
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Ｂ
（ＪＶ)特定Ｂ

上下水道局 4251000408 綾之町西１丁外配水管布設工事

建築工事
（総合評価）

（単体）特定Ａ１又は特定Ａ２
（ＪＶ)特定Ａ２又は特定Ｂ

堺市長部局 4251000410 殿馬場中学校校舎改築工事

管工事
（総合評価）

（単体）特定Ａ又は特定Ｂ
（ＪＶ)特定Ｂ

堺市長部局 4251000409
人権ふれあいセンター改築工事に伴う給
排水衛生設備工事

土木工事
（単体）特定Ａ２

（ＪＶ)特定Ａ２又は特定Ｂ
上下水道局 4251000416

多治井外地区整備下水管布設工事（２５
－１）

土木工事
（単体）特定Ｂ
（ＪＶ)特定Ｂ

上下水道局 4251000413 檜尾外下水管布設工事（２５－１）

土木工事 特定Ｂ 上下水道局 4251000412 陶器北外下水管布設工事（２５－２１）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000417 鳳西鳳南１号線道路改良工事（第２工区）

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000418 三宝公園野球場排水設備工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000443
中百舌鳥駅前コミュニティサイクルポート
施設整備工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000424 木材通２５号線外雨水管改修工事

土木工事 一般Ｂ又はＣ 堺市長部局 4251000427 八下４号線外道路改良工事

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000451 大道筋歩道改良工事

土木工事 Ｄ 堺市長部局 4251000435 府道堺かつらぎ線交差点改良工事

電気工事 Ｂ 堺市長部局 4251000432
晴美台２号線外道路照明灯ＬＥＤ更新外
工事

平成２５年１１月公告分 一般競争入札案件

工事

電気工事 Ｂ 堺市長部局 4251000420
美原中学校プール新築外工事に伴う電気
設備工事

管工事 Ｂ 堺市長部局 4251000421
美原中学校プール新築外工事に伴う給排
水衛生設備工事

管工事 Ｃ 上下水道局 4251000448
出島下水道管理事務所棟空調設備改修
工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000436
泉ヶ丘緑道（三原台）外園路舗装改修工
事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000442 今池三国ヶ丘線舗装補修工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000430 さつき野東１９号線外舗装補修工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000429 青南台１３号線外舗装補修工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000444 府道大阪和泉泉南線舗装補修工事

舗装工事 Ａ 堺市長部局 4251000434 府道大阪高石線（新）歩道舗装補修工事

舗装工事 B 堺市長部局 4251000441 大道西１号筋－２舗装補修工事

舗装工事 B 堺市長部局 4251000428 丹上真福寺線舗装補修工事（第２工区）

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000422 城岸寺公園改修工事

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000447 大道筋外補植工事

造園工事 Ａ 堺市長部局 4251000438 宮山台茶山台線街路樹更新工事

造園工事 B 堺市長部局 4251000423 八田荘公園園路改修工事



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 特定Ａ 上下水道局 4251000414 草部配水管布設工事

配水管工事 特定Ａ 上下水道局 4251000415 宮園町外配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000440 鳳東町外配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000445 菅生外（２５－２）配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000449 原山台配水管布設工事

配水管工事 Ａ 上下水道局 4251000450 堀上緑町外配水管布設工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000419 家原橋転落防止柵設置工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000426 金岡３４号線外道路整備工事

その他工事 とび・土工 上下水道局 4251000446 上下水道局庁舎雨水浸透施設設置工事

その他工事 とび・土工 堺市長部局 4251000439 東西道路（第２工区）道路整備工事

その他工事 塗装 堺市長部局 4251000431
光明池地区センターＮｏ．５－４歩道橋補
修工事

その他工事 塗装 堺市長部局 4251000433 さつき野東２号歩道橋補修工事

その他工事 塗装 堺市長部局 4251000425 府道大堀堺線自転車通行環境整備工事

その他工事 （ＪＶ）特定 機械器具設置 ※ 上下水道局 4251000411 出島下水ポンプ場沈砂池機械設備工事

その他工事 板金 堺市長部局 4251000437 鶴道団地１棟外３棟共用部手摺改修工事

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000159
浜寺公園駅前線外道路築造工事外監理
業務業務

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000160
日置荘狭山線歩道設置工事（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 4252000162
府道大阪和泉泉南線舗装補修詳細設計
外業務

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000161
府道大阪中央環状線舗装補修工事外監
理業務

建設コンサルタント業務 道路 堺市長部局 4252000167
府道堺狭山線舗装補修工事（第３工区）
監理業務

建設コンサルタント業務 下水道 上下水道局 4252000164
今池処理区外下水管布設実施設計業務
（２５－１）

建設コンサルタント業務 下水道 上下水道局 4252000157
今池処理区外下水管布設実施設計業務
（２５－２）

建設コンサルタント業務 下水道 上下水道局 4252000163
戎橋下水ポンプ場ポンプ設備実施設計業
務

建設コンサルタント業務 下水道 上下水道局 4252000155
泉北下水処理場１系沈砂池設備更新工
事実施設計業務

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 4252000158 協和町３丁防火水槽補強設計業務

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 4252000166 豊田橋補修外工事監理業務

測量業務 ― 堺市長部局 4252000151
平尾南公園外実施設計業務に伴う測量業
務

補償コンサルタント業務 事業損失 堺市長部局 4252000156
堺消防署三宝出張所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 4252000154 美原中学校プール新築外工事監理業務



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

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 4252000165 大池公園改修工事（第１期）監理業務

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 4252000153 新堀公園基本設計業務

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 4252000152 平尾南公園外実施設計業務

【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のみが対象の案件となります。


