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6月23日 指名 資材搬送車購入 豊川市御津町下佐脇野先５２－４ 13,200,000 平和機械株式会社 消防本部　総務課

6月23日 指名 全自動高圧蒸気滅菌器購入 豊川小学校始め２３校 7,463,500 株式会社育英舘 教育委員会　庶務課

6月23日 指名 牛乳保冷庫購入 金屋小学校始め４校 2,816,000 株式会社厨林堂 教育委員会　学校給食課

6月23日 指名
ノート型パーソナルコンピュータ
およびプリンター購入

議事課 2,253,900
ＮＥＣフィールディング株式
会社　中部支社三河支店豊
橋営業所

議事課

6月17日 指名 ＩＰインターカムシステム購入 南部中学校 5,632,000
教育産業株式会社　豊橋営
業所

教育委員会　庶務課

6月17日 指名 中学校体育用ボール購入 東部中学校始め１０校 3,069,990 株式会社スポーツアシスト 教育委員会　庶務課

6月17日 指名
小学校社会科副読本「とよかわ
上・下」令和４年度版印刷

各小学校及び学校教育課 1,376,664
豊橋合同印刷株式会社　豊
川営業所

教育委員会　学校教育課

6月17日 指名 平尾地区市民館什器等購入
平尾地区市民館（豊川市平尾町
中貝津２番地）

2,006,620 有限会社鳳琳堂ビジネス 市民協働国際課

6月11日 指名
計画相談支援・障害児計画相談
支援・児童発達支援記録及び請
求システム購入

企画部情報システム課 4,290,000
日本システム・クリエート株
式会社

子育て支援課

6月9日 指名
あいち認証材使用木製シューズ
ボックス購入

代田中学校 3,273,600 有限会社鳳琳堂ビジネス 教育委員会　庶務課

6月3日 指名 圧縮板式塵芥収集車購入 豊川市清掃工場 6,254,270 バン自動車株式会社 清掃事業課

6月3日 指名
三河国分尼寺跡史跡公園乗用
草刈機購入

三河国分尼寺跡史跡公園 748,000 有限会社中村農機商会 教育委員会　生涯学習課

6月3日 指名 御津臨海球場乗用草刈機購入 御津臨海球場 726,000 有限会社中村農機商会 教育委員会　スポーツ課

5月26日 指名 小型動力ポンプ付積載車購入
豊川市御津町野先５２－４（消防
署南分署）

13,475,000 山佐産工株式会社 消防本部　総務課

5月26日 指名 消防車積載用ＡＥＤ一式購入
豊川市消防署本署（豊川市諏訪
３丁目２１９）外２署

2,794,000
株式会社名古屋医理科商
会　三河営業所

消防本部　総務課

5月19日 指名
豊川市地域防災計画印刷製本
等

企画部防災対策課 1,097,712
豊橋合同印刷株式会社　豊
川営業所

防災対策課

5月19日 指名 「企画展　村田千秋」印刷物 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 758,780
共和印刷株式会社　豊川営
業所

文化振興課

5月12日 一般 コンピュータ機器等購入 豊川市役所防災センター外 49,379,000 株式会社アズム 情報システム課

5月12日 一般
災害対応特殊水槽付消防ポンプ
自動車I-A型購入

豊川市大堀町108 56,760,000
株式会社モリタ　名古屋支
店

消防本部　総務課

5月12日 随契
消防ポンプ自動車（車両総重量
3.5ｔ車）購入

豊川市諏訪3丁目219（消防署本
署）

20,350,000
株式会社モリタ　名古屋支
店

消防本部　総務課

5月12日 指名 パーソナルコンピュータ購入
豊川市役所企画部情報システム
課

7,501,010
株式会社フューチャーイン
豊橋営業所

情報システム課

5月12日 指名 モノクロレーザープリンタ購入
豊川市役所企画部情報システム
課

721,820
ＮＥＣフィールディング株式
会社　中部支社三河支店豊
橋営業所

子育て支援課

5月12日 指名 カラーレーザープリンタ購入
豊川市役所企画部情報システム
課

604,230
ＮＥＣフィールディング株式
会社　中部支社三河支店豊
橋営業所

公園緑地課

5月7日 指名
ペットボトル回収ネット、白色食
品トレー回収ネット

仕様書のとおり 999,240 東海セイホク株式会社 清掃事業課

4月14日 指名 公用車購入　その１ 仕様書のとおり 3,826,900 有限会社中西自動車 介護高齢課

4月14日 指名 公用車購入　その２ 仕様書のとおり 1,947,000
有限会社マルケイモーター
ス

収納課

4月14日 指名 公用車購入　その３ 仕様書のとおり 2,618,000 有限会社戸河里モータース 下水管理課

4月14日 指名 公用車購入　その４ 仕様書のとおり 732,600 青谷自動車有限会社 教育委員会　庶務課

4月14日 指名 公用車購入　その５ 仕様書のとおり 723,800 有限会社中西自動車 清掃事業課

4月14日 指名 公用車購入　その７ 仕様書のとおり 1,200,100 有限会社中西自動車 農務課

4月14日 指名 公用車購入　その８ 農務課（豊川市勤労福祉会館内） 1,463,000 有限会社戸河里モータース 農務課

4月14日 指名 公用車購入　その９ 仕様書のとおり 2,140,600 青谷自動車有限会社 教育委員会　庶務課

4月14日 指名 公用車購入　その１０ 豊川市中央図書館 1,681,900 有限会社戸河里モータース 教育委員会　中央図書館

4月14日 指名
学校給食センターガス連続式フ
ライヤー購入

豊川市学校給食センター 15,620,000
株式会社アイホー　豊川営
業所

教育委員会　学校給食課

4月14日 指名
豊川市学校給食センターコンテ
ナ消毒機用配送コンテナ購入

豊川市学校給食センター 9,350,000
株式会社アイホー　豊川営
業所

教育委員会　学校給食課

4月14日 指名
学校給食センター包丁まな板殺
菌庫購入

豊川市学校給食センター 1,012,000
株式会社アイホー　豊川営
業所

教育委員会　学校給食課

4月14日 指名
普通貨物自動車（パワーゲート
装備車）購入

豊川市清掃工場 4,675,674
いすゞ自動車中部株式会社
豊橋支店

清掃事業課

4月14日 指名 窓あき封筒印刷 仕様書のとおり 748,000 松下印刷 保険年金課


