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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第6667号
住吉商業高等学校便所改修その他電気設備
工事

（株）セイコー 69

2 都整工 第6666号 住之江小学校便所改修電気設備工事 （株）なみはや電設 69

3 都整工 第6626号
大正中央中学校階段室出入口改修電気設備
工事

日章電機工業（株） 68

4 都整工 第6650号 南田辺小学校便所改修その他電気設備工事 関西機電工業（株） 72

5 都整工 第6610号 大和田小学校便所改修電気設備工事 （株）エレック 73

6 都整工 第6652号
山之内小学校階段室出入口改修その他電気
設備工事

（株）両国電気 72

7 都整工 第6674号
共同利用施設西三国センター外２施設照明
その他改修電気設備工事

（株）ＣＲＥＡＴＡＳ 72

8 都整工 第6624号 南恩加島小学校便所改修電気設備工事 （株）今井電気商会 68

9 都整工 第6623号 島屋小学校便所改修電気設備工事
ＮＥＸＴＷＡＶＥ
（株）

69

10 都整工 第6617号 豊新小学校階段室出入口改修電気設備工事 サードテック（株） 71

11 都整工 第6636号 鯰江東小学校便所改修電気設備工事
（株）防災プロジェク
ト

72

12 都整工 第6661号 泉尾東小学校便所改修電気設備工事 セイビネット（株） 70

13 都整工 第6621号 南津守小学校便所改修電気設備工事 実紀コスミオン（株） 70

14 都整工 第6646号 難波中学校便所改修電気設備工事 （有）織田工業 71

15 大契乙 第198号 淀商業高等学校情報設備工事
住電通信エンジニアリ
ング（株）

73

16 都整工 第6632号 矢田中学校便所改修電気設備工事 マキ電気工事（株） 72

17 都整工 第6631号 晴明丘小学校便所改修電気設備工事 （株）両国電気 72

18 都整工 第6622号 福小学校便所改修電気設備工事 （有）マツオ電化 74

19 都整工 第6619号 大道南小学校便所改修電気設備工事 Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 74

20 都整工 第8403号
長谷川中学校体育館空調機設置ガス設備工
事

大阪瓦斯（株） 73

21 大契乙 第217号
御幣島住宅（３～６号館）外１住宅各戸分
電盤改修工事

共進電気（株） 77

22 都整工 第6683号
あびこ駅自転車駐車場外１施設自動火災報
知設備改修工事

（株）タイコーテック 70

23 都整工 第6653号 西中学校便所改修電気設備工事 （株）若竹電機 71

24 大契乙 第327号 花乃井中学校幹線迂回その他電気設備工事 （株）専心電気 75

25 都整工 第6611号 宮原小学校便所改修電気設備工事 川岸電気工事（株） 73
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26 都整工 第6656号
住之江中学校階段室出入口改修電気設備工
事

森下電設（株） 72

27 都整工 第6640号 大国小学校便所改修電気設備工事 合田電気（株） 72

28 大契乙 第4218号 放出西住宅７号館昇降路増築電気設備工事 （株）オーサカテック 77

29 都整工 第8013号 放出西住宅７号館昇降路増築ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

30 大契乙 第948号 放出西住宅７号館昇降機設備工事
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

77

31 都整工 第6663号 生江小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）石津電気 72

32 都整工 第6696号 鴫野保育所自動火災報知設備改修工事 サードテック（株） 72

33 都整工 第6625号
矢田東小学校階段室出入口改修電気設備工
事

（株）岡田電気 72

34 都整工 第6680号 長居第２陸上競技場外灯設備改修工事 （株）フレックス 72

35 大契乙 第289号 我孫子中学校照明改修その他電気設備工事 （株）両国電気 72

36 都整工 第6692号
中央区南老人福祉センター空調設備改修電
気設備工事

（株）セイコー 72

37 都整工 第6620号 巽小学校階段室出入口改修電気設備工事 小林電気（株） 72

38 都整工 第6635号 高殿小学校階段室出入口改修電気設備工事
（株）ニッカン・エ
テック

72

39 都整工 第6689号
住ノ江駅自転車駐車場外２施設自動火災報
知設備改修工事

旭電設（株） 73

40 都整工 第8623号 田辺小学校外２１校冷房ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 66

41 都整工 第6681号
南港Ｉ－４・６号上屋自動火災報知設備改
修工事

（有）フェステクノス 72

42 都整工 第6668号
敷津浦小学校階段室出入口改修電気設備工
事

（株）ユーデン 72

43 大契乙 第941号
（仮称）新普通科系高等学校整備昇降機設
備工事

三精テクノロジーズ
（株）

76

44 大契乙 第4099号
東北環境事業センター受変電その他改修電
気設備工事

（株）泰裕トラスト 72

45 都整工 第8405号 東田辺小学校ガス設備改修工事 大阪瓦斯（株） 72

46 都整工 第6659号 住吉小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）ユーデン 72

47 都整工 第6684号 中央小学校音楽室改修電気設備工事 Ａ・ＯＣＥＡＮ（株） 72

48 都整工 第6678号 愛光会館自動火災報知設備改修工事 （株）シセイサービス 71

49 都整工 第6638号 伝法小学校便所改修その他電気設備工事 （株）三好電気商会 72

50 都整工 第8624号 榎並小学校長寿命化改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71
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51 大契乙 第238号 榎並小学校長寿命化改修電気設備工事 （株）ＧＮＲ 72

52 都整工 第6645号
長吉西中学校階段室出入口改修その他電気
設備工事

（株）コウキ電設 72

53 都整工 第6615号 喜連中学校階段室出入口改修電気設備工事 関西機電工業（株） 72

54 大契乙 第480号 早川福祉会館自動火災報知設備改修工事 マルヤ電気（株） 72

55 大契乙 第308号
ＪＲ長居駅自転車駐車場管理事務所設置工
事

合田工業　合田茂 70

56 大契乙 第941号 放出西住宅７号館昇降路増築工事 生川建設（株） 81

57 大契乙 第502号 今福南第２住宅１号館屋上防水改修工事 日興化成（株） 75

58 大契乙 第413号 平野東住宅１号館外壁改修その他工事 （株）イワクニ 73

59 大契乙 第48号 島屋小学校便所改修工事 （株）千信 70

60 大契乙 第71号 福小学校便所改修工事
（株）Ｍ・Ｎコンスト
ラクション

72

61 大契乙 第106号 神津小学校長寿命化改修その他工事 （株）大栄建設工業 71

62 大契乙 第99号 大正保育所各所改修工事
（株）Ｂｅｌｌ　Ｔｒ
ｅｅ

73

63 大契乙 第49号 大道南小学校便所改修工事
（株）ネットコーポ
レーション

73

64 大契乙 第220号 住之江小学校便所改修工事 （有）央田工業 70

65 大契乙 第5号 豊新小学校階段室出入口改修工事 （株）水原組 68

66 大契乙 第221号 山之内小学校階段室出入口改修その他工事
（有）オーケイクリエ
イト

72

67 大契乙 第246号 南田辺小学校便所改修その他工事
（株）ハマダエンジニ
アリング

72

68 大契乙 第456号 菫中学校防球ネット改修工事 （株）吉田虎 72

69 大契乙 第127号 鯰江東小学校便所改修工事
（株）ニッシンクリ
エート

72

70 大契乙 第37号 宮原小学校便所改修工事 森川塗装　森川彰 72

71 大契乙 第38号 大和田小学校便所改修工事 （株）エーケーアール 70

72 大契乙 第131号 矢田中学校便所改修工事 （株）佐藤組 72

73 大契乙 第352号 東三国小学校外壁改修その他工事 新リプロ開発（株） 71

74 大契乙 第139号 晴明丘小学校便所改修工事 （株）伊藤工務店 72

75 大契乙 第279号 長池小学校外壁改修その他工事 （株）アイテック 72
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76 大契乙 第247号 泉尾東小学校便所改修工事
（株）ヤマトコーポ
レーション

70

77 大契乙 第133号 大国小学校便所改修工事 （有）鈴建 70

78 大契乙 第191号 難波中学校便所改修工事 （株）芝野工務店 72

79 大契乙 第148号 住之江中学校階段室出入口改修その他工事 明尾建設工業（株） 72

80 大契乙 第4107号 都島小学校屋上防水改修工事
小島防水工業　小島好
夫

72

81 大契乙 第249号
救護施設三徳寮・三徳生活ケアセンター外
柵改修工事

（株）Ｂｅｌｌ　Ｔｒ
ｅｅ

73

82 大契乙 第137号 茨田北小学校外壁改修その他工事 （株）竹本工務店 73

83 都整工 第5627号 下新庄小学校屋上防水改修工事 （株）山善研装 72

84 都整工 第5904号
三国東地区管理建物（Ｋ８棟）解体撤去工
事

（株）スペーステック 72

85 都整工 第5901号
三国東地区管理建物（Ｋ２棟）解体撤去工
事

（有）ダイナ建設 74

86 大契乙 第4089号 三国東地区管理建物（Ｈ棟）解体撤去工事 （株）竹田組 71

87 都整工 第7003号
上新庄第１住宅１・２号館用給水管布設替
工事

花岡建設工業（株） 73

88 大契乙 第301号 島屋小学校便所改修衛生設備工事 大貴設備（株） 76

89 大契乙 第119号 鶴見小学校冷房機械設備工事 花岡建設工業（株） 75

90 都整工 第7617号 茨田北小学校便所改修衛生設備工事 マリオ水道設備（株） 74

91 大契乙 第376号
大阪国際交流センターボイラー改修その他
機械設備工事－２

大道設備工業（株） 74

92 大契乙 第271号 南恩加島小学校便所改修衛生設備工事 （株）ＴＦＣ 73

93 大契乙 第297号 大和田小学校便所改修衛生設備工事
（株）ヤマコーポレー
ション

75

94 大契乙 第288号 矢田中学校便所改修衛生設備工事 （株）三栄設備 73

95 大契乙 第295号 難波中学校便所改修衛生設備工事 福井産業（株） 76

96 大契乙 第275号 泉尾東小学校便所改修衛生設備工事
サンズクリエイト　岡
坂貴広

71

97 大契乙 第237号 鯰江東小学校便所改修衛生設備工事 （株）タモツ設備 73

98 大契乙 第170号
南港南中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（有）カワモト設備工
業

75

99 大契乙 第4081号 加美第２保育所空調設備改修工事 マリオ水道設備（株） 74

100 大契乙 第14号 宮原小学校便所改修衛生設備工事 （株）大阪設備 73

契約番号
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101 大契乙 第4100号
中央区東老人福祉センター空調設備改修工
事

ＫＲウォーターサービ
ス（株）

73

102 大契乙 第4080号 十三工営所空調設備改修工事 （株）池田工業 73

103 大契乙 第184号
住之江中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）誠 75

104 都整工 第5902号
福島区海老江八丁目６番街区周辺地区舗装
修繕工事

アイコーポレーション
市村卓司

74

105 都整工 第7631号 瓜破保育所空調設備改修工事 （株）創美 71

106 大契乙 第88号 平野中学校体育館空調機設置機械設備工事 丸住（株） 72

107 大契乙 第58号
平野北中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（有）原設備 74

108 大契乙 第192号 三稜中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ＴＮ 73

109 大契乙 第468号 菅北小学校冷房機械設備工事 （有）金光土木 76

110 大契乙 第613号 榎並小学校冷房機械設備工事 （株）マキ工業 73

111 大契乙 第165号 矢田中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ミタカ工業 75

112 大契乙 第60号 鯰江中学校体育館空調機設置機械設備工事 （有）Ｅ．Ｓ．Ｃ 73

113 大契乙 第449号
もとおとしよりすこやかセンター東部館排
気ファン改修その他機械設備工事

（有）大和設備 73

114 大契乙 第267号 住吉商業高等学校便所改修衛生設備工事 （株）マキ工業 67

115 大契乙 第619号 歌島小学校冷房機械設備工事
（有）テクニカルワー
クス

76

116 大契乙 第406号 今津中住宅（１号館）排水管改修工事 協和工業（株） 78

117 大契乙 第378号 波除第２住宅（６号館）給水管改修工事 Ｊサービス戸田（株） 70

118 都整工 第7630号 西大道保育所空調設備改修工事 中央設備（株） 72

119 大契乙 第561号 清水丘小学校冷房機械設備工事 大道設備工業（株） 73

120 大契乙 第282号 晴明丘小学校便所改修衛生設備工事 （株）月葉 73

121 大契乙 第44号 淀中学校体育館空調機設置機械設備工事 （有）北岡設備 70

122 大契乙 第200号 森之宮小学校冷房機械設備工事 （株）トシナガ 71

123 大契乙 第215号 豊崎本庄小学校冷房機械設備工事 （有）万栄工業 73

124 大契乙 第276号 伝法小学校便所改修衛生設備工事 平和設備（株） 73

125 大契乙 第270号 住之江小学校便所改修衛生設備工事 （株）マキ工業 69
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126 大契乙 第667号 深江小学校冷房機械設備工事 岩川設備　岩川昇 72

127 大契乙 第277号 福小学校便所改修衛生設備工事 （株）花菱 72

128 大契乙 第240号 波除小学校冷房機械設備工事
フジテクノサービス
（株）

74

129 大契乙 第235号 大道南小学校便所改修衛生設備工事 （株）ワコー設備 74

130 大契乙 第415号 今津中住宅（３号館）排水管改修工事 （株）谷垣工業 70

131 大契乙 第146号
東生野中学校体育館空調機設置機械設備工
事

大和熔材（株） 73

132 大契乙 第4083号
花と緑と自然の情報センター空調設備改修
工事

セントラルテック
（株）

73

133 大契乙 第232号 大国小学校便所改修衛生設備工事 誠和設備（株） 71

134 大契乙 第67号 桜宮中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ダイセイ 74

135 大契乙 第478号 大池小学校冷房機械設備工事
セントラルテック
（株）

75

136 大契乙 第629号 すみれ小学校冷房機械設備工事 （株）プラス 75

137 大契乙 第4088号 北スポーツセンター空調設備改修工事 花岡建設工業（株） 75

138 大契乙 第90号 都島区役所空調設備改修工事 （株）アシスト 71

139 都整工 第7633号 南大江保育所空調設備改修工事
なかむらや　中村英一
郎

72

140 大契乙 第4070号
中央区南老人福祉センター空調設備改修工
事

マリオ水道設備（株） 72

141 大契乙 第199号 菅原小学校冷房機械設備工事 （株）トシナガ 73

142 都整工 第5003号
平野区喜連西２丁目１番街区西側道路舗装
修繕工事

（株）ドラル 69

143 大契乙 第4102号 伝法小学校冷房機械設備工事 （株）竹村製作所 74

144 大契乙 第632号 大正北中学校冷房機械設備工事
（株）アヅミエンジニ
ア

74

145 都整工 第7640号 此花区老人福祉センター空調設備改修工事 ＪＳ関西（株） 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

契約番号


