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青山建設 ㈱ 管渠施設移設工事（その１） 豊橋市東新町地内 85

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

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

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

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

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

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

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

大雨浸水対策工事１ 豊橋市飯村町地内 83

大雨浸水対策工事２ 豊橋市柱四番町地内ほか 83

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

建築一式工事 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

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

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

豊橋建設工業 ㈱

大松建設興業 ㈱

地建興業 ㈱ 豊橋営業所

（有） 天豊土木

東三建設 ㈱

日立テクノス  ㈱

（有） プロディック

豊立工業 ㈱

㈱　メタルテクノ神戸

　　　平成３０年度優良工事施工業者　　　　

　 平成２９年度に優良な工事を施工した業者を、公共工事の適正な施工及び品質の向上に資することを目的とした「豊橋市優良
工事施工業者選定及び公表要領」に基づき、下記のとおり公表する。

（その１）

朝日土木興業㈱

㈱  オーテック

土木一式工事

㈱　前　山　豊橋営業所

とび・土工・
コンクリート工

事

電気工事 ㈱ 明電舎中部支社

北河建設興業 ㈱
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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

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

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

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

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

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

（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

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

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

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

(その２）

大松建設興業 ㈱

（有） 金子管工

第一管工㈱

㈱ 平本管工

管工事

青山建設 ㈱

舗装工事

㈱　内 藤 組

㈱　中    部

第一管工㈱水道施設工事

機械器具設置
工事

㈱ 平本管工

㈱　豊 設 備

造園工事 （有） 庭弘造園
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