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12月21日 一般 御津町広石仮設管布設工事Ｒ４‐９３ 豊川市御津町広石地内 7,550,541 8,723,000 株式会社およべ 水道整備課

12月21日 一般
千両・平尾第２配水池残留塩素計取替工事Ｒ４‐
１１７

豊川市千両町外１町地内 不調 水道整備課

12月21日 一般 為当水源配水場ｐＨ計取替工事Ｒ４‐１１８ 豊川市為当町地内 不調 水道整備課

12月21日 一般 宮前橋マンホールポンプ圧送管仮設等工事 豊川市御津町広石地内 5,786,591 6,930,000 有限会社藤井建設 下水整備課

12月21日 一般 宮前橋マンホールポンプ制御盤改修工事 豊川市御津町広石地内 2,695,669 3,256,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 下水整備課

12月21日 一般 江島処理場汚泥引抜ポンプ更新工事 豊川市江島町地内 1,762,720 2,101,000 株式会社エステム　豊橋営業所 下水整備課

12月21日 一般 一宮西部処理場水中攪拌機等取替工事 豊川市大木町地内 1,500,862 1,804,000 藤吉工業株式会社　豊橋支店 下水整備課

12月21日 一般 排水路改良工事（大木地区） 豊川市大木町地内 4,308,850 5,027,000 城所土木建設株式会社 農務課

12月21日 一般 八幡駅周辺道路整備工事　区画線設置 豊川市蔵子二丁目外３町地内 2,035,694 2,354,000 株式会社キクテック　豊橋営業所 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

12月21日 一般 豊川駅東　整地工事（天神工区その６０） 豊川駅東土地区画整理事業地区 4,760,679 5,698,000 マルイ建設株式会社 区画整理課

12月21日 一般 河川護岸復旧工事（普通河川御津川） 豊川市御津町金野地内 1,474,170 1,716,000 株式会社御津建 道路河川管理課

12月7日 一般 桜ヶ丘公園飲料水兼用耐震性貯水槽修繕工事 豊川市桜ケ丘町地内 13,448,579 15,917,000 有限会社小松工業 危機管理課

12月7日 一般 豊川西部　区画道路築造工事（６‐９２号） 豊川西部土地区画整理事業地区 7,088,668 8,448,000 金田建設有限会社 区画整理課

12月7日 一般 勤労福祉会館トイレ等改修工事 豊川市新道町１丁目１番地の３ 不調 商工観光課

12月7日 一般 林道舗装工事（本宮山線） 豊川市上長山町地内 16,057,171 18,887,000 豊川舗装株式会社 農務課

12月7日 一般 ため池浚渫工事（西明寺池） 豊川市八幡町地内 7,204,240 8,074,000 有限会社藤井建設 農務課

12月7日 一般 欠下排水路浚渫工事 豊川市豊津町地内 4,344,910 5,104,000 株式会社永晃 農務課

11月24日 一般 平尾第１配水池流量計更新工事Ｒ４‐１０１ 豊川市平尾町地内 27,788,297 33,660,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

11月24日 一般 市田町配水管新設工事Ｒ４‐９０ 豊川市市田町地内 4,624,196 5,390,000 株式会社マルイシ 水道整備課
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11月24日 一般 豊川西部区画配水管新設工事Ｒ４‐１１０ 豊川市平尾町地内 1,976,837 2,277,000 有限会社藤本管工 水道整備課

11月24日 一般 赤坂台公共下水道改築工事 豊川市赤坂台地内 12,038,556 14,300,000 鳥井建設株式会社 下水整備課

11月24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７工区）

豊川市三谷原町地内 7,150,334 8,635,000 株式会社後藤建設 下水整備課

11月24日 一般 小坂井中学校防球ネット改修工事 豊川市伊奈町古当１０３番地 2,326,738 2,607,000 有限会社太田工務店 教育委員会　庶務課

11月24日 一般 音羽中学校フェンス改修工事 豊川市赤坂町西縄手６６番地 1,453,821 1,639,000 ホーリッチ建設株式会社 教育委員会　庶務課

11月24日 一般 西部中学校昇降口建具改修工事 豊川市国府町岡本２４番地の２ 3,184,314 3,652,000 株式会社星野工務店 教育委員会　庶務課

11月24日 一般 中部中学校廊下等床改修工事 豊川市市田町西浦４１番地 1,332,448 1,483,900 有限会社寺部組 教育委員会　庶務課

11月24日 一般 小学校給水設備改修工事 東部小学校始め３校 不調 教育委員会　庶務課

11月24日 一般 金屋小学校屋内運動場屋根防水改修工事 豊川市金屋西町１丁目１番地 2,866,505 3,159,200 株式会社カトペン 教育委員会　庶務課

11月24日 一般 小学校避難器具改修工事 豊川小学校始め３校 5,245,043 5,841,000 株式会社林電工 教育委員会　庶務課

11月24日 一般 市営萩住宅第３・８・９・１１棟解体工事 豊川市萩町神田４８番地１ 16,637,778 19,965,000 株式会社星野工務店 建築課

11月24日 一般 院之子排水路浚渫工事 豊川市当古町地内 6,563,740 7,645,000 藤原建設株式会社 農務課

11月24日 一般 萩保育園屋根等塗装工事 豊川市萩町岩田１６番地１ 6,517,152 7,170,900 株式会社高橋組 保育課

11月24日 一般 児童遊園等遊具取替工事 豊川市赤代町外１町地内 3,800,436 4,180,550 有限会社原田工務店 公園緑地課

11月24日 一般 雨水対策工事（国府町山入） 豊川市国府町地内 3,751,215 4,470,400 株式会社後藤建設 道路河川管理課

11月9日 一般 マンホールポンプ通報装置更新工事 豊川市為当町外１１町地内 12,178,662 14,850,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 下水整備課

11月9日 一般
マンホールポンプ等取替工事（東郷ＭＰ・小城前
ＭＰ）

豊川市御津町地内 3,510,335 4,125,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 下水整備課

11月9日 一般 武道館トイレ改修工事 豊川市八幡町弥五郎１０５番地 11,888,341 13,970,000 有限会社オオクワエアコン 教育委員会　スポーツ課

11月9日 一般 道路改良工事　市道市田河尻儀郎２号線 豊川市市田町地内 5,334,596 6,226,000 株式会社共力建設 道路建設課

11月9日 一般 道路改良工事　市道御津豊川線 豊川市小田渕町地内 4,876,435 5,819,000 株式会社共力建設 道路建設課
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11月9日 一般 排水路維持補修工事（白鳥町外） 豊川市白鳥町外１町地内 10,542,057 12,210,000 株式会社武仙 道路河川管理課

11月9日 一般 河川護岸復旧工事　準用河川青木川 豊川市御津町金野地内 2,266,413 2,708,200 マルイ建設株式会社 道路河川管理課

11月9日 一般 橋りょう補修工事（地獄橋） 豊川市御津町地内 1,261,280 1,529,000 大晋建設株式会社 道路河川管理課

11月9日 一般 道路維持補修工事その４（市道八幡白鳥線） 豊川市八幡町地内 1,846,992 2,156,000 有限会社寺部組 道路河川管理課

11月9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 3,843,840 4,675,000 有限会社庭安造園 道路河川管理課

11月9日 一般 赤塚山公園施設改修工事 豊川市市田町地内 10,989,908 12,089,000 有限会社森田組 公園緑地課

11月9日 一般 桜ヶ丘公園園路改修工事 豊川市桜ヶ丘町地内 5,891,844 6,948,700 株式会社後藤建設 公園緑地課

11月9日 一般 赤塚山公園便所洋式化工事 豊川市市田町地内 4,450,960 5,159,000 株式会社松栄管工 公園緑地課

11月9日 一般 ふれあい公園取水ポンプ取替改修工事 豊川市佐土町地内 1,565,840 1,815,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 公園緑地課

11月9日 一般 諏訪公園防犯カメラ設置工事 豊川市諏訪三丁目地内 1,100,509 1,235,652 アダチ電気株式会社 公園緑地課

10月26日 一般 御津町豊沢配水管布設替工事Ｒ４‐１０３ 豊川市御津町豊沢地内 11,240,986 13,348,500 有限会社石黒設備 水道整備課

10月26日 一般 小坂井町配水管布設替工事Ｒ４‐６０ 豊川市小坂井町地内 7,591,381 8,954,000 株式会社明興設備 水道整備課

10月26日 一般 千両町配水管布設替工事Ｒ４‐９５ 豊川市千両町地内 5,346,081 6,270,000 有限会社金塚設備 水道整備課

10月26日 一般 江島町配水管布設替工事Ｒ４‐９４ 豊川市江島町地内 12,443,589 14,454,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

10月26日 一般 御油第１配水池外フェンス改修工事Ｒ４‐１０４ 豊川市御油町外１町地内 9,710,578 10,686,500 株式会社後藤建設 水道整備課

10月26日 一般 公共下水道築造工事（音羽処理分区　Ｒ４‐４号） 豊川市赤坂町地内 2,621,746 3,135,000 マルイ建設株式会社 下水整備課

10月26日 一般 豊川市総合体育館防水等改修工事 豊川市諏訪３丁目２４６番地 15,412,515 16,962,000 株式会社高橋組 教育委員会　スポーツ課

10月26日 一般 御津庁舎煙突部アスベスト対策工事（囲い込み） 豊川市御津町西方日暮３０番地 1,293,392 1,485,000 株式会社波多野組 御津支所

10月26日 一般 桜ヶ丘公園飲料水兼用耐震性貯水槽修繕工事 豊川市桜ケ丘町地内 不調 危機管理課

10月26日 一般 交通安全広告塔撤去工事 豊川市御津町泙野地内 1,487,367 1,683,000 株式会社高橋組 人権交通防犯課
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10月26日 一般 あかね児童館屋根等改修工事 豊川市御津町赤根水神１６番地 4,005,478 4,510,000 株式会社高橋組 子育て支援課

10月26日 一般
市営住宅水道メーター取替工事（金屋、蔵子、赤
代Ａ・Ｂ棟、西豊Ａ棟）

豊川市金屋本町４丁目４５番地　外３か所 14,977,600 16,830,000 株式会社明興設備 建築課

10月26日 一般 一宮保育園障害児受入対応改修工事 豊川市一宮町栄３番地 3,227,967 3,550,800 有限会社徳升建材総業 保育課

10月26日 一般 豊川西部　整地工事（２２‐０１）（週休２日） 豊川西部土地区画整理事業地区 11,802,457 13,970,000 有限会社藤井建設 区画整理課

10月26日 一般 道路改良工事　市道三上本郷三谷原宮ノ上線 豊川市三谷原町地内 6,093,216 7,122,500 マルイ建設株式会社 道路建設課

10月26日 一般 道路改良工事　市道東上北田大屋敷２号線 豊川市東上町地内 3,193,972 3,729,000 株式会社永晃 道路建設課

10月26日 一般 道路改良工事　市道国府前田線 豊川市森町外１町地内 2,402,144 2,860,000 株式会社後藤建設 道路建設課

10月26日 一般 河川監視カメラ設置工事　二級河川白川 豊川市蔵子三丁目地内 1,623,492 1,793,000 有限会社ファーミイ 道路河川管理課

10月26日 一般 河川浚渫工事（豊川地区） 豊川市財賀町外２町地内 10,575,790 12,100,000 有限会社藤井建設 道路河川管理課

10月26日 一般 河川浚渫工事（一宮地区） 豊川市上長山町外３町地内 9,000,300 10,395,000 株式会社永晃 道路河川管理課

10月26日 一般 河川浚渫工事（御津地区） 豊川市御津町地内 6,060,126 7,370,000 有限会社徳升建材総業 道路河川管理課

10月26日 一般 防護柵撤去工事 豊川市小坂井町地内 1,257,266 1,485,000 平江建設株式会社 道路河川管理課

10月26日 一般 舗装道路維持補修工事その３ 豊川市内全域 11,867,720 14,223,000 豊川舗装株式会社 道路河川管理課

10月26日 一般 区画線設置工事その２ 豊川市花井町外９町地内 1,591,688 1,837,000 東亜ライン株式会社　豊橋営業所 道路河川管理課

10月26日 一般
赤塚山公園ぎょぎょランド内水処理自動制御盤更
新工事

豊川市市田町地内 8,785,540 10,505,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 公園緑地課

10月26日 一般
赤塚山公園ぎょぎょランド内プレート式熱交換器
付帯設備更新工事

豊川市市田町地内 1,289,628 1,419,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 公園緑地課

10月26日 一般 児童遊園等便所改修工事 豊川市御津町豊沢外一町地内 2,086,238 2,442,000 株式会社牧水道工業所 公園緑地課

10月26日 一般 都市公園出入口・園路バリアフリー化工事 豊川市馬場町外一町地内 1,555,543 1,815,000 マルイ建設株式会社 公園緑地課

10月26日 一般 都市公園遊具取替工事その２ 豊川市市田町外１町地内 14,774,913 16,258,000 有限会社藤井建設 公園緑地課

10月26日 一般 おおいけ散策路照明灯設置工事 豊川市八幡町地内 3,777,737 4,163,500 アダチ電気株式会社 公園緑地課
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10月19日 一般 野口町配水管布設替工事Ｒ４‐９８ 豊川市野口町外１町地内 45,868,907 52,800,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

10月19日 一般 平尾第１配水池流量計更新工事Ｒ４‐１０１ 豊川市平尾町地内 不調 水道整備課

10月19日 一般 橋梁整備工事　どんぐり歩道橋（仮称） 豊川市白鳥町外１町地内 58,490,211 71,720,000 株式会社落合組 道路建設課

10月19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 ― 63,800,000
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


