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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第8410号 酉島小学校第２期増築その他ガス設備工事
大阪ガスネットワーク
（株）

71

2 大契乙 第4092号
墨江丘中学校プール設置その他電気設備工
事

（株）今井電気商会 76

3 都整工 第6402号 淀川小学校プール設置その他電気設備工事 （株）岡田電気 74

4 大契乙 第890号 今津中学校増築その他電気設備工事 オバタ電設（株） 73

5 都整工 第8422号 今津中学校増築その他ガス設備工事
大阪ガスネットワーク
（株）

74

6 大契乙 第896号
（仮称）新普通科系高等学校整備電気設備
工事

新生テクノス（株） 79

7 都整工 第8303号
（仮称）新普通科系高等学校整備ガス設備
工事

大阪ガスネットワーク
（株）

77

8 大契乙 第1040号
水都国際中学校・高等学校西学舎建設その
他昇降機設備工事

フジテック（株） 74

9 大契乙 第466号
大阪市立住まい情報センター天井改修その
他電気設備工事

仲矢防災設備（株） 76

10 大契乙 第4096号 鯰江中学校プール設置その他電気設備工事 マキ電気工事（株） 75

11 大契乙 第167号 豊崎第２住宅１号館電気設備工事 新生テクノス（株） 79

12 都整工 第8004号 豊崎第２住宅１号館ガス設備工事
大阪ガスネットワーク
（株）

75

13 大契乙 第205号 豊崎第２住宅１号館昇降機設備工事
日本エレベーター製造
（株）

76

14 都整工 第6602号 南津守小学校教室出入口改修電気設備工事 （株）専心電気 72

15 都整工 第6635号 晴明丘小学校給食室改修電気設備工事 （株）ユーズシステム 73

16 大契乙 第867号 天王寺区役所構内交換設備改修工事 （株）石津電気 72

17 大契乙 第872号 今津中学校増築その他工事
（株）マツダ・シ
ティーズ

77

18 大契乙 第511号 墨江丘中学校プール設置その他工事 大和建設（株） 75

19 大契乙 第510号 淀川小学校プール設置その他工事 （株）尚建ビルト 76

20 大契乙 第804号 （仮称）新普通科系高等学校整備工事 富国建設（株） 85

21 都整工 第5401号 真田山小学校冷蔵庫置場設置その他工事 リベール　山本淳也 70

22 大契乙 第156号 大阪国際交流センター天井改修工事 ミツオ建設（株） 79

23 大契乙 第439号
大阪市立住まい情報センター天井改修その
他工事

（株）松陽工務店 79

24 大契乙 第1124号 加美長沢住宅１・２号館耐震改修工事 （株）Ａ・Ｓ・Ｐ 76

25 大契乙 第4010号 今津小学校教室床改修工事 （株）成友 72
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26 大契乙 第15号 鶴見南小学校教室床改修工事 ニッタク産業（株） 72

27 都整工 第5612号 塩草立葉小学校通用門スロープ改修工事
（株）Ｂｅｌｌ　Ｔｒ
ｅｅ

72

28 大契乙 第40号 鴫野小学校教室床改修工事 （有）デルタ建装 72

29 大契乙 第41号 鯰江小学校教室床改修工事
（有）エイチ・ジェイ
コーポレーション

72

30 大契乙 第19号 聖賢小学校教室床改修工事 （株）松栄工業 72

31 大契乙 第4005号 巽東小学校教室出入口改修工事
ＴＯＰ　ＰＡＲＴＮＥ
Ｒ　谷本一秀

72

32 大契乙 第4011号 三稜中学校教室床改修工事 （株）オーズ 72

33 大契乙 第22号 巽小学校教室出入口改修工事 フォーライズ（株） 72

34 大契乙 第116号 高津小学校教室出入口改修工事
インテリアサト　里健
二

72

35 都整工 第5605号 西九条小学校教室出入口改修工事 （株）遼建 72

36 大契乙 第4014号 三先小学校教室床改修工事 （株）柳川防水 72

37 大契乙 第4012号 南港光小学校教室床改修工事 （株）カーサ 72

38 大契乙 第9号 都島小学校教室床改修工事 （株）ビー・フリー 72

39 大契乙 第34号 香簑小学校教室床改修その他工事 ユーネクスト　江裕史 72

40 都整工 第5607号 野中小学校教室床改修工事 （株）オオサカ開発 72

41 都整工 第5602号 玉出中学校教室床改修工事 （株）千信 71

42 大契乙 第5号 南津守小学校教室出入口改修工事 （株）なかつき工務店 72

43 大契乙 第6号 友渕小学校教室床改修工事 （株）栄商会 68
評定点訂正
Ｒ４．１２

44 大契乙 第4020号 加賀屋中学校教室床改修工事 （株）河野 72

45 大契乙 第4004号 東我孫子中学校教室出入口改修工事 吉野システムス（株） 72

46 大契乙 第156号 敷津浦小学校教室出入口改修工事
（株）ＫＵＳＵＮＯＫ
Ｉ

73

47 都整工 第5606号 田中小学校防球フェンス改修工事 （株）ニシオカ 72

48 都整工 第5610号 松之宮老人憩の家外柵改修工事
ＴＯＰ　ＰＡＲＴＮＥ
Ｒ　谷本一秀

74

49 大契乙 第14号 今福小学校教室床改修工事 （株）黒土建設 72

50 都整工 第5613号 大宮小学校玄関改修工事 （株）ＫＡＮＤＡ 72
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51 大契乙 第1049号 千島住宅１～４号館解体撤去工事 ヒラタ工業（株） 71

52 大契乙 第901号
（仮称）新普通科系高等学校整備機械設備
工事

西部技研工業（株） 74

53 大契乙 第556号
墨江丘中学校プール設置その他衛生設備工
事

栄建設備工業文村裕司 72

54 大契乙 第894号 今津中学校増築その他機械設備工事 （株）不二設備工業所 74

55 大契乙 第585号 横堤小学校プール設置その他衛生設備工事 （有）金光土木 74

56 都整工 第7401号
新庄小学校第２運動場便所設置衛生設備工
事

（株）創美 72

57 大契乙 第550号 淀川小学校プール設置その他衛生設備工事 （株）花菱 72

58 大契乙 第150号 豊崎第２住宅１号館給水衛生設備工事 三神工業（株） 77

59 大契乙 第4025号 長池小学校冷房機械設備工事 （株）創美 72

60 大契乙 第68号 長吉西中学校冷房機械設備工事 （株）タモツ設備 75

61 都整工 第7603号 いまみや小中一貫校冷房機械設備工事 ビーフロア皆田智史 70

62 大契乙 第72号 西天満小学校冷房機械設備工事 マリオ水道設備（株） 73

63 大契乙 第4017号 新東三国小学校冷房機械設備工事 ラピス吉川奈緒 73

64 大契乙 第71号 苗代小学校冷房機械設備工事 （有）ニシノ産業 73

65 大契乙 第100号 新東淀中学校冷房機械設備工事 （有）すみれ建設 68
評定点訂正
Ｒ４．１２

66 大契乙 第99号 西淀中学校冷房機械設備工事 （有）すみれ建設 68
評定点訂正
Ｒ４．１２

67 大契乙 第43号 玉津中学校冷房機械設備工事 （株）花田設備 73

68 大契乙 第69号 神路小学校冷房機械設備工事 （株）サンユーテック 74

69 大契乙 第129号 巽小学校冷房機械設備工事 （株）河合空調 73

70 大契乙 第4022号 都島小学校冷房機械設備工事 （株）川崎水道工業 73

71 大契乙 第83号 旭東中学校冷房機械設備工事 （株）カタオカ 70

72 都整工 第7602号 九条北小学校冷房機械設備工事
（株）ヤマコーポレー
ション

70

73 大契乙 第45号 豊仁小学校冷房機械設備工事 （株）大阪設備 73

74 大契乙 第4018号 北粉浜小学校冷房機械設備工事 （株）シールズ 73

75 大契乙 第47号 弁天小学校冷房機械設備工事 （有）北岡設備 73

契約番号
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76 大契乙 第82号 真住中学校冷房機械設備工事 （株）ＴＦＣ 75

                          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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