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9月29日 一般 豊川西部　草刈業務委託（２１－０２） 豊川西部土地区画整理事業地区 1,281,700 1,980,000 株式会社後藤建設 区画整理課

9月8日 指名
基礎調査業務委託　都市計画道路伊奈美
和通線

豊川市宿町地内 ― 2,475,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊
橋支店

道路建設課

9月1日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ３‐５２ 豊川市御津町御幸浜地内 ― 1,573,000
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

9月1日 指名
小中学校機械警備業務委託（その１）（長期
継続契約）

豊川小学校始め９校 ― 10,098,000
株式会社ガード・リサーチ　三河事
業本部　豊橋支社

教育委員会　庶務課

9月1日 指名
小中学校機械警備業務委託（その２）（長期
継続契約）

三蔵子小学校始め１３校 ― 7,722,000 綜合警備保障株式会社　豊橋支社 教育委員会　庶務課

9月1日 指名
小中学校機械警備業務委託（その４）（長期
継続契約）

萩小学校始め１０校 ― 6,382,200 セコム株式会社 教育委員会　庶務課

9月1日 一般 危険木伐採・剪定業務委託 豊川市下野川町外１町地内 2,321,900 3,300,000 株式会社市川造園 道路河川管理課

9月1日 指名
小中学校機械警備業務委託（その３）（長期
継続契約）

一宮東部小学校始め４校 ― 5,016,000 豊田東海警備株式会社　蒲郡本部 教育委員会　庶務課

9月1日 指名
国府駅・伊奈駅東西連絡橋等定期清掃業務
委託（長期継続契約）

豊川市久保町外１町地内 2,646,000 4,158,000 有限会社愛知ビル管理 道路河川管理課

9月1日 指名
第４９回衆議院議員総選挙資材配送及び撤
収業務委託

豊川市内 ― 858,000 日本通運株式会社　豊橋支店 行政課

9月1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 ― 不調 財産管理課

8月25日 指名 汚水管伏越部及び管渠清掃作業委託 豊川市内 ― 3,190,000 株式会社ダイワ 下水整備課

8月25日 指名 ふれあい交流館アスベスト調査業務委託
豊川市上長山町本宮下１番地１６
８５

― 770,000 太平産業株式会社 商工観光課

8月25日 指名
一宮大木土地区画整理地内４号公園便所
等実施設計業務委託

豊川市大木町地内 ― 990,000 株式会社藏創 公園緑地課

8月18日 指名
豊川西部建物等物件調査業務委託（その
２）

豊川西部土地区画整理事業地区
内

― 979,000
一般社団法人東三河街づくり整備
協会

区画整理課

8月18日 指名 路面下空洞調査業務委託 豊川市内全域 ― 4,400,000 ジオ・サーチ株式会社 道路河川管理課

8月18日 指名 豊川西部　工事実施設計業務委託 豊川西部土地区画整理事業地区 ― 2,101,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

8月18日 指名
第４９回衆議院議員総選挙ポスター掲示場
設置等業務委託

豊川市内 ― 4,400,000 株式会社豊栄建設 行政課

8月18日 指名 豊川市清掃工場　飛灰運搬業務委託 豊川市平尾町親坂５０番地 ― 9,328,000 加山興業株式会社　豊川営業所 清掃事業課

8月4日 指名 豊川駅東　画地確定測量（測設）業務委託 豊川駅東土地区画整理事業地区 ― 3,047,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

8月4日 指名 豊川西部　画地確定測量（測設）業務委託 豊川西部土地区画整理事業地区 ― 1,276,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

8月4日 指名 汚水管路施設点検調査業務委託 豊川市御津町地内 ― 4,290,000 中日コプロ株式会社　豊橋営業所 下水整備課



8月4日 指名 とよかわ文化芸術創造プラン策定業務委託 豊川市内 ― 3,498,000
株式会社地域計画建築研究所　名
古屋事務所

文化振興課

7月21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６）

豊川市三谷原町地内（三谷原地
区）

8,946,000 12,650,000
株式会社日本水工コンサルタント
豊川営業所

下水整備課

7月21日 指名
土地改良事業（音羽萩地区）計画調査業務
委託

豊川市萩町地内 10,934,000 15,950,000 愛知県土地改良事業団体連合会 農務課

7月21日 指名 土砂災害防止対策測量設計調査業務委託 豊川市長沢町地内 10,822,000 15,950,000
葵コンサルタント株式会社　東三河
営業所

道路河川管理課

7月21日 指名 道路附属物点検業務委託 豊川市豊川町外３０町地内 ― 8,470,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路河川管理課

7月21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 ― 1,925,000
株式会社名北総合技研　東三河支
店

水道整備課

7月21日 随契 高濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務委託 豊川市役所　外３施設 ― 23,340,240
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州ＰＣＢ処理事業所

財産管理課

7月21日 一般 市営住宅簡易専用水道清掃業務委託
豊川市金屋本町４丁目４５番地外
１８か所

― 1,705,000 株式会社松栄管工 建築課

7月21日 指名
地区市民館既設排水配管及び衛生器具調
査業務委託

豊川市御津町西方宮長３１番地
他１箇所

― 946,000 井指設備工業株式会社 市民協働国際課

7月21日 指名 下水道施設点検調査業務委託 豊川市中央通４丁目外６町地内 ― 2,893,000 管清工業株式会社　名古屋支店 下水整備課

7月21日 指名
第４次豊川市地域福祉計画策定アンケート
調査業務委託

豊川市役所外 ― 836,000 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 福祉課

7月21日 指名
豊川市役所非常用発電機保守点検業務委
託

豊川市諏訪１丁目１番地 ― 306,900 東海電工株式会社 財産管理課

7月14日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ３‐８２ 豊川市市田町外１町地内 ― 1,980,000
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

7月14日 指名 豊川市清掃工場　飛灰運搬業務委託 豊川市平尾町親坂５０番地 ― 不調 清掃事業課

7月14日 指名 令和３年度脳ちから塾教室運営業務委託 豊川市内 ― 679,800 アイレクススポーツライフ株式会社 介護高齢課

7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４）

豊川市内 ― 880,000 株式会社萬寿 介護高齢課

7月7日 指名
豊川市水道事業経営戦略見直し基礎資料
作成業務委託Ｒ３‐７２

豊川市全域 6,706,000 9,482,000
株式会社ＮＪＳ　名古屋総合事務
所

水道整備課

7月7日 指名
牛久保生涯学習センターＥＶ棟増築及びトイ
レ等改修工事実施設計業務委託

豊川市牛久保町若子５２番の１ ― 10,670,000 するが有限会社 教育委員会　生涯学習課

7月7日 指名
ふれあいセンター内設備更新等実施設計業
務委託

豊川市平尾町親坂３６番地 ― 22,440,000 企業組合建築環境システム 介護高齢課

7月7日 指名
ふれあい交流館改修工事実施設計業務委
託

豊川市上長山町本宮下１番地１６
８５

― 18,480,000 株式会社玉岡設計 商工観光課

7月7日 指名
測量設計業務委託　市道平尾下貝津４号線
外１路線（平尾第２地区区画道路１号外１路
線）

豊川市平尾町地内 10,171,000 15,400,000 株式会社中部テック　東三河支店 都市計画課

7月7日 指名
豊川市役所受変電設備等改修工事実施設
計業務委託

豊川市諏訪一丁目１番地 ― 22,880,000 企業組合建築環境システム 財産管理課

7月7日 指名
豊川市役所北庁舎空調設備改修工事基本・
実施設計業務委託

豊川市諏訪一丁目１番地 ― 18,700,000 企業組合建築環境システム 財産管理課


