
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

電気工事
（総合評価）

（単体）特定Ａ
（ＪＶ)特定Ａ又は特定B

堺市長部局 4251000233
（仮称）文化観光拠点施設建設工事に
伴う電気設備工事

管工事
（総合評価）

特定Ｂ 堺市長部局 4251000234
（仮称）文化観光拠点施設建設工事に
伴う給排水衛生設備工事

舗装工事
（総合評価）

特定Ａ 堺市長部局 4251000236 府道大阪中央環状線舗装補修工事

舗装工事
（総合評価）

特定Ａ 堺市長部局 4251000235
府道大阪中央環状線舗装補修工事
（第３工区）

その他工事
（土木工事）
（総合評価）

（単体）特定 （ＪＶ）特定※
とび・土工

堺市長部局 4251000232 金岡公園陸上競技場改修工事

土木工事
（単体）特定Ｂ
（ＪＶ)特定Ｂ

堺市長部局 4251000244
日置荘狭山線歩道設置工事（第３工
区）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000277 霞ヶ丘公園耐震性防火水槽設置工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 上下水道局 4251000252 原山台１丁外配水管布設工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000263 別宮代地区用水管布設工事（その２）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000269 霊園スロープ設置外工事

平成２５年８月公告分 一般競争入札案件

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000251 鳳東１２号線外道路改良工事

建築工事
（単体）特定Ａ１

（ＪＶ)特定Ａ１又は特定Ａ２
堺市長部局 4251000237

人権ふれあいセンター改築工事（その
２）

建築工事 一般Ｂ又はＣ 上下水道局 4251000260 浜寺下水ポンプ場耐震補強工事

建築工事 Ｄ 上下水道局 4251000258
泉北下水処理場特高自家発棟耐震補
強工事

電気工事
（単体）特定Ａ又は特定Ｂ

（ＪＶ)特定Ｂ
堺市長部局 4251000238

（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事
（その１）に伴う電気設備工事

電気工事
（単体）特定Ａ又は特定Ｂ

（ＪＶ)特定Ｂ
堺市長部局 4251000246

（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事
（その２）に伴う電気設備工事

電気工事
（単体）特定Ａ又は特定Ｂ

（ＪＶ)特定Ｂ
堺市長部局 4251000241

泉北高倉小学校校舎外新築工事に伴
う電気設備工事

電気工事 特定Ｂ 堺市長部局 4251000243
宮山台保育所改築工事に伴う電気設
備工事

管工事
（単体）特定Ａ又は特定Ｂ

（ＪＶ)特定Ｂ
堺市長部局 4251000239

（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事
（その１）に伴う給排水衛生設備工事

管工事
（単体）特定Ａ又は特定Ｂ

（ＪＶ)特定Ｂ
堺市長部局 4251000247

（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事
（その２）に伴う給排水衛生設備工事

管工事
（単体）特定Ａ又は特定Ｂ

（ＪＶ)特定Ｂ
堺市長部局 4251000242

泉北高倉小学校校舎外新築工事に伴
う給排水衛生設備工事

管工事 Ｂ 堺市長部局 4251000254 斎場空調設備改修外工事（第２期）

管工事 C 堺市長部局 4251000255
旭中学校プール改築工事に伴う給排
水衛生設備工事

管工事 C 堺市長部局 4251000256 中央図書館給水設備改修工事

管工事 C 堺市長部局 4251000257
南老人福祉センター給湯設備設置工
事事



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

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000259 大道筋舗装補修工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000264 原山台３号線外舗装補修工事

配水管工事 特定Ａ 上下水道局 4251000250 東山配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000253 旭ヶ丘北町外配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000273 鳳東町配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000272 奥本町外配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000274 神明町西３丁外配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000275 三原台配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000276 百舌鳥梅町１丁外配水管布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000271 丹上配水管布設工事

その他工事
（建築工事）

特定 とび・土工 堺市長部局 4251000245 小阪住宅解体工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000270 旧大阪女子大学侵入防止塀設置工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000268 府道我堂金岡線（現）歩道改良工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000267 府道別所草部線道路側溝改良工事

その他工事 塗装 堺市長部局 4251000266
府道富田林泉大津線（現）落書き防止
塗装工事

その他工事 防水 堺市長部局 4251000262 共愛保育所屋上防水改修工事

その他工事 防水 堺市長部局 4251000261 消防局屋上防水改修工事

その他工事
（単体）特定 （ＪＶ）特定※

機械器具設置
上下水道局 4251000240 石津雨水滞水池設備工事

その他工事 特定 機械器具設置 堺市長部局 4251000249
（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事
に伴う昇降機設置工事

その他工事 特定 機械器具設置 堺市長部局 4251000248
（仮称）文化観光拠点施設建設工事に
伴う昇降機設置工事

その他工事 機械器具設置 上下水道局 4251000265
浜寺下水ポンプ場井戸水ポンプ修理工
事

建設コンサルタント業務 河川、砂防及び海岸・海洋 堺市長部局 4252000101
狭間川改修詳細設計業務（平成２５年
度）

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 4252000108 田園連絡管布設工事実施設計業務

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 4252000109
御池台外送配水管布設工事実施設計
業務（その２）

建設コンサルタント業務 農業土木 堺市長部局 4252000110 かいとの池改良工事設計業務

建設コンサルタント業務 農業土木 堺市長部局 4252000102 白樫池遊歩道復旧工事設計業務

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 4252000107 石津川橋耐震対策詳細設計外業務

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 4252000106
落合大橋外２橋耐震対策詳細設計業
務

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 4252000105
北花田高架橋外耐震対策詳細設計業
務



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

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 4252000104 北山橋外３橋補修外工事監理業務

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 4252000111
協和町デッキ耐震対策詳細設計外業
務

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 4252000103 檜尾高架橋補修工事外監理業務

地質調査業務 ― 堺市長部局 4252000099
一条通公用車立体駐車場新築工事設
計業務に伴う地質調査業務

補償コンサルタント業務 事業損失 堺市長部局 4252000112
大泉小学校校舎解体外工事に伴う家
屋事前調査業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000098 旭中学校プール改築工事監理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000095
白鷺幼稚園外３校校舎耐震補強外工
事設計業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000096
東百舌鳥中学校外３校校舎耐震補強
工事設計業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000097
美原西中学校プール新築外工事監理
業務（その２）

造園設計業務
（建設コンサルタント）

（建設コンサルタントを希望する者は造園部門） 堺市長部局 4252000100 八上公園改修工事実施設計業務

【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：（土木工事））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。


