
工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.1

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

1 泉田中釜室１号線舗装補修工事 益建興業 令和元年9月30日 71

2 新家深井線道路照明灯ＬＥＤ更新工事 松崎電設株式会社 令和元年9月25日 68

3 黒山小学校外壁改修ほか工事 株式会社松永建装 令和元年5月22日 71

4 並松綾之西１号線舗装補修工事 株式会社シンセイ設備 令和元年10月1日 71

5
東浅香山町２丁地内法定外道路整備工
事

メガ・ドットコム 令和元年7月12日 70

6
東工場第二工場集じん灰処理装置ほか
改修工事

クボタ環境サービス株式会社
大阪支社

令和元年5月21日 76

7 今池住宅Ｄ棟昇降機改修工事
フジテック株式会社　近畿統
括本部

令和元年7月17日 79

8
赤坂台中学校外壁改修ほか工事に伴う
機械設備工事

大成設備工業株式会社 令和元年7月1日 71

9 赤坂台中学校外壁改修ほか工事 株式会社隆栄建設 令和元年6月25日 73

10
八田荘中学校ほか２校プール防水シート
改修工事

南街建設株式会社 令和元年9月13日 76

11 津久野こども園空気調和設備改修工事 有限会社セイユウ設備 令和元年8月21日 75

12 金岡南小学校堺っ子くらぶ改修ほか工事 株式会社生貴建設 令和元年6月21日 73

13 都市緑化センター受変電設備更新工事 株式会社三友テクノ 令和元年8月20日 75

14
東百舌鳥小学校外壁改修ほか工事に伴
う機械設備工事

株式会社新冷熱工業所 令和元年7月2日 70

15 協和町東団地２０号館外壁改修工事 有限会社溝川工務 令和元年7月17日 75

16 東百舌鳥小学校外壁改修ほか工事 株式会社イズミクス 令和元年6月18日 72

17
福田小学校ほか２校境界フェンス改修工
事

株式会社弘翔建工 令和元年9月20日 70

18
金岡南小学校堺っ子くらぶ改修ほか工事
に伴う機械設備工事

株式会社丸阪 令和元年7月1日 73

19 文化財課分室空気調和設備改修工事 株式会社西辻水道 令和元年8月9日 72

20 中消防署空気調和設備改修ほか工事 株式会社山下商会 令和元年9月20日 76



工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.2

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

21 初芝体育館防水改修工事 勝栄建材工業株式会社 令和元年8月22日 74

22 府道大堀堺線歩道改良工事 有限会社エコライズ 令和元年9月27日 74

23 木材通２５号線ほか舗装補修工事 株式会社トレス建設 令和元年9月24日 71

24
大阪河内長野線（南余部・北野田地区）
道路築造工事（第２工区）

株式会社サンエス 平成30年9月26日 76

25 美原こども館やかみ排水設備改修工事 株式会社中本建設 令和元年11月7日 70

26
協和町東団地１９号館外壁改修ほか工
事

株式会社サンフィールド 令和元年7月26日 70

27 光竜寺小学校便所改修工事 有限会社工務店近藤元 令和元年11月1日 74

28 三宝小学校外壁改修ほか工事 株式会社沢田工務店 令和元年6月3日 71

29 榎橋歩道橋補修ほか工事 関西グランドテック株式会社 平成31年2月12日 71

30 槇塚台晴美台線道路舗装更新工事 株式会社鶴土木興業 令和元年11月1日 79

31
府道富田林泉大津線（現）舗装補修工事
（竹城台地区）

吉村道路株式会社 令和元年9月25日 75

32 大浜高架橋Ｐ８耐震対策工事 国誉建設株式会社 平成30年10月2日 77

33 斎場定期補修工事 太陽築炉工業株式会社 令和元年8月30日 73

34 少林寺小学校便所改修工事 株式会社イズミクス 令和元年10月29日 68

35
東工場排水処理施設脱水ケーキホッパ
―更新工事

クボタ環境サービス株式会社
大阪支社

令和元年5月23日 82

36 府道堺羽曳野線（旧）道路整備工事 株式会社アラマサ 令和元年8月23日 65

37
八田荘中学校ほか３校境界フェンス改修
工事

株式会社三友テクノ 令和元年9月17日 71

38 福泉上小学校境界フェンス改修工事 株式会社三友テクノ 令和元年9月17日 68

39 福泉小学校境界フェンス改修工事 ハセガワ企画 令和元年9月18日 68

40 福泉東小学校境界フェンス改修工事 辰巳工業 令和元年9月18日 68



工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.3

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

41 南区役所臨時駐車場整備工事 株式会社グリーンヒルズ 令和元年11月21日 68

42 北野田２８号線ほか道路整備工事 有限会社溝川工務 令和元年9月17日 68

43 大道筋舗装補修工事 株式会社神明 令和元年10月30日 73

44
福泉中学校ほか１校境界フェンス改修工
事

有限会社堺エコノス 令和元年8月20日 72

45 府道泉大津美原線（現）道路整備工事 株式会社土商 令和元年9月17日 70

46
美原総合スポーツセンター特定天井改修
工事

株式会社セイワ建装 令和元年9月19日 76

47 北区役所自動火災報知設備更新工事 ホーチキ株式会社　関西支店 令和元年10月15日 73

48 元美原こども館いわき分館解体工事 有限会社木戸商店 令和元年10月30日 70

49 臨海１号線舗装補修工事（第３工区） 有限会社久世建設 令和元年11月1日 74

50 築港南島線自転車通行環境整備工事 株式会社安土交安施設 令和元年8月22日 70

51 槇塚公園ほか園路舗装改修工事 株式会社入江組 令和元年11月1日 71

52
防災行政無線（同報系デジタル）屋外拡
声子局受信機更新工事

ＫＯＳネットワーク株式会社
大阪支店

令和元年8月23日 74

53
百舌鳥陵南３号線コミュニティ道路整備
工事

株式会社浜田組 令和元年10月29日 68

54
深井小学校ほか２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 68

55 大仙緑道園路舗装改修工事（第２期） 株式会社オラクル 令和元年12月19日 73

56 リサイクルプラザ定期補修工事 極東開発工業株式会社 令和元年10月28日 72

57
英彰小学校ほか３校境界フェンス改修ほ
か工事

有限会社ＫＳ光健 令和元年9月13日 72

58
東工場第二工場不活性ガス消火設備改
修工事

株式会社システム電気防災 令和元年9月17日 74

59
堺自然ふれあいの森「森の館」屋上防水
改修ほか工事

有限会社東口工業 令和元年9月20日 72

60 安井小学校便所改修工事 株式会社神石建設 令和元年10月25日 74



工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.4

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

61 金岡小学校境界フェンス改修工事 美佐紀興業株式会社 令和2年1月7日 70

62
錦綾小学校ほか３校境界フェンス改修ほ
か工事

株式会社憂心建設 令和元年8月21日 65

63 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

令和元年5月29日 80

64 浄化ステーション定期補修工事
水ｉｎｇエンジニアリング株式会
社　西日本支店

令和元年10月30日 71

65
晴美台２５号線ほか道路舗装更新ほか
工事

恒和建設株式会社 令和元年11月27日 72

66 府道大阪和泉泉南線舗装補修工事 正基建設株式会社 令和元年10月25日 75

67
五箇荘小学校ほか２校境界フェンス改修
工事

株式会社松三 令和元年11月18日 68

68 大浜公園相撲場屋根防水改修工事 阪南工業株式会社 令和元年10月28日 73

69
府道堺狭山線ほか道路案内標識柱建替
工事

株式会社橋本建設 令和元年10月28日 72

70
原山ひかり小学校再編整備工事に伴う
電気設備工事

株式会社Ｒａｉｎｇ 平成30年11月7日 81

71 三宝歩道橋補修工事 株式会社松永建装 令和元年8月23日 72

72
原山ひかり小学校再編整備工事に伴う
給排水衛生設備工事

株式会社新冷熱工業所 平成30年10月25日 69

73
原山ひかり小学校再編整備工事に伴う
空気調和設備工事

株式会社鳳水道工業所 平成30年11月2日 76

74 原山ひかり小学校再編整備工事
堺土建・藤木組建設工事共同
企業体　代表構成員　堺土建
株式会社

平成30年9月28日 78

75
百舌鳥古墳群周遊路サイン整備工事（２
期）

株式会社馬渕興業 令和元年10月23日 71

76 鳳小学校境界塀改修工事 グリーン建設株式会社 令和元年11月20日 70

77
府道大阪和泉泉南線ほか道路案内標識
板補修工事

株式会社マルイ 令和元年11月1日 68

78 遠里小野橋補修工事（４期）
株式会社五大コーポレーショ
ン

令和元年9月12日 79

79
府道堺阪南線ほか道路案内標識板更新
工事

株式会社和建 令和元年12月24日 69

80 栂大橋補修工事 関西グランドテック株式会社 令和元年7月1日 73



工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.5

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

81 小代橋補修工事
五大・成世建設工事共同企業
体　代表構成員　株式会社五
大コーポレーション

令和元年8月8日 83

82
日高少年自然の家ボイラー室改修ほか
工事

株式会社エヌ・アイ・エヌ 令和元年11月22日 74

83 百舌鳥梅３８号線道路整備工事 大地建設興業株式会社 令和元年10月24日 71

84
府道美原太子線（新）雨水排水管整備工
事

善建設工業株式会社 令和元年10月25日 69

85 木材通８号線道路整備工事 福真建設 令和元年9月20日 76

86
府道堺泉北環状線ほか自転車通行環境
整備工事

南街建設株式会社 令和元年8月20日 69

87 高層館非常用発電機設備更新工事 真鍋電機株式会社 令和元年8月6日 81

88 東西道路舗装更新ほか工事 益建興業 令和元年12月26日 70

89
府道堺かつらぎ線ほか道路案内標識板
補修工事

株式会社本田組 令和2年1月28日 70

90
新檜尾台１０号線ほか道路照明灯設置
工事

河テック 令和元年11月21日 67

91
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺Ｓ９フィールド人工芝張替
工事

大地建設興業株式会社 令和元年12月27日 78

92 大仙公園平和塔周辺広場ほか改修工事 有限会社久保造園 令和元年12月23日 72

93
府道大阪高石線（新）中百舌鳥地下道ほ
か監視カメラ無停電電源設備設置工事

大侑電機株式会社 令和元年10月29日 67

94 城山台２１号線歩道整備工事 株式会社土商 令和元年10月25日 71

95 三原台高倉台線街路樹更新工事 株式会社古澤商会 令和元年12月23日 74

96 宮山台茶山台線街路樹更新工事 北野造園 令和元年11月25日 78

97 今池橋（常磐）ほか補修工事 泉都興業株式会社 令和元年9月25日 74

98 府道堺かつらぎ線歩道整備工事 福島土木建設株式会社 令和元年11月20日 70

99
府道大阪高石線（新）舗装補修工事（第３
工区）

株式会社街路 令和元年9月30日 80

100 下黒山跨道橋補修工事（２期）
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

令和元年7月19日 80



工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.6

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

101
府道富田林泉大津線（現）舗装補修工事
（第３工区）

正基建設株式会社 令和元年9月30日 81

102
府道泉大津美原線（新）道路照明灯設置
工事

株式会社システムエンジニア 令和元年11月22日 74

103 栂緑道（庭代台）ほか樹木更新工事 株式会社桑和 令和元年12月20日 75

104 大美野公園ブロック塀改修工事 株式会社アラマサ 令和元年12月20日 71

105
北野田じにあ公園ほかブロック塀ほか改
修工事

株式会社ライズワン 令和元年12月26日 72

106 国道３１０号歩道改良工事（第２工区） 株式会社ランズケープ 令和元年10月16日 68

107 府道西藤井寺線（現）歩道改良工事 株式会社三和建設工業 令和元年11月1日 68

108 新金岡１１０号線歩道整備工事 株式会社柴田技建 令和元年10月21日 68

109
府道堺大和高田線歩道改良工事（第２工
区）

株式会社好村 令和元年11月19日 70

110 本庁舎高層館電気錠更新工事 南街建設株式会社 令和2年1月24日 73

111
のびやか健康館Ｎｏ．２吸収式冷凍機補
修工事

パナソニック産機システムズ
株式会社　近畿支店

令和元年12月6日 72

112
北半町西桜之西１号線ほか道路整備ほ
か工事

株式会社阪商 令和元年10月28日 72

113 光明大橋補修工事 有限会社卓攝 令和元年10月7日 73

114 浜寺船津水路敷緑地帯移設工事 株式会社光緑園 令和元年12月20日 67

115
七道並松住宅１棟ほか６棟外壁改修ほ
か工事

株式会社愛光建設 令和元年8月1日 63

116 府道堺阪南線自転車通行環境整備工事 株式会社田嶋興業 令和元年9月26日 72

117
砂道翁橋線ほか道路照明灯建替ほか工
事

株式会社モリシタ 令和元年9月20日 68

118 府道堺狭山線道路照明灯建替工事 南河内電工 令和元年10月28日 73

119 阿弥２４号線道路改良工事 株式会社飛馬建設興業 令和2年1月29日 69

120 金岡公園第１１号橋上部工ほか工事 照建株式会社 令和元年9月17日 70



工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.7

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

121 大浜公園四阿改修工事 リコリス 令和2年1月28日 69

122 向泉寺公園改修工事（第１期）
株式会社さくらコーポレーショ
ン

令和元年12月20日 67

123 見野山公園擁壁ほか改修工事 有限会社溝川工務 令和元年12月23日 72

124 白鷺公園園路改修工事（３期） 株式会社大昇 令和元年12月24日 72

125 金岡公園園路改修工事（第１期） ラインファルト工業株式会社 令和元年12月23日 67

126 出島資材置場フェンス更新工事 有限会社道栄建設 令和元年11月22日 70

127
府道大阪狭山線（現）ほか道路案内標識
設置工事

株式会社林工業 令和元年12月19日 71

128 金岡６６号線歩道設置工事（第４工区） 祖川建設株式会社 令和元年12月27日 67

129 多治井６号線歩道設置工事
有限会社パブリックワークスミ
ナミノ

令和元年11月22日 69

130
府道大阪高石線（新）道路照明灯建替工
事

株式会社三友テクノ 令和元年12月19日 74

131 中村５号線道路整備工事 株式会社グリーンヒルズ 令和元年10月23日 73

132 府道堺狭山線交差点改良工事 ハセガワ企画 令和2年1月24日 71

133 中深井泉田中線舗装補修工事 株式会社泉忠組 令和元年12月17日 66

134
竹城台高架下資材置場フェンス更新工
事

株式会社桃李土木工業 令和元年12月20日 71

135
大浜高架橋（Ｃランプ、Ｐ１７－Ｐ２２工区）
耐震対策工事

木下・利晃・隆栄建設工事共
同企業体　代表構成員　木下
建設株式会社

平成30年9月28日 84

136
百舌鳥小学校校舎改築工事に伴う空気
調和設備工事

永安設備工業株式会社 平成30年10月16日 79

137
鳳南小学校ほか２校境界フェンス改修工
事

株式会社ハマテック 令和元年11月22日 65

138
家原大池公園木床デッキ改修工事（第３
期）

日本品質株式会社 令和元年11月28日 71

139
登美丘中学校ほか２か所境界フェンス改
修工事

有限会社グリーンアカサカ 令和元年11月20日 67

140
大浜高架橋（Ｐ１２－Ｐ１７工区）耐震対策
ほか工事

松尾・泉都・久栄建設工事共
同企業体　代表構成員　株式
会社松尾組

平成30年9月28日 82



工事成績評定一覧表 令和2年6月公表分 No.8

番号 工事名称 請負業者名 契約年月日 評定点

141
府道深井畑山宿院線交通安全施設設置
工事

潮奈美フラワー 令和元年11月20日 69

142 狭間川改修工事（３１‐１） 久栄建設株式会社 令和元年8月21日 75

143 竜神橋町１丁防火水槽耐震補強工事
近畿ヒノデサービス販売株式
会社

令和元年10月25日 73

144 原山公園関連駐車場ほか整備工事 近畿昭建株式会社 平成31年3月26日 76

145 久世公園整備工事 株式会社浦田造園 令和元年12月26日 72


