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9月30日 一般
小坂井第１配水場自動制御盤等更新工事Ｒ
２‐７７

豊川市宿町地内 89,779,864 105,820,000
音羽電機株式会社
豊川営業所

水道整備課

9月30日 一般
公共下水道総合地震対策マンホール改築
工事

豊川市新道町外７町地内 47,565,254 58,300,000 岡田建設株式会社 下水整備課

9月30日 一般
交差点改良工事　都市計画道路篠束野口
線

豊川市蔵子五丁目外２地内 71,379,106 84,370,000 岡田建設株式会社 道路建設課

9月30日 一般 赤坂台地区市民館外壁等改修工事 豊川市赤坂台１６０８番地 32,361,397 37,620,000 株式会社林工務店
市民協働国際
課

9月30日 随契
一宮焼却灰最終処分場遠心脱水機整備外
５件工事

豊川市上長山町一ノ沢８０番地 ― 22,000,000
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30日 随契
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 ― 72,270,000
エスエヌ環境テクノロ
ジー株式会社

清掃事業課

9月16日 一般 篠田町配水管布設替工事Ｒ２‐９０ 豊川市篠田町地内 1,597,988 1,892,000 有限会社小松工業 水道整備課

9月16日 一般 公共下水道築造工事（国府処理分区　７号） 豊川市御油町地内 2,013,274 2,475,000 株式会社後藤建設 下水整備課

9月16日 一般 小学校遊具整備工事（その１） 桜木小学校始め３校 13,994,140 15,394,280 有限会社原田工務店
教育委員会庶
務課

9月16日 一般 小学校遊具整備工事（その２） 御津北部小学校始め２校 12,196,704 13,418,900 株式会社高橋組
教育委員会庶
務課

9月16日 一般 市営上野住宅埋設ガス管取替工事 豊川市上野２丁目２８４番地 7,156,458 8,369,900 株式会社松栄管工 建築課

9月16日 一般 豊川西部　区画道路築造工事（６‐３２号線）
豊川西部土地区画整理事業地
区

17,868,904 21,615,000 山静建設株式会社 区画整理課

9月16日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ２‐２） 豊川市御津町地内 5,503,283 6,765,000 深谷建設株式会社
道路河川管理
課

9月16日 一般
道路改良工事　市道御津上佐脇東区森六
丁目線

豊川市御津町上佐脇地内 9,955,692 11,990,000 株式会社佐脇組 道路建設課

9月16日 一般
道路改良工事　市道御津西方下浜道井領
田線

豊川市御津町西方外１地内 5,171,497 6,303,000 大晋建設株式会社 道路建設課

9月16日 一般 都市公園遊具取替工事 豊川市東桜木町外 11,251,681 12,380,500 春太建設株式会社 公園緑地課

9月16日 一般
一宮大木区画整理地内５号公園整備工事
その２

豊川市大木町地内 10,555,142 12,265,000 株式会社竹工建設 公園緑地課

9月9日 一般 御津町新田配水管布設替工事Ｒ２‐２９ 豊川市御津町新田地内 18,147,466 21,538,000 株式会社およべ 水道整備課

9月9日 一般 豊川駅東　整地工事（東本町工区その２６）
豊川駅東土地区画整理事業地
区

19,307,741 23,045,000 藤原建設株式会社 区画整理課

9月9日 一般 大崎町配水管布設替工事Ｒ２‐８１ 豊川市大崎町地内 16,231,386 19,415,000 有限会社小松工業 水道整備課

9月9日 一般 野口町配水管布設替工事Ｒ２‐７８ 豊川市野口町外１町地内 11,082,207 13,354,000 株式会社マルイシ 水道整備課

9月9日 一般 穂ノ原三丁目配水管新設工事Ｒ２‐６２ 豊川市穂ノ原三丁目地内 10,888,656 12,925,000 有限会社金塚設備 水道整備課

9月9日 一般 御津町上佐脇配水管布設替工事Ｒ２‐９６ 豊川市御津町上佐脇地内 3,077,696 3,756,500 株式会社ナガシマ 水道整備課

9月9日 一般
雨水浸透施設築造工事（国府第１排水区外
１排水区　２０‐２号）

豊川市国府町外２町地内 10,104,717 12,210,000 藤原建設株式会社 下水整備課

9月9日 一般
一宮焼却灰最終処分場　埋立地最終形整
備工事

豊川市上長山町一ノ沢８０番地 6,442,274 7,733,000 株式会社永晃 清掃事業課

9月9日 一般 排水路改良工事（大木地区） 豊川市大木町地内 2,130,180 2,497,000 株式会社永晃 農務課

9月9日 一般 御津山遊歩道改修工事 豊川市御津町地内 2,395,842 2,838,000 金田建設有限会社 商工観光課

9月9日 一般 あんしん歩行環境整備工事 豊川市平尾町外１町地内 7,236,081 8,690,000 株式会社星野工務店
道路河川管理
課

9月9日 一般 道路改良工事　市道江島金沢線 豊川市江島町外１町地内 23,404,625 26,950,000
城所土木建設株式会
社

道路建設課

9月9日 一般
道路改良工事　市道上新屋東水神平線外１
路線

豊川市上長山町地内 11,118,173 13,112,000 株式会社永晃 道路建設課

9月9日 一般 橋りょう補修工事（八南たんぽぽ歩道橋） 豊川市野口町地内 6,209,928 7,126,900 株式会社後藤建設
道路河川管理
課

9月2日 一般 御津町金野送水管布設替工事Ｒ２‐６０ 豊川市御津町金野地内 8,500,107 10,318,000 有限会社藤本管工 水道整備課

9月2日 一般
雨水浸透施設築造工事（国府第１排水区外
１排水区　２０‐１号）

豊川市国府町地内 8,489,253 10,164,000 株式会社後藤建設 下水整備課

9月2日 一般 マンホール蓋取替工事その２ 豊川市萩山町外４町地内 14,642,355 17,600,000 平江建設株式会社 下水整備課
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9月2日 一般 市営萩住宅第２・４・１０・１２棟解体工事 豊川市萩町神田４８番地１外 9,593,672 10,615,000 株式会社星野工務店 建築課

9月2日 一般 市営みなと住宅Ｂ・Ｃ棟解体工事
豊川市御津町西方揚浜１４番地
１

8,057,495 9,350,000 株式会社佐脇組 建築課

9月2日 一般
道路拡幅改良工事　市道中条観音堂広口１
号線

豊川市中条町地内 23,769,526 28,380,000 藤原建設株式会社 道路建設課

9月2日 一般 道路改良工事　市道石巻赤根（その３）線 豊川市伊奈町地内 11,522,743 13,970,000 鳥井建設株式会社 道路建設課

9月2日 一般 豊川駅東駐車場案内表示等改修工事 豊川市豊川町地内 1,615,047 1,837,000 マルイ建設株式会社 都市計画課

9月2日 一般
豊川駅東区画道路築造工事（ウエ地工区そ
の４０）

豊川駅東土地区画整理事業地
区

7,476,116 9,020,000 株式会社共力建設 区画整理課

9月2日 一般 赤塚山公園再整備工事（第２駐車場） 豊川市市田町地内 18,774,457 20,658,000 有限会社原田工務店 公園緑地課

9月2日 一般 柑子町配水管布設替工事Ｒ２‐２１ 豊川市柑子町地内 110,216,503 126,995,000
株式会社中部　豊川
営業所

水道整備課

8月26日 一般 道路改良工事　市道赤坂台１４号線 豊川市赤坂台地内 24,501,531 29,480,000 株式会社林工務店 道路建設課

8月26日 指名 伊奈町配水管布設替工事Ｒ２‐３１ 豊川市伊奈町地内 45,211,615 55,550,000 岡田建設株式会社 水道整備課

8月19日 一般
公共下水道築造工事（豊川処理分区　豊川
町第３３工区）

豊川市中条町地内 2,971,515 3,641,000 有限会社青谷公營 下水整備課

8月19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 3,981,614 4,873,000 有限会社太田工務店
道路河川管理
課

8月19日 一般 赤塚山公園便所洋式化工事 豊川市市田町地内 3,035,519 3,547,500 マルイ建設株式会社 公園緑地課

8月19日 一般 スポーツ公園管理施設整備工事 豊川市千両町地内 20,352,152 24,090,000 岡田建設株式会社 公園緑地課

8月5日 随契
令和２年　道路災害応急復旧工事（緊急工
事）

豊川市御津町地内 ― 1,650,000 株式会社波多野組
道路河川管理
課

7月29日 一般 道路拡幅改良工事　市道穂ノ原六角線 豊川市大崎町地内 20,481,083 24,563,000 山静建設株式会社 道路建設課

7月29日 一般 市営曙住宅外壁等改修工事 豊川市曙町４丁目２２番地 43,496,334 50,380,000 有限会社今泉工務店 建築課

7月29日 一般 為当町配水管布設替工事Ｒ２‐７５ 豊川市為当町地内 3,062,103 3,740,000 株式会社マルイシ 水道整備課

7月29日 一般 豊川西部区画配水管新設工事Ｒ２‐６５ 豊川市平尾町地内 2,433,481 3,003,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

7月29日 一般 マンホール蓋取替工事 豊川市蔵子５丁目外５町地内 16,137,819 19,217,000 株式会社武仙 下水整備課

7月29日 一般 清掃工場Ａ棟１・３号炉設備補修工事その１ 豊川市平尾町親坂５０番地 17,020,070 20,460,000
株式会社タカオカ・エ
ンジニアリング

清掃事業課

7月29日 一般 下ノ郷排水機場遠心クラッチ等修繕工事 豊川市金沢町地内 11,888,808 14,410,000 株式会社マナック 農務課

7月29日 一般 御油第二保育園大規模改修工事 豊川市御油町東沢３５番地 21,859,285 24,124,100 株式会社高橋組 保育課

7月29日 一般 道路舗装改良工事 豊川市代田町２丁目外１町地内 23,301,124 28,149,000 豊川舗装株式会社
道路河川管理
課

7月22日 一般 大和水源取水ポンプ盤等更新工事Ｒ２‐５１ 豊川市豊津町地内 57,213,396 67,100,000
音羽電機株式会社
豊川営業所

水道整備課

7月22日 一般
公共下水道築造工事（為当処理分区　為当
第３工区）

豊川市為当町地内 36,126,005 42,680,000 株式会社武仙 下水整備課

7月22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４工区）

豊川市長草町地内 37,629,080 44,418,000 有限会社森田組 下水整備課

7月22日 一般 小坂井東児童クラブ室（仮称）整備工事 豊川市宿町光道寺８番地 56,946,288 65,923,000 鳥井建設株式会社 子育て支援課

7月22日 一般 ひまわり園施設改修工事
ひまわり園　（豊川市平尾町諏訪
下５番）

29,579,990 34,430,000 株式会社豊栄建設 子育て支援課

7月22日 一般
消防団第５方面隊一宮第３分団詰所建築工
事

豊川市大木町荒屋４３０‐１の一
部

29,931,288 35,860,000
有限会社小山鉄工建
設

消防本部総務
課

7月15日 一般 赤代住宅Ｃ、Ｄ棟耐震補強工事 豊川市赤代町２丁目５番地 77,653,240 89,980,000 岡田建設株式会社 建築課

7月15日 一般 一宮町配水管布設替工事Ｒ２‐２ 豊川市一宮町地内 11,395,165 13,343,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

7月15日 一般 伊奈町配水管布設替工事Ｒ２‐６１ 豊川市伊奈町地内 3,760,332 4,543,000 株式会社ナガシマ 水道整備課

7月15日 一般 豊川駅東区画配水管新設工事Ｒ２‐３７ 豊川市中条町地内 3,367,582 4,031,500 有限会社金塚設備 水道整備課
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7月15日 一般 国府町配水管新設工事Ｒ２‐６９ 豊川市国府町地内 1,368,580 1,650,000 ミヤチ株式会社 水道整備課

7月15日 一般
一宮浄水場次亜塩素貯水槽更新工事Ｒ２‐
７３

豊川市一宮町地内 4,754,701 5,665,000
音羽電機株式会社
豊川営業所

水道整備課

7月15日 一般
公共下水道築造工事（御津中部処理分区
５号）

豊川市御津町地内 2,291,271 2,805,000 株式会社後藤建設 下水整備課

7月15日 一般 林道法面保護工事（牛沢下谷下線） 豊川市萩町地内 3,375,273 4,048,000 山静建設株式会社 農務課

7月15日 一般 赤塚山公園施設改修工事 豊川市市田町地内 10,953,545 13,310,000 平江建設株式会社 公園緑地課

7月15日 一般 西方駅前ちびっ子広場フェンス改修工事 豊川市御津町地内 3,381,206 3,723,500 株式会社御津建 公園緑地課

7月15日 一般 保育所遊具取替工事（その２） 豊川市萩町外 11,326,309 12,472,680 有限会社原田工務店 保育課

7月15日 一般 豊川西部　区画道路築造工事（６‐８６号線）
豊川西部土地区画整理事業地
区

12,416,981 14,014,000 有限会社原田工務店 区画整理課

7月8日 一般
公共下水道築造工事（為当処理分区　森・
為当第３工区）

豊川市為当町地内 35,035,854 41,360,000 株式会社武仙 下水整備課

7月8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４工区）

豊川市為当町地内 42,411,478 50,578,000 倉橋建設株式会社 下水整備課

7月8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３工区）

豊川市長草町地内 34,586,631 41,965,000 小坂井建設株式会社 下水整備課

7月8日 一般 豊川市役所放送設備等改修工事 豊川市諏訪１丁目１番地 30,448,979 33,550,000 アダチ電気株式会社 財産管理課

7月8日 随契
清掃工場Ａ棟電気室無停電電源装置更新
工事

豊川市平尾町親坂５０番地 ― 30,690,000
エスエヌ環境テクノロ
ジー株式会社

清掃事業課

7月1日 一般
公共下水道築造工事（豊川西部処理分区
平尾第１工区）

豊川市平尾町外１町地内 116,303,635 139,260,000 岡田建設株式会社 下水整備課

7月1日 一般
公共下水道築造工事（麻生田排水区　上野
４第２工区）

豊川市麻生田町外２町地内 34,215,232 41,690,000 株式会社イワツキ 下水管理課

7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２工区）

豊川市牧野町外１町地内 70,375,527 84,920,000 丸十工業株式会社 下水管理課

7月1日 一般 橋りょう補修工事（Ｒ２‐１） 豊川市平尾町外１町地内 16,706,055 20,570,000 株式会社落合組
道路河川管理
課

7月1日 一般 一宮大木区画整理地内５号公園整備工事 豊川市大木町地内 24,220,530 29,480,000 株式会社イワツキ 公園緑地課

7月1日 一般 豊が丘町配水管布設替工事Ｒ２‐１８ 豊川市豊が丘町地内 19,700,340 23,027,400 株式会社松栄管工 水道整備課

7月1日 一般 大木町配水管布設替工事Ｒ２‐５ 豊川市大木町地内 1,986,005 2,409,000 有限会社豊伸設備 水道整備課

7月1日 一般
公共下水道改築工事（小坂井北部処理分区
４号）

豊川市伊奈町地内 23,789,583 28,820,000 平川建設株式会社 下水整備課

7月1日 一般 豊小学校屋内運動場外壁等改修工事 豊川市東豊町４丁目６０番地 5,896,701 7,150,000 マルイ建設株式会社
教育委員会庶
務課

7月1日 一般 牛久保小学校廊下等改修工事
豊川市牛久保町大手１０番地の
２

2,541,438 2,970,000
ホーリッチ建設株式
会社

教育委員会庶
務課

7月1日 一般 中学校屋内運動場アリーナ床塗装工事 西部中学校始め２校 2,598,410 2,880,900 株式会社高橋組
教育委員会庶
務課

7月1日 一般 牛久保公民館駐車場舗装工事 豊川市牛久保町地内 1,975,152 2,398,000 豊川舗装株式会社
教育委員会生
涯学習課

7月1日 一般
赤塚山公園ぎょぎょランド自動給水ポンプ更
新工事

豊川市市田町地内 1,374,655 1,545,500
井指設備工業株式会
社

公園緑地課

7月1日 一般 道路附属物補修工事（照明施設） 豊川市末広通２丁目外６町地内 5,825,776 6,413,000 有限会社ファーミイ
道路河川管理
課

7月1日 一般 市営西豊住宅高架水槽撤去等工事 豊川市西豊町３丁目１４８番地外 6,198,871 7,339,200 株式会社松栄管工 建築課

7月1日 一般 市営曙住宅高架水槽撤去等工事 豊川市曙町４丁目２２番地 3,111,449 3,657,500 株式会社松栄管工 建築課


