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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 都整工 第6653号 玉造小学校便所改修その他電気設備工事 （株）石津電気 72

2 都整工 第6632号 中道小学校便所改修電気設備工事 関西機電工業（株） 72

3 都整工 第6621号 城北小学校階段室出入口改修電気設備工事
（株）防災プロジェク
ト

72

4 都整工 第6648号 西淀中学校便所改修電気設備工事 日章電機工業（株） 69

5 都整工 第6626号 野田小学校便所改修電気設備工事 （株）ケイテックス 73

6 都整工 第6622号 旭東中学校便所改修電気設備工事 （株）専心電気 72

7 都整工 第6625号 千本小学校便所改修電気設備工事 （株）ケイテックス 72

8 都整工 第6634号 南住吉小学校便所改修電気設備工事 （株）フレックス 72

9 大契乙 第1046号 堀江中学校移転整備電気設備工事 日本電工（株） 74

10 都整工 第6647号 海老江西小学校便所改修電気設備工事 （株）片岡電設 72

11 都整工 第6612号 姫島小学校便所改修電気設備工事 玉弥電気（株） 72

12 都整工 第6640号 小松小学校便所改修その他電気設備工事 （株）ユーデン 72

13 都整工 第6637号 清水小学校便所改修電気設備工事
（株）コムプランニン
グ

72

14 都整工 第6651号 中央小学校便所改修電気設備工事 （有）織田工業 72

15 都整工 第6636号 大淀中学校便所改修その他電気設備工事 （株）ユーデン 72

16 都整工 第6629号
新平野西小学校便所改修その他電気設備工
事

片岡電気（株） 72

17 都整工 第6639号
矢田小学校・矢田南中学校便所改修電気設
備工事

（株）松岡電気 72

18 都整工 第6641号 三軒家西小学校便所改修電気設備工事 （株）永新興業 72

19 都整工 第6649号 新庄小学校便所改修電気設備工事 マキ電気工事（株） 71

20 都整工 第6650号 新高小学校便所改修電気設備工事 阪神電工（株） 72

21 都整工 第6613号 我孫子中学校便所改修電気設備工事 皐久賀航 72

22 都整工 第6631号 友渕小学校分校便所改修電気設備工事 共進電気（株） 72

23 都整工 第6624号 田辺小学校便所改修電気設備工事 セイビネット（株） 72

24 都整工 第6656号 住吉中学校便所改修電気設備工事 （有）織田工業 72

25 大契乙 第300号 菅原小学校長寿命化改修電気設備工事 岡電気工業（株） 72
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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

26 都整工 第8632号 菅原小学校長寿命化改修ガス設備工事
大阪ガスネットワーク
（株）

70

27 都整工 第6684号
十三工営所自動火災報知設備改修その他工
事

（株）盛永電気工業所 72

28 都整工 第6630号 菫中学校階段室出入口改修電気設備工事 （有）大広輪 72

29 都整工 第6614号 難波中学校便所改修電気設備工事 （株）フレックス 73

30 都整工 第6623号 矢田中学校階段室出入口改修電気設備工事 合田電気（株） 72

31 都整工 第8409号 諏訪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）

72

32 大契乙 第117号
水都国際中学校・高等学校西学舎建設その
他電気設備工事－２

（株）大三洋行 78

33 都整工 第8307号
水都国際中学校・高等学校西学舎建設その
他ガス設備工事

大阪ガスネットワーク
（株）

72

34 大契乙 第138号
（仮称）生野中学校区小中一貫校整備電気
設備工事

旭電業（株） 76

35 都整工 第8402号
（仮称）生野中学校区小中一貫校整備ガス
設備工事

大阪ガスネットワーク
（株）

73

36 大契乙 第763号
（仮称）田島中学校区小中一貫校整備電気
設備工事

尼崎電機（株） 79

37 大契乙 第695号
長吉長原東第４住宅３９号館昇降機設備工
事

日本エレベーター製造
（株）

78

38 大契乙 第664号 長吉長原東第４住宅３９号館電気設備工事 中央電設（株） 81

39 都整工 第8011号 長吉長原東第４住宅３９号館ガス設備工事
大阪ガスネットワーク
（株）

74

40 大契乙 第187号
相川住宅（１～３号館）外１住宅各戸分電
盤改修工事

（株）喜多電気商会 72

41 大契乙 第11号
焼野住宅（２号館）外２住宅昇降機設備改
修工事

日本オーチス・エレ
ベータ（株）

74

42 大契乙 第240号 三軒家東小学校給水管迂回衛生設備工事
トータスクレイン植田
朋子

70

43 大契乙 第1048号
水都国際中学校・高等学校西学舎建設その
他機械設備工事

三機工業（株） 80

44 都整工 第7001号
千島住宅１～４号館解体撤去に伴う給水衛
生設備工事

（株）ヤマコーポレー
ション

65

45 大契乙 第671号
長吉長原東第４住宅３９号館給水衛生設備
工事

（株）竹村コーポレー
ション

82

46 大契乙 第1180号 南港中住宅（２２号館）給水管改修工事 四國機械設備（株） 74

47 大契乙 第284号
住吉住宅（２・４・８～１１号館）排水管
改修工事

（株）三晃設備 67

48 大契乙 第287号
喜連第３住宅（１～３号館）排水管改修工
事

（株）モリテック 73

49 大契乙 第235号 南江口住宅（１・２号館）排水管改修工事 （株）シマダ 75

50 大契乙 第140号 安立小学校便所改修衛生設備工事 あい工業松岡政市 74

契約番号
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51 大契乙 第4030号 田中小学校便所改修衛生設備工事 光仁杉川光人 70

52 大契乙 第128号 清江小学校便所改修衛生設備工事 （株）トシナガ 74

53 大契乙 第142号 大国小学校便所改修衛生設備工事 （株）都設備 72

54 大契乙 第4034号 豊崎東小学校教室改造機械設備工事 ビーフロア皆田智史 72

55 大契乙 第135号 高見小学校便所改修衛生設備工事 （有）盛設備工業所 75

56 大契乙 第123号 淀川小学校便所改修衛生設備工事 内田設備（株） 76

57 大契乙 第4023号 千本小学校便所改修衛生設備工事 （株）マキ工業 73

58 大契乙 第134号 旭東中学校便所改修衛生設備工事 （株）川崎水道工業 73

59 大契乙 第96号 南住吉小学校便所改修衛生設備工事 （株）ワールド隆文社 71

60 大契乙 第224号 中央小学校便所改修衛生設備工事
光善エンジニア中川善
行

72

61 大契乙 第277号 海老江西小学校便所改修衛生設備工事 上浦（株） 74

62 大契乙 第182号 西淀中学校便所改修衛生設備工事 マリオ水道設備（株） 73

63 大契乙 第177号 野田小学校便所改修衛生設備工事 テクノワールド（株） 74

64 大契乙 第214号
男女共同参画センター中央館空調設備改修
工事

（株）カタオカ 73

65 大契乙 第84号 清水小学校便所改修衛生設備工事 （株）湖水設備工業所 73

66 大契乙 第162号 友渕小学校分校便所改修衛生設備工事 マリオ水道設備（株） 73

67 大契乙 第257号 玉造小学校便所改修その他機械設備工事 あい工業松岡政市 73

68 大契乙 第228号 小松小学校便所改修その他機械設備工事 （有）三陽産業 77

69 大契乙 第202号 大淀中学校便所改修その他機械設備工事 （有）金光土木 74

70 大契乙 第144号 豊仁小学校便所改修衛生設備工事 （株）榎本商会 74

71 大契乙 第95号 我孫子中学校便所改修衛生設備工事 永井設備（株） 74

72 大契乙 第151号
矢田小学校・矢田南中学校便所改修衛生設
備工事

ＣＡＺＩ設備（株） 72

73 大契乙 第4214号 東淀川体育館天井改修機械設備工事 （有）大和設備 75

74 大契乙 第70号 姫島小学校便所改修衛生設備工事 （株）池田工業 73

75 大契乙 第259号 新庄小学校便所改修衛生設備工事 武石設備工業（株） 74

契約番号
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76 大契乙 第122号 高殿南小学校便所改修衛生設備工事 （株）隅野設備 73

77 都整工 第7619号 歌島中学校冷房機械設備工事
（有）インテリアオー
ク

72

78 大契乙 第598号 矢田中学校冷房機械設備工事 末廣工業（株） 72

79 大契乙 第634号 矢田北小学校冷房機械設備工事 （株）クイック 72

80 大契乙 第4026号 夕陽丘中学校便所改修衛生設備工事 （株）ＨＲＩ 71

81 大契乙 第178号 新平野西小学校便所改修衛生設備工事 （株）創美 72

82 大契乙 第4083号 柏里小学校冷房機械設備工事 （有）Ｅ．Ｓ．Ｃ 74

83 大契乙 第216号 田辺小学校便所改修衛生設備工事 石井商事（株） 74

84 大契乙 第4081号 姫里小学校冷房機械設備工事 （株）マキ工業 73

85 大契乙 第296号 菅原小学校長寿命化改修機械設備工事
（株）ヤマコーポレー
ション

73

86 大契乙 第591号 東桃谷小学校冷房機械設備工事 （株）榎本商会 76

87 大契乙 第572号 大和田小学校冷房機械設備工事
（有）テクニカルワー
クス

73

88 大契乙 第278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

協伸工業（株） 78

89 大契乙 第964号
水都国際中学校・高等学校西学舎建設その
他工事

淺沼・中林特定建設工
事共同企業体

79

90 大契乙 第1007号
（仮称）生野中学校区小中一貫校整備工事
－２

野村建設工業（株） 80

91 大契乙 第993号 長吉長原東第４住宅３９号館建設工事
大鉄・南海辰村特定建
設工事共同企業体

81

92 大契乙 第245号
茨田大宮住宅１６・１７号館外壁改修その
他工事

（株）拓工建設 73

93 大契乙 第341号
泉尾住宅１～３号館外壁部分改修その他工
事

西進建設（株） 69

94 大契乙 第332号
住吉住宅２・４・８～１１号館台所その他
改修工事

（株）ＴＲＤ 69

95 大契乙 第302号
大和川住宅２３・２４号館外壁改修その他
工事

丸善建設工業（株） 74

96 大契乙 第786号 古市南第２住宅２号館耐震改修工事 （有）ＫＩＺＵＮＡ 76

97 大契乙 第515号 赤川西住宅１～３号館屋上防水改修工事 （株）Ｋ工業 69

98 大契乙 第353号 南江口住宅１・２号館台所その他改修工事 （株）大和建設 74

99 大契乙 第58号 大江幼稚園外柵改修工事 隆虎屋　酒巻光晴 73

100 大契乙 第249号 小路小学校便所改修工事
（株）　Ｂｅｌｌ　Ｔ
ｒｅｅ

68
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101 都整工 第5601号 八阪中学校階段室出入口改修工事 関西土木（株） 73

102 大契乙 第4009号 加賀屋東小学校階段室出入口改修工事 （株）リグランツ 66

103 大契乙 第4015号 粉浜小学校階段室出入口改修工事 （株）鶴松 63

104 大契乙 第153号 安立小学校便所改修工事 兪工務店　金清千賀子 68

105 都整工 第5609号 住之江小学校階段室出入口改修工事 （株）中川エンジニア 68

106 大契乙 第176号 田中小学校便所改修工事 （株）西田工務店 72

107 大契乙 第4033号 平野南小学校便所改修工事 （株）鶴松 61

108 大契乙 第107号 大国小学校便所改修工事 樋上工務店　樋上大地 74

109 大契乙 第211号 浪速区民センター外柵改修工事 （株）ロジャー 72

110 大契乙 第131号 清江小学校便所改修工事 クリスタル創建（株） 76

111 大契乙 第87号 長居小学校便所改修工事
（株）ヤマトコーポ
レーション

75

112 大契乙 第88号 本田小学校給食室改修その他工事 （株）未来 72

113 大契乙 第35号 淡路中学校便所改修工事 （株）安川工務店 73

114 大契乙 第103号 苅田北小学校階段室出入口改修その他工事 （株）岩城工務店 72

115 大契乙 第112号 玉造小学校便所改修その他工事
シマダ工務店　嶋田伸
夫

72

116 大契乙 第89号 高見小学校便所改修工事 （株）ＢＩＧＯＮＥ 73

117 大契乙 第146号 豊崎東小学校教室改造その他工事 （株）リグランツ 72

118 大契乙 第113号 淀川小学校便所改修その他工事 （株）アサノ建設 72

119 大契乙 第49号 旭東中学校便所改修工事 弓岡建設（株） 72

120 大契乙 第110号 清水小学校便所改修工事 （株）明地工務店 72

121 大契乙 第104号 千本小学校便所改修工事 （株）ＮＧＳ 72

122 大契乙 第152号 友渕小学校分校便所改修工事 咲山建設（株） 72

123 大契乙 第223号 中央小学校便所改修その他工事 （株）　森川組 72

124 大契乙 第78号 南住吉小学校便所改修工事 楠公建設（株） 72

125 大契乙 第48号 住吉乳児保育所外壁改修その他工事 オリオン建設（株） 72
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126 大契乙 第210号 小松小学校便所改修その他工事 （有）エムテック 72

127 大契乙 第166号 西淀中学校便所改修工事 （株）イーテクノス 72

128 大契乙 第20号 平林小学校階段室出入口改修工事 （株）アサノ建設 74

129 大契乙 第175号 夕陽丘中学校便所改修工事 サンコー物産（株） 74

130 大契乙 第209号 大淀中学校便所改修その他工事 マホメット産業（株） 68

131 大契乙 第111号 矢田小学校・矢田南中学校便所改修工事 （株）ユーテック 72

132 大契乙 第300号 咲くやこの花館熱帯雨林室池改修工事 （株）ジィテック 73

133 都整工 第5611号 三国小学校給食室改修工事
ワイコーポレーション
杉山喜明

68

134 大契乙 第4043号
ディーゼル機関車上屋（豊里西工区）解体
撤去工事

ＮＫ．カンパニー　西
山誠

71

                          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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