
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
最低制限価最低制限価最低制限価最低制限価

格格格格
（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

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般
赤坂町配水管布設替工事（2）H26赤坂町配水管布設替工事（2）H26赤坂町配水管布設替工事（2）H26赤坂町配水管布設替工事（2）H26
‐82‐82‐82‐82

豊川市　赤坂町豊川市　赤坂町豊川市　赤坂町豊川市　赤坂町
地内地内地内地内

7,321,7207,321,7207,321,7207,321,720 10,519,20010,519,20010,519,20010,519,200 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

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般
雨水浸透施設築造工事（帯川第1雨水浸透施設築造工事（帯川第1雨水浸透施設築造工事（帯川第1雨水浸透施設築造工事（帯川第1
排水区　14‐1号）排水区　14‐1号）排水区　14‐1号）排水区　14‐1号）

豊川市大木町地豊川市大木町地豊川市大木町地豊川市大木町地
内内内内

6,708,7566,708,7566,708,7566,708,756 9,720,0009,720,0009,720,0009,720,000 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 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般 唐人池樋門補修工事唐人池樋門補修工事唐人池樋門補修工事唐人池樋門補修工事
豊川市御津町下豊川市御津町下豊川市御津町下豊川市御津町下
佐脇地内佐脇地内佐脇地内佐脇地内

2,114,5822,114,5822,114,5822,114,582 3,024,0003,024,0003,024,0003,024,000
株式会社マナック株式会社マナック株式会社マナック株式会社マナック
豊川支店豊川支店豊川支店豊川支店

農務課農務課農務課農務課

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般
道路改良工事　市道篠束若宮1号道路改良工事　市道篠束若宮1号道路改良工事　市道篠束若宮1号道路改良工事　市道篠束若宮1号
線線線線

豊川市篠束町地豊川市篠束町地豊川市篠束町地豊川市篠束町地
内内内内

3,917,8883,917,8883,917,8883,917,888 5,670,0005,670,0005,670,0005,670,000
有限会社太田工務有限会社太田工務有限会社太田工務有限会社太田工務
店店店店

道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般 久保児童遊園広場整備工事久保児童遊園広場整備工事久保児童遊園広場整備工事久保児童遊園広場整備工事
豊川市久保町地豊川市久保町地豊川市久保町地豊川市久保町地
内内内内

1,662,3081,662,3081,662,3081,662,308 2,289,6002,289,6002,289,6002,289,600 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

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般
豊川市消防署東分署用地整備工豊川市消防署東分署用地整備工豊川市消防署東分署用地整備工豊川市消防署東分署用地整備工
事事事事

豊川市大堀町105豊川市大堀町105豊川市大堀町105豊川市大堀町105
番地外番地外番地外番地外

4,194,5724,194,5724,194,5724,194,572 5,715,3605,715,3605,715,3605,715,360 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
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

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般
豊川市消防署南部出張所解体等豊川市消防署南部出張所解体等豊川市消防署南部出張所解体等豊川市消防署南部出張所解体等
工事工事工事工事

豊川市牛久保町豊川市牛久保町豊川市牛久保町豊川市牛久保町
城下12番地の1城下12番地の1城下12番地の1城下12番地の1

7,886,0647,886,0647,886,0647,886,064 10,800,00010,800,00010,800,00010,800,000
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

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

9月28日9月28日9月28日9月28日 一般一般一般一般
桜ヶ丘ミュージアム改修等工事の桜ヶ丘ミュージアム改修等工事の桜ヶ丘ミュージアム改修等工事の桜ヶ丘ミュージアム改修等工事の
うち外構工事うち外構工事うち外構工事うち外構工事

豊川市桜ケ丘町地豊川市桜ケ丘町地豊川市桜ケ丘町地豊川市桜ケ丘町地
内内内内

7,426,3457,426,3457,426,3457,426,345 10,692,00010,692,00010,692,00010,692,000 後藤建設後藤建設後藤建設後藤建設 文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課

9月17日9月17日9月17日9月17日
総合総合総合総合
評価評価評価評価

道路改良工事　市道国府財賀線道路改良工事　市道国府財賀線道路改良工事　市道国府財賀線道路改良工事　市道国府財賀線
豊川市財賀町地豊川市財賀町地豊川市財賀町地豊川市財賀町地
内内内内

13,937,47913,937,47913,937,47913,937,479 19,796,40019,796,40019,796,40019,796,400 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 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

9月17日9月17日9月17日9月17日
総合総合総合総合
評価評価評価評価

豊川西部　都市計画道路築造工事豊川西部　都市計画道路築造工事豊川西部　都市計画道路築造工事豊川西部　都市計画道路築造工事
（大池線）（大池線）（大池線）（大池線）

豊川西部土地区豊川西部土地区豊川西部土地区豊川西部土地区
画整理事業地区画整理事業地区画整理事業地区画整理事業地区

16,848,94316,848,94316,848,94316,848,943 24,246,00024,246,00024,246,00024,246,000 株式会社武仙株式会社武仙株式会社武仙株式会社武仙 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

9月17日9月17日9月17日9月17日
総合総合総合総合
評価評価評価評価

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　小田渕第13工区）理分区　小田渕第13工区）理分区　小田渕第13工区）理分区　小田渕第13工区）

豊川市小田渕町豊川市小田渕町豊川市小田渕町豊川市小田渕町
三丁目外1町地内三丁目外1町地内三丁目外1町地内三丁目外1町地内

23,460,82423,460,82423,460,82423,460,824 33,548,04033,548,04033,548,04033,548,040 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 下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課

9月17日9月17日9月17日9月17日
総合総合総合総合
評価評価評価評価

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5工区）理分区　上宿第5工区）理分区　上宿第5工区）理分区　上宿第5工区）

豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地
内内内内

11,908,93011,908,93011,908,93011,908,930 17,280,00017,280,00017,280,00017,280,000 株式会社武仙株式会社武仙株式会社武仙株式会社武仙 下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課

9月17日9月17日9月17日9月17日
総合総合総合総合
評価評価評価評価

江島町配水管新設工事（1）H26‐江島町配水管新設工事（1）H26‐江島町配水管新設工事（1）H26‐江島町配水管新設工事（1）H26‐
52525252

豊川市江島町地豊川市江島町地豊川市江島町地豊川市江島町地
内内内内

12,261,97812,261,97812,261,97812,261,978 17,128,80017,128,80017,128,80017,128,800 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 水道業務課水道業務課水道業務課水道業務課

9月17日9月17日9月17日9月17日
総合総合総合総合
評価評価評価評価

市営住宅（平尾A棟）外壁等改修工市営住宅（平尾A棟）外壁等改修工市営住宅（平尾A棟）外壁等改修工市営住宅（平尾A棟）外壁等改修工
事事事事

豊川市平尾町井ノ豊川市平尾町井ノ豊川市平尾町井ノ豊川市平尾町井ノ
間90番地間90番地間90番地間90番地

44,438,22744,438,22744,438,22744,438,227 60,480,00060,480,00060,480,00060,480,000 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 建築課建築課建築課建築課

9月17日9月17日9月17日9月17日
随意随意随意随意
契約契約契約契約

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2備工事その2備工事その2備工事その2

豊川市平尾町親豊川市平尾町親豊川市平尾町親豊川市平尾町親
坂50番地坂50番地坂50番地坂50番地

36,787,00036,787,00036,787,00036,787,000 54,000,00054,000,00054,000,00054,000,000
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

9月17日9月17日9月17日9月17日 一般一般一般一般
堺町二丁目配水管布設替工事（1）堺町二丁目配水管布設替工事（1）堺町二丁目配水管布設替工事（1）堺町二丁目配水管布設替工事（1）
H26‐104H26‐104H26‐104H26‐104

豊川市堺町二丁豊川市堺町二丁豊川市堺町二丁豊川市堺町二丁
目外2町地内目外2町地内目外2町地内目外2町地内

5,422,3655,422,3655,422,3655,422,365 7,905,6007,905,6007,905,6007,905,600 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

9月17日9月17日9月17日9月17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5工区）処理分区　西小坂井第5工区）処理分区　西小坂井第5工区）処理分区　西小坂井第5工区）

豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地
内内内内

4,936,0724,936,0724,936,0724,936,072 7,182,0007,182,0007,182,0007,182,000
小坂井建設株式会小坂井建設株式会小坂井建設株式会小坂井建設株式会
社社社社

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

9月17日9月17日9月17日9月17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　八幡町第47工区）理分区　八幡町第47工区）理分区　八幡町第47工区）理分区　八幡町第47工区）

豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地
内内内内

2,527,9932,527,9932,527,9932,527,993 3,690,3603,690,3603,690,3603,690,360
マルイ建設株式会マルイ建設株式会マルイ建設株式会マルイ建設株式会
社社社社

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

9月17日9月17日9月17日9月17日 一般一般一般一般 汚水管渠施設補修工事その2汚水管渠施設補修工事その2汚水管渠施設補修工事その2汚水管渠施設補修工事その2
豊川市金屋西町豊川市金屋西町豊川市金屋西町豊川市金屋西町
三丁目外3町地内三丁目外3町地内三丁目外3町地内三丁目外3町地内

11,683,18111,683,18111,683,18111,683,181 12,633,84012,633,84012,633,84012,633,840 株式会社東利株式会社東利株式会社東利株式会社東利 下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課

9月17日9月17日9月17日9月17日 一般一般一般一般
市営住宅水道メーター取替工事市営住宅水道メーター取替工事市営住宅水道メーター取替工事市営住宅水道メーター取替工事
（金屋住宅、蔵子住宅、赤代住宅（金屋住宅、蔵子住宅、赤代住宅（金屋住宅、蔵子住宅、赤代住宅（金屋住宅、蔵子住宅、赤代住宅
A・B棟、西豊住宅A棟）A・B棟、西豊住宅A棟）A・B棟、西豊住宅A棟）A・B棟、西豊住宅A棟）

豊川市金屋本町4豊川市金屋本町4豊川市金屋本町4豊川市金屋本町4
丁目45番地外丁目45番地外丁目45番地外丁目45番地外

5,296,1925,296,1925,296,1925,296,192 7,220,8807,220,8807,220,8807,220,880 有限会社塩瀬設備有限会社塩瀬設備有限会社塩瀬設備有限会社塩瀬設備 建築課建築課建築課建築課

9月17日9月17日9月17日9月17日 一般一般一般一般
市営住宅アナログアンテナ撤去工市営住宅アナログアンテナ撤去工市営住宅アナログアンテナ撤去工市営住宅アナログアンテナ撤去工
事事事事

豊川市蔵子6丁目豊川市蔵子6丁目豊川市蔵子6丁目豊川市蔵子6丁目
13番地の7外13番地の7外13番地の7外13番地の7外

1,105,1311,105,1311,105,1311,105,131 1,404,0001,404,0001,404,0001,404,000 愛光電気株式会社愛光電気株式会社愛光電気株式会社愛光電気株式会社 建築課建築課建築課建築課

9月10日9月10日9月10日9月10日 一般一般一般一般
伊奈町配水管布設替工事（2）H26伊奈町配水管布設替工事（2）H26伊奈町配水管布設替工事（2）H26伊奈町配水管布設替工事（2）H26
‐105‐105‐105‐105

豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地
内内内内

12,188,28212,188,28212,188,28212,188,282 17,604,00017,604,00017,604,00017,604,000 酒井管工有限会社酒井管工有限会社酒井管工有限会社酒井管工有限会社 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

9月10日9月10日9月10日9月10日 一般一般一般一般
小学校屋内運動場ステージ床等改小学校屋内運動場ステージ床等改小学校屋内運動場ステージ床等改小学校屋内運動場ステージ床等改
修工事修工事修工事修工事

桜木小学校始め5桜木小学校始め5桜木小学校始め5桜木小学校始め5
校校校校

8,994,0248,994,0248,994,0248,994,024 12,528,00012,528,00012,528,00012,528,000 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
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

9月10日9月10日9月10日9月10日 一般一般一般一般
小規模林道事業（舗装）林道舗装小規模林道事業（舗装）林道舗装小規模林道事業（舗装）林道舗装小規模林道事業（舗装）林道舗装
工事（牛沢下谷下線）工事（牛沢下谷下線）工事（牛沢下谷下線）工事（牛沢下谷下線）

豊川市萩町地内豊川市萩町地内豊川市萩町地内豊川市萩町地内 1,319,2001,319,2001,319,2001,319,200 1,911,6001,911,6001,911,6001,911,600 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 農務課農務課農務課農務課

9月10日9月10日9月10日9月10日 一般一般一般一般 児童遊園遊具取替工事児童遊園遊具取替工事児童遊園遊具取替工事児童遊園遊具取替工事
豊川市宿町外10豊川市宿町外10豊川市宿町外10豊川市宿町外10
町地内町地内町地内町地内

7,501,1967,501,1967,501,1967,501,196 10,800,00010,800,00010,800,00010,800,000 平江建設株式会社平江建設株式会社平江建設株式会社平江建設株式会社 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

9月10日9月10日9月10日9月10日 一般一般一般一般
道路拡幅改良工事　市道美園一丁道路拡幅改良工事　市道美園一丁道路拡幅改良工事　市道美園一丁道路拡幅改良工事　市道美園一丁
目伊奈慶応線外1路線目伊奈慶応線外1路線目伊奈慶応線外1路線目伊奈慶応線外1路線

豊川市伊奈町外1豊川市伊奈町外1豊川市伊奈町外1豊川市伊奈町外1
町地内町地内町地内町地内

6,622,5306,622,5306,622,5306,622,530 9,541,5899,541,5899,541,5899,541,589 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

9月3日9月3日9月3日9月3日 一般一般一般一般
一宮浄水場千両系送水ポンプ改一宮浄水場千両系送水ポンプ改一宮浄水場千両系送水ポンプ改一宮浄水場千両系送水ポンプ改
修工事　H26‐102修工事　H26‐102修工事　H26‐102修工事　H26‐102

豊川市一宮町地豊川市一宮町地豊川市一宮町地豊川市一宮町地
内内内内

28,499,76428,499,76428,499,76428,499,764 41,472,00041,472,00041,472,00041,472,000
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



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
最低制限価最低制限価最低制限価最低制限価

格格格格
（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

9月3日9月3日9月3日9月3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　帯川第5排水区　大木第17工区　帯川第5排水区　大木第17工区　帯川第5排水区　大木第17工区　帯川第5排水区　大木第17工
区）区）区）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

30,319,00730,319,00730,319,00730,319,007 44,280,00044,280,00044,280,00044,280,000 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

9月3日9月3日9月3日9月3日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分
区　市田第6工区）区　市田第6工区）区　市田第6工区）区　市田第6工区）

豊川市市田町地豊川市市田町地豊川市市田町地豊川市市田町地
内内内内

33,563,31533,563,31533,563,31533,563,315 48,276,00048,276,00048,276,00048,276,000
藤原・森田経常建藤原・森田経常建藤原・森田経常建藤原・森田経常建
設共同企業体設共同企業体設共同企業体設共同企業体
代表者　藤原建設代表者　藤原建設代表者　藤原建設代表者　藤原建設

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

9月3日9月3日9月3日9月3日 一般一般一般一般 御津橋下部工工事御津橋下部工工事御津橋下部工工事御津橋下部工工事
豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地
内内内内

49,866,96249,866,96249,866,96249,866,962 71,928,00071,928,00071,928,00071,928,000 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 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

9月3日9月3日9月3日9月3日 一般一般一般一般
伊奈町配水管布設替工事（1）H26伊奈町配水管布設替工事（1）H26伊奈町配水管布設替工事（1）H26伊奈町配水管布設替工事（1）H26
‐3‐3‐3‐3

豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地豊川市伊奈町地
内内内内

3,138,5093,138,5093,138,5093,138,509 4,536,0004,536,0004,536,0004,536,000 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

8月27日8月27日8月27日8月27日 一般一般一般一般
御油町配水管新設工事（1）H26‐御油町配水管新設工事（1）H26‐御油町配水管新設工事（1）H26‐御油町配水管新設工事（1）H26‐
106106106106

豊川市御油町地豊川市御油町地豊川市御油町地豊川市御油町地
内内内内

3,533,8873,533,8873,533,8873,533,887 4,989,6004,989,6004,989,6004,989,600 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

8月27日8月27日8月27日8月27日 一般一般一般一般
一宮浄水場沈澱池等覆蓋設置工一宮浄水場沈澱池等覆蓋設置工一宮浄水場沈澱池等覆蓋設置工一宮浄水場沈澱池等覆蓋設置工
事H26‐96事H26‐96事H26‐96事H26‐96

豊川市一宮町地豊川市一宮町地豊川市一宮町地豊川市一宮町地
内内内内

18,008,95418,008,95418,008,95418,008,954 25,855,20025,855,20025,855,20025,855,200 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

8月27日8月27日8月27日8月27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　八幡町第46工区）理分区　八幡町第46工区）理分区　八幡町第46工区）理分区　八幡町第46工区）

豊川市八幡町外1豊川市八幡町外1豊川市八幡町外1豊川市八幡町外1
町地内町地内町地内町地内

8,540,3308,540,3308,540,3308,540,330 12,344,40012,344,40012,344,40012,344,400 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 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

8月27日8月27日8月27日8月27日 一般一般一般一般
都市公園出入口・園路バリアフ都市公園出入口・園路バリアフ都市公園出入口・園路バリアフ都市公園出入口・園路バリアフ
リー化工事リー化工事リー化工事リー化工事

豊川市金屋本町豊川市金屋本町豊川市金屋本町豊川市金屋本町
外3町地内外3町地内外3町地内外3町地内

2,662,4342,662,4342,662,4342,662,434 3,855,6003,855,6003,855,6003,855,600
マルイ建設株式会マルイ建設株式会マルイ建設株式会マルイ建設株式会
社社社社

公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

8月27日8月27日8月27日8月27日 一般一般一般一般 豊川市スポーツ公園整備工事豊川市スポーツ公園整備工事豊川市スポーツ公園整備工事豊川市スポーツ公園整備工事
豊川市千両町地豊川市千両町地豊川市千両町地豊川市千両町地
内内内内

6,587,9726,587,9726,587,9726,587,972 9,504,0009,504,0009,504,0009,504,000 株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

8月27日8月27日8月27日8月27日 一般一般一般一般
豊川西部　都市計画道路築造工事豊川西部　都市計画道路築造工事豊川西部　都市計画道路築造工事豊川西部　都市計画道路築造工事
（姫街道線）（姫街道線）（姫街道線）（姫街道線）

豊川西部土地区豊川西部土地区豊川西部土地区豊川西部土地区
画整理事業地区画整理事業地区画整理事業地区画整理事業地区

16,318,17016,318,17016,318,17016,318,170 23,544,00023,544,00023,544,00023,544,000 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 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

8月27日8月27日8月27日8月27日 一般一般一般一般
歩道フェンス補修工事（市道赤坂歩道フェンス補修工事（市道赤坂歩道フェンス補修工事（市道赤坂歩道フェンス補修工事（市道赤坂
台6号線）台6号線）台6号線）台6号線）

豊川市赤坂台地豊川市赤坂台地豊川市赤坂台地豊川市赤坂台地
内内内内

1,279,0761,279,0761,279,0761,279,076 1,620,0001,620,0001,620,0001,620,000 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 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般
為当町配水管布設替工事（1）H26為当町配水管布設替工事（1）H26為当町配水管布設替工事（1）H26為当町配水管布設替工事（1）H26
‐67‐67‐67‐67

豊川市　為当町外豊川市　為当町外豊川市　為当町外豊川市　為当町外
1町　地内1町　地内1町　地内1町　地内

21,332,04721,332,04721,332,04721,332,047 30,056,40030,056,40030,056,40030,056,400 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

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般
当古町配水管布設替工事（1）H26当古町配水管布設替工事（1）H26当古町配水管布設替工事（1）H26当古町配水管布設替工事（1）H26
‐97‐97‐97‐97

豊川市当古町外1豊川市当古町外1豊川市当古町外1豊川市当古町外1
町地内町地内町地内町地内

54,563,93754,563,93754,563,93754,563,937 75,049,20075,049,20075,049,20075,049,200
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

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分
区　市田第5工区）区　市田第5工区）区　市田第5工区）区　市田第5工区）

豊川市市田町外1豊川市市田町外1豊川市市田町外1豊川市市田町外1
町地内町地内町地内町地内

21,852,08321,852,08321,852,08321,852,083 31,536,00031,536,00031,536,00031,536,000
共力・後藤経常建共力・後藤経常建共力・後藤経常建共力・後藤経常建
設共同企業体設共同企業体設共同企業体設共同企業体
代表者　株式会社代表者　株式会社代表者　株式会社代表者　株式会社

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般
豊川西部区画配水管新設工事豊川西部区画配水管新設工事豊川西部区画配水管新設工事豊川西部区画配水管新設工事
（1)H26‐98（1)H26‐98（1)H26‐98（1)H26‐98

豊川市八幡町外2豊川市八幡町外2豊川市八幡町外2豊川市八幡町外2
町地内町地内町地内町地内

19,280,13219,280,13219,280,13219,280,132 28,188,00028,188,00028,188,00028,188,000 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

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般 国県道占用関連工事その2国県道占用関連工事その2国県道占用関連工事その2国県道占用関連工事その2
豊川市国府町外3豊川市国府町外3豊川市国府町外3豊川市国府町外3
町地内町地内町地内町地内

1,224,9801,224,9801,224,9801,224,980 1,782,0001,782,0001,782,0001,782,000 有限会社ちぎり有限会社ちぎり有限会社ちぎり有限会社ちぎり 下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般
牛久保公民館外壁及び内壁改修牛久保公民館外壁及び内壁改修牛久保公民館外壁及び内壁改修牛久保公民館外壁及び内壁改修
工事工事工事工事

豊川市牛久保町豊川市牛久保町豊川市牛久保町豊川市牛久保町
若子52番地の1若子52番地の1若子52番地の1若子52番地の1

13,382,92313,382,92313,382,92313,382,923 18,252,00018,252,00018,252,00018,252,000 株式会社豊栄建設株式会社豊栄建設株式会社豊栄建設株式会社豊栄建設 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般
道路改築工事　市道一宮上新切8道路改築工事　市道一宮上新切8道路改築工事　市道一宮上新切8道路改築工事　市道一宮上新切8
号線号線号線号線

豊川市一宮町地豊川市一宮町地豊川市一宮町地豊川市一宮町地
内内内内

5,335,5045,335,5045,335,5045,335,504 7,668,0007,668,0007,668,0007,668,000
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

8月20日8月20日8月20日8月20日 一般一般一般一般
舗装改良工事　市道御津豊沢払田舗装改良工事　市道御津豊沢払田舗装改良工事　市道御津豊沢払田舗装改良工事　市道御津豊沢払田
引釣線引釣線引釣線引釣線

豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地
内内内内

10,327,95310,327,95310,327,95310,327,953 14,958,00014,958,00014,958,00014,958,000 東海技建株式会社東海技建株式会社東海技建株式会社東海技建株式会社 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
八幡町配水管布設替工事（3）H26八幡町配水管布設替工事（3）H26八幡町配水管布設替工事（3）H26八幡町配水管布設替工事（3）H26
‐89‐89‐89‐89

豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地
内内内内

44,722,58044,722,58044,722,58044,722,580 62,456,40062,456,40062,456,40062,456,400 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

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分
区　八幡・野口第10工区）区　八幡・野口第10工区）区　八幡・野口第10工区）区　八幡・野口第10工区）

豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地
内内内内

46,031,75946,031,75946,031,75946,031,759 65,880,00065,880,00065,880,00065,880,000 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

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（国府処理分公共下水道築造工事（国府処理分公共下水道築造工事（国府処理分公共下水道築造工事（国府処理分
区　御油北部第8工区）区　御油北部第8工区）区　御油北部第8工区）区　御油北部第8工区）

豊川市御油町地豊川市御油町地豊川市御油町地豊川市御油町地
内内内内

20,602,26920,602,26920,602,26920,602,269 30,018,60030,018,60030,018,60030,018,600 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

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
特定環境保全公共下水道築造工特定環境保全公共下水道築造工特定環境保全公共下水道築造工特定環境保全公共下水道築造工
事（東上処理分区　東上本村第6事（東上処理分区　東上本村第6事（東上処理分区　東上本村第6事（東上処理分区　東上本村第6
工区）工区）工区）工区）

豊川市東上町地豊川市東上町地豊川市東上町地豊川市東上町地
内内内内

56,302,89756,302,89756,302,89756,302,897 78,840,00078,840,00078,840,00078,840,000
徳升・永晃経常建徳升・永晃経常建徳升・永晃経常建徳升・永晃経常建
設共同企業体  代設共同企業体  代設共同企業体  代設共同企業体  代
表者　有限会社徳表者　有限会社徳表者　有限会社徳表者　有限会社徳

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
道路改良工事　市道御津下佐脇仲道路改良工事　市道御津下佐脇仲道路改良工事　市道御津下佐脇仲道路改良工事　市道御津下佐脇仲
荒出口線その1荒出口線その1荒出口線その1荒出口線その1

豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地
内内内内

38,923,36838,923,36838,923,36838,923,368 55,285,20055,285,20055,285,20055,285,200 株式会社佐脇組株式会社佐脇組株式会社佐脇組株式会社佐脇組 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
道路改良工事　市道御津下佐脇仲道路改良工事　市道御津下佐脇仲道路改良工事　市道御津下佐脇仲道路改良工事　市道御津下佐脇仲
荒出口線その2荒出口線その2荒出口線その2荒出口線その2

豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地豊川市御津町地
内内内内

27,943,65127,943,65127,943,65127,943,651 39,722,40039,722,40039,722,40039,722,400 株式会社佐脇組株式会社佐脇組株式会社佐脇組株式会社佐脇組 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般 道路改良工事　市道篠田足山田線道路改良工事　市道篠田足山田線道路改良工事　市道篠田足山田線道路改良工事　市道篠田足山田線
豊川市大木町外1豊川市大木町外1豊川市大木町外1豊川市大木町外1
町地内町地内町地内町地内

27,627,36027,627,36027,627,36027,627,360 39,420,00039,420,00039,420,00039,420,000 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 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
小田渕町配水管布設替工事（1）小田渕町配水管布設替工事（1）小田渕町配水管布設替工事（1）小田渕町配水管布設替工事（1）
H26‐18H26‐18H26‐18H26‐18

豊川市小田渕町豊川市小田渕町豊川市小田渕町豊川市小田渕町
地内地内地内地内

19,737,51919,737,51919,737,51919,737,519 28,122,12028,122,12028,122,12028,122,120 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



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
最低制限価最低制限価最低制限価最低制限価

格格格格
（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

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
森二丁目配水管布設替工事（1）森二丁目配水管布設替工事（1）森二丁目配水管布設替工事（1）森二丁目配水管布設替工事（1）
H26‐99H26‐99H26‐99H26‐99

豊川市森二丁目豊川市森二丁目豊川市森二丁目豊川市森二丁目
外3町地内外3町地内外3町地内外3町地内

3,316,2393,316,2393,316,2393,316,239 4,827,6004,827,6004,827,6004,827,600 株式会社加藤設備株式会社加藤設備株式会社加藤設備株式会社加藤設備 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
鶴田ポンプ所非常用発電機吊上げ鶴田ポンプ所非常用発電機吊上げ鶴田ポンプ所非常用発電機吊上げ鶴田ポンプ所非常用発電機吊上げ
機設置工事　H26‐94機設置工事　H26‐94機設置工事　H26‐94機設置工事　H26‐94

豊川市千両町地豊川市千両町地豊川市千両町地豊川市千両町地
内内内内

1,313,9001,313,9001,313,9001,313,900 1,890,0001,890,0001,890,0001,890,000 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 水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
豊川市プール幼児用プール等改豊川市プール幼児用プール等改豊川市プール幼児用プール等改豊川市プール幼児用プール等改
修工事修工事修工事修工事

豊川市金屋西町3豊川市金屋西町3豊川市金屋西町3豊川市金屋西町3
丁目16番地の2丁目16番地の2丁目16番地の2丁目16番地の2

20,006,72920,006,72920,006,72920,006,729 28,080,00028,080,00028,080,00028,080,000 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 スポーツ課スポーツ課スポーツ課スポーツ課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
清掃工場A棟1・3号炉設備補修工清掃工場A棟1・3号炉設備補修工清掃工場A棟1・3号炉設備補修工清掃工場A棟1・3号炉設備補修工
事その1事その1事その1事その1

豊川市平尾町親豊川市平尾町親豊川市平尾町親豊川市平尾町親
坂50番地坂50番地坂50番地坂50番地

6,767,9006,767,9006,767,9006,767,900 9,936,0009,936,0009,936,0009,936,000 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

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
御油保育園3歳未満児受入対応改御油保育園3歳未満児受入対応改御油保育園3歳未満児受入対応改御油保育園3歳未満児受入対応改
修工事修工事修工事修工事

豊川市御油町河豊川市御油町河豊川市御油町河豊川市御油町河
原畑26番地の25原畑26番地の25原畑26番地の25原畑26番地の25

5,351,7485,351,7485,351,7485,351,748 7,506,0007,506,0007,506,0007,506,000
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

子ども課子ども課子ども課子ども課

8月6日8月6日8月6日8月6日 一般一般一般一般
豊川西部　区画道路築造工事（6‐豊川西部　区画道路築造工事（6‐豊川西部　区画道路築造工事（6‐豊川西部　区画道路築造工事（6‐
113号外2路線）113号外2路線）113号外2路線）113号外2路線）

豊川西部土地区豊川西部土地区豊川西部土地区豊川西部土地区
画整理事業地区画整理事業地区画整理事業地区画整理事業地区

8,898,8578,898,8578,898,8578,898,857 12,819,60012,819,60012,819,60012,819,600 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

7月30日7月30日7月30日7月30日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（牛久保処理公共下水道築造工事（牛久保処理公共下水道築造工事（牛久保処理公共下水道築造工事（牛久保処理
分区　大崎北部第16工区）分区　大崎北部第16工区）分区　大崎北部第16工区）分区　大崎北部第16工区）

豊川市大崎町地豊川市大崎町地豊川市大崎町地豊川市大崎町地
内内内内

7,526,5717,526,5717,526,5717,526,571 10,908,00010,908,00010,908,00010,908,000 株式会社共力建設株式会社共力建設株式会社共力建設株式会社共力建設 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

7月30日7月30日7月30日7月30日 一般一般一般一般
道路拡幅改良工事　市道八幡宮前道路拡幅改良工事　市道八幡宮前道路拡幅改良工事　市道八幡宮前道路拡幅改良工事　市道八幡宮前
本郷線本郷線本郷線本郷線

豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地
内内内内

6,139,7696,139,7696,139,7696,139,769 8,805,2408,805,2408,805,2408,805,240 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

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
牛久保町配水管布設替工事（1）牛久保町配水管布設替工事（1）牛久保町配水管布設替工事（1）牛久保町配水管布設替工事（1）
H26‐58H26‐58H26‐58H26‐58

豊川市牛久保町豊川市牛久保町豊川市牛久保町豊川市牛久保町
外1町地内外1町地内外1町地内外1町地内

22,707,06922,707,06922,707,06922,707,069 32,400,00032,400,00032,400,00032,400,000
株式会社中村土木株式会社中村土木株式会社中村土木株式会社中村土木
建設　豊川営業所建設　豊川営業所建設　豊川営業所建設　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

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分
区　八幡・野口第9工区）区　八幡・野口第9工区）区　八幡・野口第9工区）区　八幡・野口第9工区）

豊川市　八幡町豊川市　八幡町豊川市　八幡町豊川市　八幡町
地内地内地内地内

66,072,03866,072,03866,072,03866,072,038 92,880,00092,880,00092,880,00092,880,000 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 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分公共下水道築造工事（白鳥処理分
区　八幡・野口第11工区）区　八幡・野口第11工区）区　八幡・野口第11工区）区　八幡・野口第11工区）

豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地豊川市八幡町地
内内内内

50,772,99750,772,99750,772,99750,772,997 67,824,00067,824,00067,824,00067,824,000 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 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

7月23日7月23日7月23日7月23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1工理分区　豊川東部第2地区第1工理分区　豊川東部第2地区第1工理分区　豊川東部第2地区第1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

46,780,56946,780,56946,780,56946,780,569 66,852,00066,852,00066,852,00066,852,000 丸十工業株式会社丸十工業株式会社丸十工業株式会社丸十工業株式会社 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
豊川市立御津中学校トイレ改修工豊川市立御津中学校トイレ改修工豊川市立御津中学校トイレ改修工豊川市立御津中学校トイレ改修工
事事事事

豊川市御津町泙豊川市御津町泙豊川市御津町泙豊川市御津町泙
野山下20番地野山下20番地野山下20番地野山下20番地

41,399,15941,399,15941,399,15941,399,159 57,132,00057,132,00057,132,00057,132,000 大晋建設株式会社大晋建設株式会社大晋建設株式会社大晋建設株式会社
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

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
豊川市立桜木小学校トイレ改修工豊川市立桜木小学校トイレ改修工豊川市立桜木小学校トイレ改修工豊川市立桜木小学校トイレ改修工
事事事事

豊川市小桜町17豊川市小桜町17豊川市小桜町17豊川市小桜町17
番地番地番地番地

36,040,34936,040,34936,040,34936,040,349 51,624,00051,624,00051,624,00051,624,000
有限会社花田工務有限会社花田工務有限会社花田工務有限会社花田工務
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

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
道路新設改良工事　市道足山田小道路新設改良工事　市道足山田小道路新設改良工事　市道足山田小道路新設改良工事　市道足山田小
金3号線（仮称）金3号線（仮称）金3号線（仮称）金3号線（仮称）

豊川市足山田町豊川市足山田町豊川市足山田町豊川市足山田町
地内地内地内地内

34,499,61134,499,61134,499,61134,499,611 45,576,00045,576,00045,576,00045,576,000 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

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
大木町配水管布設替工事（3）H26大木町配水管布設替工事（3）H26大木町配水管布設替工事（3）H26大木町配水管布設替工事（3）H26
‐90‐90‐90‐90

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

3,394,4503,394,4503,394,4503,394,450 4,892,4004,892,4004,892,4004,892,400 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

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
清掃工場A棟計装用空気圧縮機清掃工場A棟計装用空気圧縮機清掃工場A棟計装用空気圧縮機清掃工場A棟計装用空気圧縮機
No．1修繕工事No．1修繕工事No．1修繕工事No．1修繕工事

豊川市平尾町親豊川市平尾町親豊川市平尾町親豊川市平尾町親
坂50番地坂50番地坂50番地坂50番地

1,964,4001,964,4001,964,4001,964,400 2,721,6002,721,6002,721,6002,721,600
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

7月23日7月23日7月23日7月23日 一般一般一般一般
豊川市諏訪西地域活動支援セン豊川市諏訪西地域活動支援セン豊川市諏訪西地域活動支援セン豊川市諏訪西地域活動支援セン
ターガス温水ヒーター装置及び冷ターガス温水ヒーター装置及び冷ターガス温水ヒーター装置及び冷ターガス温水ヒーター装置及び冷
温水装置交換工事温水装置交換工事温水装置交換工事温水装置交換工事

豊川市諏訪西町2豊川市諏訪西町2豊川市諏訪西町2豊川市諏訪西町2
丁目158番地の1丁目158番地の1丁目158番地の1丁目158番地の1

13,164,55113,164,55113,164,55113,164,551 17,820,00017,820,00017,820,00017,820,000 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 福祉課福祉課福祉課福祉課

7月16日7月16日7月16日7月16日 一般一般一般一般
下長山町配水管布設替工事（2）下長山町配水管布設替工事（2）下長山町配水管布設替工事（2）下長山町配水管布設替工事（2）
H26‐75H26‐75H26‐75H26‐75

豊川市下長山町豊川市下長山町豊川市下長山町豊川市下長山町
地内地内地内地内

7,346,1147,346,1147,346,1147,346,114 10,540,80010,540,80010,540,80010,540,800 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

7月16日7月16日7月16日7月16日 一般一般一般一般
小坂井西小学校受電設備改修工小坂井西小学校受電設備改修工小坂井西小学校受電設備改修工小坂井西小学校受電設備改修工
事事事事

豊川市伊奈町縫豊川市伊奈町縫豊川市伊奈町縫豊川市伊奈町縫
殿55番地1殿55番地1殿55番地1殿55番地1

7,612,3467,612,3467,612,3467,612,346 10,206,00010,206,00010,206,00010,206,000
アダチ電気株式会アダチ電気株式会アダチ電気株式会アダチ電気株式会
社社社社

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

7月16日7月16日7月16日7月16日 一般一般一般一般
道路改良工事　市道国府豊成4号道路改良工事　市道国府豊成4号道路改良工事　市道国府豊成4号道路改良工事　市道国府豊成4号
線外1路線線外1路線線外1路線線外1路線

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

9,071,1719,071,1719,071,1719,071,171 13,089,60013,089,60013,089,60013,089,600 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 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課

7月9日7月9日7月9日7月9日 一般一般一般一般
御津北部小学校調理室等改修工御津北部小学校調理室等改修工御津北部小学校調理室等改修工御津北部小学校調理室等改修工
事事事事

豊川市御津町広豊川市御津町広豊川市御津町広豊川市御津町広
石神子田54番地1石神子田54番地1石神子田54番地1石神子田54番地1

9,152,0719,152,0719,152,0719,152,071 12,744,00012,744,00012,744,00012,744,000 株式会社御津建株式会社御津建株式会社御津建株式会社御津建
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

7月2日7月2日7月2日7月2日 一般一般一般一般
新道町二丁目配水管布設替工事新道町二丁目配水管布設替工事新道町二丁目配水管布設替工事新道町二丁目配水管布設替工事
（1）H26‐21（1）H26‐21（1）H26‐21（1）H26‐21

豊川市　新道町二豊川市　新道町二豊川市　新道町二豊川市　新道町二
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

39,554,49939,554,49939,554,49939,554,499 55,998,00055,998,00055,998,00055,998,000
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

7月2日7月2日7月2日7月2日 一般一般一般一般
金屋橋町配水管布設替工事（1）金屋橋町配水管布設替工事（1）金屋橋町配水管布設替工事（1）金屋橋町配水管布設替工事（1）
H26‐16H26‐16H26‐16H26‐16

豊川市金屋橋町豊川市金屋橋町豊川市金屋橋町豊川市金屋橋町
外1町地内外1町地内外1町地内外1町地内

33,831,11133,831,11133,831,11133,831,111 47,412,00047,412,00047,412,00047,412,000 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

7月2日7月2日7月2日7月2日 一般一般一般一般
大木町配水管布設替工事（2）H26大木町配水管布設替工事（2）H26大木町配水管布設替工事（2）H26大木町配水管布設替工事（2）H26
‐35‐35‐35‐35

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

29,353,03529,353,03529,353,03529,353,035 40,694,40040,694,40040,694,40040,694,400 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

7月2日7月2日7月2日7月2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　帯川第5排水区　大木第16工区　帯川第5排水区　大木第16工区　帯川第5排水区　大木第16工区　帯川第5排水区　大木第16工
区）区）区）区）

豊川市大木町地豊川市大木町地豊川市大木町地豊川市大木町地
内内内内

59,448,93559,448,93559,448,93559,448,935 80,460,00080,460,00080,460,00080,460,000 テクノス株式会社テクノス株式会社テクノス株式会社テクノス株式会社 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

7月2日7月2日7月2日7月2日 一般一般一般一般 汚水管渠施設補修工事汚水管渠施設補修工事汚水管渠施設補修工事汚水管渠施設補修工事
豊川市下長山町豊川市下長山町豊川市下長山町豊川市下長山町
外16町地内外16町地内外16町地内外16町地内

13,048,02613,048,02613,048,02613,048,026 14,123,16014,123,16014,123,16014,123,160
中日コプロ株式会中日コプロ株式会中日コプロ株式会中日コプロ株式会
社　豊橋営業所社　豊橋営業所社　豊橋営業所社　豊橋営業所

下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課



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
最低制限価最低制限価最低制限価最低制限価

格格格格
（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

7月2日7月2日7月2日7月2日 一般一般一般一般
公共下水道築造工事（豊川処理分公共下水道築造工事（豊川処理分公共下水道築造工事（豊川処理分公共下水道築造工事（豊川処理分
区　豊川町第22工区）区　豊川町第22工区）区　豊川町第22工区）区　豊川町第22工区）

豊川市豊川町地豊川市豊川町地豊川市豊川町地豊川市豊川町地
内内内内

4,993,3564,993,3564,993,3564,993,356 7,290,0007,290,0007,290,0007,290,000 有限会社森田組有限会社森田組有限会社森田組有限会社森田組 下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

7月2日7月2日7月2日7月2日 一般一般一般一般 耐震性貯水槽設置工事耐震性貯水槽設置工事耐震性貯水槽設置工事耐震性貯水槽設置工事
豊川市大堀町108豊川市大堀町108豊川市大堀町108豊川市大堀町108
番地外2か所番地外2か所番地外2か所番地外2か所

7,879,3767,879,3767,879,3767,879,376 10,962,00010,962,00010,962,00010,962,000 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
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


