
 

 

審議案件 第１号 

契約方法 一般競争入札（ＷＴＯ政府調達対象案件） 

工事種別 土木工事 

件  名 家原寺配水場配水池更新工事 

工事場所 堺市西区家原寺町２丁２１番１号 

概  要 

ステンレス配水池築造工 ８，０００ｍ３×２池 

既設配水池撤去工   １３，０００ｍ３×１池、８，０００ｍ３×２池 

次亜塩素棟築造工 １棟 

機械・電気設備工 一式 

その他附帯工   一式                             

工事担当課 水運用管理課 

施工方式 特定建設工事共同企業体 

入札方法 郵便入札 

特定建設工事

共同企業体の 

入札参加資格 

共同企業体 

の構成要件 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱又は堺市特定調達建設工事等

入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政

庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、土

木一式工事の総合評定値（Ｐ）の通知を受けている。 

・構成員数は３社又は４社 

代表構成員 

の参加資格 

・土木工事業の特定建設業許可を有し、土木一式工事の経審点数が 

１２００点以上である。 

・土木工事業に対応する監理技術者を常駐・専任配置できる。 

他の構成員 

の参加資格 

・土木工事業の一般又は特定建設業許可を有し、土木一式工事の経審点数が 

７００点以上である。 

・土木工事業に対応する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を常駐・

専任配置できる。 

開 札 日 令和３年２月２日 

業 者 数 ５者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方 大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体 

契 約 日 令和３年３月２２日 

工  期 令和３年３月２２日から令和７年３月１８日まで 

契約金額 3,593,700,000円（税込み）  3,267,000,000円（税抜き） 

予定価格 4,945,655,000円（税込み）  4,496,050,000円（税抜き） 

調査基準価格 4,563,157,500円（税込み）  4,148,325,000円（税抜き） 

落 札 率 ７２．６６％ 

備  考  

   



令和 3 年 2 月 2 日 午後 2 時 00 分

Ｎｏ．

1 市外 市外 市内

2 市外 市外 市内

3 市外 市内 市内

4 市外 市内 市内

5 市外 市内 市内

大日本土木・クボタ・今重建設工
事共同企業体

¥3,267,000,000 72.66% 落札

森組・大容建設・利晃建設建設
工事共同企業体

辞退

フソウ・松尾・ダイニ建設工事共
同企業体

¥3,670,000,000 81.62%

フジタ・堺土建・ユニオンテック建
設工事共同企業体

¥3,496,000,000 77.75%

調査基準価格 ¥4,148,325,000 （税抜き）

業　　者　　名 所在地区分 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要

村本建設・旭工建・五大コーポ
レーション建設工事共同企業体

¥3,430,000,000 76.28%

予定価格 ¥4,496,050,000 （税抜き）

開　　札　　票
5021000404

件　　　名 家原寺配水場配水池更新工事

開札日時



 

 

審議案件 第２号 

契約方法 一般競争入札（特別簡易型総合評価落札方式） 

工事種別 造園工事 

件  名 （仮称）常磐町３丁公園整備工事（２期） 

工事場所 堺市北区常磐町３丁地内 

概  要 

整備面積 Ａ＝１．１ｈａ 

植栽工 高木 Ｎ＝４１本 中低木 Ｎ＝４２１本 地被類 Ｎ＝８９６本  

張芝 Ａ＝８，２６６ｍ２ 

園路広場整備工 アスファルト系舗装 Ａ＝６０９ｍ２ 

コンクリート系舗装 Ａ＝１４５ｍ２ 

給水設備工 給水管 Ｌ＝７８ｍ 

電気設備工 園路照明灯 Ｎ＝８基 電線管埋設 Ｌ＝１９３ｍ 

雨水排水設備工 側溝工 Ｌ＝２０５ｍ 管渠工 Ｌ＝１３４ｍ 

管理施設整備工 フェンス Ｌ＝１００ｍ 転落防止柵 Ｌ＝２０７ｍ 

休養施設組立設置工 パーゴラ Ｎ＝１基 

附帯工 一式 

工事担当課 道路計画課 

施工方式 共同企業体 

入札方法 電子入札 

共通の 

入札参加資格 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知され

る経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、造園工事の総合評定値（Ｐ）の通

知を受けている。 

特定建設工事 

共同企業体の 

入札参加資格 

共同企業体 

の構成要件 

構成員数は２社又は３社 

 

代表構成員 

の参加資格 

・造園工事を希望業種とする特定Ａランクの市内業者、準市業者又は市外業者

で、造園工事業の特定建設業許可を有している。 

・造園工事業に対応する監理技術者を常駐・専任配置できる。 

他の構成員 

の参加資格 

・造園工事を希望業種とするＡランクの市内業者で、造園工事業の特定建設業許

可又は一般建設業許可を有している。 

・造園工事業に対応する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を常駐・専

任配置できる。 

開 札 日 令和２年９月２９日 

業 者 数 １２者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方 泉北・アート建設工事共同企業体 

契 約 日 令和２年１１月１２日 

工  期 令和２年１１月１２日から令和３年３月３０日まで 

契約金額 115,478,000円（税込み）   104,980,000円（税抜き） 

予定価格 137,953,200円（税込み）   125,412,000円（税抜き） 

調査基準価格 123,405,700円（税込み）   112,187,000円（税抜き） 

落 札 率 ８３．７０％ 

備  考  
 



（仮称）常磐町３丁公園整備工事（２期）

令和 2 年 9 月 29 日 午後 1 時 00 分

（税抜き）

（税抜き）

（税抜き）

Ｎｏ．

1 泉北・アート建設工事共同企業体 市内 市内 (4) 108.50 (2)

2 明石緑化・関西植木建設工事共同企業体 市内 市外 (1) 106.20 (4)

3 市内 市内 (6) 109.50 (1)

4 市内 市内 (2) 105.50 (6)

5 桑和・弘翔建設工事共同企業体 市内 市内 (3) 105.00 (8)

6 久土木・万年青建設工事共同企業体 市内 市内 (5) 105.50 (6)

7 市外 市内 (8) 106.00 (5)

8 市外 市内 (7) 104.50 (10)

9 前田・上野造園建設工事共同企業体 市内 市内 (10) 106.50 (3)

10 神戸造園土木・植勘建設工事共同企業体 市外 市内 (9) 101.00 (11)

11 グリーン・岸本駒建設工事共同企業体 市内 市内 (11) 104.70 (9)

12 アイアイ・仁和庭建設工事共同企業体 市外 市内 100.50 (12)

開　　札　　票
5021000183

件　　　名

開札日時

予定価格 ¥125,412,000

調査基準価格 ¥112,187,000

失格基準価格 ¥99,585,000

業　　者　　名 所在地区分 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

技術
評価点

評価値 摘　　　要

¥103,449,000 82.48% 102.659

¥104,980,000 83.70% 103.353 落札

¥137,777,000 109.85% 75.992 超過

¥105,500,000 84.12% 100.000

¥104,880,000 83.62% 100.114

¥111,300,000 88.74% 90.745

浦田・ライズワン建設工事共同企業体 ¥106,800,000 85.15% 102.528

グリーン・いずみ建設工事共同企業体 ¥104,200,000 83.08% 101.247

理研・井上建設工事共同企業体 ¥109,700,000 87.47% 95.259

辞退

京阪・大仲建設工事共同企業体 ¥109,800,000 87.55% 96.539

¥114,156,000 91.02% 93.293



総合評価落札方式　技術評価点内訳

件名 （仮称）常磐町３丁公園整備工事（２期）

開札日 令和2年9月29日

Ｎｏ． 業者名
工事成績
評定点

優良施工
者表彰実

績

ＩＳＯ等の
認証取得

安全対策
の取組

配置予定
技術者の
施工経験

配置予定
技術者の
工事成績
評定点

地理的条件
障害者の
雇用

防災協定
に

基づく活動

建設機械
の保有

刑務所出
所者等の
雇用等

ワーク・ライ
フ・バランス
等推進の
取組

若手技術
者及び女
性技術者
の活用

市内下請
の

活用状況

資材の市
内

調達状況

履行義務
違反

加算点
合計

001
泉北・アート建設工事
共同企業体

0.0 0.00 1.0 0.5 2.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.50

002
明石緑化・関西植木
建設工事共同企業体

0.7 0.00 0.0 0.5 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.20

003
浦田・ライズワン建設
工事共同企業体

0.0 0.00 1.0 0.5 3.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 9.50

004
グリーン・いずみ建設
工事共同企業体

0.0 0.00 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.50

005
桑和・弘翔建設工事
共同企業体

0.0 0.00 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.00

006
久土木・万年青建設
工事共同企業体

-1.0 0.00 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.50

007
京阪・大仲建設工事
共同企業体

0.0 0.00 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.00

008
理研・井上建設工事
共同企業体

0.0 0.00 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.50

009
前田・上野造園建設
工事共同企業体

0.0 0.00 0.0 0.5 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.50

010
神戸造園土木・植勘
建設工事共同企業体

0.0 0.00 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00

011
グリーン・岸本駒建設
工事共同企業体

0.7 0.00 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.70

012
アイアイ・仁和庭建設
工事共同企業体
（技術資料提出なし）

0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50



 

 

審議案件 第３号 

契約方法 一般競争入札 

工事種別 その他工事 

件  名 平尾歩道橋上部工架替工事（その２） 

工事場所 堺市美原区平尾地内 

概  要 

工事延長 Ｌ＝１２．９ｍ 

 工場製作工  Ｗ＝１２．６ｔ 

 歩道橋架設工 Ｗ＝１２．６ｔ 

 現場塗装工  Ａ＝４１ｍ２ 

 附属物施設工 一式 

 歩道橋撤去工 一式 

 その他 一式 

工事担当課 道路整備課 

施工方式 単体企業又は共同企業体 

入札方法 電子入札 

単体企業及び

共同企業体の

構成員共通の

入札参加資格 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知さ

れる経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、鋼構造物工事の総合評定値

（Ｐ）の通知を受けている。 

単体企業の 

入札参加資格 

・その他工事又は土木工事を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者で、鋼構造物

工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 

・鋼構造物工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。 

・国、地方公共団体その他公共機関等から発注され、平成１７年４月１日から入札参加資格

審査申請締切日現在までの間に完成した次に掲げる工事の施工実績を元請として有するこ

と。 

鋼橋（鉄道橋、道路橋又は人道橋に限る。）の上部工架設工事 

特殊工事等共

同企業体の入

札参加資格 

共同企業体 

の構成要件 

構成員数は２社又は３社 

代表構成員 

の参加資格 

・その他工事又は土木工事を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者

で、鋼構造物工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 

・鋼構造物工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置でき

る。 

・国、地方公共団体その他公共機関等から発注され、平成１７年４月１日から

入札参加資格審査申請締切日現在までの間に完成した次に掲げる工事の施工

実績を元請として有すること。 

鋼橋（鉄道橋、道路橋又は人道橋に限る。）の上部工架設工事 

他の構成員 

の参加資格 

・その他工事又は土木工事を希望業種とする市内業者であり、鋼構造物工事業

の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 

・鋼構造物工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置でき

る。 

開 札 日 令和３年２月１５日（月）午前１１時００分 

業 者 数 ４者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方 ファースト建設株式会社 

契 約 日 令和３年３月１２日 

工  期 令和３年３月１２日から令和３年１１月３０日まで 

契約金額 62,590,000円（税込み）   56,900,000円（税抜き） 

予定価格 65,824,000円（税込み）   59,840,000円（税抜き） 

最低制限価格 58,143,800円（税込み）   52,858,000円（税抜き） 

落 札 率 ９５．０８％ 

備  考  
  



令和 3 年 2 月 15 日 午前 11 時 00 分

Ｎｏ．

1

2

3

4

最低制限価格 ¥52,858,000 （税抜き）

業　　者　　名 所在地区分 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要

開　　札　　票
5021000428

件　　　名 平尾歩道橋上部工架替工事（その２）

開札日時

予定価格 ¥59,840,000 （税抜き）

株式会社松尾組 市内 辞退

ファースト建設株式会社 市外 ¥56,900,000 95.08% 落札

大容建設株式会社 市内 辞退

利晃建設株式会社 市内 辞退



 

 

 

契約方法 一般競争入札 

工事種別 その他工事 

件  名 平尾歩道橋上部工架替工事 

工事場所 堺市美原区平尾地内 

概  要 

工事延長 Ｌ＝１２．９ｍ 

 工場製作工  Ｗ＝１２．６ｔ 

 歩道橋架設工 Ｗ＝１２．６ｔ 

 現場塗装工  Ａ＝４１ｍ２ 

 附属物施設工 一式 

 歩道橋撤去工 一式 

 その他 一式 

工事担当課 道路整備課 

施工方式 単体企業又は共同企業体 

入札方法 電子入札 

単体企業及び

共同企業体の

構成員共通の

入札参加資格 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知さ

れる経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、鋼構造物工事の総合評定値

（Ｐ）の通知を受けている。 

単体企業の 

入札参加資格 

・その他工事又は土木工事を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者で、鋼構造物

工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 

・鋼構造物工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。 

・国、地方公共団体その他公共機関等から発注され、平成１７年４月１日から入札参加資格

審査申請締切日現在までの間に完成した次に掲げる工事の施工実績を元請として有するこ

と。 

鋼橋（鉄道橋、道路橋又は人道橋に限る。）の上部工架設工事 

特殊工事等共

同企業体の入

札参加資格 

共同企業体 

の構成要件 

構成員数は２社又は３社 

代表構成員 

の参加資格 

・その他工事又は土木工事を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者

で、鋼構造物工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 

・鋼構造物工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置でき

る。 

・国、地方公共団体その他公共機関等から発注され、平成１７年４月１日から

入札参加資格審査申請締切日現在までの間に完成した次に掲げる工事の施工

実績を元請として有すること。 

鋼橋（鉄道橋、道路橋又は人道橋に限る。）の上部工架設工事 

他の構成員 

の参加資格 

・その他工事又は土木工事を希望業種とする市内業者であり、鋼構造物工事業

の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 

・鋼構造物工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置でき

る。 

開 札 日 令和２年１１月４日（水） 午前１０時２０分 

業 者 数 ４者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方  

契 約 日  

工  期  

契約金額  

予定価格 60,446,100円（税込み）   54,951,000円（税抜き） 

最低制限価格 53,331,300円（税込み）   48,483,000円（税抜き） 

落 札 率  

備  考  
  



令和 2 年 11 月 4 日 午前 10 時 20 分

Ｎｏ．

1

2

3

4

最低制限価格 ¥48,483,000 （税抜き）

業　　者　　名 所在地区分 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要

開　　札　　票
5021000288

件　　　名 平尾歩道橋上部工架替工事

開札日時

予定価格 ¥54,951,000 （税抜き）

大容建設株式会社 市内 辞退

利晃建設株式会社 市内 辞退

ファースト建設株式会社 市外 辞退

株式会社真山 市内 辞退



 

 

審議案件 第４号 

契約方法 一般競争入札 

工事種別 電気工事 

件  名 泉北水再生センターほか計装設備更新工事 

工事場所 堺市中区八田西町１丁２番１号ほか１か所 

概  要 
（中区八田西町、西区石津西町） 

計装設備更新工事      一式 

工事担当課 下水道施設課 

施工方式 単体企業又は共同企業体 

入札方法 電子入札 

入札参加資格 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知さ 

れる経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、電気工事の総合評定値（Ｐ） 

の通知を受けている。 

・電気工事を希望業種とするＡ又はＢランクの市内業者、準市業者又は市外業者で、特定 

建設業許可又は一般建設業許可を有している。 

・電気工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。 

開 札 日 令和３年８月３日 

業 者 数 ６者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方 株式会社Ｒａｉｎｇ 

契 約 日 令和３年８月２４日 

工  期 令和３年８月２４日から令和４年７月２９日まで 

契約金額 36,278,000円（税込み）  32,980,000円（税抜き） 

予定価格 39,009,300円（税込み）  35,463,000円（税抜き） 

最低制限価格 36,278,000円（税込み）  32,980,000円（税抜き） 

落 札 率 ９２．９９％ 

備  考  

 

  



令和 3 年 8 月 3 日 午前 9 時 50 分

Ｎｏ．

1

2

3

4

5

6

99.99%

開　　札　　票
5031000158

件　　　名 泉北水再生センターほか計装設備更新工事

開札日時

予定価格 ¥35,463,000 （税抜き）

業　　者　　名 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要

（税抜き）

株式会社Ｒａｉｎｇ

宝電設工業株式会社

所在地区分

最低制限価格 ¥32,980,000

¥32,980,000

市外

¥31,960,000

株式会社木内計測

藤原電機工業株式会社

島津システムソリューションズ株
式会社大阪支店

市内

¥35,460,000

90.12% 無効

92.99%

市外 ¥31,917,000 90.00% 無効

市内 ¥31,930,000 90.03% 無効

市外

落札

市外 ¥35,463,000 100.00%
東芝インフラシステムズ株式会
社関西支社



 

 

審議案件 第５号 

契約方法 一般競争入札 

工事種別 舗装工事 

件  名 松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事 

工事場所 堺市堺区松屋大和川通ほか 

概  要 

インターロッキングブロック工    ｔ＝ ６ｃｍ   Ａ＝  ２３３ｍ２ 

アスファルト舗装工         ｔ＝ ５ｃｍ   Ａ＝   ６６ｍ２ 

アスファルト舗装工         ｔ＝ ９ｃｍ   Ａ＝   ２３ｍ２ 

排水性アスファルト舗装工      ｔ＝２０ｃｍ   Ａ＝  １５６ｍ２ 

透水性アスファルト舗装工      ｔ＝ ５ｃｍ   Ａ＝２，２７５ｍ２ 

アスファルト舗装工（乗入部）    ｔ＝ ５ｃｍ   Ａ＝  ２００ｍ２ 

その他附帯工 一式 

工事担当課 水道サービスセンター 

施工方式 単体企業 

入札方法 電子入札 

入札参加資格 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知さ 

れる経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、舗装工事の総合評定値（Ｐ） 

の通知を受けている。 

・舗装工事を希望業種とするＢランクの市内業者で、特定建設業許可又は一般建設業許可を 

有している。 

・舗装工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。 

開 札 日 令和３年６月７日 

業 者 数 ７１者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方 芳樹園 

契 約 日 令和３年６月２２日 

工  期 令和３年６月２２日から令和３年９月３０日まで 

契約金額 22,029,700円（税込み）  20,027,000円（税抜き） 

予定価格 25,130,600円（税込み）  22,846,000円（税抜き） 

最低制限価格 22,029,700円（税込み）  20,027,000円（税抜き） 

落 札 率 ８７．６６％ 

備  考  

  

  



令和 3 年 6 月 7 日 午前 10 時 10 分

Ｎｏ．

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

87.66% 落札（くじ）

87.66%¥20,027,000市内

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

開　　札　　票
5031000080

件　　　名 松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事

開札日時

予定価格 ¥22,846,000 （税抜き）

業　　者　　名 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要

村上水道株式会社

明興建設株式会社

所在地区分

最低制限価格 ¥20,027,000 （税抜き）

¥20,027,000

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内

¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内

芳樹園 市内 ¥20,027,000

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

市内 ¥20,027,000 87.66%

潮奈美フラワー

株式会社日本装工

橋本土建

株式会社森田組土木興業

辻本舗道

株式会社そのだ工務店

株式会社マルイ

株式会社大和土木工業

株式会社アセスト企画

金岡住建株式会社

株式会社道路テック

中本土木工業株式会社

有限会社瑞生

松永興業株式会社

益建興業

辰巳工業

メガ・ドットコム

株式会社晶興業

株式会社三友テクノ



令和 3 年 6 月 7 日 午前 10 時 10 分

Ｎｏ．

開　　札　　票
5031000080

件　　　名 松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事

開札日時

予定価格 ¥22,846,000 （税抜き）

業　　者　　名 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要所在地区分

最低制限価格 ¥20,027,000 （税抜き）

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

株式会社谷文建設 市内 ¥20,027,000 87.66%

岡本造園 市内 ¥20,027,000 87.66%

福島土木建設株式会社 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社馬渕興業 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社建真 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社ＺＯＵＴＯ 市内 ¥20,027,000 87.66%

昇建設 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社萬勝 市内 ¥20,027,000 87.66%

リコリス 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社田嶋興業 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社大昇 市内 ¥20,027,000 87.66%

有限会社イシイ 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社アクロス 市内 ¥20,027,000 87.66%

松岡重機

株式会社勇匠

株式会社オラクル

有限会社東陽工務店

共生建装工業

株式会社ＫＳＮ

有限会社ＫＳ光健

キユウ

喜陽建設

¥20,027,000

¥20,027,000

¥20,027,000

¥20,027,000

¥20,027,000

¥20,027,000

¥20,027,000

¥20,027,000

¥20,027,000

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

市内

87.66%

87.66%

87.66%

87.66%

87.66%

87.66%

87.66%

87.66%

87.66%



令和 3 年 6 月 7 日 午前 10 時 10 分

Ｎｏ．

開　　札　　票
5031000080

件　　　名 松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事

開札日時

予定価格 ¥22,846,000 （税抜き）

業　　者　　名 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要所在地区分

最低制限価格 ¥20,027,000 （税抜き）

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 株式会社アリカ 市内 ¥20,027,000 87.66%

太志建設 市内 ¥20,027,000 87.66%

ダイワ塗装 市内 ¥20,027,000 87.66%

滉建設工業株式会社 市内 ¥20,027,000 87.66%

ＨＡＲＵＫＡ 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社リメイン 市内 ¥20,027,000 87.66%

葉織 市内 ¥20,027,000 87.66%

エヌティ技建株式会社 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社スパーブ 市内 ¥20,027,000 87.66%

令和建設 市内 ¥20,027,000 87.66%

サカイ産業 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社清正 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社高成 市内 ¥20,027,000 87.66%

清水工業株式会社 市内 ¥20,027,000 87.66%

仲井造園 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社ＳＹＵＮ　ｃｏｍｐａｎｙ 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社ＹＡＭＡＤＡ 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社アップクリエイト 市内 ¥20,027,000 87.66%

アイサービス 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社シンセイ設備 市内 ¥20,027,000 87.66%

ハセガワ企画 市内 ¥20,027,000 87.66%

大心 市内 ¥20,027,000 87.66%



令和 3 年 6 月 7 日 午前 10 時 10 分

Ｎｏ．

開　　札　　票
5031000080

件　　　名 松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事

開札日時

予定価格 ¥22,846,000 （税抜き）

業　　者　　名 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

摘　　　要所在地区分

最低制限価格 ¥20,027,000 （税抜き）

67

68

69

70

71

株式会社時弥開発 市内 不着  

松本産業株式会社 市内 不着  

株式会社宮本工務店 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社アビリティ 市内 ¥20,027,000 87.66%

株式会社小笹組 市内 ¥20,027,000 87.66%



 

 

審議案件 第６号 

契約方法 一般競争入札（特別簡易型総合評価落札方式） 

業  種 建築設計業務 

件  名 鳳中学校体育館改築ほか工事設計業務 

履行場所 堺市西区鳳西町１丁１５９番地１ 

概  要 

体育館改築ほか工事設計業務 

 プール付き体育館新築 鉄筋コンクリート造地上３階建 延べ面積 約１，７５０ｍ２ 

 渡り廊下新築 鉄骨造平屋建 建築面積 約２００ｍ２ 

 既存建物解体 

  既存体育館 鉄骨造平屋建 延べ面積 ８３８．６２ｍ２ 

  既存屋外便所 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積 １１．００ｍ２ 

  既存渡り廊下、既存倉庫 

 屋外附帯解体 

 電気、機械設備工事 

工事担当課 建築課 

施工方式 単体企業 

入札方法 電子入札 

入札参加資格 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・建築設計業務を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者である。 

・一級建築士の資格を有する者を配置できる。 

開 札 日 令和２年１２月２８日（月） 

業 者 数 ３３者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方 株式会社相和技術研究所大阪事務所 

契 約 日 令和３年３月１日 

履行期間 令和３年３月１日から令和３年１２月２４日まで 

契約金額 24,090,000円（税込み）   21,900,000円（税抜き） 

予定価格 39,270,000円（税込み）   35,700,000円（税抜き） 

調査基準価格 30,067,400円（税込み）   27,334,000円（税抜き） 

落 札 率 ６１．３４％ 

備  考  

  



鳳中学校体育館改築ほか工事設計業務

令和 2 年 12 月 28 日 午前 午前 11 時 00 分

（税抜き）

（税抜き）

Ｎｏ．

1 株式会社相和技術研究所大阪事務所 (6) 45.00 (4) 60.000 (1)

2 株式会社三弘建築事務所大阪事務所 (9) 45.00 (4) 60.000 (1)

3 株式会社綜企画設計大阪支店第二事務所 (11) 44.40 (6) 60.000 (1)

4 株式会社土屋総合設計 (5) 42.30 (7) 60.000 (1)

5 株式会社池下設計大阪事務所 (3) 41.70 (9) 60.000 (1)

6 (12) 42.00 (8) 56.165 (12)

7 株式会社器設計 (8) 34.20 (12) 60.000 (1)

8 株式会社あい設計大阪支社 (17) 48.00 (1) 45.811 (17)

9 株式会社サン設計事務所 (2) 33.48 (13) 60.000 (1)

10 株式会社小西設計 (10) 31.92 (15) 60.000 (1)

11 (19) 47.40 (2) 39.048 (19)

12 株式会社前田都市設計 (14) 36.54 (10) 49.398 (14)

13 株式会社小笠原設計 (18) 35.10 (11) 45.304 (18)

14 株式会社内藤設計 (13) 30.12 (16) 49.909 (13)

15 ケイズアーキテクツ有限会社 (1) 19.68 (19) 60.000 (1)

16 株式会社新大阪設計事務所 (15) 32.04 (14) 46.280 (15)

17 株式会社浦野設計関西支社 (21) 46.20 (3) 27.703 (21)

18 株式会社ＳＤＩイドタセイイチアトリエ (4) 6.96 (21) 60.000 (1)

19 株式会社上田茂久建築設計工房 (16) 16.08 (20) 45.939 (16)

20 (19) 22.80 (18) 39.048 (19)

21 株式会社芦沢設計 (7) 0.00 (22) 60.000 (1)

22 株式会社ユニバァサル設計西日本支社 (22) 25.20 (17) 25.309 (22)

23 株式会社林設計事務所

24

25 株式会社真鍋建築設計事務所

26 株式会社岡本設計

27 新建築設計事業協同組合

28 株式会社プラス設計

29 株式会社アルキービ総合計画事務所

30 有限会社ネオジオ

31 株式会社トクオ大阪事務所

32 株式会社ｃａｎ―ａｒｃｈｉ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｙｓｔｅｍ

33 株式会社田建築研究所

開　　札　　票
5022000200

件　　　名

開札日時

予定価格 ¥35,700,000

市外 辞退

調査基準価格 ¥27,334,000

業　　者　　名 所在地区分 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

105.000

市外 ¥26,500,000 74.22% 91.920

技術
評価点

価格
評価点

評価値 摘　　　要

市外 ¥21,900,000 61.34% 105.000 落札

市外 ¥21,000,000 58.82% 102.300

市外 ¥25,340,000 70.98%

市外 ¥27,100,000 75.91% 104.400

株式会社都市環境設計堺事務所 準市 ¥42,000,000 117.64% 86.448

株式会社藤田建築設計事務所 市外 ¥29,200,000 81.79% 98.165

共同設計株式会社 市外 辞退

超過

全日本コンサルタント株式会社 市外 ¥42,000,000 117.64% 61.848 超過

市外 ¥35,437,000 99.26% 78.320

市外 ¥36,200,000 101.40% 80.404 超過

市外

市外 辞退

市外 ¥59,200,000 165.82% 73.903 超過

66.960

市外 ¥64,800,000 181.51% 50.509 超過

¥33,200,000 92.99% 85.938

辞退

市外 ¥24,283,000 68.01% 94.200

市外 ¥12,305,000 34.46% 93.480

市外 ¥35,800,000 100.28% 93.811 超過

市外 ¥20,924,000 58.61%

辞退

市外 ¥35,700,000 100.00% 62.019

市外 ¥24,200,000 67.78% 60.000

市外 辞退

市外 辞退

市外

市外 ¥20,450,000 57.28% 101.700

市外 辞退

市外 ¥32,860,000 92.04% 80.029

市外 ¥9,712,000 27.20% 79.680

市外

市外 辞退

市外 辞退

市外 辞退



総合評価落札方式　技術評価点内訳

件名 鳳中学校体育館改築ほか工事設計業務

開札日 令和2年12月28日

設計業務実
績

地域精通度 意匠 構造 積算 電気 機械 統括 意匠 構造 積算 電気 機械

001
株式会社相和技術研
究所　関西支社　大阪
事務所

12.00 0.00 2.40 3.00 3.00 1.80 1.80 6.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 0.00 45.00

002
株式会社三弘建築事
務所　大阪事務所

12.00 0.00 3.00 3.00 2.40 1.80 1.80 6.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 0.00 45.00

003
株式会社綜企画設計
大阪支店第二事務所

12.00 0.00 3.00 2.40 2.40 1.80 2.40 5.40 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 0.00 44.40

004
株式会社土屋総合設
計

12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 1.20 1.80 5.40 2.70 3.00 1.00 3.00 3.00 0.00 42.30

005
株式会社池下設計
大阪事務所

12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 1.80 2.40 5.40 2.40 2.70 0.80 3.00 2.40 0.00 41.70

006
株式会社藤田建築設
計事務所

12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 1.80 1.80 4.80 3.00 3.00 1.00 2.40 3.00 0.00 42.00

007 株式会社器設計 12.00 0.00 1.20 2.40 2.40 1.20 1.20 4.80 1.80 1.80 1.00 1.80 1.80 0.00 34.20

008
株式会社あい設計　大
阪支社

12.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 0.00 48.00

009
株式会社サン設計事
務所

9.60 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 1.20 3.84 2.40 1.92 0.80 2.70 2.70 0.00 33.48

010 株式会社小西設計 9.60 0.00 2.40 2.40 3.00 1.80 1.80 3.00 1.20 2.40 0.80 1.92 0.00 0.00 31.92

011
株式会社都市環境設
計　堺事務所

12.00 6.00 3.00 1.80 3.00 1.80 1.80 6.00 1.80 1.80 1.00 3.00 2.40 0.00 47.40

012
株式会社前田都市設
計

12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 1.80 1.20 3.84 3.00 2.70 0.80 2.40 0.00 0.00 36.54

013 株式会社小笠原設計 12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 0.60 1.20 4.80 3.00 2.70 1.00 1.20 1.20 0.00 35.10

014 株式会社内藤設計 12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 0.60 0.60 2.88 1.44 1.44 0.60 1.44 0.72 0.00 30.12

加算点
合計

Ｎｏ． 業者名

企業の評価 専門分野の技術者資格 設計業務の実績と携わった立場

履行義務
違反



設計業務実
績

地域精通度 意匠 構造 積算 電気 機械 統括 意匠 構造 積算 電気 機械

加算点
合計

Ｎｏ． 業者名

企業の評価 専門分野の技術者資格 設計業務の実績と携わった立場

履行義務
違反

015
ケイズアーキテクツ有
限会社

4.80 0.00 2.40 2.40 2.40 1.80 1.80 2.40 0.96 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68

016
株式会社新大阪設計
事務所

9.60 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 1.80 3.84 1.92 1.92 0.80 1.92 1.92 0.00 32.04

017
株式会社浦野設計
関西支社

12.00 0.00 3.00 3.00 2.40 1.80 3.00 6.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 0.00 46.20

018
株式会社ＳＤＩイドタセ
イイチアトリエ

2.40 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96

019
株式会社上田茂久建
築設計工房

4.80 0.00 3.00 1.80 0.00 1.80 1.80 1.92 0.00 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 16.08

020
全日本コンサルタント
株式会社

7.20 0.00 2.40 3.00 3.00 1.80 1.80 2.16 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80

021 株式会社芦沢設計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022
株式会社ユニバァサル
設計　西日本支社

12.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 2.40 0.00 1.20 1.20 0.00 25.20

023
株式会社林設計事務
所

- - - - - - - - - - - - - - -

024 共同設計株式会社 - - - - - - - - - - - - - - -

025
株式会社真鍋建築設
計事務所

- - - - - - - - - - - - - - -

026 株式会社岡本設計 - - - - - - - - - - - - - - -

027
新建築設計事業協同
組合

- - - - - - - - - - - - - - -

028 株式会社プラス設計 - - - - - - - - - - - - - - -

029
株式会社アルキービ
総合計画事務所

- - - - - - - - - - - - - - -

030 有限会社ネオジオ - - - - - - - - - - - - - - -

031
株式会社トクオ　大阪
事務所

- - - - - - - - - - - - - - -

032
株式会社ｃａｎ―ａｒｃｈｉ
ｄｅｓｉｇｎ　ｓｙｓｔｅｍ

- - - - - - - - - - - - - - -

033
株式会社田建築研究
所

- - - - - - - - - - - - - - -



 

 

審議案件 第６号 

契約方法 一般競争入札（特別簡易型総合評価落札方式） 

業  種 建築設計業務 

件  名 津久野小学校体育館長寿命化改修工事設計業務 

履行場所 堺市西区津久野町３丁１４番１１号 

概  要 

体育館長寿命化改修工事設計業務 

 体育館長寿命化改修 工事対象延べ面積 約１，３１８ｍ２ 

 昇降機棟、渡り廊下増築 

 屋外附帯整備 

 電気、機械設備工事 

工事担当課 建築課 

施工方式 単体企業 

入札方法 電子入札 

入札参加資格 

・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 

・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 

・建築設計業務を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者である。 

・一級建築士の資格を有する者を配置できる。 

開 札 日 令和２年１２月２８日（月） 

業 者 数 ２２者 

開札結果 別紙のとおり 

契約の相手方 株式会社芦沢設計 

契 約 日 令和３年１月２７日 

履行期間 令和３年１月２７日から令和４年１月３１日まで 

契約金額 10,450,000円（税込み）    9,500,000円（税抜き） 

予定価格 11,380,600円（税込み）   10,346,000円（税抜き） 

調査基準価格 8,713,100円（税込み）    7,921,000円（税抜き） 

落 札 率 ９１．８２％ 

備  考  
  



津久野小学校体育館長寿命化改修工事設計業務

令和 2 年 12 月 28 日 午前 午前 11 時 30 分

（税抜き）

（税抜き）

Ｎｏ．

1 株式会社新大阪設計事務所 (6) 37.80 (2) 38.651 (6)

2 株式会社相和技術研究所大阪事務所 (10) 41.40 (1) 32.349 (10)

3 株式会社内藤設計 (4) 30.12 (5) 43.313 (4)

4 (9) 37.32 (3) 35.128 (9)

5 株式会社土屋総合設計 (8) 35.40 (4) 36.774 (8)

6 (2) 22.02 (8) 47.500 (2)

7 (7) 29.16 (6) 38.000 (7)

8 ケイズアーキテクツ有限会社 (5) 19.68 (10) 40.362 (5)

9 株式会社芦沢設計 (1) 0.00 (13) 60.000 (1)

10 株式会社上田茂久建築設計工房 (3) 16.08 (11) 43.511 (3)

11 株式会社前田都市設計 (12) 27.72 (7) 30.645 (12)

12 株式会社ＳＤＩイドタセイイチアトリエ (11) 6.96 (12) 31.802 (11)

13 株式会社ユニバァサル設計西日本支社 (14) 21.12 (9) 16.147 (14)

14 株式会社プラス設計 (13) 0.00 (13) 16.493 (13)

15 株式会社小西設計

16 株式会社藤田建築設計事務所

17

18 株式会社岡本設計

19 新建築設計事業協同組合

20 有限会社ネオジオ

21 株式会社ｃａｎ―ａｒｃｈｉ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｙｓｔｅｍ

22 株式会社田建築研究所

開　　札　　票
5022000183

件　　　名

開札日時

予定価格 ¥10,346,000

市外 辞退

調査基準価格 ¥7,921,000

業　　者　　名 所在地区分 入札書記載金額
（税抜き）

予定価格
との比率

市外 ¥14,747,000 142.53% 76.451 超過

技術
評価点

価格
評価点

評価値 摘　　　要

市外 ¥17,620,000 170.30% 73.749 超過

市外 ¥15,500,000 149.81% 72.174 超過

市外 ¥13,160,000 127.19% 73.433 超過

株式会社綜企画設計大阪支店第二事務所 市外 ¥16,226,000 156.83% 72.448 超過

市外 ¥18,600,000 179.77% 58.365 超過

株式会社小笠原設計 市外 ¥15,000,000 144.98% 67.160 超過

¥9,500,000 91.82% 60.000 落札

市外 ¥14,122,000 136.49%

株式会社サン設計事務所 市外 ¥12,000,000 115.98% 69.520 超過

辞退株式会社真鍋建築設計事務所 市外

市外 辞退

市外

60.042 超過

市外 ¥35,300,000 341.19% 37.267

市外 ¥13,100,000 126.61% 59.591 超過

市外 ¥34,560,000 334.04% 16.493 超過

市外 ¥17,923,000 173.23% 38.762 超過

超過

市外 辞退

辞退

市外 辞退

市外 辞退

市外

市外 辞退



総合評価落札方式　技術評価点内訳

件名 津久野小学校体育館長寿命化改修工事設計業務

開札日 令和2年12月28日

設計業務
実績

地域精通度 意匠 構造 積算 電気 機械 統括 意匠 構造 積算 電気 機械

001
株式会社新大阪設計
事務所

12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 1.80 4.80 2.40 2.40 1.00 2.40 2.40 0.00 37.80

002
株式会社相和技術研
究所　関西支社　大阪
事務所

12.00 0.00 2.40 3.00 3.00 1.80 1.80 4.80 2.40 2.40 0.80 2.70 2.70 0.00 41.40

003 株式会社内藤設計 12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 0.60 0.60 4.80 0.00 0.96 1.00 0.96 0.00 0.00 30.12

004
株式会社綜企画設計
大阪支店第二事務所

12.00 0.00 3.00 2.40 2.40 1.80 2.40 4.32 1.80 1.80 0.60 1.80 1.80 0.00 37.32

005
株式会社土屋総合設
計

9.60 0.00 2.40 2.40 2.40 1.80 0.00 4.80 2.40 2.40 0.80 2.40 2.40 0.00 35.40

006
株式会社サン設計事
務所

4.80 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 1.20 0.48 0.96 1.44 0.70 1.92 1.92 0.00 22.02

007 株式会社小笠原設計 9.60 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 3.84 2.40 1.44 0.80 1.62 1.62 0.00 29.16

008
ケイズアーキテクツ有
限会社

4.80 0.00 2.40 2.40 2.40 1.80 1.80 2.40 0.96 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68

009 株式会社芦沢設計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

010
株式会社上田茂久建
築設計工房

4.80 0.00 3.00 1.80 0.00 1.80 1.80 1.92 0.00 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 16.08

011
株式会社前田都市設
計

12.00 0.00 2.40 2.40 2.40 1.80 1.20 1.92 1.20 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 27.72

012
株式会社ＳＤＩイドタセ
イイチアトリエ

2.40 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96

013
株式会社ユニバァサル
設計　西日本支社

9.60 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 1.92 0.00 0.96 0.96 0.00 21.12

014 株式会社プラス設計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

015 株式会社小西設計 - - - - - - - - - - - - - - -

加算点
合計

Ｎｏ． 業者名

企業の評価 専門分野の技術者資格 設計業務の実績と携わった立場
履行義務
違反



設計業務
実績

地域精通度 意匠 構造 積算 電気 機械 統括 意匠 構造 積算 電気 機械

加算点
合計

Ｎｏ． 業者名

企業の評価 専門分野の技術者資格 設計業務の実績と携わった立場
履行義務
違反

016
株式会社藤田建築設
計事務所

- - - - - - - - - - - - - - -

017
株式会社真鍋建築設
計事務所

- - - - - - - - - - - - - - -

018 株式会社岡本設計 - - - - - - - - - - - - - - -

019
新建築設計事業協同
組合

- - - - - - - - - - - - - - -

020 有限会社ネオジオ - - - - - - - - - - - - - - -

021
株式会社ｃａｎ―ａｒｃｈｉ
ｄｅｓｉｇｎ　ｓｙｓｔｅｍ

- - - - - - - - - - - - - - -

022
株式会社田建築研究
所

- - - - - - - - - - - - - - -



 

 

審議案件 第７号 

契約方法 随意契約 

業  種 土木工事 

件  名 石津西町地内雨水管敷設工事 

履行場所 堺市西区石津西町地内 

概  要 

工事延長 Ｌ＝９ｍ 

管敷設工 Ｌ＝９ｍ 

その他  一式 

工事担当課 河川水路課 

随意契約理由 

（根拠法令） 

緊急を要するため競争入札に付す時間的余裕がない場合 

（地方自治法令第１６７条の２第１項第５号） 

【災害の発生時期、発生原因、被害状況等】 

令和 3 年 8 月 17 日から 8 月 18 日の降雨が累計で 87 ミリ程度（時間最大：17 日 20 ミリ、

18 日 16 ミリ）であったが、府道大阪臨海線（以下「本線」という。）の出島西町交差点から

石津西町交差点までの約 1.7㎞にわたり北行き 1車線が冠水のため通行不能となった。本線は

交通量が非常に多くその大半を大型貨物が占めており深刻な交通渋滞が発生した。 

道路の排水経路を調査したところ、西区石津西町において内径 2700mm×1800mm の楕円型コ

ルゲートパイプ（以下「本パイプ」という。）が府道大阪臨海線の地下から大阪湾につながっ

ており、ここに本線の道路排水が集中していることが判明した。本パイプは臨海部埋立時に設

置され以降 50年から 60年程度経過し、大部分の老朽化と管内の土砂体積のため円滑な道路排

水が妨げられている状況である。 

【随意契約を必要とする理由】 

本線は広域的に重要な幹線道路であり、本パイプの現状から、強降雨の度の交通渋滞が容易

に起こり得る。また沿道の工場の通勤経路ともなっていることから道路冠水により帰宅困難者

が発生する可能性も極めて高い。 

 このような事態を回避するには、本工事を早急に行う必要があり、緊急を要し競争入札に付

す時間的余裕がないため、随意契約を行うものである。 

【随意契約の相手方を選定した理由】 

 今回の施工箇所は令和元年に本パイプの老朽化により陥没が発生した場所であり、本工事の

契約の相手方である有限会社星光建設がその陥没復旧工事を行った。当時の陥没復旧工事は緊

急対応の工事であったため詳細な完成図書がなく、本パイプの状況や復旧方法を把握していな

い他の業者が施工を行う場合施工性が著しく低下する恐れがある。また今回の施工箇所は日本

製鉄(株)の敷地を通過するため、本来は予め通行許可や敷地に入るための安全教育を受ける必

要があるが、前回施工実績を持った当該業者であればそれらの手続きが省略できる。本工事は

次回の降雨や台風に先んじて行う必要があるため、現場を熟知し、かつ日本製鉄(株)との手続

きが省略できる当該業者を今回随意契約の相手方として選定した。 

契約の相手方 有限会社星光建設 

契 約 日 令和３年９月２２日 

履行期間 令和３年９月２２日から令和３年１０月３１日まで（当初契約時） 

契約金額 3,993,000円（税込み）   3,630,000円（税抜き） 

予定価格 4,018,300円（税込み）   3,653,000円（税抜き） 

請 負 率 ９９．３７％ 

備  考 

・出島西町地内補修工事（令和元年度の陥没復旧工事） 

請負額 1,841,400円 

工期 令和元年１２月１６日から令和２年３月３１日 

 

・令和３年１０月２６日 第１回変更契約 

変更契約後の工期 令和３年１１月３０日 

変更理由  本工事着手後、掘削したところ既設人孔の劣化が想定以上に進んでおり、当初

設計のとおり削孔を行うと、広範囲にわたり人孔が崩壊する恐れがあることが判

明した。このため、削孔方法を再度検討するとともに崩壊した場合の対策を講じ

る必要が生じたことから、工期延長を行うものである。 

 

 



 

 

 

・令和３年１１月２２日 第２回変更契約 

変更契約後の契約金額 5,132,600円（税込み） 4,666,000円（税抜き） 

（増額        1,139,600円（税込み） 1,036,000円（税抜き）） 

変更理由  本工事は、雨水管を敷設し道路排水等を海に排出するものである。 

      当初は、8 月 17,18 日の降雨状況から時間雨量 10mm～20mm 以上に対応する必

要があり、現地に敷設可能な最大口径の雨水管を用いると時間雨量 30mm に対応

できることから設計を行った。 

      工事着手後、昨今の降雨等の状況から時間雨量 40mm～50mm に対応する必要が

あると判断し検討を行ったところ、内径 350mmの雨水管を増設すると対応が可能

であることが判明した。また現地を掘削し地中を確認したところ増設が可能であ

ることが判明したため雨水管の増設を行う。 

      以上のことから、増額変更を行うものである。 

 
 


