
工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№1

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

1 青少年の家本館屋上防水改修工事 株式会社川原塗装店 平成29年9月11日 70

2 元堺老人福祉センター仮囲い設置工事 株式会社阪商 平成29年10月17日 67

3
大浜中学校外２校プール防水シート改修
工事

南街建設株式会社 平成29年9月11日 72

4
府道富田林泉大津線（現）災害応急復旧
工事

有限会社和田建設 平成29年11月9日 72

5
クリーンセンター東工場空気調和設備改
修工事（第１期）

株式会社鳳水道工業所 平成29年7月11日 72

6 東区役所自動扉改修工事 株式会社今重興産 平成29年9月21日 70

7 太井阿弥線外舗装補修工事 吉村道路株式会社 平成29年9月13日 74

8 別所地内法定外道路災害応急復旧工事 川端重機建設株式会社 平成29年11月7日 70

9 赤坂公園便所改築工事 株式会社益田組 平成29年7月18日 76

10
美原Ｂ＆Ｇ海洋センター第１プール鉄骨
塗替工事

森工務店 平成29年10月17日 70

11 高層館排煙設備外改修工事 真弓興業株式会社 平成29年7月12日 72

12 （仮称）新堀公園便所新築工事 株式会社生貴建設 平成29年7月12日 74

13 晴美公園便所改築工事 株式会社好村 平成29年7月11日 66

14 府道堺狭山線舗装補修工事（第２工区） 株式会社大晋興業 平成29年9月11日 77

15 臨海１号線舗装補修工事 向井土木株式会社 平成29年9月14日 75

16
さつき野中学校外壁改修外工事に伴う機
械設備工事

株式会社和泉管工 平成29年6月16日 71

17
府道大阪狭山線（現）道路整備工事（第３
工区）

有限会社ＫＳ光健 平成29年9月13日 70

18
府道西藤井寺線（現）歩道舗装補修工事
（第２工区）

益建興業 平成29年10月23日 73

19 桃山台１７号線道路舗装更新工事 アイ・ティ土木建設株式会社 平成29年11月28日 71

20
熊野小学校校舎増築工事に伴う空気調
和設備工事

シオメンユニテックス株式会社 平成28年10月17日 74



工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№2

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

21
熊野小学校校舎増築工事に伴う電気設
備工事

株式会社西尾電設 平成28年10月11日 73

22 塩穴団地６棟外壁改修外工事 阪南工業株式会社 平成29年7月20日 74

23 熊野小学校校舎増築工事 株式会社山口工務店 平成28年9月28日 74

24 北野田８号線外道路整備工事 日本品質株式会社 平成29年9月13日 70

25
堺市駅南花田線舗装補修工事（第３工
区）

株式会社街路 平成29年10月17日 80

26
教育文化センター舞台機構設備改修工
事

株式会社味起央 平成29年8月21日 74

27 深井１０号線道路側溝改良工事 株式会社樹楽園 平成29年9月13日 71

28 斎場定期点検に伴う補修工事 太陽築炉工業株式会社 平成29年8月17日 74

29
のびやか健康館特定天井改修外工事に
伴う電気設備工事

株式会社田嶋興業 平成29年8月15日 74

30
熊野小学校校舎増築工事に伴う給排水
衛生設備工事

株式会社杉本設備 平成28年10月13日 66

31
今池三国ヶ丘線外自転車通行環境整備
工事

株式会社そのだ工務店 平成29年2月24日 70

32 泉ヶ丘緑道（三原台）園路舗装改修工事 株式会社そのだ工務店 平成29年11月22日 72

33 のびやか健康館特定天井改修外工事 株式会社イズミクス 平成29年8月9日 73

34 霊堂空気調和設備改修工事 株式会社和泉管工 平成29年9月14日 74

35 みなと堺グリーンひろば便所改築外工事 株式会社沢田工務店 平成29年8月18日 74

36 殿馬場中学校昇降機棟増築工事 株式会社友幸産業 平成29年6月15日 72

37 三原台小学校昇降機棟増築工事 株式会社杉本建装工業 平成29年5月18日 75

38 小阪住宅Ｋ棟解体工事 有限会社ＫＳ光健 平成29年8月10日 71

39
美原保健センター高圧電気設備外改修
工事

株式会社ＵＥエンジニア 平成29年8月10日 76

40 本庁舎電話交換機外更新工事 株式会社Ｒａｉｎｇ 平成29年9月7日 74



工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№3

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

41
教育文化センター空気調和設備改修工
事（第３期）

株式会社大同設備 平成29年6月30日 74

42 向陵西町住宅外壁改修外工事 有限会社道栄建設 平成29年7月10日 75

43
三宝公園外マンホール型防災トイレ設置
工事

喜陽建設 平成29年10月20日 74

44 府道別所草部線側溝整備工事 株式会社萬勝 平成29年8月24日 73

45 府道深井畑山宿院線歩道舗装補修工事 吉村道路株式会社 平成29年9月13日 72

46 黒山３５号線道路整備工事 西歓興業株式会社 平成29年11月22日 73

47 浄化ステーション定期補修工事 水ｉｎｇ株式会社　大阪支店 平成29年10月17日 75

48 土居川海水導水施設補修工事 関西機設株式会社 平成29年7月19日 72

49 高層館４階外空気調和機器更新工事 株式会社丸仙設備 平成29年8月28日 71

50 人権ふれあいセンター施設整備工事 株式会社ビーコン 平成29年6月12日 76

51
人権ふれあいセンター施設整備工事に
伴う機械設備工事

クリエイティブワークス株式会社 平成29年6月14日 74

52
人権ふれあいセンター施設整備工事に
伴う電気設備工事

株式会社ＵＥエンジニア 平成29年6月14日 78

53 美木多上２３号線道路改良工事 株式会社不二 平成29年10月17日 71

54 府道別所草部線道路案内標識設置工事 株式会社ハナフサ 平成29年11月15日 71

55
新檜尾台２５号線外道路舗装更新外工
事

株式会社Ｃ・Ｐ・Ｗ 平成29年11月17日 76

56
東陶器小学校校舎外新築工事（その２）
に伴う給排水衛生設備工事（その２）

株式会社サニコン 平成28年6月2日 75

57 元湊小学校屋外便所新築工事 株式会社益田組 平成29年8月23日 74

58 鉢ヶ峯寺１５号線災害応急復旧工事 株式会社木目建設 平成29年11月8日 70

59
東陶器小学校校舎外新築工事（その２）
に伴う電気設備工事

ＵＥ・西嶋建設工事共同企業体　代表構
成員　株式会社ＵＥエンジニア

平成28年3月29日 80

60 白鷺公園園路改修工事（１期） 山本造園株式会社 平成29年11月20日 73



工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№4

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

61 新家深井線自転車通行環境整備工事 株式会社司商事 平成29年9月13日 71

62
荒山テニスコート外２か所人工芝張替工
事

株式会社運動施設 平成29年11月16日 74

63 長曽根住宅１棟昇降機改修工事
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
関西支社

平成29年9月8日 77

64 リサイクルプラザ定期補修工事 極東開発工業株式会社 平成29年10月11日 70

65
東陶器小学校校舎外新築工事（その２）
に伴う空気調和設備工事

株式会社新冷熱工業所 平成28年3月30日 76

66
宮園小学校校舎老朽化対策工事に伴う
電気設備工事

株式会社ＵＥエンジニア 平成29年1月10日 80

67
宮園小学校校舎老朽化対策工事に伴う
空気調和設備工事

末田建設株式会社 平成29年1月5日 73

68
宮園小学校校舎老朽化対策工事に伴う
給排水衛生設備工事

大泉水道株式会社 平成28年12月22日 70

69 東工場第二工場触媒脱硝装置増設工事 クボタ環境サービス株式会社　大阪支社 平成29年4月14日 78

70
東工場第二工場インバーター外改修工
事

クボタ環境サービス株式会社　大阪支社 平成29年9月7日 77

71 鳳上線道路築造工事（Ｈ２８） 関西グランドテック株式会社 平成29年3月13日 80

72 府道大阪高石線（現）外歩道整備外工事 善建設工業株式会社 平成29年9月21日 74

73 府道大阪和泉泉南線防護柵補修工事 株式会社安土交安施設 平成29年9月21日 72

74 畑下里線災害応急復旧工事 株式会社泉州ヤマト 平成29年11月6日 69

75 下車谷池堤体改良工事 株式会社プランニング・ユウ 平成29年10月13日 70

76
上下水道局本庁舎外１か所ＭＣＡ無線機
等新設工事

西菱電機株式会社　大阪支社 平成29年11月16日 74

77 文化財課分室新館屋上防水改修外工事 株式会社スミヒト産業 平成29年11月15日 70

78
大仙公園いこいの広場便所新築工事に
伴う給排水衛生設備工事

株式会社佐藤水道工業所 平成29年8月23日 75

79 大仙公園いこいの広場便所新築工事 牛根建設株式会社 平成29年8月18日 73

80 霊園便所改修外工事 株式会社好村 平成29年9月11日 66



工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№5

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

81 西区役所特定天井改修工事 株式会社好村 平成29年9月11日 67

82
塩穴団地１棟外１棟連結送水管改修工
事

株式会社新冷熱工業所 平成29年9月12日 71

83 府道堺狭山線道路案内標識板補修工事 株式会社萬勝 平成29年12月20日 72

84 新家深井線道路照明灯ＬＥＤ更新工事 松崎電設株式会社 平成29年12月14日 70

85 東陶器小学校校舎外新築工事（その２）
木綿麻・麦島・源建設工事共同企業体
代表構成員　株式会社木綿麻建設

平成28年3月25日 80

86
東工場第二工場灰クレーンバケット取替
工事

クボタ環境サービス株式会社　大阪支社 平成29年11月20日 75

87
赤坂公園マンホール型防災トイレ設置工
事

株式会社浜田組 平成29年11月17日 70

88 府道大堀堺線舗装補修外工事 總美建設株式会社 平成29年11月21日 79

89 宮園小学校校舎老朽化対策工事 国誉建設株式会社 平成28年12月20日 82

90 桃山台１３号線外道路舗装更新外工事 アイ・ティ土木建設株式会社 平成29年12月21日 71

91 材木町公園再整備工事（第２期） リコリス 平成29年11月20日 70

92 東工場第二工場ほか定期補修工事 クボタ環境サービス株式会社　大阪支社 平成29年5月12日 80

93 福田小学校給食調理場改築外工事 有限会社道栄建設 平成29年6月22日 69

94
福田小学校給食調理場改築外工事に伴
う電気設備工事

株式会社コアテクノ 平成29年6月20日 78

95
福田小学校給食調理場改築外工事に伴
う機械設備工事

関西ダクト設備株式会社 平成29年6月16日 74

96 遠里小野橋補修工事（２期） 株式会社五大コーポレーション 平成29年9月21日 75

97 本庁舎本館特定天井改修工事 株式会社ハマテック 平成29年9月22日 76

98 大浜高架橋補修工事 ゼロ建設工業株式会社 平成29年10月20日 77

99 百舌鳥梅３３号線道路整備工事 株式会社飛馬建設興業 平成29年11月17日 71

100
内川排水機場３号ディーゼルエンジン整
備工事

株式会社味起央 平成29年11月17日 70



工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№6

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

101 百舌鳥川管理用通路整備工事 株式会社浜田組 平成29年11月17日 69

102
光明池駅連絡橋外落下防止ネット設置
工事

有限会社溝川工務 平成29年11月15日 72

103 府道堺富田林線外歩道舗装補修工事 株式会社大昇 平成29年11月27日 71

104
東三国丘小学校外１校便所部分改修工
事

株式会社益田組 平成29年12月19日 73

105
福泉中央小学校外１校便所部分改修工
事

株式会社ＪＭ－ＣＲＡＦＴ 平成29年12月18日 67

106 美木多上１２号線災害応急復旧工事 株式会社河合工務店 平成29年11月8日 73

107 府道堺かつらぎ線法面整備工事 株式会社陳原組 平成29年1月24日 74

108 八田寺公園外複合遊具設置工事 株式会社浦田造園 平成29年12月18日 71

109 宮山台茶山台線外道路照明灯建替工事 大信電気商会 平成29年10月20日 76

110 三原台５号線歩道整備工事 株式会社フジキ 平成29年11月16日 72

111 野遠町地内法定外道路補修工事 株式会社グリーンヒルズ 平成29年12月12日 74

112 錦南宗寺線外自転車通行環境整備工事 株式会社味起央 平成29年12月21日 70

113
府道富田林泉大津線（現）舗装補修工事
（第１工区）

有限会社久世建設 平成29年12月26日 75

114
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺Ｓ１１フィールド人工芝張
替工事

スポーツテクノ和広・大地建設興業建設
工事共同企業体　代表構成員　株式会
社スポーツテクノ和広　大阪支店

平成29年12月22日 72

115
府道大阪高石線（新）舗装補修工事（第１
工区）

正基建設株式会社 平成29年11月20日 80

116 宮山台茶山台線歩道改良工事 株式会社実鶴建設 平成29年11月17日 74

117 霊園転落防止柵設置外工事 株式会社飛馬建設興業 平成29年11月17日 73

118 泉ヶ丘緑道（若松台）外樹木更新工事 グリーンクラフト株式会社 平成29年12月19日 71

119 出島東湊１号線道路拡幅工事 ナカノ建設 平成29年11月22日 71

120 大仙公園大芝生広場連絡園路改修工事 庭嘉 平成30年1月18日 66



工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№7

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

121 北花田口歩道橋補修工事（２期） 株式会社松尾組 平成29年9月12日 68

122 府道堺富田林線歩道設置工事 西歓興業株式会社 平成29年11月22日 69

123 東陶器小学校歩行者専用通路整備工事 株式会社浜田組 平成29年11月17日 70

124 内川排水機場無停電電源装置更新工事 松崎電設株式会社 平成29年12月14日 77

125 錦出島線舗装補修工事 ハセガワ企画 平成30年1月22日 72

126 黒山小学校外１校便所部分改修工事 有限会社工務店近藤元 平成29年12月18日 70

127 金岡公園５０ｍプール外防水改修工事 エー・アール・シー建設株式会社 平成29年12月14日 70

128
光明池緑道（赤坂台）外園路舗装改修工
事

株式会社ギスト 平成29年12月21日 71

129
大浜高架橋（Ｐ１０－Ｐ１２工区）耐震対策
工事

今重・橋本建設工事共同企業体　代表構
成員　株式会社今重興産

平成28年9月28日 78

130 協和町デッキ補修外工事
今重・泉都建設工事共同企業体　代表構
成員　株式会社今重興産

平成28年9月28日 77

131
福泉東小学校給食調理場改修工事に伴
う電気設備工事

田中電気株式会社 平成29年7月3日 77

132
福泉東小学校給食調理場改修工事に伴
う給排水衛生設備工事

高野工業株式会社 平成29年6月27日 70

133 東山橋外２橋耐震対策工事 株式会社五大コーポレーション 平成29年9月21日 76

134 西区役所空気調和設備改修工事 美和設備工業株式会社 平成29年8月28日 74

135 少林寺橋補修外工事
味起央・イズミクス建設工事共同企業体
代表構成員　株式会社味起央

平成29年9月15日 74

136 府道堺狭山線舗装補修工事（第７工区） 正基建設株式会社 平成29年11月22日 80

137 宿院町公園再整備工事 植英造園 平成29年11月24日 70

138
大浜公園花菖蒲園バリアフリー園路整備
工事

リコリス 平成29年11月20日 67

139 美原北小学校外１校便所部分改修工事 株式会社益田組 平成29年12月19日 73

140 美木多上４２号線災害応急復旧工事 北優建設株式会社 平成29年11月15日 68



工事成績評定一覧表 平成30年6月公表分　№8

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

141 松池取水施設改修工事 小猿金属工業株式会社 平成29年10月20日 71

142 （仮称）新堀公園整備工事
養植園・華まる園建設工事共同企業体
代表構成員　株式会社養植園

平成29年3月27日 78

143 大仙公園西駐車場改修工事 杏奈 平成30年1月19日 72

144 福泉東小学校給食調理場改修工事 牛根建設株式会社 平成29年6月15日 71

145 北野田３２号線外道路整備工事 株式会社北口造園土木 平成29年10月19日 69

146 八幡三宝線道路照明灯塗装工事 株式会社今重興産 平成29年11月28日 65

147 浜寺諏訪森東２０号線道路整備工事 ナカノ建設 平成29年12月1日 75

148 臨海１号線道路案内標識建替工事 有限会社井ノ商 平成29年11月28日 70

149 三原台槇塚台線街路樹更新工事 グリーン建設株式会社 平成29年11月21日 72

150 宮山台若松台線外街路樹更新工事 成和緑地株式会社 平成29年11月21日 72

151 府道堺富田林線歩道改良工事 株式会社建真 平成29年11月16日 71

152 大道筋外植栽工事 庭嘉 平成29年12月18日 69

153
竹城台高架下資材置場フェンス更新工
事

有限会社ハナキ 平成30年2月14日 70

154 大仙西３号線舗装補修工事 ハセガワ企画 平成30年1月22日 73


