
工事成績評定一覧表 令和２年３月公表分 No.1

番号 工事名称 請負業者 契約年月日 評定点

1 堺高等学校体育館棟内部改修工事 株式会社大阪建物管理 平成31年3月14日 71

2
堺高等学校体育館棟内部改修工事に伴
う電気設備工事

株式会社松尾電設 平成31年3月26日 73

3 鳳上線歩道整備工事（３０－２） 株式会社ベックス 平成31年3月25日 65

4
大阪河内長野線（南余部・北野田地区）
交差点改良工事

株式会社目黒舗装 平成31年3月25日 69

5 中央歩道橋補修ほか工事 大容建設株式会社 平成30年8月30日 76

6 府道大阪高石線（現）歩道舗装補修工事 株式会社そのだ工務店 令和元年7月16日 72

7 五箇荘東小学校排水設備改修工事 株式会社インプルーブ 令和元年6月21日 71

8 大浜高架橋Ｐ２４耐震対策工事 株式会社五大コーポレーション 平成30年11月27日 78

9 東工場第一工場定期補修工事 日立造船株式会社 令和元年6月3日 75

10
日置荘小学校ほか３校境界フェンス改修
工事

メガ・ドットコム 令和元年7月12日 69

11
大仙西町団地２棟外建替住宅建設工事
（第１工区）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4月13日 76

12
大仙西町団地２棟外建替住宅建設工事
（第２工区）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4月13日 77

13 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺高圧ケーブル改修工事 小寺電機株式会社 令和元年7月17日 77

14
中百舌鳥中学校ほか１校境界フェンス改
修ほか工事

株式会社М・Ｅ・Ｅ 令和元年7月18日 71

15
五箇荘東小学校ほか１校境界フェンス改
修工事

小猿金属工業株式会社 令和元年8月22日 71

16 石津上線道路整備工事 山本造園株式会社 令和元年8月30日 73

17
南八下小学校便所改修ほか工事に伴う
給排水衛生設備工事

株式会社鳳水道工業所 令和元年6月3日 72

18
新金岡東小学校ほか２校境界フェンス改
修工事

株式会社河村興業 令和元年8月22日 65

19
北清水建替住宅建設工事に伴う給排水
衛生設備工事

泉陽冷熱株式会社 平成30年6月5日 74

20 新家深井線歩道拡幅工事 有限会社ブラザー産業 令和元年9月26日 73



工事成績評定一覧表 令和２年３月公表分 No.2

番号 工事名称 請負業者 契約年月日 評定点

21
金岡南中学校ほか１校境界フェンス改修
工事

行建設有限会社 令和元年8月21日 70

22
八田荘西小学校ほか２校境界フェンス改
修工事

株式会社阪商 令和元年8月21日 68

23
白鷺小学校ほか１校境界フェンス改修ほ
か工事

有限会社溝川工務 令和元年8月23日 69

24
府道美原太子線（現）ほか歩道改良工事
（第２工区）

株式会社大阪建物管理 令和元年8月20日 71

25 中深井泉田中線道路改良工事 株式会社香山組 平成31年1月18日 70

26
金岡小学校校舎改築工事に伴う電気設
備工事

株式会社小池田電工 平成29年10月25日 81

27
金岡小学校校舎改築工事に伴う空気調
和設備工事

美和設備工業株式会社 平成29年10月17日 75

28
金岡小学校校舎改築工事に伴う給排水
衛生設備工事

泉陽冷熱株式会社 平成29年10月20日 67

29
大仙西町団地２棟外建替住宅建設工事
（第１工区）に伴う電気設備工事

株式会社東陽電気商会 平成30年4月16日 77

30
大仙西町団地２棟外建替住宅建設工事
（第２工区）に伴う電気設備工事

株式会社東陽電気商会 平成30年4月16日 77

31 宮山台中学校受変電設備外改修工事 株式会社ＵＥエンジニア 令和元年6月13日 77

32
榎小学校校舎解体ほか工事に伴う給排
水衛生設備工事

大泉水道株式会社 令和元年5月31日 72

33
初芝体育館第１体育室空気調和設備改
修工事

阪和水道株式会社 令和元年6月20日 75

34
家原寺小学校便所改修工事に伴う給排
水衛生設備工事

株式会社大同設備 令和元年5月30日 72

35
三国丘小学校外壁改修ほか工事に伴う
機械設備工事

株式会社和泉管工 令和元年7月1日 71

36
北清水建替住宅建設工事に伴う電気設
備工事

株式会社ＵＥエンジニア 平成30年5月28日 75

37 西区役所中央監視設備改修工事
アズビル株式会社　アドバンスオートメー
ションカンパニー関西支社

令和元年7月24日 73

38 本館吸収式冷温水発生機修繕工事 株式会社日立ビルシステム　関西支社 令和元年6月26日 72

39 鳳上線駅前広場整備ほか工事 日英建設株式会社 平成30年12月3日 81

40
（仮称）堺市総合防災センター敷地造成
外工事

日英・ハナフサ建設工事共同企業体　代
表構成員　日英建設株式会社

平成29年9月8日 81



工事成績評定一覧表 令和２年３月公表分 No.3

番号 工事名称 請負業者 契約年月日 評定点

41 さつき野中学校外壁改修ほか工事 株式会社生貴建設 令和元年5月24日 74

42 福泉中央小学校外壁改修外工事 株式会社新日本技建 令和元年5月27日 70

43 金岡北中学校外壁改修ほか工事 株式会社コシャカＷＯＲＬＤ 令和元年6月3日 73

44 家原寺小学校便所改修工事 株式会社友幸産業 令和元年5月22日 78

45 榎小学校校舎解体ほか工事 株式会社川原塗装店 令和元年5月27日 70

46 南八下小学校便所改修ほか工事 日英建設株式会社 令和元年5月22日 76

47 浅香山小学校外壁改修ほか工事 高分子株式会社 令和元年6月14日 73

48
大仙西町団地２棟外建替住宅建設工事
（第１工区）

堺土建株式会社 平成30年3月28日 82

49
大仙西町団地２棟外建替住宅建設工事
（第２工区）

株式会社木綿麻建設 平成30年3月28日 80

50 北清水建替住宅建設工事 株式会社橋爪工務店 平成30年3月28日 82

51 三国丘小学校外壁改修ほか工事 エー・アール・シー建設株式会社 令和元年6月14日 75


