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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第634号
春日出小学校第２期増築その他電気設備工
事

大阪電気機工（株） 75

2 都整工 第8411号
春日出小学校第２期増築その他ガス設備工
事

大阪ガスネットワーク
（株）

75

3 都整工 第6301号
北部環境事業センター外１件防災行政無線
設備工事

（株）日立国際電気 74

4 大契乙 第843号 堀川小学校増築その他電気設備工事 日本電工（株） 76

5 都整工 第8416号 堀川小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610号 諏訪小学校増築その他電気設備工事 （株）タニヒコ 76

7 大契乙 第893号 豊崎小学校増築昇降機設備工事
三精テクノロジーズ
（株）

75

8 都整工 第6001号
関目住宅（１号館）外１住宅各戸分電盤改
修工事

（株）コムプランニン
グ

75

9 都整工 第6606号
住之江小学校階段室出入口改修電気設備工
事

関西機電工業（株） 72

10 都整工 第6619号
喜連西小学校階段室出入口改修電気設備工
事

（株）テクノサービス 72

11 都整工 第6627号 豊新小学校教室改造電気設備工事 （株）真幸 72

12 都整工 第6638号 深江小学校便所改修その他電気設備工事 （株）ケイテックス 72

13 都整工 第6633号 岸里小学校便所改修電気設備工事 （有）エコ・ステップ 72

14 都整工 第6616号 中浜小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）なみはや電設 72

15 都整工 第6611号 清江小学校便所改修電気設備工事 （株）シンテン電設 72

16 都整工 第6605号 淡路中学校便所改修電気設備工事 （有）大広輪 72

17 都整工 第6604号 瓜破東小学校便所改修電気設備工事 （株）ちどり電設工業 72

18 都整工 第6658号 南港桜小学校理科室改修電気設備工事 （株）ホクデン 72

19 都整工 第6615号 田中小学校便所改修電気設備工事 （株）フレックス 72

20 都整工 第6609号 長居小学校便所改修電気設備工事 （株）ちどり電設工業 73

21 都整工 第6659号 歌島小学校家庭科室改修電気設備工事 片岡電気（株） 72

22 都整工 第6603号 平林小学校階段室出入口改修電気設備工事 （株）セイコー 72

23 都整工 第6607号 高殿南小学校便所改修電気設備工事 （株）ちどり電設工業 74

24 都整工 第6608号 大国小学校便所改修電気設備工事 （株）ティークラート 74

25 都整工 第6642号 本田小学校給食室改修その他電気設備工事 （株）ユーズシステム 74
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26 都整工 第6628号 淀川小学校便所改修その他電気設備工事 （株）なみはや電設 72

27 都整工 第6610号 高見小学校便所改修電気設備工事 （株）ちどり電設工業 74

28 都整工 第6620号
苅田北小学校階段室出入口改修その他電気
設備工事

（株）栄進電設 72

29 大契乙 第4037号 阿倍野小学校普通教室改造機械設備工事 （株）リゼスト 71

30 都整工 第7612号 小路小学校便所改修衛生設備工事 なかむらや中村英一郎 75

31 都整工 第7604号 住吉乳児保育所便所改修衛生設備工事 （株）中山設備工房 74

32 大契乙 第29号 瓜破東小学校便所改修その他衛生設備工事 （株）シールズ 71

33 大契乙 第4038号 豊新小学校教室改造機械設備工事 なかむらや中村英一郎 73

34 都整工 第7614号 歌島小学校家庭科室改修衛生設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

71

35 大契乙 第98号 岸里小学校便所改修衛生設備工事 高千穂技工（株） 71

36 都整工 第7609号 味原小学校教室改造機械設備工事 高千穂技工（株） 74

37 都整工 第7608号 平野北中学校便所改修衛生設備工事 （株）マキ工業 71

38 都整工 第7611号 平野南小学校便所改修衛生設備工事 （有）タイシ 75

39 大契乙 第4024号 深江小学校便所改修衛生設備工事 （株）マキ工業 73

40 都整工 第7610号 鷺洲小学校教室改造機械設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

71

41 大契乙 第90号 長居小学校便所改修衛生設備工事 （株）ＴＦＣ 75

42 都整工 第7613号 南港桜小学校理科室改修衛生設備工事
（株）テック・ナカガ
ワ

63

43 大契乙 第94号 淡路中学校便所改修衛生設備工事 榮建設備工業文村裕司 71

44 大契乙 第143号 中道小学校便所改修衛生設備工事 あい工業松岡政市 73

45 大契乙 第575号
春日出小学校第２期増築その他機械設備工
事

トモエ・エンジニアリ
ング（株）

75

46 大契乙 第844号 堀川小学校増築その他機械設備工事 （株）アスカ商会 72

47 大契乙 第81号 大桐住宅（５号館）排水管改修工事 （株）不二設備工業所 73

48 大契乙 第480号 諏訪小学校増築その他工事－３ （株）柄谷工務店 77

49 大契乙 第464号 春日出小学校第２期増築その他工事 栗本建設工業（株） 77

50 大契乙 第774号 堀川小学校増築その他工事 千葉建設工業（株） 74
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51 大契乙 第4040号 生江住宅９号館外壁部分改修その他工事 コムテック金城満 72

52 大契乙 第165号 大桐住宅５号館台所その他改修工事 （株）武和不動産 71

53 都整工 第5002号 飛鳥住宅１号館外壁部分改修その他工事 後藤建設工業（株） 71

54 大契乙 第229号
井高野第２住宅１～６号館外壁部分改修そ
の他工事

（有）エムテック 70

55 大契乙 第1027号 堀江中学校移転整備工事 （株）能勢工務店 73

56 都整工 第5615号 桑津小学校階段室出入口改修工事 （株）松浩組 72

57 大契乙 第137号 今川小学校便所改修工事
（株）Ｍ・Ｎコンスト
ラクション

72

58 都整工 第5616号 晴明丘小学校屋上防水改修工事 （株）関西技研 72

59 都整工 第5617号 茨田小学校屋上防水改修工事 （有）水澤シール 72

60 大契乙 第132号 喜連西小学校階段室出入口改修工事
（株）Ｍ・Ｎコンスト
ラクション

72

61 大契乙 第148号 豊新小学校教室改造工事 中之島建設（有） 72

62 大契乙 第73号 銅座幼稚園外柵改修工事 （株）ＡＲＡＫＡＷＡ 71

63 大契乙 第4008号 三国小学校階段室出入口改修工事 （有）古谷建設工業 73

64 都整工 第5621号 大阪産業創造館間仕切壁改修工事 （株）Ｕｍｂｒａ 72

65 大契乙 第171号 阿倍野小学校階段室出入口改修その他工事 （株）美建 72

66 大契乙 第4021号 大正西中学校階段室出入口改修工事 （株）Ｕｍｂｒａ 74

67 大契乙 第115号 深江小学校便所改修その他工事 クリスタル創建（株） 72

68 大契乙 第272号 南港桜小学校理科室改修工事 （株）ライフ建設 72

69 大契乙 第134号 今市中学校長寿命化改修工事 東南建設工業（株） 72

70 大契乙 第269号 大和田小学校体育館床改修その他工事 （株）スエ建設 72

71 大契乙 第271号 歌島小学校家庭科室改修工事 （株）ジィテック 72

72 大契乙 第108号 中浜小学校階段室出入口改修工事 総合建造舎（株） 72

73 大契乙 第101号 松虫中学校理科室改修工事 アクアホーム（株） 72

74 大契乙 第3号 内代小学校体育館内部改修工事 （株）クリムラ 72

75 大契乙 第21号 榎本幼稚園外壁改修工事 （株）イマムラ 74
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76 大契乙 第120号 岸里小学校便所改修工事
ＴＯＰ　ＰＡＲＴＮＥ
Ｒ　谷本一秀

72

77 都整工 第5619号 平野北中学校便所改修工事
カツミ工務店　佐竹勝
己

70

78 大契乙 第13号 瓜破東小学校便所改修その他工事 白鷺土建（株） 72

79 大契乙 第370号 大正中央中学校屋上防水改修工事 東洋シポデック（株） 74

80 大契乙 第173号 関目小学校屋上改修その他工事 （株）西田工務店 72

81 都整工 第5614号 中大江小学校給食室改修工事 合田工業　合田茂 71

82 都整工 第5618号 聖和小学校教室改造工事 （株）成友 73

83 都整工 第5620号 高津中学校通用門改修工事 本永建築　本永正宏 72

84 大契乙 第1074号 長吉長原東第４住宅３９号館畳工事 （株）エイト 77

                          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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