
工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.1

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

1
堺市民芸術文化ホール建設工事（その
２）に伴う給排水衛生設備工事

浦安・美和建設工事共同企業体　代表構
成員　浦安工業株式会社　大阪支店

平成28年6月2日 82

2
堺市民芸術文化ホール建設工事（その
２）に伴う空気調和設備工事

サニコン・永安建設工事共同企業体　代
表構成員　株式会社サニコン

平成28年6月2日 82

3
堺市民芸術文化ホール建設工事（その
２）に伴う電気設備工事

三栄・西尾建設工事共同企業体　代表構
成員　三栄電気工業株式会社　大阪支
店

平成28年6月2日 86

4
堺市民芸術文化ホール建設工事（その
２）

大成建設株式会社　関西支店 平成28年5月10日 86

5
堺市民芸術文化ホール建設工事（その
２）に伴う舞台照明設備工事

中央・東陽建設工事共同企業体　代表構
成員　中央電設株式会社

平成28年8月24日 85

6
堺市民芸術文化ホール建設工事（その
２）に伴う舞台音響設備工事

システムエンジニアリング・Ｒａｉｎｇ建設工
事共同企業体　代表構成員　株式会社シ
ステムエンジニアリング

平成28年8月24日 84

7
堺市民芸術文化ホール建設工事（その
２）に伴う舞台機構設備工事

三精テクノロジーズ・橋田舞台設備建設
工事共同企業体　代表構成員　三精テク
ノロジーズ株式会社

平成28年8月24日 82

8
大浜高架橋（Ｐ４－Ｐ６工区）耐震対策工
事

大容・隆栄建設工事共同企業体　代表構
成員　大容建設株式会社

平成29年9月8日 78

9 金岡南小学校校舎増築外工事 株式会社大森工務店 平成29年9月8日 72

10 中百舌鳥１号橋外２橋耐震対策外工事
今重・照建建設工事共同企業体　代表構
成員　株式会社今重興産

平成29年12月8日 70

11
金岡南小学校校舎増築外工事に伴う電
気設備工事

株式会社ＵＥエンジニア 平成29年10月18日 76

12
金岡南小学校校舎増築外工事に伴う空
気調和設備工事

昌和産業株式会社 平成29年10月19日 77

13
金岡南小学校校舎増築外工事に伴う給
排水衛生設備工事

真弓興業株式会社 平成29年10月17日 77

14
高層館コージェネレーションシステム更新
工事（その２）

株式会社共栄設備 平成30年1月30日 73

15 鳳上線道路築造工事（Ｈ２９） 中美土木建設株式会社 平成30年3月19日 74

16
大阪河内長野線（南余部・北野田地区）
道路築造工事

ファースト建設株式会社 平成30年5月28日 67

17
東工場第二工場ボイラー水制御用ほか
ＰＬＣ改修工事

クボタ環境サービス株式会社　大阪支社 平成30年4月17日 79

18 福田小学校のびのびルーム改修工事 牛根建設株式会社 平成30年5月16日 77

19
鳳南小学校給食調理場増築外工事に伴
う給排水衛生設備工事

株式会社プラント国東 平成30年6月29日 73



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.2

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

20 鳳南小学校給食調理場増築外工事 株式会社生貴建設 平成30年6月13日 71

21 津久野中学校外１校便所改修工事 有限会社工務店近藤元 平成30年5月16日 70

22 熊野小学校校舎解体外工事 株式会社ハナフサ 平成30年6月12日 79

23 堺市民芸術文化ホール周辺整備工事
二京・栄伸建設工事共同企業体　代表構
成員　二京建設株式会社

平成30年6月13日 77

24
鳳南小学校給食調理場増築外工事に伴
う電気設備工事

有限会社鈴木電業所 平成30年6月22日 75

25
津久野中学校外１校便所改修工事に伴
う給排水衛生設備工事

株式会社佐藤水道工業所 平成30年5月29日 75

26 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30年5月11日 81

27 日置荘小学校外壁改修外工事 株式会社益田組 平成30年6月12日 68

28 黒山小学校外壁改修外工事 有限会社エー・エル・シータカハシ 平成30年6月13日 77

29 三原台中学校昇降機棟増築工事 株式会社杉本建装工業 平成30年6月20日 75

30
堺市民芸術文化ホール屋外サイン設置
工事

株式会社フジキ 平成30年6月13日 73

31 赤坂台小学校外壁改修外工事 株式会社谷町建設 平成30年6月14日 67

32 東工場自動火災報知設備更新工事 能美防災株式会社　関西支社 平成30年5月18日 73

33 東工場第一工場定期補修工事 日立造船株式会社 平成30年6月8日 75

34
平岡小学校運動場防球ネット設置外工
事

大一建設 平成30年6月13日 66

35 博物館昇降機取替工事
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
関西支社

平成30年6月22日 76

36
黒山小学校外壁改修外工事に伴う電気
設備工事

株式会社モリシタ 平成30年6月22日 73

37
黒山小学校外壁改修外工事に伴う機械
設備工事

阪和水道株式会社 平成30年6月22日 70

38 遠里小野橋補修工事（３期） 株式会社五大コーポレーション 平成30年8月30日 76

39 下黒山跨道橋補修工事 大容建設株式会社 平成30年8月30日 76



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.3

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

40 浜寺東小学校外１校便所改修工事 株式会社大阪建物管理 平成30年7月12日 66

41 協和町東団地１１号館外壁改修外工事 有限会社木戸商店 平成30年7月20日 71

42
七道並松住宅４・５・６棟外壁改修ほか工
事

エー・アール・シー建設株式会社 平成30年8月1日 71

43 御池公園便所改築工事 株式会社益田組 平成30年7月12日 71

44
協和町東団地１２号館昇降機棟増築外
工事

株式会社松永建装 平成30年7月13日 72

45 新檜尾公園外１公園便所改築ほか工事 株式会社益田組 平成30年7月12日 71

46 八田荘西小学校外１校便所改修工事 株式会社オオイ 平成30年7月17日 71

47 南部処理場浸出水排水設備改造工事 株式会社味起央 平成30年7月17日 73

48
浜寺東小学校外１校便所改修工事に伴
う給排水衛生設備工事

株式会社辻尾設備 平成30年7月23日 72

49 府道堺狭山線舗装補修工事（第３工区） 株式会社街路 平成30年9月18日 81

50 茶山台小学校外１校便所改修工事 株式会社イズミクス 平成30年7月18日 70

51 城山台小学校外１校便所改修工事 中井建設株式会社 平成30年7月11日 79

52
八田荘西小学校外１校便所改修工事に
伴う給排水衛生設備工事

美和設備工業株式会社 平成30年7月20日 76

53
東深井小学校外１校便所改修工事に伴
う給排水衛生設備工事

株式会社インプルーブ 平成30年7月24日 71

54
茶山台小学校外１校便所改修工事に伴
う給排水衛生設備工事

株式会社鳳水道工業所 平成30年7月20日 70

55
錦小学校外１校便所改修工事に伴う給
排水衛生設備工事

株式会社アクア 平成30年7月20日 77

56
福泉中学校外１校便所改修工事（その
２）

株式会社神石建設 平成30年7月17日 70

57
城山台小学校外１校便所改修工事に伴
う給排水衛生設備工事

江川水道株式会社 平成30年7月23日 76

58 錦小学校外１校便所改修工事 株式会社オオイ 平成30年7月17日 66

59 東深井小学校外１校便所改修工事 株式会社吉積工務店 平成30年7月12日 73



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.4

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

60 栂文化会館昇降機改修工事
日本オーチス・エレベータ株式会社　西
日本支社

平成30年7月10日 74

61 西除大橋ほか２橋補修工事 関西グランドテック株式会社 平成30年8月29日 72

62
府道大阪高石線（新）舗装補修工事（第２
工区）

株式会社街路 平成30年10月2日 78

63 府道堺富田林線道路整備工事 株式会社憂心建設 平成30年8月16日 71

64
福泉中学校外１校便所改修工事（その
２）に伴う機械設備工事

有限会社アサヒ水道商会 平成30年7月20日 76

65
府道堺大和高田線自転車通行環境整備
工事

ラインファルト工業株式会社 平成30年8月24日 75

66
国道３１０号ほか自転車通行環境整備工
事

エッジ安全企画 平成30年8月23日 77

67 木材通幹線ほか雨水管改修工事 祐世建設株式会社 平成30年8月20日 74

68 府道堺羽曳野線（旧）道路整備工事 有限会社星光建設 平成30年8月20日 72

69
府道西藤井寺線（現）歩道改良工事（第２
工区）

大地建設興業株式会社 平成30年8月10日 73

70
堺市駅浅香山線自転車通行環境整備工
事

ラインファルト工業株式会社 平成30年8月24日 76

71 新金岡２０号線交差点改良工事 株式会社勝木建設 平成30年8月20日 72

72 百舌鳥赤畑３７号線ほか道路補修工事 中本土木工業株式会社 平成30年8月17日 72

73 茶山公園便所改築ほか工事 ファースト建設株式会社 平成30年8月23日 70

74 塩穴団地給水塔耐震補強外工事 株式会社コシャカＷＯＲＬＤ 平成30年8月27日 70

75 府道泉大津美原線（現）道路整備工事 株式会社飛馬建設興業 平成30年9月14日 71

76 高層館特定天井改修ほか工事 株式会社大井工務店 平成30年8月20日 69

77 霊園便所改築工事 ファースト建設株式会社 平成30年8月23日 72

78
高層館１９階ほか空気調和機器更新工
事

美和設備工業株式会社 平成30年8月10日 74

79 文化財課分室本館昇降機取替工事
日本エレベーター製造株式会社　大阪営
業所

平成30年8月21日 76



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.5

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

80
美原文化会館料理室空気調和設備外改
修工事

株式会社杉本設備 平成30年8月10日 70

81
初芝体育館第２体育室ほか空気調和設
備更新工事

上村空調株式会社 平成30年8月17日 72

82 堺老人福祉センター昇降機改修工事
日本オーチス・エレベータ株式会社　西
日本支社

平成30年7月10日 73

83
府道堺富田林線自転車通行環境整備工
事

株式会社アクロス 平成30年9月19日 67

84 梅北中百舌鳥線歩道設置工事 クリスタル創建株式会社 平成30年9月25日 66

85 桃山台６１号線ほか歩道改良工事 有限会社卓攝 平成30年9月19日 70

86 はぎ橋ほか補修工事 ゼロ建設工業株式会社 平成30年9月14日 75

87 木材通２号線ほか舗装補修工事 吉村道路株式会社 平成30年10月2日 71

88 中村５号線道路整備工事 株式会社浜田組 平成30年9月13日 71

89 府道美原太子線（現）ほか歩道改良工事 有限会社パブリックワークスミナミノ 平成30年9月28日 64

90
府道大阪高石線（新）道路照明灯建替工
事

南河内電工 平成30年9月18日 70

91
東工場第二工場ごみ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30年9月14日 77

92 百舌鳥古墳群周遊路サイン整備工事 株式会社ＫＳＮ 平成30年10月29日 70

93 府道大阪狭山線（現）歩道改良工事 株式会社飛馬建設興業 平成30年10月26日 70

94 沢町公園耐震性防火水槽設置工事 大一建設 平成30年10月26日 70

95 日置荘草尾線道路整備工事 株式会社阪商 平成30年10月25日 71

96 リサイクルプラザ空気調和設備更新工事 株式会社サニコン 平成30年9月14日 71

97
陵南中学校運動場防球ネット設置外工
事

株式会社河村興業 平成30年9月18日 67

98 高層館各種ポンプ更新工事 泉州防災株式会社 平成30年9月12日 70

99
堺市民芸術文化ホール館内サインほか
工事

株式会社プロボ 平成30年9月14日 69



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.6

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

100
第１もず園園舎改修ほか工事に伴う機械
設備工事

株式会社和泉管工 平成30年10月4日 74

101 北花田口歩道橋補修工事（３期） 株式会社味起央 平成30年10月31日 73

102 南消防署ほか非常用発電設備更新工事 株式会社ＵＥエンジニア 平成30年9月10日 77

103
上神谷小学校外１校便所改修工事に伴
う給排水衛生設備工事

株式会社インプルーブ 平成30年10月1日 75

104
府道堺阪南線ほか道路案内標識柱補修
工事

有限会社井ノ商 平成30年11月1日 71

105 上神谷小学校外１校便所改修工事 有限会社エイチ建設 平成30年9月14日 70

106
府道深井畑山宿院線ほか道路照明灯建
替工事

株式会社ＵＥエンジニア 平成30年11月6日 73

107
堺市民芸術文化ホール周辺整備工事に
伴う植栽工事

有限会社前田造園 平成30年9月19日 72

108
保健医療センターほか１か所耐震補強ほ
か工事

有限会社辻弘工務店 平成30年9月19日 60

109 北野田１５号線ほか道路整備工事 株式会社樹楽園 平成30年10月25日 69

110 鴨谷台１２５号線舗装補修工事 株式会社美濃田産業 平成30年11月1日 71

111 第１もず園園舎改修ほか工事 株式会社中嶋工務店 平成30年9月10日 70

112 霊園便所改修工事 株式会社好村 平成30年9月10日 72

113 百舌鳥梅３７号線道路整備工事 株式会社鎌野組 平成30年10月29日 72

114 臨海１号線舗装補修工事（第２工区） 有限会社センター建設 平成30年10月29日 70

115 三宝向陽線舗装補修工事 有限会社東陽工務店 平成30年10月29日 72

116 百舌鳥梅北町４丁地内水路整備工事 有限会社ブラザー産業 平成30年11月6日 71

117 斎場定期補修工事 太陽築炉工業株式会社 平成30年8月24日 73

118
府道大阪狭山線（現）歩道改良工事（第２
工区）

株式会社飛馬建設興業 平成30年10月26日 69

119
府道富田林泉大津線（現）舗装補修工事
（第２工区）

株式会社鶴土木興業 平成30年12月3日 84



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.7

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

120
内川排水機場１号ポンプ用電動機ほか
整備工事

株式会社日螢機電 平成30年11月1日 72

121 浜寺石津町西４丁地内家屋除却工事 株式会社松三 平成30年11月6日 69

122 吾妻橋補修工事 関西グランドテック株式会社 平成30年10月26日 71

123
百舌鳥陵南３号線コミュニティ道路整備
工事

ミヤ建設 平成30年11月12日 74

124
履中天皇陵古墳視点場整備に伴う歩道
整備工事

有限会社岡部組 平成30年11月15日 70

125
晴美台２０号線ほか道路舗装更新ほか
工事

株式会社国府 平成30年11月15日 77

126
府道富田林泉大津線（現）ほか道路案内
標識設置工事

株式会社協同精工 平成30年11月16日 72

127 石津上線道路整備工事 株式会社陳原組 平成30年11月14日 69

128 府道大堀堺線自転車通行環境整備工事 メガ・ドットコム 平成30年11月13日 70

129 栂緑道（桃山台）休憩施設等整備工事 リコリス 平成30年10月24日 73

130
三国ヶ丘百舌鳥線自転車通行環境整備
工事

松永興業株式会社 平成30年11月15日 70

131 （仮称）初芝さくら公園改修工事 杏奈 平成30年10月29日 71

132 海山山本１号線舗装補修工事 正基建設株式会社 平成30年11月15日 80

133 府道堺大和高田線歩道改良工事 株式会社グリーングラス 平成30年11月14日 72

134 府道大阪和泉泉南線防護柵補修工事 株式会社道路テック 平成30年11月15日 72

135 浜寺石津小学校境界塀撤去工事 林組株式会社 平成30年12月25日 63

136 神石小学校境界塀撤去工事 大相土建株式会社 平成30年12月17日 67

137 内川排水機場計装変換器盤更新工事 株式会社小池田電工 平成30年11月15日 73

138 八田荘小学校境界塀撤去工事 照建株式会社 平成30年12月13日 66

139 浜寺小学校境界塀撤去工事 南街建設株式会社 平成31年1月16日 72



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.8

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

140 東三国丘小学校境界塀撤去工事 吉田重機建設株式会社 平成30年12月14日 67

141 都市緑化センター温室屋根改修外工事 株式会社三国建設 平成30年10月30日 65

142 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30年10月15日 72

143 南八下小学校境界塀撤去工事 ミヤ建設 平成30年12月17日 70

144 下黒山南交差点整備工事 株式会社北口造園土木 平成31年2月1日 72

145 東百舌鳥公民館屋上防水改修工事 株式会社小林塗装店 平成30年11月15日 65

146 三原台２号線ほか街路樹更新工事 岡本造園 平成30年11月15日 69

147 白鷺公園園路改修工事（２期） 有限会社オーエムワークス 平成30年11月16日 74

148 登美丘北公園遊具等改修工事 グリーン建設株式会社 平成30年11月15日 72

149
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺Ｓ８フィールド人工芝張替
工事

美濃田・味起央建設工事共同企業体　代
表構成員　株式会社美濃田産業

平成30年12月25日 78

150 大蓮公園ほか園路舗装改修工事 株式会社永光舗装 平成30年11月21日 70

151 浅香山公園複合遊具等設置工事 豊栄建設株式会社 平成30年11月16日 72

152
新檜尾公園ほかマンホール型防災トイレ
設置工事

関西工業株式会社 平成30年11月12日 76

153
光明池緑道（城山台）ほか園路舗装改修
工事

株式会社ローディング 平成30年11月15日 72

154 金岡公園第１０号橋新設ほか工事 株式会社松尾組 平成30年11月16日 75

155
家原大池公園木床デッキ改修工事（第二
期）

有限会社義松緑化 平成30年12月19日 70

156
府道大阪和泉泉南線ほか道路案内標識
板補修工事

株式会社道路テック 平成31年1月25日 73

157 府道堺狭山線歩道灯設置工事 株式会社ウエダ電機 平成30年12月19日 69

158 府道堺かつらぎ線ほか歩道整備工事 株式会社飛馬建設興業 平成30年12月18日 71

159
槇塚台晴美台線ほか道路舗装更新ほか
工事（その２）

株式会社河生建設 平成30年12月26日 70



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.9

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

160
新檜尾台２５号線ほか道路舗装更新ほ
か工事

株式会社サクシード 平成30年12月18日 73

161 宮山台茶山台線街路樹更新工事 金澤造園 平成31年1月22日 69

162 大道筋ほか植栽工事 株式会社恵美寿園 平成31年1月23日 69

163 南丸保園地内管理用地復旧工事 株式会社アラマサ 平成30年12月27日 72

164
府道我堂金岡線（新）ほか道路案内標識
設置工事

ラインファルト工業株式会社 平成30年11月13日 71

165
大仙公園（児童の森）雨水排水施設等改
修工事

有限会社久保造園 平成30年12月18日 71

166 大仙緑道園路舗装改修工事 有限会社セラフ 平成30年12月12日 70

167
府道大阪高石線（新）道路案内標識復旧
工事

株式会社司商事 平成31年1月24日 72

168 大浜南町公園ほか照明設備更新工事 株式会社システムエンジニア 平成30年12月13日 74

169 御陵山公園園路舗装等改修工事 株式会社楓建設 平成30年12月19日 73

170
勤労者総合福祉センターレストラン空気
調和設備改修工事（その２）

株式会社光 平成30年12月13日 73

171 金岡小学校境界塀撤去工事 株式会社木綿麻建設 平成30年11月12日 70

172 瓦町１８号線道路照明灯ＬＥＤ更新工事 株式会社モリシタ 平成31年2月18日 71

173 日置荘西小学校境界塀撤去工事 初芝設備株式会社 平成30年12月14日 69

174 大泉学園境界塀撤去工事 中村重機 平成30年12月28日 72

175 新金岡東小学校境界塀撤去工事 野遠土木工業株式会社 平成30年12月20日 71

176 殿馬場中学校境界塀撤去工事 祐世建設株式会社 平成30年12月13日 67

177 日置荘中学校境界塀撤去工事 八重建設 平成30年12月17日 66

178 浜寺中学校境界塀撤去工事 木下建設株式会社 平成30年12月14日 77

179 上野芝中学校境界塀撤去工事 株式会社大井興業 平成30年12月13日 66



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.10

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

180 五箇荘中学校境界塀撤去工事 株式会社サンエス 平成30年12月28日 68

181 八田荘中学校境界塀撤去工事 株式会社向山組 平成30年12月13日 72

182 金岡南中学校境界塀撤去工事 金岡住建株式会社 平成30年12月19日 66

183 堺高等学校境界塀撤去工事 小猿金属工業株式会社 平成30年12月13日 68

184 金岡南小学校境界塀撤去工事 株式会社大森工務店 平成30年12月13日 68

185 ぽぷら橋北側橋脚撤去工事 大日本土木株式会社　大阪支店 平成30年12月18日 72

186 鳳上線道路照明灯設置工事 株式会社松尾電設 平成31年1月24日 67

187 三原公園健康遊具設置工事 株式会社グリーングラス 平成31年1月23日 68

188 鳳南小学校境界塀撤去工事 株式会社生貴建設 平成30年11月27日 70

189
認定こども園百舌鳥幼稚園境界塀撤去
工事

株式会社淺川組　大阪支店 平成30年12月7日 68

190 日置荘小学校境界塀撤去工事 株式会社益田組 平成30年12月12日 67

191 北老人福祉センター屋上防水改修工事 有限会社木戸商店 平成31年1月15日 70

192
東工場第一工場ほか１棟屋上防水改修
工事

阪南工業株式会社 平成31年1月23日 67

193
臨海１号線車両用防護柵復旧工事（その
２）

有限会社ＫＳ光健 平成31年1月22日 71

194 黒山小学校境界塀撤去工事 有限会社エー・エル・シータカハシ 平成30年12月12日 69

195 錦綾小学校境界塀撤去工事 株式会社山下建設 平成31年1月16日 70

196 深井小学校境界塀撤去工事 合田建設有限会社 平成31年1月21日 70

197 福泉小学校境界塀撤去工事 株式会社アラマサ 平成31年1月16日 71

198 五箇荘東小学校境界塀撤去工事 株式会社橋爪工務店 平成31年1月23日 65

199 八上小学校境界塀撤去工事 株式会社樹楽園 平成31年1月16日 74



工事成績評定一覧表 令和元年６月公表分 No.11

番号 工事名 請負業者名 契約年月日 評定点

200 三国丘中学校境界塀撤去工事 株式会社堺鉄建 平成31年1月16日 69

201 東百舌鳥中学校境界塀撤去工事 中美土木建設株式会社 平成31年1月11日 70

202 福泉中学校境界塀撤去工事 株式会社陳原組 平成31年1月15日 72

203 登美丘中学校境界塀撤去工事 株式会社宮本組 平成31年1月16日 70

204 浅香山中学校境界塀撤去工事 株式会社桃李土木工業 平成31年1月15日 73

205 中百舌鳥中学校境界塀撤去工事 株式会社小林建設 平成31年1月16日 69

206 白鷺幼稚園境界塀撤去工事 アーテック・にしかわ 平成31年1月28日 68

207 五箇荘小学校境界塀撤去工事 株式会社ＫＳＮ 平成31年1月17日 66


