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6月23日 指名
白鳥地区工業用地開発予備設計等業務委
託

豊川市白鳥５丁目地内外 11,046,000 15,158,000 玉野総合コンサルタント株式会社 企業立地推進課

6月23日 指名 河川台帳作成業務委託 豊川市地内 ― 8,998,000 アジア航測株式会社　名古屋支店 道路河川管理課

6月23日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ３‐７３ 豊川市赤坂町地内 ― 6,754,000
株式会社日新技術コンサルタント
豊橋出張所

水道整備課

6月23日 指名
農業集落排水施設機能強化事業計画策定
業務委託（一宮西部）

豊川市足山田町外２町地内 ― 5,830,000 愛知県土地改良事業団体連合会 下水管理課

6月23日 指名
赤塚山公園再整備実施設計業務委託（アニ
アニまある内建築物）

豊川市市田町地内 ― 5,060,000 株式会社サトウ設計室 公園緑地課

6月23日 指名
物件調査再算定業務委託　都市計画道路
御津為当線

豊川市御津町地内 ― 550,000 株式会社中部テック　東三河支店 都市計画課

6月23日 一般 御油第二墓園法面草刈業務委託 豊川市御油町膳ノ棚地内 ― 1,419,000 株式会社後藤建設 環境課

6月23日 一般
小中学校簡易専用水道施設等清掃業務委
託

豊川小学校始め２９校 ― 1,573,000 株式会社渡辺設備 教育委員会　庶務課

6月23日 指名 街区基準点調査業務委託 豊川市内 ― 3,520,000 栄土地測量設計株式会社 道路河川管理課

6月23日 指名
豊川市役所建築設備等定期検査・調査業務
委託

豊川市諏訪１丁目１番地 ― 1,320,000 コニックス株式会社 財産管理課

6月23日 指名 学校環境衛生検査業務委託 市内全小中学校３６校 ― 940,500
一般財団法人東海技術センター
三河試験所

教育委員会　学校教育課

6月23日 指名 豊川市図書館基本計画改定業務 豊川市中央図書館外 ― 1,650,000 株式会社創建 教育委員会　中央図書館

6月23日 指名
八南保育園排水配管及び衛生器具調査委
託

豊川市野口町花ノ木４０ ― 1,012,000 株式会社松栄管工 保育課

6月17日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ３‐４７ 豊川市西島町外２町地内 ― 5,995,000
株式会社日新技術コンサルタント
豊橋出張所

水道業務課

6月17日 指名 地質調査作業業務委託Ｒ３‐６８ 豊川市赤坂町外１町地内 ― 3,410,000 東海ジオテック株式会社 水道業務課

6月17日 指名
測量設計業務委託　市道新栄二丁目国府
茶ノ休１号線

豊川市国府町外１町地内 ― 6,270,000
株式会社梶川土木コンサルタント
豊橋事務所

道路建設課

6月17日 指名 令和３年度　道路情報便覧収録業務 豊川市地内 ― 704,000
株式会社カナエジオマチックス　三
河営業所

道路河川管理課

6月17日 指名
桜ヶ丘ミュージアム茶室「心々庵」リニューア
ル工事実施設計業務委託

豊川市桜ヶ丘町７９番地の２ ― 8,800,000 株式会社青島設計 文化振興課

6月17日 指名
地区市民館等消防用設備保守点検及び防
火対象物定期点検業務委託

豊川市国府市民館始め２８地区
市民館

― 660,000 浜島防災システム株式会社 市民協働国際課

6月17日 指名
豊川市コミュニティバス運行情報データ作成
等業務

豊川市全域外 ― 1,375,000
株式会社ウェブインパクト　豊橋技
術開発部

人権交通防犯課

6月9日 指名
豊川市清掃工場　空調機器等保守点検業
務委託

豊川市平尾町親坂５０番地 ― 1,925,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 清掃事業課

6月9日 指名
豊川市平和祈念式典企画運営及び会場設
営業務委託

豊川市文化会館 ― 1,732,500
株式会社出雲殿　イズモホール豊
川

秘書課

6月9日 指名
中央図書館特定建築物定期調査等業務委
託

豊川市諏訪１丁目６３番地 ― 858,000 昭和建物管理株式会社　三河支店 教育委員会　中央図書館

6月9日 指名 菟足神社貝塚広場実施設計業務委託 豊川市小坂井町地内 ― 1,859,000
株式会社名北総合技研　東三河支
店

教育委員会　生涯学習課

6月9日 指名 三河国分寺跡物件調査業務委託 豊川市八幡町竹下５‐１外 ― 1,155,000 株式会社大地コンサルタント 教育委員会　生涯学習課

6月9日 指名 橋りょう点検業務委託（ＪＲ跨線橋） 豊川市東上町地内 ― 6,270,000
株式会社トーニチコンサルタント
中部支社

道路河川管理課

6月9日 指名 豊川駅東区画整理設計変更業務委託 豊川駅東土地区画整理事業地区 ― 1,529,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

6月9日 指名
都市公園便所バリアフリー化事業設計業務
委託

豊川市四ツ谷町地内外 ― 1,078,000 宮本建築設計事務所株式会社 公園緑地課

6月3日 指名 小学校校舎外壁等調査委託 赤坂小学校始め２校 ― 8,776,900 株式会社山口晃建築設計事務所 教育委員会　庶務課

6月3日 指名
小坂井東保育園整備工事実施設計業務委
託

豊川市宿町光道寺４１番地 ― 9,776,800 株式会社山口晃建築設計事務所 保育課

6月3日 指名 橋りょう補修設計業務委託 豊川市御油町外２町地内 10,353,000 14,520,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路河川管理課

6月3日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ３‐６１ 豊川市穂ノ原三丁目外１町地内 不調 水道整備課

6月3日 指名 測量設計業務委託　市道長沢沢尻２号線 豊川市　長沢町　地内 ― 7,480,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊
橋支店

道路建設課

6月3日 指名
豊川市学校給食センター調理等包括業務委
託

豊川市穂ノ原三丁目２番地の９ 536,945,500 802,956,000 株式会社ジーエスエフ 教育委員会　学校給食課

6月3日 指名 小中学校消防用設備等保守点検業務委託 豊川小学校始め３６校 ― 4,070,000 浜島防災システム株式会社 教育委員会　庶務課

5月26日 指名
豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工
事基本設計業務委託

豊川市三蔵子町宮前３２番地 ― 20,776,800 株式会社山口晃建築設計事務所 教育委員会　庶務課

5月26日 指名
豊川市立御津北部小学校校舎大規模改修
工事基本設計業務委託

豊川市御津町広石神子田５４番
地１

― 10,120,000 株式会社浦野設計 教育委員会　庶務課

5月26日 指名
赤塚山公園再整備実施設計業務委託（アニ
アニまある、芝生広場、大型遊具）

豊川市市田町地内 8,813,000 12,100,000 中央コンサルタンツ株式会社 公園緑地課

5月26日 指名 橋りょう点検業務委託 豊川市内全域 32,767,000 46,090,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路河川管理課

5月26日 指名 小中学校体育器具等保守点検業務委託 豊川小学校始め３６校 ― 4,730,000 株式会社中部ニット 教育委員会　庶務課

5月26日 指名 工業用地概略検討業務委託 豊川市内 ― 7,414,000 玉野総合コンサルタント株式会社 企業立地推進課

5月26日 指名
豊川市消防団加入促進ＰＲ動画制作業務委
託

豊川市諏訪１丁目１番地（豊川市
消防本部総務課）

― 550,000 株式会社アルマダス 消防本部　総務課

5月19日 指名
市営住宅耐震補強工事実施設計業務委託
（八幡住宅A棟）

豊川市八幡町西赤土1番地の1 ― 2,915,000 株式会社中神設計事務所 建築課

5月19日 指名 豊川駅東　工事実施設計業務委託 豊川駅東土地区画整理事業地区 ― 3,234,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

5月19日 指名
一宮大木土地区画整理地内4号公園実施設
計業務委託

豊川市大木町地内 ― 3,190,000
株式会社名北総合技研　東三河支
店

公園緑地課

5月19日 指名 三河国分寺跡土地測量業務委託 豊川市八幡町竹下5‐1外 ― 1,210,000 株式会社大地コンサルタント 教育委員会　生涯学習課

5月19日 指名
測量設計業務委託　市道御津広石高坂石
堂野線

豊川市御津町広石地内 ― 6,930,000 中部復建株式会社　東三河営業所 道路建設課

5月19日 一般 草刈業務委託（一宮幹線排水路） 豊川市江島町他１町地内 1,694,700 2,640,000 株式会社永晃 農務課

5月19日 指名 水道水質検査業務委託R3-48 豊川市一宮町外６町地内 ― 1,925,000 株式会社環境科学研究所 水道整備課

5月19日 指名 海岸漂着物撤去業務委託 豊川市御津町御幸浜地内 ― 1,012,000 東海技建株式会社 道路河川管理課

5月19日 指名
豊川市教育振興基本計画策定支援業務委
託

豊川市赤坂町松本250番地　豊
川市役所音羽支所

― 1,023,000 株式会社名豊 教育委員会　庶務課



5月12日 指名
豊川公園再整備実施設計業務委託（芝生広
場B・健康づくり広場・キュパティーノ広場）

豊川市諏訪１丁目地内外 9,107,000 10,017,700
株式会社プレック研究所　中部事
務所

公園緑地課

5月12日 指名
令和3年度豊川市公共施設劣化調査業務委
託

豊川市内 ― 10,340,000 株式会社トクオ 財産管理課

5月12日 指名
令和3年度豊川市公共施設構造体耐久性調
査業務委託

豊川市内 ― 1,980,000 株式会社トクオ 財産管理課

5月12日 指名
一宮浄水場外自家用電気工作物保安管理
業務委託Ｒ３‐１８（長期継続契約）

豊川市一宮町外５町地内 ― 11,295,900
一般財団法人中部電気保安協会
豊川営業所

水道整備課

5月12日 一般 河川等草刈業務委託　準用河川諏訪川外 豊川市蔵子７丁目外 21,972,300 34,430,000 春太建設株式会社 道路河川管理課

5月12日 一般 街路樹剪定委託その１ 豊川市御油町外１１町地内 10,550,400 14,916,000 有限会社岡本環境造園 道路河川管理課

5月12日 一般 街路樹剪定委託その２ 豊川市千歳通４丁目外４１町地内 9,656,500 14,465,000 有限会社井澤造園 道路河川管理課

5月12日 一般 街路樹剪定委託その３ 豊川市穂ノ原二丁目外４町地内 7,548,800 11,550,000 有限会社中村造園 道路河川管理課

5月12日 一般 街路樹剪定委託その４ 豊川市八幡町外９町地内 9,980,600 14,850,000 有限会社栄花園 道路河川管理課

5月12日 一般 調整池草刈業務委託 豊川市内全域 1,337,700 1,980,000 株式会社後藤建設 道路河川管理課

5月12日 一般 草刈業務委託（市内全域） 豊川市内全域 1,220,100 1,870,000 有限会社ちぎり 農務課

5月12日 指名 指定避難所看板等設置及び移設業務委託
豊川市豊川町、大木町及び中央
通２丁目地内

― 522,500 マルイ建設株式会社 防災対策課

5月12日 指名
人権教育・啓発に関する豊川市行動計画策
定業務委託

豊川市役所外 ― 1,650,000
株式会社サーベイリサーチセンター
名古屋事務所

人権交通防犯課

5月12日 指名 保育所遊具等保守点検業務委託 国府保育園始め２４園 ― 1,870,000 株式会社中部ニット 保育課

5月12日 指名 側溝浚渫等業務委託（本宮山線） 豊川市上長山町外１町地内 ― 1,672,000 株式会社イワツキ 農務課

5月12日 指名 ガード排水ポンプ保守点検業務委託 豊川市三上町外８町地内 ― 539,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 道路河川管理課

5月12日 指名
豊川市清掃工場　ダイオキシン類測定分析
業務委託

豊川市平尾町親坂５０番地 ― 2,035,000
株式会社環境総合リサーチ　中部
事業所

清掃事業課

5月12日 指名
豊川市清掃工場　空調機器等保守点検業
務委託

豊川市平尾町親坂５０番地 不調 清掃事業課

5月12日 指名
豊川市清掃工場　ごみ減量化指導補助作
業業務委託

豊川市平尾町親坂５０番地 ― 660,000 株式会社後藤建設 清掃事業課

5月7日 指名
都市公園便所バリアフリー化事業設計業務
委託

豊川市四ツ谷町地内外 不調 公園緑地課

5月7日 指名 固定資産税土地システム評価業務委託 豊川市役所外 ― 7,590,000 株式会社総合鑑定調査　豊橋支店 資産税課

5月7日 指名 浚渫土処理業務委託 豊川市内全域 ― 2,079,000 深谷建設株式会社 農務課

5月7日 一般 豊川西部　草刈業務委託（２１－０１） 豊川西部土地区画整理事業地区 1,584,100 2,420,000 株式会社後藤建設 区画整理課

5月7日 一般 御油松並木防虫消毒業務 豊川市御油町地内 601,300 792,000 有限会社岡本環境造園 教育委員会　生涯学習課

4月14日 指名 ＩＣＴ教育支援業務委託 市内小中学校３６校外 ― 37,994,000 株式会社ジャステック 教育委員会　学校教育課

4月14日 指名 資源回収かご配布及び回収業務委託 豊川市内（小坂井地区除く） 7,915,600 631,950,000 豊川宝飯リサイクル組合 清掃事業課

4月14日 一般 公園樹木管理作業委託（東部地区） 豊川市曙町外 8,187,900 12,045,000 有限会社庭安造園 公園緑地課

4月14日 一般 公園樹木管理作業委託（西部地区） 豊川市御油町外 6,384,000 12,100,000 株式会社市川造園 公園緑地課

4月14日 一般 公園樹木管理作業委託（南部地区） 豊川市金屋橋町外 9,815,400 10,010,000 有限会社権田植樹園 公園緑地課

4月14日 一般 公園草刈作業委託（南部地区） 豊川市諏訪３丁目外 7,883,400 14,740,000 有限会社中村造園 公園緑地課

4月14日 一般 公園草刈作業委託（北部地区） 豊川市緑町外 7,949,200 12,100,000 有限会社庭安造園 公園緑地課

4月14日 一般 公園芝刈作業委託 豊川市穂ノ原３丁目外 12,774,300 11,440,000 有限会社栄花園 公園緑地課

4月14日 一般 道路草刈作業委託その１ 豊川東部・一宮地区 14,898,800 19,690,000 株式会社後藤建設 道路河川管理課

4月14日 一般 道路草刈作業委託その２
豊川西部・音羽・御津・小坂井地
区

― 23,320,000 株式会社林工務店 道路河川管理課

4月14日 一般 側溝・路面・地下道清掃業務委託 豊川市内全域 ― 33,000,000 株式会社明輝クリーナー 道路河川管理課

4月14日 指名
小坂井地域交流会館（仮称）環境衛生管理
等業務（長期継続契約）

豊川市小坂井町大堀１０番地 ― 2,610,300 建物管理株式会社 教育委員会　中央図書館

4月14日 指名 中央図書館警備業務委託（長期継続契約） 豊川市諏訪１丁目６３番地 ― 657,140 セコム株式会社 教育委員会　中央図書館

4月14日 指名 ＲＰＡ運用支援業務委託 豊川市役所外 ― 2,508,000
日本電子計算株式会社　名古屋支
店

情報システム課

4月14日 指名
令和３年度　豊川市地域公共交通運行計画
作成等業務

豊川市全域外 ― 7,040,000
株式会社トーニチコンサルタント
中部支社

人権交通防犯課

4月14日 指名
農業集落排水施設点検調査業務委託（一宮
西部）

豊川市足山田町外２町地内 ― 4,620,000 トーエイ株式会社　豊橋支店 下水整備課

4月14日 指名 公園遊具定期点検作業委託
豊川市美幸町２丁目外１０３町地
内

― 4,455,000 内田工業株式会社 公園緑地課

4月14日 指名 公園噴水・流れ高圧洗浄作業委託 豊川市諏訪３丁目　外６町地内 ― 2,750,000 テムズ中日株式会社 公園緑地課

4月14日 指名 公園噴水ろ過装置保守点検作業委託 豊川市諏訪３丁目　外６町地内 ― 1,078,000 株式会社渡辺設備 公園緑地課

4月14日 指名
令和３年度運動器機能向上教室業務委託
（その１）

豊川市内 ― 1,352,967 アイレクススポーツライフ株式会社 介護高齢課

4月14日 指名
令和３年度運動器機能向上教室業務委託
（その２）

豊川市内 ― 1,100,000 アイレクススポーツライフ株式会社 介護高齢課

4月14日 指名
令和３年度運動器機能向上教室業務委託
（その３）

豊川市内 ― 450,989 アイレクススポーツライフ株式会社 介護高齢課

4月14日 指名
公共下水道管渠実施設計業務委託（その
２）

豊川市為当町外１町地内（久保第
２排水区）

########## 16,170,000
アローコンサルタント株式会社　東
三河支店

下水整備課

4月14日 指名
特定環境保全公共下水道管渠実施設計業
務委託（その１）

豊川市為当町外１町地内（森・為
当地区）

8,939,000 13,310,000
アローコンサルタント株式会社　東
三河支店

下水整備課

4月14日 指名
特定環境保全公共下水道管渠実施設計業
務委託（その２）

豊川市平尾町地内 ########## 15,378,000
株式会社日新技術コンサルタント
豊橋出張所

下水整備課

4月14日 指名
特定環境保全公共下水道管渠実施設計業
務委託（その３）

豊川市野口町外１町地内（市田・
野口地区）

8,890,000 9,779,000
株式会社名北総合技研　東三河支
店

下水整備課

4月14日 指名
特定環境保全公共下水道管渠実施設計業
務委託（その４）

豊川市樽井町地内（樽井地区） 8,883,000 9,771,300 藤コンサル株式会社 下水整備課

4月14日 指名
特定環境保全公共下水道管渠実施設計業
務委託（その５）

豊川市六角町外１町地内（六角地
区）

########## 11,249,700 藤コンサル株式会社 下水整備課

4月14日 指名
小中学校管理諸室等空調設備改修工事実
施設計業務委託

金屋小学校始め９校 ― 10,395,000 企業組合建築環境システム 教育委員会　庶務課



4月14日 指名 合葬式墓地実施設計業務委託 豊川市御油町地内 ― 21,113,400
セントラルコンサルタント株式会社
中部支社

環境課

4月14日 指名
物件調査業務委託　都市計画道路城跡市
役所線

豊川市牛久保町地内 8,813,000 12,980,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊
橋支店

都市計画課

4月14日 指名 橋梁詳細設計業務委託（公園橋人道橋） 豊川市蔵子一丁目外２地内 ########## 25,080,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路建設課

4月14日 指名
橋梁詳細設計業務委託（野中公園付近人道
橋）

豊川市蔵子四丁目外１地内 ########## 15,669,500
株式会社アイエスシイ　豊川事務
所

道路建設課

4月14日 指名
測量設計業務委託　都市計画道路長山一
宮線外１路線

豊川市上長山町外１町地内 6,608,000 7,268,800 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路建設課

4月14日 指名 豊川駅東建物等物件調査業務委託
豊川駅東土地区画整理事業地区
内

― 1,375,000
一般社団法人東三河街づくり整備
協会

区画整理課

4月14日 指名 豊川西部建物等物件調査業務委託
豊川西部土地区画整理事業地区
内

― 539,000
一般社団法人東三河街づくり整備
協会

区画整理課

4月14日 指名
都市計画変更及び事業認可図書作成業務
委託

豊川市御津町西方地内 ― 6,402,000
株式会社トーニチコンサルタント
中部支社

都市計画課

4月14日 指名
土地評価業務委託　都市計画道路城跡市
役所線

豊川市牛久保町地内 ― 3,630,000
株式会社東洋不動産鑑定コンサル
タント

都市計画課

4月14日 指名 土地利用促進検討業務委託
豊川市国府町地内（国府高畑地
区）

― 7,260,000 中央コンサルタンツ株式会社 都市計画課

4月14日 指名
豊川市立三蔵子小学校校舎耐力度調査業
務委託

豊川市三蔵子町宮前３２番地 ― 6,556,000 株式会社トクオ 教育委員会　庶務課

4月14日 指名
小中学校屋内運動場トイレ改修工事実施設
計業務委託（その１）

豊川小学校始め１６校 ― 6,820,000 するが有限会社 教育委員会　庶務課

4月14日 指名
小中学校屋内運動場トイレ改修工事実施設
計業務委託（その２）

千両小学校始め１８校 ― 7,700,000 株式会社ＣＲＥＢＬＥ 教育委員会　庶務課

4月14日 指名 汚水処理施設整備構想検討業務委託 豊川市全域 ― 5,082,000
株式会社ＮＪＳ　名古屋総合事務
所

下水整備課

4月14日 指名
公共下水道管渠実施設計業務委託（その
１）

豊川市一宮町外１町地内（一宮地
区）

― 6,578,000 中央コンサルタンツ株式会社 下水整備課

4月14日 指名
豊川市消防署本署庁舎整備基本計画策定
業務委託

豊川市諏訪３丁目地内 ― 7,480,000
ランドブレイン株式会社　名古屋事
務所

消防本部　総務課

4月14日 指名 諏訪３丁目地内物件調査業務委託 豊川市諏訪３丁目地内 ― 3,960,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊
橋支店

消防本部　総務課


