
様式５

(1/3)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第576号 大和川住宅２３号館昇降路増築工事－２ （株）アート・ライフ 70

2 大契乙 第925号
東加賀屋住宅３・４号館外壁改修その他工
事

外谷技建工業（株） 77

3 大契乙 第1015号
北加賀屋第５住宅１・２号館外壁改修その
他工事

（株）大和建設 74

4 大契乙 第1050号
崇禅寺住宅１０～１５号館外壁改修その他
工事

（株）ユタカ 71

5 大契乙 第607号 池島住宅４号館建設工事 高知建設（株） 74

6 大契乙 第912号 池島住宅３号館建設工事 矢野建設（株） 75

7 大契乙 第963号
長居第２住宅１・２・４・５号館外壁改修
その他工事

（株）協榮リノベイ
ション

74

8 大契乙 第1106号 高殿西第２住宅１号館外壁改修その他工事 北川工業　北川政光 73

9 大契乙 第1113号 高殿南住宅１・２号館外壁改修その他工事
（株）トータルクリ
アー

73

10 大契乙 第994号 御幣島住宅１・２号館外壁改修その他工事 （株）ＢＩＧＯＮＥ 71

11 大契乙 第986号 三国南住宅１号館建設工事 （株）森長工務店 76

12 大契乙 第1032号 南住吉第１住宅２号館外壁改修その他工事 （株）タマイ 73

13 大契乙 第993号
長吉長原東住宅１３号館外壁改修その他工
事

（株）鈴木工務店 72

14 大契乙 第291号 大領中学校プール設置その他工事
（株）タモツコーポ
レーション

78

15 大契乙 第324号 五条小学校増築その他工事 （株）平林建設 74

16 大契乙 第4011号 今津小学校教室床改修工事 総合建造舎（株） 72

17 大契乙 第7号 豊里小学校教室出入口改修工事 （有）古谷建設工業 72

18 都整工 第5606号 苅田北小学校給食室床改修工事 （株）カガミドウ 72

19 大契乙 第4020号 鶴見南小学校教室床改修工事 アルファ　吉田省三 72

20 都整工 第5610号 喜連小学校体育館床塗装工事 孝清建設　今井清子 73

21 大契乙 第4024号 聖賢小学校教室床改修工事 関西土木（株） 72

22 大契乙 第4012号 瓜破西小学校教室床改修工事 （有）菩提 72

23 都整工 第5607号 大淀小学校給食室改修工事 （株）千信 70

24 都整工 第5609号 天王寺中学校教室床塗装工事 （株）ＳＵＭＩ建 73

25 大契乙 第4023号 友渕中学校教室床改修工事
Ｋ－マックス　保田
賢治

72
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26 大契乙 第4014号 桑津小学校教室出入口改修工事
（株）タカオハウジン
グ

72

27 都整工 第5611号 森之宮小学校保健室改修工事
ワイコーポレーション
杉山　喜明

72

28 都整工 第5612号 真田山小学校体育館床塗装工事
（有）三栄工業エンジ
ニアリング

72

29 大契乙 第499号 もと恵美小学校解体撤去工事－２ （株）新興建設 70

30 都整工 第5006号 三国南住宅１号館畳工事 東南建設工業（株） 76

31 都整工 第5005号 池島住宅４号館畳工事 橋和産業（株） 78

32 大契乙 第753号 池島住宅３号館畳工事 （株）誠和ルーフ 75

33 大契乙 第334号 大領中学校プール設置その他衛生設備工事 （株）中山設備工房 77

34 大契乙 第1085号
我孫子中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）テクニカル
フィット

75

35 大契乙 第534号 玉造小学校増築その他機械設備工事 （株）アスカ商会 74

36 大契乙 第973号 難波中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）富士創 74

37 大契乙 第867号 池島住宅４号館給水衛生設備工事 四國機械設備（株） 75

38 大契乙 第97号 池島住宅３号館給水衛生設備工事 大晃設備（株） 76

39 大契乙 第618号
（仮称）生野中学校区小中一貫校整備昇降
機設備工事

日本エレベーター製造
（株）

74

40 大契乙 第1094号
加島中住宅（３号館）自動火災報知設備改
修工事

（株）ユーズシステム 75

41 大契乙 第830号 池島住宅４号館電気設備工事
（株）日建設備エンジ
ニアリング

78

42 都整工 第8012号 池島住宅４号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 76

43 大契乙 第881号 池島住宅４号館外１住宅昇降機設備工事
日本オーチスエレベー
タ（株）

77

44 都整工 第6009号
北陽第２住宅１号館昇降路増築電気設備工
事ー２

（株）セイコー 75

45 都整工 第8009号
北陽第２住宅１号館昇降路増築ガス設備工
事

大阪瓦斯（株） 73

46 大契乙 第612号 北陽第２住宅１号館昇降機設備工事ー２
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

75

47 都整工 第6602号 金塚小学校受変電設備改修工事 早川電気通信（株） 72

48 大契乙 第1063号
西喜連第４住宅（１・５号館）自動火災報
知設備改修工事

（株）日建設備エンジ
ニアリング

77

49 大契乙 第1033号 開平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）

76

50 大契乙 第4022号
泉尾工業高等学校自動火災報知設備改修工
事

（株）フジ・テクノス 73

契約番号



(3/3)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

51 大契乙 第82号 池島住宅３号館電気設備工事 光徳電興（株） 78

52 都整工 第8011号 池島住宅３号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 77

53 大契乙 第94号 池島住宅３号館昇降機設備工事
日本エレベーター製造
（株）

78

54 都整工 第6604号 住吉商業高等学校受変電設備改修工事
（株）サンエムエテク
ニカル

73

55 都整工 第6606号 難波中学校外１校受変電設備改修工事 日電工事（株） 72

56 大契乙 第1074号
東淡路第２住宅（４・５号館）外１住宅各
戸分電盤改修工事

（株）タイコーテック 73

57 大契乙 第1060号
放出東住宅（１～８号館）各戸分電盤改修
工事

協立システム工業
（株）

75

58 大契乙 第164号 三国南住宅１号館電気設備工事 （株）金沢電機 76

59 都整工 第8006号 三国南住宅１号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 76

60 大契乙 第4061号 三国南住宅１号館昇降機設備工事－２ フジテック（株） 77

61 都整工 第6603号 築港中学校外３校受変電設備改修工事 （株）ホクデン 73

62 大契乙 第376号 五条小学校増築その他電気設備工事 （株）加美電気商会 78

63 都整工 第6008号
大和川住宅２３号館昇降路増築電気設備工
事

（株）オーサカテック 75

64 大契乙 第614号 大和川住宅２３号館昇降機設備工事ー２
日本オーチスエレベー
タ（株）

77

65 都整工 第6643号 中大江小学校外２校給食室照明改修工事 （株）セイコー 72

66 都整工 第6609号 東三国小学校外２校受変電設備改修工事 （株）盛永電気工業所 72

67 都整工 第6601号 泉尾工業高等学校受変電設備改修工事 （株）ユーズシステム 73

68 大契乙 第1029号 加美中学校増築その他電気設備工事 ユーアイ工業（株） 75

69 都整工 第8429号 加美中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

70 都整工 第6614号 東小橋小学校給食室改修電気設備工事 （株）若竹電機 72

                          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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