
土木一式工事（134件）                     (平均点：77.99）　 (土木一式工事:その１）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

老朽管更生工事（その２） 豊橋市八通町地内ほか 78

下水道管渠耐震工事（その１）
豊橋市神野新田町地内（中島処理区　柳生汚水幹
線）

82

管渠施設移設工事（その１） 豊橋市東新町地内 85

老朽管布設替工事（その５） 豊橋市野黒町地内ほか 74

道路修繕工事その４ 豊橋市市内一円 75

公共下水道築造工事（１０１工区）
豊橋市多米東町三丁目地内(中島処理区　多米地
区)

82

自転車通行空間確保工事２
豊橋市佐藤二丁目地内　市道　佐藤・高師町１号
線ほか

81

公共下水道築造工事（２工区）
豊橋市牟呂町地内ほか（野田処理区　吉田方地
区）

81

公共下水道築造工事（５工区） 豊橋市牟呂町地内（野田処理区　吉田方地区） 76

自転車通行空間確保工事
豊橋市前田南町二丁目地内ほか　市道　前田南町
１号線

81

路面排水工事（環境重点）１ 豊橋市大国町地内 82

道路改良工事
豊橋市東高田町地内　市道　大岩町・小松原町55
号線

75

道路修繕工事その８ 豊橋市市内一円 78

道路及び緑地施設築造工事
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

79

道路築造及び宅地造成工事その１
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

80

宅地造成及び道排水路等補修工事
豊橋市牟呂町地内ほか（豊橋牟呂坂津土地区画整
理事業）

81

中島処理場進入路等改良工事
豊橋市神野新田町地内　市道　神野新田町１５５号
線ほか

80

公共下水道築造工事（９工区） 豊橋市牟呂町地内（中島処理区　橋良地区） 81

河川改良工事１ 豊橋市石巻西川町地内　準用河川　郷道川 83

老朽管更生工事（その４） 豊橋市錦町地内ほか 72

本管更生工事（天伯地区） 豊橋市天伯町地内 79

管渠布設替工事（その１） 豊橋市天伯町地内 78

新植田住宅周辺道路整備工事 豊橋市植田町地内　市道　植田町２４６号線ほか 79

路面排水工事６ 豊橋市植田町地内ほか 82

排水路改修工事２ 豊橋市神野新田町地内　二回地区 84

9 管清工業 ㈱名古屋支店 下水道管渠耐震工事（その５）
豊橋市神野新田町地内（中島処理区　柳生汚水幹
線）

85

総合動植物公園西園整備工事その２ 豊橋市大岩町地内ほか 81

総合動植物公園西園整備工事その１ 豊橋市大岩町地内ほか 82

大雨浸水対策工事３ 豊橋市高師本郷町地内 76

雨水暗渠施設対策工事２ 豊橋市牛川通一丁目地内 81

老朽管更生工事（その１） 豊橋市花田一番町地内ほか 85

12 ㈱  Ｋ’ｓ 道路維持改良工事２ 豊橋市大岩町地内 80

維持整備工事１ 豊橋市市内一円 79

水路改良工事１ 豊橋市中原町地内　平山排水路 84

道路修繕工事その５ 豊橋市市内一円 67

維持整備工事３２ 豊橋市市内一円 75

維持整備工事５ 豊橋市市内一円 77

道路修繕工事その３１ 豊橋市市内一円 74

下水道管移設工事
豊橋市牟呂町地内(豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業)

80

道路築造及び宅地造成工事その２
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

81

道路修繕工事その１２ 豊橋市市内一円 81

管渠維持補修工事（その１） 豊橋市植田町地内 82

路面排水工事７ 豊橋市東田仲ノ町地内ほか 72

路面排水工事１０ 豊橋市西橋良町地内ほか 73

老朽管布設替工事（その１） 豊橋市花田一番町地内ほか 76

路面排水工事３ 豊橋市花田町地内ほか 77

北河建設興業 ㈱

平成２９年度の評定における工事成績評定点の公表

(記載順については、建設業法による工種順、業者名はあいうえお順）

青山建設 ㈱

（有） ア ク ト

朝日土木興業㈱

13

14

15

16

10

11

井口土建  ㈱

㈱ 太 田 組

㈱  オーテック

オオブユニティ㈱
豊橋営業所

加藤建設 ㈱

日下建設 ㈱

向正建設 ㈱

柴建工業 ㈱

㈱ 新栄建設興業

㈱ 鈴木土建

7

8

1

2

3

4

5

6

1



土木一式工事（134件）                     (平均点：77.99）　 (土木一式工事:その2）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

17 須山建設㈱ 豊橋営業所 本管更生工事 豊橋市飯村北五丁目地内ほか 82

道路修繕工事その６ 豊橋市市内一円 66

道路修繕工事その２ 豊橋市市内一円 66

道路修繕工事その１ 豊橋市市内一円 71

諸施設修繕工事その３０ 豊橋市市内一円 75

歩道設置工事
豊橋市西七根町地内　市道　高塚町・西七根町１
号線

71

路面排水工事５ 豊橋市岩崎町地内ほか 73

路面排水工事８ 豊橋市西幸町地内ほか 73

道路修繕工事その９ 豊橋市市内一円 80

道路修繕工事その１１ 豊橋市市内一円 81

諸施設修繕工事その３ 豊橋市市内一円 81

道路修繕工事その３２ 豊橋市市内一円 83

道路築造及び宅地造成工事その４
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

84

21 (有) 鷹丘ヴィル土 維持整備工事３ 豊橋市市内一円 80

道路修繕工事その３ 豊橋市市内一円 73

河川改良工事２ 豊橋市石巻西川町地内　普通河川　一の沢川 77

道路修繕工事その３０ 豊橋市市内一円 84

下水道管渠耐震工事 （その４）
豊橋市八町通三丁目地内ほか （野田処理区　八町
幹線）

84

下水道管渠耐震工事（その６）
豊橋市八町通三丁目地内ほか（野田処理区　八町
幹線）

84

24 中採工事 ㈱ 雨水暗渠施設対策工事３ 豊橋市曙町地内 81

25 ㈱　中    部 排水機場排水路整備工事 豊橋市吉前町地内　吉前排水機場 79

26 寺島興業（有） 豊橋総合スポーツ公園整備工事 豊橋市神野新田町地内 80

27 照山砕石 ㈱ 道路修繕工事その１６ 豊橋市牛川町地内ほか 78

道路修繕工事その１０ 豊橋市市内一円 81

埋立関連農地補修工事 豊橋市高塚町地内ほか 83

29 東海興業 ㈱ 老朽管更生工事（その５） 豊橋市今橋町地内 73

橋梁保全工事９
豊橋市花中町地内　市道　花中町・柱一番町１号
線　小池橋ほか

80

陸上競技場フィールド改修工事 豊橋市今橋町地内　豊橋公園 84

老朽管更生工事（その３） 豊橋市花田二番町地内ほか 80

道路改良工事１ 豊橋市東七根町地内　市道東七根町２００号線 82

32 長坂建設  ㈱ 維持整備工事　３０ 豊橋市市内一円 74

33 ㈱　ニ    シ 坂津公園諸施設築造工事 豊橋市牟呂町地内 74

34 ㈱ 長谷川建設 総合動植物公園園内整備工事その２ 豊橋市大岩町地内ほか 73

維持整備工事４ 豊橋市市内一円 78

水路改良工事３ 豊橋市小向町地内　吉田方排水路 82

総合動植物公園園内整備工事 豊橋市大岩町地内ほか 76

橋梁保全工事その２
豊橋市神野新田町地内　市道　神野新田町４０号
線　リノ割橋ほか

78

管渠維持補修工事（その２） 豊橋市天伯町地内 78

公共下水道築造工事（８工区） 豊橋市牟呂町地内（中島処理区　橋良地区） 81

大雨浸水対策工事２ 豊橋市柱四番町地内ほか 83

大雨浸水対策工事１ 豊橋市飯村町地内 83

公共下水道築造工事（１０工区） 豊橋市牟呂町地内（中島処理区 橋良地区） 75

南栄給水所浄水設備撤去解体工事 豊橋市北山町地内 82

39 藤原土木（有） 水路改良工事２ 豊橋市三弥町地内 74

道排水路等補修工事その３０
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

82

道路築造及び宅地造成工事その３
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

83

雨水暗渠施設対策工事１ 豊橋市曙町地内 81

公共下水道築造工事（６工区） 豊橋市牟呂町地内（中島処理区　橋良地区） 81

総合動植物公園大沢池周辺整備工事その
２

豊橋市大岩町地内ほか 82

総合動植物公園大沢池周辺整備工事その
１

豊橋市大岩町地内ほか 84

35 濱渦建設㈱

原松建設 ㈱36

37

38

40

18

19

20

31

41

成豊土建 （有）

大起建設 ㈱

大松建設興業 ㈱

谷山建設 ㈱

地建興業 ㈱ 豊橋営業所

（有） 天豊土木

東三建設 ㈱

豊橋建設工業 ㈱

日立テクノス  ㈱

藤城建設 ㈱

（有） プロディック

豊立工業 ㈱

22

23

28

30

2



土木一式工事（134件）                     (平均点：77.99）　 (土木一式工事:その3）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

路面排水工事２ 豊橋市飯村町地内ほか 76

道路維持改良工事１ 豊橋市芦原町地内 78

公共下水道築造工事（３工区）
豊橋市前芝町地内（豊川流域関連処理区　前芝処
理分区）

80

管渠布設替工事（その２） 豊橋市天伯町地内 80

管渠布設工事 豊橋市天伯町地内ほか 80

公共下水道築造工事（１０５工区）
豊橋市前芝町地内（豊川流域関連処理区　前芝処
理分区）

82

総合動植物公園大沢池周辺整備工事その
３

豊橋市大岩町地内ほか 65

道路修繕工事その１５ 豊橋市市内一円 67

陸上競技場クロスカントリーコース整備工
事

豊橋市今橋町地内　豊橋公園 71

維持整備工事２ 豊橋市市内一円 76

維持整備工事６ 豊橋市市内一円 76

道路修繕工事その７ 豊橋市市内一円 81

維持整備工事３３ 豊橋市市内一円 82

44 (有)マルは飯谷建設 維持整備工事３１ 豊橋市市内一円 78

45 （有）マル秀伊藤組 耐震性防火水槽設置工事 豊橋市草間町地内　草間公園 73

路面排水工事（環境重点）２ 豊橋市東松山町地内 74

路面排水工事１ 豊橋市前畑町地内ほか 77

橋梁保全工事その１
豊橋市石巻平野町地内　市道　石巻平野町９２号
線　下安川橋ほか

78

道路改良工事その１
豊橋市豊栄町地内ほか　市道大岩町・小松原町５
５号線

76

老朽管布設替工事（その２） 豊橋市花田二番町地内 77

老朽管布設替工事（その４） 豊橋市築地町地内ほか 78

路面排水工事１１ 豊橋市三本木町地内ほか 80

公共下水道築造工事（４工区）
豊橋市前芝町地内（豊川流域関連処理区　前芝処
理分区）

80

橋梁保全工事１０
豊橋市鍵田町地内　市道　鍵田町・東小池町１０号
線　上鍵田橋ほか

70

道路修繕工事その３３ 豊橋市市内一円 74

公共下水道築造工事（１０２工区） 豊橋市向草間町地内（中島処理区　高師地区） 77

橋梁修繕工事２
豊橋市飯村南４丁目地内　市道　飯村南５３号線
池上３号橋ほか

78

橋梁修繕工事３
豊橋市大脇町地内　市道　大岩町・二川町５７号線
大脇６号橋ほか

79

ため池漏水対策工事 豊橋市細谷町地内　目高田池 72

ため池改良工事 豊橋市杉山町地内　七股池 72

ため池緊急応急復旧工事 豊橋市杉山町地内　七股池 76

ため池井ぜき修繕工事３ 豊橋市杉山町地内　七股池 76

路面排水工事９ 豊橋市賀茂町地内ほか 70

路面排水工事４ 豊橋市上野町地内ほか 71

老朽管布設替工事（その３） 豊橋市立花町地内ほか 72

公共下水道築造工事（１０６工区）
豊橋市前芝町地内(豊川流域関連処理区　前芝処
理分区)

74

公共下水道築造工事（７工区） 豊橋市牟呂町地内（中島処理区　橋良地区） 74

排水路改修工事１ 豊橋市神野新田町地内　二回地区 81

三河土建 ㈱

42

43

46

47

48

49

50

㈱　松 井 組

（有）マック

名豊建設 ㈱

㈱　ヤマエ臣繁

山とよ建設 ㈱

林光土建 ㈱

3



建築一式工事（36件）        　             (平均点：76.25）　
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

総合動植物公園トイレ・授乳室（アフリカ
園）建設工事

豊橋市大岩町地内ほか 70

総合動植物公園トイレ・授乳室（なかよし牧
場）建設工事

豊橋市大岩町地内ほか 73

岩田小学校体育館大規模改造工事（長寿
命化）

豊橋市中岩田四丁目地内 74

南稜中学校部室棟屋根防水改修等工事 豊橋市植田町地内 79

本郷中学校部室棟屋根防水改修等工事 豊橋市高師本郷町地内 81

3 ㈱ 荒川工務店 芦原小学校北校舎大規模改造工事 豊橋市芦原町地内 71

4 井口土建  ㈱ 東田小学校体育館大規模改造工事 豊橋市仁連木町地内 78

5 ㈱　ウメムラ建築 南陽中学校部室棟屋根防水改修等工事 豊橋市駒形町地内 80

高師台中学校西部室棟屋根防水改修等
工事

豊橋市西幸町地内 75

競輪場メインスタンド改修工事 豊橋市東田町地内 75

野依小学校校舎トイレ大規模改造工事 豊橋市野依町地内 76

7 伸光建設 ㈱
植田小学校体育館大規模改造工事（長寿
命化）

豊橋市植田町地内 73

石巻中学校部室棟屋根防水改修等工事 豊橋市石巻本町地内 72

新川分団器具庫・詰所建設工事 豊橋市神明町地内 73

9 ㈱ 杉原工務店
北部中学校体育館大規模改造工事（長寿
命化）

豊橋市下地町地内 72

高根小学校体育館及び校区市民館外構等
工事

豊橋市西七根町地内 74

五並中学校北校舎大規模改造工事 豊橋市細谷町地内 75

高根小学校体育館及び校区市民館改築工
事

豊橋市西七根町地内 75

五並中学校自転車置場屋根改修等工事 豊橋市細谷町地内 79

幸小学校体育館大規模改造工事 豊橋市西幸町地内 80

11 ㈱内藤ハウス名古屋支店
総合動植物公園大型動物リハビリ施設建
設工事

豊橋市大岩町地内ほか 80

総合動植物公園サーキット場ビューイング
シェルター建設工事

豊橋市大岩町地内ほか 75

こども若者総合相談支援センター（仮称）及
び文化財センター改修工事

豊橋市松葉町三丁目地内 76

職員会館５階事務室改修工事 豊橋市八町通二丁目地内 76

豊栄町防災倉庫設置工事 豊橋市豊栄町地内 77

西部住宅外構整備工事 豊橋市牟呂町地内 79

13 ㈱ 花田工務店 陸上競技場スタンド建設工事 豊橋市今橋町地内 82

14 藤城建設 ㈱ 豊橋市民病院診療棟改修工事 豊橋市青竹町地内 86

15 ㈱ 藤城工務店
石巻小学校体育館大規模改造工事（長寿
命化）

豊橋市石巻町地内 80

豊小学校体育館大規模改造工事 豊橋市西岩田五丁目地内 70

牟呂小学校体育館大規模改造工事 豊橋市牟呂中村町地内 77

富士見台処理場築造工事（水処理管理
棟・改築）

豊橋市富士見台一丁目地内 79

小鷹野浄水場水質試験棟築造工事 豊橋市東小鷹野二丁目地内 80

17 八木建設 ㈱
牛川小学校体育館大規模改造工事（長寿
命化）

豊橋市牛川町地内 72

18 ㈱　山正工務店
多米小学校体育館大規模改造工事（長寿
命化）

豊橋市多米中町二丁目地内 74

19 ㈱ ライフ建設 牟呂中学校部室棟屋根防水改修等工事 豊橋市神野新田町地内 77

12

16

青山建設 ㈱

東建設合名会社

㈱ 清水工務店

㈱杉野建設工業

㈱　豊 田 組

㈱　ニ    シ

丸中建設 ㈱

10

1

2

6

8

4



とび・土工・コンクリート工事（23件）　　     (平均点：78.35）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

ため池整備補修工事 豊橋市船渡町地内　小沢池 79

防護柵設置工事その３０ 豊橋市市内一円 80

2 ㈱ 金    原 ため池井ぜき修繕工事２ 豊橋市植田町地内　新池ほか 71

遊具更新工事 豊橋市東幸町地内　長山公園ほか 70

野依小学校木の遊具設置工事 豊橋市野依町地内 76

4 ㈱ 中部ニット 諸施設修繕工事その４ 豊橋市柱七番町地内　柱七番町公園ほか 80

諸施設修繕工事その１ 豊橋市東小鷹野三丁目地内　中沢公園ほか 78

高師台中学校フェンス建替工事 豊橋市西幸町地内 80

防護柵設置工事その２ 豊橋市市内一円 81

交通安全施設改良修繕工事その１ 豊橋市市内一円 82

6
㈱日本道路システム
豊橋営業所

防護柵設置工事その１ 豊橋市市内一円 76

7
富国合成塗料 ㈱
豊橋営業所

道路反射鏡設置工事１－１ 豊橋市橋良町地内ほか 80

8 前芝建材 ㈱ 松島ポンプ場場内改良工事 豊橋市牟呂町地内 77

道路反射鏡設置工事２ 豊橋市伊古部町地内ほか 80

交通安全施設改良修繕工事その３ 豊橋市市内一円 80

駐車場個別案内板撤去工事 豊橋市駅前大通一丁目地内 80

交通安全施設改良修繕工事その２ 豊橋市市内一円 80

道路反射鏡設置工事１－２ 豊橋市西浜町地内ほか 81

ため池井ぜき修繕工事１ 豊橋市中原町地内　西ノ池ほか 85

11
モービルプランニング㈱
豊橋支店

交通安全施設改良修繕工事その３０ 豊橋市市内一円 76

富士見台処理場築造工事（汚泥貯留棟・
耐震）

豊橋市富士見台一丁目地内 74

西部住宅埋設廃棄物撤去工事 豊橋市牟呂町地内 77

小規模林道事業（改良） 豊橋市石巻西川町地内 79

12

10

1

3

5

9

㈱ イセヤス建材

成豊土建 （有）

（有） ナイトウ建商

㈱　前　山　豊橋営業所

㈱　メタルテクノ神戸

林光土建 ㈱

5



電気工事（49件）　                  　 　    (平均点：78.10）　
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

1 アール電装中部 ㈱
五並中学校北校舎大規模改造に伴う電気
工事

豊橋市細谷町地内 76

八町中継ポンプ場ほか自動通報装置改良
工事

豊橋市八町通四丁目地内ほか 78

いずみが丘処理場汚濁負荷自動測定装置
改良工事

豊橋市杉山町地内 80

農業集落排水施設整備工事・電気設備
（雲谷・中原地区）

豊橋市中原町地内 80

農業集落排水施設整備工事・電気設備
（野依地区）

豊橋市野依町地内 83

3 愛豊電気 ㈱ 競輪場メインスタンド改修に伴う電気工事 豊橋市東田町地内 77

野依小学校校舎トイレ大規模改造に伴う電
気工事

豊橋市野依町地内 76

幸小学校体育館大規模改造に伴う電気工
事

豊橋市西幸町地内 77

多米小学校体育館大規模改造に伴う電気
工事（長寿命化）

豊橋市多米中町二丁目地内 78

牟呂小学校体育館大規模改造に伴う電気
工事

豊橋市牟呂中村町地内 78

牛川小学校体育館大規模改造に伴う電気
工事（長寿命化）

豊橋市牛川町地内 79

職員会館５階事務室改修に伴う電気工事 豊橋市八町通二丁目地内 77

道路照明灯設置工事１－２ 豊橋市弥生町地内ほか 77

高根小学校体育館及び校区市民館改築に
伴う電気工事

豊橋市西七根町地内 72

東田小学校体育館大規模改造に伴う電気
工事

豊橋市仁連木町地内 76

豊橋市民病院診療棟改修に伴う電気工事 豊橋市青竹町地内 76

総合動植物公園照明設備等整備工事 豊橋市大岩町地内ほか 78

こども若者総合相談支援センター（仮称）及
び文化財センター改修に伴う電気工事

豊橋市松葉町三丁目地内 77

小鷹野浄水場水質試験棟築造工事の内
建築電気設備工事

豊橋市東小鷹野二丁目地内 77

交通安全施設改良修繕工事その５ 豊橋市牟呂町地内ほか 83

牟呂ポンプ場ほか直流電源盤改良工事 豊橋市牟呂市場町地内ほか 78

大山中継ポンプ場遠方監視装置改良工事 豊橋市大山町地内ほか 80

10
シンフォニアテクノロジー㈱
豊橋製作所豊橋営業所

富士見台処理場築造工事（電気設備・改
築）

豊橋市富士見台一丁目地内ほか 84

豊橋市民病院診療棟及び病棟照明設備改
修工事

豊橋市青竹町地内 74

ガス灯ＬＥＤ化工事 豊橋市佐藤町地内　幸公園 78

道路照明灯設置工事１－１ 豊橋市住吉町地内ほか 79

石巻小学校体育館大規模改造に伴う電気
工事（長寿命化）

豊橋市石巻町地内 79

12 輝電気工事 ㈱
北部中学校体育館大規模改造に伴う電気
工事（長寿命化）

豊橋市下地町地内 77

松島ポンプ場放流ゲート電気設備改良工
事

豊橋市牟呂町地内 78

小鷹野浄水場電灯設備改良工事 豊橋市東小鷹野二丁目地内 79

公共下水道築造工事（５工区・電気設備） 豊橋市牟呂町地内（野田処理区　吉田方地区） 81

新川分団器具庫・詰所建設に伴う電気工
事

豊橋市神明町地内 76

総合動植物公園トイレ・授乳室（アフリカ
園）建設に伴う電気工事

豊橋市大岩町地内ほか 77

競輪場選手宿舎電源切替等工事 豊橋市東田町地内 77

公共下水道築造工事（９工区・電気設備） 豊橋市牟呂町地内（中島処理区　橋良地区） 77

陸上競技場スタンド建設に伴う電気工事 豊橋市今橋町地内 79

照明灯更新工事 豊橋市今橋町地内　豊橋公園ほか 79

公共下水道築造工事（３工区・電気設備）
豊橋市前芝町地内（豊川流域関連処理区　前芝処
理分区）

79

植田小学校体育館大規模改造に伴う電気
工事（長寿命化）

豊橋市植田町地内 74

芦原小学校北校舎大規模改造に伴う電気
工事

豊橋市芦原町地内 77

総合動植物公園トイレ・授乳室（なかよし牧
場）建設に伴う電気工事

豊橋市大岩町地内ほか 76

豊小学校体育館大規模改造に伴う電気工
事

豊橋市西岩田五丁目地内 77

岩田小学校体育館大規模改造に伴う電気
工事（長寿命化）

豊橋市中岩田四丁目地内 77

道路照明灯設置工事２－１ 豊橋市多米町地内ほか 80

多米配水場低区加圧系配水流量計取替
工事

豊橋市多米町地内 80

高山配水場防犯カメラ取替工事 豊橋市飯村町地内 80

豊岡圧力制御所流量計取替工事 豊橋市豊岡町地内 80

西七根計測所設備更新工事 豊橋市西七根町地内ほか 82

18 ㈱ユタカ電設 道路照明灯設置工事２－２ 豊橋市神野新田町地内ほか 78

11

13

14

15

16

17

2

4

5

6

7

8

9

㈱ アイテム

(有)　栄和電工

㈱影山電機商会

（有）川口電気工事

㈱　三    立

㈱ シンデンコー

シンフォニアエンジニアリ
ング ㈱ 豊橋事業所

㈱　竹本電機商会

㈱　電 光 社

平中電気 ㈱

福田電設 ㈱

マツイ電業  ㈱

㈱ 明電舎中部支社

6



管工事（46件）　    　               　 　    (平均点：77.63）　
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

総合動植物公園トイレ・授乳室（アフリカ
園）建設に伴う冷暖房工事

豊橋市大岩町地内ほか 77

陸上競技場スタンド建設に伴う冷暖房工事 豊橋市今橋町地内 79

陸上競技場スタンド建設に伴う管工事 豊橋市今橋町地内 72

豊小学校体育館大規模改造に伴う管工事 豊橋市西岩田五丁目地内 80

小鷹野浄水場水質試験棟築造工事の内
建築機械設備工事

豊橋市東小鷹野二丁目地内 81

3 ㈱ 大賀 新植田住宅給排水管撤去工事 豊橋市植田町地内 79

4 （有）大孝設備工業 幸小学校受水槽取替工事 豊橋市西幸町地内 76

中央図書館トイレ改修工事 豊橋市羽根井町地内 80

小鷹野浄水場分析ガス配管設備取替工事 豊橋市東小鷹野二丁目地内 82

職員会館５階事務室改修に伴う冷暖房工
事

豊橋市八町通二丁目地内 82

玉川小学校プール温水シャワー改修工事 豊橋市石巻本町 76

下地小学校体育館消火栓配管改修工事 豊橋市下地町地内 78

7 栄 水 道 ㈱
こども若者総合相談支援ｾﾝﾀｰ（仮称）及び
文化財ｾﾝﾀｰ改修に伴う管工事

豊橋市松葉町三丁目地内 76

8 （有） 鈴木鈑金工業所
芦原小学校北校舎大規模改造に伴う冷暖
房工事

豊橋市芦原町地内 78

野依小学校校舎トイレ大規模改造に伴う管
工事

豊橋市野依町地内 75

総合動植物公園ゾウ舎井戸設備工事 豊橋市大岩町地内ほか 80

向山住宅受水槽改修工事 豊橋市向山町地内 81

資源リサイクルセンター浄化槽切替工事 豊橋市東七根町地内 80

牟呂小学校体育館大規模改造に伴う管工
事

豊橋市牟呂中村町地内 81

牛川小学校体育館大規模改造に伴う管工
事（長寿命化）

豊橋市牛川町地内 73

北部中学校体育館大規模改造に伴う管工
事（長寿命化）

豊橋市下地町地内 76

トレーニングセンター浄化槽切替工事 豊橋市豊栄町地内 80

岩田小学校体育館大規模改造に伴う管工
事（長寿命化）

豊橋市中岩田四丁目地内 69

石巻小学校体育館大規模改造に伴う管工
事（長寿命化）

豊橋市石巻町地内 75

豊橋市民病院診療棟改修に伴う管工事 豊橋市青竹町地内 79

上下水道局庁舎３階空調設備改良工事 豊橋市牛川町地内 82

競輪場メインスタンド改修に伴う冷暖房工
事

豊橋市東田町地内 77

高根小学校体育館及び校区市民館改築に
伴う冷暖房工事

豊橋市西七根町地内 81

五並中学校北校舎大規模改造に伴う管工
事

豊橋市細谷町地内 71

五並中学校北校舎大規模改造に伴う冷暖
房工事

豊橋市細谷町地内 72

高根小学校体育館及び校区市民館改築に
伴う管工事

豊橋市西七根町地内 73

芦原小学校北校舎大規模改造に伴う管工
事

豊橋市芦原町地内 80

東田小学校体育館大規模改造に伴う管工
事

豊橋市仁連木町地内 80

総合動植物公園トイレ・授乳室（なかよし牧
場）建設に伴う管工事

豊橋市大岩町地内ほか 80

総合動植物公園トイレ・授乳室（なかよし牧
場）建設に伴う冷暖房工事

豊橋市大岩町地内ほか 81

総合動植物公園トイレ・授乳室（アフリカ
園）建設に伴う管工事

豊橋市大岩町地内ほか 82

空池住宅５号棟ほか受水槽改修工事 豊橋市南栄町地内 82

豊橋市民病院診療棟改修に伴う空調工事 豊橋市青竹町地内 83

中野住宅受水槽改修工事 豊橋市中野町地内 83

17 ㈱ 藤森管工商会 新川分団器具庫・詰所建設に伴う管工事 豊橋市神明町地内 68

18 藤吉工業 ㈱　豊橋支店 南部環境センター浄化槽切替工事 豊橋市東七根町地内 76

19 ㈱　丸    正
多米小学校体育館大規模改造に伴う管工
事（長寿命化）

豊橋市多米中町二丁目地内 70

20 三河設備工業㈱ 空池住宅１号棟ほか受水槽改修工事 豊橋市南栄町地内 79

幸小学校体育館大規模改造に伴う管工事 豊橋市西幸町地内 73

競輪場メインスタンド改修に伴う管工事 豊橋市東田町地内 76

植田小学校体育館大規模改造に伴う管工
事（長寿命化）

豊橋市植田町地内 77

ミナト設備工業 ㈱

1

2

5

6

9

11

12

13

14

10

15

16

21

アール電装中部 ㈱

旭 水 道 ㈱

（有） 金子管工

㈱　コバヤシ住設

㈱ 鈴国設備工業

第一管工㈱

㈱ 大    建

中外工業 ㈱

㈱中部技術サービス

豊橋設備サービス㈱

中村総業 ㈱

㈱ 平本管工

7



舗装工事（39件）　　             　　        (平均点：79.44）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

舗装改良工事２－６ 豊橋市明海町地内 83

橋梁保全工事その６
豊橋市前田町地内　市道　前田町・飽海町１号線
中部橋ほか

84

2 朝日土木興業㈱ 舗装改良工事２－２ 豊橋市富士見台四丁目地内ほか 82

3 ㈱  オーテック 舗装改良工事２－５ 豊橋市飯村町地内ほか 81

4 加藤建設 ㈱ 舗装改良工事２－３ 豊橋市高田町地内ほか 83

5 サカイ工設㈱ 舗装修繕工事その７ 豊橋市市内一円 81

6 ㈱ 新栄建設興業 舗装新設工事１－２ 豊橋市高塚町地内ほか 78

7 神野建設 ㈱ 舗装改良工事１－２ 豊橋市西羽田町地内ほか 81

8 ㈱ 鈴木土建 舗装改良工事１－５ 豊橋市西松山町地内ほか 73

9 大起建設 ㈱ 公共下水道築造工事（３０１工区）舗装 豊橋市前芝町地内ほか 78

人にやさしい道づくり工事 豊橋市市内一円 81

公共下水道築造工事（３０２工区）舗装 豊橋市牟呂町地内ほか 84

路面復旧工事（２） 豊橋市多米東町三丁目地内ほか 71

路面復旧工事（１） 豊橋市中原町地内ほか 72

舗装修繕工事その１ 豊橋市市内一円 78

中島処理場場内改良工事（舗装） 豊橋市神野新田町地内 80

舗装改良工事１－６ 豊橋市仲ノ町地内ほか 82

舗装改良工事１－１ 豊橋市三ノ輪町地内ほか 80

舗装復旧工事（植田地区） 豊橋市植田町地内ほか 80

舗装復旧工事（天伯地区） 豊橋市天伯町地内 79

舗装改良工事２－１ 豊橋市西七根町地内ほか 81

15 東三建設 ㈱ 公共下水道築造工事（３０３工区）舗装
豊橋市前芝町地内（豊川流域関連処理区　前芝処
理分区）

80

16 豊橋建設工業 ㈱ 舗装改良工事２－４ 豊橋市内張町地内ほか 79

舗装新設工事１－１ 豊橋市小島町地内ほか 82

舗装修繕工事その３０ 豊橋市市内一円 82

舗装修繕工事その４ 豊橋市市内一円 83

舗装修繕工事その３１ 豊橋市市内一円 77

舗装修繕工事その５ 豊橋市市内一円 81

舗装修繕工事その３ 豊橋市市内一円 81

舗装修繕工事その３２ 豊橋市　市内一円 75

舗装修繕工事その６ 豊橋市市内一円 79

舗装修繕工事その２ 豊橋市市内一円 80

20 藤城建設 ㈱ 舗装改良工事１－４ 豊橋市吾妻町地内ほか 82

21 前芝建材 ㈱
総合動植物公園トイレ・授乳室（アフリカ
園）建設に伴う舗装工事

豊橋市大岩町地内ほか 77

22 ㈱　松 井 組 舗装改良工事１－３ 豊橋市西岩田一丁目地内ほか 76

23 ㈱　松田建設 舗装修繕工事その８ 豊橋市市内一円 80

24 名豊建設 ㈱ 舗装改良工事１－７ 豊橋市東脇三丁目地内ほか 81

25 （有）吉興業 路面復旧工事（３） 豊橋市石巻本町地内ほか 75

26 林光土建 ㈱ 舗装改良工事２－７ 豊橋市東赤沢町地内ほか 76

㈱　内 藤 組

㈱　中 建 設

㈱ 長谷川建設

東海興業 ㈱

1

10

11

12

13

14

18

19

17

青山建設 ㈱

大松建設興業 ㈱

谷山建設 ㈱

中採工事 ㈱

㈱　中    部

8



塗装工事（16件）　　             　　        (平均点：78.13）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

橋梁保全工事その５
豊橋市嵩山町地内　市道　嵩山町１８０号線　宮後
橋ほか

76

東部学校給食共同調理場ボイラー棟煙突
補修工事

豊橋市西口町地内 77

2 ㈱　大   林 植田ポンプ場調整槽改良工事（防食） 豊橋市植田町地内 76

本郷中学校プール槽等塗装工事 豊橋市高師本郷町地内 79

横断歩道橋修繕工事 豊橋市牛川町地内 82

橋梁修繕工事１
豊橋市大脇町地内　市道　雲谷町２号線　竹の谷
橋ほか

83

4
㈱ キクテック
豊橋営業所

総合動植物公園路面標示工事 豊橋市大岩町地内ほか 79

橋梁保全工事その４
豊橋市西郷町地内　市道　牛川町・御園町９号線
西郷橋ほか

73

橋梁保全工事その３
豊橋市井原町地内　市道　牛川通・飯村町1号線
井原橋（上り）ほか

75

6 (有) ダイシン 交差点等安全カラー標示工事 豊橋市二川町地内ほか 75

7 日道工業㈱豊橋営業所 区画線設置工事その２ 豊橋市市内一円 79

8
㈱　日本道路システム
豊橋営業所

区画線設置工事その３０ 豊橋市市内一円 79

9 ㈱　ハカマダ 栄小学校体育館屋根等塗装工事 豊橋市北山町地内 81

10
富国合成塗料 ㈱
豊橋営業所

区画線設置工事その１ 豊橋市市内一円 82

11
モービルプランニング㈱
豊橋支店

区画線設置工事その３ 豊橋市市内一円 79

12 (有)　山口塗工店 道路照明灯塗装修繕工事 豊橋市市内一円 75

朝倉工業 ㈱

(有)　河合塗装工業

(有)　スズペン

1

3

5

9



防水工事（28件）　                           (平均点：79.07）　
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

中野住宅１号棟外壁改修工事 豊橋市中野町地内 77

中野住宅３号棟外壁改修工事 豊橋市中野町地内 82

牛川小学校校舎内壁耐震改修工事 豊橋市牛川町地内 76

牟呂小学校南校舎外壁耐震改修等工事 豊橋市牟呂中村町地内 79

汐田小学校体育館通路防水工事 豊橋市牟呂町地内 79

栄生住宅１号棟ほか屋上防水工事 豊橋市町畑町地内ほか 81

磯辺小学校北校舎外壁耐震改修等工事 豊橋市駒形町地内 78

中部中学校南校舎内壁耐震改修工事 豊橋市舟原町地内 79

牛川小学校南校舎外壁耐震改修等工事 豊橋市牛川町地内 79

空池住宅５号棟外壁改修工事 豊橋市南栄町地内 79

6 サンシン工販 ㈱ 西部住宅９号棟ほか屋上防水工事 豊橋市牟呂町地内 81

高豊中学校南校舎内壁耐震改修工事 豊橋市伊古部町地内 79

牟呂小学校北校舎内壁耐震改修工事 豊橋市牟呂中村町地内 79

青少年センター宿泊棟外壁耐震改修等工
事

豊橋市牟呂町地内 79

杉山小学校小プール槽防水改修工事 豊橋市杉山町地内 80

空池住宅７号棟外壁改修工事 豊橋市南栄町地内 78

南部中学校南校舎外壁耐震改修等工事 豊橋市北山町地内 80

西部住宅８号棟ほか屋上防水工事 豊橋市牟呂町地内 80

南部学校給食共同調理場屋上等防水改
修工事

豊橋市橋良町地内 79

自然史博物館屋上防水改修工事 豊橋市大岩町地内ほか 80

高豊中学校北校舎外壁耐震改修等工事 豊橋市伊古部町地内 81

豊橋駅東口駅前広場地下道天井補修工
事

豊橋市駅前大通一丁目地内ほか 79

南稜中学校北校舎外壁耐震改修等工事 豊橋市植田町地内 79

西部住宅１４号棟ほか屋上防水工事 豊橋市牟呂町地内 79

西部住宅１２号棟ほか屋上防水工事 豊橋市牟呂町地内 79

中野住宅２号棟外壁改修工事 豊橋市中野町地内 80

豊城中学校校舎内壁耐震改修工事 豊橋市今橋町地内 75

空池住宅６号棟外壁改修工事 豊橋市南栄町地内 78
㈱松下装業

朝倉工業 ㈱

（有）アルビック

㈱　大   林

(有)　河合塗装工業

㈱　黒柳塗装店

新生建工 ㈱

(有)　創喜商会

㈱ 東海工事

㈱　ハカマダ

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

10



機械器具設置工事（26件）　　              (平均点：79.65）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

三ツ相ポンプ場空気圧縮機改良工事 豊橋市三ツ相町地内 77

鍵田ポンプ場エンジン始動用空気配管改
良工事

豊橋市東小池町地内 78

中島処理場４号砂ろ過流入弁改良工事 豊橋市神野新田町地内 79

小鷹野浄水場PH調整設備改良工事 豊橋市東小鷹野二丁目地内 80

中島処理場築造工事（最終沈殿池汚泥ポ
ンプ設備・改築）

豊橋市神野新田町地内 83

3 音羽電機 ㈱ 排水機場整備補修工事１ 豊橋市吉前町地内　吉前排水機場 75

排水機場整備補修工事２ 豊橋市大山町地内　大山排水機場 78

植田ポンプ場調整槽改良工事（機械設備） 豊橋市植田町地内 80

排水機場樋門改修工事 豊橋市日色野町地内　八王子排水機場 81

除塵機設置工事 豊橋市東幸町地内 82

5
（株）神鋼環境ソリューショ
ン名古屋支店

富士見台処理場築造工事（汚泥処理設
備・改築）

豊橋市富士見台一丁目地内 85

六ツ峰中継ポンプ場ほか汚水ポンプ改良
工事

豊橋市西七根町地内ほか 80

公共下水道築造工事（３工区・ポンプ設備）
豊橋市前芝町地内（豊川流域関連処理区　前芝処
理分区）

80

公共下水道築造工事（５工区・ポンプ設備） 豊橋市牟呂町地内（野田処理区　吉田方地区） 81

7 藤吉工業 ㈱　豊橋支店
農業集落排水施設整備工事・機械設備ほ
か（野依地区）

豊橋市野依町地内 77

ごみクレーン改良工事 豊橋市豊栄町地内 76

野依台処理場２号終沈汚泥ポンプ改良工
事

豊橋市野依台二丁目地内 76

公共下水道築造工事（９工区　ポンプ設
備）

豊橋市牟呂町地内（中島処理区　橋良地区） 77

下地給水所第６水源水中モータポンプ取
替工事

豊橋市大村町地内 78

富士見台中継ポンプ場破砕機改良工事 豊橋市富士見台六丁目地内 80

中島処理場重力濃縮棟脱臭設備改良工
事

豊橋市神野新田町地内 81

中島処理場築造工事（水処理ゲート設備・
改築）その１

豊橋市神野新田町地内 81

梅薮ポンプ場バイパスゲート改良工事 豊橋市梅薮町地内 81

八町中継ポンプ場１号汚水ポンプ吐出弁
改良工事

豊橋市八町通四丁目地内 81

高根処理場返送汚泥ポンプ改良工事 豊橋市高塚町地内 82

小鷹野浄水場薬注設備改良工事 豊橋市東小鷹野二丁目地内 82

荏原商事 ㈱
豊橋営業所

㈱　ケイテック

㈱ 平本管工

㈱　マナック

㈱　豊 設 備

㈱ 愛知エンヂニアリング1

2

4

8

9

6
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造園工事（11件）　                           (平均点：79.09）　
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

公園樹適正化工事 豊橋市西小鷹野四丁目地内　牛川遊歩公園 78

美しい並木道再生工事その４ 豊橋市往完町地内ほか 81

2 ㈱ 喜 楽 園 美しい並木道再生工事その３ 豊橋市八通町地内ほか 80

3 嵩山緑花木 （有） 美しい並木道再生工事その１ 豊橋市錦町地内ほか 80

街路樹適正化工事 豊橋市飯村南二丁目地内ほか 80

桜植栽工事 豊橋市大岩町地内　岩屋緑地 84

5 ㈱ 庭正造園 美しい並木道再生工事その２ 豊橋市羽根井本町地内ほか 80

街路樹等維持補修工事その１ 豊橋市市内一円 73

街路樹等維持補修工事その２ 豊橋市市内一円 75

ため池花いっぱい整備工事 豊橋市大岩町地内　反茂池 79

市民文化会館駐車場植栽更新工事 豊橋市向山大池町地内　向山緑地 80

（有） 庭弘造園

森重造園土木 ㈱

㈱ 庭米造園

㈱ 小柳津造園1

4

7

6

12



水道施設工事（59件）　　                   (平均点：75.47） （水道施設工事：その１）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

1 青山建設 ㈱ 配水管移設工事（３） 豊橋市東新町地内 79

2 旭 水 道 ㈱ 配水管布設替及び消火栓据付工事（１８） 豊橋市牧野町地内 82

配水管布設替及び消火栓据付工事（８） 豊橋市緑ケ丘一丁目地内ほか 73

配水管布設替工事（１５） 豊橋市多米町地内ほか 75

配水管移設及び布設工事（１）
豊橋市牟呂町地内(豊橋柳生川南部土地区画整理
事業)

69

下地給水所場内配管工事 豊橋市下地町地内 72

配水管布設替工事（２３） 豊橋市東赤沢町地内ほか 74

配水管布設工事（１２） 豊橋市大岩町地内 76

配水管布設替工事（２９） 豊橋市馬見塚町地内 76

配水管布設替及び消火栓据付工事（６） 豊橋市牛川町地内 78

配水管布設替及び消火栓据付工事（１４） 豊橋市前芝町地内ほか 76

配水管布設工事（２６） 豊橋市豊栄町地内ほか 79

配水管移設工事（２）
豊橋市牟呂町地内(豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業)

73

配水管移設工事（１０） 豊橋市神野新田町地内 74

配水管移設工事（７）
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

74

配水管移設及び布設工事（２９）
豊橋市牟呂町地内（豊橋柳生川南部土地区画整理
事業）

72

配水管移設及び布設工事（３２）
豊橋市牟呂町地内（豊橋柳生川南部土地区画整理
事業）

72

配水管移設工事（５） 豊橋市豊栄町地内ほか 74

配水管布設替及び消火栓据付工事（１２） 豊橋市松井町地内ほか 75

配水管布設替工事（３０） 豊橋市東岩田一丁目地内 75

配水管布設替工事（９） 豊橋市新栄町地内 75

配水管布設工事（幹線４） 豊橋市向山西町地内ほか 81

配水管移設工事（６） 豊橋市牟呂町地内 74

配水管布設替工事（３１） 豊橋市南大清水町地内 76

配水管布設工事（幹線２） 豊橋市西小鷹野一丁目地内ほか 80

配水管布設替工事（１７） 豊橋市柱二番町地内 80

配水管移設工事（３４） 豊橋市船渡町地内 81

配水管布設替及び消火栓据付工事（５） 豊橋市北島町地内ほか 82

配水管布設工事（１７） 豊橋市大岩町地内 75

耐震補強金具設置工事 豊橋市牛川町地内(下条幹線） 77

配水管布設替及び消火栓据付工事（１１） 豊橋市花田町地内ほか 66

配水管布設替工事（２８） 豊橋市下地町地内 74

配水管布設工事（２７） 豊橋市天伯町地内ほか 76

配水管布設工事（２４） 豊橋市大岩町地内 73

配水管移設工事（９） 豊橋市牛川町地内（小鷹野導水管） 78

15 ㈱　中    部 配水管布設工事（幹線１） 豊橋市東小鷹野一丁目地内ほか 81

配水管布設替工事（２１） 豊橋市井原町地内ほか 68

配水管移設工事（１８） 豊橋市神野新田町地内 79

配水管布設替工事（２４） 豊橋市小松原町地内ほか 74

配水管布設工事（１４） 豊橋市東幸町地内ほか（高師幹線） 79

配水管布設替及び消火栓据付工事（１３） 豊橋市東脇四丁目地内 75

配水管布設工事（１５） 豊橋市東幸町地内ほか　（高師幹線） 78

配水管布設替及び消火栓据付工事（１０） 豊橋市羽田町地内ほか 67

配水管布設替工事（２０） 豊橋市大岩町地内 71

配水管布設替工事（２６） 豊橋市大村町地内 74

配水管布設工事（２８） 豊橋市天伯町地内ほか 75

配水管移設工事（４） 豊橋市天伯町地内 74

配水管布設工事（２３） 豊橋市下五井町地内 75

配水管布設替工事（１９） 豊橋市草間町地内 75

配水管布設工事（１３） 豊橋市大村町地内 75

配水管布設替工事　（２５） 豊橋市東小浜町地内 76

配水管移設及び布設工事（２５）
豊橋市牛川町地内（豊橋牛川西部土地区画整理事
業）

77

光設備工業 ㈱

藤原土木（有）

㈱ 大    建

（有） 髙木管工

中外工業 ㈱

東海水道 ㈱

㈱ 東海メンテナンス

中村総業 ㈱

向陽設備 ㈱

栄 水 道 ㈱

㈱ 三幸

㈱ 新栄建設興業

㈱ 鈴国設備工業

第一管工㈱

（有） 金子管工

（有） 梅沢管工

（有）大孝設備工業
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13
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水道施設工事（59件）　　                   (平均点：75.47） （水道施設工事：その2）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

21 ㈱ 藤森管工商会 配水管布設替工事（１６） 豊橋市西幸町地内 72

配水管布設工事（幹線３） 豊橋市西小鷹野一丁目地内ほか 79

配水管布設替及び消火栓据付工事（２７） 豊橋市下地町地内ほか 80

配水管布設替工事（７） 豊橋市牛川通五丁目地内ほか 80

配水管移設及び布設工事（３０）
豊橋市牛川町地内（豊橋牛川西部土地区画整理事
業）

73

配水管布設替工事（２２） 豊橋市浜道町地内 74

配水管移設工事（３３）
豊橋市牟呂町地内（豊橋牟呂坂津土地区画整理事
業）

76

㈱　丸    正

安田工業 ㈱

22

23

14



消防施設工事（1件）　　                   (平均点：72.00）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

1 常友防災 ㈱ 豊橋市民病院消防設備改修工事 豊橋市青竹町地内 72
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清掃施設工事（6件）　　                     (平均点：78.50）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

燃焼溶融炉耐火壁等工事その１ 豊橋市豊栄町地内 78

燃焼溶融炉耐火壁等工事その２ 豊橋市豊栄町地内 79

燃焼溶融炉耐火壁等工事その３ 豊橋市豊栄町地内 79

燃焼溶融炉耐火壁等工事その４ 豊橋市豊栄町地内 83

３号炉維持整備工事 豊橋市豊栄町地内 76

し尿処理施設排水処理施設化工事 豊橋市豊栄町地内 76

三井造船環境エンジニア
リング ㈱

三菱重工環境・化学エン
ジニアリング ㈱ 中部支店

1

2
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解体工事（10件）　　                     (平均点：76.70）
整理
番号

業　　　者　　　名 工　　　事　　　名 工　　事　　場　　所
成　績
評定点

旧勤労青少年ホーム解体工事 豊橋市鍵田町地内 74

城山住宅解体工事 豊橋市城山町地内 76

2 前芝建材 ㈱ 豊橋市民病院更衣棟解体工事 豊橋市青竹町地内 79

競輪場バックスタンド等解体工事 豊橋市東田町地内 75

総合動植物公園ニホンザル舎ほか１獣舎
解体工事

豊橋市大岩町地内ほか 78

谷川分団雲谷部器具庫・詰所解体工事 豊橋市雲谷町地内 76

西郷分団中山部器具庫・詰所解体工事 豊橋市石巻中山町地内 76

松葉分団第二部器具庫・詰所解体工事 豊橋市北島町地内 76

賀茂分団第三部器具庫・詰所解体工事 豊橋市賀茂町地内 78

中島処理場乾燥汚泥仮置場撤去工事 豊橋市神野新田町地内 79

㈱ カイテック

㈱　マルコー商会

林光土建 ㈱

1

3

4
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