
　

※本資料の内容は、令和3年3月末における予定であり、変更が生じたり今回公表したもの以外に発注する場合があります。

※入札･契約方式において、「一般」は一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約を表します。

※発注予定時期は、一般競争入札にあつては公告の時期、指名競争入札にあっては指名通知の時期、随意契約にあっては

　 見積通知の時期を表します。

※ 問 い 合 わ せ 先 電 話

０５２－９５４－１３７３   （技術業務課：監理・整備G）

０５２－９５４－１３５７   （公社住宅推進室：企画戦略G）

別紙様式　１

令　和　３　年　度

（　第　１　回　）

愛 知 県 住 宅 供 給 公 社 工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表

０５２－９５４－１３６８   （技術業務課：保全G）



主務課（技術業務課：保全G　1）

番 号 変　更 工　　　　　　事　　　　　　名 工事場所 工　期 工　種 　　　工　　事　　概　　要
入     札
契約方式

発　　　注
予定時期

1 助光住宅外壁改修等工事 中川区 約5ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 指名 第1四半期
2 花池住宅始め2住宅外壁改修等工事 一宮市他 約6ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 指名 第1四半期
3 竜美ヶ丘住宅手摺改修等工事 岡崎市 約5ヶ月 保全(建) 手摺改修等工事 指名 第1四半期
4 鶴ヶ浜住宅敷地法面造成工事 蒲郡市 約4ヶ月 保全(建) 敷地法面造成工事 指名 第1四半期
5 包里住宅排水管改修工事 中川区 約6ヶ月 保全(管) 排水管改修工事 指名 第1四半期
6 飯田公園住宅始め2住宅 風呂釜改修工事 北区他 約7ヶ月 保全(管) 風呂釜改修工事 指名 第1四半期
7 北頭第二住宅風呂釜改修工事 南区 約5ヶ月 保全(管) 風呂釜改修工事 指名 第1四半期
8 伝治山住宅始め4住宅 遠隔量水器等取替工事 緑区他 約6ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第1四半期
9 辻町住宅始め6住宅 遠隔量水器等取替工事 北区他 約6ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第1四半期

10 篠岡住宅連結送水管改修工事 小牧市 約3ヶ月 保全(管) 連結送水管改修工事 指名 第1四半期
11 清州住宅公共下水切替工事 清須市 約6ヶ月 保全(管) 公共下水切替工事 指名 第1四半期
12 光ヶ丘第二住宅始め5住宅 遠隔量水器等取替工事 小牧市他 約7ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第1四半期
13 高御堂住宅 遠隔量水器等取替工事 稲沢市 約4ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第1四半期
14 古井住宅風呂釜等改修工事 安城市 約5ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 指名 第1四半期
15 八ツ面住宅公共下水切替工事 西尾市 約4ヶ月 保全(管) 公共下水切替工事 指名 第1四半期
16 本宿住宅始め6住宅 遠隔量水器等取替工事 岡崎市他 約6ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第1四半期
17 岩田住宅始め4住宅 遠隔量水器等取替工事 豊橋市他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第1四半期
18 清船南住宅始め2住宅シングル葺き屋根改修工事 中川区他 約5ヶ月 保全(防) シングル葺き屋根改修工事 指名 第1四半期
19 唐臼住宅 シングル葺き屋根改修工事 津島市 約6ヶ月 保全(防) シングル葺き屋根改修工事 指名 第1四半期
20 弁天住宅シングル葺き屋根等改修工事 新城市 約5ヶ月 保全(防) シングル葺き屋根等改修工事 指名 第1四半期
21 瀬戸住宅駐車場整備工事 瀬戸市 約5ヶ月 保全(土) 駐車場整備工事 指名 第1四半期
22 高御堂住宅手摺改修等工事 稲沢市 約7ヶ月 保全(建) 手摺改修等工事 一般 第1四半期
23 伝治山住宅 給水設備改修工事 緑区 約7ヶ月 保全(管) 給水設備改修工事 一般 第1四半期
24 旭住宅公共下水切替工事 尾張旭市 約6ヶ月 保全(管) 公共下水切替工事 一般 第1四半期
25 吉浜住宅駐車場整備工事 高浜市 約5ヶ月 保全(土) 駐車場整備工事 一般 第1四半期
26 諏訪山住宅始め2住宅外壁改修等工事 緑区他 約5ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 指名 第2四半期
27 岩田住宅手摺改修等工事 豊橋市 約5ヶ月 保全(建) 手摺改修等工事 指名 第2四半期
28 当知住宅電気設備改修工事 港区 約5ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第2四半期
29 八幡台住宅始め2住宅 電気設備改修工事 瀬戸市他 約6ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第2四半期
30 花池住宅電気設備改修工事 一宮市 約5ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第2四半期
31 高取住宅始め3住宅電気設備改修工事 高浜市他 約6ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第2四半期
32 助光住宅始め2住宅連結送水管改修工事 中川区他 約5ヶ月 保全(管) 連結送水管改修工事 指名 第2四半期
33 中川住宅始め4住宅 遠隔量水器等取替工事 中川区他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第2四半期
34 勝川住宅始め２住宅風呂釜等改修工事 春日井市他 約7ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 指名 第2四半期
35 東野住宅始め4住宅風呂釜等改修工事 江南市他 約6ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 指名 第2四半期
36 岩滑住宅始め3住宅 風呂釜等改修工事 半田市他 約5ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 指名 第2四半期
37 伊文住宅始め2住宅風呂釜改修工事 西尾市他 約5ヶ月 保全(管) 風呂釜改修工事 指名 第2四半期
38 御油住宅始め5住宅遠隔量水器取替工事 豊川市他 約6ヶ月 保全(管) 遠隔量水器取替工事 指名 第2四半期
39 北外山住宅シングル葺き屋根改修工事 小牧市 約4ヶ月 保全(防) シングル葺き屋根改修工事 指名 第2四半期
40 二川住宅屋上防水工事 豊橋市 約4ヶ月 保全(防) 屋上防水工事 指名 第2四半期



主務課（技術業務課：保全G　2）

番 号 変　更 工　　　　　　事　　　　　　名 工事場所 工　期 工　種 　　　工　　事　　概　　要
入     札
契約方式

発　　　注
予定時期

41 平針住宅始め11住宅樹木剪定等工事 天白区他 約5ヶ月 保全(造園) 樹木剪定等工事 指名 第2四半期
42 原山台住宅始め4住宅 樹木剪定工事 瀬戸市他 約5ヶ月 保全(造園) 樹木剪定工事 指名 第2四半期
43 大口住宅始め6住宅樹木剪定工事 大口町他 約4ヶ月 保全(造園) 樹木剪定工事 指名 第2四半期
44 清水住宅始め4住宅樹木剪定工事 東海市他 約4ヶ月 保全(造園) 樹木剪定工事 指名 第2四半期
45 千両住宅始め5住宅樹木剪定工事 豊川市他 約4ヶ月 保全(造園) 樹木剪定工事 指名 第2四半期
46 高坪住宅駐車場整備工事 守山区 約6ヶ月 保全(土) 駐車場整備工事 指名 第2四半期
47 花池住宅給水設備改修工事 一宮市 約6ヶ月 保全(管) 給水設備改修工事 一般 第2四半期
48 鳥居松住宅瓦葺き屋根改修工事 春日井市 約4ヶ月 保全(建) 瓦葺き屋根改修工事 指名 第3四半期
49 中条住宅始め2住宅電気設備改修工事 豊川市他 約4ヶ月 保全(電) 電気設備改修工事 指名 第3四半期
50 辻町住宅始め5住宅遠隔量水器等取替工事 北区他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第3四半期
51 北外山住宅始め3住宅 遠隔量水器等取替工事 小牧市他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第3四半期
52 苅安賀住宅始め4住宅遠隔量水器等取替工事 一宮市他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第3四半期
53 乙川住宅始め4住宅遠隔量水器等取替工事 半田市他 約4ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第3四半期
54 中川住宅始め10住宅 樹木剪定工事 中川区他 約5ヶ月 保全(造園) 樹木剪定工事 指名 第3四半期
55 鷲塚住宅始め3住宅 樹木剪定等工事 碧南市他 約4ヶ月 保全(造園) 樹木剪定等工事 指名 第3四半期



主務課（技術業務課:監理・整備G　1）

番 号 変　更 工　　　　　　事　　　　　　名 工事場所 工　期 工　種 　　　工　　事　　概　　要
入     札
契約方式

発　　　注
予定時期

1 豊田市営井ノ口住宅外壁改修等工事 豊田市 約4ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 指名 第1四半期
2 渋谷住宅風呂釜等改修工事 豊田市 約7ヶ月 保全(管) 風呂釜等改修工事 一般 第1四半期
3 神池住宅駐車場整備工事 豊田市 約8ヶ月 保全(土) 駐車場整備工事 一般 第1四半期
4 豊田市営東山住宅防災設備取替工事 豊田市 約6ヶ月 保全(電) 防災設備取替工事 一般 第1四半期
5 保見住宅始め9住宅樹木剪定工事 豊田市他 約5ヶ月 保全(造園) 樹木剪定工事 指名 第2四半期
6 豊田市営梶畑住宅 外壁改修等工事 豊田市 約6ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 指名 第2四半期
7 豊田市営東山住宅外壁改修等工事 豊田市 約7ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 一般 第2四半期



主務課（公社住宅推進室：企画戦略G　１）

番 号 変　更 工　　　　　　事　　　　　　名 工事場所 工　期 工　種 　　　工　　事　　概　　要
入     札
契約方式

発　　　注
予定時期

1 公社サンコート西枇杷島 住宅改良工事 清須市 約5ヶ月 保全(建) 住宅改良工事 指名 第１四半期
2 公社サンコート砂田橋始め3住宅 遠隔量水器等取替工事 東区他 約8ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第１四半期
3 公社サンコート砂田橋ガス警報器取替工事 東区 約5ヶ月 保全(管) ガス警報器取替工事 指名 第１四半期
4 公社サンコート田原連結送水管改修工事 田原市 約3ヶ月 保全(管) 連結送水管改修工事 指名 第2四半期
5 公社長戸住宅住宅改良工事 昭和区 約4ヶ月 保全(建) 住宅改良工事 指名 第2四半期
6 公社富吉住宅始め2住宅連結送水管等改修工事 蟹江町 約4ヶ月 保全(管) 連結送水管等改修工事 指名 第2四半期
7 公社富吉住宅始め3住宅公共下水切替工事 蟹江町 約6ヶ月 保全(管) 公共下水切替工事 一般 第2四半期
8 公社当知東住宅外壁改修等工事 港区 約8ヶ月 保全(建) 外壁改修等工事 一般 第2四半期
9 公社当知東住宅排水管改修工事 港区 約6ヶ月 保全(管) 排水管改修工事 一般 第2四半期

10 公社サンコート西枇杷島住宅改良工事（Ⅱ期） 清須市 約5ヶ月 保全(建) 住宅改良工事 指名 第３四半期
11 公社松河戸住宅始め7住宅遠隔量水器等取替工事 春日井市他 約5ヶ月 保全(管) 遠隔量水器等取替工事 指名 第3四半期


