
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Ａ２
（ＪＶ)特定Ａ２又は特定Ｂ

上下水道局 4251000356 城山台外配水管布設工事

土木工事
（総合評価）

特定Ｂ 堺市長部局 4251000357 堺旧港アクセスルート整備工事

土木工事 Ａ１、Ａ２、Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000403 長曽根東歩道橋補修外工事

土木工事 Ａ１、Ａ２、Ｂ又はＣ 上下水道局 4251000398
浜寺石津町中外下水管更生工事（２５－
１）

土木工事 Ａ１、Ａ２、Ｂ、Ｃ又はＤ 堺市長部局 4251000388
殿馬場中学校校舎改築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査工事

土木工事
（単体）特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２又は特定Ｂ
上下水道局 4251000361

石池雨水線外下水管布設工事（第１工
区）

土木工事 特定Ａ２又は特定Ｂ 上下水道局 4251000360 深井中町下水管布設工事（２５－２１）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000371 草尾地内水路改修工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000370 菅生４０号線道路改良工事（第３工区）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000384 諏訪ノ森駅前線道路築造工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000387 西湊１５号線道路築造工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000385 浜寺公園駅前線外道路築造工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 上下水道局 4251000383 マンホール蓋修繕工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 上下水道局 4251000402 美木多上外下水管布設工事（２５－２１）

平成２５年１０月公告分 一般競争入札案件

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000376
大浜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 4251000400
鴨谷公園マンホール型防災トイレ外設置
工事

建築工事
（単体）特定Ａ２又は特定Ｂ
（ＪＶ)特定Ａ２又は特定Ｂ

堺市長部局 4251000359 美原中学校プール新築外工事

建築工事 Ｄ 堺市長部局 4251000379 浅香山小学校渡り廊下耐震補強工事

建築工事 Ｄ 堺市長部局 4251000366
海とのふれあい広場ログハウス外壁改修
外工事

建築工事 Ｄ 堺市長部局 4251000377 上神谷小学校普通教室改修工事

電気工事 特定Ｂ 堺市長部局 4251000363
宮山台保育所改築工事に伴う電気設備
工事（その２）

電気工事 Ｂ 堺市長部局 4251000375
府道富田林泉大津線（現）道路照明灯ＬＥ
Ｄ更新工事

管工事 Ｃ 堺市長部局 4251000401 中央図書館給水設備改修工事（その２）

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000364 戎島出島線外歩道改良工事

舗装工事 Ａ 上下水道局 4251000394 庭代台２丁舗装道路本復旧工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000365 浜寺石津中５４号線舗装補修工事

舗装工事 Ｂ 上下水道局 4251000382 三木閉外道路舗装復旧工事（２５－２１）



ランク・許可・部門 発注担当部局 調達案件番号 案件名称

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000368 大池公園改修工事（第１期）

配水管工事 A 上下水道局 4251000397 丈六配水管布設外工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000396 真福寺外配水管布設工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000393 富蔵（２４－１）配水管布設工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000392 八田西町配水管布設工事

配水管工事 A 上下水道局 4251000395 桃山台配水管布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000381 石津西町配水管布設工事

配水管工事 Ｂ 上下水道局 4251000380 深井清水町配水管布設外工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000386 浜寺公園町３丁家屋除却工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000369 若松台保育所解体工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000378 若松台中学校防球ネット改修工事

その他工事
（土木工事）

（単体）特定 とび・土工
（ＪＶ）特定 とび・土工※

とび・土工

堺市長部局 4251000362 見野山橋補修工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000372 国道３０９号外交通安全施設設置工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000390
府道大阪和泉泉南線道路案内標識設置
工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000389 府道堺狭山線道路案内標識設置工事

その他工事 鋼構造物 堺市長部局 4251000374 もみじ橋補修工事

その他工事 塗装 上下水道局 4251000391 家原橋外水管橋塗覆装工事

その他工事 塗装 堺市長部局 4251000373
宮山台茶山台線自転車通行環境整備工
事

その他工事 防水 堺市長部局 4251000367
光明池駅前北第１自転車等駐車場屋根
防水改修工事

その他工事
（単体）特定 機械器具設置
（ＪＶ）特定 機械器具設置※

上下水道局 4251000358 泉北下水処理場１系汚水ポンプ更新工事

その他工事 さく井 堺市長部局 4251000399 南部処理場モニタリング孔設置工事

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000134 錦浜寺南町線道路詳細設計業務

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000139
府道大阪中央環状線舗装補修工事（第３
工区）外監理業務

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000135
府道別所草部線道路側溝改良工事外監
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 4252000145 百済川橋外耐震対策外工事監理業務

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 4252000142 東山橋外補修詳細設計業務

測量業務 ― 堺市長部局 4252000138
殿馬場中学校校舎改築工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査工事に係る空中写真測量業務

地質調査業務 ― 上下水道局 4252000140 家原寺配水場地質調査業務

地質調査業務 ― 上下水道局 4252000141 三宝処理区土質調査業務（２５－１）



ランク・許可・部門 発注担当部局 調達案件番号 案件名称

補償コンサルタント業務 事業損失 堺市長部局 4252000146
西消防署庁舎建設工事に伴う家屋事前
調査業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000137 大泉小学校校舎解体外工事監理業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000144 金岡公園体育館外壁改修工事設計業務

建築設計業務
（単体）―
（ＪＶ）―※

―

堺市長部局 4252000133 東陶器小学校校舎外新築工事設計業務

建築設計業務 ― 堺市長部局 4252000143
若松台中学校外２校防球ネット改修外工
事監理業務

設備設計業務 ― 堺市長部局 4252000147 消防局空調設備改修工事設計業務

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 4252000136 ばら公園改修工事監理業務

【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。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。


