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12月22日 指名
谷下ポンプ所改修工事実施設計業務委託Ｒ
３‐１２８

豊川市長沢町地内 － 不調 水道整備課

12月22日 指名
豊川駅東建物等物件調査業務委託（その
２）

豊川駅東土地区画整理事業地区
内

－ 671,000
一般社団法人東三河街づくり整備
協会

区画整理課

12月22日 一般 支障木伐採業務委託（松原地区） 豊川市松原町地内 1,760,500 2,695,000 有限会社岡本環境造園 農務課

12月22日 一般
施設草刈及び伐採業務委託（東上高区配水
池外７施設）Ｒ３‐１２５

豊川市東上町外６町地内 1,346,100 2,068,000 株式会社永晃 水道整備課

12月22日 一般
樹木伐採業務委託　市道穂ノ原二丁目穂ノ
原三丁目線

豊川市穂ノ原三丁目地内 699,300 968,000 有限会社中村造園 道路建設課

12月22日 指名
小中学校教育用コンピュータ学校設定等委
託業務

市内小中学校及び豊川市教育委
員会

－ 3,498,000 教育産業株式会社　豊橋営業所 教育委員会　庶務課

12月22日 指名 雨水管路および浸透施設清掃作業委託 豊川市伊奈町外１町地内 － 2,310,000
オオブユニティ株式会社　豊橋営
業所

下水整備課

12月22日 指名 水路浚渫業務委託　本野町排水路 豊川市本野町地内 － 858,000 春太建設株式会社 道路河川管理課

12月22日 指名 救急車搭載機器定期点検業務委託 豊川市消防署外 － 739,750
株式会社名古屋医理科商会　三河
営業所

消防本部　総務課

12月8日 指名 本庁舎旧食堂改修工事設計業務委託 豊川市諏訪１丁目１番地 － 2,178,000 株式会社藏創 財産管理課

12月8日 一般 河川樹木伐採業務委託　普通河川佐奈川 豊川市千両町地内 825,300 1,265,000 有限会社ちぎり 道路河川管理課

12月8日 指名 排水路浚渫業務委託（麻生田地区） 豊川市麻生田町地内 － 2,530,000 有限会社森田組 農務課

12月1日 一般 調整池樹木伐採業務委託　後田調整池 豊川市八幡町地内 418,600 632,500 有限会社片岡造園 道路河川管理課

12月1日 指名 小中学校窓ガラス清掃業務委託 豊川小学校始め３１校 － 2,635,600 東海ビル管理株式会社 教育委員会　庶務課

12月1日 指名
令和４年新成人祝賀会会場及びステージ設
営業務

豊川市総合体育館 － 1,848,000 株式会社東雲座カンパニー 教育委員会　生涯学習課

11月24日 指名 水路浚渫業務委託　穂ノ原三丁目排水路 豊川市穂ノ原三丁目地内 － 1,452,000 有限会社藤井建設 道路河川管理課

11月17日 一般
施設草刈及び伐採業務委託（東上高区配水
池外７施設）Ｒ３‐１２５

豊川市東上町外６町地内 － 不調 水道整備課

11月17日 指名
令和３年度自動車騒音常時監視に係る騒音
調査及び面的評価業務委託

豊川市全域 － 522,500
有限会社日本交通流動リサーチ
東三河事務所

環境課

11月17日 指名
企画展「村絵図へのいざない」資料輸送展
示業務委託

豊川市桜ヶ丘ミュージアム外 － 999,900 日本通運株式会社　豊橋支店 文化振興課

11月17日 指名 排水路浚渫業務委託（八幡地区） 豊川市八幡町地内 － 1,991,000 金田建設有限会社 農務課

11月17日 指名 排水路浚渫業務委託（小坂井地区） 豊川市小坂井町地内 － 539,000 有限会社太田工務店 農務課

11月17日 指名
土砂災害防止対策測量設計調査業務委託
その２

豊川市長沢町地内 8,218,000 12,870,000 株式会社中部テック　東三河支店 道路河川管理課

11月17日 指名
谷下ポンプ所改修工事実施設計業務委託Ｒ
３‐１２８

豊川市長沢町地内 － 不調 水道整備課

11月10日 指名
市営野口住宅汚水マンホールポンプ点検清
掃業務

豊川市野口町横根１番地の８ － 506,000 成和環境株式会社 建築課

11月4日 指名 豊川市税申告書作成補助等運営委託 豊川市文化会館外 － 11,550,000
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティ
ングアクト　＿

市民税課

11月4日 指名 豊川市個人住民税当初課税業務委託 豊川市役所外 － 5,400,499
ジェイ・ネクスト株式会社　名古屋
支社

市民税課

11月4日 指名 側溝浚渫・浚渫土処理業務委託その２ 豊川市全域 － 5,280,000 藤原建設株式会社 道路河川管理課

11月4日 指名
マイナンバー（個人番号）カード交付予約受
付等コールセンター業務委託（長期継続契
約）

豊川市役所外 － 19,171,900
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティ
ングアクト　＿

市民課

11月4日 指名 豊川市道路台帳更新業務委託 豊川市地内 15,995,000 22,495,000 アジア航測株式会社　名古屋支店 道路河川管理課

11月4日 指名
測量設計業務委託　都市計画道路城跡市
役所線

豊川市牛久保町地内 － 7,915,600
大日コンサルタント株式会社　名古
屋支社

道路建設課

10月27日 指名
土地改良事業（音羽萩地区）計画調査業務
委託その２

豊川市萩町地内 － 3,575,000 愛知県土地改良事業団体連合会 農務課

10月27日 指名 林道設計業務委託（本宮山線） 豊川市上長山町地内 － 2,310,000
株式会社中部森林技術コンサルタ
ンツ

農務課

10月27日 指名
測量設計業務委託　市道大木鑓水新道２号
線

豊川市　大木町　地内 － 5,610,000 中部復建株式会社　東三河営業所 道路建設課

10月27日 指名 測量設計業務委託　市道大池線 豊川市久保町地内 － 2,915,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊
橋支店

道路建設課

10月27日 一般 河川樹木伐採業務委託　普通河川宝川 豊川市松原町地内 － 1,867,800 有限会社庭安造園 道路河川管理課

10月27日 指名 課税資料等電子データ整備業務委託 豊川市役所外 － 6,941,000 アジア航測株式会社　名古屋支店 資産税課

10月27日 指名 事業場等排水水質分析業務委託 処理区域内特定事業場 － 514,800 藤吉工業株式会社　豊橋支店 下水整備課

10月13日 指名
建物等再算定調査業務委託　都市計画道
路上宿樽井線

豊川市野口町地内 － 7,150,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊
橋支店

道路建設課



10月13日 指名 土質調査業務委託（本宮山線） 豊川市上長山町地内 － 550,000 株式会社興和調査設計 農務課

10月13日 指名 雨水施設点検調査業務委託 豊川市内 － 4,125,000
オオブユニティ株式会社　豊橋営
業所

下水整備課

10月13日 指名 可燃ごみ・不燃ごみ組成分析調査業務委託
豊川市平尾町親坂地内及び千両
町深田地内

－ 913,000 環境技術株式会社 清掃事業課

10月13日 指名 高濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託 豊川市役所　外３施設 － 539,000 株式会社大相　愛知支店 財産管理課

10月6日 指名 物件調査業務委託　市道宿佐平山２号線 豊川市宿町地内 － 3,355,000 株式会社名邦テクノ　東三河支店 道路建設課


