修工事 吉岡工業　吉岡寿延 72

315 大契乙 第635号 住吉保育所各所改修工事
Ｙ’ｓファクトリー
杉元　吉彦

72

316 都整工 第5651号 銅座幼稚園プール改修工事 （株）リグランツ 73

317 都整工 第5673号 海老江東小学校プール塗装工事
（株）オージー塗装工
事

73

318 大契乙 第4119号
中央区子ども・子育てプラザ他１施設屋上
防水改修工事

（株）伸和 72

319 都整工 第5684号 八阪中学校プール塗装工事 高橋塗装（有） 72

320 大契乙 第628号 天下茶屋幼稚園外柵改修その他工事 ＭＡＮＡ建設（株） 72

321 大契乙 第749号 苅田小学校体育館屋上防水改修工事
エイ・アール工事
（株）

72

322 大契乙 第547号 瓜破斎場渡り廊下改修その他工事 錦建設（株） 73

323 都整工 第5661号 友淵小学校分校プール塗装工事 （株）大装 72

324 大契乙 第816号
生野区老人福祉センター屋上改修その他工
事

（株）ゼステック 72

325 大契乙 第643号 ゆりかご第２保育園外壁改修工事 日建保全工業（株） 73

契約番号
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326 大契乙 第4115号 味原保育所各所改修工事 （株）アートワールド 73

327 大契乙 第640号 北畠第２住宅１・２号館屋上防水改修工事 池田技建工業（株） 76

328 大契乙 第544号
我孫子南住宅１・４・９号館屋上防水改修
工事

（有）信栄工業 76

329 大契乙 第850号 安立小学校外１施設外柵改修工事 森川塗装　森川　彰 71

330 大契乙 第886号 平野北中学校外１施設外柵改修工事
ヒロケン工業　石田智
子

71

331 大契乙 第819号 鷹合保育所外１施設外柵改修工事 （株）クライム 69

332 大契乙 第822号
東成区民センター・東成図書館外１施設外
柵改修工事

（株）Ｍ・Ｎコンスト
ラクション

73

333 大契乙 第869号 三国保育所外１施設フェンス改修工事 （株）林総業 72

334 大契乙 第845号 菅原保育園外１施設フェンス改修工事 （株）孝徳 72

335 大契乙 第840号
磯路保育所・港区子ども子育てプラザ外１
校外柵改修工事

（有）山昭 75

336 都整工 第5692号
もと野田保育所（コミュニティ用地）フェ
ンス改修工事

関西土木（株） 71

337 都整工 第5689号
堂島・中之島老人憩の家・堂島地域集会所
フェンス改修工事

（株）千信 72

338 大契乙 第903号
東住吉区子ども子育てプラザ等外１施設外
柵改修工事

進英技研（株） 72

339 都整工 第5693号
もと南方保育所コンクリートブロック塀解
体撤去工事

（有）ダイナ建設 72

340 都整工 第5691号
もと津守保育所・津守老人憩の家フェンス
改修工事

（株）谷口建設 71

341 大契乙 第4128号 聖和小学校フェンス改修工事 （株）谷口建設 71

342 大契乙 第820号 加島小学校外２施設外柵改修工事 三輪　中野　恵 70

343 大契乙 第511号 住之江住宅１～３号館外壁改修その他工事 （株）城東 76

344 大契乙 第431号
長吉出戸西住宅２３・２４号館外壁部分改
修その他工事

（株）センガコンスト
ラクションズシステム

70

345 大契乙 第404号 南方住宅５号館外壁改修その他工事 コーユウ（合） 75

346 大契乙 第586号
古市南第２住宅１・２号館外壁改修その他
工事

（株）栄進建設 73

347 大契乙 第545号 鷺洲小学校増築その他機械設備工事 小原工業（株） 68

348 大契乙 第312号
水都国際中学校・高等学校東学舎クラブ室
棟増築その他機械設備工事

マリオ水道設備（株） 74

349 大契乙 第556号 真田山小学校増築その他機械設備工事 （株）井原工業所 74

350 都整工 第7653号 大宮第１保育所各所改修衛生設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

70

契約番号
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351 大契乙 第434号 今福南住宅３・４号館外壁改修その他工事 （株）大栄建設工業 71

352 大契乙 第737号 鴫野老人憩の家外１施設フェンス改修工事 （株）テック木下 71

353 都整工 第5303号 もと山口霊園内倉庫他２棟解体撤去工事 （株）マルシン 75

354 大契乙 第427号
波除第２住宅６～８号館外壁改修その他工
事

ビケンテック（株） 75

355 大契乙 第913号 滝川小学校増築その他工事 名工建設(株) 78

356 大契乙 第419号 真田山小学校増築その他工事 （株）誠廣 78

357 大契乙 第828号 十三中学校防球ネットフェンス改修工事
アサヒネット工業
（株）

72

358 都整工 第5694号 中央区民センター舞台吊物設備改修工事
三精工事サービス
（株）

72

359 大契乙 第861号
中部環境事業センター出張所防煙垂れ壁改
修その他工事

（株）アイテック 72

360 大契乙 第723号 榎本幼稚園屋上改修工事 （株）オオサカ開発 73

361 大契乙 第849号 矢田小学校・矢田南中学校プール改修工事 （有）上西工業 73

362 大契乙 第981号 瓜破北幼稚園遊戯室棟増築その他工事 （株）メッシュ 76

363 大契乙 第830号 わかくさ保育園外２施設外柵改修工事 （株）三光工務店 70

364 大契乙 第873号 鶴橋幼稚園外柵改修工事 （株）アートワールド 71

365 都整工 第5630号 共同利用施設啓発センター外柵改修工事 （株）トレイド 72

366 大契乙 第4167号 梅香連合集会所外１施設フェンス改修工事 高知建設（株） 73

367 大契乙 第795号 築港中学校フェンス改修工事 （株）Ｔ・ｍａｘ 72

368 都整工 第5680号 御崎保育所フェンス改修工事 （株）渡辺塗装 72

369 大契乙 第746号 もと佃南小学校フェンス改修工事 （株）大設産業 72

370 大契乙 第789号 長吉六反中学校外柵改修その他工事 （株）冨坂工務店 69

371 大契乙 第852号
大阪国際交流センター外１施設外柵改修工
事

（株）サカキ 71

372 大契乙 第817号 瓜破北小学校外１校外柵改修工事
Ｅｉｇｈｔ　Ｈｏｌｄ
ｉｎｇｓ　（株）

72

373 都整工 第5676号
浜口保育所・住之江区子ども子育てプラザ
フェンス改修工事

迫田興業　迫田広樹 73

374 大契乙 第585号 西淡路第２保育所外壁改修その他工事 （株）遼建 72

375 大契乙 第4197号 矢田北小学校プール改修工事 （有）デルタ建装 73

契約番号
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376 大契乙 第887号 茨田第１保育所外壁改修工事－２ （株）成友 74

377 大契乙 第4155号 長吉出戸小学校プール改修工事 （株）浪建 73

378 大契乙 第722号 天王寺動物公園各所改修工事 （株）薫商事 70

379 都整工 第5658号 社会福祉センター便所改修工事
（株）ブルームキャピ
タル

73

380 大契乙 第4157号 旭陽中学校プール塗装工事 （株）ライブアップ 73

381 大契乙 第513号
中宮第２住宅１・２号館外壁改修その他工
事

（株）伊藤工務店 71

382 大契乙 第751号 小林住宅１・２号館屋上防水改修工事 （株）山善研装 71

383 大契乙 第750号 此花屋内プール各所改修工事 北成建設（株） 73

384 大契乙 第528号 大阪城公園修道館横便所設置工事
ユーネクスト　江　裕
史

71

385 大契乙 第685号
長居障がい者スポーツセンター直流電源設
備改修工事

（株）岡田電気 73

386 都整工 第6686号
城東スポーツセンター他１施設受変電設備
改修工事

（株）テッシン興業 73

387 大契乙 第833号
おとしよりすこやかセンター南部花園館
ナースコール設備改修工事

（株）佐藤電設 73

388 大契乙 第660号
おとしよりすこやかセンター南部館ナース
コール設備改修工事

（株）なみはや電設 73

389 都整工 第6687号
天王寺動物園新世界ゲート他１舎自動火災
報知設備改修工事

近畿防災（株） 73

390 大契乙 第846号 平野区民センター舞台照明設備改修工事 （株）ハートス 73

391 都整工 第6685号
味原保育所他１施設自動火災報知設備改修
工事

（株）タイコーテック 73

392 都整工 第6679号 城東小学校普通教室改造電気設備工事 松村電気（有） 73

393 都整工 第6651号 住吉乳児保育所受変電設備改修工事 （株）今井電気商会 73

394 都整工 第6681号
東成区老人福祉センター他２施設自動火災
報知設備改修工事

近畿防災（株） 73

395 大契乙 第958号 滝川小学校増築その他電気設備工事 (株)サヌキデンキ 75

396 都整工 第8426号 滝川小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

397 大契乙 第769号
心身障がい者リハビリテーションセンター
中央監視設備改修工事

ＥＳＭシステム（株） 73

398 都整工 第6665号 梅香小学校普通教室改造電気設備工事 （株）ホクデン 73

399 大契乙 第326号 井高野第４住宅２号館昇降機設備工事－２ フジテック（株） 75

400 都整工 第755号 弁天町市税事務所構内交換設備改修工事 田中工業（株） 73

契約番号
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401 都整工 第6683号
御崎保育所外１施設自動火災報知設備改修
工事

平和興業（株） 73

402 都整工 第6688号
小田町保育所外１施設自動火災報知設備改
修工事

（株）ササデン 71

403 都整工 第6684号
浪速第５保育所外１施設自動火災報知設備
改修工事

（株）ササデン 71

404 大契乙 第707号
心身障がい者リハビリテーションセンター
他１施設直流電源設備改修工事

（株）ＧＳユアサ 73

405 大契乙 第684号
天王寺動物園サバンナ草食動物ゾーン他３
舎監視カメラ設備改修工事

ＥＳＭシステム（株） 73

406 大契乙 第929号
防災行政無線設備同報系システムデジタル
化整備工事

（株）日立国際電気 78

407 都整工 第6306号 東高津公園外８件防災行政無線設備工事 （株）日立国際電気 73

408 都整工 第6666号
城北環境事業センター構内交換設備改修工
事

（株）セイコー 73

409 大契乙 第704号 鶴見斎場監視カメラ設備改修工事 （株）セイコー 73

410 大契乙 第764号 西成区役所他１施設中央監視設備改修工事 大日通信工業（株） 73

411 都整工 第6678号 古市小学校多目的室改造電気設備工事 （株）両国電気 74

412 都整工 第8406号 鷺洲小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 74

413 都整工 第6401号 鷺洲小学校昇降機設備改修工事 東芝エレベータ（株） 75

414 都整工 第8010号 井高野第４住宅２号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 76

415 大契乙 第955号 西船場小学校増築その他電気設備工事 （株）金沢電機 74

416 大契乙 第589号 真田山小学校増築その他昇降機設備工事 フジテック（株） 73

417 都整工 第538号 鷺洲小学校増築その他電気設備工事 ＥＳＭシステム（株） 76

418 都整工 第8425号 西船場小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

419 大契乙 第982号 滝川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)

75

420 都整工 第6676号 大阪駅前第１ビル昇降車路照明改修工事 （株）オーサカテック 73

421 大契乙 第669号 此花区民ホール舞台照明設備改修工事 （株）ハートス 73

422 都整工 第6659号 阿倍野区役所受変電設備改修工事 （株）テイエフテック 73

423 大契乙 第642号 瓜破斎場外灯改修工事 （株）オーサカテック 73

424 大契乙 第756号
社会福祉研修・情報センター直流電源設備
改修工事

東邦電気工業（株） 74

425 大契乙 第758号
中部環境事業センター自動火災報知設備改
修工事

（株）今井電気商会 73

契約番号



(18/19)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

426 都整工 第6660号
大淀コミュニティセンター便所改修電気設
備工事

松村電気（有） 73

427 大契乙 第807号 扇町小学校増築その他昇降機設備工事
三精テクノロジーズ
（株）

77

428 大契乙 第692号 大桐中学校増築その他電気設備工事 三友電気工事（株） 74

429 都整工 第8407号 大桐中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

430 大契乙 第491号 真田山小学校増築その他電気設備工事 （株）コーナン 74

431 都整工 第8405号 真田山小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 72

432 都整工 第6658号
消防局生野分室他２施設受変電設備改修工
事

（株）真幸 73

433 大契乙 第4207号
大阪市役所本庁舎危機管理室情報通信設備
工事

（株）セイコー 71

434 大契乙 第418号 東淀川複合施設天井改修電気設備工事 （株）エレック 79

435 大契乙 第952号 淀中学校増築その他電気設備工事 （株）盛永電気工業所 79

436 大契乙 第275号
水都国際中学校・高等学校東学舎クラブ室
棟増築その他電気設備工事

（株）テクノサービス 74

437 都整工 第8419号 淀中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 63

438 都整工 第6305号 大阪城公園修道館横便所設置電気設備工事 (株)セイコー 75

439 大契乙 第4129号 大阪城公園修道館横便所設置衛生設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

73

440 大契乙 第687号 大桐中学校増築その他機械設備工事 小原工業（株） 73

441 大契乙 第818号
喜連保育所・もと喜連老人憩いの家外１施
設外柵改修工事

東建（株） 67

442 都整工 第5001号 萩之茶屋第２住宅１号館畳工事 （株）大阪川島商店 72

443 大契乙 第754号 福第２住宅１～３号館解体撤去工事 （株）宮本組 71

444 大契乙 第855号 大宮第１保育所各所改修工事
カツミ工務店　佐竹勝
己

72

445 大契乙 第726号 高見町保育所外壁改修その他工事 （株）ＰＭＧ 72

446 大契乙 第587号 此花作業指導所他１施設各所改修工事 合田工業　合田　茂 72

447 大契乙 第4123号 住まい情報センター事務室改修工事 （株）圭祥 72

448 大契乙 第724号 浪速小学校・日本橋中学校プール改修工事 （株）アートワールド 72

449 大契乙 第675号 住之江中学校駒止柵改修工事 （株）永和 73

450 都整工 第5665号 西区民センター便所改修工事 （株）なかつき工務店 73

契約番号
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451 都整工 第5666号 東小橋小学校プール塗装工事 鉄電塗装（株） 72

452 都整工 第5667号 動物管理センター屋外改修工事 （株）ゼステック 72

453 都整工 第5660号
天王寺区保健福祉センター分館屋上防水改
修工事

三協工材（株） 72

454 大契乙 第525号 大阪市立高等学校教室改造その他工事
Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗
（株）

73

455 大契乙 第4150号 鶴見区民センター他２施設外壁改修工事 廣田建設　廣田　糧 73

456 大契乙 第745号 歌島中学校外１校フェンス改修工事 東建建設（株） 72

457 大契乙 第4118号 桃園幼稚園外１施設フェンス改修工事 （株）タイキ 70

                          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

契約番号


