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9月21日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ４‐２）（週休２日） 豊川市御油町地内 18,900,945 22,495,000 株式会社武仙 道路河川管理課

9月21日 一般 白川第１雨水幹線床版設置工事（週休２日） 豊川市白鳥町地内 46,980,786 55,440,000 山静建設株式会社 下水整備課

9月21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 ― 74,690,000 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 清掃事業課

9月21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 ― 19,250,000
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

9月14日 一般 赤坂町配水管新設工事Ｒ４‐９６ 豊川市赤坂町地内 2,609,541 2,970,000 株式会社牧水道工業所 水道整備課

9月14日 一般 水管橋修繕工事Ｒ４‐８９ 豊川市萩町外２町地内 16,962,117 20,295,000 倉橋建設株式会社 水道整備課

9月14日 一般
一宮浄水場一宮系浄水池外水位計取替工事Ｒ４‐
１００

豊川市一宮町外３町地内 7,142,632 8,580,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

9月14日 一般 麻生田調整池設備築造工事 豊川市上野四丁目地内 22,925,903 26,950,000 株式会社マナック 下水整備課

9月14日 一般
雨水浸透施設築造工事（豊成排水区２２‐１号）（週
休２日）

豊川市新栄町三丁目地内 7,518,562 8,976,000 株式会社後藤建設 下水整備課

9月14日 一般
雨水浸透施設築造工事（豊成排水区　２２‐２号）
（週休２日）

豊川市新栄三丁目地内 9,749,107 11,605,000 有限会社青谷公營 下水整備課

9月14日 一般 萩小学校普通教室空調設備改修工事 豊川市萩町岩田９の２番地 2,602,669 2,863,190 浦山電設興業有限会社 教育委員会　庶務課

9月14日 一般 八南小学校北校舎普通教室等照明設備改修工事 豊川市野口町豊角８番地の１ 2,654,227 2,926,000 株式会社アンデン 教育委員会　庶務課

9月14日 一般 総合体育館トイレ改修工事 豊川市諏訪３丁目２４６番地 13,612,537 15,631,000 有限会社石黒設備 教育委員会　スポーツ課

9月14日 一般 睦美保育園外４か所トイレ等改修工事 豊川市三谷原町村前１６　外４か所 16,159,413 18,810,000 株式会社牧水道工業所 保育課

9月14日 一般 一宮東部保育園内装改修工事 豊川市上長山町宝川１番地 14,102,669 15,528,700 株式会社高橋組 保育課

9月14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 14,947,831 16,720,000 株式会社御津建 道路建設課

9月14日 一般 道路拡幅改良工事　市道光道寺丈方線 豊川市小坂井町地内 4,545,087 5,368,000 有限会社太田工務店 道路建設課

9月14日 一般 河川浚渫工事（音羽地区） 豊川市萩町外２町地内 15,576,269 17,930,000 金田建設有限会社 道路河川管理課
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9月14日 一般 道路反射鏡設置工事その１ 豊川市天神町外５町地内 2,283,684 2,623,500 マルイ建設株式会社 道路河川管理課

9月14日 一般 道路反射鏡設置工事その２ 豊川市伊奈町外３０町地内 9,281,263 10,209,650 平川建設株式会社 道路河川管理課

9月14日 一般 道路反射鏡設置工事その３ 豊川市八幡町外４町地内 1,491,086 1,705,000 株式会社共力建設 道路河川管理課

9月14日 一般 道路照明灯設置工事 豊川市正岡町外１９町地内 11,114,162 12,375,000 浦山電設興業有限会社 道路河川管理課

9月7日 一般
道路拡幅改良工事　市道西島中井中条観音堂１
号線（週休２日）

豊川市西島町外１町地内 29,629,846 34,980,000 有限会社森田組 道路建設課

9月7日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ４‐１） 豊川市大木町地内 21,185,443 25,795,000 株式会社イワツキ 道路河川管理課

9月7日 一般 陸上競技場トイレ改修工事 豊川市諏訪１丁目８０番地 3,997,922 4,704,700 株式会社牧水道工業所 教育委員会　スポーツ課

9月7日 一般 御油第二保育園外５か所トイレ等改修工事 豊川市御油町東沢３５　外５か所 14,817,150 16,896,000 株式会社牧水道工業所 保育課

9月7日 一般 都市公園遊具取替工事その１ 豊川市一宮町地内 10,586,937 11,647,900 有限会社徳升建材総業 公園緑地課

9月7日 一般 道路改良工事　市道稲束萩線外１路線 豊川市萩町地内 6,042,456 7,051,000 金田建設有限会社 道路建設課

9月7日 一般 白川散策路整備工事 豊川市白鳥町地内 24,372,457 27,940,000 藤原建設株式会社 道路河川管理課

8月31日 一般 金沢町配水管布設替工事Ｒ４‐８１ 豊川市金沢町地内 8,169,008 9,603,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

8月31日 一般 市田町配水管布設替工事Ｒ４‐８０ 豊川市市田町地内 4,794,297 5,676,000 有限会社金塚設備 水道整備課

8月31日 一般 伊奈町配水管布設替工事Ｒ４‐８８ 豊川市伊奈町地内 2,932,947 3,500,200 株式会社ナガシマ 水道整備課

8月31日 一般 六角町配水管布設替工事Ｒ４‐８４ 豊川市六角町地内 3,701,989 4,279,000 株式会社マルイシ 水道整備課

8月31日 一般 御津体育館トイレ改修工事 豊川市御津町広石日暮１４８番地 7,072,762 8,214,800 株式会社牧水道工業所 教育委員会　スポーツ課

8月31日 一般 観光地トイレ改修工事 豊川市上長山町東原１１３番地１　外４か所 6,807,943 7,854,000 有限会社豊伸設備 商工観光課

8月31日 一般
道路改良工事　市道六角橋ノ本千両数谷原線外２
路線

豊川市六角町地内 5,507,568 6,435,000 株式会社共力建設 道路建設課

8月31日 一般 豊川西部　区画道路築造工事（６‐２４号外１路線） 豊川西部土地区画整理事業地区 6,484,104 7,645,000 株式会社共力建設 区画整理課
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8月31日 一般 プリオビルトイレ改修工事 豊川市諏訪３丁目３００番地 9,013,340 10,461,000 株式会社加藤設備 都市計画課

8月31日 一般
豊川市諏訪第１公共駐車場火災報知設備改修工
事

豊川市諏訪三丁目１３０番地の３ 8,338,869 9,185,000 株式会社林電工 都市計画課

8月31日 一般 都市公園フェンス改修工事（松下公園・上野公園） 豊川市馬場町地内外 5,116,735 5,628,700 有限会社藤井建設 公園緑地課

8月31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 不調 公園緑地課

8月31日 一般
豊川市清掃工場Ａ棟１・３号炉設備補修工事その
２

豊川市平尾町親坂５０番地 23,630,200 27,720,000 有限会社寺部組 清掃事業課

8月31日 一般 市田町配水管布設替工事Ｒ４‐６６ 豊川市市田町地内 45,328,580 51,777,000 株式会社ナガシマ 水道整備課

8月31日 一般
公共下水道築造工事（一宮排水区　一宮宮前第５
工区）

豊川市橋尾町外１町地内 49,297,286 58,256,000 有限会社小松工業 下水整備課

8月31日 一般 赤塚山公園再整備工事（第３駐車場） 豊川市市田町地内 31,230,623 35,640,000 平江建設株式会社 公園緑地課

8月24日 一般 橋梁整備工事　野仲歩道橋（仮称） 豊川市白鳥町外１町地内 不調 道路建設課

8月24日 一般 道路拡幅改良工事　市道大池線 豊川市久保町地内 30,578,232 36,080,000 平川建設株式会社 道路建設課

8月24日 指名 篠束町配水管布設替工事Ｒ４‐６５ 豊川市篠束町地内 41,031,662 50,127,000 名工建設株式会社 水道整備課

8月10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７工区）

豊川市市田町地内 10,204,890 12,100,000 有限会社森田組 下水整備課

8月10日 一般 上野二丁目配水管布設替工事Ｒ４‐４７ 豊川市上野二丁目地内 9,377,976 11,154,000 有限会社小松工業 水道整備課

8月10日 一般 大和第２水源取水ポンプ更新工事Ｒ４‐８３ 豊川市豊津町地内 8,796,065 9,790,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

8月10日 一般 道路改良工事　市道江島金沢線 豊川市金沢町地内 22,241,539 25,740,000 城所土木建設株式会社 道路建設課

8月3日 一般 一宮浄水場一宮系送水ポンプ盤更新工事Ｒ４‐７６ 豊川市一宮町地内 51,474,663 60,280,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

7月27日 一般 穂ノ原三丁目配水管布設替工事Ｒ４‐８ 豊川市穂ノ原三丁目外１町地内 51,041,521 60,016,000 株式会社中部　豊川営業所 水道整備課

7月27日 一般 市営金屋住宅外壁等改修工事 豊川市金屋本町４丁目４５番地 63,326,828 75,350,000 有限会社今泉工務店 建築課

7月27日 一般 市営八幡住宅Ａ棟耐震補強工事 豊川市八幡町西赤土１番地の１ 40,062,318 48,180,000 有限会社寺部組 建築課
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7月27日 一般 小坂井東保育園整備工事のうち電気設備工事 豊川市宿町光道寺４１番地 69,472,193 76,421,400 明電工事株式会社 保育課

7月27日 一般 小坂井東保育園整備工事のうち機械設備工事 豊川市宿町光道寺４１番地 79,138,400 92,730,000 株式会社河本工業 保育課

7月27日 一般 平尾町配水管布設替工事Ｒ４‐７０ 豊川市平尾町地内 7,160,287 8,526,100 株式会社ナガシマ 水道整備課

7月27日 一般 白鳥町配水管新設工事Ｒ４‐７７ 豊川市白鳥町地内 7,239,542 8,580,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

7月27日 一般 菟足神社貝塚広場整備工事 豊川市小坂井町地内 19,443,538 21,388,400 株式会社高橋組 教育委員会　生涯学習課

7月27日 一般 赤塚山公園ぎょぎょランド空調更新工事 豊川市市田町地内 18,734,880 21,274,000 井指設備工業株式会社 公園緑地課

7月27日 一般 中部南地区市民館外壁等改修工事 豊川市高見町５丁目５番地 7,814,210 9,075,000 株式会社星野工務店 市民協働国際課

7月27日 一般 防護柵設置工事その２ 豊川市伊奈町外５町地内 5,577,467 6,141,300 小坂井建設株式会社 道路河川管理課

7月27日 一般
道路維持補修工事その３（市道白鳥穴田原溝１号
線）

豊川市白鳥町地内 1,440,469 1,683,000 金田建設有限会社 道路河川管理課

7月27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 4,061,678 4,730,000 株式会社ユタカ興建 道路河川管理課

7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２

豊川市白鳥町地内 102,244,814 122,100,000 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20日 一般 街路新設改良工事　都市計画道路桜町千両線 豊川市穂ノ原三丁目地内 50,729,939 58,300,000 山静建設株式会社 道路建設課

7月20日 一般 本庁舎旧食堂改修工事 豊川市諏訪１丁目１番地 31,541,627 37,180,000 大晋建設株式会社 財産管理課

7月20日 一般
豊川公園再整備工事（芝生広場Ｂ・健康づくり広
場・外周園路）

豊川市諏訪１丁目地内 56,751,060 62,426,650 株式会社波多野組 公園緑地課

7月20日 一般
赤塚山公園再整備工事（賑わい広場・民活広場・
第２駐車場）

豊川市市田町地内 36,824,666 43,340,000 春太建設株式会社 公園緑地課

7月20日 一般
公共下水道築造工事（久保第２排水区　森・為当
第９工区）

豊川市為当町地内 169,148,258 192,500,000 丸十工業株式会社 下水整備課

7月20日 指名 篠束町配水管布設替工事Ｒ４‐６５ 豊川市篠束町地内 不調 水道整備課

7月13日 一般 西島町配水管布設替工事Ｒ４‐２ 豊川市西島町外１町地内 82,548,772 97,900,000 株式会社中部　豊川営業所 水道整備課

7月13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６工区）

豊川市平尾町外１町地内 47,730,684 57,640,000 倉橋建設株式会社 下水整備課

7月13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１０工区）

豊川市為当町地内 34,982,352 42,394,000 株式会社佐脇組 下水整備課
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7月13日 一般 一宮大木土地区画整理地内４号公園整備工事 豊川市大木町地内 25,013,533 30,580,000 株式会社イワツキ 公園緑地課

7月13日 一般 道路拡幅改良工事　都市計画道路御津為当線 豊川市御津町西方地内 24,227,305 29,370,000 深谷建設株式会社 都市計画課

7月13日 一般 公共下水道築造工事（白鳥処理分区　3号） 豊川市白鳥町地内 9,300,897 11,385,000 平川建設株式会社 下水整備課

7月13日 一般 下ノ郷排水機場直流電源盤等取替工事 豊川市金沢町地内 17,986,950 21,120,000 株式会社マナック 農務課

7月13日 一般 プリオビル及びプリオIIビル電力量計更新工事 豊川市諏訪三丁目３００番地外 15,630,808 17,226,000 株式会社林電工 都市計画課

7月13日 一般 道路拡幅改良工事　市道小坂井篠束線 豊川市篠束町地内 11,155,503 13,486,000 平江建設株式会社 道路建設課

7月13日 一般 無蓋防火水槽蓋取付工事(2箇所） 豊川市大木町外１町地内 3,420,698 3,993,000 株式会社ユタカ興建 消防本部　総務課

7月6日 一般 マンホール蓋取替工事その2 豊川市穂ノ原3丁目外9町地内 29,009,965 35,200,000 株式会社武仙 下水整備課

7月6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

7月6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

7月6日 一般 道路拡幅改良工事　市道白鳥野畔原溝線　その2 豊川市白鳥町地内 83,912,328 102,740,000 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6日 一般
豊川公園再整備工事（キュパティーノ広場・駐車
場）

豊川市諏訪3丁目地内 71,979,927 83,820,000 有限会社原田工務店 公園緑地課

7月6日 一般 土砂災害防止対策工事（大覚ＩＢ） 豊川市長沢町地内 64,544,372 79,750,000 株式会社林工務店 道路河川管理課

7月6日 一般 一宮浄水場連通弁取替工事Ｒ4‐71 豊川市一宮町地内 14,391,939 17,160,000 株式会社マナック 水道整備課

7月6日 一般 ため池フェンス等設置工事（向山大池） 豊川市萩町地内 3,947,420 4,477,000 平川建設株式会社 農務課

7月6日 一般
一宮大木土地区画整理地内4号公園便所等整備
工事

豊川市大木新町通一丁目104番地 11,107,427 12,230,900 有限会社篠田建設 公園緑地課

7月6日 一般 道路舗装改良工事（市道代田八幡線ほか1路線） 豊川市代田町1丁目外1町地内 23,857,456 28,930,000 豊川舗装株式会社 道路河川管理課

7月6日 一般 道路附属物補修工事（照明施設） 豊川市中央通3丁目外5町地内 5,437,515 6,153,400 明電工事株式会社 道路河川管理課


