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12月22日 一般 当古配水場外フェンス改修工事Ｒ３‐１３３ 豊川市当古町外２町地内 7,724,171 9,218,000 有限会社森田組 水道整備課

12月22日 一般 御津北部小学校特別活動室空調設備設置工事 豊川市御津町広石神子田５４番地１ 2,624,358 2,887,500 有限会社ヤマグチ電設 教育委員会　庶務課

12月22日 一般 河川護岸補修工事　準用河川室川 豊川市萩町地内 1,406,715 1,683,000 小坂井建設株式会社 道路河川管理課

12月22日 一般 市営御油住宅埋設ガス管取替工事 豊川市御油町東小深田８番地の１ 3,821,780 4,543,000 株式会社松栄管工 建築課

12月22日 一般 赤代住宅臨時駐車場撤去工事 豊川市赤代町地内 2,449,423 2,805,000 有限会社森田組 建築課

12月22日 一般 市営萩住宅第７棟解体工事 豊川市萩町神田４８番地１ 2,738,089 3,190,000 株式会社星野工務店 建築課

12月22日 一般
一宮焼却灰最終処分場　埋立地最終形整備工
事（その２）

豊川市上長山長町一ノ沢８０番地 2,346,955 2,805,000 株式会社永晃 清掃事業課

12月8日 一般 小坂井西小学校防火戸改修工事 豊川市伊奈町縫殿５５番地１ 2,551,744 2,981,000 有限会社太田工務店 教育委員会　庶務課

12月8日 一般 林道法面保護工事（千両財賀線） 豊川市財賀町地内 21,122,147 25,839,000 株式会社後藤建設 農務課

12月8日 一般 排水路改良工事（大木地区） 豊川市大木町地内 2,278,510 2,739,000 株式会社永晃 農務課

12月8日 一般 院之子排水路浚渫工事 豊川市当古町地内 6,807,670 8,140,000 藤原建設株式会社 農務課

12月8日 一般 古川排水路浚渫工事 豊川市三谷原町外２町地内 4,931,300 5,874,000 藤原建設株式会社 農務課

12月8日 一般 林道法面補修工事（上谷下線） 豊川市長沢町地内 2,551,147 2,992,000 金田建設有限会社 農務課

12月8日 一般 アクアギャラリー1ろ過設備改修工事 豊川市市田町地内 3,565,109 4,158,000 株式会社加藤設備 公園緑地課

12月8日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ３‐４） 豊川市御津町地内 2,693,798 3,333,000 深谷建設株式会社 道路河川管理課

12月8日 一般 道路復旧工事（大雨対応）（赤坂町） 豊川市赤坂町地内 2,253,960 2,735,700 鳥井建設株式会社 道路河川管理課

11月24日 一般 御油町配水管布設替工事Ｒ３‐１２７ 豊川市御油町地内 10,810,148 13,024,000 株式会社ナガシマ 水道整備課

11月24日 一般 国府町配水管布設替工事Ｒ３‐１２２ 豊川市国府町地内 6,801,408 8,035,500 株式会社牧水道工業所 水道整備課

11月24日 一般 西原町配水管布設替工事Ｒ３‐１２４ 豊川市西原町地内 2,317,593 2,772,000 有限会社小松工業 水道整備課

11月24日 一般
公共下水道総合地震対策マンホール改築工事
その２

豊川市下長山町外２町地内 6,996,947 8,635,000 平江建設株式会社 下水整備課

11月24日 一般
公共下水道改築工事（Ｒ３‐５号　音羽処理分
区）

豊川市赤坂台地内 2,057,019 2,475,000 有限会社青谷公營 下水整備課

11月24日 一般 中学校普通教室等照明設備改修工事 中部中学校始め３校 2,489,777 2,800,600 株式会社林電工 教育委員会　庶務課

11月24日 一般
総合体育館空調台数制御コントローラー更新工
事

豊川市諏訪３丁目２４６番地 7,457,789 8,261,000 アダチ電気株式会社 教育委員会　スポーツ課

11月24日 一般 国府保育園電気設備更新工事 豊川市国府町的場１５番地の１ 10,886,093 11,984,500 株式会社清水電気商会 保育課

11月24日 一般 広石地区市民館外１箇所トイレ洋式化工事 豊川市御津町広石船津３４番地１　外１箇所 1,811,945 2,112,000 株式会社およべ 市民協働国際課

11月24日 一般 市営上野住宅公共下水接続工事 豊川市上野２丁目２８４番地 12,647,443 14,795,000 株式会社牧水道工業所 建築課

11月24日 一般
市営住宅水道メーター取替工事（八幡Ｂ棟、東
部Ａ棟、第二曙、千両Ａ棟）

豊川市八幡町西赤土１番地の１　外３か所 8,602,840 10,010,000 株式会社明興設備 建築課

11月24日 一般
道路拡幅改良工事　市道国府流霞上河原２号
線外１路線

豊川市国府町地内 16,568,932 20,108,000 有限会社寺部組 道路建設課

11月24日 一般 道路改良工事　市道東豊三丁目豊川仲線 豊川市東豊町一丁目地内 9,855,938 11,880,000 マルイ建設株式会社 道路建設課

11月24日 一般
道路改良工事　市道新桜町通一丁目西塚一丁
目線

豊川市西塚町一丁目地内 8,356,159 10,065,000 株式会社共力建設 道路建設課

11月24日 一般 河川浚渫工事　普通河川御津川 豊川市御津町金野地内 5,244,940 6,160,000 深谷建設株式会社 道路河川管理課

11月24日 一般 河川浚渫工事　準用河川栗八名川 豊川市三上町地内 1,868,169 2,219,800 有限会社森田組 道路河川管理課

11月24日 一般 河川浚渫工事　準用河川堺川 豊川市御津町泙野地内 1,426,620 1,762,200 株式会社柘植建設 道路河川管理課

11月24日 一般 小田渕三丁目排水路改良工事 豊川市小田渕三丁目地内 3,895,922 4,675,000 株式会社共力建設 道路河川管理課

11月24日 一般 河川護岸災害復旧工事（３年災第７０３号） 豊川市御津町金野地内 2,662,039 3,201,000 マルイ建設株式会社 道路河川管理課

11月24日 一般 河川管理用通路復旧工事 豊川市足山田町地内 1,259,599 1,523,500 豊川舗装株式会社 道路河川管理課

11月24日 一般 御津南部小学校門扉設置工事 豊川市御津町御馬加美１５番地 2,202,281 2,453,000 大晋建設株式会社 教育委員会　庶務課

11月10日 一般 御津町御馬配水管布設替工事R3‐107 豊川市御津町御馬地内 4,435,090 5,335,000 有限会社金塚設備 水道整備課

11月10日 一般 美園三丁目配水管布設替工事R3‐118 豊川市美園三丁目地内 3,381,573 4,141,500 株式会社ナガシマ 水道整備課

11月10日 一般 一宮町配水管新設工事R3‐29 豊川市一宮町地内 2,117,162 2,629,000 株式会社およべ 水道整備課

11月10日 一般
公共下水道改築工事（R3‐4号　小坂井北部処
理分区）

豊川市美園3丁目地内 23,172,396 27,775,000 平川建設株式会社 下水整備課

11月10日 一般 豊川西部整地工事（21‐03） 豊川西部土地区画整理事業地区 8,153,526 8,970,500 山静建設株式会社 区画整理課

11月10日 一般
コミュニティセンター国府市民館外2箇所トイレ
洋式化工事

豊川市国府町下河原62番地の1　外2箇所 1,251,873 1,496,000 株式会社およべ 市民協働国際課

11月10日 一般 道路改良工事　市道御馬上佐脇（その3）線 豊川市御津町御馬地内 8,006,211 9,735,000 株式会社御津建 道路建設課

11月10日 一般 道路改良工事　市道大木山ノ奥11号線 豊川市大木町地内 4,385,882 5,225,000 有限会社中野組 道路建設課

11月10日 一般 上野公園遮音壁取替工事 豊川市上野2丁目地内 3,351,108 3,982,000 春太建設株式会社 公園緑地課

11月10日 一般 都市公園遊具取替工事 豊川市塔ノ木町地内外 10,141,015 11,162,800 有限会社森田組 公園緑地課

11月10日 一般 アクアギャラリー1ろ過設備改修工事 豊川市市田町地内 不調 公園緑地課

11月10日 一般 道路反射鏡設置工事その1 豊川小桜町外７町地内 2,734,246 3,300,000 マルイ建設株式会社 道路河川管理課
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11月10日 一般 道路反射鏡設置工事その2 豊川市曙町外18町地内 7,610,662 8,373,200 Ｇテクノ株式会社 道路河川管理課

11月10日 一般 河川浚渫工事（千両地区） 豊川市千両町地内 5,269,065 6,237,000 株式会社後藤建設 道路河川管理課

11月10日 一般 河川浚渫工事（東上地区） 豊川市東上町地内 2,259,641 2,684,000 株式会社永晃 道路河川管理課

11月10日 一般 河川浚渫工事（一宮地区） 豊川市上長山町外2町地内 8,828,655 10,450,000 有限会社徳升建材総業 道路河川管理課

11月10日 一般 御津町西方配水管布設替工事R3‐121 豊川市御津町西方地内 2,580,973 3,168,000 株式会社およべ 水道整備課

11月4日 一般 東光町四丁目配水管布設替工事R3‐99 豊川市東光町四丁目外２町地内 29,238,440 34,529,000 有限会社石黒設備 水道整備課

11月4日 一般 御津町広石配水管布設替工事R3‐24 豊川市御津町広石地内 25,355,825 29,947,500 株式会社河本工業 水道整備課

11月4日 一般 道路拡幅改良工事　市道前田豊川線 豊川市中条町外１町地内 27,411,886 33,055,000 平川建設株式会社 道路建設課

10月27日 一般
公共下水道改築工事（Ｒ３‐３号　小坂井北部処
理分区）

豊川市美園３丁目外１町地内 38,673,102 46,145,000 倉橋建設株式会社 下水整備課

10月27日 一般 御津排水機場直流電源装置盤等修繕工事 豊川市御津町下佐脇地内 29,339,191 35,750,000
シンフォニアエンジニアリング株式
会社　豊橋事業所

農務課

10月27日 一般 陸上競技場改修工事 豊川市諏訪１丁目地内 42,604,471 50,050,000 テクノス株式会社 教育委員会　スポーツ課

10月27日 一般 諏訪三丁目配水管布設替工事Ｒ３‐８３ 豊川市諏訪三丁目地内 13,129,603 15,950,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

10月27日 一般 大崎町配水管布設替工事Ｒ３‐３ 豊川市大崎町地内 10,597,317 12,650,000 有限会社藤本管工 水道整備課

10月27日 一般 穂ノ原三丁目配水管布設替工事Ｒ３‐１１２ 豊川市穂ノ原三丁目地内 8,012,361 9,449,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

10月27日 一般
公共下水道築造工事（牛久保処理分区　大崎
町第１７工区）

豊川市大崎町地内 2,286,231 2,816,000 株式会社後藤建設 下水整備課

10月27日 一般
雨水浸透施設築造工事（新青馬排水区　２１‐２
号）

豊川市新青馬町地内 8,962,599 10,725,000 小坂井建設株式会社 下水整備課

10月27日 一般
公共下水道改築更新工事（汚水管布設替およ
び人孔蓋取替）

豊川市諏訪３丁目外６町地内 21,157,436 25,674,000 株式会社武仙 下水整備課

10月27日 一般
吐け口ゲート取替工事（御油第５排水区　音羽
川６）

豊川市御油町地内 4,896,196 6,160,000 株式会社マナック 下水整備課

10月27日 一般
汚水中継ポンプ築造工事（小坂井北部処理分
区　南山新田マンホールポンプ）

豊川市美園３丁目外１町地内 12,472,534 15,400,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 下水整備課

10月27日 一般
豊川市清掃工場Ｂ棟５・６号炉設備補修工事そ
の２

豊川市平尾町親坂５０番地 不調 清掃事業課

10月27日 一般 林道法面補修工事（上谷下線） 豊川市長沢町地内 不調 農務課

10月27日 一般 牛久保保育園外３か所トイレ等改修工事 豊川市塔ノ木町１丁目４５番地の１　外３か所 13,458,744 15,708,000 ミヤチ株式会社 保育課

10月27日 一般 豊川市消防団詰所トイレ改修工事　その２ 豊川市西豊町２丁目１９１番地３　外８箇所 9,266,179 11,022,000 有限会社オオクワエアコン 消防本部　総務課

10月27日 一般 赤塚山公園ぎょぎょランド屋根改修工事 豊川市市田町地内 13,637,144 15,068,900 株式会社高橋組 公園緑地課

10月27日 一般 市営みなと住宅跡地整備工事 豊川市御津町西方揚浜１４番地１ 10,069,779 11,319,000 株式会社高橋組 建築課

10月27日 一般 豊川西部整地工事（２１‐０２） 豊川西部土地区画整理事業地区 10,745,914 12,650,000 有限会社藤井建設 区画整理課

10月27日 一般 河川浚渫工事（音羽地区その２） 豊川市萩町地内 4,305,405 5,093,000 金田建設有限会社 道路河川管理課

10月27日 一般 河川浚渫工事（平尾・財賀地区） 豊川市財賀町外１町地内 2,360,001 2,750,000 有限会社藤井建設 道路河川管理課

10月27日 一般 三上札場排水ポンプ通報装置設置工事 豊川市三上町地内 1,172,080 1,397,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 道路河川管理課

10月27日 一般 防護柵設置工事その１ 豊川市桜町他２町地内 3,558,221 3,957,800 平江建設株式会社 道路河川管理課

10月27日 一般 防護柵設置工事その２ 豊川市伊奈町外８町地内 5,541,796 6,143,500 平川建設株式会社 道路河川管理課

10月27日 一般 区画線設置工事その２ 豊川市内全域 9,419,006 11,275,000 春太建設株式会社 道路河川管理課

10月27日 一般 舗装道路維持補修工事その２ 豊川市内全域 9,552,557 11,612,700 豊川舗装株式会社 道路河川管理課

10月27日 一般 道路植栽工事（市道上宿樽井線） 豊川市穂ノ原２丁目地内 3,768,200 4,510,000 有限会社井澤造園 道路河川管理課

10月27日 一般
マンホールポンプ水位計取替工事（岸下МＰ、
新橋МＰ、千両８号МＰ）

豊川市牛久保町外２町地内 2,517,407 2,970,000 明電工事株式会社 下水整備課

10月27日 一般
マンホールポンプ取替工事（千両３号、千両７
号、千両１１号МＰ）

豊川市千両町地内 2,066,862 2,475,000 藤吉工業株式会社　豊橋支店 下水整備課

10月20日 一般 伊奈町配水管布設替工事Ｒ３‐８ 豊川市伊奈町地内 22,927,428 26,840,000 株式会社ナガシマ 水道整備課

10月13日 一般
公共下水道築造工事（久保第２排水区　森・為
当第７工区）

豊川市為当町地内 68,536,252 81,180,000 倉橋建設株式会社 下水整備課

10月13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２

豊川市平尾町親坂５０番地 － 64,900,000
日鉄環境エネルギーソリューション
株式会社

清掃事業課

10月13日 一般 篠田町配水管布設替工事Ｒ３‐１０６ 豊川市篠田町地内 23,770,555 28,160,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

10月13日 一般 桜町三丁目配水管布設替工事Ｒ３‐１０９ 豊川市桜町三丁目外２町地内 10,459,354 12,705,000 有限会社藤本管工 水道整備課

10月13日 一般 三蔵子町配水管布設替工事Ｒ３‐１０８ 豊川市三蔵子町地内 6,175,203 7,469,000 株式会社松栄管工 水道整備課

10月13日 一般 野口町配水管布設替工事Ｒ３‐８７ 豊川市野口町地内 3,144,444 3,850,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

10月13日 一般 豊川駅東区画配水管新設工事Ｒ３‐９１ 豊川市古宿町地内 4,882,620 5,830,000 有限会社金塚設備 水道整備課

10月13日 一般 為当水源配水場外ブロワー更新工事Ｒ３‐１０４ 豊川市為当町外１町地内 5,384,993 6,600,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

10月13日 一般 マンホール蓋取替工事 豊川市中部町２丁目外６町地内 16,233,194 19,690,000 平江建設株式会社 下水整備課

10月13日 一般
農業集落排水施設改築工事（Ｒ３‐２号　一宮西
部）

豊川市西原町外１町地内 15,475,604 19,250,000 株式会社武仙 下水整備課

10月13日 一般
農業集落排水施設改築工事（Ｒ３‐３号　一宮西
部）

豊川市西原町外１町地内 14,463,368 17,600,000 株式会社イワツキ 下水整備課

10月13日 一般 林道舗装工事（本宮山線） 豊川市上長山町地内 7,913,555 9,658,000 株式会社永晃 農務課

10月13日 一般 国府保育園外３か所トイレ等改修工事 豊川市国府町的場１５番地の１　外３か所 13,617,393 15,895,000 株式会社牧水道工業所 保育課

10月13日 一般 豊川市消防団詰所トイレ改修工事その１ 豊川市萩町岩田６‐３外９箇所 8,912,352 10,285,000 株式会社牧水道工業所 消防本部　総務課

10月13日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ３‐３） 豊川市大木町外２町地内 23,094,056 28,050,000 有限会社徳升建材総業 道路河川管理課
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10月13日 一般 河川浚渫工事（音羽地区その１） 豊川市長沢町地内 6,641,801 7,843,000 金田建設有限会社 道路河川管理課

10月13日 一般 赤塚山公園施設改修工事 豊川市市田町地内 9,380,348 11,165,000 平江建設株式会社 公園緑地課

10月13日 一般 児童遊園等遊具取替工事 豊川市麻生田町地内外 3,767,943 4,147,440 有限会社寺部組 公園緑地課

10月13日 一般 能仁堂公園便所バリアフリー化工事 豊川市四ツ谷町地内 8,435,662 9,295,000 マルイ建設株式会社 公園緑地課

10月13日 一般 上千両ポンプ所等撤去工事Ｒ３‐１１１ 豊川市千両町地内 23,973,897 29,040,000 株式会社後藤建設 水道整備課

10月6日 一般 御津山第２配水池更新工事Ｒ３‐１１０ 豊川市御津町広石地内 不調 水道整備課

10月6日 一般
公共下水道築造工事（豊川処理分区　豊川町
第３６工区）

豊川市古宿町地内 2,296,623 2,827,000 有限会社青谷公營 下水整備課

10月6日 一般 豊川市清掃工場Ｂ棟空調設備更新工事 豊川市平尾町親坂５０番地 7,466,654 8,226,460 株式会社林電工 清掃事業課

10月6日 一般 道路改良工事　市道御津上佐脇西区北区線 豊川市御津町上佐脇地内 11,621,650 13,552,000 株式会社高橋組 道路建設課

10月6日 一般 道路改良工事　市道赤坂台３５号線 豊川市赤坂台地内 11,154,487 13,277,000 平川建設株式会社 道路建設課

10月6日 一般 舗装改良工事　市道桜町三丁目５号線 豊川市桜町三丁目外１町地内 5,618,451 6,842,000 豊川舗装株式会社 道路建設課


