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業者名 主管課

3月23日 指名
大規模盛土第二次スクリーニング計画策定
業務委託

豊川市内 7,987,000 10,997,800 アジア航測株式会社　名古屋支店 建築課

3月23日 指名
御津文化会館空調設備機械保守点検業務
委託（長期継続契約）

豊川市御津町広石日暮１４６番地 － 8,965,000 株式会社松栄管工 文化振興課

3月9日 指名
小坂井文化会館・御津文化会館清掃業務委
託（長期継続契約）

小坂井文化会館・御津文化会館 3,073,000 4,827,900 三愛クリーナー株式会社 文化振興課

2月24日 指名
一宮浄水場監視等業務委託Ｒ４‐１４（長期
継続契約）

豊川市一宮町外２３町地内 － 27,280,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

2月24日 指名
豊川市休日夜間急病診療所医療事務委託
（長期継続契約）

豊川市休日夜間急病診療所 － 27,197,280 株式会社ソラスト　東愛知支社 保健センター

2月24日 指名
庁舎清掃等業務委託その１（長期継続契
約）

豊川市役所外 14,765,706 22,990,000 株式会社御津クリーナー 財産管理課

2月24日 指名
庁舎清掃等業務委託その２（長期継続契
約）

豊川市勤労福祉会館外 7,327,460 11,513,700 建物管理株式会社 商工観光課

2月24日 指名
豊川市清掃工場　Ａ棟設備点検清掃業務委
託（長期継続契約）

豊川市平尾町親坂５０番地 － 19,800,000 有限会社寺部組 清掃事業課

2月24日 指名
豊川市桜ヶ丘ミュージアム清掃業務委託
（長期継続契約）

豊川市桜ケ丘町７９番地の２ 10,742,080 16,552,800 有限会社愛知ビル管理 文化振興課

2月24日 指名
豊川市文化会館舞台関係総合管理業務委
託（長期継続契約）

豊川市代田町１丁目２０番地の４ － 17,325,000 株式会社ピーアンドピー 文化振興課

2月24日 指名
豊川市文化会館建物管理業務委託（長期継
続契約）

豊川市代田町１丁目２０番地の４ － 40,392,000 昭和建物管理株式会社　三河支店 文化振興課

2月24日 指名
豊川市文化会館舞台装置保守点検業務委
託（長期継続契約）

豊川市代田町１丁目２０番地の４ － 5,808,000
三精テクノロジーズ株式会社　名
古屋営業所

文化振興課

2月24日 指名
御津文化会館舞台機構吊物保守点検業務
委託（長期継続契約）

豊川市御津町広石日暮１４６番地 － 4,356,000 サンセイ株式会社　名古屋支店 文化振興課

2月24日 指名
豊川市一宮生涯学習センター舞台吊物設備
保守点検業務委託（長期継続契約）

豊川市上長山町小南口原１の５０
０番地

－ 1,386,000
三精工事サービス株式会社　名古
屋支店

教育委員会　生涯学習課

2月24日 指名
公園便所清掃・草収集運搬業務委託（長期
継続契約）

豊川市美幸町外 3,316,600 4,620,000 株式会社御津クリーナー 公園緑地課

2月24日 指名
保育所等紙おむつ収集運搬業務委託（長期
継続契約）

国府保育園外 － 1,760,000 有限会社マイニチ 保育課

2月24日 指名
一宮庁舎環境衛生管理業務委託（長期継続
契約）

豊川市一宮町豊１番地 － 536,800 東海ビル管理株式会社 一宮支所

2月24日 指名
豊川市桜ヶ丘ミュージアム自動ドア装置保
守点検業務委託（長期継続契約）

豊川市桜ケ丘町７９番地の２ － 1,386,000 株式会社中部技術サービス 文化振興課

2月24日 指名
小中学校浄化槽等保守点検業務委託（長期
継続契約）

東部小学校始め７校 － 1,045,000 藤吉工業株式会社　豊橋支店 教育委員会　庶務課

2月24日 指名
こざかい葵風館　防火シャッター等防火設備
保守点検業務委託（長期継続契約）

豊川市小坂井町大堀１０番地 － 770,000
文化シヤッターサービス株式会社
中部サービス支店

小坂井支所

2月24日 指名
小中学校教育用コンピュータ学校設定等業
務委託（長期継続契約）

市内小中学校及び豊川市教育委
員会

－ 4,488,000 教育産業株式会社　豊橋営業所 教育委員会　庶務課

2月24日 指名
こざかい葵風館　消防用設備等保守点検及
び防火対象物定期点検業務委託（長期継続
契約）

豊川市小坂井町大堀１０番地 － 1,402,500 東海消防設備株式会社 小坂井支所

2月24日 指名
保育所消防用設備等保守点検業務委託（長
期継続契約）

国府保育園始め２３園 － 770,000 浜島防災システム株式会社 保育課

2月24日 一般
公園広場管理業務委託（メリケントキンソウ
対策）

豊川市国府町外 3,500,000 4,950,000 有限会社庭安造園 公園緑地課

2月24日 一般 平尾小学校支障木剪定業務委託 豊川市平尾町上貝津２番地の５ 741,580 990,000 有限会社岡本環境造園 教育委員会　庶務課

2月24日 指名
豊川市２生涯学習センターエレベーター保
守点検業務委託（長期継続契約）

豊川市上長山町小南口原１の５０
０番地外

－ 554,400
エス・イー・シーエレベーター株式
会社　名古屋支社

教育委員会　生涯学習課

2月24日 指名
豊川市音羽生涯学習センターエレベーター
保守点検業務委託（長期継続契約）

豊川市赤坂町西裏４７番地１ － 462,000
エス・イー・シーエレベーター株式
会社　名古屋支社

教育委員会　生涯学習課

2月24日 指名
一宮庁舎空調設備保守点検業務委託（長期
継続契約）

豊川市一宮町豊１番地 － 770,000 株式会社中部技術サービス 一宮支所

2月24日 指名
小坂井文化会館空調設備機械保守点検業
務委託（長期継続契約）

豊川市伊奈町新屋９７番地２ － 5,322,900 株式会社中部技術サービス 文化振興課

2月24日 指名
御津文化会館空調設備機械保守点検業務
委託（長期継続契約）

豊川市御津町広石日暮１４６番地 － 1,034,000
株式会社テクノ菱和　東愛知営業
所

文化振興課

2月24日 指名
豊川市一宮生涯学習センター空調設備保守
点検業務委託（長期継続契約）

豊川市上長山町小南口原１の５０
０番地

－ 2,310,000
三菱電機ビルテクノサービス株式
会社　中部支社

教育委員会　生涯学習課

2月24日 指名
豊川市御津生涯学習センター空調設備保守
点検業務委託（長期継続契約）

豊川市御津町西方日暮３０番地 － 1,485,000 株式会社松栄管工 教育委員会　生涯学習課

2月24日 指名
豊川市文化会館照明設備保守点検業務委
託（長期継続契約）

豊川市代田町１丁目２０番地の４ － 不調 文化振興課

2月24日 指名
音羽文化ホール舞台照明設備保守点検業
務委託（長期継続契約）

豊川市赤坂町松本２５０番地 － 1,135,200
パナソニックＬＳエンジニアリング株
式会社　中部支店

文化振興課

2月24日 指名
小坂井文化会館舞台照明設備保守点検業
務委託（長期継続契約）

豊川市伊奈町新屋９７番地２ － 2,376,000
株式会社松村電機製作所　中部支
店

文化振興課

2月24日 指名
御津文化会館舞台照明設備保守点検業務
委託（長期継続契約）

豊川市御津町広石日暮１４６番地 － 2,435,400
パナソニックＬＳエンジニアリング株
式会社　中部支店

文化振興課

2月24日 指名
豊川市文化会館音響設備保守点検業務委
託（長期継続契約）

豊川市代田町１丁目２０番地の４ － 2,409,000
パナソニックシステムソリューション
ズジャパン株式会社　中日本社

文化振興課

2月24日 指名
音羽文化ホール舞台音響設備保守点検業
務委託（長期継続契約）

豊川市赤坂町松本２５０番地 － 1,353,000
パナソニックシステムソリューション
ズジャパン株式会社　中日本社

文化振興課

2月24日 指名
小坂井文化会館舞台音響設備等保守点検
業務委託（長期継続契約）

豊川市伊奈町新屋９７番地２ － 2,805,000
ヤマハサウンドシステム株式会社
名古屋営業所

文化振興課

2月24日 指名
御津文化会館舞台音響設備保守点検業務
委託（長期継続契約）

豊川市御津町広石日暮１４６番地 － 1,881,000
ヤマハサウンドシステム株式会社
名古屋営業所

文化振興課

2月16日 指名
豊川市豊川生涯学習センターアスベスト含
有調査業務委託

豊川市西豊町２丁目２２５番地 － 583,000 太平産業株式会社 教育委員会　生涯学習課



2月16日 指名
庁舎清掃等業務委託その３（長期継続契
約）

豊川市一宮庁舎外 2,082,990 3,273,270 建物管理株式会社 一宮支所

2月16日 指名
庁舎清掃等業務委託その４（長期継続契
約）

音羽福祉保健センター外 2,608,387 3,534,300 テムズ中日株式会社 保健センター

2月16日 指名
庁舎清掃等業務委託その５（長期継続契
約）

豊川市御津福祉保健センター外 1,016,793 1,597,200 株式会社御津クリーナー 介護高齢課

2月16日 指名
庁舎清掃等業務委託その６（長期継続契
約）

こざかい葵風館外 928,802 1,452,000 株式会社中部ビルサービス 教育委員会　生涯学習課

2月16日 指名
豊川市文化会館清掃業務委託（長期継続契
約）

豊川市代田町１丁目２０番地の４ 5,918,150 9,179,940 建物管理株式会社 文化振興課

2月16日 指名
小坂井文化会館・御津文化会館清掃業務委
託（長期継続契約）

小坂井文化会館・御津文化会館 不調 文化振興課

2月16日 指名
豊川市３生涯学習センター清掃業務委託
（長期継続契約）

豊川市上長山町小南口原１の５０
０番地外

851,620 1,331,000 株式会社中部ビルサービス 教育委員会　生涯学習課

2月16日 指名
豊川駅東西自由通路等清掃業務委託（長期
継続契約）

豊川市豊川町地内 3,390,800 4,935,700 東海整備株式会社 道路河川管理課

2月16日 指名
豊川市御津福祉保健センター警備業務委託
（長期継続契約）

豊川市御津町広石枋ヶ坪８８番地 － 693,000
株式会社ガード・リサーチ　三河事
業本部　豊橋支社

介護高齢課

2月16日 指名
排水機場自家用電気工作物保安管理業務
委託（長期継続契約）

下ノ郷排水機場始め５施設 － 1,242,120 株式会社エレックス極東 農務課

2月16日 指名
小中学校自家用電気工作物保安管理業務
委託（長期継続契約）（その１）

豊川小学校始め９校 － 2,096,160
一般財団法人中部電気保安協会
豊川営業所

教育委員会　庶務課

2月16日 指名
小中学校自家用電気工作物保安管理業務
委託（長期継続契約）（その２）

牛久保小学校始め７校 － 1,223,640
一般財団法人中部電気保安協会
豊川営業所

教育委員会　庶務課

2月16日 指名
小中学校自家用電気工作物保安管理業務
委託（長期継続契約）（その３）

三蔵子小学校始め１０校 － 2,271,720
一般財団法人中部電気保安協会
豊川営業所

教育委員会　庶務課

2月16日 指名
小中学校自家用電気工作物保安管理業務
委託（長期継続契約）（その４）

萩小学校始め１０校 － 2,505,360
一般財団法人中部電気保安協会
豊川営業所

教育委員会　庶務課

2月16日 指名
豊川市消防署自家用電気工作物保安管理
業務委託（長期継続契約）

豊川市消防署始め５署所 － 970,200 株式会社エレックス極東 消防本部　総務課

2月16日 指名
豊川市保健センター自家用電気工作物保安
管理業務委託（長期継続契約）

豊川市保健センター － 716,760 ごとう電気管理株式会社 保健センター

2月16日 指名
音羽福祉保健センター自家用電気工作物保
安管理業務委託（長期継続契約）

音羽福祉保健センター － 605,880 ごとう電気管理株式会社 保健センター

2月16日 指名
豊川市文化会館自家用電気工作物保安管
理業務委託（長期継続契約）

豊川市代田町１丁目２０番地の４ － 2,069,892 ごとう電気管理株式会社 文化振興課

2月16日 指名
御津文化会館自家用電気工作物の保安管
理業務委託（長期継続契約）

豊川市御津町広石日暮１４６番地 － 1,174,536 ごとう電気管理株式会社 文化振興課

2月16日 指名
豊川市桜ヶ丘ミュージアム自家用電気工作
物保安管理業務委託（長期継続契約）

豊川市桜ケ丘町７９番地の２ － 1,080,288 ごとう電気管理株式会社 文化振興課

2月16日 指名
学校給食センター外１か所電気設備保安管
理業務委託（長期継続契約）

豊川市穂ノ原３丁目２番地の９外
１か所

－ 3,833,280 株式会社エレックス極東 教育委員会　学校給食課

2月16日 指名
こざかい葵風館　自家用電気工作物保安管
理業務委託（長期継続契約）

豊川市小坂井町大堀１０番地 － 1,524,600
一般財団法人中部電気保安協会
豊川営業所

小坂井支所

2月16日 指名
豊川市清掃工場　施設建物清掃業務委託
（長期継続契約）

豊川市平尾町親坂５０番地 1,631,700 2,564,100 有限会社愛知ビル管理 清掃事業課

2月9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（その２）

豊川市役所 － 1,424,500 伊藤建築研究室 財産管理課

2月9日 指名
豊川市住民税非課税世帯等臨時特別給
付金受付窓口等警備業務委託

豊川市役所　防災センター － 520,960 日本信託警備株式会社 福祉課

2月9日 指名
一宮浄水場汚泥清掃作業委託Ｒ３‐１
３６

豊川市一宮町地内 － 1,617,000 成和環境株式会社 水道整備課

2月2日 指名
刈草剪定枝破砕堆肥化施設運転管理業
務委託（長期継続契約）

豊川市長草町美佐々木地内
（豊川市資源化施設内）

－ 126,500,000 加山興業株式会社　豊川営業所 清掃事業課

2月2日 一般
牛の滝遊歩道倒木伐採・搬出等業務委
託

豊川市東上町地内 1,218,700 1,870,000 株式会社永晃 商工観光課

2月2日 一般 四季の森樹木管理等業務委託 豊川市平尾町外１町地内 3,732,400 5,665,000 有限会社藤井建設 介護高齢課

1月31日 随契
豊川市住民税非課税世帯等臨時特別給
付金事務委託

豊川市役所　防災センター － 26,675,000 株式会社ＪＴＢ　豊橋支店 福祉課

1月12日 一般 小中学校高木整枝業務委託（その１） 豊川小学校始め１２校 2,662,520 4,125,000 有限会社岡本環境造園 教育委員会　庶務課

1月12日 一般 小中学校高木整枝業務委託（その２） 千両小学校始め１１校 2,123,100 3,300,000 有限会社片岡造園 教育委員会　庶務課

1月12日 一般 小中学校高木整枝業務委託（その３） 国府小学校始め１３校 2,553,950 3,905,000 株式会社市川造園 教育委員会　庶務課

1月12日 一般 豊川市文化会館樹木剪定業務委託
豊川市代田町１丁目２０番地
の４

421,750 654,500 有限会社片岡造園 文化振興課

1月12日 指名 下水道台帳調書等作成業務委託 豊川市下水道整備済区域 － 1,309,000
アジア航測株式会社　名古屋支
店

下水整備課

1月12日 指名 排水路浚渫業務委託（篠束地区） 豊川市篠束町地内 － 2,970,000 鳥井建設株式会社 農務課


