
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
（総合評価）

特定Ａ 堺市長部局 4251000284
府道堺狭山線舗装補修工事（第３工
区）

その他工事
（土木工事）
（総合評価）

（単体）特定 （ＪＶ）特定※
鋼構造物

堺市長部局 4251000283 豊田橋補修外工事

土木工事
（単体）特定Ａ１又は特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２
上下水道局 4251000294

黒山外地区整備下水管布設工事（２５
－１）

土木工事
（単体）特定Ａ１又は特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２
上下水道局 4251000285

小寺今井雨水線外下水管布設工事（そ
の２）

土木工事
（単体）特定Ａ１又は特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２
上下水道局 4251000293

菅生外地区整備下水管布設工事（２５
－２）

土木工事 特定Ａ１又は特定Ａ２ 上下水道局 4251000288 七道東町外下水管更生工事（２５－１）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000321
阿弥菅生１号線道路改良工事（第１工
区）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000347
大阪河内長野線（南余部・北野田地
区）道路築造工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000301 鳳上線道路築造工事（２５－２）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000320 西除川堤防道路整備工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000313 狭間川改修工事（平成２５年度）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000318
府道堺羽曳野線（旧）道路整備工事
（第３工区）

平成２５年９月公告分 一般競争入札案件

（第３工区）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000327 府道西藤井寺線（現）交差点改良工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000329 三国ヶ丘南長尾線歩道設置工事

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000331
大蓮公園マンホール型防災トイレ外設
置工事

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000344
八田北町公園耐震性防火水槽設置工
事

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000349 又白池堤体改修工事

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000348
水賀池公園マンホール型防災トイレ外
設置工事

建築工事 一般Ｂ又はＣ 上下水道局 4251000296
石津下水処理場ポンプ棟耐震補強工
事（その２）

建築工事 Ｄ 堺市長部局 4251000346
フォレストガーデン南駐車場内トイレ設
置工事

電気工事
（単体）特定Ａ又は特定Ｂ
（ＪＶ）特定Ａ又は特定Ｂ※

上下水道局 4251000286 石津下水処理場計装電気設備工事

電気工事 Ａ又はＢ 堺市長部局 4251000314 内川排水機場電源設備更新工事

電気工事 Ｂ 堺市長部局 4251000307
鳳南小学校校舎増築外工事に伴う電
気設備工事

電気工事 Ｂ 堺市長部局 4251000303
府道堺大和高田線北花田口高架橋道
路照明灯補修工事

管工事 特定Ｂ 堺市長部局 4251000289
宮山台保育所改築工事に伴う空気調
和設備工事

管工事 Ｂ 堺市長部局 4251000308
鳳南小学校校舎増築外工事に伴う給
排水衛生設備工事



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

管工事 Ｂ 堺市長部局 4251000345
鳳南小学校校舎増築外工事に伴う空
気調和設備工事

管工事 Ｂ 堺市長部局 4251000309
泉北高倉小学校校舎外新築工事に伴
う空気調和設備工事

管工事 Ｂ 堺市長部局 4251000310
宮山台保育所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 4251000311
北消防署百舌鳥出張所空調設備改修
工事

管工事 Ｃ 堺市長部局 4251000297
浜寺中学校校舎耐震補強工事に伴う
給排水衛生設備工事（その２）

舗装工事 特定Ａ 上下水道局 4251000292 若松台外舗装道路本復旧工事

舗装工事 Ａ 上下水道局 4251000335 赤坂台５丁舗装道路本復旧工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000299 中百舌鳥２４号線外歩道改良工事

舗装工事 Ａ 上下水道局 4251000343 晴美台２丁舗装道路本復旧工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000300 府道堺富田林線歩道改良工事

舗装工事 Ｂ 堺市長部局 4251000319 美木多上地内道路舗装工事

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000330 浅香山公園園路改修工事

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000305 神野公園園路改修外工事

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000304 新金岡公園改修工事（Ｈ２５年度）

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000312 ばら公園改修工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000337 北野田配水管布設工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000332 新家町配水管布設工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000341 菅生配水管布設工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000342 長曽根町配水管布設外工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000340 庭代台３丁外配水管布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000339 青南台２丁目外配水管布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000334 八田北町配水管布設工事

その他工事
（建築工事）

特定 とび・土工 堺市長部局 4251000291 大泉小学校校舎解体外工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000316 阿弥新池護岸改良工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000317 小田之池地盤改良外工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000315
小平尾川防護柵設置工事（平成２５年
度）

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000298 白池堤体改良工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000325 高倉台２７号線歩道段差切下げ工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000324 府道堺かつらぎ線歩道改良工事
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その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000326 府道堺泉北環状線歩道整備工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000322 一条通跨道橋伸縮装置取替工事

その他工事
（土木工事）

（単体）（ＪＶ）※
とび・土工

堺市長部局 4251000328 西除大橋外耐震対策工事

その他工事
（土木工事）

（単体）（ＪＶ）※
とび・土工

堺市長部局 4251000323 平井大橋耐震対策工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000302
府道大阪和泉泉南線交通安全施設整
備工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000306 府道大堀堺線防護柵補修工事

その他工事 鋼構造物 上下水道局 4251000336 堂之下橋水管橋耐震補強工事

その他工事 塗装 堺市長部局 4251000295
府道大阪高石線（新）交通安全施設設
置工事（その２）

その他工事 防水 上下水道局 4251000338
石津下水処理場発酵棟屋根防水修理
工事

その他工事 防水 上下水道局 4251000333 菅生配水池高池防水外工事

その他工事
（電気工事）

（単体）特定 （ＪＶ）特定※
機械器具設置

上下水道局 4251000290
百舌鳥梅北町水質モニター更新外工
事

その他工事
（電気工事）

特定 電気通信 堺市長部局 4251000287
教育文化センターホール音響設備更新
工事（その２）

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000117
文化観光拠点周辺道路電線共同溝整
備工事監理業務

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000125
宮山台茶山台線外自転車通行環境詳
細設計業務

建設コンサルタント業務 下水道 上下水道局 4252000116
栂外下水管耐震対策実施設計業務（２
５－１）

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 4252000126 草尾跨道橋補修外工事外監理業務

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 4252000128 菅生北歩道橋補修詳細設計外業務

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 4252000127 原寺跨線橋耐震対策工事監理業務

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 4252000131 萬歳橋歩道改良設計業務

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 4252000132 南清水歩道橋撤去詳細設計業務

地質調査業務 ― 上下水道局 4252000129 御池台外土質調査業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000118 鳳南小学校校舎増築外工事監理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000122
（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事
監理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000114
久世小学校外１校のびのびルーム新
築外工事設計業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000124 小阪住宅解体工事監理業務

建築設計業務 ― 上下水道局 4252000121
三宝下水処理場防災センター建設工
事実施設計業務

建築設計業務 ― 上下水道局 4252000115
三宝下水処理場ほか耐震補強工事実
施設計業務

建築設計業務 ― 上下水道局 4252000113
泉北下水処理場耐震補強工事実施設
計業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000119
泉北高倉小学校校舎外新築工事監理
業務
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建築設計業務 ― 上下水道局 4252000120
浜寺下水ポンプ場ほか耐震補強工事
監理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000123 宮山台保育所改築工事監理業務

【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。


