
業種 ランク・許可・部門 発注担当部局 調達案件番号 案件名称

土木工事
（総合評価）

（単体）特定Ａ１又は特定Ａ２
（ＪＶ)特定Ａ２又は特定Ｂ

上下水道局 4251000193
堺市大阪市連絡管布設工事（第三工
区）

土木工事
（総合評価）

特定Ｂ 堺市長部局 4251000194 府道堺狭山線自転車道整備工事

造園工事
（総合評価）

（ＪＶ）特定Ａ 堺市長部局 4251000195 ハーベストの丘親水施設整備工事

配水管工事
（総合評価）

特定Ａ 上下水道局 4251000192 三原台４丁外配水管布設工事

その他工事（土木）
（総合評価）

（単体）特定 （ＪＶ)特定※
鋼構造物

堺市長部局 4251000191 百済川橋外耐震対策外工事

土木工事
（単体）特定Ａ１又は特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２
上下水道局 4251000199 小寺今井雨水線外下水管布設工事

土木工事
（単体）特定Ａ１又は特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２
上下水道局 4251000197

菅生外地区整備下水管布設工事（２５
－１）

土木工事
（単体）特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２又は特定Ｂ
上下水道局 4251000198

小寺外地区整備下水管布設工事（２５
－１）

土木工事 特定Ｂ 堺市長部局 4251000196
文化観光拠点周辺道路電線共同溝整
備工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000215 八田北１１号線外道路改良外工事

建築工事 特定Ｂ 堺市長部局 4251000202 旭中学校プール改築工事

平成２５年７月公告分 一般競争入札案件

建築工事 特定Ｂ 堺市長部局 4251000202 旭中学校プール改築工事

建築工事 一般Ｂ又はＣ 上下水道局 4251000205
石津下水処理場ポンプ棟耐震補強工
事

建築工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000206 神野公園外２公園便所改築外工事

建築工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000207 八田荘公園便所改築工事

建築工事 Ｄ 堺市長部局 4251000208 美木多上公園便所改築工事

電気工事
（単体）特定Ａ

（ＪＶ)特定Ａ又は特定B
堺市長部局 4251000200

教育文化センターホール照明設備更新
工事

電気工事 Ｂ 堺市長部局 4251000224
五箇荘中学校外２校太陽光発電システ
ム設置工事

電気工事 C 堺市長部局 4251000223
堺高等学校自動車科棟改築外工事に
伴う電気設備工事

管工事 C 上下水道局 4251000214
配水管理センター外空調設備更新工
事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000213 さつき野西４５号線外舗装補修工事

舗装工事 Ｂ 上下水道局 4251000204 黒山外舗装道路本復旧工事

舗装工事 Ｂ 上下水道局 4251000203
日置荘北町２丁道路舗装復旧工事（２
５－２１）

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000210 真福寺ちびっこ公園改修工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000222 青南台配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000217 竹城台２丁外配水管布設工事



業種 ランク・許可・部門 発注担当部局 調達案件番号 案件名称

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000218 茶山台１丁外配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000216 南長尾町外配水管布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000221 金岡町１６２０配水管布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000219 八田北町配水管仮布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000220 平尾消火栓撤去外工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000212
中百舌鳥駅前地下自転車等駐車場整
備工事

その他工事 防水 堺市長部局 4251000209 霊堂屋上防水改修工事

その他工事 特定 電気通信 堺市長部局 4251000201
教育文化センターホール音響設備更新
工事

その他工事
（建築）

建具 堺市長部局 4251000211 万崎団地１０棟窓枠改修工事

建設コンサルタント業務 道路 上下水道局 4252000072
泉田中外道路舗装復旧実施設計業務
（２５－１）

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000087 国道３１０号外歩道詳細設計修正業務

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000083
日置荘狭山線道路詳細設計業務（第４
工区）

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000088 桃山台６１号線外歩道詳細設計業務

建設コンサルタント業務 上水道及び工業用水道 上下水道局 4252000089
国道２６号横断管布設工事実施設計業
務

建設コンサルタント業務 下水道 上下水道局 4252000073
マンホール型防災トイレ実施設計業務
（２５－１）

建設コンサルタント業務 下水道 上下水道局 4252000074
マンホール型防災トイレ実施設計業務
（２５－２）

建設コンサルタント業務 下水道 堺市長部局 4252000084
木材通雨水施設詳細設計業務（平成２
５年度）

建設コンサルタント業務 鋼構造及びコンクリート 堺市長部局 4252000086 丹南橋外４橋補修詳細設計業務

地質調査業務 ― 堺市長部局 4252000080
新金岡保育所改築工事設計業務に伴
う地質調査業務

地質調査業務 ― 堺市長部局 4252000081
東浅香山保育所改築工事設計業務に
伴う地質調査業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000082
協和町東団地５号館昇降機棟増築工
事監理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000085
神野公園外２公園便所改築外工事監
理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000077
堺高等学校自動車科棟改築外工事監
理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000090
上神谷小学校放課後ルーム改修外工
事設計業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000093
野田小学校校舎耐震補強工事監理業
務（その２）

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000079
平岡小学校給食調理場増築外工事設
計業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000078
美原北小学校校舎増築外工事設計業
務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000094
陵西中学校外１校外壁改修外工事監
理業務（その２）
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設備設計業務 ― 堺市長部局 4252000091
五箇荘中学校外２校太陽光発電システ
ム設置工事監理業務

設備設計業務 ― 堺市長部局 4252000075
新金岡市民センター空調設備改修工
事設計業務

設備設計業務 ― 堺市長部局 4252000076
西区役所外１区役所中央監視設備更
新工事設計業務

設備設計業務 ― 堺市長部局 4252000092
深井小学校外１０校多目的室外空調設
備設置工事設計業務

【表の見方】

ランクは、単体又は共同企業体（ＪＶ）の代表構成員のランクのみ記載しています。また、各ランクにおいて特定とある

場合は、当該ランクに格付されている方のうち、特定建設業の許可を有する者で監理技術者資格者証を有する監理技

術者を雇用している方のみ対象とし、一般とある場合は、当該ランクに格付されている方のうち、一般建設業の許可を

有する者又は特定建設業の許可を有する者で監理技術者資格者証を有する監理技術者を雇用していない方のみ対象

となります。

「その他工事」において、業種欄に（ ）で表記されている業種（例：（土木））がある場合は、その業種を希望業種として

いる方も入札に参加することができます。ただし、その場合はランク・許可・部門欄に表記されている建設業許可業種が

必要となりますのでご注意ください。

「造園設計」において、業種欄に（建設コンサルタント）と表記されている場合は、建設コンサルタントを希望業種として

いる方も入札に参加することができます。ただし、その場合は建設コンサルタント登録規程に基づく「造園部門」が必要と

なりますのでご注意ください。

上記のほか入札参加資格要件の詳細は、各案件の入札公告をご確認ください。

※については、特殊工事等ＪＶ対象案件となります。


