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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第7626号 矢田小学校・矢田南中学校消火管改修工事 丸藤工業（株） 72

2 都整工 第7625号 茨田小学校給水設備改修工事
（有）カワモト設備工
業

74

3 大契乙 第96号 田辺小学校冷房機械設備工事 ＣＡＺＩ設備（株） 72

4 大契乙 第4056号 野田小学校便所改修衛生設備工事 （株）隅野設備 73

5 大契乙 第1000号 加島北住宅１号館給水衛生設備工事
（有）宮崎水道衛生商
会

77

6 大契乙 第907号 東田辺小学校増築その他機械設備工事 （株）誠設備 73

7 大契乙 第188号 歌島中学校第２期増築その他機械設備工事
光善エンジニア　中川
善行

69

8 大契乙 第239号 大阪市立高等学校情報設備工事 （株）テクノサービス 72

9 都整工 第6612号 木川小学校階段室出入口改修電気設備工事 サードテック（株） 69

10 大契乙 第61号 桜宮高等学校情報設備工事 Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 73

11 大契乙 第47号
咲くやこの花中学校・咲くやこの花高等学
校情報設備工事

（株）石津電気 73

12 大契乙 第97号 東高等学校情報設備工事 （株）ＣＲＥＡＴＡＳ 73

13 大契乙 第19号 東淀工業高等学校情報設備工事
（有）ダイシンシステ
ム

74

14 大契乙 第17号 汎愛高等学校情報設備工事 （株）鐵興 73

15 都整工 第6616号 野中小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）石津電気 70

16 大契乙 第923号 東田辺小学校増築その他電気設備工事 大和電装（株） 75

17 都整工 第6630号
東我孫子中学校階段室出入口改修電気設備
工事

（株）セイコー 72

18 大契乙 第185号 池島住宅６号館電気設備工事 中央電設（株） 76

19 大契乙 第204号 歌島中学校第２期増築その他電気設備工事 （株）ティークラート 74

20 都整工 第8306号 東田辺小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

21 都整工 第8005号
野中北住宅２・４・５号館昇降路増築ガス
設備工事

大阪瓦斯（株） 75

22 大契乙 第412号
野中北住宅２・４・５号館昇降機設備工事
－２

三精テクノロジーズ
（株）

76

23 大契乙 第310号
野中北住宅２・４・５号館昇降路増築電気
設備工事－２

シンキテクノス（株） 76

24 大契乙 第212号 工芸高等学校情報設備工事 伊藤電気（株） 72

25 大契乙 第238号 鶴見商業高等学校情報設備工事 （株）テクノサービス 72
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26 都整工 第8638号 高殿小学校便所改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

27 大契乙 第1023号 加島北住宅１号館電気設備工事 仲矢防災設備（株） 76

28 都整工 第8003号 加島北住宅１号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

29 大契乙 第4048号 加島北住宅１号館昇降機設備工事－２ フジテック（株） 76

30 都整工 第6648号 安立小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）ユーデン 72

31 都整工 第6676号
大正６・７号上屋自動火災報知設備改修工
事

マルヤ電気（株） 72

32 都整工 第6657号 喜連小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）石津電気 72

33 都整工 第6644号
瓜破東小学校階段室出入口改修電気設備工
事

森下電設（株） 72

34 大契乙 第986号 堀江小学校増築その他電気設備工事 大成電気（株） 76

35 都整工 第8428号 堀江小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

36 大契乙 第265号
我孫子南住宅（１・５・９号館）自動火災
報知設備改修工事

仲矢防災設備（株） 75

37 都整工 第8413号 南港北中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 76

38 大契乙 第4057号 東淀川体育館空調機設置電気設備工事 （株）石津電気 73

39 都整工 第6662号 神路小学校便所改修電気設備工事 （株）岡田電気 70

40 大契乙 第314号 生野工業高等学校情報設備工事 旭電設（株） 70

41 大契乙 第4053号
野中北住宅（１～３号館）外１住宅各戸分
電盤改修工事

川岸電気工事（株） 76

42 大契乙 第224号
古市南第２住宅（１・２号館）外３住宅各
戸分電盤改修工事

（株）藍電 75

43 都整工 第6637号 中道小学校便所改修電気設備工事 （株）日本テクノ 72

44 大契乙 第842号 東田辺小学校増築その他工事 （株）平林建設 71

45 大契乙 第142号 歌島中学校第２期増築その他工事 （株）ヘイワ 78

46 大契乙 第287号 東三国中学校プール設置その他工事 リフレックス（株） 73

47 大契乙 第963号 南港北中学校増築その他工事
青木あすなろ建設
（株）

82

48 大契乙 第897号 堀江小学校増築その他工事 （株）今西組 80

49 大契乙 第1090号 毛馬住宅３号館外壁改修その他工事 （株）メッシュ 73

50 大契乙 第925号 池島住宅５号館建設工事 広成建設（株） 84
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51 大契乙 第918号 池島住宅６号館建設工事 南海辰村建設（株） 81

52 大契乙 第905号 加島北住宅１号館建設工事 （株）シイナ 75

53 都整工 第5002号 大和川住宅１号館屋上防水改修工事 五陽産業（株） 75

54 大契乙 第242号
野中北住宅２・４・５号館昇降路増築工事
－２

（株）シイナ 77

55 大契乙 第344号 茨田大宮住宅１８号館屋上防水改修工事 （有）中川防水 72

56 大契乙 第356号 緑木住宅１号館外１住宅屋上防水改修工事 （株）ダイニチ 75

57 大契乙 第435号 古市北住宅１号館耐震改修工事 あべの建設（株） 48

58 大契乙 第422号 加美正覚寺東住宅３号館屋上防水改修工事 （株）エーシン 75

59 大契乙 第412号 巽伊賀住宅１～４号館屋上防水改修工事 太田防水　太田智浩 73

60 大契乙 第132号 井高野中学校外柵改修その他工事 （株）タイキ 70

61 都整工 第5605号
四貫島小学校特別支援教室シャワー設置工
事

泉匠テクノ（株） 71

62 大契乙 第4033号 木川小学校階段室出入口改修工事 （株）ＡＲＡＫＡＷＡ 69

63 大契乙 第33号 野中小学校階段室出入口改修工事 （株）栄商会 70

64 大契乙 第72号 長吉南小学校階段室出入口改修工事
インテリアサト　里
健二

72

65 大契乙 第140号 茨田北中学校階段室出入口改修工事
ＴＯＰ　ＰＡＲＴＮＥ
Ｒ　谷本一秀

72

66 大契乙 第202号 成南中学校階段室出入口改修工事 翔工務店　舘野崇朗 72

67 大契乙 第245号 野田小学校便所改修工事 （株）センバ 71

68 大契乙 第216号 瓜破東小学校階段室出入口改修工事 （有）エムテック 72

69 大契乙 第4065号 真田山小学校外構改修工事 廣田建設　廣田糧 72

70 大契乙 第367号 淀商業高等学校外構整備工事 ＤＥＫＩＬ　澤村宏明 72

71 大契乙 第129号 東我孫子中学校階段室出入口改修工事 北川工業　北川政光 72

72 大契乙 第4042号 今川小学校階段室出入口改修工事 総合建造舎（株） 72

73 大契乙 第4060号 大阪市立高等学校各所改修工事 （株）なかつき工務店 72

74 大契乙 第152号 安立小学校階段室出入口改修その他工事 （株）金谷建設 72

75 大契乙 第70号 東住吉中学校階段室出入口改修工事 （株）なかつき工務店 72
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76 大契乙 第8号
インテックス大阪３・４号館トップライト
防水改修工事

（株）関西技研 67

77 大契乙 第74号 南津守小学校便所改修工事
（株）タカオハウジン
グ

72

78 大契乙 第73号 南恩加島小学校便所改修工事 小澤建材工業（株） 71

79 都整工 第5618号
市民局管理用地（浪速区浪速西）フェンス
設置工事

（株）エスク 72

80 大契乙 第69号 大正中央中学校外壁改修その他工事 （株）伊藤工務店 71

81 大契乙 第128号 中道小学校便所改修工事 （株）松栄工業 72

82 大契乙 第3号 大和川中学校階段室出入口改修その他工事 （株）フナサコ 72

83 大契乙 第999号 もと住吉市民病院解体撤去工事 （株）アールテック 74

84 大契乙 第98号 北消防署南森町出張所解体撤去工事 （株）倉本組 79

85 都整工 第5009号 加島北住宅１号館畳工事 鳴世建設（株） 76

86 大契乙 第410号 仮設佃保育所解体撤去工事
萬代重機建設　萬代順
一

70

87 大契乙 第250号 港南中学校屋上防水改修工事 池田技建工業（株） 72

88 都整工 第6679号
野田保育所外１施設自動火災報知設備改修
工事

（株）盛永電気工業所 73

89 都整工 第6605号
大和川中学校階段室出入口改修電気設備工
事

（有）ダイシンシステ
ム

72

90 大契乙 第315号 都島工業高等学校情報設備工事 昭栄通信工業（株） 72

91 大契乙 第4050号
我孫子第２住宅（４号館）自動火災報知設
備改修工事

有吉電機工業（株） 75

92 大契乙 第264号
井高野住宅（１号館）自動火災報知設備改
修工事

（株）タイコーテック 75

93 大契乙 第119号
神津小学校長寿命化改修その他電気設備工
事

（株）マサエンジ 73

94 大契乙 第221号
森ノ宮ピロティホール天井改修その他電気
設備工事

（株）國見電気 51

95 大契乙 第109号 東淀川体育館空調機設置機械設備工事 協同設備工業（株） 78

96 大契乙 第259号 南津守小学校便所改修衛生設備工事 浪華工業（株） 73

97 大契乙 第983号 堀江小学校増築その他機械設備工事 （株）麻生 67

98 大契乙 第321号 毛馬住宅（２号館）給水管改修工事 ＣＡＺＩ設備（株） 73

99 大契乙 第258号 東小路小学校便所改修衛生設備工事 あい工業　松岡政市 75

100 大契乙 第287号 神路小学校便所改修衛生設備工事 （株）三栄設備 75
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101 大契乙 第189号 新巽中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）都設備 74

102 大契乙 第144号
長谷川中学校体育館空調機設置機械設備工
事

土屋設備　土屋貴洋 74

103 大契乙 第260号 南田辺小学校便所改修衛生設備工事 浪華工業（株） 74

104 大契乙 第66号 大桐中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）エアテクノス 73

105 大契乙 第303号 中道小学校便所改修衛生設備工事 （株）川崎水道工業 73

106 都整工 第7618号 大正保育所各所改修衛生設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

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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