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役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年4月30日まで

       60,825
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年4月30日まで

       17,496
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 介護高齢課
豊川市御津福祉保健セ
ンター施設管理委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

   3,161,970
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 介護高齢課
豊川市地域型訪問サー
ビス事業業務委託

平成30年4月1日
（平成30年8月1日変更契

約締結）

公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

 1,350
又は

1,200

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
御油・御油第２墓園維
持管理業務委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

266,533
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
金沢墓園維持管理業務
委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

140,748
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 文化振興課
御津文化会館日常清掃
委託業務

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月１日から
平成31年3月31日まで

880
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 水道業務課
水道事業詰所清掃業務
委託

平成30年4月1日
社会福祉法人としなが
福祉会

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

       65,484
地方公営企業法施行令第21条の14第3号に規定の
市内に所在する障害者支援施設であり、かつ、め見
積りを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 水道整備課
給水栓水毎日検査業務
委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

   4,149,877
地方公営企業法施行令第21条の14第3号に規定する
市内に所在するシルバー人材センターであり、見積り
を徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 清掃事業課
白色トレー減容業務委
託

平成30年4月1日
社会福祉法人若竹荘あ
けぼの作業所

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

       17,572
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
宮路山トイレ等清掃委
託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      855,360
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課 岩ノ谷トイレ清掃委託 平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      326,592
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
豊川市赤坂休憩所清掃
作業委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      466,560
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（草刈作業）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

         1,458
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（剪定作業）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

         1,566
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

平成３０年度　福祉施設等との随意契約締結状況一覧
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単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（伐採作業）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

         1,566
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（除草剤散布作業）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

         1,458
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（残材処分作業）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

         2,160
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（巡視）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

            950
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（車代）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

            300
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（処分料）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

            120
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委
託（除草剤）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

         2,500
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委託
（ハンマーナイフ使用料） 平成30年4月1日

公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

         2,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委託
（エンジントリマー使用料） 平成30年4月1日

公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

            300
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 財産管理課
普通財産草刈等作業委託
（エンジンチェーンソー使用
料）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで

            500
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成30年4月30日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 行政課 郵便物等集配業務委託 平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      948,672
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 公園緑地課 公園等管理作業委託 平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

  14,623,592
契約先は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号で掲げるシルバー人材センターに該当し、見積りも
予定価格の範囲内であったため。

単価契約 公園緑地課
公園等管理作業委託
（派遣事業）運転手分

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

         1,205
契約先は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号で掲げるシルバー人材センターに該当し、見積りも
予定価格の範囲内であったため。

単価契約 公園緑地課
公園等管理作業委託
（派遣事業）助手分

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

         1,166
契約先は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号で掲げるシルバー人材センターに該当し、見積りも
予定価格の範囲内であったため。
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単価契約 生涯学習課
施設休日夜間管理委託（一
宮・音羽・御津・小坂井生涯
学習会館）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

            875
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 生涯学習課
日常清掃業務委託料（一
宮・小坂井生涯学習会館）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

            875
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
伊奈城址公園トイレ清
掃業務委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      187,968
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
自転車駐車場整理業務
委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月１日から
平成31年3月31日まで

   5,653,339
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 人権交通防犯課
放置自転車対策業務委
託（運転手）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月１日から
平成31年3月31日まで

         1,205
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 人権交通防犯課
放置自転車対策業務委
託（助手）

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月１日から
平成31年3月31日まで

         1,166
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路維持課 地下道清掃業務委託 平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      848,304
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路維持課
国府駅・伊奈駅東西連絡
橋等日常清掃業務委託

平成30年4月1日
特定非営利活動法人メ
ンタルネットとよかわ

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

   2,787,534
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する障害福祉サービス事業であり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路維持課
長山駅トイレ清掃業務
委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

       93,312
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 御津支所
御津庁舎日常清掃業務
委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      695,692
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 小坂井支所
小坂井庁舎日常清掃作
業委託

平成30年4月1日
特定非営利活動法人メ
ンタルネットとよかわ

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      803,250
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する障害福祉サービス事業であり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人事課 豊川市宿直業務委託 平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

   4,336,200
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 清掃事業課
再生資源拠点回収業務
委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

      262,292
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 清掃事業課
ごみステーション啓発指
導委託

平成30年4月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

   1,645,464
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業（砥鹿神
社下）

平成30年4月16日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月16日        29,160
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 文化振興課
御津文化会館駐車場草
刈委託業務

平成30年4月16日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月16日        24,309
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課 三河国分寺跡草刈業務 平成30年4月18日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月1日から
平成30年5月7日まで

      244,944
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
小坂井生涯学習会館
除草、残材処分

平成30年4月18日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月27日から
平成30年4月30日まで

       33,734
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 防災対策課
豊川市家具転倒防止器具取付
及び窓ガラス飛散防止フィルム
貼付業務委託

平成30年4月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月25日から
平成31年2月28日まで

      756,761
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年4月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月1日から
平成30年5月31日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 市民協働国際課
豊川市広報等配布業務
（運転手）

平成30年4月27日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月27日から
平成31年3月29日まで

         1,356
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり。見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 市民協働国際課
豊川市広報等配布業務
（助手）

平成30年4月27日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年4月27日から
平成31年3月29日まで

         1,080
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり。見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（赤坂小） 草刈、残材処分 平成30年5月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月22日        56,862

地方自治体法施行令第１６７条の２第１項第３号に規
定の市内に在住するシルバー人材センターであり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲内であったた
め。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年5月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月1日から
平成30年5月31日まで

       53,222
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年5月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月1日から
平成30年5月31日まで

       34,992
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
豊川海軍工廠平和公園残
存遺構盛土下除草、残材
処分

平成30年5月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年５月22日から
平成30年5月24日まで

       53,208
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（音羽中） 草刈り 平成30年5月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月10日から
平成30年5月31日まで

       49,572
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草剤
散布委託

平成30年5月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月17日から
平成30年5月31日まで

         3,916
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草剤
散布委託

平成30年5月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月17日から
平成30年5月31日まで

3,916
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 道路維持課 除草、残材処分委託 平成30年5月13日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月14日から
平成30年5月21日まで

      328,572
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

4/21



区分
（役務・
物品）

担当課
業務名

(物品名）
契約日

契約の相手方
(法人名等）

作業期間
 契約金額

（円）
契約した理由

（該当号数・該当施設名等を含む）

平成３０年度　福祉施設等との随意契約締結状況一覧

役務 生涯学習課 牧野城跡草刈業務 平成30年5月16日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月22日        17,496
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 水道整備課
施設草刈及び植木剪定
業務委託

平成30年5月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月18日から
平成31年3月13日まで

   2,540,998
地方公営企業法施行令第21条の14第3号に規定する
市内に所在するシルバー人材センターであり、見積り
を徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 秘書課
豊川市制施行75周年表彰
式における表彰状筆耕

平成30年5月18日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月18日から
平成30年5月25日まで

      190,836
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（小坂井東小）
樹木選定（残材処分は
含まない）

平成30年5月21日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月24日        49,040
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（睦美保
育園）

平成30年5月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年5月25日から
平成30年6月4日まで

       21,956
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年5月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（御油町西沢７－３）

平成30年5月30日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

         6,176
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（土筒町国府月４５）

平成30年5月30日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

         9,363
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（千両町ニタ又４４）

平成30年5月30日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

       43,997
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（久保町上見堂３３）

平成30年5月30日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

         6,676
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（大堀町９４）

平成30年5月30日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

         9,603
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（本野ケ原１－５５）

平成30年5月30日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

       12,783
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
文化財保護用地（炭焼
古墳）草刈・残材処分

平成30年6月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月22日          8,748
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館剪定委
託

平成30年6月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月10日から
平成30年6月20日まで

       18,444
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館残材処
分（剪定後）委託

平成30年6月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月10日から
平成30年6月20日まで

         4,260
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年6月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

       60,825
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年6月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月30日まで

       60,600
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
文化財保護用地（丸塚
古墳）草刈・残材処分

平成30年6月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月21日から
平成30年6月22日まで

       13,608
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
音羽生涯学習会館　剪
定、残材処分、除草

平成30年6月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月1日から
平成30年6月24日まで

      138,248
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 商工観光課
計量器定期検査業務補
助作業委託

平成30年6月1日
公益社団法人愛知県シル
バー人材センター連合会

平成30年6月1日から
平成30年7月6日まで

 221,616
（単価1,080）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の愛知県に所在するシルバー人材センターであり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 清掃事業課
一宮焼却灰最終処分場
千両焼却灰最終処分場
草刈作業

平成30年6月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月4日から
平成30年6月8日まで

       91,917
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
草刈・残材処分委託
（三河一宮駅駐輪場）

平成30年6月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月4日から
平成30年6月5日まで

       24,372
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料（クラ
シックレクチャーコンサー
ト）

平成30年6月7日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月7日 4,060
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
御津文化会館駐車場等
草刈委託

平成30年6月11日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月11日        21,356
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
平和公園駐車場整理業
務委託

平成30年6月11日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月16日から
平成30年7月1日まで

       69,033
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草委
託

平成30年6月11日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月20日から
平成30年6月30日まで

       31,590
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館残材処
分（除草後）委託

平成30年6月11日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月20日から
平成30年6月30日まで

         3,660
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 清掃事業課
足山田最終処分場
三月田最終処分場
草刈作業

平成30年6月11日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月11日から
平成30年6月14日まで

      148,716
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
草刈・残材処分委託
（赤坂台保管場所）

平成30年6月11日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月11日から
平成30年6月12日まで

       23,433
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（小坂井
中保育園）

平成30年6月18日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月18日から
平成30年7月4日まで

         7,272
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 生涯学習課
一宮生涯学習会館　剪
定、残材処分、除草

平成30年6月19日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月19日から
平成30年6月21日まで

       55,240
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課
空家等追跡調査業務委
託

平成30年6月20日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月21日から
平成31年3月15日まで

      260,400
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年6月22日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月1日から
平成30年7月31日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 一宮支所 除草 平成30年6月24日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月24日から
平成30年6月30日まで

      179,238
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 建築課
アシナガ蜂の巣駆除委
託

平成30年6月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年6月25日          3,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課 三河国分寺跡草刈業務 平成30年6月29日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月13日から
平成30年7月25日まで

      262,440
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年7月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月1日から
平成30年7月31日まで

       68,428
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年7月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月1日から
平成30年7月31日まで

       38,552
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
諏訪墓地草刈及び残材
処分委託

平成30年7月2日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月30日        13,866
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（音羽中） 草刈り、残材処分一式 平成30年7月2日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月2日から
平成30年7月31日まで

       29,889
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草剤
散布委託

平成30年7月2日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月9日から
平成30年7月25日まで

         6,145
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
音羽生涯学習会館　除
草

平成30年7月2日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月2日から
平成30年7月2日まで

         7,290
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（音羽川左岸）

平成30年7月11日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月11日から
平成30年7月13日まで

         9,252
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（豊川小） 草刈、残材処分 平成30年7月12日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月27日        44,355
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（野口町鉄塔下）

平成30年7月12日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月12日から
平成30年7月13日まで

       14,568
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 生涯学習課
小坂井生涯学習会館
除草、残材処分

平成30年7月12日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月12日から
平成30年7月13日まで

       32,808
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ウォーキングセンター草
刈清掃委託

平成30年7月13日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月20日から
平成30年7月31日まで

       27,702
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 一宮支所 剪定 平成30年7月16日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月16日から
平成30年7月18日まで

      178,500
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
御津文化会館駐車場等
草刈委託

平成30年7月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月17日 27,708
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（砥鹿神社下）

平成30年7月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月17日から
平成30年7月21日まで

       39,390
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（北部中継ポンプ場）

平成30年7月19日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月19日、23
日、24日

       49,278
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料（BIRTH☆
ファミリーコンサート、後藤浩
二トリオJazzLive）

平成30年7月22日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月22日から
平成30年7月29日まで

10,151
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（代田中） 草刈及び残材処分委託 平成30年7月23日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月27日        37,065
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

物品 秘書課 市長名刺（横型） 平成30年7月24日 愛厚希全の里 平成30年7月25日          8,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する障害者支援施設であり、見積もりを
徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年7月26日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月1日から
平成30年8月31日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（代田中） 除草剤散布委託 平成30年7月27日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月30日          7,374
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
草刈・残材処分委託
（元町駐輪場）

平成30年7月30日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年7月30日        17,740
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課 諏訪墓地残材処分委託 平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月3日        12,167
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月1日から
平成30年8月31日まで

       68,428
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月1日から
平成30年8月31日まで

       19,440
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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契約の相手方
(法人名等）

作業期間
 契約金額

（円）
契約した理由

（該当号数・該当施設名等を含む）

平成３０年度　福祉施設等との随意契約締結状況一覧

役務
教育委員会庶務課

（代田小）
樹木剪定、残材処分一
式

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月20日から
平成30年8月21日まで

       98,637
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草委
託

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月6日から
平成30年8月27日まで

       13,608
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館残材処
分（除草後）委託

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月6日から
平成30年8月27日まで

         2,820
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
豊川海軍工廠平和公園残
存遺構盛土下除草、残材
処分

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月21日から
平成30年8月23日まで

      140,868
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
平和公園駐車場整理業
務委託

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月4日から
平成30年8月7日まで

       54,820
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
御油墓園草刈及び残材
処分委託

平成30年8月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月8日から
平成30年8月20日まで

       40,452
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料８月
分

平成30年8月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月3日から
平成30年8月4日まで

平成30年8月10日から

17,256
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 一宮支所 草刈 平成30年8月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月4日から
平成30年8月6日まで

       50,086
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（佐平山調整池）

平成30年8月8日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月8日        36,231
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
豊川公民館　剪定、残
材処分

平成30年8月13日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月13日から
平成30年8月16日まで

       67,959
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課 草刈等作業委託 平成30年8月14日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月14日        56,760
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 道路維持課 草刈、残材処分委託 平成30年8月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月16日から
平成30年8月21日まで

      247,782
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
文化財保護用地（民俗資
料収蔵庫）草刈･残材処分

平成30年8月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月21日        62,180
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 秘書課 表彰状筆耕 平成30年8月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月17日から
平成30年8月22日まで

         5,400
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

9/21



区分
（役務・
物品）

担当課
業務名

(物品名）
契約日

契約の相手方
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平成３０年度　福祉施設等との随意契約締結状況一覧

役務 市民協働国際課
下長山地区市民館草
刈・樹木伐採委託

平成30年8月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月17日から
平成30年8月27日まで

       50,908
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

(南部中）
除草、剪定、草刈、残材
処分

平成30年8月20日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月30日        97,602
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（樫王調整池）

平成30年8月20日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月20日から
平成30年8月21日まで

       68,424
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（音羽中） 草刈り、残材処分一式 平成30年8月23日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年8月23日から
平成30年8月31日まで

       68,892
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年8月24日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（御油町西沢７－３）

平成30年8月31日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

         6,405
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（土筒町国府月４５）

平成30年8月31日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

         9,163
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（千両町ニタ又４４）

平成30年8月31日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

       61,692
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（久保町上見堂３３）

平成30年8月31日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

         6,176
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（大堀町９４）

平成30年8月31日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

       17,552
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（本野ケ原１－５５）

平成30年8月31日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

       22,426
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
三河天平ロマンの夕べ
駐車場整理

平成30年9月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月15日        24,364
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年9月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

       36,115
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年9月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月1日から
平成30年9月30日まで

       17,496
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮南部小）
樹木剪定、残材処分一
式

平成30年9月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月5日        70,694
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

10/21
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役務
教育委員会庶務課

（西部中） 草刈 平成30年9月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月6日        51,030
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
黒仏墓地草刈及び残材
処分委託

平成30年9月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月10日        12,408
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草剤
散布委託

平成30年9月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月10日から
平成30年9月30日まで

         5,645
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草委
託

平成30年9月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月10日から
平成30年9月30日まで

         8,748
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（小坂井西小）
樹木剪定、残材処分一
式

平成30年9月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月12日から
平成30年9月13日まで

       61,860
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（中部中）
敷地草刈り（残材処分を
含む）

平成30年9月5日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月12日        51,450
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（小坂井
北保育園）

平成30年9月9日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月9日から
平成30年9月18日まで

       55,445
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
草刈・残材処分委託
（名電赤坂駅駐輪場）

平成30年9月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月10日          9,186
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮東部小） 樹木剪定 平成30年9月12日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月12日        28,338
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮中） 草刈 平成30年9月12日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月2日まで

      149,236
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料９月
分

平成30年9月16日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月16日

平成30年9月29日から
平成30年9月30日まで

       12,181
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
御津文化会館駐車場等
草刈委託

平成30年9月18日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月18日 22,456
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（宝川）

平成30年9月19日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月19日        17,496
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年9月21日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月31日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課 草刈等作業委託 平成30年9月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月25日          9,612
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 建築課 草刈等作業委託 平成30年9月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月25日        35,837
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課 草刈等作業委託 平成30年9月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月25日        65,754
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
草刈・残材処分委託
（三河一宮駅駐輪場）

平成30年9月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月25日から
平成30年9月26日まで

       25,772
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 建築課
アシナガ蜂の巣駆除委
託

平成30年9月26日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月26日          4,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮中） 樹木剪定 平成30年9月26日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月15日から
平成30年10月16日まで

      275,623
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 道路維持課 大スズメ蜂の巣駆除 平成30年9月26日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年9月26日から
平成30年9月26日まで

       12,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（小坂井中） 草刈、残材処分一式 平成30年9月28日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月31日まで

       72,900
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
文化財保護用地（炭焼
古墳）草刈り・残材処分

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日 11,664
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
文化財保護用地（牧野
城跡）草刈り・残材処分

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日 23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
文化財保護用地（丸塚
古墳）草刈り・残材処分

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日 12,379
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
三河国分寺跡草刈、残
材処分業務

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日 291,600
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

(南部中） 草刈り、残材処分 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月16日 37,905
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（代田中） 草刈及び残材処分委託 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月22日 98,190
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（代田中） 除草剤散布委託 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月22日 10,998
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（音羽中） 草刈り、残材処分一式 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月 1日から
平成30年10月31日まで

59,175
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 建築課 アシナガ蜂の巣駆除 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月1日まで

         4,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月31日まで

66,528
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月31日まで

32,304
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課 草刈作業委託 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月7日まで

         9,612
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課 草刈作業委託 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月7日まで

       35,837
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課 草刈作業委託 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月7日まで

       65,754
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
牛久保自転車保管場所
草刈・残材処分委託

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月4日から
平成30年10月5日まで

       32,961
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 道路維持課 大スズメ蜂の巣駆除 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月 2日から
平成30年10月31日まで

17,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
三蔵子町西浦地内草刈
業務委託

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月１日から
平成30年10月31日まで

         9,592
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（東部中） 公園維持管理業務委託 平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月31日まで

      147,592
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（睦美保
育園）

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月4日まで

30,690
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
豊川市勤労福祉会館庭
木剪定業務委託

平成30年10月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月1日から
平成30年10月2日まで

87,408
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（小坂井中）
樹木剪定、残材処分一
式

平成30年10月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月 1日から
平成30年10月31日まで

32,076
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（中部中）
敷地草刈り（残材処分を
含む）

平成30年10月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月11日 52,380
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（赤坂小） 草刈、残材処分 平成30年10月5日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月26日 61,965

地方自治体法施行令第１６７条の２第１項第３号に規
定の市内に在住するシルバー人材センターであり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲内であったた
め。
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役務 文化振興課
小坂井文化会館残材処
分（剪定後）委託

平成30年10月5日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月10日から
平成30年10月30日まで

         4,740
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館剪定委
託

平成30年10月5日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月10日から
平成30年10月30日まで

       19,944
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
小坂井生涯学習会館除
草

平成30年10月8日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月8日 34,506
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課
小坂井生涯学習会館残
材処理

平成30年10月8日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月9日 5,340
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
御津文化会館樹木選定
及び残材処分

平成30年10月9日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月15日から
平成30年10月17日まで

      147,370
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 　消防本部総務課
西分署垣根剪定作業委
託

平成30年10月9日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月16日から
平成30年10月17日まで

45,306
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
交通安全ポスター展筆
耕料

平成30年10月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月20日から
平成30年10月25日まで

         1,136
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
伐採・残材処分（小坂井
北保育園）

平成30年10月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月10日から
平成30年10月15日まで

7,162
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料（10月
13日悪魔の森の音楽会）

平成30年10月13日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月13日 20,304
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 道路維持課 草刈、残材処分委託 平成30年10月14日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月15日から
平成30年10月15日まで

15,724
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 道路維持課 草刈、残材処分委託料 平成30年10月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月15日から
平成30年10月15日まで

15,724
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 下水整備課
草刈清掃作業
（大橋調整池）

平成30年10月16日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月16日 22,374
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
赤坂台自転車保管場所
草刈・残材処分委託

平成30年10月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月18日から
平成30年10月19日まで

       31,809
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課 駐車場整理 平成30年10月19日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月19日から
平成30年10月21日まで

26,395
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 道路維持課 除草、残材処分委託 平成30年10月21日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月22日から
平成30年10月23日まで

17,880
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 商工観光課
ふるさと自然のみち維
持管理委託

平成30年10月22日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月1日から
平成30年11月30日まで

       23,328
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 清掃事業課
足山田最終処分場
三月田最終処分場
草刈作業

平成30年10月26日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月26日から
平成30年10月31日まで

186,624
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課 音羽生涯学習会館草刈 平成30年10月29日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月29日 10,935
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 秘書課 感謝状筆耕 平成30年10月29日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月29日から
平成30年11月2日まで

2,700
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 清掃事業課
千両焼却灰最終処分場
除草剤散布作業

平成30年10月31日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年10月31日から
平成30年10月31日まで

5,874
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

物品 福祉課
顕彰式受賞者用　記念
品

平成30年11月1日
社会福祉法人若竹荘あ
けぼの作業所

平成30年12月3日 410
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 福祉課 顕彰式　賞状筆耕料 平成30年11月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月3日 172
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

物品 福祉課
社会福祉大会　受賞者
用　記念品

平成30年11月1日
社会福祉法人若竹荘あ
けぼの作業所

平成30年12月3日 410
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 福祉課
社会福祉大会　賞状筆
耕料

平成30年11月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月3日 172
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年11月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月 １日から
平成30年11月30日まで

68,428
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年11月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月 1日から
平成30年11月30日まで

51,480
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（金屋中）
樹木剪定、残材処分一
式

平成30年11月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月 7日から
平成31年2月28日まで

      200,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 清掃事業課
一宮焼却灰最終処分場
草刈作業

平成30年11月5日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月5日から
平成30年11月5日まで

86,022
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 生涯学習課 音羽生涯学習会館除草 平成30年11月8日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月8日から
平成30年11月12日まで

34,506
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（八南保
育園）

平成30年11月12日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月12日から
平成30年11月19日まで

34,151
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務
教育委員会庶務課

（中部中） ガラスフィルム貼 平成30年11月14日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月16日        13,104
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（長沢保
育園）

平成30年11月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月15日から
平成30年11月27日まで

42,372
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課 駐車場整理 平成30年11月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月17日 12,182
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料（11月25
日フラナヴァイオリンリサイタ
ル）

平成30年11月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年11月25日 6,091
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月 1日から
平成30年12月28日まで

60,825
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月 1日から
平成30年12月28日まで

7,776
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 建築課 黄色スズメ蜂の巣駆除 平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月1日から
平成30年12月1日まで

       12,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
伊奈町並松地内草刈業
務委託

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月１日から
平成30年12月31日まで

       20,642
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
国府町岡本地内草刈業
務委託

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月１日から
平成30年12月31日まで

       17,022
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
久保町雲明地内草刈業
務委託

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月１日から
平成30年12月31日まで

       26,496
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
大崎町野中地内草刈業
務委託

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月１日から
平成30年12月31日まで

       12,208
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
三蔵子町北浦地内草刈
業務委託

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月１日から
平成30年12月31日まで

         8,792
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
麻生田町中通地内草刈
業務委託

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月１日から
平成30年12月31日まで

         9,792
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 道路建設課
麻生田町大荒子地内草
刈業務委託

平成30年12月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月１日から
平成30年12月31日まで

       75,948
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
小坂井文化会館除草委
託

平成30年12月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月10日から
平成30年12月28日まで

       17,496
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 文化振興課
小坂井文化会館除草剤
散布委託

平成30年12月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月3日から
平成30年12月20日まで

         4,516
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

物品 音羽支所 雑巾 平成30年12月3日
社会福祉法人若竹荘あ
けぼの作業所

平成30年12月12日          1,728
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する小規模作業所であり、見積もりを徴
した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 行政課

愛知県知事選挙期日前
投票所駐車場整理等業
務

平成30年12月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月19日から
平成31年2月2日まで

172,584
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 中央図書館
中央図書館構内低木剪
定

平成30年12月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月17日から
平成30年12月17日まで

45,217
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 一宮支所 庭木管理委託（除草） 平成30年12月6日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月6日から
平成30年12月12日まで
平成30年12月3日、18日

167,612
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 一宮支所 庭木管理委託（除草） 平成30年12月6日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月8日 69,034
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 市民協働国際課
下長山地区市民館草
刈・残材処分委託

平成30年12月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月10日から
平成30年12月10日まで

24,726
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 市民協働国際課
下長山地区市民館草
刈・残材処分委託

平成30年12月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月10日から
平成30年12月11日まで

14,066
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 行政課
愛知県知事選挙期日前
投票受付業務

平成30年12月14日
公益社団法人愛知県シル
バー人材センター連合会

平成31年1月18日から
平成31年2月2日まで

1,192
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の愛知県に所在するシルバー人材センターであり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 行政課
愛知県知事選挙啓発業
務

平成30年12月14日
公益社団法人愛知県シル
バー人材センター連合会

平成31年1月18日から
平成31年2月3日まで

1,464
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の愛知県に所在するシルバー人材センターであり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（長沢保
育園）

平成30年12月20日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成30年12月20日から
平成31年1月12日まで

82,560
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成31年1月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月4日から
平成31年1月31日まで

60,825
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成31年1月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月4日から
平成31年1月31日まで

7,776
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

(南部中） 草刈り、残材処分 平成31年1月7日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月15日        41,370
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 行政課
愛知県知事選挙啓発資
材配布業務

平成31年1月10日
特定非営利活動法人メ
ンタルネットとよかわ

平成31年1月17日から
平成31年2月2日まで

42,768

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在する障害福祉サービス事業を行う事業
所であり、見積もりを徴した結果、予定価格の範囲で
あったため。
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役務
教育委員会庶務課

（豊小）
草刈り・樹木選定・残材
処分

平成31年1月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月1日から
平成31年2月28日まで

       93,273
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（御油保
育園）

平成31年1月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月15日から
平成31年1月22日まで

20,410
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（御油第
二保育園）

平成31年1月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月15日から
平成31年1月23日まで

26,055
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（赤坂台
保育園）

平成31年1月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月15日から
平成31年1月29日まで

49,674
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（萩保育
園）

平成31年1月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月15日から
平成31年1月31日まで

46,782
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（旧一宮
町７保育園）

平成31年1月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月15日から
平成31年2月8日まで

257,111
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（音羽中学校） 剪定 平成31年1月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成3１年2月18日から
平成3１年2月28日まで

       54,810
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料（1月19日
プラハ交響楽団ニューイヤー
コンサート）

平成31年1月19日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年1月19日 20,304
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮中） 一宮中学校樹木等剪定 平成31年1月22日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月14日から
平成31年2月15日まで

      109,562
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
草刈（諏訪墓地・環境
課）

平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月14日 11,708
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮東部小） 樹木剪定 平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月14日        28,188
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（代田中） 剪定及び残材処分委託 平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月25日       190,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（長沢小）
樹木剪定、残材処分一
式

平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月19日から
平成31年2月21日まで

       68,820
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（国府保
育園）

平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月1日から
平成31年2月15日まで

31,720
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（豊川小）
校地内樹木剪定・残材
処分

平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月25日から
平成31年2月28日まで

      117,472
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月1日から
平成31年2月28日まで

60,825
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成31年2月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月1日から
平成31年2月28日まで

7,776
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
駐車場整理委託料（２
月分）

平成31年2月3日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月3日から
平成31年2月25日まで

10,151
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第3号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（為当保
育園）

平成31年2月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月4日から
平成31年2月14日まで

37,130
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（御津北
部保育園）

平成31年2月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月4日から
平成31年2月15日まで

49,973
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（赤坂保
育園）

平成31年2月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月4日から
平成31年2月18日まで

34,980
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（小坂井
中保育園）

平成31年2月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月4日から
平成31年2月19日まで

27,960
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（睦美保
育園）

平成31年2月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月4日から
平成31年2月20日まで

36,630
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（小坂井
東保育園）

平成31年2月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月4日から
平成31年2月21日まで

27,540
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（小坂井
北保育園）

平成31年2月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月4日から
平成31年2月26日まで

81,936
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮南部小） 筆耕 平成31年2月7日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月18日          6,480
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

(牛久保小） 卒業証書筆耕料 平成31年2月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月1日        15,120
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

(牛久保小） 草刈り、残材処分 平成31年2月10日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月6日        52,868
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（小坂井中）
樹木剪定、残材処分一
式

平成31年2月12日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月21日から
平成31年2月22日まで

       67,263
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（中部小） 除草剤散布委託 平成31年2月15日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月16日          4,416
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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区分
（役務・
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担当課
業務名
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平成３０年度　福祉施設等との随意契約締結状況一覧

役務 保育課
剪定・残材処分（牛久保
保育園）

平成31年2月18日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月18日から
平成31年3月4日まで

9,291
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（下長山
保育園）

平成31年2月18日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月18日から
平成31年3月5日まで

12,156
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 商工観光課
ウォーキングセンター樹
木剪定委託

平成31年2月19日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月20日から
平成31年2月26日まで

93,426
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮南部小） 草刈り、残材処分 平成31年2月20日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月20日        60,836
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（一宮西部小） 剪定・残材処分 平成31年2月20日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月27日から
平成31年2月28日まで

       50,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（御津北部小） 樹木剪定・残材処分 平成31年2月21日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月28日       115,304
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（小坂井西小） 樹木剪定及び残材処分 平成31年2月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月25日        65,673
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課
樹木選定、残材処分一
式

平成31年2月25日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年2月25日から
平成31年3月10日まで

117,404
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（千両町ニタ又４４）

平成31年2月28日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月1日から
平成31年3月31日まで

55,913
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 農務課
国有農地草刈依頼
（本野ケ原１－５５）

平成31年2月28日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月1日から
平成31年3月31日まで

13,608
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
御油第二墓園剪定及び
残材処分委託

平成31年3月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月1日から
平成31年3月5日まで

41,052
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 環境課
御油墓園剪定及び残材
処分委託

平成31年3月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月4日から
平成31年3月5日まで

77,412
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
内清掃

平成31年3月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月1日から
平成31年3月31日まで

68,428
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
音羽福祉保健センター
憩いの広場環境整備

平成31年3月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月1日から
平成31年3月31日まで

9,720
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保健センター
庭木剪定、残材処分委
託

平成31年3月1日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月1日から
平成31年3月31日まで

36,297
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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役務
教育委員会庶務課

（桜町小） 樹木剪定業務委託 平成31年3月2日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月4日から
平成31年3月5日まで

       45,584
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（赤坂小） 草刈・残材処分 平成31年3月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月12日から
平成31年3月14日まで

      110,439
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 保育課
剪定・残材処分（萩保育
園）

平成31年3月4日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月4日から
平成31年3月18日まで

20,188
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務
教育委員会庶務課

（小坂井東小）
樹木剪定（残材処分を
含む）

平成31年3月5日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月14日        14,022
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 人権交通防犯課
赤坂台自転車保管場所
草刈・残材処分委託

平成31年3月14日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月14日から
平成31年3月15日まで

       26,787
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

役務 文化振興課 駐車場整理 平成31年3月17日
公益社団法人豊川市シ
ルバー人材センター

平成31年3月17日 6,091
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の市内に所在するシルバー人材センターであり、見積
もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。

単価契約 行政課
愛知県議会議員一般選
挙啓発業務

平成31年3月29日
公益社団法人愛知県シル
バー人材センター連合会

平成31年3月30日から
平成31年3月31日まで

1,464
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定
の愛知県に所在するシルバー人材センターであり、見
積もりを徴した結果、予定価格の範囲であったため。
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