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9月29日 一般 道路改良工事　市道西島上川薮下線 豊川市西島町地内 14,996,347 18,018,000 有限会社森田組 道路建設課

9月29日 一般
道路拡幅改良工事　八幡駅南地区計画（市道代
田八幡線歩道設置）

豊川市白鳥町外１町地内 32,714,611 37,928,000 山静建設株式会社 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

9月29日 一般 豊川住宅耐震補強工事 豊川市西桜木町１丁目５１番地 41,493,376 48,180,000 岡田建設株式会社 建築課

9月29日 一般 健康福祉センター外壁等改修工事 豊川市上長山町本宮下１番地１６８５ 38,957,222 45,100,000 有限会社小山鉄工建設 介護高齢課

9月29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２

豊川市平尾町親坂５０番地 ― 73,150,000 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 清掃事業課

9月15日 一般 耐震性貯水槽設置工事（１箇所） 豊川市長沢町地内 6,186,714 7,403,000 平江建設株式会社 消防本部　総務課

9月15日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ３‐２）（週休２日） 豊川市赤坂町地内 20,378,762 24,508,000 株式会社武仙 道路河川管理課

9月15日 一般 さくらぎ児童館電気設備更新工事 豊川市小桜町１７番地 11,410,649 12,593,900 有限会社ファーミイ 子育て支援課

9月15日 一般 長沢地区市民館電気設備更新工事 豊川市長沢町午新１２２番地 6,378,720 7,073,000 東海電工株式会社 市民協働国際課

9月15日 一般 道路改良工事　市道伊奈慶応北村線 豊川市伊奈町地内 7,330,626 8,767,000 株式会社三和組 道路建設課

9月8日 一般 豊川市庭球場整備工事その１ 豊川市金屋西町三丁目地内 338,711,636 398,750,000
波多野・落合特定建設工事共同企業体
代表者　株式会社波多野組

教育委員会　スポーツ課

9月8日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ３‐１） 豊川市御津町外２町地内 14,106,446 17,490,000 平江建設株式会社 道路河川管理課

9月8日 一般
雨水浸透施設築造工事（新青馬排水区　２１‐１
号）

豊川市新青馬町地内 10,281,181 12,540,000 株式会社御津建 下水整備課

9月8日 一般 道路改良工事　市道江島金沢線（週休２日） 豊川市金沢町地内 23,983,467 28,710,000 城所土木建設株式会社 道路建設課

9月8日 一般
道路改良工事　市道御津下佐脇鎌田御所線外
１路線

豊川市御津町下佐脇外１地内 7,961,283 9,691,000 大晋建設株式会社 道路建設課

9月8日 一般
道路改良工事　市道国府仙路御津広石千路２
号線外１路線

豊川市御津町広石外１地内 5,843,960 7,150,000 大晋建設株式会社 道路建設課

9月8日 一般 道路照明灯設置工事 豊川市谷川町外１２町地内 8,000,911 8,811,000 東海電工株式会社 道路河川管理課

9月8日 一般
豊川霞堤地区浸水被害軽減対策事業　農機具
退避所整備工事

豊川市金沢町地内 7,542,212 9,130,000 城所土木建設株式会社 道路河川管理課

9月8日 一般
道路維持補修工事その５（市道市田東新屋山鳥
線）

豊川市市田町地内 1,376,713 1,650,000 金田建設有限会社 道路河川管理課

9月8日 一般 金沢町配水管布設替工事Ｒ３‐７６ 豊川市金沢町地内 10,556,584 12,562,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

9月8日 一般 久保町配水管新設工事Ｒ３‐９８ 豊川市久保町地内 1,650,024 2,029,500 株式会社牧水道工業所 水道整備課

9月8日 一般 中部小学校校舎防水等改修工事 豊川市中部町１丁目１番地 5,460,560 6,026,124 有限会社鈴木塗装店 教育委員会　庶務課

9月1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５工区）

豊川市牧野町地内 19,860,128 23,980,000 有限会社徳升建材総業 下水整備課

9月1日 一般 豊川駅東　整地工事（ウエ地工区その４１） 豊川駅東土地区画整理事業地区 43,475,988 51,700,000 藤原建設株式会社 区画整理課

9月1日 一般
豊川市立国府小学校校舎大規模改修工事のう
ち電気設備工事

豊川市国府町寒若寺６番地の１ 86,196,612 94,191,900 有限会社ファーミイ 教育委員会　庶務課

9月1日 一般 平尾町配水管布設替工事Ｒ３‐８０ 豊川市平尾町地内 12,497,531 14,850,000 有限会社金塚設備 水道整備課

9月1日 一般 伊奈町配水管布設替工事Ｒ３‐７８ 豊川市伊奈町地内 2,491,849 2,959,000 株式会社ナガシマ 水道整備課

9月1日 一般 御津町広石配水管布設替工事Ｒ３‐９７ 豊川市御津町広石地内 1,723,915 2,123,000 有限会社石黒設備 水道整備課

9月1日 一般
汚水中継ポンプ築造工事（豊川処理分区　三谷
原マンホールポンプ）

豊川市牧野町地内 15,242,323 16,775,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 下水整備課

9月1日 一般 南部中学校給水加圧ポンプユニット取替工事 豊川市光明町２丁目４２番地 2,488,617 2,948,000 株式会社加藤設備 教育委員会　庶務課

9月1日 一般
道路新設改良工事　市道平尾下貝津９号線（平
尾第２地区区画道路３号）

豊川市平尾町地内 24,120,107 28,028,000 有限会社藤井建設 都市計画課

9月1日 一般
消防署東分署大規模改修工事のうち機械設備
工事

豊川市大堀町１０８番地 15,760,856 18,304,000 井指設備工業株式会社 消防本部　総務課

9月1日 一般 防球ネット設置工事（一宮幸公園・谷川公園） 豊川市一宮町地内外 8,435,980 9,279,600 有限会社徳升建材総業 公園緑地課

9月1日 一般 道路改良工事　市道上野三丁目４号線 豊川市上野三丁目地内 1,803,145 2,167,000 有限会社青谷公營 道路建設課

9月1日 一般
雨水浸透施設築造工事　一級河川豊川水系善
光寺川

豊川市伊奈町地内 4,011,919 4,815,800 有限会社太田工務店 道路河川管理課

9月1日 一般 御馬地区市民館電気設備更新工事 豊川市御津町御馬西９６番地 8,812,194 9,739,400 有限会社菅沼電機 市民協働国際課

9月1日 一般 広石地区市民館電気設備更新工事 豊川市御津町広石船津３４番地１ 9,732,346 10,758,000 有限会社ファーミイ 市民協働国際課

9月1日 一般 西方地区市民館電気設備更新工事 豊川市御津町西方宮長３１番地 7,861,738 8,684,500 アダチ電気株式会社 市民協働国際課

9月1日 一般 市田町配水管布設替工事Ｒ３‐８１ 豊川市市田町地内 56,043,414 65,131,000 株式会社中部　豊川営業所 水道整備課

9月1日 一般 代田町一丁目配水管布設替工事Ｒ３‐１９ 豊川市代田町一丁目外２町地内 30,684,646 36,300,000 株式会社明興設備 水道整備課

9月1日 一般 公共下水道総合地震対策マンホール改築工事 豊川市下長山町外６町地内 33,664,589 41,745,000 株式会社林工務店 下水整備課

9月1日 一般
消防署東分署大規模改修工事のうち電気設備
工事

豊川市大堀町１０８番地 33,067,530 36,374,800 株式会社アンデン 消防本部　総務課

9月1日 指名
交通信号機移設工事　都市計画道路桜町千両
線　西門橋交差点

豊川市穂ノ原二丁目地内 1,514,038 1,738,000 東海信号株式会社 道路建設課

9月1日 指名 交通信号機移設工事 豊川市小桜町地内 2,189,182 2,618,000 日本リーテック株式会社　中部支社 道路河川管理課

8月25日 一般 白川第１雨水幹線床版設置工事 豊川市白鳥町地内 33,640,847 39,820,000 山静建設株式会社 下水整備課

8月25日 一般 消防署東分署大規模改修工事のうち建築工事 豊川市大堀町１０８番地 27,887,462 33,110,000 株式会社星野工務店 消防本部　総務課

8月25日 随契
豊川市一宮焼却灰最終処分場遠心脱水機整備
等工事

豊川市上長山町一ノ沢８０番地 ― 20,020,000
住友重機械エンバイロメント株式会社
中部支店

清掃事業課

8月25日 随契
令和３年度　道路災害応急復旧工事その２（緊
急工事）

豊川市萩町地内 ― 2,365,000 春太建設株式会社 道路河川管理課

8月18日 一般 篠束町配水管布設替工事Ｒ３‐９０ 豊川市篠束町地内 3,556,399 4,345,000 有限会社藤本管工 水道整備課

8月18日 一般 豊川西部区画配水管新設工事Ｒ３‐７７ 豊川市八幡町地内 1,339,596 1,644,500 株式会社牧水道工業所 水道整備課

8月18日 一般 市田町配水管新設工事Ｒ３‐９２ 豊川市市田町地内 2,412,873 2,860,000 株式会社松栄管工 水道整備課
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8月18日 一般
汚水中継ポンプ築造工事（御津西部第２処理分
区　新下川橋マンホールポンプ）

豊川市御津町地内 10,195,890 12,276,000 株式会社マナック 下水整備課

8月18日 一般
公共下水道築造工事（御津西部処理分区　広石
第１工区）

豊川市御津町地内 7,053,817 8,459,000 株式会社共力建設 下水整備課

8月18日 一般
公共下水道築造工事（豊川処理分区　豊川町第
３５工区）

豊川市古宿町地内 4,500,247 5,522,000 有限会社青谷公營 下水整備課

8月18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１）

豊川市上長山長町一ノ沢８０番地 5,876,281 6,985,000 有限会社徳升建材総業 清掃事業課

8月18日 一般 赤塚山公園放送設備更新工事 豊川市市田町地内 5,773,266 6,376,700 浦山電設興業有限会社 公園緑地課

8月18日 一般 赤塚山公園便所洋式化工事 豊川市市田町地内 2,425,079 2,838,000 マルイ建設株式会社 公園緑地課

8月18日 一般 公共下水道築造工事（国府処理分区３号） 豊川市御油町地内 4,549,580 5,467,000 株式会社後藤建設 下水整備課

8月11日 一般 中央図書館外壁等改修工事 豊川市諏訪１丁目６３番地 136,589,246 157,300,000 株式会社波多野組 教育委員会　中央図書館

8月11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１ 883,191,527 1,003,750,000 岡田建設株式会社 教育委員会　庶務課

8月11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１ 178,929,403 202,664,000 株式会社松栄管工 教育委員会　庶務課

8月4日 一般 柑子町配水管布設替工事Ｒ３‐５ 豊川市柑子町地内 78,504,049 92,785,000 株式会社中部　豊川営業所 水道業務課

8月4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４工区）

豊川市三谷原町地内 38,268,552 45,650,000 丸十工業株式会社 下水整備課

8月4日 一般 市営第二曙住宅外壁等改修工事 豊川市曙町３丁目１６番地 37,949,549 42,680,000 有限会社花田工務店 建築課

8月4日 一般 御津町金野配水管布設替工事Ｒ３‐８８ 豊川市御津町金野地内 12,861,138 15,147,000 株式会社およべ 水道整備課

8月4日 一般 牛久保町配水管布設替工事Ｒ３‐５７ 豊川市牛久保町地内 2,966,471 3,630,000 有限会社金塚設備 水道整備課

8月4日 一般 当古第２水源取水ポンプ取替工事Ｒ３‐８９ 豊川市三上町地内 4,423,370 4,873,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

8月4日 一般 千両処理場汚泥引抜ポンプ等取替工事 豊川市千両町地内 3,552,545 4,279,000 藤吉工業株式会社　豊橋支店 下水整備課

8月4日 一般 下水道施設舗装補修工事 豊川市萩町外７町地内 2,858,909 3,476,000 豊川舗装株式会社 下水整備課

8月4日 一般 八南保育園電気設備更新工事 豊川市野口町花ノ木４０番地 10,295,912 11,327,800 株式会社アンデン 保育課

8月4日 一般
豊川西部　区画道路築造工事（６‐３３号線外１
路線）

豊川西部土地区画整理事業地区 11,970,751 14,432,000 山静建設株式会社 区画整理課

8月4日 一般 道路改良工事　市道東上滝平２号線 豊川市東上町地内 15,647,759 18,601,000 株式会社永晃 道路建設課

8月4日 一般
道路維持補修工事その３（市道宿古十王金山
線）

豊川市宿町地内 1,238,563 1,513,600 株式会社三和組 道路河川管理課

7月21日 一般 街路新設改良工事　都市計画道路桜町千両線 豊川市穂ノ原二丁目地内 79,437,447 93,500,000 テクノス株式会社 道路建設課

7月21日 一般 赤塚山公園再整備工事（水の広場） 豊川市市田町地内 87,449,483 103,180,000 春太建設株式会社 公園緑地課

7月21日 一般 道路拡幅改良工事　市道白鳥野畔原溝線 豊川市白鳥町地内 112,461,349 135,850,000 株式会社波多野組 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

7月21日 一般
道路拡幅改良工事　（市道蔵子白鳥線外１路
線）

豊川市白鳥町地内 108,652,500 131,560,000 岡田建設株式会社 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

7月21日 一般 麻生田調整池築造工事 豊川市上野四丁目地内 88,091,492 107,360,000 株式会社落合組 下水整備課

7月21日 一般
公共下水道築造工事（麻生田排水区　上野４第
３工区）

豊川市上野四丁目外２町地内 93,998,508 113,850,000 株式会社波多野組 下水整備課

7月21日 一般
公共下水道築造工事（豊川西部処理分区　平尾
第３工区）

豊川市平尾町地内 37,672,700 44,506,000 株式会社武仙 下水整備課

7月21日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（白鳥処理
分区　市田・野口第５工区）

豊川市野口町地内 39,565,293 47,630,000 藤原建設株式会社 下水整備課

7月21日 随契 豊川市処理場１号貯留槽防食塗装工事 豊川市堺町２丁目４３番地 ― 34,540,000 クボタ環境サービス株式会社　中部支店 清掃事業課

7月14日 一般 白鳥町配水管新設工事Ｒ３‐４０ 豊川市白鳥町地内 15,223,602 18,051,000 株式会社ナガシマ 水道整備課

7月14日 一般
公共下水道築造工事（白鳥処理分区　２
号）

豊川市白鳥町地内 10,312,500 12,584,000 株式会社落合組 下水整備課

7月14日 一般
豊川市清掃工場Ａ棟１・３号炉設備補修
工事その１

豊川市平尾町親坂５０番地 9,670,220 11,770,000
株式会社タカオカ・エンジニアリ
ング

清掃事業課

7月14日 一般
豊川駅東　区画道路築造工事（ウエ地工
区その４３）

豊川駅東土地区画整理事業地区 5,412,065 6,611,000 株式会社共力建設 区画整理課

7月14日 一般 橋りょう補修工事（土橋） 豊川市一宮町地内 1,691,899 2,035,000 有限会社徳升建材総業 道路河川管理課

7月14日 一般
道路改良工事　市道御津豊沢石堂野上野
山線

豊川市御津町豊沢地内 不調 道路建設課

7月7日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（白鳥処理
分区　市田・野口第４工区）

豊川市野口町地内 42,677,025 50,380,000 春太建設株式会社 下水管理課

7月7日 一般
音羽保育園（仮称）整備工事のうち機械設備工
事

豊川市長沢町向谷９３番地１外 110,166,209 126,340,500 株式会社松栄管工 保育課

7月7日 一般
音羽保育園（仮称）整備工事のうち電気設備工
事

豊川市長沢町向谷９３番地１外 56,573,432 62,236,900 株式会社清水電気商会 保育課

7月7日 一般 大和水源取水設備改良工事Ｒ３‐６０ 豊川市豊津町地内 62,065,211 72,050,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

7月7日 一般 豊川市立一宮西部小学校校舎外壁等改修工事 豊川市一宮町緑１番地 94,059,749 110,550,000 株式会社竹工建設 教育委員会　庶務課

7月7日 一般 豊川市立豊川小学校校舎外壁等改修工事 豊川市北浦町３１番地の１ 29,748,675 34,430,000 株式会社陶山工務店 教育委員会　庶務課

7月7日 一般
小坂井Ｂ＆Ｇ海洋センタープール室空調設備改
修工事

豊川市篠束町酢屋下９７番地 40,951,683 47,223,000 株式会社松栄管工 教育委員会　スポーツ課

7月7日 一般
小坂井文化センター大規模修繕工事のうち建築
工事

豊川市伊奈町新町１７０番地２ 55,339,646 63,910,000 株式会社藤本工務店 人権交通防犯課

7月7日 一般 赤塚山公園再整備工事（第１駐車場、広場） 豊川市市田町地内 93,811,315 111,100,000 岡田建設株式会社 公園緑地課

7月7日 一般
社会福祉会館設備等更新工事のうち機械設備
工事

豊川市諏訪３丁目２４２番地 82,067,218 93,109,500 株式会社河本工業 福祉課

7月7日 一般
社会福祉会館設備等更新工事のうち電気設備
工事

豊川市諏訪３丁目２４２番地 24,724,612 27,204,100 株式会社林電工 福祉課

7月7日 随契
豊川市清掃工場Ａ棟ごみクレーン自動運
転システム更新工事

豊川市平尾町親坂５０番地 ― 47,300,000
エスエヌ環境テクノロジー株式会
社

清掃事業課

7月7日 一般 長草町配水管布設替工事Ｒ３‐６９ 豊川市長草町地内 2,144,993 2,629,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

7月7日 一般 下水管路施設調査・補修工事 豊川市佐奈川町外４町地内 4,352,242 5,456,000 平江建設株式会社 下水整備課

7月7日 一般
小坂井文化センター大規模修繕工事のう
ち電気設備工事

豊川市伊奈町新町１７０番地２ 14,957,866 16,720,000 株式会社林電工 人権交通防犯課

7月7日 一般
豊川駅東　整地工事（ウエ地工区その４
２）

豊川駅東土地区画整理事業地区 20,645,649 25,630,000 株式会社武仙 区画整理課

7月7日 一般 道路舗装改良工事（市道豊が丘大堀線） 豊川市大堀町外２町地内 23,767,836 28,160,000 豊川舗装株式会社 道路河川管理課

7月7日 一般 道路附属物補修工事（照明施設） 豊川市諏訪３丁目外５町地内 5,870,564 6,463,600 有限会社ヤマグチ電設 道路河川管理課

7月7日 一般 一宮保育園電気設備更新工事 豊川市一宮町栄３番地 14,907,076 16,401,000 浦山電設興業有限会社 保育課


