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6月23日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（牛久保処理分
区　長草第５工区）

豊川市長草町外１町地内 56,470,095 67,738,000 有限会社森田組 下水整備課

6月23日 一般 豊川西部土地区画整理地内５号公園整備工事 豊川市八幡町地内 38,675,936 42,546,900 有限会社原田工務店 公園緑地課

6月23日 随契
豊川市清掃工場Ａ棟１・３号炉定期点検整備工事
その１

豊川市平尾町親坂５０番地 　　　　― 59,950,000 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 清掃事業課

6月23日 一般 豊川駅東区画配水管新設工事Ｒ３‐５１ 豊川市豊川町外２町地内 7,695,491 9,075,000 株式会社加藤設備 水道整備課

6月23日 一般 伊奈町配水管新設工事Ｒ３‐６７ 豊川市伊奈町地内 3,216,830 3,938,000 株式会社ナガシマ 水道整備課

6月23日 一般 御津町西方配水管新設工事Ｒ３‐５８ 豊川市御津町西方地内 4,020,033 4,818,000 有限会社渡辺水道 水道整備課

6月23日 一般
公共下水道築造工事（豊川西部処理分区　八幡町
第５８工区）（週休２日）

豊川市八幡町地内 15,482,790 18,590,000 春太建設株式会社 下水整備課

6月23日 一般 中学校屋内運動場ステージ床等改修工事 中部中学校始め２校 10,094,386 11,119,570 株式会社高橋組 教育委員会　庶務課

6月23日 一般 三蔵子小学校通路等改修工事 豊川市三蔵子町宮前３２番地 4,945,047 5,797,000 株式会社後藤建設 教育委員会　庶務課

6月23日 一般 無蓋防火水槽蓋取付工事（２箇所） 豊川市上長山町外１町地内 3,765,157 4,400,000 株式会社永晃 消防本部　総務課

6月23日 一般 保育所遊具取替工事 豊川市御油町地内外 9,233,579 10,160,700 有限会社原田工務店 保育課

6月17日 一般
公共下水道改築工事（Ｒ３‐２号　御津西部処理分
区）

豊川市御津町地内 6,476,376 7,775,900 有限会社太田工務店 下水整備課

6月17日 一般 牛久保小学校廊下等改修工事 豊川市牛久保町大手１０番地の２ 12,227,287 13,489,300 株式会社高橋組 教育委員会　庶務課

6月17日 一般 小学校給食受入室改修工事 中部小学校始め２校 7,348,962 8,591,000 有限会社今泉工務店 教育委員会　庶務課

6月17日 一般 御油小学校普通教室床改修工事 豊川市御油町膳ノ棚１番地の４ 2,437,342 2,697,200 株式会社高橋組 教育委員会　庶務課

6月17日 一般 桜町小学校普通教室床改修工事 豊川市桜町２丁目７番地４５ 2,493,082 2,761,000 株式会社高橋組 教育委員会　庶務課

6月17日 一般
豊川西部土地区画整理地内５号公園便所等整備
工事

豊川市八幡町地内 10,598,649 11,671,000 マルイ建設株式会社 公園緑地課

6月9日 一般
駐車場整備工事（愛知御津駅前公共駐車場拡張エ
リア）

豊川市御津町西方地内 47,926,725 56,650,000 株式会社波多野組 都市計画課

6月9日 一般 音羽保育園（仮称）整備工事のうち建築工事 豊川市長沢町向谷９３番地１外 374,239,011 436,370,000
波多野・林特定建設工事共同企業体    代
表者　株式会社波多野組

保育課

6月9日 一般
豊川市立国府小学校校舎大規模改修工事のうち
建築工事

豊川市国府町寒若寺６番地の１ 不調 教育委員会　庶務課

6月9日 一般
豊川市立国府小学校校舎大規模改修工事のうち
機械設備工事

豊川市国府町寒若寺６番地の１ 取止め 教育委員会　庶務課

6月9日 一般 一宮町配水管布設替工事Ｒ３‐６４ 豊川市一宮町地内 9,408,267 11,220,000 有限会社小松工業 水道整備課

6月9日 一般 平尾町配水管布設替工事Ｒ３‐４９ 豊川市平尾町地内 7,480,123 9,144,300 株式会社ナガシマ 水道整備課

6月9日 一般 御油町配水管布設替工事Ｒ３‐５４ 豊川市御油町地内 6,894,439 8,239,000 株式会社およべ 水道整備課

6月9日 一般
公共下水道築造工事（豊川北部処理分区　一宮宮
前第３工区）

豊川市一宮町地内 6,860,797 8,316,000 株式会社永晃 下水整備課

6月9日 一般
道路拡幅改良工事　市道平尾上藤井２号線（平尾
第１地区区画道路１号）

豊川市平尾町地内 9,129,580 11,110,000 有限会社藤井建設 都市計画課

6月9日 一般 プリオビル非常照明用直流電源盤蓄電池取替工事 豊川市諏訪三丁目３００番地 5,040,203 5,545,100 アダチ電気株式会社 都市計画課

6月9日 一般 道路改良工事　市道長沢向谷１号線外１路線 豊川市長沢町向谷外１町地内 5,755,697 6,963,000 株式会社後藤建設 道路建設課

6月9日 一般 道路改良工事　市道御油一町田上ノ山下２号線 豊川市御油町地内 3,845,049 4,620,000 有限会社藤井建設 道路建設課

6月9日 一般 舗装改良工事　市道御津赤根下川野竹線 豊川市御津町赤根地内 2,968,547 3,652,000 東海技建株式会社 道路建設課
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6月3日 一般 豊川市中央図書館空調設備取替工事 豊川市諏訪１丁目６３番地 369,288,000 406,216,800 井指設備工業株式会社 教育委員会　中央図書館

6月3日 一般 権現配水池受水弁盤更新工事Ｒ３‐４４ 豊川市三上町地内 40,821,970 48,180,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

6月3日 一般
道路新設改良工事　八幡駅南地区計画２号線外１
路線

豊川市白鳥町外１町地内 114,276,739 133,650,000 岡田建設株式会社 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

6月3日 一般 道路改良工事（市道蔵子線外１路線） 豊川市白鳥町地内 97,974,477 118,580,000 岡田建設株式会社 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

5月26日 指名 豊川町配水管布設替工事Ｒ３‐２ 豊川市豊川町地内 46,267,852 57,596,000 名工建設株式会社 水道整備課

5月26日 一般
公共下水道築造工事（豊川西部処理分区　平尾第
２工区）

豊川市平尾町外１町地内 73,222,817 89,980,000 株式会社林工務店 下水整備課

5月26日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（音羽処理分区
萩第１９工区）

豊川市萩町地内 39,272,388 47,080,000 丸十工業株式会社 下水整備課

5月26日 一般
小坂井生涯学習センター・小坂井収蔵庫等解体工
事

豊川市宿町光道寺４０番地外 78,306,971 92,070,000 岡田建設株式会社 教育委員会　生涯学習課

5月26日 一般 こざかい児童館トイレ等改修工事 豊川市宿町光道寺３５番地 32,345,056 37,400,000 鳥井建設株式会社 保育課

5月26日 一般 豊川公園再整備工事その１ 豊川市諏訪１丁目地内 35,664,472 39,231,500 有限会社原田工務店 公園緑地課

6月3日 一般 豊川市中央図書館空調設備取替工事 豊川市諏訪１丁目６３番地 369,288,000 406,216,800 井指設備工業株式会社 教育委員会　中央図書館

6月3日 一般 権現配水池受水弁盤更新工事Ｒ３‐４４ 豊川市三上町地内 40,821,970 48,180,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

6月3日 一般
道路新設改良工事　八幡駅南地区計画２号線外１
路線

豊川市白鳥町外１町地内 114,276,739 133,650,000 岡田建設株式会社 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

6月3日 一般 道路改良工事（市道蔵子線外１路線） 豊川市白鳥町地内 97,974,477 118,580,000 岡田建設株式会社 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

5月26日 一般 豊川公園再整備工事その２ 豊川市諏訪１丁目地内 62,482,255 68,733,500 株式会社波多野組 公園緑地課

5月26日 一般 為当町配水管布設替工事Ｒ３‐３９ 豊川市為当町地内 11,980,916 14,135,000 株式会社牧水道工業所 水道整備課

5月26日 一般 西原町配水管布設替工事Ｒ３‐４３ 豊川市西原町地内 5,719,652 6,845,300 有限会社藤本管工 水道整備課

5月26日 一般 萩町配水管布設替工事Ｒ３‐３８ 豊川市萩町地内 2,485,000 3,047,000 株式会社牧水道工業所 水道整備課

5月26日 一般 八幡町配水管新設工事Ｒ３‐５０ 豊川市八幡町地内 1,868,701 2,288,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

5月26日 一般 林道維持補修工事（東鞍狭間線） 豊川市千両町地内 1,575,568 1,918,400 豊川舗装株式会社 農務課

5月26日 一般 豊川西部整地工事（２１‐０１）（週休２日） 豊川西部土地区画整理事業地区 9,911,301 11,770,000 有限会社藤井建設 区画整理課

5月26日 一般 東水神平マンホールポンプ取替工事 豊川市上長山町地内 7,031,714 8,470,000 荏原商事株式会社　豊橋営業所 下水整備課

5月19日 一般 上野三丁目配水管布設替工事Ｒ３‐２２ 豊川市上野三丁目外１町地内 21,427,007 25,630,000 有限会社小松工業 水道整備課

5月19日 一般 御津町赤根配水管布設替工事Ｒ３‐４１ 豊川市御津町赤根地内 13,203,212 16,071,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

5月19日 一般 蔵子六丁目配水管布設替工事Ｒ３‐３６ 豊川市蔵子六丁目外１町地内 10,161,343 12,133,000 株式会社加藤設備 水道整備課

5月19日 一般 篠田町配水管布設替工事Ｒ３‐３７ 豊川市篠田町地内 3,598,383 4,400,000 株式会社明興設備 水道整備課

5月19日 一般 豊川市清掃工場Ｂ棟５・６号炉設備補修工事その１ 豊川市平尾町親坂５０番地 2,986,620 3,575,000 株式会社タカオカ・エンジニアリング 清掃事業課

5月19日 一般 防火水槽撤去工事（２箇所） 豊川市篠田町外１町地内 4,775,648 5,654,000 城所土木建設株式会社 消防本部　総務課

5月19日 一般 下長山保育園屋根改修工事 豊川市弥生町１丁目１３ 3,849,270 4,345,000 ホーリッチ建設株式会社 保育課

5月19日 一般 区画線設置工事 豊川市内全域 23,520,070 28,028,000 株式会社武仙 道路河川管理課
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5月19日 一般 あんしん歩行環境整備工事 豊川市一宮町外３町地内 6,886,922 8,250,000 春太建設株式会社 道路河川管理課

5月19日 一般 道路改良工事　市道宿佐平山光道寺線 豊川市伊奈町外１町地内 5,462,983 6,655,000 株式会社三和組 道路建設課

5月19日 一般 道路改良工事　市道東豊三丁目豊川仲町線 豊川市東豊町一丁目外１町地内 6,078,079 7,260,000 マルイ建設株式会社 道路建設課

5月19日 一般 平井ポンプ場機械設備取替工事 豊川市平井町地内 5,117,099 6,083,000 株式会社マナック 下水整備課

5月12日 一般
公共下水道築造工事（為当処理分区　為当第２排
水区　為当第４工区）

豊川市為当町地内 39,917,666 47,630,000 深谷建設株式会社 下水整備課

5月12日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（為当処理分区
森・為当第６工区）

豊川市為当町地内 40,685,391 48,950,000 小坂井建設株式会社 下水整備課

5月12日 一般 交差点改良工事　都市計画道路篠束野口線 豊川市蔵子六丁目外２地内 67,084,654 79,750,000 岡田建設株式会社 道路建設課

5月7日 一般 一宮浄水場屋上防水等修繕工事 豊川市一宮町錦２８番地 9,628,932 10,642,500 株式会社カトペン 水道整備課

5月7日 一般 豊川駅東　区画道路築造工事（中条工区その７） 豊川駅東土地区画整理事業地区 17,263,382 20,680,000 有限会社森田組 区画整理課

5月7日 一般
とよかわボランティア・市民活動センタープリオ会議
室及び団体活動室空調設備工事

豊川市諏訪３丁目３００番地 12,676,699 13,949,100 株式会社アンデン 市民協働国際課

5月7日 一般 赤坂児童クラブ室空調改修工事 豊川市赤坂町東山１４０番地 1,902,869 2,104,300 有限会社ヤマグチ電設 子育て支援課

5月7日 一般 豊川生涯学習センター調理実習室空調設置工事 豊川市西豊町２丁目２２５番地 2,014,105 2,217,600 明電工事株式会社 教育委員会　生涯学習課

5月7日 一般 八南生涯学習センター調理講習室空調設置工事 豊川市野口町縄手下２３番地 1,962,763 2,165,900 東海電工株式会社 教育委員会　生涯学習課

4月21日 一般 御津町御馬配水管布設替工事Ｒ３‐１３ 豊川市御津町御馬外１地内 65,799,944 77,110,000 株式会社マルイシ 水課整備課

4月21日 一般 上千両ポンプ所移設工事Ｒ３‐２１ 豊川市千両町地内 40,859,527 50,050,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水課整備課

4月21日 一般 御馬浄水場高圧受電盤等更新工事Ｒ３‐２５ 豊川市御津町御馬地内 120,459,827 143,000,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水課整備課

4月21日 一般
公共下水道築造工事（御津西部第２処理分区　赤
根下川第１工区）

豊川市御津町地内 45,148,999 53,790,000 株式会社佐脇組 下水整備課

4月21日 一般
公共下水道築造工事（豊川北部処理分区　上野３
第１工区）

豊川市上野地内 36,183,184 43,670,000 有限会社小松工業 下水整備課

4月21日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（豊川処理分区
三谷原・牧野第３工区）

豊川市三谷原町地内 71,375,787 83,710,000 丸十工業株式会社 下水整備課

4月21日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（為当処理分区
森・為当第５工区）

豊川市為当町地内 37,277,025 44,495,000 株式会社武仙 下水整備課

4月21日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（音羽処理分区
萩第１８工区）

豊川市萩町地内 24,377,962 29,480,000 株式会社林工務店 下水整備課

4月21日 一般 小中学校校舎出入口庇改修工事（その１） 桜木小学校始め９校 30,657,950 35,420,000 有限会社寺部組 教育委員会　庶務課

4月21日 一般 小中学校校舎出入口庇改修工事（その２） 中部小学校始め９校 28,239,405 32,890,000 株式会社御津建 教育委員会　庶務課

4月21日 一般 豊川市清掃工場Ｂ棟５・６号炉大規模整備工事 豊川市平尾町親坂５０番地 971,520,000 1,161,589,000 日鉄エンジニアリング株式会社 清掃事業課

4月21日 随契
豊川市清掃工場Ｂ棟５・６号炉定期点検整備工事
その１

豊川市平尾町親坂５０番地 　　　　― 66,000,000 日鉄環境プラントソリューションズ株式会社 清掃事業課

4月21日 一般 御津町広石配水管布設替工事Ｒ３‐２０ 豊川市御津町広石外３地内 18,945,344 22,231,000 有限会社石黒設備 水課整備課

4月21日 一般 東上町配水管布設替工事Ｒ３‐３１ 豊川市東上町地内 18,834,881 22,550,000 有限会社豊伸設備 水課整備課

4月21日 一般 堺町一丁目配水管布設替工事Ｒ３‐１０ 豊川市堺町一丁目外１町地内 17,632,421 21,120,000 株式会社明興設備 水課整備課

4月21日 一般 豊川町配水管布設替工事Ｒ３‐２６ 豊川市豊川町地内 16,675,291 20,174,000 有限会社藤本管工 水課整備課

4月21日 一般 蔵子五丁目配水管布設替工事Ｒ３‐３０ 豊川市蔵子五丁目地内 14,458,239 17,105,000 有限会社金塚設備 水課整備課
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4月21日 一般 八幡町配水管布設替工事Ｒ３‐４ 豊川市八幡町地内 5,276,582 6,380,000 有限会社小松工業 水課整備課

4月21日 一般 御津町御馬配水管布設替工事Ｒ３‐９ 豊川市御津町御馬地内 3,950,140 4,686,000 有限会社渡辺水道 水課整備課

4月21日 随契 正岡町配水管布設替工事Ｒ３‐２７ 豊川市正岡町地内 2,581,007 3,157,000 有限会社豊伸設備 水課整備課

4月21日 一般 伊奈町配水管布設替工事Ｒ３‐７ 豊川市伊奈町地内 4,351,248 5,159,000 株式会社ナガシマ 水課整備課

4月21日 一般 御津町広石配水管布設替工事Ｒ３‐１ 豊川市御津町広石地内 3,883,181 4,650,800 有限会社藤本管工 水課整備課

4月21日 一般 御津町上佐脇配水管布設替工事Ｒ３‐２８ 豊川市御津町上佐脇地内 3,302,995 4,070,000 有限会社石黒設備 水課整備課

4月21日 一般 小田渕町三丁目配水管新設工事Ｒ３‐１１ 豊川市小田渕町三丁目地内 2,745,153 3,366,000 株式会社加藤設備 水課整備課

4月21日 一般 舗装修繕工事Ｒ３‐３３ 豊川市全域 12,408,484 14,872,000 豊川舗装株式会社 水課整備課

4月21日 一般 公共下水道改築・更新工事その２ 豊川市諏訪３丁目外３町地内 23,288,587 28,930,000 倉橋建設株式会社 下水整備課

4月21日 一般 公共下水道築造工事（国府処理分区　１号） 豊川市御油町地内 2,230,644 2,721,400 有限会社青谷公營 下水整備課

4月21日 一般 雨水施設改築工事（Ｒ３‐１号　東部第７排水区） 豊川市牛久保町地内 7,817,234 9,372,000 金田建設有限会社 下水整備課

4月21日 一般 小学校防犯カメラ更新工事（その１） 桜木小学校始め５校 12,788,448 14,080,000 株式会社林電工 教育委員会　庶務課


