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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第1056号 放出中学校体育館空調機設置機械設備工事 ラピス　吉川奈緒 73

2 大契乙 第1075号
東住吉中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）谷垣工業 74

3 大契乙 第4035号 依羅小学校給食室改修その他機械設備工事 ビーフロア　皆田智史 67

4 大契乙 第147号 鷹合小学校長寿命化改修機械設備工事 （株）阪和設備工業 73

5 大契乙 第108号 今福小学校冷房機械設備工事 明和工業　中本浩二 70

6 大契乙 第122号 東小橋小学校冷房機械設備工事 （株）ケイズ 75

7 大契乙 第172号 粉浜小学校冷房機械設備工事 （株）ケーユーテック 72

8 大契乙 第32号 昭和中学校冷房機械設備工事 （有）原設備 73

9 大契乙 第210号 長吉六反中学校冷房機械設備工事 （株）カタオカ 73

10 大契乙 第1044号 旭東中学校体育館空調機設置機械設備工事 東洋エアー工業（株） 74

11 大契乙 第1066号 今宮中学校体育館空調機設置機械設備工事 武石設備工業（株） 73

12 大契乙 第1091号
長吉西中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）タメゴエンジニ
アリング

73

13 大契乙 第1025号 梅香中学校体育館空調機設置機械設備工事 矢田工業（株） 75

14 大契乙 第211号 築港小学校冷房機械設備工事 上浦（株） 73

15 大契乙 第1080号 柴島中学校体育館空調機設置機械設備工事
（株）ワールド空調設
備

73

16 大契乙 第1065号 大宮中学校体育館空調機設置機械設備工事 丸住（株） 72

17 大契乙 第45号 鯰江中学校冷房機械設備工事 協和工業（株） 71

18 大契乙 第173号 井高野中学校冷房機械設備工事 （株）サンユーテック 75

19 大契乙 第94号 鶴見南小学校冷房機械設備工事 （株）サンユーテック 72

20 大契乙 第185号 新庄小学校冷房機械設備工事 （株）大輝 72

21 大契乙 第125号 巽東小学校冷房機械設備工事 岩川設備　岩川昇 72

22 大契乙 第226号 巽中学校冷房機械設備工事 （有）盛設備工業所 72

23 大契乙 第95号
矢田小学校・矢田南中学校冷房機械設備工
事

（株）タカラ商会 73

24 大契乙 第4046号 瑞光中学校冷房機械設備工事
トータスクレイン　植
田朋子

72

25 都整工 第7607号 加島小学校便所改修衛生設備工事 ＪＳ関西（株） 72
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26 大契乙 第4052号 磯路小学校消火管改修工事 エヌテック（株） 71

27 大契乙 第187号 南田辺小学校冷房機械設備工事 Ｋ＆Ｒ（株） 71

28 大契乙 第1038号 本庄中学校体育館空調機設置機械設備工事 あい工業　松岡政市 74

29 大契乙 第1049号 十三中学校体育館空調機設置機械設備工事 岩川設備　岩川昇 74

30 大契乙 第1086号
矢田南中学校体育館空調機設置機械設備工
事

京立商事（株） 73

31 大契乙 第974号 豊崎中学校体育館空調機設置機械設備工事 末廣工業（株） 74

32 大契乙 第956号
茨田北中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）住環設備 73

33 大契乙 第945号 巽中学校体育館空調機設置機械設備工事
トータスクレイン　植
田朋子

73

34 大契乙 第1035号
大正西中学校体育館空調機設置機械設備工
事

平川管工住器（株） 75

35 大契乙 第28号 長橋小学校冷房機械設備工事
（株）テクニカル
フィット

76

36 大契乙 第64号 長居小学校冷房機械設備工事 京立商事（株） 77

37 大契乙 第982号 高津中学校体育館空調機設置機械設備工事 協伸工業（株） 73

38 大契乙 第957号 木津中学校体育館空調機設置機械設備工事 馬木工業（株） 74

39 大契乙 第114号 東住吉中学校冷房機械設備工事 （株）近畿システム 74

40 大契乙 第213号 大領小学校冷房機械設備工事 （株）水研 70

41 大契乙 第141号 西中学校冷房機械設備工事 （株）ワコー設備 74

42 大契乙 第1077号 瑞光中学校体育館空調機設置機械設備工事 （有）松田産業 74

43 大契乙 第1036号
大正東中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（有）ニチダン 73

44 都整工 第7619号 都島区老人福祉センター空調設備改修工事 花岡建設工業（株） 73

45 大契乙 第46号 佃中学校冷房機械設備工事 ファインパワー（株） 80

46 大契乙 第195号 松虫中学校冷房機械設備工事 （有）ＥＣＯ 74

47 大契乙 第10号 住吉乳児保育所空調設備改修工事 （株）みずでん 75

48 都整工 第7616号 新巽中学校便所改修衛生設備工事
（株）ヤマコーポレー
ション

73

49 大契乙 第4041号
松崎第２住宅１・２号館移転用住戸整備設
備工事

（株）大輝 71

50 大契乙 第972号 東中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）アスカ商会 72
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51 大契乙 第1024号 佃中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）湖水設備工業所 74

52 都整工 第7623号 東中本小学校消火管改修工事 （株）花菱 71

53 大契乙 第294号 東成スポーツセンター給湯設備改修工事
光善エンジニア　中川
善行

71

54 大契乙 第1010号 南中学校体育館空調機設置機械設備工事 （有）ニチダン 74

55 大契乙 第986号 桃谷中学校体育館空調機設置機械設備工事 大貴設備（株） 72

56 大契乙 第174号 難波元町小学校冷房機械設備工事 （有）金光土木 74

57 大契乙 第1011号 高倉中学校体育館空調機設置機械設備工事 雄健建設（株） 74

58 大契乙 第1046号 八阪中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ダイセン 74

59 大契乙 第1033号 北稜中学校体育館空調機設置機械設備工事 西村工業（株） 73

60 大契乙 第981号 淀川中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）花菱 72

61 大契乙 第983号 此花中学校体育館空調機設置機械設備工事 誠和設備（株） 72

62 大契乙 第1013号 築港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 73

63 大契乙 第1076号 玉出中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）前田商会 70

64 大契乙 第1025号 南港北中学校増築その他機械設備工事 （有）ニシダ設備 71

65 大契乙 第316号
西住之江住宅外１住宅浴室改善給水衛生設
備工事（その１）

（株）須崎工務店 72

66 大契乙 第4055号
長吉出戸西住宅外１住宅浴室改善給水衛生
設備工事（その１）

ＡＱＵＡ　栩野和美 75

67 大契乙 第261号
北江口第２住宅外２住宅浴室改善給水衛生
設備工事（その１）

（株）井上水道 70

68 大契乙 第126号
神津小学校長寿命化改修その他機械設備工
事

セントラルテック
（株）

76

69 大契乙 第1083号 相生中学校体育館空調機設置機械設備工事 ビーフロア　皆田智史 70

70 大契乙 第35号 文の里中学校冷房機械設備工事 明和工業　中本浩二 65

71 大契乙 第147号 池島住宅５号館給水衛生設備工事 山岡建設（株） 75

72 大契乙 第186号 池島住宅６号館給水衛生設備工事 西部技研工業（株） 73

73 大契乙 第397号
東三国中学校プール設置その他衛生設備工
事

（有）北岡設備 71

74 都整工 第6641号 田辺小学校冷房電気設備工事 （株）松岡電気 74

75 都整工 第6404号
南港桜小学校プール設置その他電気設備工
事

（株）ホクデン 73

契約番号
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76 大契乙 第1018号 南港北中学校増築その他電気設備工事 ユーアイ工業（株） 79

77 大契乙 第805号 扇町小学校増築その他電気設備工事 大和電装（株） 75

78 都整工 第6628号 住吉乳児保育所空調設備改修電気設備工事 小林電気（株） 71

79 大契乙 第274号 住吉商業高等学校情報設備工事
（有）ダイシンシステ
ム

72

80 都整工 第6633号
長吉南小学校階段室出入口改修電気設備工
事

（株）岡田電気 72

81 都整工 第6613号 鶴町小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）岡田電気 72

82 都整工 第8625号 新北島中学校特別教室改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

83 都整工 第6647号 新北島中学校特別教室改修電気設備工事 （株）両国電気 73

84 都整工 第6664号 友渕小学校分校弱電設備迂回電気設備工事 日章電機工業（株） 72

85 都整工 第8426号
天王寺中学校外１６校体育館空調機設置ガ
ス設備工事

大阪瓦斯（株） 72

86 大契乙 第4044号
加島南第３住宅（１号館）自動火災報知設
備改修工事

旭電設（株） 75

87 大契乙 第4040号
ひらき住宅（３・４号館）自動火災報知設
備改修工事

（株）ｎｅｘｔジェネ
レーション

72

88 大契乙 第13号 中央高等学校情報設備工事 （株）セイコー 72

89 大契乙 第23号 泉尾工業高等学校情報設備工事 昭栄通信工業（株） 73

90 都整工 第6420号 中本小学校昇降機設備改修工事
（株）日立ビルシステ
ム

64

91 都整工 第8017号 池島住宅６号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 77

92 大契乙 第189号 池島住宅６号館昇降機設備工事 フジテック（株） 77

93 都整工 第6406号
東三国中学校プール設置その他電気設備工
事

共進電気（株） 79

94 大契乙 第236号
都島工業高等学校自動火災報知設備改修工
事

河野電業（株） 73

95 大契乙 第1121号
泉尾第５住宅１号館外壁改修その他工事－
２

山上建設工業（株） 74

96 大契乙 第9号
松崎第２住宅１・２号館移転用住戸整備工
事

（株）フロムフォー
ティーフォー

76

97 大契乙 第988号 古市第２住宅１号館耐震改修工事 （株）Ｔ・ｍａｘ 78

98 都整工 第5001号 大和田第３住宅６号館屋上防水改修工事 （株）伸幸商会 74

99 都整工 第5613号 矢田西中学校通用門改修工事 （株）オオサカ開発 73

100 都整工 第5621号 日吉小学校普通教室改造工事 （有）岸田建設 72

契約番号
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101 都整工 第5617号 千本小学校運動場整備工事 ＡＤＪＵＳＴ（株） 72

102 都整工 第5622号 まつば小学校更衣室改造工事 米田建設　米田　勝 72

103 大契乙 第26号 西三国小学校体育館床改修工事 小澤建材工業（株） 73

104 大契乙 第64号 鷹合小学校長寿命化改修工事 （株）三喜工務 72

105 都整工 第5623号 淀川中学校屋外階段改修その他工事 エイトビルド（株） 72

106 大契乙 第4051号 茨田東小学校外構フェンス設置工事 （株）エスク 73

107 都整工 第5619号 真田山小学校職員室改修工事 サンコー物産（株） 72

108 都整工 第5603号 加島小学校便所改修工事 （株）アームテック 70

109 大契乙 第4058号 住吉川小学校教室改造工事 リノヴェ大都（株） 72

110 大契乙 第34号 新巽中学校便所改修工事 協立総合設備（株） 70

111 都整工 第5620号 中浜小学校屋外改修工事 ジェイ興業（株） 71

112 都整工 第5615号
もと下福島中学校代替地（藤の棚児童公
園）屋外整備工事

サンコー物産㈱ 76

113 大契乙 第130号 鶴町小学校階段室出入口改修工事 森川塗装　森川　彰 73

114 大契乙 第312号 桜宮中学校渡り廊下塗装工事 大岩塗装（株） 72

115 大契乙 第4062号 桜宮高等学校屋上防水改修工事 松本技建　松本省三 72

116 大契乙 第4045号 九条北小学校運動場整備工事 鳴世建設（株） 74

117 都整工 第5007号 池島住宅５号館畳工事 （株）Ｔ・ｍａｘ 79

118 大契乙 第863号 池島住宅６号館畳工事 吉野システムス（株） 79

119 都整工 第5616号 もと境川倉庫フェンス改修工事 東豊建設（株） 70

120 都整工 第5302号 矢倉緑地管理棟解体撤去工事 （株）武大 70

121 都整工 第5303号 安治川トンネル南口公衆便所解体撤去工事 （株）アールテック 68

122 都整工 第6629号
茨田北中学校階段室出入口改修電気設備工
事

（株）両国電気 72

123 都整工 第6655号 野田小学校便所改修電気設備工事 （株）セイコー 72

124 大契乙 第62号
大阪ビジネスフロンティア高等学校情報設
備工事

Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 72

125 都整工 第6634号 成南中学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）ちどり電設工業 73
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126 大契乙 第141号 池島住宅５号館電気設備工事 三伸電設（株） 77

127 都整工 第8016号 池島住宅５号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 76

128 大契乙 第190号 池島住宅５号館昇降機設備工事 フジテック（株） 76

                          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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