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変更後
発生元事業者名
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ルート

フカヤマ工業
大阪府羽曳野市桃山台1-4-3
072-956-3329
山本建材株式会社
大阪府八尾市東老原1-5

大阪府南河内郡太子町大字1834
ストックヤード

C

大阪府堺市西区鳳北町地内
宅地基礎工事

A

二之宮建材
大阪府高石市取石5丁目2-4
090-3659-7830
株式会社角野
大阪府羽曳野市河原城813-1
072-955-7877
株式会社文野建設
大阪府柏原市国分本町6丁目8番13号
072-978-3929
株式会社文野建設
大阪府柏原市国分本町6丁目8番13号
072-978-3929
株式会社IDサービス
兵庫県西宮市上甲子園2丁目10番6号
0798-81-5950
株式会社岡鉄工業
大阪府堺市美原区菅生882
072-363-4335
株式会社美和
大阪府堺市西区津久野町1-1-1
072-272-1616
株式会社高階 大阪支店 （西建実業）
大阪府大阪市中央区北浜1-5-10
06-6206-3920
住友電設株式会社 （河野商店）
大阪府阪市西区浜寺石津町中2丁5-35
072-350-2280
株式会社MARS
大阪市住之江区柴谷2丁目5番36号
090-3611-5238
有限会社イシイ
大阪府堺市南区稲葉2丁1721
072-272-7004
株式会社鴻友建設 （早川建材）
大阪府東大阪市新池島町3丁目9番8号

大阪府堺市南区小代
ストックヤード

A

大阪府羽曳野市河原城813-1
ストックヤード

C

大阪府柏原市高井田1584-3
ストックヤード

C

大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目地内
歩道整備工事

C

大阪府茨木市大字泉原375-6
ストックヤード

A

大阪府堺市美原区菅生1691
ストックヤード

A

大阪府堺市中区小阪359-13
小阪建替公営住宅第二期建設工事

A

大阪府堺市美原区黒山701-1他
ケーズデンキ堺美原店新築工事

A

大阪府堺市西区浜寺石津町西2丁
改修工事

A

大阪府大阪市住之江区染谷2-5-36
ストックヤード

A

大阪府堺市南区野々井156
ストックヤード

A

大阪府大阪市浪速区恵美須東3丁目6番15号
毎日モータープール解体工事

A

大阪府東大阪市池島町8-769-1
ストックヤード

C

大阪府大阪市北区大淀南3丁目8-4
プレサンス大淀南3丁目新築工事

A

大阪府河内長野市河合寺412
ストックヤード

A

大阪府富田林市小金台3丁目54番 他
宅地造成工事

A

大阪府羽曳野市尺度442
建替え整備工事

A

大阪府南河内郡太子町太子2448
ストックヤード

C

大阪府八尾市神武町２丁目69
ストックヤード

A

有限会社市村興業
大阪府東大阪市池島町8-769-1
072-988-6783
林組株式会社
大阪府大阪市北区大淀南3-8-11
06-635-0775
株式会社大誘 （梅川土建）
大阪府富田林市東板持町594-2
0721-33-5775
株式会社上野組工業 （ディトラスト）
大阪府岸和田市尾生町3丁目18番16号
072-443-5215
大末建設株式会社 （松永興産）
大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5番28号
有限会社エムケー
大阪府南河内郡太子町太子2448
0721-98-3786
株式会社シンテック
大阪府東大阪市西岩田2丁目2番11号
06-6789-3458
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株式会社山本工務店
大阪府松原市新堂5丁目260番地
072-336-1277
金本組
滋賀県甲賀市甲賀町890-1

大阪府吹田市佐竹台5丁目
大阪府営吹田佐竹台第2期高層住宅（建て替え）新築工事第2工区

A

大阪府堺市北区長曾根町661
なかよしの森認定こども園増改築工事

A

エイキ工業（有限会社英名総業）
大阪府堺市西区太平寺687
072-291-7738
株式会社鍛治田工務店
大阪府羽曳野市東阪田75
072-931-9731
株式会社英光産業
大阪府東大阪市水走1-9-15
072-962-8200
岸商店
大阪府富田林市中野町3-3099-3
0721-23-4200
株式会社邦光
大阪府八尾市志紀町南2-84
072-948-6050
ゴーダ工業株式会社
大阪府堺市中区深井中町740-3
072-279-4199
シマゾエ
大阪府羽曳野市東阪田15-11
072-958-5549
株式会社昭和工務店
大阪府大阪市東成区大今里南1-26-1
06-4307-5294
大容建設株式会社
大阪府堺市北区南花田36-1

大阪府堺市西区太平寺687
有限会社英名総業 ストックヤード

A

大阪府羽曳野市東阪田75
タケヤ化学工業本社ビル新築工事

A

大阪府東大阪市水走1-9-15
大阪東部リサイクルセンター

A

大阪府藤井寺市津堂2-13-25
ストックヤード

A

大阪府八尾市志紀町南２丁目
ストックヤード

A

大阪府大阪市東住吉区住道矢田8-14-8
ストックヤード

A

大阪府南河内郡太子町太子1192-1
ストックヤード

B

大阪府大阪市東成区大今里南1-200-1
ﾕﾆﾊｲﾑ大今里南ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ新築工事

A

大阪府堺市北区新金岡町4-9-1
大泉小学校大泉中学校校舎新築外工事

A

大阪府堺市北区中村町114,115
ストックヤード

A

大阪府堺市美原区小平尾1264-1
ストックヤード

A

大阪府南河内郡河南町東山45-3
ストックヤード

A

大阪府南河内群河南町寺田207-1
ストックヤード

B

茨木市双葉町382-4、384-4
共同住宅新築工事

A

大阪府八尾市大窪1034-1
ストックヤード

A

大阪府八尾市北本町2-207-1
ビル解体工事

A

奈良県大和高田市別所五位堂3外
造成工事

A

大阪府堺市中区毛穴町109-1
地盤改良工事

A

大阪府河内長野市日野1522
ストックヤード

A

大阪府河内長野市小山田町5351
ストックヤード

A

大阪府八尾市八尾木東3丁目
かいはつ

A

タカハシ興業
大阪府松原市北新町6-202-10
072-338-8588
株式会社武一興産
大阪府堺市美原区小平尾1264-1
072-369-5550
株式会社田中浚渫工業 河南町リサイクルセンター
大阪府南河内郡河南町一須賀389-2
0721-93-1504
株式会社ツジモト
大阪府富田林市梅の里2-17-5
0721-25-9478
株式会社DAI21
大阪府富田林市西板持町9-7-3
天政建設興業
大阪府八尾市大竹1-53
072-941-4141
中川企画建設株式会社
大阪府八尾市若林町1-76-3
072-920-1123
中川商店
奈良県大和高田市西三倉堂1-3-6
090-8208-3193
西坂商店
大阪府堺市西区平岡町341-2
072-278-2870
日東建材
大阪府河内長野市日野1522
090-1488-6226
野田建設
大阪府河内長野市千代田南町15-17
0721-55-6401
株式会社文岩組
大阪府八尾市田井中3-63
072-949-0051
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平成建設興業株式会社
大阪府富田林市若松町1-1248-6
0721-25-8741
株式会社見瀬商店
大阪府堺市西区鳳北町十丁83
072-265-6266
守金興業株式会社
大阪府寝屋川市上神田1-136
072-827-4572
有限会社ヤマナカ
大阪府大阪市生野区巽南1-14-13
06-6752-4127
株式会社黒川工業
大阪府富田林市南大伴町1-8-13
0721-26-0524
株式会社マツダツティーズ
大阪府大阪市平野区長吉川辺3-1-14
06-6700-5258
林組株式会社
大阪府堺市西区浜寺石津町東3-7-8

発生場所

ルート

大阪府富田林市若松町1-1269-4
住宅建替工事

A

大阪府堺市西区鳳北町10丁83
ストックヤード

A

大阪府寝屋川市上神田1-136
守金興業(株)寝屋川営業所
ストックヤード
大阪府藤井寺市岡2-997-1、997-9
マンション新築工事

A
A

大阪府富田林市南大伴町1丁目
ストックヤード

A

大阪府大阪市西区新町4-9
保育園新築工事

A

大阪府大阪市平野区喜連西4丁目
住宅建設工事

A

神田土木資材
大阪府松原市阿保6丁目

大阪府松原市阿保6丁目
ストックヤード

A

株式会社松田建設工業
大阪府東大阪市角田2-9-11

大阪府東大阪市加納4-7
ストックヤード

A

株式会社ｼｰｴｰﾃﾞｲ山崎組
大阪府大阪市住吉区杉本2-25-5

大阪府大阪市大正区三軒家東1-12-30
エステムコート新築工事

A

株式会社吉川商事
大阪府柏原市国分本町6-1-4
072-978-0432
大進建材株式会社
大阪府南河内郡太子町春日365-4
0721-80-3080
藤本商事
奈良県御坊市幸町233-1
0745-65-9884
柏原企業
大阪府藤井寺市川北2-183-1
072-971-9299
渡辺一郎
大阪府堺市西区鳳中町4-96-3

大阪府羽曳野市誉田1690-2
ストックヤード

A

大阪府南河内郡太子町春日365-4
ストックヤード

B

奈良県御坊市幸町233-1
ストックヤード

A

大阪府藤井寺市川北2-183-1
ストックヤード

A

大阪市中央区島之内2-18-1
道頓堀ポロジェクト

A

株式会社正木建設
大阪府八尾市木の本2丁目11-1

大阪府東大阪市宝持2丁目211-1
キリン堂東大阪市宝持店新築工事

A

有限会社前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町2番4号
072-939-8102
大末建設株式会社 （田中貴夫）
大阪市天王寺区寺田町1丁目4-26

大阪府藤井寺市野中5丁目地内
配水管移設工事

A

大阪市天王寺区寺田町1丁目4-26
興国高校アリーナ増設工事

A

坂口建材
大阪府東大阪市大蓮南4-11-10
06-6727-7328
有限会社セイナ
大阪府堺市美原区平尾296-12
072-369-3636
株式会社新鋭建設
大阪府摂津市鳥飼2-4-7

大阪府東大阪市衣摺5-3-21
ストックヤード

A

大阪府堺市美原区菅生3-1
ストックヤード

A

大阪府摂津市鳥飼2-4
ストックヤード

A

松田総業
大阪市生野区選中2丁目12-14

大阪市都島区都島本通1丁目19-18
都島サンライズマンション建築工事

A

松田総業
大阪市生野区選中2丁目12-14

大阪市大正区平尾2丁目17-6
大正グランドマンション建築工事

A
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株式会社淺沼組 大阪本店
大阪府藤井寺市春日丘3丁目1-78
072-927-1615
株式会社淺沼組
大阪府富田林市伏見堂95番地
0721-35-7188
達川組
大阪府堺市中区辻之1127-2

大阪府藤井寺市春日丘3-417-18他10筆
四天王寺学園校第3期施設計画

A

大阪府富田林市伏見堂95番地
汐の宮温泉病院建替工事

A

大阪市大正区三軒家東2丁目208-28
プレサンスロジェ大正東新築工事

A

達川組
大阪府堺市中区辻之1127-2

大阪市北区東天満2丁目4
アラム株式会社本社ビル工事

A

福田道路株式会社
大阪府岸和田市内畑町185-1

大阪市浪速区日本橋西1-7-6
日本橋中学校整備工事

A

泉都興業株式会社
大阪府堺市北区東浅香山町1-49

大阪府狭山市大野東
大野東宅地造成

A

進栄工業株式会社
大阪府富田林市喜志新家町2丁目4-10

大阪府富田林市中野町東2丁目4-25
甲東株式会社新築工事

A

有限会社直建設
大阪府河内長野市天野町233番1

大阪府河内長野市天野町233番1
ストックヤード

A

西野建設工業株式会社
大阪市平野区瓜破７丁目１番５号

大阪市平野区瓜破7丁目1-5
ストックヤード

A

有限会社皇武建設
大阪府堺市西区山田3丁1064-5

大阪府堺市南区小代451
ストックヤード

A

日本国土開発株式会社
大阪府和泉市あゆみ野2丁目5番46

大阪府和泉市あゆみ野2丁目5番46
いづみ生協あゆみ野物流センター

A

早川建材
大阪府東大阪市南上小阪4-27
06-6725-3995
林組株式会社
大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁7-8
072-244-3347
大末建設株式会社
大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11-1
072-978-1650
大末建設株式会社
大阪府富田林市中野町東2丁目2-12
0721-69-5145
株式会社森本組
大阪府東大阪市池島8丁目5-2
072-982-8895
株式会社マツオ設備
大阪府藤井寺市古室1丁目8番12号

大阪府八尾市美園2-10-1
ストックヤード

A

大阪市鶴見区茨田大宮4丁目地内
茨田大宮第1住宅3号館建設工事

A

大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11-1
玉手山学園高校新校舎建設工事

A

大阪府富田林市中野町東2丁目5-12
三愛株式会社富田林工場新築工事

A

大阪府東大阪市池島8丁目5-2
ストックヤード

A

大阪府藤井寺市藤井寺1・2・3.4丁目
水道工事

A

大阪府富田林市大字喜志2594番1他4筆
ストックヤード

A

大阪府東大阪市菱江5丁目101-3
新障害児者支援拠点施設新築工事

A

大阪府羽曳野市大黒91-1
ストックヤード

A

大阪市北区松ヶ枝町40番
グランド・メゾン松ヶ枝町新築工事

A

大阪府豊中市庄内東町2-16-2他
テックランド大阪豊中店新築工事

A

協同組合大阪南部リサイクルセンター
大阪府富田林市喜志5丁目4番33号
0721-26-0695
奥村・大勝特定建設工事共同企業体
大阪府東大阪市菱江東2丁目4-21相栄ロイヤルビル401号室
072-960-0720
よしひろ
大阪府羽曳野市大黒91-1
株式会社昭和工務店
大阪市都島区中野町5-7-8
06-6928-9000
望月建設株式会社
大阪市北区中崎西2-3-12
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株式会社かんでんエンジニアリング大阪南支店
大阪府堺市堺区三宝町7丁363番地
072-238-4518
安積建設株式会社
大阪府枚方市田口4丁目59-8
072-848-0460
株式会社大森工務店
大阪府堺市西区鳳中町９丁4-26
072-265-8583
株式会社かんでんエンジニアリング
大阪市住吉区南住吉1-7-28
06-6651-7615
株式会社福田組
大阪府東大阪市小阪本町１丁目2-8小阪ビル3F
06-6748-0242
麻野商店
大阪府羽曳野市植生野地内
072-956-8772
吉富誠一
大阪府藤井寺市藤井寺3-81
072-959-8965
株式会社井上建設
大阪府河内長野市向野町468番地3
0721-54-1825
遠藤商店
大阪府南河内郡河南町白木318-6
株式会社金岡商店
大阪府富田林市山中田町１丁目１番３号
0721-33-3858
スナダ建設株式会社
大阪府枚方市楠葉並2-2-21
090-3717-4761
有限会社クリアカンパニー
大阪府松原市三宅東3丁目1573-1
072-337-8817
中川企画建設株式会社
大阪府八尾市若林町1-76-3
172-920-1123
株式会社熊谷組
大阪府大東市新田西町6-29
072-800-5612
日本建設株式会社
大阪市中央区淡路町1-7-3
072-959-5010
有限会社誠廣
大阪市天王寺区石ケ辻町16-1
06-6779-5808
遠藤昭彦
大阪府柏原市本郷2-7-20
072-971-8935
有限会社前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町2番4号
072-939-8102
株式会社北上組
大阪市中央区瓦町三丁目2番5号
06-4708-4368
株式会社浅川組
大阪市中央区東心斎橋1丁目2-17
06-4796-8856
りんかい日産建設株式会社大阪支店
大阪市中央区本町二丁目3番14号
06-4964-8065
株式会社前島建設工業
京都市西京区大原野灰方町755
075-336-9007
吉成建設株式会社
大阪市中央区淡路町1-3-8
06-4707-3120

発生場所

ルート

大阪府東大阪市寿町3丁目23番12号
布施変電所77ｋVッ配電用装置の電気工事

A

大阪府八尾市志紀町2丁目
国道25号志紀駅前電線共同溝工事

A

大阪府富田林市西板持町２丁目２７７番23
西板持グループホーム新築工事

A

大阪市阿倍野区王子町３丁目2～４丁目3
玉出線一部ケーブル取替

A

大阪府東大阪市小阪本町２丁目1-14
ドーミー小阪本町新築工事

A

大阪府羽曳野市植生野地内
ストックヤード

C

大阪府藤井寺市藤井寺3-8-1
市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事

A

大阪府河内長野市市町1245-2番地
ストックヤード

A

大阪府南河内郡河南町白木318-6
ストックヤード

A

大阪府富田林市大字東板持町601
ストックヤード

A

大阪府八尾市北本町2丁目12-6
アービング八尾マンション新築工事

A

大阪府松原市三宅東3丁目1573-1
ストックヤード

A

大阪市阿倍野区松崎町2丁目6-27
阿倍野寮新築工事

A

大阪府大東市新田西町6-29
大東市新田西町物流センター計画新築工事

A

大阪府藤井寺市御舟町2-9
市立藤井寺中学校施設整備工事

A

大阪府羽曳野市向野1丁目423-1
ストックヤード

A

大阪府柏原市田辺1-8-22
SE田辺店新築造成工事

C

大阪府藤井寺市青山2丁目地内
H28-13配水管移設工事（復元）

A

大阪市中央区瓦町3丁目9番
千寿製薬本社新築計画

A

大阪府柏原市雁多尾畑3685
信貴変電所500KW変圧器他改良工事のうち土木工事

A

大阪府東大阪市岩田町2-3-1
大阪地区生産事務所棟及び厚生棟建替工事

A

大阪府八尾市木の本1丁目15-1
ローソン八尾木の本1丁目新築工事

A

大阪府門真市柳町575
ケアホーム智鳥新築工事

A

別紙（付表１）

変更後
発生元事業者名

発生場所

ルート

株式会社前島建設工業
京都市西京区大原野灰方町755
075-336-9007
近藤工業株式会社
大阪府八尾市若林1丁目76番3号
072-920-1123
株式会社大林組 堺西物流センター工事事務所
大阪府堺市西区築港新町2丁7-9

大阪府門真市三ツ島4-21-4
栄光技研株式会社本社事務所・工場新築工事

A

大阪府和泉市のぞみ野2丁目1403-3
医療法人啓仁会のぞみ野駐車場新築工事

A

大阪府堺市西区築港新町２丁7-9
堺西物流センター新築工事

A

戸田建設株式会社大阪支店
大阪市西区西本町1-13-47新信濃橋ビル

大阪府堺市北区長曽根町1180番地
近畿中央胸部疾患センター病棟等建替整備工事

A

株式会社淺川組
大阪府和泉市はつが野6丁目18-19
0725-51-7166
村本建設株式会社
大阪市天王寺区上汐四丁目5番26号

大阪府和泉市はつか野４丁目
和泉市はつが野4丁目宅地開発工事

A

大阪府富田林市藤沢台２丁目３番２号地内
富田林市新学校給食センター建築工事

A

天野建設株式会社
大阪市住之江区御崎6-5-10

大阪府茨木市彩都あざき５丁目
KIX10データーセンター新築工事

A

株式会社DAI21
大阪府富田林市西板持町9丁目7-3
0721-33-4444
株式会社DAI21
大阪府富田林市西板持町9丁目7-3
0721-33-4444
株式会社DAI21
大阪府富田林市西板持町9丁目7-3
0721-33-4444
大末建設株式会社大阪本店
大阪市中央区久太郎町2丁目5番28号
072-958-1310
西坂商店
大阪府堺市西区平岡町341番地の2
072-278-2870
西建実業
大阪市平野区長吉川辺2-1-8
06-6796-7067
株式会社鴻友建設
大阪府東大阪市新池島町3-9-8
072-264-2001
林組株式会社
大阪府西区浜寺石津町東3丁7-8
072-244-3347
林組株式会社
大阪府西区浜寺石津町東3丁7-8
072-244-3347
林組株式会社
大阪府西区浜寺石津町東3丁7-8
072-244-3347
株式会社聖 興業
大阪府和泉市府中町一丁目21番25-704号
072-297-0890
株式会社文岩組
大阪府八尾市田井中3-63
072-949-0051
株式会社松下工建
大阪府富田林市富田林町16番8号
090-5905-1646
有限会社松谷建設
大阪府松原市岡7丁目60番地
072-333-0334
株式会社中野技研
大阪府富田林市西板持1丁目121番地
0721-26-2936
坂口建材
大阪府柏原市大字高井田650-1
072-976-5770

大阪府吹田市山田西町
エイジングフリーハウス吹田山田西新築工事

A

大阪府寝屋川市中神田町
ローソン寝屋川中神田店新築工事

A

大阪府富田林市東板持町
ストックヤード

A

大阪府羽曳野市尺度442
大阪府立環境農林水産総合研究所建替整備工事

A

大阪府堺市中区深井畑山町2644
ストックヤード

A

大阪市天王寺区国分町73番2
大阪市天王寺区国分町計画新築工事

A

大阪府堺市西区浜寺公園町地内
浜寺公園ﾌﾟｰﾙ機械室改修工事

A

大阪市天王寺区上本町8-3-1
クレビア四天王寺前夕日丘計画

A

大阪市阿倍野区播磨町１丁目25-12・13
播磨町1丁目開発

A

大阪府堺市西区上野芝町２丁8
万代油脂工業建替工事

A

大阪府堺市南区美木多上1389-3
ストックヤード

A

大阪府八尾市西山本６丁目
西山本6丁目地内開発工事

C

大阪府富田林市若松町４丁目591-2-592
ストックヤード

A

大阪府堺市北区野遠町61-4
ストックヤード

A

大阪府富田林市西板持町１丁目121番地
株式会社中野技研富田林工場増築工事

A

大阪府柏原市大字高井田650-1
高齢者ケアーセンター柏原寿光園移転新築工事

C

別紙（付表１）

変更後
発生元事業者名

中田照次
大阪府堺市中区八田西町2丁16-40
072-220-2966
大容建設株式会社
大阪府堺市北区南花田町36番地1
072-251-6600
三宅商店
大阪府堺市美原区今井32番地
072-362-8790
村野建材株式会社
大阪府東大阪市長栄寺21番22号
072-999-2801
山下商店
大阪府藤井寺市林1丁目13-12
072-953-4606
株式会社吉川商事
大阪府柏原市国分本町6丁目1番4号
072-978-0432
有限会社前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町2番4号
072-939-8102
林組株式会社
大阪府西区浜寺石津町東3丁7-8
072-244-3347
株式会社巨勢工務店
兵庫県西宮市生瀬町1丁目22番12号
0797-86-2092
多田建設株式会社
大阪市阿倍野区阪南町2-4-18-302
06-6655-0830
信和建設株式会社
大阪市淀川区十三本町1-12-15
06-6302-4849
高知建設株式会社
大阪市東住吉区杭全5-7-7
06-6714-7741
株式会社よしひろ商店
大阪府堺市東区日置荘原寺町138番地1
株式会社きんでん中央支店電力工事センター
和歌山県伊都郡かつらぎ町志賀1305
080-1477-2982
大成建設株式会社関西支店
大阪府南河内郡河南町東山469
0721-93-4316
大末建設株式会社
大阪府河内長野市楠町1090番
0721-68-6377
ナカノ商店
大阪府堺市東区日置荘北町11番地の6
株式会社田中浚渫工業 河南町リサイクルセンター
大阪府南河内郡河南町一須賀389-2
0721-93-1504
山尾貴之
大阪府八尾市服部川3丁目77-1
072-943-8700
三菱マテリアルテクノ株式会社 大阪支店
大阪市北区天満橋1-8-30OAPタワー10階
06-6358-3017
株式会社福樹園 南大阪支店
大阪府南河内郡千早赤阪村大字森屋993番地
0721-72-0672
株式会社松田建設工業
大阪府南河内郡河南町山城40番地の1
0721-93-6978
株式会社大林組 カローラ南海羽曳野工事事務所
大阪府羽曳野市野々上二丁目1-22地先
072-937-5451

発生場所

ルート

大阪府堺市南区宮山台1-24-422-1
北尾様 介護施設新築工事

A

大阪狭山市東茱木2-865
第七放課後児童会プレハブ教室建設工事

A

大阪府堺市美原区今井32
ストックヤード

A

大阪府八尾市福栄町4の25
ストックヤード

A

大阪府藤井寺市津堂４丁目31番及び36番
ストックヤード

C

大阪府羽曳野市川向238番地
ストックヤード

C

藤井寺市2・3丁目 地内
H29-18・32工区工事

A

大阪市阿倍野区昭和町5-10-7
グランドメゾン阿倍野昭和町新築工事

A

兵庫県伊丹市南町2丁目127番1、128番1
ワコーレ伊丹グランシエル新築工事

A

大阪市阿倍野区王子町2-17-14
ディモア阿倍野区王子町新築工事

A

大阪市城東区新喜多1-1
プレサンス京橋EAST新築工事

A

大阪市東淀川区下新庄5-2-9
下新庄小学校増築その他工事

A

大阪府羽曳野市大黒91-1
ストックヤード

A

大阪府河内長野市天見2427-1
金剛線500ｋV昇圧工事

A

大阪府南河内郡河南町東山469 大阪芸術大学内
大阪芸術大学 新学科棟新築工事

A

大阪府河内長野市楠町1090番
大阪暁光高等学校校舎増築工事

A

大阪府堺市中区178-2
ストックヤード

A

大阪府八尾市八尾木地内
流域貯留浸透施設築造工事（市立曙川南中学校）

A

大阪府門真市稗島208番他2筆
門真市大字稗島駐車場整備工事

A

兵庫県尼崎市東向島西之町8
トロリ巻替機移設に伴う残土処分

A

大阪府南河内郡千早赤坂村大字二河原辺地内
平成28年度汚水管渠布設工事（その1）

A

大阪府南河内郡河南町大字山城45番
ストックヤード

A

大阪府羽曳野市野々上二丁目1-15
トヨタカローラ南海羽曳野店新築工事

A

別紙（付表１）

変更後
発生元事業者名

発生場所

ルート

富国建設株式会社
大阪府藤井寺市藤井寺3-8-1
072-959-8695
テラニシ
大阪府大東市灰塚6-3-20

大阪府藤井寺市藤井寺3-8-1
市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事

A

大阪府八尾市東老原1-5
ストックヤード

A

株式会社坂本建材
大阪府大阪市平野区瓜破南2-1-2

大阪市平野区瓜破南2-1-2
ストックヤード

A

戸田建設株式会社 大阪支店
大阪市西区西本町1-13-47新信濃橋ビル

大阪府堺市北区長曽根町1180番地
近畿中央胸部疾患センター病棟等建替整備工事

A

麻野商店
大阪府羽曳野市駒ヶ谷71
072-956-8772
株式会社きんでん
大阪市阿倍野区帝塚山1丁目2-10
06-4703-5353
株式会社淺沼組
大阪府東大阪市小阪5丁目2-35
06-6725-8170
株式会社丸末
大阪府堺市美原区丹上270番地
072-294-6260
柳興業株式会社
大阪府東大阪市中石切町6-4-19
072-983-1118
有限会社山本興業
大阪府羽曳野市向野257-1
0729-52-8205
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
林組株式会社
大阪府堺市西区浜寺石津町東３丁7-8
072-241-4444
株式会社フジタ大阪支店 日生松原Ⅱ作業所
大阪府松原市大堀1-52-1
072-330-1231
株式会社浅川組
大阪府東大阪市小阪5-2-35
06-6725-8170
足立哲也
大阪府枚方市田口４丁目59-8

大阪府羽曳野市向野1-10-23
ストックヤード

C

（自）大阪市阿倍野区阿倍野元町2丁目13番（あべの筋線南行）
（至）大阪市阿倍野区王子町3丁目18番地先（あべの筋線南行）
萩天線ケーブル取替に伴う阿倍野筋管路新設工事（管路2工区）
大阪府東大阪市小阪5丁目2-35
八戸ノ里駅前PJ新築工事

A
A

大阪府堺市美原区丹上270番地
東洋炉工業株式会社新工場新築工事

A

大阪府東大阪市宝町1531
ストックヤード

A

大阪府羽曳野市向野258
ストックヤード

A

大阪府藤井寺市小山７丁目 地内
第六次配水管整備事業第29-03工区工事

A

大阪府野中１・２丁目地内
第六次配水管整備事業第29-04工区工事

A

大阪府藤井寺市青山２丁目 地内
H29-16・17工区工事

A

大阪府藤井寺市野中４・５丁目、藤ヶ丘４丁目 地内
H２９－１４・１５工区工事

A

大阪府東大阪市永和２丁目15-25
（仮称）東大阪教育センターその他整備工事

A

大阪府松原市大堀1丁目52-1他
ニッセイロジスティクスセンター大阪松原第Ⅱ期新築工事

A

大阪府東大阪市小阪５丁目2-35
八戸ノ里既存抗撤去工事

A

大阪府富田林市別井２丁目11-1
南河内変電所４号分路リアクトル取替工事

C

大宝住建株式会社
大阪府堺市北区野遠町５６番地

大阪府八尾市青山５丁目5-15
（仮称）中務マンション開発工事

A

株式会社大林組
大阪府東大阪市御厨南2丁目3-45
06-6753-7215
美樹工業株式会社
大阪府高槻市藤の里町1-28 朝香ビル2F
072-669-7932
株式会社田中造園
大阪府南河内郡河南町山城639
0721-93-3119
株式会社北村組
三重県松阪市中央町306番地の1
0598-51-3800

大阪府東大阪市御厨南2丁目551番1
新市民会館整備運営事業

A

大阪府高槻市藤の里町294-1
高槻市高齢者施設新築工事

A

大阪府南河内郡河南町山城639
ストックヤード

A

大阪府茨木市丑寅2丁目1-8
（仮称）茨木荘改築工事・開発工事

A

別紙（付表１）

変更後
発生元事業者名

株式会社松下工建
大阪府富田林市富田林町16番8号
0721-20-6700
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
天野建設株式会社
大阪市住之江区御崎6-5-10
06-4702-0111
ヒデイ建設株式会社
大阪府岸和田市極楽寺町457
072-426-5519
泉都興業株式会社
大阪府堺市北区東浅香山町１丁４９番地
072-255-2277
ナカノフドー・大勝・長瀬特定建設工事共同企業体
大阪府東大阪市長瀬町２丁目12
06-4306-5835
株式会社DAI21
大阪府富田林市西板持町9丁目7-3
0721-33-4449
菱和建設株式会社
大阪府松原市天美東9丁目11-30
06-6444-6754
ライオンエンジニアリング株式会社
大阪府堺市西区築港新町2-13
172-245-3555
株式会社文岩組
大阪府八尾市田井中3-63
072-949-0051
天野建設株式会社
大阪市住之江区御崎6-5-10
06-4702-0111
株式会社金山工務店
大阪市中央区内淡路町1-1-8
06-6942-9024
株式会社徳岡工務店
兵庫県尼崎市次屋3-6-60
06-6499-2216
林組株式会社
大阪府堺市西区浜寺石津町東３丁7-8
072-244-3347
有限会社浅井商店
大阪府八尾市恩智南町２丁目４５番地
072-943-6999
株式会社醍興業
大阪府南河内郡太子町120-1
0721-23-5122
有限会社 前岡住宅設備
大阪府藤井寺市梅が園町２番４号
072-939-8102
株式会社 三栄建設
大阪府八尾市西弓削3-1
072-948-0270
株式会社大林組
大阪府東大阪市岩田町２丁目３番１号
072-983-6760
株式会社英光産業
大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号
072-961-9210
大末建設株式会社
大阪府岸和田市岸の丘町２丁目
072-447-6207

発生場所

ルート

大阪府富田林市中野町2丁目279番1
ストックヤード

A

大阪府藤井寺市惣社2丁目 他8地区 地内
H２９－３６工区給水管布設替工事

A

大阪府藤井寺市西古室１丁目、小山４丁目地内
H２９－０６・０７工区配水管布設替工事

A

大阪府藤井寺市沢田２丁目地内
H２９－０５工区配水管布設工事

A

大阪府吹田市山田西２丁目４番１５号
デイリーカナートイズミヤ山田西店建替計画

A

大阪府八尾市跡部本町1丁目6-3
（仮称）跡部本町サービス付高齢者住宅新築工事

A

大阪府河内長野市原町２丁目757-1、千代田台町766-3他
（仮称）河内長野市原町２丁目、千代田台町地質改良工事

A

大阪府東大阪市長瀬町２丁目12
（仮称）東大阪市営北蛇草住宅B棟建替工事

A

大阪府八尾市木の本1丁目
ローソン八尾木の本1丁目店新築工事

A

大阪府松原市天美東9丁目11-1
（仮称）松原・天美東サービス付高齢者向け住宅新築工事

A

大阪府堺市西区築港新町2-13
液ヘビーELX製造生産対応Gタンクヤード基礎及び架台設置工事

A

大阪府八尾市八尾木5丁目
八尾木5丁目地内開発工事

C

大阪府吹田市片山町2-54-1
社員研修センターリニューアル工事

A

大阪府門真市野里町8-4
（仮称）エルベコート大和田駅前マンション新築工事

A

大阪府松原市三宅西4-551-2
サンテック新本社新築工事

A

大阪府八尾市山本南３丁目２３番-1の一部23番-8
（仮称）南山本認定こども園建設工事

A

大阪府大東市平野屋2-7-3
ストックヤード

A

大阪府南河内郡太子町120-1
ストックヤード

A

大阪府藤井寺市国府２丁目地内
H２９－３７工区配水管布設替工事

A

大阪府八尾市志紀町西二丁目地内
（仮称） 志紀認定こども園建設工事

A

大阪府東大阪市岩田町２-3-1タツタ電線(株)大阪工場内
タツタ電線 本社社屋及び体育館建替え工事

A

大阪府東大阪市水走1-9-15大阪東部リサイクルセンター
ストックヤード

A

大阪府岸和田市岸の丘町２丁目
宮野医療器(株)岸和田物流倉庫拠点新築工事

A

別紙（付表１）

変更後
発生元事業者名

株式会社田中商店
大阪府四条畷市逢阪582番地
072-876-1025
安積建設株式会社
大阪府枚方市田口4丁目59-8
080-3830
天野建設株式会社
大阪市住之江区御崎6-5-10
06-4702-0111

発生場所

ルート

大阪府四条畷市逢阪582番地
ストックヤード

A

大阪府八尾市志紀町
国道２５号志紀町西電線共同溝工事

A

大阪市阿倍野区松虫通3丁目65番地
（仮称）特別養護老人ホーム「阿字の杜」新築工事

A

