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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第909号 加美中学校増築その他工事 （株）中道組 80

2 大契乙 第513号 玉造小学校増築その他工事 （株）中道組 80

3 大契乙 第261号 海老江西小学校昇降機棟増築その他工事 （株）本田組 76

4 大契乙 第758号 扇町小学校増築その他工事 北野建設（株） 81

5 大契乙 第307号 南港桜小学校プール設置その他工事 嶋田工務店　嶋田隆敬 70

6 大契乙 第965号 茨田大宮住宅１９号館外壁改修その他工事 （株）安部興業 69

7 大契乙 第1087号 鴫野住宅４・５号館外壁改修その他工事 （株）Ａ・Ｓ・Ｐ 71

8 大契乙 第1055号 日本橋住宅３号館外壁改修その他工事 北成建設（株） 72

9 大契乙 第1061号 阿倍野第１住宅１号館外壁改修その他工事
（株）ニューウォール
工務店

75

10 大契乙 第4号 加賀屋中学校教室床改修工事 （株）モリテック 72

11 都整工 第5602号 泉尾北小学校教室床改修工事 （株）山方工務店 72

12 大契乙 第4031号 大正東中学校教室床改修工事 森川塗装　森川彰 73

13 大契乙 第4019号 築港中学校教室床改修工事 共栄工務店　岡良治 72

14 都整工 第5604号 田中小学校給食室床改修工事 （株）柳川防水 72

15 大契乙 第4025号 大池中学校教室床改修工事 ニッタク産業（株） 71

16 大契乙 第4026号 内代小学校教室床改修工事 （株）センバ 71

17 大契乙 第4018号 大成小学校教室出入口改修その他工事 （株）東建カンパニー 72

18 大契乙 第209号 平野西小学校運動場整備工事 アクアホーム（株） 72

19 大契乙 第331号 もと難波特別支援学校解体撤去工事 （株）武大 76

20 都整工 第5301号 萩之茶屋北公園公衆便所解体撤去工事 （株）広正建設 70

21 都整工 第5601号 三先小学校防球フェンス改修工事 （株）大阪道路資材 73

22 都整工 第5614号 波除小学校運動場整備工事 錦建設（株） 72

23 大契乙 第704号 玉造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）

75

24 都整工 第6608号
都島工業高等学校外１校受変電設備改修工
事

サードテック（株） 73

25 都整工 第6607号 中央高等学校受変電設備改修工事 （株）なみはや電設 72

請負工事成績評定結果一覧表  (令和３年９月分)

契約番号



(2/4)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

26 都整工 第6403号
海老江西小学校昇降機棟増築その他電気設
備工事

（株）栄進電設 76

27 大契乙 第561号 海老江西小学校昇降機設備工事－２ フジテック（株） 76

28 大契乙 第558号 玉造小学校増築その他電気設備工事 （株）大阪電業社 68

29 都整工 第8404号 玉造小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 69

30 都整工 第6654号 鯰江東小学校普通教室改造電気設備工事
（株）防災プロジェク
ト

72

31 都整工 第8612号 菅北小学校外６校給食室改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

32 都整工 第8615号 古市小学校外４校給食室改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

33 都整工 第8609号 大領小学校外２校給食室改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

34 都整工 第8403号 五条小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

35 都整工 第6658号 日吉小学校普通教室改造電気設備工事 （株）真幸 72

36 都整工 第6639号 香簑小学校直結給水化改修電気設備工事 （株）石津電気 71

37 都整工 第8421号 扇町小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

38 都整工 第8420号
南港桜小学校プール設置その他ガス設備工
事

大阪瓦斯（株） 70

39 都整工 第6642号 長居小学校冷房電気設備工事 （株）ユーズシステム 78

40 大契乙 第203号 鷹合小学校長寿命化改修電気設備工事 日電工事（株） 72

41 都整工 第7613号 喜連東小学校消火管改修工事
大都クリーン開発
（株）

70

42 大契乙 第992号 加美中学校増築その他機械設備工事
（株）タメゴエンジニ
アリング

77

43 都整工 第7612号 八幡屋保育所空調設備改修工事 （株）創美 72

44 大契乙 第120号 田川小学校冷房機械設備工事 中央設備（株） 76

45 都整工 第7611号 酉島保育所空調設備改修工事 エヌテック（株） 74

46 大契乙 第193号 喜連北小学校冷房機械設備工事
（株）アヅミエンジニ
ア

74

47 都整工 第7610号 大淀小学校給食室改修機械設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

71

48 大契乙 第141号 三国南住宅１号館給水衛生設備工事 協伸工業（株） 72

49 大契乙 第944号
天王寺中学校体育館空調機設置機械設備工
事

原田設備工業（株） 74

50 大契乙 第959号
文の里中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）マサキ設備 72
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51 都整工 第7615号 鯰江東小学校普通教室改造機械設備工事 （株）大輝 75

52 大契乙 第1078号 住吉中学校体育館空調機設置機械設備工事 大晃設備工業（株） 72

53 大契乙 第149号 我孫子南中学校冷房機械設備工事 （株）中山設備工房 77

54 大契乙 第4039号 加島小学校給食室改修機械設備工事 （株）丹羽工業所 71

55 都整工 第7608号 高津小学校給食室改修機械設備工事
榮建設備工業　文村裕
司

71

56 大契乙 第111号 矢田西小学校冷房機械設備工事 （株）千里技研 76

57 大契乙 第101号 八阪中学校冷房機械設備工事 （株）サンユーテック 75

58 大契乙 第4047号 南市岡小学校冷房機械設備工事
サンズクリエイト　岡
坂貴広

73

59 都整工 第7601号 菅北小学校給食室改修機械設備工事 明和工業　中本浩二 71

60 大契乙 第4028号 野中小学校給食室改修その他機械設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

73

61 大契乙 第4030号 鷺洲小学校給食室改修機械設備工事 （株）大阪設備 71

62 都整工 第7605号 高殿南小学校給食室改修機械設備工事 阪奈工業（株） 71

63 都整工 第7606号 高倉小学校給食室改修機械設備工事
（株）ヤマコーポレー
ション

71

64 大契乙 第4036号 東小橋小学校給食室改修機械設備工事 ビーフロア　皆田智史 68

65 大契乙 第350号 五条小学校増築その他機械設備工事 （株）テンセイ 76

66 大契乙 第4034号 梅香中学校直結給水化改修工事 中央設備（株） 75

67 都整工 第7602号 大領小学校給食室改修機械設備工事 （株）大阪設備 70

68 大契乙 第393号
南港桜小学校プール設置その他衛生設備工
事

（有）金光土木 74

69 大契乙 第84号 友渕中学校冷房機械設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

72

70 大契乙 第1028号
瓜破西中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）亀野設備工業所 72

71 大契乙 第968号 阪南中学校体育館空調機設置機械設備工事 アサヒ冷暖（株） 73

72 大契乙 第218号 北稜中学校冷房機械設備工事 （株）百野工業所 72

73 大契乙 第53号 香簑小学校直結給水化改修工事 後楽園（株） 75

74 大契乙 第4037号 柏里小学校給食室改修機械設備工事 明和工業　中本浩二 71

75 大契乙 第4043号 大宮西小学校直結給水化改修工事
フジテクノサービス
（株）

72
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76 都整工 第7604号 古市小学校給食室改修機械設備工事 明和工業　中本浩二 66

77 大契乙 第781号 扇町小学校増築その他機械設備工事 （株）一二三工業所 74

78 大契乙 第4032号 大池小学校給食室改修機械設備工事
光善エンジニア　中川
善行

68

79 大契乙 第946号 城東中学校体育館空調機設置機械設備工事 ＣＡＺＩ設備（株） 77

80 大契乙 第1117号 三国中学校体育館空調機設置機械設備工事 アサヒ冷暖（株） 75

81 大契乙 第115号 放出中学校冷房機械設備工事 （有）ＥＣＯ 73

82 大契乙 第107号 友渕小学校分校冷房機械設備工事 （有）北岡設備 72

83 大契乙 第93号 湯里小学校冷房機械設備工事 石井商事（株） 73

84 大契乙 第143号 住之江中学校冷房機械設備工事 平和設備（株） 72

85 都整工 第7624号 住吉川小学校教室改造機械設備工事 （株）ワールド隆文社 72

86 大契乙 第1058号
新北島中学校体育館空調機設置機械設備工
事

榮建設備工業　文村裕
司

74

87 都整工 第7603号 苅田小学校給食室改修機械設備工事 （株）大阪設備 66

88 大契乙 第22号 十三中学校直結給水化改修工事 あい工業　松岡政市 75

89 大契乙 第85号 大桐小学校冷房機械設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

73

90 大契乙 第272号 友渕小学校冷房機械設備工事 （株）ＴＦＣ 75

91 大契乙 第302号 木川小学校冷房機械設備工事 大貴設備（株） 74

92 大契乙 第166号 苅田小学校冷房機械設備工事 （株）誠設備 75

93 都整工 第7614号 北中島小学校冷房機械設備工事 大貴設備（株） 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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