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6月22日 一般
豊川市立一宮南部小学校校舎大規模改修工事
のうち機械設備工事

豊川市豊津町新地４番地 52,560,831 60,500,000 ミヤチ株式会社 教育委員会　庶務課

6月22日 一般
豊川市立一宮南部小学校校舎大規模改修工事
のうち電気設備工事

豊川市豊津町新地４番地 34,972,989 38,489,000 株式会社アンデン 教育委員会　庶務課

6月22日 一般
豊川市ゆうあいの里ふれあいセンター改修工事
のうち電気設備工事

豊川市平尾町親坂３６番地 90,864,407 95,700,000 株式会社アンデン 介護高齢課

6月22日 一般
豊川市ゆうあいの里ふれあいセンター改修工事
のうち機械設備工事

豊川市平尾町親坂３６番地 65,798,351 75,625,000 有限会社オオクワエアコン 介護高齢課

6月22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 65,900,679 77,000,000 春太建設株式会社 公園緑地課

6月22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 ― 55,000,000 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 清掃事業課

6月22日 一般
公共下水道改築工事（Ｒ４‐４号　御津東部処理
分区）

豊川市御津町地内 3,553,499 4,378,000 株式会社後藤建設 下水整備課

6月15日 一般 平尾町配水管布設替工事Ｒ４‐４９ 豊川市平尾町地内 11,777,655 14,355,000 株式会社加藤設備 水道整備課

6月15日 一般 林道法面保護工事（本宮山線） 豊川市上長山町地内 18,018,120 21,246,500 株式会社永晃 農務課

6月15日 一般 プリオＩＩビル非常照明用蓄電池取替工事 豊川市諏訪三丁目３０１番地外 5,292,473 5,823,400 株式会社アンデン 都市計画課

6月15日 一般
豊川西部　区画道路築造工事（４‐７号外１路
線）（週休２日）

豊川西部土地区画整理事業地
区

11,435,573 13,651,000 有限会社藤井建設 区画整理課

6月8日 一般 小坂井東保育園整備工事のうち建築工事 豊川市宿町光道寺４１番地 365,149,910 437,250,000
波多野・鳥井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8日 一般 豊川市ふれあい交流館改修工事
豊川市上長山町本宮下１番地１
６８５

239,888,132 288,750,000 株式会社波多野組 商工観光課

6月8日 一般 豊川市学校給食センター空調設備改修工事 豊川市穂ノ原３丁目２番地の９ 178,682,824 205,154,400 井指設備工業株式会社 教育委員会　学校給食課

6月8日 一般 豊川市役所受変電設備等改修工事 豊川市諏訪１丁目１番地 中止 財産管理課

6月8日 一般 八幡町配水管布設替工事Ｒ４‐４８ 豊川市八幡町地内 16,240,664 19,668,000 株式会社明興設備 水道整備課
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6月8日 一般 三谷原町配水管布設替工事Ｒ４‐５６ 豊川市三谷原町外１町地内 3,612,282 4,411,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

6月8日 一般 御津山第２配水池更新工事Ｒ４‐３０ 豊川市御津町広石地内 22,995,553 27,830,000 鳥井建設株式会社 水道整備課

6月8日 一般 林道維持補修工事（東鞍狭間線） 豊川市千両町地内 1,542,901 1,892,000 豊川舗装株式会社 農務課

6月8日 一般 小学校給食受入室改修工事 一宮東部小学校始め２校 9,542,260 10,747,000 株式会社高橋組 教育委員会　庶務課

6月8日 一般 西部中学校普通教室床改修工事 豊川市国府町岡本２４番地の２ 9,219,592 10,141,780 株式会社星野工務店 教育委員会　庶務課

6月8日 一般 千両小学校屋内運動場ステージ床等改修工事
豊川市千両町数谷原１８番地の
２

3,150,795 3,679,500 株式会社星野工務店 教育委員会　庶務課

6月8日 一般
都市公園便所バリアフリー化工事（和通公園・
松下公園）

豊川市東名町地内外 17,001,758 18,750,600 有限会社原田工務店 公園緑地課

6月8日 一般
道路維持補修工事その１（市道白鳥二丁目２号
線）

豊川市白鳥町地内 2,455,454 2,860,000 有限会社藤井建設 道路河川管理課

6月8日 一般 保育所遊具取替工事 豊川市塔ノ木町地内 1,069,151 1,243,000 株式会社高橋組 保育課

6月3日 一般
豊川市立一宮南部小学校校舎大規模改修工事
のうち建築工事

豊川市豊津町新地４番地 312,183,655 374,000,000
岡田・竹工特定建設工事共同企業
体    代表者　岡田建設株式会社

教育委員会　庶務課

6月3日 一般 合葬式市営墓地整備工事 豊川市御油町地内 214,647,469 261,690,000
岡田・藤原特定建設工事共同企業
体    代表者　岡田建設株式会社

環境課

6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６工区）

豊川市三谷原町外１町地内 68,276,489 82,280,000 藤原建設株式会社 下水整備課

6月1日 一般 豊川市立東部中学校校舎外壁等改修工事 豊川市西豊町２丁目１９１番地 87,852,329 103,620,000 株式会社波多野組 教育委員会　庶務課

6月1日 一般 豊川市立八南小学校校舎外壁等改修工事 豊川市野口町豊角８番地１ 40,159,069 44,181,500 有限会社寺部組 教育委員会　庶務課

6月1日 一般 赤塚山公園再整備工事（大型遊具・雨水排水） 豊川市市田町地内 121,923,157 148,500,000 岡田建設株式会社 公園緑地課

5月25日 一般
特定環境保全公共下水道築造工事（豊川西部
処理分区　平尾第５工区）

豊川市平尾町地内 55,564,757 68,860,000 株式会社武仙 下水整備課

5月25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　樽井第２工区）

豊川市樽井町地内 55,112,237 66,495,000 株式会社落合組 下水整備課
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5月25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６工区）

豊川市野口町地内 28,017,422 33,880,000 春太建設株式会社 下水整備課

5月25日 一般
赤塚山公園再整備工事（アニアニまある内建築
物）

豊川市市田町地内 59,281,872 69,300,000 岡田建設株式会社 公園緑地課

5月25日 一般 上野三丁目配水管布設替工事Ｒ４‐４３ 豊川市上野三丁目地内 20,875,955 24,508,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

5月25日 一般 三蔵子町仮設管布設工事Ｒ４‐３７ 豊川市三蔵子町外１町地内 5,877,835 7,051,000 株式会社マルイシ 水道整備課

5月25日 一般 樽井町配水管布設替工事Ｒ４‐３４ 豊川市樽井町地内 3,758,301 4,598,000 有限会社藤本管工 水道整備課

5月25日 一般 一宮町配水管布設替工事Ｒ４‐５３ 豊川市一宮町地内 2,229,037 2,717,000 有限会社小松工業 水道整備課

5月25日 一般
公共下水道改築工事（Ｒ４‐４号　御津東部処理
分区）

豊川市御津町地内 不調 下水整備課

5月25日 一般
伊奈排水機場自家発電機等オーバーホール工
事

豊川市伊奈町地内 14,594,383 17,710,000 株式会社マナック 農務課

5月25日 一般
橋尾排水機場自家発電機等オーバーホール工
事

豊川市橋尾町地内 10,457,793 12,650,000 株式会社マナック 農務課

5月25日 一般
赤塚山公園再整備工事（アニアニまある内整
地）

豊川市市田町地内 23,293,653 27,610,000 有限会社徳升建材総業 公園緑地課

5月18日 一般
豊川市牛久保生涯学習センターＥＶ棟増築及び
トイレ等改修工事

豊川市牛久保町若子５２番地の
１

86,264,125 104,170,000 有限会社花田工務店 教育委員会　生涯学習課

5月18日 一般
桜ヶ丘ミュージアム茶室「心々庵」リニューアル
整備工事

豊川市桜ケ丘町７９番地の２ 81,651,838 98,978,000 株式会社豊栄建設 文化振興課

5月18日 一般 平尾町配水管布設替工事Ｒ４‐３２ 豊川市平尾町地内 19,973,384 24,198,900 株式会社松栄管工 水道整備課

5月18日 一般 御津町西方配水管布設替工事Ｒ４‐２７ 豊川市御津町西方地内 15,819,863 18,987,100 株式会社ナガシマ 水道整備課

5月18日 一般 森三丁目配水管布設替工事Ｒ４‐３１ 豊川市森三丁目地内 8,686,903 10,725,000 有限会社金塚設備 水道整備課

5月18日 一般 萩町配水管布設替工事Ｒ４‐３３ 豊川市萩町地内 13,058,268 15,889,500 株式会社牧水道工業所 水道整備課

5月18日 一般 足山田町配水管布設替工事Ｒ４‐４２ 豊川市足山田町地内 3,915,746 4,774,000 有限会社小松工業 水道整備課

5月18日 一般
豊沢中継ポンプ所２号送水ポンプ等取替工事Ｒ
４‐３９

豊川市御津町豊沢地内 2,077,100 2,475,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課
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5月18日 一般 マンホール蓋取替工事 豊川市穂ノ原３丁目外１町地内 9,181,820 11,220,000 平江建設株式会社 下水整備課

5月18日 一般
公共下水道改築工事（Ｒ４‐２号　御津中部処理
分区）

豊川市御津町地内 7,656,729 9,394,000 有限会社青谷公營 下水整備課

5月18日 一般 農集一宮西部汚水管築造工事 豊川市大木町地内 5,618,465 6,908,000 城所土木建設株式会社 下水整備課

5月18日 一般 公共下水道築造工事（牛久保処理分区　２号） 豊川市大崎町地内 1,696,158 2,083,400 株式会社後藤建設 下水整備課

5月18日 一般 平井ポンプ場内水位計取替工事 豊川市平井町地内 2,303,128 2,728,000 株式会社マナック 下水整備課

5月18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 1,931,050 2,310,000 有限会社寺部組 清掃事業課

5月18日 一般 火の見櫓（泙野）解体撤去工事 豊川市御津町泙野久呂下３５‐６ 1,865,206 2,222,000 株式会社佐脇組 消防本部　総務課

5月18日 一般 下野川市民小菜園撤去工事 豊川市下野川町地内 1,852,150 2,211,000 金田建設有限会社 農務課

5月18日 一般 あんしん歩行環境整備工事 豊川市代田町２丁目外４町地内 4,914,504 5,940,000 春太建設株式会社 道路河川管理課

5月11日 随契
豊川市ジオスペース館プラネタリウム機器更新
工事

豊川市諏訪１丁目６３番地 ― 111,980,000
コニカミノルタプラネタリウム株式会
社

教育委員会　中央図書館

4月27日 一般 御津町御幸浜配水管新設工事Ｒ４‐９ 豊川市御津町御幸浜地内 16,384,222 19,855,000 有限会社石黒設備 水道整備課

4月27日 一般 大崎町配水管布設替工事Ｒ４‐３５ 豊川市大崎町地内 1,159,882 1,419,000 有限会社小松工業 水道整備課

4月27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４工区）

豊川市一宮町地内 1,571,479 1,936,000 株式会社永晃 下水整備課

4月27日 一般
豊川駅東　区画道路築造工事（ウエ地工区その
４４）

豊川駅東土地区画整理事業地
区

13,222,380 16,115,000 藤原建設株式会社 区画整理課

4月27日 一般 区画線設置工事 豊川市内全域 23,743,680 28,325,000 倉橋建設株式会社 道路河川管理課

4月27日 一般 道路改良工事　市道八幡弥五郎足洗２号線 豊川市八幡町地内 12,976,020 15,763,000 株式会社後藤建設 道路建設課

4月27日 一般 道路拡幅改良工事　市道中通線（その２） 豊川市御津町地内 2,041,864 2,519,000 大晋建設株式会社 道路建設課

4月21日 随契
豊川市清掃工場Ａ棟３号炉ボイラー出口煙道耐
火物補修工事（緊急工事）

豊川市平尾町親坂５０番地 ― 11,000,000 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 清掃事業課
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4月20日 一般 御津町西方配水管布設替工事Ｒ４‐１３ 豊川市御津町西方外１町地内 79,359,678 91,839,000 株式会社河本工業 水道整備課

4月20日 一般 白鳥町配水管布設替工事Ｒ４‐１ 豊川市白鳥町地内 24,493,813 29,544,900 有限会社藤本管工 水道整備課

4月20日 一般
公共下水道築造工事（豊川北部処理分区　麻
生田排水区　上野３第２工区）

豊川市上野三丁目地内 75,734,266 90,640,000 株式会社波多野組 下水整備課

4月20日 一般
公共下水道築造工事（豊川北部処理分区　上
野３第３工区）

豊川市上野三丁目外１町地内 49,596,305 59,510,000 有限会社徳升建材総業 下水整備課

4月20日 一般
公共下水道築造工事（豊川西部処理分区　平
尾第４工区）

豊川市平尾町外１町地内 49,604,124 59,400,000 春太建設株式会社 下水整備課

4月20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２０工区）

豊川市萩町地内 69,927,957 83,798,000 株式会社林工務店 下水整備課

4月20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８工区）

豊川市森三丁目地内 66,837,239 80,080,000 株式会社武仙 下水整備課

4月20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６工区）

豊川市長草町外２町地内 56,560,188 67,848,000 有限会社森田組 下水整備課

4月20日 一般
小中学校屋内運動場トイレ改修工事（南部中学
校校区）

南部中学校始め４校 不調 教育委員会　庶務課

4月20日 一般
小中学校屋内運動場トイレ改修工事（金屋中学
校校区）

金屋中学校始め３校 不調 教育委員会　庶務課

4月20日 一般 赤坂小学校管理諸室等空調設備改修工事 豊川市赤坂町東山１４０番地 26,216,206 28,853,000 株式会社林電工 教育委員会　庶務課

4月20日 一般
道路拡幅改良工事　（市道蔵子白鳥線外１路
線）その１

豊川市白鳥町地内 99,652,694 121,000,000 岡田建設株式会社
八幡駅周辺地区まちづくり
推進室

4月20日 一般
道路新設改良工事　八幡駅南地区計画道路１
号線外３路線

豊川市白鳥町外１町地内 95,988,246 114,070,000 岡田建設株式会社
八幡駅周辺地区まちづくり
推進室

4月20日 一般 道路改良工事（市道蔵子線） 豊川市白鳥町地内 85,645,259 102,300,000 岡田建設株式会社
八幡駅周辺地区まちづくり
推進室

4月20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 27,352,333 30,091,600 明電工事株式会社 清掃事業課

4月20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 ― 73,700,000
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

4月20日 一般
道路拡幅改良工事　市道白鳥野畔原溝線　そ
の１

豊川市白鳥町地内 100,559,385 122,320,000 株式会社波多野組
八幡駅周辺地区まちづくり
推進室

4月20日 一般 東上町配水管布設替工事Ｒ４‐２８ 豊川市東上町地内 21,737,292 25,476,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

4月20日 一般 御津町広石配水管布設替工事Ｒ４‐１９ 豊川市御津町広石外２町地内 19,305,496 22,891,000 株式会社およべ 水道整備課
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4月20日 一般 御津町下佐脇仮設管布設工事Ｒ４‐１１ 豊川市御津町下佐脇地内 9,548,198 11,385,000 有限会社金塚設備 水道整備課

4月20日 一般 伊奈町配水管布設替工事Ｒ４‐５ 豊川市伊奈町地内 9,344,189 11,374,000 株式会社明興設備 水道整備課

4月20日 一般 諏訪三丁目配水管布設替工事Ｒ４‐１２ 豊川市諏訪三丁目地内 7,269,082 8,690,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

4月20日 一般 御津山第２配水池更新工事Ｒ４‐３０ 豊川市御津町広石地内 不調 水道整備課

4月20日 一般 御津町金野送水管布設替工事Ｒ４‐２２ 豊川市御津町金野地内 14,729,909 17,941,000 株式会社およべ 水道整備課

4月20日 一般 麻生田町配水管新設工事Ｒ４‐６ 豊川市麻生田町外１町地内 7,018,095 8,580,000 株式会社加藤設備 水道整備課

4月20日 一般
公共下水道改築工事（Ｒ４‐１号　小坂井北部処
理分区）

豊川市美園３丁目地内 24,014,866 28,930,000 小坂井建設株式会社 下水整備課

4月20日 一般 公共下水道管きょ更生工事 豊川市寿通１丁目外４町地内 23,067,379 28,446,000 株式会社落合組 下水整備課

4月20日 一般 公共下水道築造工事（牛久保処理分区　１号） 豊川市下長山町地内 2,089,354 2,574,000 株式会社共力建設 下水整備課

4月20日 一般 舗装補修工事（Ｒ４‐下水道） 豊川市内 8,470,655 10,230,000 東海技建株式会社 下水整備課

4月20日 一般 舗装道路維持補修工事その２ 豊川市八幡町外５町地内 23,208,881 27,797,000 豊川舗装株式会社 道路河川管理課

4月13日 一般 長沢町配水管布設替工事Ｒ４‐１８ 豊川市長沢町地内 8,218,221 10,109,000 有限会社石黒設備 水道整備課

4月13日 一般 江島町配水管布設替工事Ｒ４‐２３ 豊川市江島町地内 3,930,643 4,860,900 株式会社マルイシ 水道整備課

4月13日 一般 東上町配水管布設替工事Ｒ４‐２１ 豊川市東上町地内 3,336,124 3,998,500 株式会社加藤設備 水道整備課

4月13日 一般 下長山町配水管新設工事Ｒ４‐２０ 豊川市下長山町地内 2,258,407 2,763,530 株式会社ナガシマ 水道整備課

4月13日 一般 御津町御馬配水管新設工事Ｒ４‐７ 豊川市御津町御馬地内 4,145,572 5,026,560 有限会社藤本管工 水道整備課

4月13日 一般 諏訪一丁目配水管撤去工事Ｒ４‐２６ 豊川市諏訪一丁目外１町地内 3,129,168 3,740,000 株式会社松栄管工 水道整備課

4月13日 一般 舗装修繕工事Ｒ４‐２４ 豊川市全域 13,503,192 16,170,000 豊川舗装株式会社 水道整備課

4月13日 一般 豊川市文化会館大ホール屋上防水等改修工事 豊川市代田町１丁目２０番地の４ 22,296,391 24,545,400 有限会社寺部組 文化振興課
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4月13日 一般 中学校防犯カメラ更新工事（その１） 金屋中学校・一宮中学校 4,853,068 5,376,800 浦山電設興業有限会社 教育委員会　庶務課

4月13日 一般 中学校防犯カメラ更新工事（その２） 代田中学校・御津中学校 5,633,324 6,266,700 有限会社ファーミイ 教育委員会　庶務課

4月13日 一般 舗装道路維持補修工事 豊川市内全域 17,355,712 21,197,000 豊川舗装株式会社 道路河川管理課

4月13日 一般 溝蓋設置工事 豊川市内全域 5,864,493 7,007,000 株式会社共力建設 道路河川管理課

4月13日 一般 舗装改良工事　市道東上松本１０号線外８路線 豊川市東上町外６町地内 8,505,120 10,329,000 豊川舗装株式会社 道路建設課

4月13日 一般
舗装改良工事　市道大崎門南千両二丁目線外
１路線

豊川市大崎町地内 4,063,043 4,895,000 豊川舗装株式会社 道路建設課

4月13日 一般
道路改良工事　市道柑子若宮牛久保水金剛線
外１路線

豊川市柑子町地内 2,745,031 3,355,000 マルイ建設株式会社 道路建設課

4月13日 一般
道路改良工事　市道御津豊沢石堂野４
号線

豊川市御津町豊沢地内 1,423,559 1,738,000 大晋建設株式会社 道路建設課


