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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第110号
男女共同参画センター南部館空調設備改修
工事

（株）千里技研 76

2 大契乙 第4054号 育和小学校長寿命化改修機械設備工事 マリオ水道設備（株） 75

3 大契乙 第1022号 白鷺中学校増築その他機械設備工事 （有）ニシダ設備 70

4 大契乙 第531号 福島スポーツセンター空調設備改修工事
フジテクノサービス
（株）

73

5 大契乙 第494号
もとおとしよりすこやかセンター南部館空
調設備改修工事

（株）中山設備工房 75

6 大契乙 第640号
もと浪速勤労青少年ホーム他１施設空調設
備改修工事

中央設備（株） 73

7 大契乙 第1037号 歌島中学校体育館空調機設置機械設備工事 （有）ニチダン 74

8 大契乙 第142号 中島中学校体育館空調機設置機械設備工事 京立商事（株） 72

9 大契乙 第121号 昭和中学校体育館空調機設置機械設備工事 丸住（株） 73

10 大契乙 第145号 生野中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）三協総合設備 75

11 大契乙 第919号 咲くやこの花館空調熱源設備改修工事 （株）テクノ菱和 75

12 都整工 第7642号 本田小学校教室改造機械設備工事－３ （株）福井設備工業 72

13 大契乙 第92号 市岡中学校体育館空調機設置機械設備工事 石井商事（株） 72

14 大契乙 第359号 住吉区老人福祉センター空調設備改修工事 （株）ハナハク 72

15 都整工 第7638号 瓜破霊園管理事務所空調設備改修工事 テクノワールド（株） 71

16 大契乙 第188号
鶴見橋中学校体育館空調機設置機械設備工
事

大晃設備工業（株） 74

17 大契乙 第549号
もと都島勤労青少年ホーム他１施設空調設
備改修工事

近畿設備水道（株） 72

18 大契乙 第671号 秀野西住宅（１号館）給水管改修工事 （株）シマダ 78

19 大契乙 第340号 やすらぎ天空館空調設備改修工事 エヌテック（株） 72

20 大契乙 第167号 横堤中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）カタオカ 74

21 大契乙 第113号 菫中学校体育館空調機設置機械設備工事 エヌテック（株） 74

22 大契乙 第81号
井高野中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）ＴＦＣ 71

23 大契乙 第59号
春日出中学校体育館空調機設置機械設備工
事

近畿設備水道（株） 73

24 大契乙 第100号 大淀中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）百野工業所 74

25 大契乙 第63号
東三国中学校体育館空調機設置機械設備工
事

大谷工業（株） 73
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26 大契乙 第91号 城陽中学校体育館空調機設置機械設備工事 石井商事（株） 73

27 大契乙 第573号 三稜中学校冷房機械設備工事
（株）ヤマコーポレー
ション

70

28 都整工 第7650号 もと香簑子どもの家空調設備改修工事 （有）ニシノ産業 72

29 大契乙 第169号
長吉六反中学校体育館空調機設置機械設備
工事

（株）ＨＲＩ 72

30 大契乙 第697号 新北島住宅（１号館）給水管改修工事 大洋設備工業（株） 73

31 大契乙 第181号
加島南第２住宅（２号館）外３住宅昇降機
設備改修工事

東芝エレベータ（株） 72

32 都整工 第6699号 敷津浦学園受変電設備改修工事 藤井通信工業（株） 73

33 都整工 第8621号 佃中学校外２５校冷房ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

34 都整工 第6673号
もとおとしよりすこやかセンター南部館空
調設備改修電気設備工事

（株）セイコー 72

35 大契乙 第317号 社会福祉センター昇降機設備改修工事 東芝エレベータ（株） 73

36 都整工 第6698号 浪速区民センター受変電設備改修工事 （有）エレテック 73

37 大契乙 第262号 育和小学校長寿命化改修電気設備工事 （株）テクノサービス 72

38 大契乙 第4118号 矢田北小学校照明改修工事 小林電気（株） 73

39 大契乙 第137号 白鷺中学校増築その他電気設備工事 （株）共和電業社 73

40 大契乙 第674号 佃斎場受変電設備改修工事 （株）オーサカテック 72

41 都整工 第6671号 やすらぎ天空館空調設備改修電気設備工事 （株）セイコー 72

42 都整工 第6002号
南住吉第６住宅（１号館）自動火災報知設
備改修工事

（株）烏谷電気商会 75

43 大契乙 第83号 高見住宅（５１号館）昇降機設備改修工事
三菱電機ビルテクノ
サービス（株）

70

44 都整工 第8415号 白鷺中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 74

45 大契乙 第358号 本田小学校教室改造電気設備工事 （株）フォース 72

46 大契乙 第4133号 明治小学校幹線迂回その他電気設備工事 （株）フジ電工 72

47 都整工 第6704号 もと喜連老人憩の家内部改修電気設備工事
（有）マックス電工グ
ループ

72

48 都整工 第6702号 西南環境事業センター屋外水銀灯改修工事 （株）川畑電工 73

49 大契乙 第4108号 咲洲国際船客上屋照明設備改修工事 （株）テッシン興業 73

50 大契乙 第194号
古市東住宅（１・２・５号館）外３住宅昇
降機設備改修工事

フジテック（株） 74
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51 都整工 第6705号
喜連保育所他１施設自動火災報知設備改修
工事

伊藤電気（株） 72

52 大契乙 第727号
茨田諸口西住宅（１～４号館）外１住宅各
戸分電盤改修工事

協立システム工業
（株）

73

53 都整工 第8427号
北稜中学校外２７校体育館空調機設置ガス
設備工事

大阪瓦斯（株） 74

54 大契乙 第4151号 早川福祉会館中央監視設備改修工事 （株）今井電気商会 72

55 都整工 第6703号 住之江総合会館受変電設備改修工事
ツカサエンジニアリン
グ（株）

73

56 大契乙 第448号 平野屋内プール天井改修電気設備工事 （有）フェステクノス 70

57 都整工 第8402号
生野中学校外１５校体育館空調機設置ガス
設備工事

大阪瓦斯（株） 76

58 大契乙 第951号 白鷺中学校増築その他工事 （株）中道組 84

59 大契乙 第438号
毛馬第２住宅１～３号館外壁改修その他工
事

（株）メイテックコー
ポレーション

73

60 大契乙 第595号
井高野第６住宅４・５号館屋上防水改修工
事

（有）信栄工業 71

61 大契乙 第203号
茨田大宮第２住宅２２～２４号館外壁改修
その他工事

（株）ユーシン 74

62 大契乙 第4122号 日本橋住宅３号館屋上防水改修工事 （株）昇建 71

63 大契乙 第423号
大和川住宅９～１２号館外壁部分改修その
他工事

（株）アーム 74

64 大契乙 第755号 堂ヶ芝住宅１１号館屋上防水改修工事 （株）リアンズ 73

65 大契乙 第713号 南港中住宅４４号館屋上防水改修工事 日興化成（株） 75

66 大契乙 第396号 日本橋西住宅１号館外壁改修その他工事 （株）清和建設 75

67 大契乙 第767号 友渕住宅１・２号館屋上防水改修工事
ネオ・ルーフィング
（株）

73

68 大契乙 第395号 日東住宅１号館外壁改修その他工事 （株）朝日建設 72

69 大契乙 第860号 柏里第２住宅２・３号館屋上防水改修工事
翔光シーリング　近藤
智郁

74

70 大契乙 第153号 大宮中学校外壁改修その他工事 （株）トータル工匠 70

71 大契乙 第4063号 大正駅自転車駐車場耐震改修工事 三輪　中野恵 72

72 大契乙 第252号 喜連小学校外壁改修その他工事 （株）アマノ 73

73 大契乙 第311号 摂陽中学校外壁改修その他工事 （株）レイ・テック 73

74 大契乙 第162号 東都島小学校外壁改修その他工事 （株）共創技建 71

75 大契乙 第305号 泉尾工業高等学校外壁改修その他工事 （株）エコテック 72
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76 大契乙 第370号 歌島小学校外壁改修その他工事 扇田建設（株） 71

77 大契乙 第138号 西中学校外壁改修その他工事 （株）フルタ建設 73

78 大契乙 第397号 鶴見小学校外壁改修その他工事 （株）オーヒュッテ組 72

79 大契乙 第285号 松虫中学校外壁改修その他工事 （株）オーヒュッテ組 72

80 大契乙 第515号 みどり小学校外壁改修その他工事 日東化建（株） 72

81 大契乙 第180号 育和小学校長寿命化改修工事 永興建設（株） 73

82 大契乙 第330号 矢田小学校・矢田南中学校外壁改修工事
ワイケイハウジング
（株）

72

83 大契乙 第567号 瓜破霊園管理事務所外壁改修その他工事 （株）加端設備 72

84 都整工 第5637号 晴明丘小学校屋外改修工事 （株）北嶋建設 73

85 大契乙 第201号 本田小学校教室改造工事 （株）創建 72

86 大契乙 第387号 瑞光中学校外壁改修その他工事 （株）明地工務店 72

87 大契乙 第608号 鴫野小学校プールサイド改修工事 （株）セレクション 72

88 都整工 第5631号 上新庄駅自転車駐車場改修工事
（株）ファーストシン
ク

70

89 大契乙 第507号 九条幼稚園プール改修その他工事 （株）海恵 70

90 大契乙 第761号
もと阪南第２保育所・もと阿倍野児童館外
柵改修工事

Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗
（株）

70

91 大契乙 第551号 西成区子ども・子育てプラザ外壁改修工事 （株）成友 72

92 都整工 第5641号 もと喜連老人憩の家内部改修工事 （株）西田工務店 72

93 大契乙 第284号 生江小学校外壁改修その他工事 山本建設工業（株） 73

94 大契乙 第394号 天王寺消防署元町出張所解体撤去工事 栄光産業（株） 69

95 都整工 第5306号
ＪＲ長居駅自転車駐車場管理事務所他１棟
解体撤去工事

（株）竹田組 72

96 大契乙 第902号 山之内小学校運動場整備工事 東南建設工業（株） 72

97 大契乙 第930号 東我孫子中学校運動場整備工事 （株）大原工業 72

98 都整工 第5634号 銅座幼稚園フェンス改修工事 東南建設工業（株） 70

                          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


