
公表分 NO.9

番号 完成検査日
評定点
（点）

1 平成28年8⽉18日 71.8

2 平成28年9⽉2日 79.0

3 平成28年8⽉29日 68.0

4 平成28年9⽉5日 73.0

5 平成28年9⽉13日 69.0

6 平成28年9⽉27日 75.0

7 平成28年10⽉14日 76.6

8 平成28年10⽉19日 74.4

9 平成28年11⽉7日 69.4

10 平成28年11⽉8日 77.4

11 平成28年11⽉9日 74.3

12 平成28年11⽉22日 79.8

13 平成28年12⽉12日 76.1

14 平成28年12⽉26日 76.8

15 平成28年12⽉26日 80.2

16 平成29年1⽉17日 81.6

17 平成29年1⽉26日 81.4

18 平成29年1⽉24日 73.0

19 平成29年1⽉31日 73.2

20 平成29年2⽉2日 76.4

21 平成29年2⽉1日 77.0

22 平成29年2⽉3日 84.2

23 平成29年2⽉1日 75.1

24 平成29年2⽉8日 82.0

25 平成29年2⽉9日 75.4

26 平成29年2⽉6日 79.9

27 平成29年2⽉9日 79.6

28 平成29年2⽉15日 74.4

29 平成29年2⽉16日 74.6

30 平成29年2⽉23日 78.0

国分市場１丁目配水管仮設工事 大橋建設 株式会社

旭ヶ丘3丁目配水管布設替工事 株式会社 至田水道工業所

高井田配水管布設替工事 株式会社 涼水設備

公共下水道工事(国)28-1工区 馬場建設 株式会社

公共下水道工事(東)28-2工区 株式会社 畑本水道工業所

円明保育所エアコン取替工事 株式会社 ウィリング

市⽴⽼⼈福祉センター外構補修工事 株式会社 年寿興産

柏原小学校校舎耐震化工事 株式会社 ⻑⾕川工務店

公共下水道工事(国)28-4工区 浜田建設工業

工事成績評定一覧表
平成29年6⽉1日

清州1丁目地内雨水桝設置工事（その2） 柳建設 株式会社

公共下水道工事(国)28-3工区 株式会社 文野建設

柏原東小学校校舎耐震化工事 ⻄野建設工業 株式会社

清州1丁目配水管布設替工事 株式会社 カスタム

太平寺2丁目配水管布設替工事 有限会社 上田機工

公共下水道工事(東)28-3工区 横野組

本郷2丁目配水管布設替工事 株式会社 大紀

玉手町配水管布設工事 安達建設 株式会社

堅下合同会館エレベーター改修工事 日本オーチス・エレベータ 株式会社 ⻄日本⽀社

田辺1丁目配水管布設替工事 みずほ設備

工事名称 請負業者名

平成28年度 柏原⻄排水区実施設計業務 株式会社 間瀬コンサルタント大阪⽀店

公共下水道工事(⻄)28-2工区 馬場建設 株式会社

大県本郷線整備に伴う公共下水道工事 大鉄工業 株式会社

中学校特別教室空調設備設置工事 柳⽣設備 株式会社

⻑瀬川⻄線外1路線道路舗装工事 株式会社 文野建設

国分東条町13番配水管布設替工事 有限会社 前岡住宅設備柏原営業所

小学校特別教室等空調設備設置工事 株式会社 ウィリング

公共下水道工事(東)28-1工区 株式会社 久本組

公共下水道工事(国)28-2工区 株式会社 辻野組

上市1丁目外配水管布設替工事 三晃開発 株式会社

法善寺20号線他一路線道路舗装工事 株式会社 辻野組



公表分 NO.9

番号 完成検査日
評定点
（点）

工事成績評定一覧表
平成29年6⽉1日

工事名称 請負業者名

31 平成29年2⽉27日 77.6

32 平成29年2⽉27日 74.6

33 平成29年2⽉28日 73.6

34 平成29年3⽉8日 74.2

35 平成29年3⽉9日 71.6

36 平成29年3⽉9日 79.5

37 平成29年3⽉10日 74.8

38 平成29年3⽉17日 82.0

39 平成29年3⽉21日 84.4

40 平成29年3⽉16日 73.2

41 平成29年3⽉17日 74.0

42 平成29年3⽉22日 76.3

43 平成29年3⽉23日 72.6

44 平成29年3⽉23日 69.1

45 平成29年3⽉22日 72.1

46 平成29年3⽉27日 64.2

47 平成29年3⽉28日 67.4

48 平成29年3⽉29日 76.5

49 平成29年3⽉28日 73.8

50 平成29年3⽉29日 73.0

51 平成29年3⽉27日 81.4

52 平成29年3⽉30日 77.7

53 平成29年3⽉30日 77.8

54 平成29年3⽉30日 74.2

55 平成29年3⽉31日 73.5

56 平成29年4⽉21日 79.7

田辺配水池排水流量計更新工事 吉田機電 株式会社 大阪⽀店

JR柏原駅⻄⼝交差点歩道設置工事 有限会社 エムジーテクノス

玉手橋補修設計及び⽼朽化対策検討業務 扇コンサルタンツ 株式会社 大阪⽀店

プール設備改修工事（その2） 株式会社 関⼝建設

恩智川多目的遊水地市⺠スポーツ広場測量設計業務 株式会社 エハラ

円明町配水管布設替工事 東亜工業 株式会社

大県橋水管橋架設替工事 大橋建設 株式会社

LED防犯灯設置工事（単価契約） 留奥電工株式会社

加圧給水ポンプ更新工事（その２） 株式会社 畑本水道工業所

国分寺大橋補修及び耐震補強設計業務 中央コンサルタンツ株式会社大阪⽀店

名阪北線道路舗装工事 三晃開発 株式会社

柏原地区既設管調査業務 玉野総合コンサルタント 株式会社 大阪⽀店

（仮称）大県２丁目地内公園整備工事 ドリームスペース有限会社

法善寺1号線外一路線道路舗装工事 横野組

平成28年度 柏原東排水区実施設計業務 株式会社 森エンジニアリング大阪⽀店

国分東条町29番配水管布設替工事 株式会社 カスタム

新安堂配水池計装・制御盤更新工事 株式会社 まさでん

法善寺3丁目外配水管布設替工事 株式会社 大紀

平野2丁目配水管布設替工事 富士建設 株式会社

国分本町7丁目送配水管撤去工事 奈良建設 株式会社 大阪⽀店

議場冷暖房機設置工事（その２） 株式会社竹村コーポレーション大阪⽀店

国分市場1丁目外配水管布設替工事 東亜工業 株式会社

国分寺大橋設計に伴う治水安全度検討外業務 中央コンサルタンツ株式会社大阪⽀店

信貴太平寺線予備設計業務 株式会社エイテック大阪⽀店

市内道路横断側溝補修工事 株式会社年寿興産

平成28年度 国分排水区実施設計業務 株式会社 協和コンサルタンツ関⻄営業所


