
様式５

(1/5)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第7671号 北区役所昇降路設置機械設備工事 （株）中山設備工房 75

2 都整工 第7636号 加美第１保育所空調設備改修工事 Ｋ＆Ｒ（株） 72

3 大契乙 第642号 加美東小学校冷房機械設備工事 武石設備工業（株） 72

4 大契乙 第4106号 天王寺区役所空調吸込口改修工事 Ｋ＆Ｒ（株） 73

5 大契乙 第324号 こども文化センター空調設備改修工事
（株）ＫＮエンジニア
リング

76

6 大契乙 第348号 港区役所空調設備改修工事 （株）マサキ設備 75

7 大契乙 第4079号 鴫野保育所空調設備改修工事 （株）池田工業 73

8 都整工 第7002号
長吉六反東住宅２３～２６号館解体撤去に
伴う給水衛生設備工事

ＫＲウォーターサービ
ス（株）

70

9 大契乙 第401号 生野図書館空調設備改修工事 Ｋ＆Ｒ（株） 73

10 大契乙 第189号 榎並小学校長寿命化改修機械設備工事
（株）ワールド空調設
備

74

11 大契乙 第4084号 小田町保育所空調設備改修工事
セントラルテック
（株）

76

12 大契乙 第443号 今津中住宅（２号館）排水管改修工事 平和興業（株） 79

13 大契乙 第610号 高殿小学校冷房機械設備工事 大山設備（株） 75

14 大契乙 第313号 泉尾工業高等学校便所改修衛生設備工事 （株）シールズ 74

15 都整工 第7621号 南中学校ピロティ各所改造衛生設備工事 （株）中山設備工房 73

16 大契乙 第399号 上住吉住宅（１・２号館）排水管改修工事
（有）インテリアオー
ク

71

17 大契乙 第418号
住吉住宅（１２～１６号館）排水管改修工
事

（株）阪和設備工業 73

18 大契乙 第577号 東中川小学校冷房機械設備工事
（有）テクニカルワー
クス

74

19 都整工 第7637号 東小橋保育所空調設備改修工事 （有）金光土木 74

20 都整工 第7629号 磯路保育所空調設備改修工事 （有）シンコーハウス 74

21 大契乙 第231号 西中学校便所改修衛生設備工事 ＪＳ関西（株） 74

22 都整工 第7634号 毛馬保育所空調設備改修工事 （有）タイシ 74

23 大契乙 第1024号 吉野小学校増築その他機械設備工事 大和熔材（株） 67

24 都整工 第7639号 福島区老人福祉センター空調設備改修工事 （株）マキ工業 71

25 大契乙 第493号 東淀川スポーツセンター空調設備改修工事 花岡建設工業（株） 74
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26 大契乙 第241号 三国東地区内一円防塵舗装工事（３－１） マルゼン建設（株） 71

27 大契乙 第233号 玉川小学校冷房機械設備工事
（株）関西システム
アート

72

28 都整工 第7627号 生魂小学校普通教室改造機械設備工事－２ （株）中山設備工房 74

29 都整工 第7632号 大宮第１保育所空調設備改修工事
榮建設備工業　文村裕
司

72

30 大契乙 第656号 春日出中学校冷房機械設備工事 ＪＳ関西（株） 69

31 都整工 第7635号 茨田第１保育所空調設備改修工事
榮建設備工業　文村裕
司

73

32 大契乙 第381号
東成区老人福祉センター他１施設空調設備
改修工事

（有）北岡設備 73

33 大契乙 第560号
男女共同参画センター東部館空調設備改修
工事

原田設備工業（株） 74

34 大契乙 第371号 平野工営所空調設備改修工事 小原工業（株） 76

35 大契乙 第4086号 西区民センター空調設備改修工事 （株）創美 72

36 大契乙 第617号
東成屋内プール空調設備改修その他機械設
備工事

テクノワールド（株） 73

37 都整工 第7644号
西成区保健福祉センター分館消火設備改修
工事

（有）奥産業サービス 70

38 大契乙 第374号 天王寺図書館空調設備改修工事 阪奈工業（株） 73

39 大契乙 第966号 吉野小学校増築その他工事 （株）旭工建 81

40 大契乙 第333号 御幸住宅８～１１号館外壁改修その他工事 モリシゲ開発（株） 68

41 大契乙 第486号 北畠第１住宅１・２号館屋上防水改修工事 （株）ｙａｍａｔｏ 75

42 大契乙 第441号 今津中住宅１号館台所その他改修工事
Ｙ’ｓファクトリー
杉元吉彦

70

43 大契乙 第533号 今津中住宅２号館台所その他改修工事
（株）タカオハウジン
グ

74

44 大契乙 第440号 今津中住宅３号館台所その他改修工事
Ｙ’ｓファクトリー
杉元吉彦

70

45 大契乙 第328号 鴫野第２住宅２号館外壁改修その他工事 （株）栄進建設 73

46 大契乙 第411号 田島住宅１号館屋上防水改修工事 （有）ハマシン 73

47 大契乙 第532号 古市南住宅１・２号館屋上防水改修工事 池田技建工業（株） 74

48 大契乙 第345号 瑞光寺住宅１号館外壁改修その他工事 （株）アディックス 75

49 大契乙 第335号 相川住宅１～３号館外壁改修その他工事 あべの建設（株） 70

50 大契乙 第431号 上住吉住宅１・２号館台所その他改修工事 （有）ミユキ 71
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51 大契乙 第601号 長吉長原東住宅８号館屋上防水改修工事 （株）エイト 74

52 大契乙 第432号
長吉住宅２～６号館外壁部分改修その他工
事

（株）サイキョウコー
ポレーション

74

53 大契乙 第310号 浅香中住宅１号館外壁改修その他工事 （株）ループ 73

54 大契乙 第544号 緑木住宅１号館耐震改修工事 （株）松田敏商店 77

55 大契乙 第309号
茨田諸口西住宅１～４号館外壁改修その他
工事

（株）笑福建工 72

56 大契乙 第354号
南江口第１住宅１・２号館外壁改修その他
工事

（株）天馬工務店 73

57 大契乙 第383号
南江口第１住宅３・４号館外壁改修その他
工事

（株）鈴木工務店 74

58 大契乙 第517号
今福南第３住宅９～１１号館屋上防水改修
工事

（株）ハンシン 74

59 大契乙 第135号 高殿小学校階段室出入口改修工事 東阪建設工業（株） 72

60 大契乙 第147号 巽小学校階段室出入口改修工事 吉岡工業　吉岡寿延 72

61 大契乙 第253号 住吉小学校階段室出入口改修その他工事 イリエ（株） 72

62 大契乙 第160号 西九条小学校外壁改修その他工事 兪工務店　金清千賀子 72

63 大契乙 第609号 依羅小学校体育館屋根防水改修工事 （株）ＫＲＴ 72

64 大契乙 第136号 喜連中学校階段室出入口改修工事 （株）朝日工務店 72

65 大契乙 第244号 長吉西中学校階段室出入口改修その他工事 （株）リペア 72

66 大契乙 第75号 矢田東小学校階段室出入口改修工事 （株）ＡＲＣＳ 73

67 大契乙 第143号 榎並小学校長寿命化改修工事 関西塗研工業（株） 72

68 大契乙 第286号 鶴見商業高等学校外壁改修その他工事
（株）ユウエイコーポ
レーション

73

69 都整工 第5629号 友渕小学校分校運動場整備工事 （株）清和建設 72

70 都整工 第5625号
旭区老人福祉センター他２施設フェンス改
修工事

コスモスデック（株） 73

71 大契乙 第251号 平尾小学校外壁改修その他工事 （株）アマノ 76

72 都整工 第5626号 長居第２陸上競技場外灯改修工事 （株）リグランツ 72

73 都整工 第5632号 大江小学校体育館床塗装工事 （株）アローペイント 72

74 大契乙 第256号 生魂小学校普通教室改造工事 （株）ＡＲＣＳ 72

75 大契乙 第4111号 鶴見緑地陳列館防火設備改修工事 東建（株） 73
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76 大契乙 第992号 北区役所昇降路設置工事 （有）ミユキ 73

77 都整工 第5628号 大桐小学校外壁改修工事
サンエイテック　中谷
乃亜

71

78 大契乙 第388号 東淀工業高等学校外壁改修その他工事 リベール　山本淳也 73

79 大契乙 第159号 三稜中学校外壁改修その他工事 （株）ＹＵＴＡＫＡ 72

80 大契乙 第161号 新北島中学校外壁改修その他工事 （株）イーテクノス 72

81 大契乙 第4105号 中央小学校音楽室改修工事 （株）リグランツ 72

82 大契乙 第205号 伝法小学校便所改修その他工事 （株）杉建設 73

83 大契乙 第243号 南中学校ピロティ各所改造工事 （株）テクノワークス 72

84 大契乙 第255号 敷津浦小学校階段室出入口改修その他工事 （株）ＢＩＧＯＮＥ 71

85 都整工 第5630号
中央区南老人福祉センター空調設備改修に
伴う天井改修工事

（株）リグランツ 72

86 大契乙 第281号 東小路小学校外壁改修その他工事 （株）明地工務店 72

87 大契乙 第293号 新平野西小学校外壁改修その他工事 （株）シモケン 72

88 大契乙 第353号 喜連西小学校外壁改修工事
カツミ工務店　佐竹勝
己

72

89 大契乙 第599号 西船場小学校体育館屋根防水改修工事 （株）シンユー技研 73

90 都整工 第5624号 南港桜小学校屋上防水改修工事 （株）ミノワ工業 72

91 都整工 第5304号 港区花づくり広場倉庫解体撤去工事 （有）古屋組 70

92 大契乙 第513号
鶴見緑地山のエリア内２棟便所解体撤去工
事

（株）ストーン 74

93 大契乙 第745号 東中本小学校運動場整備工事 （有）三共興業 72

94 大契乙 第710号 東三国中学校防球ネット改修工事 （株）三昌 72

95 都整工 第6651号 大宮中学校階段室出入口改修電気設備工事 日章電機工業（株） 72

96 都整工 第8008号
上住吉住宅（１・２号館）排水管改修に伴
うガス設備工事

大阪瓦斯（株） 70

97 都整工 第6689号 北区役所昇降路設置電気設備工事 小林電気（株） 71

98 大契乙 第1082号 北区役所昇降機設備工事
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

74

99 都整工 第6691号
福島スポーツセンター空調設備改修電気設
備工事

（株）松岡電気 72

100 都整工 第6669号 生魂小学校普通教室改造電気設備工事 （株）ユーデン 72
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101 都整工 第6649号 南中学校ピロティ各所改造電気設備工事 （有）織田工業 72

102 都整工 第8002号
今津中住宅（１号館）排水管改修に伴うガ
ス設備工事

大阪瓦斯（株） 70

103 都整工 第8003号
今津中住宅（２号館）排水管改修に伴うガ
ス設備工事

大阪瓦斯（株） 70

104 都整工 第8004号
今津中住宅（３号館）排水管改修に伴うガ
ス設備工事

大阪瓦斯（株） 70

105 都整工 第8007号
住吉住宅（１２～１６号館）排水管改修に
伴うガス設備工事

大阪瓦斯（株） 70

106 都整工 第6677号 大和田幼稚園分電盤改修工事 （株）セイコー 72

107 大契乙 第541号
港区民センター他１施設直流電源設備改修
工事

ＥＳＭシステム（株） 72

108 都整工 第6690号 汎愛高等学校外１校受変電設備改修工事 早川電気通信（株） 72

109 大契乙 第444号 生野工業高等学校直流電源設備改修工事 （株）ＧＳユアサ 72

110 大契乙 第4076号 生野工業高等学校受変電設備改修工事 早川電気通信（株） 72

111 都整工 第6700号
生野区老人福祉センター受変電設備改修工
事

サードテック（株） 72

112 大契乙 第4112号
扇町公園地下駐車場監視カメラ設備改修工
事

川崎興業（株） 72

113 大契乙 第4104号
浪速東第２住宅（２号館）自動火災報知設
備改修工事

ＥＳＭシステム（株） 77

114 都整工 第6665号
泉尾工業高等学校外壁改修その他電気設備
工事

（株）ユーデン 72

115 都整工 第6401号 吉野小学校昇降機設備改修工事
三精テクノロジーズ
（株）

76

116 都整工 第8409号 吉野小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

117 大契乙 第1041号 吉野小学校増築その他電気設備工事 ＥＳＭシステム（株） 70

118 大契乙 第487号
長吉長原住宅（１号館）自動火災報知設備
改修工事

（株）大阪電業社 73

119 大契乙 第620号
勝山南住宅（１号館）自動火災報知設備改
修工事

（株）今井電気商会 75

120 大契乙 第672号 南港Ｇ－３号上屋受変電設備改修工事
（株）ニッカン・エ
テック

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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