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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第89号
矢田西中学校体育館空調機設置機械設備工
事

丸住（株） 74

2 大契乙 第175号
墨江丘中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）天二 71

3 都整工 第7649号 愛光会館空調設備改修工事 （有）ＥＣＯ 73

4 大契乙 第124号
我孫子南中学校体育館空調機設置機械設備
工事

山岡建設（株） 75

5 大契乙 第133号 放出小学校長寿命化改修機械設備工事 （株）輝設備 73

6 大契乙 第651号 緑中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）伸栄工業 74

7 大契乙 第721号 加美中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ＴＮ 75

8 都整工 第7641号 北加賀屋保育所便所改修衛生設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

73

9 大契乙 第768号 鶴見住宅（１号館）給水管改修工事 （株）阪和設備工業 76

10 大契乙 第168号 瓜破中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）タモツ設備 73

11 大契乙 第657号 桜宮住宅（１号館）給水管改修工事 （株）谷垣工業 74

12 大契乙 第404号 真田山プール天井改修機械設備工事 （株）誠設備 75

13 大契乙 第602号
東我孫子中学校体育館空調機設置機械設備
工事

（株）大聖設備 75

14 大契乙 第649号 田辺中学校体育館空調機設置機械設備工事 大道設備工業（株） 75

15 大契乙 第703号
新生野中学校体育館空調機設置機械設備工
事

小原工業（株） 72

16 大契乙 第668号 長吉中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）大輝 71

17 都整工 第7301号
マリンテニスパーク北村西ゲート便所設置
その他衛生設備工事

（株）中山設備工房 73

18 大契乙 第639号 東淀中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）都設備 73

19 都整工 第7651号 もと今福児童館空調設備改修工事 Ｋ＆Ｒ（株） 72

20 大契乙 第586号
大正北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

74

21 大契乙 第641号 東陽中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ハナフサ 72

22 大契乙 第693号 今市中学校体育館空調機設置機械設備工事 馬木工業（株） 73

23 大契乙 第652号 淡路中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）アスカ商会 73

24 大契乙 第686号
加美南中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）川崎水道工業 74

25 大契乙 第269号 北田辺小学校長寿命化改修機械設備工事 東洋工業（株） 73

請負工事成績評定結果一覧表  (令和４年３月分)
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

26 大契乙 第495号 東淀川図書館空調設備改修工事 （株）花菱 74

27 大契乙 第350号
中央卸売市場東部市場水産卸売場棟便所改
修衛生設備工事

（株）齊藤商会 73

28 大契乙 第643号
新豊崎中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）天二 73

29 都整工 第7643号 梅南中学校教室改造機械設備工事 ビーフロア　皆田智史 67

30 大契乙 第481号 平野屋内プール天井改修機械設備工事 （株）丹羽工業所 72

31 大契乙 第614号 新豊崎中学校冷房機械設備工事 （有）ウエイク 76

32 大契乙 第699号 梅南中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）三協総合設備 72

33 大契乙 第702号
加賀屋中学校体育館空調機設置機械設備工
事

栄建設備工業　文村裕
司

72

34 都整工 第7652号 西三国小学校教室改造機械設備工事 （有）大和設備 74

35 都整工 第7668号
西区民センター２階男子便所改修衛生設備
工事

ＫＲウォーターサービ
ス（株）

70

36 大契乙 第698号 松虫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

37 大契乙 第704号
南港北中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（株）不二設備工業所 74

38 大契乙 第615号 宮原中学校体育館空調機設置機械設備工事 大山設備（株） 74

39 大契乙 第597号
美津島中学校体育館空調機設置機械設備工
事

（有）宮崎水道衛生商
会

73

40 大契乙 第593号 友渕中学校体育館空調機設置機械設備工事
（株）アヅミエンジニ
ア

72

41 大契乙 第673号 喜連中学校体育館空調機設置機械設備工事 （株）ＯＳビルド 71

42 大契乙 第4172号 八阪中学校教室改造機械設備工事 （有）盛設備工業所 72

43 大契乙 第460号
西成スポーツセンター・屋内プール給湯設
備改修工事

（株）池田工業 74

44 都整工 第7647号
淀川区子ども・子育てプラザ外壁改修その
他衛生設備工事

阪奈工業（株） 72

45 都整工 第7663号 生野区民センター膨張水槽改修工事
（有）カワモト設備工
業

73

46 大契乙 第341号 浪速第１保育所便所改修衛生設備工事 （株）須崎工務店 74

47 都整工 第7659号 小林斎場便所改修衛生設備工事 大貴設備（株） 73

48 大契乙 第655号
弘済中学校分校体育館空調機設置機械設備
工事

光善エンジニア　中川
善行

67

49 都整工 第7673号 住吉川小学校普通教室改造機械設備工事 （株）マキ工業 73

50 大契乙 第708号 白鷺中学校体育館空調機設置機械設備工事
なかむらや　中村英一
郎

73

契約番号
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51 大契乙 第380号 阿倍野区民センター空調設備改修工事 （有）原設備 75

52 大契乙 第121号 加美東第２住宅４号館給水衛生設備工事 （株）日設 78

53 大契乙 第662号 大東小学校増築その他機械設備工事 花岡建設工業（株） 71

54 大契乙 第563号
大阪市役所本庁舎便所改修衛生設備工事－
２

（株）西原衛生工業所 80

55 都整工 第7669号 塩草立葉小学校教室改造機械設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

71

56 大契乙 第4186号 西九条小学校教室改造機械設備工事 ＪＳ関西（株） 74

57 都整工 第7004号
清水住宅２～５号館昇降路増築給水衛生設
備工事

（株）湖水設備工業所 76

58 大契乙 第675号
天下茶屋中学校体育館空調機設置機械設備
工事

（株）ＦＳ 74

59 大契乙 第575号 長居球技場空調設備改修工事 （株）ＯＳビルド 75

60 都整工 第7667号 長谷川羽曳野学園消火設備改修工事
（有）カワモト設備工
業

74

61 都整工 第7653号 田辺小学校教室改造機械設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

71

62 大契乙 第4136号
天王寺スポーツセンター他１施設空調設備
改修工事

（株）シールズ 74

63 都整工 第7662号 東成区役所排水ポンプ改修工事 （株）福井設備工業 73

64 大契乙 第4074号 旭区役所屋外改修その他衛生設備工事 （株）中山設備工房 74

65 都整工 第7655号
社会福祉センター便所改修その他機械設備
工事

（有）大和設備 73

66 大契乙 第4194号 鶴見区役所便所改修衛生設備工事 大山設備（株） 74

67 都整工 第7648号
男女共同参画センター南部館他１施設給排
水設備改修工事

（有）カワモト設備工
業

72

68 都整工 第7665号
鶴見区老人福祉センター便所改修衛生設備
工事

（株）大阪設備 71

69 大契乙 第215号 榎本小学校増築その他機械設備工事
トモエ・エンジニアリ
ング（株）

76

70 都整工 第5906号 淀川区加島住宅地区改良事業用地整地工事 （株）松浩組 71

71 大契乙 第576号 港中学校体育館空調機設置機械設備工事 Ｊサービス戸田（株） 70

72 大契乙 第4155号 九条東小学校冷房機械設備工事 （株）Ｙ’ｓプラン 72

73 都整工 第5908号
東住吉区矢田北住宅地区改良事業用地整地
工事

（株）ミライン 70

74 大契乙 第542号 東住吉スポーツセンター空調設備改修工事 協伸工業（株） 75

75 大契乙 第776号 阿武山学園便所改修衛生設備工事 ａ１技研（株） 73

契約番号
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76 都整工 第7656号 玉造小学校教室改造機械設備工事 （有）大和設備 73

77 都整工 第7672号 史跡難波宮跡便所改修衛生設備工事－２ ＪＳ関西（株） 74

78 都整工 第7670号 野田工営所配管改修工事 （株）マキ工業 73

79 大契乙 第389号 生野区老人福祉センター空調設備改修工事 ＡＱＵＡ　栩野和美 72

80 大契乙 第462号
鶴見緑地プール空調設備改修その他機械設
備工事

サンテクノサービス
（株）

74

81 大契乙 第4187号 西成区役所他１施設空調設備改修工事 （株）福井設備工業 75

82 大契乙 第633号 長居競技場空調設備改修工事 （株）エスプラント 75

83 大契乙 第392号
社会福祉研修・情報センター空調設備改修
その他機械設備工事

大晃設備工業（株） 75

84 大契乙 第826号 大東小学校冷房機械設備工事
トータスクレイン　植
田朋子

76

85 大契乙 第871号 国際学友会館空調設備改修工事 （株）アスカ商会 72

86 大契乙 第916号
西淀川屋内プール他１施設各所改修機械設
備工事

（株）ＨＲＩ 72

87 都整工 第7671号 大阪市教育センター防火ダンパー改修工事 Ｋ＆Ｒ（株） 71

88 都整工 第7657号 中部環境事業センター空調設備改修工事
（有）インテリアオー
ク

68

89 大契乙 第833号 長吉南小学校冷房機械設備工事 （株）シールズ 74

90 大契乙 第4123号
塩草立葉小学校第２運動場便所設置衛生設
備工事

（株）カタオカ 74

91 大契乙 第1029号 長吉中学校増築その他機械設備工事 柳生設備（株） 76

92 都整工 第7664号 大阪市立高等学校教室改造機械設備工事
ＫＲウォーターサービ
ス（株）

72

93 大契乙 第926号 東北環境事業センター給水設備改修工事 （株）ケーユーテック 75

94 大契乙 第879号 扇町公園地下駐車場泡消火設備改修工事 興和防災（株） 74

95 大契乙 第831号 三先小学校冷房機械設備工事 濱建興業　濱畑正博 71

96 大契乙 第450号 生野区役所空調設備改修工事 （株）ワールド隆文社 70

97 大契乙 第832号 太子橋小学校冷房機械設備工事 （株）伸栄工業 74

98 都整工 第7658号 三徳生活ケアセンター空調設備改修工事 Ｋ＆Ｒ（株） 74

99 大契乙 第880号 大阪国際交流センター冷却塔改修工事 （株）大建工業所 75

100 大契乙 第4161号 ＡＴＣ　ＩＴＭ棟事務室空調設備改修工事 （株）エスプラント 72
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101 大契乙 第794号
淀川区加島地区３号線外３舗装修繕工事
（３－１）

（株）清和建設 72

102 大契乙 第855号 都島スポーツセンター空調設備改修工事 田丸産業（株） 71

103 大契乙 第894号 東淀中学校増築その他機械設備工事 四國機械設備（株） 77

104 大契乙 第1045号 開平小学校増築その他機械設備工事 西部技研工業（株） 72

105 大契乙 第670号
住吉第一中学校体育館空調機設置機械設備
工事

（有）インテリアオー
ク

65

106 大契乙 第880号 瓜破小学校増築その他機械設備工事 （株）亀野設備工業所 74

107 大契乙 第837号 苅田南小学校冷房機械設備工事 ラピス　吉川奈緒 73

108 大契乙 第791号
長吉東部地区内一円防塵舗装工事（３－
１）

三林興業　林佑哉 70

109 大契乙 第4205号 日吉小学校特別教室改造機械設備工事
なかむらや　中村英一
郎

74

110 大契乙 第669号 大領中学校体育館空調機設置機械設備工事
関西設備エンジニアリ
ング（株）

75

111 都整工 第7302号 萩之茶屋北公園公衆便所設置衛生設備工事 （有）すみれ建設 71

112 都整工 第6001号
浪速西第３住宅（２号館）自動火災報知設
備改修工事

（株）タイコーテック 73

113 大契乙 第4139号
南津守第４住宅（２号館）自動火災報知設
備改修工事

明和電気防災（株） 75

114 大契乙 第190号
酉島住宅（２１号館）外２住宅昇降機設備
改修工事

三精テクノロジーズ
（株）

74

115 大契乙 第42号
我孫子南住宅（３号館）外２住宅昇降機設
備改修工事

日本エレベーター製造
（株）

75

116 大契乙 第428号
高殿北住宅（２号館）外１住宅昇降機設備
改修工事

日本オーチス・エレ
ベータ（株）

75

117 大契乙 第234号
南津守第２住宅（１・２号館）外１住宅昇
降機設備改修工事

（株）日立ビルシステ
ム

76

118 大契乙 第125号 加美東第２住宅４号館電気設備工事 藤井電機（株） 74

119 都整工 第8001号 加美東第２住宅４号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 76

120 大契乙 第176号 加美東第２住宅４号館昇降機設備工事
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

76

121 大契乙 第1008号
清水住宅２～５号館昇降路増築電気設備工
事

（有）ダイシンシステ
ム

76

122 都整工 第8012号
清水住宅２～５号館昇降路増築ガス設備工
事

大阪瓦斯（株） 75

123 大契乙 第1067号 清水住宅２～５号館昇降機設備工事
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

76

124 都整工 第6003号 都市整備局事業用地照明設備整備工事 小林電気（株） 78

125 大契乙 第949号
高殿西住宅６・７号館昇降路増築電気設備
工事

協立システム工業
（株）

76

契約番号
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126 都整工 第8014号
高殿西住宅６・７号館昇降路増築ガス設備
工事

大阪瓦斯（株） 76

127 大契乙 第947号 高殿西住宅６・７号館昇降機設備工事
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

77

128 都整工 第6719号 愛光会館空調設備改修電気設備工事 共進電気（株） 72

129 都整工 第6707号
長吉第二幼稚園外１施設分電盤改修電気設
備工事

（株）関西高圧 72

130 大契乙 第416号 真田山プール天井改修電気設備工事 （株）佐藤電設 73

131 大契乙 第4182号 東成区役所非常放送設備改修工事 マルヤ電気（株） 72

132 都整工 第6709号 友渕中学校防球ネット改修電気設備工事 （株）ちどり電設工業 72

133 都整工 第8620号 北田辺小学校長寿命化改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

134 大契乙 第319号
阿波座センタービル自動火災報知設備改修
工事

（株）日建設備エンジ
ニアリング

72

135 大契乙 第247号 放出小学校長寿命化改修電気設備工事 阪神ユニテック（株） 72

136 大契乙 第700号 西淀川区民会館舞台音響設備改修工事
ヒビノスペーステック
（株）

72

137 都整工 第6693号
南港中央野球場１及び３塁側防球ネット設
置電気設備工事

日章電機工業（株） 72

138 都整工 第6697号 梅南中学校教室改造電気設備工事
明治システムエンジニ
アリング（株）

72

139 大契乙 第824号
やすらぎ天空館地下駐車場照明設備改修工
事

中央商工（株） 72

140 大契乙 第1030号
阿波座センタービル駐車料金システム更新
工事－３

アマノ（株） 72

141 大契乙 第4120号 都島区役所中央監視設備改修工事
（株）サンエムエテク
ニカル

75

142 都整工 第6712号 住吉保育所受変電設備改修工事
ツカサエンジニアリン
グ（株）

72

143 都整工 第6716号 西淀川区民ホール受変電設備改修工事 （株）ケイテックス 72

144 都整工 第6686号
中央卸売市場東部市場水産卸売場棟便所改
修電気設備工事－２

（株）セイコー 72

145 都整工 第6710号
もと今福児童館屋上改修その他電気設備工
事

（株）セイコー 72

146 都整工 第6660号 浪速第１保育所便所改修電気設備工事 マキ電気工事（株） 72

147 都整工 第6729号
南部こども相談センター児童相談システム
端末増設工事

（株）セイコー 72

148 大契乙 第574号 中央区役所他１施設中央監視設備改修工事 日興電気工業（株） 72

149 大契乙 第4154号
心身障がい者リハビリテーションセンター
他１施設受変電設備改修その他工事

（株）三好電気商会 72

150 都整工 第8623号 大阪市役所本庁舎便所改修ガス設備工事 大阪瓦斯(株) 71

契約番号
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151 大契乙 第868号 扇町公園地下駐車場管制設備改修工事－２ 野里電気工業（株） 72

152 都整工 第6717号 天王寺中学校教室改造電気設備工事 共進電気（株） 72

153 都整工 第6714号 八阪中学校教室改造電気設備工事
（株）防災プロジェク
ト

72

154 大契乙 第789号 平野区民ホール舞台照明設備改修工事 片岡電気（株） 72

155 都整工 第6687号 生野区役所空調設備改修電気設備工事 （株）セイコー 72

156 大契乙 第861号 都島区民センター舞台音響設備改修工事
（株）東和エンジニア
リング

72

157 大契乙 第865号
旭区民センター他２施設非常放送設備その
他改修工事

コーヨー通信工事
（株）

73

158 大契乙 第4127号
扇町公園地下駐車場自動火災報知設備改修
工事

ワコーエンジニアリン
グ（株）

73

159 都整工 第6726号 田辺小学校教室改造電気設備工事 （株）ケイテックス 72

160 都整工 第6685号
東住吉スポーツセンター空調設備改修電気
設備工事

シンキテクノス（株） 72

161 大契乙 第766号 長居球技場空調設備改修電気設備工事 （株）ユーズシステム 72

162 都整工 第6727号 鶴見区役所便所改修電気設備工事
（有）ＲＳ－ＦＡＣＴ
ＯＲＹ

72

163 都整工 第6720号
鶴見区老人福祉センター他１施設自動火災
報知設備改修工事

中央商工（株） 72

164 都整工 第6713号
住吉区老人福祉センター他１施設自動火災
報知設備改修工事

北山電気工事（株） 72

165 大契乙 第4160号 西淀川屋内プール各所改修電気設備工事 （株）フォース 72

166 大契乙 第909号 やすらぎ天空館監視カメラ設備改修工事 ＥＳＭシステム（株） 72

167 都整工 第6672号
阿倍野区民センター空調設備改修電気設備
工事

阪神電工（株） 73

168 都整工 第6688号 阿武山学園便所改修電気設備工事 （株）岡田電気 72

169 都整工 第8639号 阿武山学園便所改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 72

170 大契乙 第340号 大阪市役所本庁舎便所改修電気設備工事 笹野電機（株） 71

171 都整工 第6723号 大阪市立高等学校教室改造電気設備工事 川岸電気工事（株） 72

172 大契乙 第650号 北港白津１号上屋照明設備改修工事 （株）若竹電機 72

173 都整工 第6711号 阿倍野区役所防火設備改修電気設備工事 （株）セイコー 72

174 都整工 第6675号 旭区役所屋外改修その他電気設備工事 （株）ケイテックス 72

175 大契乙 第936号
環境局あべのルシアス庁舎構内交換設備改
修工事

（株）ＳＨＯＥＩ 72

契約番号
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176 大契乙 第913号 咲くやこの花館受変電設備改修工事 港振興業（株） 72

177 都整工 第6682号
鶴見緑地プール空調設備改修その他電気設
備工事

（株）ユーズシステム 72

178 大契乙 第695号 鶴見緑地球技場音響設備改修工事 アユミテック（株） 73

179 都整工 第6728号
都市整備局（あべのベルタ）事務室構内交
換設備その他改修工事

田中工業（株） 72

180 都整工 第6708号 矢田教育の森保育所受変電設備改修工事
（有）ダイシンシステ
ム

72

181 都整工 第8618号
鶴見緑地プール空調設備改修その他ガス設
備工事

大阪瓦斯（株） 71

182 都整工 第6695号 九条幼稚園分電盤改修工事 （有）山口商会 72

183 都整工 第6694号 長居競技場空調設備改修電気設備工事 シンキテクノス（株） 72

184 都整工 第6725号 日吉小学校特別教室改造電気設備工事 （株）松岡電気 72

185 大契乙 第336号
大阪市役所本庁舎５階会議室・事務室視聴
覚設備改修工事

協和テクノロジィズ
（株）

79

186 都整工 第8401号
大淀中学校外１２校体育館空調機設置ガス
設備工事

大阪瓦斯（株） 74

187 都整工 第6302号
鶴見緑地公園事務所外２件防災行政無線設
備工事

（株）日立国際電気 74

188 都整工 第6301号
マリンテニスパーク北村西ゲート便所設置
その他電気設備工事

（有）マックス電工グ
ループ

74

189 大契乙 第223号 榎本小学校増築その他電気設備工事 （株）坂本電気設備 78

190 都整工 第8405号 榎本小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

191 大契乙 第708号 大東小学校増築その他電気設備工事 （株）タニヒコ 75

192 都整工 第8414号 大東小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 72

193 都整工 第6303号 南港東防潮堤北防災行政無線設備工事 （株）日立国際電気 73

194 都整工 第8412号 加美南部小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71

195 都整工 第8305号 瓜破小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 74

196 都整工 第6403号 瓜破小学校昇降機設備改修工事 東芝エレベータ（株） 75

197 大契乙 第131号 長吉中学校増築その他電気設備工事 ＥＳＭシステム（株） 69

198 都整工 第8404号 長吉中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 73

199 大契乙 第633号
（仮称）田島中学校区小中一貫校整備昇降
機設備工事

フジテック（株） 75

200 大契乙 第897号 東淀中学校増築その他電気設備工事 小寺電業（株） 75

契約番号
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201 都整工 第8408号 東淀中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

202 大契乙 第569号 南大江小学校増築その他電気設備工事 関西電設工業（株） 75

203 都整工 第8408号 南大江小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 72

204 大契乙 第4128号
塩草立葉小学校第２運動場便所設置電気設
備工事

（株）テクノサービス 73

205 都整工 第8414号 開平小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 69

206 大契乙 第1034号 開平小学校増築その他電気設備工事 （株）金沢電機 78

207 大契乙 第1120号
天王寺動物園ふれあい家畜・小動物舎新築
電気設備工事

西田電機（株） 78

208 大契乙 第888号 瓜破小学校増築その他電気設備工事 大浪電設（株） 75

209 都整工 第8411号 中本小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 70

210 大契乙 第595号 南大江小学校増築その他機械設備工事 協伸工業（株） 74

211 大契乙 第1116号
天王寺動物園ふれあい家畜・小動物舎新築
機械設備工事

大和熔材（株） 72

212 大契乙 第630号 田島中学校体育館空調機設置機械設備工事 平川管工住器（株） 71

213 都整工 第7645号 社会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）

71

214 大契乙 第4185号
もと菅原城北大橋有料道路管理事務所各所
改修機械設備工事

（株）ＫＮエンジニア
リング

73

215 大契乙 第618号 中央急病診療所空調設備改修工事 テクノワールド（株） 73

216 大契乙 第852号 三国東地区内一円防塵舗装工事（３－２） 宮テック　宮部貴久 71

217 大契乙 第1040号
淀川区西宮原３丁目３番地内土壌汚染対策
工事

(株)テック木下 70

218 大契乙 第819号 生野区南部地区仮歩道設置工事 （株）大吾興業 71

219 大契乙 第368号
マリンテニスパーク北村西ゲート便所設置
その他工事

樋上工務店　樋上大地 71

220 大契乙 第196号 榎本小学校増築その他工事 （株）Ｔ・ｍａｘ 76

221 大契乙 第965号 開平小学校増築その他工事 コーナン建設（株） 77

222 大契乙 第994号 長吉中学校増築その他工事 栗本建設工業（株） 82

223 大契乙 第822号 萩之茶屋北公園公衆便所設置工事 （株）ホウコク 68

224 大契乙 第805号 東淀中学校増築その他工事 （株）森長工務店 83

225 大契乙 第527号 南大江小学校増築その他工事 （株）トライスト 78

契約番号
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226 大契乙 第681号
もと御幸森小学校階段出入口その他改修工
事

（有）家太家 72

227 大契乙 第1104号
天王寺動物園ふれあい家畜・小動物舎新築
工事

（株）大栄建設工業 77

228 大契乙 第674号 大東小学校増築その他工事 （株）Ａ・Ｓ・Ｐ 80

229 都整工 第5305号 京橋水質観測局解体撤去工事 （株）森田組 71

230 大契乙 第962号 市立高等学校特別教室棟解体撤去工事
（株）バロックワーク
ス

70

231 大契乙 第719号 塩草立葉小学校第２運動場便所設置工事 （株）タマイ 70

232 大契乙 第437号
住吉住宅１２～１６号館台所その他改修工
事

合田工業　合田茂 67

233 大契乙 第491号
長柄東住宅２～５号館外壁部分改修その他
工事

（株）コムテック 75

234 大契乙 第4124号
田中住宅２・３号館外壁部分改修その他工
事

（株）エムズテック 71

235 大契乙 第845号 鶴見住宅８号館屋上防水改修工事 （株）伸和 75

236 大契乙 第505号
鶴見第２住宅１～４号館外壁改修その他工
事

旭技建（株） 73

237 大契乙 第873号 大野住宅１号館屋上防水改修工事
（株）Ｙ’ｓＣｏｍｐ
ａｎｙ

70

238 大契乙 第569号 毛馬東住宅５～７号館外壁改修その他工事 （株）アスカ 74

239 大契乙 第718号
井高野第６住宅１～３号館屋上防水改修工
事

五陽産業（株） 71

240 大契乙 第808号
御崎住宅５・６・１０号館屋上防水改修工
事

（株）ＳＫｒｅｐａｉ
ｒ

72

241 大契乙 第519号
東淡路第２住宅２・３号館外壁改修その他
工事

美穂美建設　今井美穂 73

242 都整工 第5006号 矢田南住宅住棟開口部閉鎖改修工事 （株）中川エンジニア 72

243 大契乙 第840号 我孫子第２住宅４号館屋上防水改修工事 （株）一坂工業 74

244 大契乙 第851号 御幣島住宅１・２号館屋上防水改修工事 （株）エイト 74

245 大契乙 第749号
築港住宅４～７号館外壁部分改修その他工
事

（株）なかつき工務店 72

246 大契乙 第814号 西栄住宅１号館屋上防水改修工事 谷本塗装　谷本豊 74

247 大契乙 第369号
瓜破東第２住宅２５号館外壁部分改修その
他工事

カナザワ住設（株） 72

248 大契乙 第676号
鶴見第２住宅５・６号館外壁改修その他工
事

（株）ワイテック 74

249 大契乙 第644号 南津守第４住宅１号館外壁改修その他工事
ワイケイハウジング
（株）

70

250 都整工 第5004号 内代住宅１号館屋上防水改修工事 日興化成（株） 74

契約番号
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251 大契乙 第932号 上住吉住宅１号館屋上防水改修工事 （有）信栄工業 73

252 大契乙 第570号
加美正覚寺東住宅２号館外壁改修その他工
事

（株）芝田工務店 76

253 大契乙 第850号 高殿西住宅１～３号館屋上防水改修工事
ネオ・ルーフィング
（株）

73

254 大契乙 第734号
東喜連第４住宅１・６・７号館外壁部分改
修その他工事

アルファ　吉田省三 68

255 大契乙 第623号
瓜破東８丁目住宅１・２・５号館屋上防水
改修工事

東洋シポデック（株） 74

256 大契乙 第691号 松崎第１住宅１号館外壁改修その他工事
（株）ハマダエンジニ
アリング

73

257 大契乙 第891号
西喜連第４住宅１・５号館屋上防水改修工
事

翔光シーリング　近藤
智郁

74

258 大契乙 第646号
瓜破東第１住宅１・３・４号館外壁改修そ
の他工事

（株）ネットコーポ
レーション

76

259 大契乙 第647号 長柄中住宅１・２号館外壁改修その他工事 （株）一技研工業 75

260 大契乙 第756号
井高野第６住宅６～９号館屋上防水改修工
事

エイ・アール工事
（株）

70

261 大契乙 第896号
御幸住宅４～６・８～１１号館屋上防水改
修工事

（株）山善研装 74

262 大契乙 第801号
長吉出戸西住宅２０～２２号館外壁改修そ
の他工事

（株）ニューウォール
工務店

75

263 大契乙 第508号
諸口北住宅１～５号館外壁部分改修その他
工事

（株）センガコンスト
ラクションズシステム

71

264 大契乙 第935号 清水住宅２～５号館昇降路増築工事 （株）ケイテック 70

265 大契乙 第934号 生江住宅１１号館屋外その他工事 （株）イワサキ工芸 72

266 大契乙 第952号 加美東第２住宅４号館建設工事 北野建設（株） 80

267 大契乙 第4132号
高殿住宅３～５号館外壁部分改修その他工
事

三輪　中野恵 68

268 大契乙 第936号 高殿西住宅６・７号館昇降路増築工事 （株）シイナ 76

269 大契乙 第332号 築港小学校外壁改修その他工事 （株）日装 71

270 大契乙 第4098号 鶴橋駅自転車駐車場改修工事 千佳　小林二三枝 72

271 大契乙 第4129号
瓜破保育所・平野区子ども子育てプラザ外
柵改修工事

（株）グローリーカン
パニー

73

272 大契乙 第895号
阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）屋上防
水改修工事

五陽産業（株） 72

273 大契乙 第329号 旭東中学校外壁改修その他工事 （株）山喜産業 72

274 大契乙 第280号 神路小学校外壁改修その他工事 美穂美建設　今井美穂 71

275 大契乙 第4158号 もと今福児童館屋上改修その他工事 コムテック　金城満 72

契約番号
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

276 大契乙 第4164号 高倉小学校プール改修工事 エイトビルド（株） 72

277 都整工 第5668号 港区役所便所改修その他工事 米田建設　米田勝 72

278 都整工 第5670号
南港東自転車保管所管理事務所外壁改修そ
の他工事

（株）リグランツ 72

279 大契乙 第846号 豊新小学校体育館床改修その他工事 米田建設　米田勝 72

280 大契乙 第4137号 梅南中学校教室改造工事 （株）ｉｃｏｉ 72

281 大契乙 第254号 友渕小学校外壁改修その他工事 （株）ミワ 72

282 大契乙 第890号 緑中学校プール改修工事
（株）ステップフラ
ワー

72

283 大契乙 第679号 西南環境事業センター外壁改修その他工事 （株）安部興業 72

284 大契乙 第4113号 北加賀屋保育所便所改修工事 （株）Ｕｍｂｒａ 70

285 大契乙 第206号 北田辺小学校長寿命化改修工事 （株）タマイ 73

286 大契乙 第204号 矢田北小学校外壁改修その他工事 （株）富永工務店 72

287 大契乙 第343号 矢田西小学校外壁改修その他工事 （株）長谷部組 72

288 大契乙 第892号 成南中学校プール改修工事 （有）俊栄建設 73

289 都整工 第5659号 高松小学校プールサイド改修工事 大路総設（株） 72

290 大契乙 第386号 苗代小学校外壁改修その他工事 （有）井浦組 72

291 大契乙 第331号
中央卸売市場東部市場水産卸売場棟便所改
修工事

（株）池田邦工務店 72

292 大契乙 第720号 姫里保育所他１施設外壁改修その他工事
Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗
（株）

72

293 大契乙 第598号 三国保育所外壁改修その他工事 （株）ＫＡＮＤＡ 72

294 大契乙 第600号
信太山青少年野外活動センター外壁改修そ
の他工事

（株）拓工建設 72

295 大契乙 第592号
住之江区保健福祉センター分館外壁改修そ
の他工事

加島建設（株） 68

296 大契乙 第334号
南港みなみ小学校・南港南中学校外壁改修
その他工事

（株）昇建築工房 71

297 大契乙 第91号 放出小学校長寿命化改修工事 （株）鳥居工務店 72

298 都整工 第5638号 田辺中学校防球ネット設置工事 清水建材（株） 72

299 都整工 第5660号 御幸保育所各所改修工事
カツミ工務店　佐竹勝
己

72

300 大契乙 第4163号 東都島小学校プール改修工事 （株）三友クリエート 72

契約番号
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301 大契乙 第950号
住吉区老人福祉センター他１施設屋上防水
改修工事

（株）エイト 72

302 大契乙 第516号 鷹合保育所外壁改修その他工事 （株）西田工務店 73

303 大契乙 第366号 塩草立葉小学校外壁改修その他工事 （株）共創技建 71

304 大契乙 第68号 井高野小学校外壁改修その他工事
（株）ニューウォール
工務店

70

305 大契乙 第554号 平野区老人福祉センター外壁改修工事 (株)東建カンパニー 75

306 都整工 第5648号
菅北福祉会館老人憩の家・菅北集会所コン
クリートブロック塀解体撤去工事

（株）匠建 70

307 都整工 第5649号
野里老人憩の家外１施設コンクリートブ
ロック塀解体撤去工事

（株）匠建 70

308 大契乙 第434号 平野屋内プール天井改修工事 （株）城東 71

309 大契乙 第409号 真田山プール天井改修工事 （株）ユキプライム 72

310 大契乙 第545号 此花スポーツセンター外壁改修その他工事 インテリア旭　柳敏行 71

311 大契乙 第604号 西北環境事業センター外壁改修その他工事 楠公建設（株） 71

312 大契乙 第546号
東住吉区老人福祉センター他３施設外壁改
修その他工事

中村建設工業（株） 72

313 大契乙 第707号
南港中央野球場１及び３塁側防球ネット設
置工事

アサヒネット工業
（株）

72

314 都整工 第5655号 巽東小学校プール塗装工事 （株）アローペイント 72

315 大契乙 第758号 北加賀屋駅自転車駐車場改修工事
（株）ファーストシン
ク

70

316 大契乙 第351号 九条南小学校外壁改修その他工事 （株）桜創建 70

317 大契乙 第518号
住之江区子ども・子育てプラザ他１施設外
壁改修その他工事

共栄建装（株） 73

318 大契乙 第4188号
南部環境事業センター事務所棟玄関改修工
事

日建保全工業（株） 72

319 大契乙 第4165号 海老江東小学校教室改造工事 東阪建設工業（株） 72

320 大契乙 第716号 日之出保育所外壁改修その他工事 （株）高橋工務店 72

321 大契乙 第714号 西中島幼稚園外壁改修その他工事 出口建設不動産（株） 72

322 大契乙 第219号 住吉商業高等学校外壁改修その他工事 雄健建設（株） 72

323 大契乙 第565号 扇町プール外壁改修その他工事 晃陽建設（株） 72

324 大契乙 第355号 南港光小学校外壁改修その他工事 明尾建設工業（株） 72

325 都整工 第5640号
加賀屋北会館老人憩の家・加賀屋北会館外
柵改修工事

米田建設　米田勝 71

契約番号
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326 大契乙 第4149号
もと境川倉庫・契約管財局用地（もと境川
質舗）フェンス改修工事

（株）方城組 74

327 都整工 第5671号
都島区民センター他１施設非常用階段改修
工事

千佳　小林二三枝 72

328 都整工 第5672号 東小橋幼稚園プール改修その他工事 吉岡工業　吉岡寿延 72

329 都整工 第5646号 社会福祉センター便所改修工事 （株）ゼステック 72

330 大契乙 第847号 鶴見区民センター移動間仕切改修工事
（株）ＫＣプランニン
グ

73

331 大契乙 第886号 玉出幼稚園屋上改修工事 （株）山之内組 72

332 都整工 第5636号 西成区民センター会議室改修工事
ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ
山岸達雄

72

333 都整工 第5644号 中部環境事業センター北門改修工事 （株）Ｕｍｂｒａ 72

334 大契乙 第893号 天王寺中学校教室改造工事
Ｙ’ｓファクトリー
杉元吉彦

72

335 大契乙 第4199号 加島小学校プール改修工事 リノヴェ大都（株） 72

336 大契乙 第4196号 住吉川小学校普通教室改造工事 （株）高橋工務店 72

337 大契乙 第715号 豊里第２保育所外壁改修その他工事 （株）タイシンビルド 72

338 大契乙 第993号 内代小学校プール改修工事 （株）柳川防水 72

339 大契乙 第4190号 生江保育所屋上テラス改修工事 吉岡工業　吉岡寿延 72

340 都整工 第5658号 旭区民センター他３施設屋外階段改修工事 （株）ＫＡＮＤＡ 72

341 都整工 第5635号 毛馬保育所各所改修工事 寿建設（株） 72

342 大契乙 第931号 田辺小学校教室改造工事
（株）ステップフラ
ワー

72

343 大契乙 第763号
淀川区子ども・子育てプラザ外壁改修その
他工事

（株）グローリーカン
パニー

73

344 大契乙 第248号 浪速第１保育所便所改修工事 （株）アーキリード 72

345 大契乙 第972号 美津島中学校プール改修その他工事
山辺Ｂｕｉｌｄ　山邊
光雄

72

346 都整工 第5651号 中大江幼稚園フェンス改修工事 （株）Ａ・Ｓ・Ｐ 72

347 都整工 第5653号 鶴見区老人福祉センター便所改修工事 （株）リグランツ 72

348 都整工 第5667号 茨田中学校配膳室改造工事 アクアホーム（株） 72

349 都整工 第5656号 都島区保健福祉センター分館建具改修工事 （株）北嶋建設 72

350 都整工 第5642号 都島区老人福祉センター便所改修工事 （株）イワサキ工芸 72

契約番号
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351 都整工 第5675号 生玉町公衆便所改修工事 （有）岸田建設 71

352 都整工 第5674号 巽中学校プール塗装工事 三高（株） 72

353 大契乙 第677号 梅本保育所外壁改修その他工事 幸伸建設（株） 68

354 大契乙 第876号
鶴見緑地国際庭園ユニオン・スクエアガー
デン改修工事

（株）ライフ建設 73

355 大契乙 第4200号 千里作業指導所外柵改修工事 （株）ジィテック 71

356 大契乙 第877号 八阪中学校教室改造工事 ＭＵＲＡＩ　村井邦彦 72

357 都整工 第5664号 同心保育園他４施設屋外通路改修工事 （株）ＡＲＣＳ 72

358 都整工 第5676号 塩草立葉小学校教室改造工事 （株）イワサキ工芸 72

359 大契乙 第4167号 住吉乳児保育所各所改修工事 ビーアーム（株） 72

360 大契乙 第4166号
心身障がい者リハビリテーションセンター
各所改修工事

ＡＫＲ建設　坂根朝親 73

361 大契乙 第4195号 平野北中学校プール改修工事
山辺Ｂｕｉｌｄ　山邊
光雄

72

362 大契乙 第978号 東部環境事業センター外壁改修その他工事 （株）フナサコ 72

363 大契乙 第949号 墨江幼稚園屋上改修その他工事 マルエイ　富永富美子 72

364 都整工 第5650号 菅南幼稚園フェンス改修工事 （有）牧野 70

365 大契乙 第4175号 田川幼稚園外柵改修工事 フォーライズ（株） 70

366 都整工 第5633号
東住吉スポーツセンター空調設備改修に伴
う建築工事

（株）浪建 72

367 大契乙 第678号 御崎保育所外壁改修その他工事 （株）ステイワン 72

368 大契乙 第578号 阿武山学園便所改修工事 （有）菩提 72

369 都整工 第5647号 三国小学校教室改造工事
（株）ジェイコーポ
レーション

73

370 都整工 第5639号 史跡難波宮跡便所改修工事 （株）アームテック 72

371 大契乙 第503号 矢田教育の森保育所外壁改修その他工事 （株）保全サービス 70

372 大契乙 第4204号 加賀屋東小学校プール改修工事 サンコー物産（株） 72

373 大契乙 第4193号 扇町公園地下駐車場各所改修工事
（有）ティーファクト
リー

72

374 都整工 第5669号 本庁舎各所改修工事 （株）水原組 72

375 大契乙 第788号 阿倍野区役所防火設備改修工事 （株）アサノ建設 73

契約番号
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376 大契乙 第961号 鶴見緑地公園事務所屋上改修その他工事 藤田工務店　藤田次郎 72

377 大契乙 第4176号 わかくさ保育園各所改修工事 川口建設（株） 72

378 大契乙 第951号 今里幼稚園屋上改修その他工事 （有）エムテック 72

379 都整工 第5679号
都市整備局（あべのベルタ）事務室改修工
事

（有）ミユキ 72

380 大契乙 第435号 長居球技場庇改修その他工事 （株）ループ 72

381 大契乙 第894号
社会福祉研修・情報センター屋上防水改修
工事

五陽産業（株） 72

382 大契乙 第4189号 長谷川羽曳野学園各所改修工事 （有）古谷建設工業 72

383 大契乙 第4178号 玉造小学校教室改造工事
ＴＯＰ　ＰＡＲＴＮＥ
Ｒ　谷本一秀

72

384 大契乙 第959号 大阪市立高等学校教室改造工事 吉岡工業　吉岡寿延 73

385 大契乙 第4192号
もと平和湯（北津守２丁目）外１施設外柵
改修工事

（株）ＫＡＮＤＡ 72

386 大契乙 第948号 鶴見区役所便所改修工事 （有）家太家 73

387 大契乙 第424号 旭区役所屋外改修その他工事 （有）家太家 70

388 大契乙 第4180号
もと菅原城北大橋有料道路管理事務所各所
改修工事

ワイコーポレーション
杉山喜明

71

389 都整工 第5677号 長吉東部老人憩の家屋外改修工事
ＤＥＫＩＬ　代表者
澤村宏明

70

390 大契乙 第4141号 旧桜宮公会堂フェンス改修工事
ＮＫ．カンパニー　西
山誠

70

391 都整工 第5662号 春日出中老人憩の家外柵改修工事
（株）ステップフラ
ワー

71

392 大契乙 第829号 西淀川屋内プール各所改修工事 中村建設工業（株） 72

393 大契乙 第4177号 小林斎場便所改修工事
（株）Ｂｅｌｌ　Ｔｒ
ｅｅ

72

394 大契乙 第4191号 此花総合センタービル各所改修工事 （株）竹本組 72

395 大契乙 第960号 日吉小学校特別教室改造工事 （株）遼建 72

396 都整工 第5666号 西区民センター２階男子便所改修工事 兪工務店　金清千賀子 72

397 大契乙 第299号 大阪市役所本庁舎便所改修工事 東南建設工業（株） 70

398 大契乙 第979号 西九条保育所外柵改修その他工事
（有）ティーファクト
リー

68

399 大契乙 第465号 飛鳥北住宅１～４号館解体撤去工事 （有）玉寄工業 78

400 大契乙 第660号 北津守小学校運動場整備工事 （有）菩提 72

契約番号



(17/18)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

401 大契乙 第744号 港南中学校運動場整備工事 東南建設工業（株） 72

402 大契乙 第835号
住吉屋内プール・住吉スポーツセンター屋
上防水改修工事

（株）翼工業 72

403 大契乙 第839号 生野屋内プール屋上防水改修工事 谷本塗装　谷本豊 72

404 大契乙 第820号 友渕中学校防球ネット改修工事 （株）コボリ 72

405 大契乙 第785号 木川小学校体育館屋根防水改修工事 （株）新興 72

406 都整工 第5665号 築港保育園屋上防水改修工事 （株）ＫＲＴ 72

407 大契乙 第843号 大正中央中学校防球ネット改修工事 清立商工（株） 72

408 大契乙 第4201号 動物管理センター防水改修工事 （株）ベルテック 72

409 大契乙 第884号 南港Ａ地区荷さばき地照明柱塗装工事 （株）大装 72

410 都整工 第5645号
もと信太山老人センター外周ネットフェン
ス改修工事

清水建材（株） 72

411 都整工 第5657号 今津保育所屋上防水改修工事 （株）ＳＡＫＵ 72

412 大契乙 第929号 長居ユースホステル排煙窓改修工事 （株）千信 72

413 大契乙 第762号 加美東第２住宅４号館畳工事
（株）ＥＨプランニン
グ

76

414 大契乙 第897号 佃斎場屋根防水改修工事 （株）エム技研 73

415 大契乙 第800号 姫島幼稚園遊戯室棟解体撤去工事 藤原建設（有） 79

416 都整工 第5654号 味原小学校プール塗装工事 浜崎建装（株） 69

417 都整工 第5661号
清水丘会館・清水丘老人憩いの家フェンス
改修工事

迫田興業　迫田広樹 71

418 大契乙 第933号
長居障がい者スポーツセンター体育館棟屋
上防水改修工事

（株）ショウリュウ 73

419 大契乙 第661号 木場住宅５～８号館解体撤去工事 （株）ふるや 69

420 大契乙 第848号 戎橋公衆便所解体撤去工事 迫田興業　迫田広樹 66

421 大契乙 第815号 浪速複合施設屋上防水改修工事 協榮塗装工業（株） 70

422 都整工 第5673号 加美第１保育所東棟屋上防水改修工事
（株）SK　ｒｅｐａｉ
ｒ

72

423 都整工 第5643号 桜宮幼稚園フェンス改修工事 （株）久保田興業 72

424 大契乙 第4140号 木川第２住宅１号館畳工事 （株）ファンウェーブ 74

425 大契乙 第994号 浪速区民センター屋上防水改修工事 （株）善紳工建 72

契約番号



(18/18)

No 工事名称 受注者名 評定点 備考

426 大契乙 第596号 井高野第４住宅６～８号館解体撤去工事 （株）エア 76

427 都整工 第5663号
生野ふれあい児童遊園外１施設フェンス改
修工事

（株）テック木下 72

                          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


