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6月26日 一般
公共下水道築造工事（豊川北部処理分区
上野２第１工区）

豊川市上野二丁目外２町地内 68,638,391 79,056,000

6月26日 一般 為当町配水管布設替工事Ｈ３１‐５９ 豊川市為当町地内 2,891,807 3,402,000

6月26日 一般 市田町配水管布設替工事Ｈ３１‐６３ 豊川市　市田町　地内 6,289,799 7,376,400

6月26日 一般 マンホールポンプ水位計取替工事 豊川市御津町外１町地内 3,141,216 3,456,000

6月26日 一般 中学校屋内運動場アリーナ床塗装工事 代田中学校始め３校 3,190,099 3,467,880

6月26日 一般 小学校給食受入室改修工事 八南小学校・桜町小学校 5,350,352 6,121,440

6月26日 一般 御油小学校トイレ壁等改修工事 豊川市御油町膳ノ棚１番地の４ 5,964,150 6,858,000

6月26日 一般 御油小学校校舎側溝等改修工事 豊川市御油町膳ノ棚１番地の４ 8,210,407 8,942,400

6月26日 一般 直流電源装置更新工事 豊川市桜ヶ丘町７９番地の２ 11,020,714 11,945,880

6月26日 一般 御油市民小菜園撤去工事 豊川市御油町地内 1,838,590 2,160,000

6月26日 一般
道路改良工事　市道牛久保常盤塔ノ木一丁
目線

豊川市牛久保町外１町地内 6,740,958 7,884,000

6月26日 一般 舗装改良工事　市道国府上坊入豊成線 豊川市国府町地内 4,882,323 5,745,600

6月26日 一般 消防署仮眠室改修工事 豊川市諏訪３丁目２１９番地 8,840,738 10,152,000

6月19日 一般 御津町赤根配水管布設替工事Ｈ３１‐４０ 豊川市御津町赤根地内 32,148,215 36,536,400

6月19日 一般
新桜町通一丁目配水管布設替工事Ｈ３１‐３
３

豊川市新桜町通一丁目外２町地
内

29,277,312 33,642,000

6月19日 一般
公共下水道築造工事（為当処理分区　森・為
当第２工区）

豊川市為当町地内 25,905,419 30,024,000

6月19日 一般
公共下水道築造工事（御津西部第２処理分
区　赤根第３工区）

豊川市御津町地内 49,475,602 57,132,000

6月19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１工区）

豊川市牧野町地内 76,049,874 86,940,000

6月19日 一般 豊川市立平尾小学校トイレ改修工事 豊川市平尾町上貝津２番地の５ 25,352,646 28,782,000

6月19日 一般 大木保育園建設工事のうち電気設備工事 豊川市大木町荒屋４３５番地外 34,983,000 37,781,640

6月19日 一般 大木保育園建設工事のうち機械設備工事 豊川市大木町荒屋４３５番地外 61,884,000 72,900,000

6月19日 一般 道路拡幅改良工事　市道上長山一宮線 豊川市一宮町外１町地内 76,752,712 88,020,000

6月19日 一般 豊川市スポーツ公園施設整備工事 豊川市千両町地内 25,116,416 29,160,000

6月19日 随契
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 － 56,700,000

6月12日 一般 豊川市立豊川小学校トイレ改修工事 豊川市北浦町３１番地の１ 23,098,675 26,352,000

6月12日 一般 豊川市立八南小学校トイレ改修工事 豊川市野口町豊角８番地の１ 15,336,413 17,442,000

6月12日 一般 小坂井西小学校給食受入室改修工事 豊川市伊奈町縫殿５５番地１ 9,095,689 10,432,800

6月12日 一般 中学校（東部・南部）普通教室床改修工事 東部中学校・南部中学校 2,057,667 2,246,400
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6月12日 一般 総合体育館事務室等空調設備改修工事 豊川市諏訪３丁目２４６番地 11,502,000 12,422,160

6月12日 一般 赤坂台配水管布設替工事Ｈ３１‐４３ 豊川市赤坂台地内 14,378,083 16,610,400

6月12日 一般 豊川西部区画配水管新設工事Ｈ３１‐５７ 豊川市八幡町外１町地内 11,363,674 13,338,000

6月12日 一般 御津町豊沢配水管布設替工事Ｈ３１‐４８ 豊川市御津町豊沢地内 2,090,767 2,484,000

6月12日 一般 公共下水道改築・更新工事　その３ 豊川市蔵子６丁目外１町地内 14,441,971 17,753,040

6月12日 一般 マンホールポンプ取替工事 豊川市平井町外３町地内 8,302,623 8,969,400

6月12日 一般 道路改良工事　市道伊奈南山新田２７号線 豊川市伊奈町地内 5,502,059 6,469,200

6月12日 一般
道路改良工事　市道三上西河原壱本木線外
２路線

豊川市三上町地内 6,565,142 7,344,000

6月12日 一般 大和保育園保育室等床改修工事 豊川市豊津町割田５６番地 15,258,701 16,923,600

6月5日 一般
公共下水道築造工事（為当処理分区　為当
第２工区）

豊川市為当町地内 40,841,874 47,250,000

6月5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１工区）

豊川市野口町外１町地内 36,083,287 41,796,000

5月29日 一般 美園一丁目配水管新設工事Ｈ３１‐３４ 豊川市美園一丁目地内 2,214,998 2,613,600

5月29日 一般 宿町配水管布設替工事Ｈ３１‐４７ 豊川市宿町地内 4,563,331 5,367,600

5月29日 一般 萩町配水管布設替工事Ｈ３１‐４５ 豊川市萩町地内 4,925,819 5,795,280

5月29日 一般 小坂井町配水管新設工事Ｈ３１‐３９ 豊川市小坂井町地内 2,597,401 3,058,560

5月29日 一般
平尾第１配水池受水弁盤更新工事　Ｈ３１‐３
７

豊川市平尾町地内 18,379,736 21,168,000

5月29日 一般 長沢岡前マンホールポンプ改良工事 豊川市長沢町地内 2,371,096 2,808,000

5月29日 一般 災害用マンホールトイレ整備工事その１ 豊川市国府町外２町地内 16,045,290 18,662,400

5月29日 一般 災害用マンホールトイレ整備工事その２ 豊川市中部町外１町地内 11,497,450 13,402,800

5月29日 一般 林道維持補修工事（東鞍狭間線） 豊川市千両町地内 1,764,862 2,084,400

5月29日 一般 避難用高台造成工事 豊川市御津町佐脇浜地内 11,267,751 13,176,000

5月29日 一般 アンダーパス冠水表示設置工事 豊川市御津町地内 2,101,531 2,405,160

5月29日 一般 上宿墓地擁壁設置工事 豊川市八幡町黒仏地内 4,109,208 4,644,000

5月29日 一般 長沢地区市民館給排水配管更新工事 豊川市長沢町午新１２２番地 5,984,341 6,782,400

5月29日 一般 ポケットパーク整備工事　豊川門前地区 豊川市門前町地内 8,270,316 9,396,000

5月22日 一般
小中学校管理諸室空調設備改修工事（その
２）

牛久保小学校始め３校 30,096,000 34,311,600

5月22日 一般 豊川市立中部小学校トイレ改修工事 豊川市中部町１丁目１番地 37,197,000 42,390,000

5月22日 一般 豊川市立赤坂小学校トイレ改修工事 豊川市赤坂町東山１４０番地 38,970,000 44,388,000
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5月22日 一般 大木保育園建設工事のうち建築工事 豊川市大木町荒屋４３５番地外 333,360,000 390,960,000

5月22日 随契 総合体育館空調設備改修工事 豊川市諏訪３丁目２４６番地 － 9,882,000

5月15日 一般 一宮町配水管布設替工事Ｈ３１‐２１ 豊川市一宮町外１町地内 10,656,514 12,312,000

5月15日 一般 上野一丁目配水管布設替工事Ｈ３１‐２６ 豊川市上野一丁目地内 14,232,816 16,459,200

5月15日 一般 江島町配水管布設替工事Ｈ３１‐１４ 豊川市江島町地内 6,246,608 7,311,600

5月15日 一般 駅前通三丁目配水管布設替工事Ｈ３１‐３５ 豊川市駅前通三丁目外１町地内 2,801,804 3,304,800

5月15日 一般 篠田町配水管布設替工事Ｈ３１‐３２ 豊川市篠田町外１町地内 7,701,090 8,845,200

5月15日 一般 舗装修繕工事Ｈ３１‐２０ 豊川市全域 11,514,462 13,521,600

5月15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１工区）

豊川市一宮町外２町地内 18,605,133 21,708,000

5月15日 一般
小中学校管理諸室空調設備改修工事（その
１）

千両小学校始め３校 15,518,588 16,767,000

5月15日 一般 小学校管理諸室空調設備改修工事 豊川小学校始め２校 20,925,000 23,598,000

5月15日 一般 伊奈排水機場自家発電機修繕工事 豊川市伊奈町地内 6,357,420 7,290,000

5月15日 一般 道路改良工事　市道江島中脇金沢小蔵子線 豊川市江島町地内 5,955,148 6,966,000

5月15日 一般 赤代住宅臨時駐車場整備工事 豊川市赤代町３丁目２２、２８ 2,371,179 2,667,600

5月9日 一般
公共下水道築造工事（為当処理分区　森・為
当第１工区）

豊川市為当町地内 75,834,081 87,285,600

5月9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１４工区）

豊川市萩町地内 69,661,232 80,244,000

5月9日 一般
公共下水道築造工事（小坂井東部処理分区
宿中島第４工区）

豊川市宿町地内 27,255,668 31,698,000

5月9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１工区）

豊川市長草町外１町地内 71,620,661 82,404,000

5月9日 一般
公共下水道築造工事（御津西部第２処理分
区　赤根第２工区）

豊川市御津町地内 64,429,237 74,304,000

5月9日 一般
公共下水道築造工事　（豊川北部処理分区
上野１第１工区）

豊川市上野一丁目地内 46,629,414 53,568,000

5月9日 一般
公共下水道築造工事（御津西部処理分区
豊沢第３工区）

豊川市御津町地内 49,063,983 56,700,000

5月9日 一般
公共下水道築造工事（為当処理分区　為当
第２排水区　為当第１工区）

豊川市為当町地内 66,529,335 76,680,000

5月9日 一般
公共下水道築造工事（小坂井北部処理分区
外１　白山第５工区）

豊川市宿町地内 64,850,736 74,736,000

5月9日 一般
豊川市防災センター・庁舎間電気切替接続
等工事

豊川市諏訪１丁目１番地 22,149,351 23,922,000

5月9日 随契 プラネタリウム機器更新工事 豊川市諏訪一丁目６３番地 － 163,620,000

4月24日 一般 御油町配水管布設替工事Ｈ３１‐２４ 豊川市御油町地内 5,410,117 6,361,200

4月24日 一般 篠田町配水管布設替工事Ｈ３１‐２９ 豊川市篠田町地内 4,528,257 5,248,800

4月24日 一般 篠田町配水管新設工事Ｈ３１‐２３ 豊川市篠田町地内 5,044,807 5,853,600
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4月24日 一般
公共下水道築造工事（小坂井東部処理分区
２号）

豊川市小坂井町外１町地内 7,158,605 8,532,000

4月24日 一般
公共下水道築造工事（豊川西部処理分区
白鳥・久保第１５工区）

豊川市白鳥町外１町地内 3,415,108 4,017,600

4月24日 一般 総合体育館音響設備取替工事 豊川市諏訪３丁目２４６番地 6,874,209 8,100,000

4月24日 一般 豊川市清掃工場Ｂ棟屋根改修工事 豊川市平尾町親坂５０番地 18,296,373 20,844,000

4月24日 一般 道路改良工事　市道蔵子一丁目宿白山線 豊川市宿町外１町地内 9,627,436 11,232,000

4月24日 一般
消防団第７方面隊御津第３分団詰所（下佐
脇）解体工事

豊川市御津町下佐脇御所２５‐
５，３３‐７

3,134,930 3,585,600

4月24日 一般 耐震性貯水槽設置工事 豊川市金沢町地内 6,270,243 7,105,320

4月24日 一般
豊川駅東　都市計画道路姫街道線築造工事
その３

豊川駅東土地区画整理事業地
区

5,901,793 6,912,000

4月24日 一般
豊川西部　都市計画道路築造工事（大池線
外２路線）

豊川西部土地区画整理事業地
区

15,458,223 18,014,400

4月17日 一般 久保町配水管布設替工事Ｈ３１‐３ 豊川市久保町外１町地内 26,669,087 30,985,200

4月17日 一般 豊川町配水管布設替工事Ｈ３１‐１１ 豊川市豊川町外２町地内 25,941,961 29,527,200

4月17日 一般
公共下水道総合地震対策汚水管改築工事
その２

豊川市御津町地内 34,291,258 41,815,440

4月17日 一般 非常用蓄電システム設置工事 豊川市諏訪１丁目１番地 117,000,000 131,301,324

4月17日 指名 金屋町配水管布設替工事Ｈ３１‐２５ 豊川市金屋町地内 32,046,892 37,908,000

4月17日 随契
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 ― 59,400,000

4月17日 一般 美幸町配水管布設替工事Ｈ３１‐１２ 豊川市美幸町外１町地内 13,251,102 15,357,600

4月17日 一般 一宮町配水管布設替工事Ｈ３１‐１ 豊川市一宮町地内 10,830,936 12,528,000

4月17日 一般 高見町四丁目配水管布設替工事Ｈ３１‐９
豊川市　高見町四丁目外１町地
内

6,455,895 7,516,800

4月17日 一般 大崎町配水管布設替工事Ｈ３１‐１３ 豊川市大崎町外１町地内 4,195,290 4,934,520

4月17日 一般 国府町配水管布設替工事Ｈ３１‐１０ 豊川市国府町外１町地内 7,554,606 8,769,600

4月17日 一般
中野川町二丁目配水管布設替工事Ｈ３１‐１
７

豊川市中野川町二丁目外１町地
内

4,746,375 5,486,400

4月17日 一般 マンホール蓋取替工事その３ 豊川市諏訪２丁目外３町地内 10,967,985 12,852,000

4月17日 一般 公共下水道改築・更新工事　その３ 豊川市蔵子６丁目外２町地内 不調

4月17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 5,742,975 6,728,400

4月17日 一般 舗装道路維持補修工事 豊川市内全域 19,387,248 22,701,600

4月17日 一般 交通安全対策事業（区画線設置工事） 豊川市内全域 23,996,111 27,730,080

4月17日 一般 道路改良工事　市道篠田葉前場弘法野線 豊川市篠田町地内 12,286,900 14,310,000

4月17日 一般
舗装改良工事　市道駅前通三丁目金屋１号
線外１路線

豊川市金屋町外２町地内 6,392,310 7,516,800



業者名 主管課

倉橋建設株式会社 下水整備課

有限会社藤本管工 水道整備課

有限会社金塚設備 水道整備課

音羽電機株式会社
豊川営業所

下水整備課

株式会社高橋組
教育委員会庶
務課

株式会社陶山工務店
教育委員会庶
務課

株式会社星野工務店
教育委員会庶
務課

有限会社原田工務店
教育委員会庶
務課

株式会社林電工 文化振興課

金田建設有限会社 農務課

株式会社後藤建設 道路建設課

豊川舗装株式会社 道路建設課

有限会社今泉工務店
消防本部総務
課

株式会社およべ 水道整備課

株式会社マルイシ 水道整備課

丸十工業株式会社 下水整備課

株式会社波多野組 下水整備課

丸十工業株式会社 下水整備課

有限会社寺部組
教育委員会庶
務課

浦山電設興業有限会
社

保育課

井指設備工業株式会
社

保育課

有限会社徳升建材総
業

道路建設課

岡田建設株式会社 公園緑地課

エスエヌ環境テクノロ
ジー株式会社

清掃事業課

有限会社花田工務店
教育委員会庶
務課

有限会社寺部組
教育委員会庶
務課

株式会社藤本工務店
教育委員会庶
務課

株式会社カトペン
教育委員会庶
務課



業者名 主管課

有限会社ファーミイ
教育委員会ス
ポーツ課

株式会社牧水道工業
所

水道整備課

有限会社金塚設備 水道整備課

株式会社マルイシ 水道整備課

株式会社林工務店 下水整備課

音羽電機株式会社
豊川営業所

下水整備課

有限会社太田工務店 道路建設課

藤原建設株式会社 道路建設課

株式会社高橋組 保育課

春太建設株式会社 下水整備課

春太建設株式会社 下水整備課

株式会社ナガシマ 水道整備課

ミヤチ株式会社 水道整備課

株式会社松栄管工 水道整備課

株式会社ナガシマ 水道整備課

音羽電機株式会社
豊川営業所

水道整備課

株式会社アイテム 下水整備課

株式会社共力建設 下水整備課

有限会社青谷公營 下水整備課

豊川舗装株式会社 農務課

株式会社波多野組 道路建設課

株式会社柘植建設
道路河川管理
課

有限会社藤井建設 環境課

株式会社牧水道工業
所

市民協働国際
課

藤原建設株式会社 都市計画課

株式会社明興設備
教育委員会庶
務課

株式会社豊栄建設
教育委員会庶
務課

株式会社林工務店
教育委員会庶
務課



業者名 主管課

株式会社波多野組 保育課

パナソニック産機シス
テムズ株式会社
中部支店

教育委員会ス
ポーツ課

有限会社小松工業 水道整備課

株式会社ナガシマ 水道整備課

有限会社豊伸設備 水道整備課

株式会社マルイシ 水道整備課

有限会社藤本管工 水道整備課

豊川舗装株式会社 水道整備課

有限会社小松工業 下水整備課

有限会社ファーミイ
教育委員会庶
務課

株式会社およべ
教育委員会庶
務課

株式会社マナック 農務課

有限会社中野組 道路建設課

有限会社原田工務店 建築課

倉橋建設株式会社 下水整備課

株式会社林工務店 下水整備課

鳥井建設株式会社 下水整備課

株式会社落合組 下水整備課

株式会社波多野組 下水整備課

有限会社森田組 下水整備課

株式会社佐脇組 下水整備課

株式会社武仙 下水整備課

平江建設株式会社 下水整備課

株式会社林電工 防災対策課

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

株式会社加藤設備 水道整備課

有限会社金塚設備 水道整備課

有限会社小松工業 水道整備課



業者名 主管課

株式会社三和組 下水整備課

豊川舗装株式会社 下水整備課

東海電工株式会社
教育委員会ス
ポーツ課

株式会社星野工務店 清掃事業課

平川建設株式会社 道路建設課

株式会社佐脇組
消防本部総務
課

株式会社高橋組
消防本部総務
課

藤原建設株式会社 区画整理課

株式会社共力建設 区画整理課

株式会社松栄管工 水道整備課

株式会社河本工業 水道整備課

株式会社波多野組 下水整備課

株式会社日立システ
ムズ　中部支社

情報システム課

岡田建設株式会社 水道整備課

日鉄環境プラントソ
リューションズ株式会
社

清掃事業課

有限会社石黒設備 水道整備課

有限会社豊伸設備 水道整備課

株式会社明興設備 水道整備課

有限会社藤本管工 水道整備課

株式会社牧水道工業
所

水道整備課

株式会社マルイシ 水道整備課

株式会社武仙 下水整備課

下水整備課

株式会社永晃 清掃事業課

豊川舗装株式会社
道路河川管理
課

株式会社柘植建設
道路河川管理
課

株式会社イワツキ 道路建設課

豊川舗装株式会社 道路建設課


