
入札日入札日入札日入札日 方法方法方法方法 工事名工事名工事名工事名 工事場所工事場所工事場所工事場所
最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格

（税込）（税込）（税込）（税込）
契約金額契約金額契約金額契約金額
（税込）（税込）（税込）（税込）

業者名業者名業者名業者名 主管課主管課主管課主管課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般
西豊町一丁目配水管布設替工事西豊町一丁目配水管布設替工事西豊町一丁目配水管布設替工事西豊町一丁目配水管布設替工事
（1）H26‐68（1）H26‐68（1）H26‐68（1）H26‐68

豊川市西豊町一丁豊川市西豊町一丁豊川市西豊町一丁豊川市西豊町一丁
目外1町地内目外1町地内目外1町地内目外1町地内

26,273,66126,273,66126,273,66126,273,661 36,914,40036,914,40036,914,40036,914,400 株式会社およべ株式会社およべ株式会社およべ株式会社およべ 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般 御馬浄水場改修工事H26‐39御馬浄水場改修工事H26‐39御馬浄水場改修工事H26‐39御馬浄水場改修工事H26‐39 豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内 73,468,60773,468,60773,468,60773,468,607 106,704,000106,704,000106,704,000106,704,000
音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社
豊川営業所豊川営業所豊川営業所豊川営業所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（豊川北部処公共下水道築造工事（豊川北部処公共下水道築造工事（豊川北部処公共下水道築造工事（豊川北部処
理分区　豊川東部第2地区第2工理分区　豊川東部第2地区第2工理分区　豊川東部第2地区第2工理分区　豊川東部第2地区第2工
区）区）区）区）

豊川市谷川町外1豊川市谷川町外1豊川市谷川町外1豊川市谷川町外1
町地内町地内町地内町地内

41,868,83441,868,83441,868,83441,868,834 58,158,00058,158,00058,158,00058,158,000 株式会社落合組株式会社落合組株式会社落合組株式会社落合組 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般
豊川駅東　整地工事（東本町工区そ豊川駅東　整地工事（東本町工区そ豊川駅東　整地工事（東本町工区そ豊川駅東　整地工事（東本町工区そ
の23）の23）の23）の23）

豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画
整理事業地区整理事業地区整理事業地区整理事業地区

26,478,20926,478,20926,478,20926,478,209 35,910,00035,910,00035,910,00035,910,000 株式会社落合組株式会社落合組株式会社落合組株式会社落合組 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

6月25日6月25日6月25日6月25日 随契随契随契随契
清掃工場A棟1・3号炉定期点検整清掃工場A棟1・3号炉定期点検整清掃工場A棟1・3号炉定期点検整清掃工場A棟1・3号炉定期点検整
備工事その1備工事その1備工事その1備工事その1

豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂
50番地50番地50番地50番地

50,977,80050,977,80050,977,80050,977,800 74,520,00074,520,00074,520,00074,520,000
エスエヌ環境テクノエスエヌ環境テクノエスエヌ環境テクノエスエヌ環境テクノ
ロジー株式会社ロジー株式会社ロジー株式会社ロジー株式会社

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般 東部中学校西側渡り廊下改修工事東部中学校西側渡り廊下改修工事東部中学校西側渡り廊下改修工事東部中学校西側渡り廊下改修工事
豊川市西豊町2丁豊川市西豊町2丁豊川市西豊町2丁豊川市西豊町2丁
目191番地目191番地目191番地目191番地

7,198,3457,198,3457,198,3457,198,345 10,011,60010,011,60010,011,60010,011,600 有限会社寺部組有限会社寺部組有限会社寺部組有限会社寺部組
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般 国府小学校北校舎屋上等改修工事国府小学校北校舎屋上等改修工事国府小学校北校舎屋上等改修工事国府小学校北校舎屋上等改修工事
豊川市国府町寒若豊川市国府町寒若豊川市国府町寒若豊川市国府町寒若
寺6番地の1寺6番地の1寺6番地の1寺6番地の1

16,449,61216,449,61216,449,61216,449,612 23,328,00023,328,00023,328,00023,328,000 株式会社柘植建設株式会社柘植建設株式会社柘植建設株式会社柘植建設
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般 三河臨海緑地残土処分地整備工事三河臨海緑地残土処分地整備工事三河臨海緑地残土処分地整備工事三河臨海緑地残土処分地整備工事 豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内 11,176,60411,176,60411,176,60411,176,604 16,146,00016,146,00016,146,00016,146,000 株式会社波多野組株式会社波多野組株式会社波多野組株式会社波多野組 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

6月25日6月25日6月25日6月25日 一般一般一般一般
舗装改良工事　市道白鳥五丁目3舗装改良工事　市道白鳥五丁目3舗装改良工事　市道白鳥五丁目3舗装改良工事　市道白鳥五丁目3
号線外1路線号線外1路線号線外1路線号線外1路線

豊川市白鳥五丁目豊川市白鳥五丁目豊川市白鳥五丁目豊川市白鳥五丁目
地内地内地内地内

3,789,3893,789,3893,789,3893,789,389 5,508,0005,508,0005,508,0005,508,000 豊川舗装株式会社豊川舗装株式会社豊川舗装株式会社豊川舗装株式会社 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

6月18日6月18日6月18日6月18日 一般一般一般一般
光明町一丁目配水管布設替工事光明町一丁目配水管布設替工事光明町一丁目配水管布設替工事光明町一丁目配水管布設替工事
（1）H26‐71（1）H26‐71（1）H26‐71（1）H26‐71

豊川市光明町一丁豊川市光明町一丁豊川市光明町一丁豊川市光明町一丁
目外1町地内目外1町地内目外1町地内目外1町地内

9,000,3999,000,3999,000,3999,000,399 12,949,20012,949,20012,949,20012,949,200 有限会社金塚設備有限会社金塚設備有限会社金塚設備有限会社金塚設備 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月18日6月18日6月18日6月18日 一般一般一般一般
下長山町配水管布設替工事（1）下長山町配水管布設替工事（1）下長山町配水管布設替工事（1）下長山町配水管布設替工事（1）
H26‐72H26‐72H26‐72H26‐72

豊川市下長山町地豊川市下長山町地豊川市下長山町地豊川市下長山町地
内内内内

2,172,1042,172,1042,172,1042,172,104 3,088,8003,088,8003,088,8003,088,800 有限会社長田住設有限会社長田住設有限会社長田住設有限会社長田住設 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月18日6月18日6月18日6月18日 一般一般一般一般 小学校（3校）遊具整備工事小学校（3校）遊具整備工事小学校（3校）遊具整備工事小学校（3校）遊具整備工事
桜木小学校始め3桜木小学校始め3桜木小学校始め3桜木小学校始め3
校校校校

6,312,9966,312,9966,312,9966,312,996 8,802,0008,802,0008,802,0008,802,000 株式会社高橋組株式会社高橋組株式会社高橋組株式会社高橋組
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

6月18日6月18日6月18日6月18日 一般一般一般一般
清掃工場A棟1号炉ガス冷却室コン清掃工場A棟1号炉ガス冷却室コン清掃工場A棟1号炉ガス冷却室コン清掃工場A棟1号炉ガス冷却室コン
ベア取替工事ベア取替工事ベア取替工事ベア取替工事

豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂
50番地50番地50番地50番地

1,341,1001,341,1001,341,1001,341,100 1,976,4001,976,4001,976,4001,976,400 有限会社藤沢組有限会社藤沢組有限会社藤沢組有限会社藤沢組 清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

6月18日6月18日6月18日6月18日 一般一般一般一般 道路改良工事　市道木戸長草線道路改良工事　市道木戸長草線道路改良工事　市道木戸長草線道路改良工事　市道木戸長草線
豊川市長草町外1豊川市長草町外1豊川市長草町外1豊川市長草町外1
町地内町地内町地内町地内

18,279,58218,279,58218,279,58218,279,582 25,272,00025,272,00025,272,00025,272,000 岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

6月18日6月18日6月18日6月18日 一般一般一般一般
道路改良工事　市道前芝西小坂井道路改良工事　市道前芝西小坂井道路改良工事　市道前芝西小坂井道路改良工事　市道前芝西小坂井
線外1路線線外1路線線外1路線線外1路線

豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内 4,401,7534,401,7534,401,7534,401,753 6,376,5906,376,5906,376,5906,376,590 株式会社三和組株式会社三和組株式会社三和組株式会社三和組 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

6月18日6月18日6月18日6月18日 一般一般一般一般 公園ネットフェンス設置工事公園ネットフェンス設置工事公園ネットフェンス設置工事公園ネットフェンス設置工事
豊川市本野ヶ原三豊川市本野ヶ原三豊川市本野ヶ原三豊川市本野ヶ原三
丁目外2町地内丁目外2町地内丁目外2町地内丁目外2町地内

3,147,7323,147,7323,147,7323,147,732 4,104,0004,104,0004,104,0004,104,000 株式会社高橋組株式会社高橋組株式会社高橋組株式会社高橋組 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

6月11日6月11日6月11日6月11日 一般一般一般一般
豊川駅東区画配水管新設工事（1）豊川駅東区画配水管新設工事（1）豊川駅東区画配水管新設工事（1）豊川駅東区画配水管新設工事（1）
H26‐50H26‐50H26‐50H26‐50

豊川市豊川町外1豊川市豊川町外1豊川市豊川町外1豊川市豊川町外1
町地内町地内町地内町地内

15,340,30715,340,30715,340,30715,340,307 22,032,00022,032,00022,032,00022,032,000 ミヤチ株式会社ミヤチ株式会社ミヤチ株式会社ミヤチ株式会社 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月11日6月11日6月11日6月11日 一般一般一般一般
八幡町配水管布設替工事（2）H26‐八幡町配水管布設替工事（2）H26‐八幡町配水管布設替工事（2）H26‐八幡町配水管布設替工事（2）H26‐
54545454

豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内 9,059,2839,059,2839,059,2839,059,283 12,906,00012,906,00012,906,00012,906,000 有限会社藤本管工有限会社藤本管工有限会社藤本管工有限会社藤本管工 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月11日6月11日6月11日6月11日 一般一般一般一般
谷川町配水管布設替工事（1）H26‐谷川町配水管布設替工事（1）H26‐谷川町配水管布設替工事（1）H26‐谷川町配水管布設替工事（1）H26‐
63636363

豊川市　谷川町豊川市　谷川町豊川市　谷川町豊川市　谷川町
地内地内地内地内

3,859,0353,859,0353,859,0353,859,035 5,443,2005,443,2005,443,2005,443,200 有限会社豊伸設備有限会社豊伸設備有限会社豊伸設備有限会社豊伸設備 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月11日6月11日6月11日6月11日 一般一般一般一般
公共下水道改築工事（音羽処理分公共下水道改築工事（音羽処理分公共下水道改築工事（音羽処理分公共下水道改築工事（音羽処理分
区1号）区1号）区1号）区1号）

豊川市赤坂台地内豊川市赤坂台地内豊川市赤坂台地内豊川市赤坂台地内 6,245,9836,245,9836,245,9836,245,983 9,053,6409,053,6409,053,6409,053,640 有限会社青谷公營有限会社青谷公營有限会社青谷公營有限会社青谷公營 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

6月11日6月11日6月11日6月11日 一般一般一般一般
清掃工場A棟計装用空気圧縮機修清掃工場A棟計装用空気圧縮機修清掃工場A棟計装用空気圧縮機修清掃工場A棟計装用空気圧縮機修
繕外1工事繕外1工事繕外1工事繕外1工事

豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂
50番地50番地50番地50番地

3,092,2003,092,2003,092,2003,092,200 3,888,0003,888,0003,888,0003,888,000
音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社
豊川営業所豊川営業所豊川営業所豊川営業所

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

6月11日6月11日6月11日6月11日 一般一般一般一般
道路拡幅改良工事　市道篠田中庄道路拡幅改良工事　市道篠田中庄道路拡幅改良工事　市道篠田中庄道路拡幅改良工事　市道篠田中庄
名2号線外1路線名2号線外1路線名2号線外1路線名2号線外1路線

豊川市篠田町地内豊川市篠田町地内豊川市篠田町地内豊川市篠田町地内 9,477,9639,477,9639,477,9639,477,963 13,608,00013,608,00013,608,00013,608,000 株式会社イワツキ株式会社イワツキ株式会社イワツキ株式会社イワツキ 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

6月11日6月11日6月11日6月11日 一般一般一般一般
豊川駅東　区画道路築造工事（天豊川駅東　区画道路築造工事（天豊川駅東　区画道路築造工事（天豊川駅東　区画道路築造工事（天
神工区その49）神工区その49）神工区その49）神工区その49）

豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画
整理事業地区整理事業地区整理事業地区整理事業地区

19,314,90919,314,90919,314,90919,314,909 27,680,40027,680,40027,680,40027,680,400 春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

6月4日6月4日6月4日6月4日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（小坂井北部公共下水道築造工事（小坂井北部公共下水道築造工事（小坂井北部公共下水道築造工事（小坂井北部
処理分区　八丁・白山・新町　第3工処理分区　八丁・白山・新町　第3工処理分区　八丁・白山・新町　第3工処理分区　八丁・白山・新町　第3工
区）区）区）区）

豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内 46,500,13646,500,13646,500,13646,500,136 65,880,00065,880,00065,880,00065,880,000
平川・平江経常建設平川・平江経常建設平川・平江経常建設平川・平江経常建設
共同企業体   代表共同企業体   代表共同企業体   代表共同企業体   代表
者　平川建設株式者　平川建設株式者　平川建設株式者　平川建設株式

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

6月4日6月4日6月4日6月4日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（一宮処理分公共下水道築造工事（一宮処理分公共下水道築造工事（一宮処理分公共下水道築造工事（一宮処理分
区　豊川北部処理分区　帯川第1排区　豊川北部処理分区　帯川第1排区　豊川北部処理分区　帯川第1排区　豊川北部処理分区　帯川第1排
水区　大木第14工区）水区　大木第14工区）水区　大木第14工区）水区　大木第14工区）

豊川市　大木町豊川市　大木町豊川市　大木町豊川市　大木町
地内地内地内地内

45,782,05645,782,05645,782,05645,782,056 62,640,00062,640,00062,640,00062,640,000 岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

6月4日6月4日6月4日6月4日 一般一般一般一般
豊川市立御油小学校校舎外壁等改豊川市立御油小学校校舎外壁等改豊川市立御油小学校校舎外壁等改豊川市立御油小学校校舎外壁等改
修工事修工事修工事修工事

豊川市御油町膳ノ豊川市御油町膳ノ豊川市御油町膳ノ豊川市御油町膳ノ
棚1番地の4棚1番地の4棚1番地の4棚1番地の4

23,573,11723,573,11723,573,11723,573,117 32,616,00032,616,00032,616,00032,616,000
株式会社星野工務株式会社星野工務株式会社星野工務株式会社星野工務
店店店店

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

6月4日6月4日6月4日6月4日 一般一般一般一般 中部中学校消防設備取替工事中部中学校消防設備取替工事中部中学校消防設備取替工事中部中学校消防設備取替工事
豊川市市田町西浦豊川市市田町西浦豊川市市田町西浦豊川市市田町西浦
41番地41番地41番地41番地

2,473,4492,473,4492,473,4492,473,449 2,682,7202,682,7202,682,7202,682,720 株式会社林電工株式会社林電工株式会社林電工株式会社林電工
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

6月4日6月4日6月4日6月4日 一般一般一般一般
豊川市消防団御津第3分団（御馬）豊川市消防団御津第3分団（御馬）豊川市消防団御津第3分団（御馬）豊川市消防団御津第3分団（御馬）
詰所外壁等塗装工事詰所外壁等塗装工事詰所外壁等塗装工事詰所外壁等塗装工事

豊川市御津町御馬豊川市御津町御馬豊川市御津町御馬豊川市御津町御馬
東4番地東4番地東4番地東4番地

1,893,0531,893,0531,893,0531,893,053 2,662,2002,662,2002,662,2002,662,200 深谷建設株式会社深谷建設株式会社深谷建設株式会社深谷建設株式会社
消防本部総消防本部総消防本部総消防本部総
務課務課務課務課

6月4日6月4日6月4日6月4日 一般一般一般一般
道路改良工事　市道赤坂台27号線道路改良工事　市道赤坂台27号線道路改良工事　市道赤坂台27号線道路改良工事　市道赤坂台27号線
外2路線外2路線外2路線外2路線

豊川市赤坂台地内豊川市赤坂台地内豊川市赤坂台地内豊川市赤坂台地内 16,646,90516,646,90516,646,90516,646,905 23,868,00023,868,00023,868,00023,868,000 株式会社林工務店株式会社林工務店株式会社林工務店株式会社林工務店 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

6月4日6月4日6月4日6月4日 一般一般一般一般
豊川駅東　区画道路築造工事（天豊川駅東　区画道路築造工事（天豊川駅東　区画道路築造工事（天豊川駅東　区画道路築造工事（天
神工区その48）神工区その48）神工区その48）神工区その48）

豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画豊川駅東土地区画
整理事業地区整理事業地区整理事業地区整理事業地区

3,906,1413,906,1413,906,1413,906,141 5,616,0005,616,0005,616,0005,616,000 藤原建設株式会社藤原建設株式会社藤原建設株式会社藤原建設株式会社 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課



5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工
事のうち電気設備工事事のうち電気設備工事事のうち電気設備工事事のうち電気設備工事

豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角
8番地の18番地の18番地の18番地の1

65,000,70865,000,70865,000,70865,000,708 85,212,00085,212,00085,212,00085,212,000 明電工事株式会社明電工事株式会社明電工事株式会社明電工事株式会社
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
御油町配水管布設替工事（1）H26‐御油町配水管布設替工事（1）H26‐御油町配水管布設替工事（1）H26‐御油町配水管布設替工事（1）H26‐
49494949

豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内 13,513,45913,513,45913,513,45913,513,459 19,569,60019,569,60019,569,60019,569,600 株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
東上町配水管布設替工事（1）H26‐東上町配水管布設替工事（1）H26‐東上町配水管布設替工事（1）H26‐東上町配水管布設替工事（1）H26‐
48484848

豊川市東上町地内豊川市東上町地内豊川市東上町地内豊川市東上町地内 2,070,1812,070,1812,070,1812,070,181 3,002,4003,002,4003,002,4003,002,400 有限会社小松工業有限会社小松工業有限会社小松工業有限会社小松工業 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
三上水源浄水場シーケンサ改修工三上水源浄水場シーケンサ改修工三上水源浄水場シーケンサ改修工三上水源浄水場シーケンサ改修工
事　H26-51事　H26-51事　H26-51事　H26-51

豊川市三上町地内豊川市三上町地内豊川市三上町地内豊川市三上町地内 5,544,5625,544,5625,544,5625,544,562 8,078,4008,078,4008,078,4008,078,400
音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社
豊川営業所豊川営業所豊川営業所豊川営業所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
特定環境保全公共下水道築造工事特定環境保全公共下水道築造工事特定環境保全公共下水道築造工事特定環境保全公共下水道築造工事
（上長山処理分区　東上北岡第3工（上長山処理分区　東上北岡第3工（上長山処理分区　東上北岡第3工（上長山処理分区　東上北岡第3工
区）区）区）区）

豊川市東上町地内豊川市東上町地内豊川市東上町地内豊川市東上町地内 5,721,3045,721,3045,721,3045,721,304 8,299,8008,299,8008,299,8008,299,800 株式会社永晃株式会社永晃株式会社永晃株式会社永晃 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
豊川市立金屋中学校空調設備取替豊川市立金屋中学校空調設備取替豊川市立金屋中学校空調設備取替豊川市立金屋中学校空調設備取替
工事工事工事工事

豊川市金屋西町1豊川市金屋西町1豊川市金屋西町1豊川市金屋西町1
丁目2番地丁目2番地丁目2番地丁目2番地

4,373,8564,373,8564,373,8564,373,856 5,961,6005,961,6005,961,6005,961,600 株式会社河本工業株式会社河本工業株式会社河本工業株式会社河本工業
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
小坂井文化センター空調機取替工小坂井文化センター空調機取替工小坂井文化センター空調機取替工小坂井文化センター空調機取替工
事事事事

豊川市伊奈町新町豊川市伊奈町新町豊川市伊奈町新町豊川市伊奈町新町
170番地2170番地2170番地2170番地2

1,363,0731,363,0731,363,0731,363,073 1,555,2001,555,2001,555,2001,555,200 有限会社ファーミイ有限会社ファーミイ有限会社ファーミイ有限会社ファーミイ
人権交通防人権交通防人権交通防人権交通防
犯課犯課犯課犯課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般 排水路改良工事その1排水路改良工事その1排水路改良工事その1排水路改良工事その1 豊川市長草町地内豊川市長草町地内豊川市長草町地内豊川市長草町地内 1,170,9001,170,9001,170,9001,170,900 1,684,8001,684,8001,684,8001,684,800 後藤建設後藤建設後藤建設後藤建設 農務課農務課農務課農務課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
豊川市児童発達支援施設「ひまわり豊川市児童発達支援施設「ひまわり豊川市児童発達支援施設「ひまわり豊川市児童発達支援施設「ひまわり
園」療育室空調設備交換工事園」療育室空調設備交換工事園」療育室空調設備交換工事園」療育室空調設備交換工事

豊川市平尾町諏訪豊川市平尾町諏訪豊川市平尾町諏訪豊川市平尾町諏訪
下5番地下5番地下5番地下5番地

1,030,5361,030,5361,030,5361,030,536 1,274,4001,274,4001,274,4001,274,400 有限会社ファーミイ有限会社ファーミイ有限会社ファーミイ有限会社ファーミイ 福祉課福祉課福祉課福祉課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
豊川市役所空調用2次ポンプ取替豊川市役所空調用2次ポンプ取替豊川市役所空調用2次ポンプ取替豊川市役所空調用2次ポンプ取替
工事工事工事工事

豊川市諏訪1丁目1豊川市諏訪1丁目1豊川市諏訪1丁目1豊川市諏訪1丁目1
番地番地番地番地

1,652,3451,652,3451,652,3451,652,345 2,257,2002,257,2002,257,2002,257,200 株式会社松栄管工株式会社松栄管工株式会社松栄管工株式会社松栄管工 管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

5月28日5月28日5月28日5月28日 一般一般一般一般
道路拡幅改良工事　市道平井小野道路拡幅改良工事　市道平井小野道路拡幅改良工事　市道平井小野道路拡幅改良工事　市道平井小野
田安松線田安松線田安松線田安松線

豊川市平井町地内豊川市平井町地内豊川市平井町地内豊川市平井町地内 8,202,2258,202,2258,202,2258,202,225 11,977,20011,977,20011,977,20011,977,200 平川建設株式会社平川建設株式会社平川建設株式会社平川建設株式会社 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
中部町一丁目配水管布設替工事中部町一丁目配水管布設替工事中部町一丁目配水管布設替工事中部町一丁目配水管布設替工事
（1）H26‐19（1）H26‐19（1）H26‐19（1）H26‐19

豊川市中部町一丁豊川市中部町一丁豊川市中部町一丁豊川市中部町一丁
目外2町地内目外2町地内目外2町地内目外2町地内

26,198,05926,198,05926,198,05926,198,059 36,828,00036,828,00036,828,00036,828,000 株式会社河本工業株式会社河本工業株式会社河本工業株式会社河本工業 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般 国府町配水管新設工事（1）H26‐36国府町配水管新設工事（1）H26‐36国府町配水管新設工事（1）H26‐36国府町配水管新設工事（1）H26‐36
豊川市国府町外1豊川市国府町外1豊川市国府町外1豊川市国府町外1
町地内町地内町地内町地内

25,325,18525,325,18525,325,18525,325,185 35,964,00035,964,00035,964,00035,964,000
株式会社中部　豊株式会社中部　豊株式会社中部　豊株式会社中部　豊
川営業所川営業所川営業所川営業所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
一宮浄水場監視ロガー改修工事一宮浄水場監視ロガー改修工事一宮浄水場監視ロガー改修工事一宮浄水場監視ロガー改修工事
H26-46H26-46H26-46H26-46

豊川市一宮町地内豊川市一宮町地内豊川市一宮町地内豊川市一宮町地内 82,770,90082,770,90082,770,90082,770,900 114,480,000114,480,000114,480,000114,480,000
株式会社日立製作株式会社日立製作株式会社日立製作株式会社日立製作
所　中部支社所　中部支社所　中部支社所　中部支社

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
豊川市立小坂井東小学校校舎外壁豊川市立小坂井東小学校校舎外壁豊川市立小坂井東小学校校舎外壁豊川市立小坂井東小学校校舎外壁
等改修工事等改修工事等改修工事等改修工事

豊川市小坂井町西豊川市小坂井町西豊川市小坂井町西豊川市小坂井町西
浦87番地浦87番地浦87番地浦87番地

99,335,77599,335,77599,335,77599,335,775 133,920,000133,920,000133,920,000133,920,000 鳥井建設株式会社鳥井建設株式会社鳥井建設株式会社鳥井建設株式会社
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
豊川市立金屋中学校理科室等改修豊川市立金屋中学校理科室等改修豊川市立金屋中学校理科室等改修豊川市立金屋中学校理科室等改修
工事工事工事工事

豊川市金屋西町1豊川市金屋西町1豊川市金屋西町1豊川市金屋西町1
丁目2番地丁目2番地丁目2番地丁目2番地

24,461,60524,461,60524,461,60524,461,605 33,696,00033,696,00033,696,00033,696,000
有限会社今泉工務有限会社今泉工務有限会社今泉工務有限会社今泉工務
店店店店

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
豊川市総合体育館東面外壁等改修豊川市総合体育館東面外壁等改修豊川市総合体育館東面外壁等改修豊川市総合体育館東面外壁等改修
工事工事工事工事

豊川市諏訪3丁目豊川市諏訪3丁目豊川市諏訪3丁目豊川市諏訪3丁目
246番地246番地246番地246番地

24,114,32124,114,32124,114,32124,114,321 33,480,00033,480,00033,480,00033,480,000
株式会社陶山工務株式会社陶山工務株式会社陶山工務株式会社陶山工務
店店店店

スポーツ課スポーツ課スポーツ課スポーツ課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
道路改良工事　都市計画道路　篠道路改良工事　都市計画道路　篠道路改良工事　都市計画道路　篠道路改良工事　都市計画道路　篠
束野口線束野口線束野口線束野口線

豊川市白鳥町地内豊川市白鳥町地内豊川市白鳥町地内豊川市白鳥町地内 28,088,09528,088,09528,088,09528,088,095 38,880,00038,880,00038,880,00038,880,000 岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
赤坂台配水管布設替工事（1）H26‐赤坂台配水管布設替工事（1）H26‐赤坂台配水管布設替工事（1）H26‐赤坂台配水管布設替工事（1）H26‐
20202020

豊川市　赤坂台豊川市　赤坂台豊川市　赤坂台豊川市　赤坂台
地内地内地内地内

14,129,18014,129,18014,129,18014,129,180 20,390,40020,390,40020,390,40020,390,400 株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ 水道業務課水道業務課水道業務課水道業務課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
御津町配水管布設替工事（2）H26‐御津町配水管布設替工事（2）H26‐御津町配水管布設替工事（2）H26‐御津町配水管布設替工事（2）H26‐
23232323

豊川市　御津町豊川市　御津町豊川市　御津町豊川市　御津町
地内地内地内地内

14,309,50914,309,50914,309,50914,309,509 20,379,60020,379,60020,379,60020,379,600 有限会社渡辺水道有限会社渡辺水道有限会社渡辺水道有限会社渡辺水道 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
野口町配水管布設替工事（1）H26‐野口町配水管布設替工事（1）H26‐野口町配水管布設替工事（1）H26‐野口町配水管布設替工事（1）H26‐
38383838

豊川市野口町外1豊川市野口町外1豊川市野口町外1豊川市野口町外1
町地内町地内町地内町地内

13,406,56313,406,56313,406,56313,406,563 18,684,00018,684,00018,684,00018,684,000 ミヤチ株式会社ミヤチ株式会社ミヤチ株式会社ミヤチ株式会社 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
豊川市総合体育館サブアリーナバ豊川市総合体育館サブアリーナバ豊川市総合体育館サブアリーナバ豊川市総合体育館サブアリーナバ
スケットゴール改修工事スケットゴール改修工事スケットゴール改修工事スケットゴール改修工事

豊川市諏訪3丁目豊川市諏訪3丁目豊川市諏訪3丁目豊川市諏訪3丁目
246番地246番地246番地246番地

1,270,2821,270,2821,270,2821,270,282 1,760,4001,760,4001,760,4001,760,400
ホーリッチ建設株式ホーリッチ建設株式ホーリッチ建設株式ホーリッチ建設株式
会社会社会社会社

スポーツ課スポーツ課スポーツ課スポーツ課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般
道路拡幅改良工事　市道御油河田道路拡幅改良工事　市道御油河田道路拡幅改良工事　市道御油河田道路拡幅改良工事　市道御油河田
線線線線

豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内 2,339,9382,339,9382,339,9382,339,938 3,348,0003,348,0003,348,0003,348,000 有限会社藤井建設有限会社藤井建設有限会社藤井建設有限会社藤井建設 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

5月21日5月21日5月21日5月21日 一般一般一般一般 豊川西部　整地工事（14‐02）豊川西部　整地工事（14‐02）豊川西部　整地工事（14‐02）豊川西部　整地工事（14‐02）
豊川西部土地区画豊川西部土地区画豊川西部土地区画豊川西部土地区画
整理事業地区整理事業地区整理事業地区整理事業地区

15,994,15415,994,15415,994,15415,994,154 22,950,00022,950,00022,950,00022,950,000 春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

5月14日5月14日5月14日5月14日 一般一般一般一般
豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工
事のうち建築工事事のうち建築工事事のうち建築工事事のうち建築工事

豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角
8番地の18番地の18番地の18番地の1

397,967,027397,967,027397,967,027397,967,027 556,200,000556,200,000556,200,000556,200,000 株式会社波多野組株式会社波多野組株式会社波多野組株式会社波多野組
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

5月14日5月14日5月14日5月14日 一般一般一般一般
豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工豊川市立八南小学校校舎増築等工
事のうち機械設備工事事のうち機械設備工事事のうち機械設備工事事のうち機械設備工事

豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角豊川市野口町豊角
8番地の18番地の18番地の18番地の1

104,001,598104,001,598104,001,598104,001,598 139,514,400139,514,400139,514,400139,514,400
井指設備工業株式井指設備工業株式井指設備工業株式井指設備工業株式
会社会社会社会社

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

5月14日5月14日5月14日5月14日 一般一般一般一般
大木町配水管布設替工事（1）H26‐大木町配水管布設替工事（1）H26‐大木町配水管布設替工事（1）H26‐大木町配水管布設替工事（1）H26‐
34343434

豊川市　大木町豊川市　大木町豊川市　大木町豊川市　大木町
地内地内地内地内

14,748,21114,748,21114,748,21114,748,211 21,330,00021,330,00021,330,00021,330,000
株式会社中部　豊株式会社中部　豊株式会社中部　豊株式会社中部　豊
川営業所川営業所川営業所川営業所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月14日5月14日5月14日5月14日 一般一般一般一般 交通安全対策事業（溝蓋設置工事）交通安全対策事業（溝蓋設置工事）交通安全対策事業（溝蓋設置工事）交通安全対策事業（溝蓋設置工事） 豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域 5,398,4625,398,4625,398,4625,398,462 7,084,8007,084,8007,084,8007,084,800
有限会社原田工務有限会社原田工務有限会社原田工務有限会社原田工務
店店店店

道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月30日4月30日4月30日4月30日 一般一般一般一般
赤坂町配水管布設替工事（1）H26‐赤坂町配水管布設替工事（1）H26‐赤坂町配水管布設替工事（1）H26‐赤坂町配水管布設替工事（1）H26‐
11111111

豊川市赤坂町地内豊川市赤坂町地内豊川市赤坂町地内豊川市赤坂町地内 23,257,84523,257,84523,257,84523,257,845 32,724,00032,724,00032,724,00032,724,000
株式会社牧水道工株式会社牧水道工株式会社牧水道工株式会社牧水道工
業所業所業所業所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月30日4月30日4月30日4月30日 一般一般一般一般 大木町配水管新設工事（1）H26‐1大木町配水管新設工事（1）H26‐1大木町配水管新設工事（1）H26‐1大木町配水管新設工事（1）H26‐1 豊川市大木町地内豊川市大木町地内豊川市大木町地内豊川市大木町地内 11,309,91111,309,91111,309,91111,309,911 15,876,00015,876,00015,876,00015,876,000 有限会社小松工業有限会社小松工業有限会社小松工業有限会社小松工業 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月30日4月30日4月30日4月30日 一般一般一般一般
八幡町配水管布設替工事（1）H26‐八幡町配水管布設替工事（1）H26‐八幡町配水管布設替工事（1）H26‐八幡町配水管布設替工事（1）H26‐
32323232

豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内 5,123,6225,123,6225,123,6225,123,622 7,473,6007,473,6007,473,6007,473,600 有限会社長田住設有限会社長田住設有限会社長田住設有限会社長田住設 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課



4月30日4月30日4月30日4月30日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（小坂井西部公共下水道築造工事（小坂井西部公共下水道築造工事（小坂井西部公共下水道築造工事（小坂井西部
処理分区　西小坂井第4工区）処理分区　西小坂井第4工区）処理分区　西小坂井第4工区）処理分区　西小坂井第4工区）

豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内 4,606,7234,606,7234,606,7234,606,723 6,696,0006,696,0006,696,0006,696,000 平川建設株式会社平川建設株式会社平川建設株式会社平川建設株式会社 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

4月30日4月30日4月30日4月30日 一般一般一般一般 豊川西部　整地工事（14‐01）豊川西部　整地工事（14‐01）豊川西部　整地工事（14‐01）豊川西部　整地工事（14‐01）
豊川西部土地区画豊川西部土地区画豊川西部土地区画豊川西部土地区画
整理事業地区整理事業地区整理事業地区整理事業地区

10,729,25910,729,25910,729,25910,729,259 15,444,00015,444,00015,444,00015,444,000 山静建設株式会社山静建設株式会社山静建設株式会社山静建設株式会社 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般
金屋町配水管布設替工事（1）H26‐金屋町配水管布設替工事（1）H26‐金屋町配水管布設替工事（1）H26‐金屋町配水管布設替工事（1）H26‐
10101010

豊川市金屋町外2豊川市金屋町外2豊川市金屋町外2豊川市金屋町外2
町地内町地内町地内町地内

12,686,19412,686,19412,686,19412,686,194 18,133,20018,133,20018,133,20018,133,200 株式会社マルイシ株式会社マルイシ株式会社マルイシ株式会社マルイシ 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般
諏訪三丁目配水管布設替工事（1）諏訪三丁目配水管布設替工事（1）諏訪三丁目配水管布設替工事（1）諏訪三丁目配水管布設替工事（1）
H26‐28H26‐28H26‐28H26‐28

豊川市諏訪三丁目豊川市諏訪三丁目豊川市諏訪三丁目豊川市諏訪三丁目
地内地内地内地内

7,319,3857,319,3857,319,3857,319,385 10,324,80010,324,80010,324,80010,324,800 株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ株式会社ナガシマ 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般 宮前橋水管橋新設工事（1）H26‐29宮前橋水管橋新設工事（1）H26‐29宮前橋水管橋新設工事（1）H26‐29宮前橋水管橋新設工事（1）H26‐29 豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内 5,713,1445,713,1445,713,1445,713,144 8,229,6008,229,6008,229,6008,229,600 株式会社明興設備株式会社明興設備株式会社明興設備株式会社明興設備 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般
御津町配水管布設替工事（1）H26‐御津町配水管布設替工事（1）H26‐御津町配水管布設替工事（1）H26‐御津町配水管布設替工事（1）H26‐
2222

豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内 1,596,5041,596,5041,596,5041,596,504 2,343,6002,343,6002,343,6002,343,600 有限会社藤本管工有限会社藤本管工有限会社藤本管工有限会社藤本管工 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般
上長山町配水管布設替工事（1）上長山町配水管布設替工事（1）上長山町配水管布設替工事（1）上長山町配水管布設替工事（1）
H26‐31H26‐31H26‐31H26‐31

豊川市上長山町地豊川市上長山町地豊川市上長山町地豊川市上長山町地
内内内内

1,269,8321,269,8321,269,8321,269,832 1,866,2401,866,2401,866,2401,866,240 有限会社豊伸設備有限会社豊伸設備有限会社豊伸設備有限会社豊伸設備 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般 中学校高圧受変電設備取替工事中学校高圧受変電設備取替工事中学校高圧受変電設備取替工事中学校高圧受変電設備取替工事
東部中学校・代田東部中学校・代田東部中学校・代田東部中学校・代田
中学校・金屋中学中学校・金屋中学中学校・金屋中学中学校・金屋中学
校校校校

20,463,53020,463,53020,463,53020,463,530 28,030,32028,030,32028,030,32028,030,320
浦山電設興業有限浦山電設興業有限浦山電設興業有限浦山電設興業有限
会社会社会社会社

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般
交通安全対策事業（区画線設置工交通安全対策事業（区画線設置工交通安全対策事業（区画線設置工交通安全対策事業（区画線設置工
事）事）事）事）

豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域 14,217,59314,217,59314,217,59314,217,593 20,520,00020,520,00020,520,00020,520,000 有限会社寺部組有限会社寺部組有限会社寺部組有限会社寺部組 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月23日4月23日4月23日4月23日 一般一般一般一般
道路改良工事　市道大池京田線外道路改良工事　市道大池京田線外道路改良工事　市道大池京田線外道路改良工事　市道大池京田線外
2路線2路線2路線2路線

豊川市一宮町外1豊川市一宮町外1豊川市一宮町外1豊川市一宮町外1
町地内町地内町地内町地内

4,548,9784,548,9784,548,9784,548,978 6,534,0006,534,0006,534,0006,534,000
有限会社徳升建材有限会社徳升建材有限会社徳升建材有限会社徳升建材
総業総業総業総業

道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

4月16日4月16日4月16日4月16日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（豊川西部処公共下水道築造工事（豊川西部処公共下水道築造工事（豊川西部処公共下水道築造工事（豊川西部処
理分区　上宿第4工区）理分区　上宿第4工区）理分区　上宿第4工区）理分区　上宿第4工区）

豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内 27,651,46627,651,46627,651,46627,651,466 39,781,80039,781,80039,781,80039,781,800 倉橋建設株式会社　倉橋建設株式会社　倉橋建設株式会社　倉橋建設株式会社　 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

4月16日4月16日4月16日4月16日 随契随契随契随契
清掃工場B棟5・6号炉定期点検整清掃工場B棟5・6号炉定期点検整清掃工場B棟5・6号炉定期点検整清掃工場B棟5・6号炉定期点検整
備工事その1備工事その1備工事その1備工事その1

豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂豊川市平尾町親坂
50番地50番地50番地50番地

66,662,30066,662,30066,662,30066,662,300 96,120,00096,120,00096,120,00096,120,000 日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社　日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社　日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社　日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社　清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

4月16日4月16日4月16日4月16日 一般一般一般一般
末広通二丁目配水管布設替工事末広通二丁目配水管布設替工事末広通二丁目配水管布設替工事末広通二丁目配水管布設替工事
（1）H26-6（1）H26-6（1）H26-6（1）H26-6

豊川市末広通二丁豊川市末広通二丁豊川市末広通二丁豊川市末広通二丁
目外2町地内目外2町地内目外2町地内目外2町地内

6,654,8896,654,8896,654,8896,654,889 9,720,0009,720,0009,720,0009,720,000 有限会社金塚設備　有限会社金塚設備　有限会社金塚設備　有限会社金塚設備　 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月16日4月16日4月16日4月16日 一般一般一般一般
蔵子五丁目配水管布設替工事（1）蔵子五丁目配水管布設替工事（1）蔵子五丁目配水管布設替工事（1）蔵子五丁目配水管布設替工事（1）
H26-5H26-5H26-5H26-5

豊川市蔵子五丁目豊川市蔵子五丁目豊川市蔵子五丁目豊川市蔵子五丁目
外1町地内外1町地内外1町地内外1町地内

5,559,5185,559,5185,559,5185,559,518 8,024,4008,024,4008,024,4008,024,400 有限会社石黒設備　有限会社石黒設備　有限会社石黒設備　有限会社石黒設備　 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月16日4月16日4月16日4月16日 一般一般一般一般
長草町配水管布設替工事（1）H26-長草町配水管布設替工事（1）H26-長草町配水管布設替工事（1）H26-長草町配水管布設替工事（1）H26-
7777

豊川市　長草町豊川市　長草町豊川市　長草町豊川市　長草町
地内地内地内地内

3,565,0303,565,0303,565,0303,565,030 5,119,2005,119,2005,119,2005,119,200 有限会社豊伸設備　有限会社豊伸設備　有限会社豊伸設備　有限会社豊伸設備　 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月16日4月16日4月16日4月16日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（豊川北部処公共下水道築造工事（豊川北部処公共下水道築造工事（豊川北部処公共下水道築造工事（豊川北部処
理分区外1処理分区　大木第15工理分区外1処理分区　大木第15工理分区外1処理分区　大木第15工理分区外1処理分区　大木第15工
区）区）区）区）

豊川市大木町地内豊川市大木町地内豊川市大木町地内豊川市大木町地内 17,155,17017,155,17017,155,17017,155,170 24,840,00024,840,00024,840,00024,840,000 株式会社松本組　株式会社松本組　株式会社松本組　株式会社松本組　 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課


