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12月21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 2,646,350 4,070,000 株式会社市川造園 教育委員会　庶務課

12月21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 2,289,280 3,410,000 有限会社中村造園 教育委員会　庶務課

12月21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１２校 2,275,490 3,410,000 有限会社片岡造園 教育委員会　庶務課

12月21日 指名
愛知県知事選挙資材配送及び撤収業務委
託

豊川市全域 － 871,200 日本通運株式会社　豊橋支店 行政課

12月21日 指名
豊川市コミュニティバス運行情報データ作
成等業務委託

豊川市全域外 － 1,925,000
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

12月21日 指名 地区市民館石綿含有調査業務委託
豊川市三上町天神前１４番地の
３　三上地区市民館始め３館

－ 2,200,000 太平産業株式会社 市民協働国際課

12月21日 指名 救急車搭載機器定期点検業務委託 豊川市消防署始め５署所 － 743,600
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7日 指名 土質調査業務委託（本宮山線） 豊川市上長山町地内 371,000 550,000 株式会社興和調査設計 農務課

12月7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 846,300 1,320,000 有限会社ちぎり 道路河川管理課

12月7日 指名
令和５年豊川市二十歳の集い会場及びス
テージ設営業務委託

豊川市総合体育館 － 1,870,000 株式会社東雲座カンパニー 教育委員会　生涯学習課

12月7日 指名 排水路浚渫業務委託（平井町地区） 豊川市平井町地内 － 2,310,000 平川建設株式会社 農務課

12月7日 指名 排水路浚渫業務委託（豊津地区） 豊川市豊津町地内 － 2,101,000 株式会社永晃 農務課

11月30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

630,000 693,000
一般社団法人東三河街づくり整備
協会

区画整理課

11月30日 随契 オンライン手続推進環境構築業務委託 豊川市役所外 － 22,952,600
日本電子計算株式会社　名古屋
支店

情報政策課

11月30日 指名
愛知県知事選挙ポスター掲示場設置等業
務委託

豊川市一円 － 6,160,000 株式会社豊栄建設 行政課

11月24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

豊川市野口町外１町地内 3,570,000 5,280,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊
橋支店

道路建設課

11月24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）Ｒ４‐１０７

豊川市東上町外６町地内 1,325,100 2,068,000 株式会社永晃 水道整備課

11月24日 指名
一宮浄水場沈殿池清掃業務委託　Ｒ４‐１０
８

豊川市一宮町地内 － 2,413,400 成和環境株式会社 水道整備課

11月24日 指名 小中学校窓ガラス清掃業務委託 豊川小学校始め３０校 － 2,708,200 東海ビル管理株式会社 教育委員会　庶務課

11月9日 指名 廃船撤去業務委託　二級河川音羽川 豊川市御津町御馬地内 － 不調 道路河川管理課

11月9日 指名
市営野口住宅汚水マンホールポンプ点検
清掃業務委託

豊川市野口町横根１番地の８ － 550,000 成和環境株式会社 建築課

11月9日 指名 歴史・美術ミニ企画展資料展示業務委託 豊川市桜ヶ丘ミュージアム － 499,422 日本通運株式会社　豊橋支店 文化振興課

11月9日 指名
豊川市電力等価格高騰緊急支援給付金受
付窓口等警備業務委託

豊川市役所　防災センター － 409,200 日本信託警備株式会社 福祉課

11月9日 指名
豊川市武道館アスベスト含有調査業務委
託

豊川市八幡町弥五郎１０５番地 － 550,000 太平産業株式会社 教育委員会　スポーツ課

11月2日 指名 豊川市道路台帳更新業務委託 豊川市地内 12,950,000 18,260,000 アジア航測株式会社　名古屋支店 道路河川管理課

11月2日 指名 路面下空洞調査業務委託その２ 豊川市内全域 3,248,000 4,290,000 ジオ・サーチ株式会社 道路河川管理課

11月2日 指名
測量調査業務委託　市道大木鑓水新道２
号線

豊川市大木町地内 2,100,000 3,190,000
中部復建株式会社　東三河営業
所

道路建設課

11月2日 指名
豊川市肥料等高騰対策事業費補助金業務
委託

豊川市一宮支所 － 4,924,700 株式会社パソナ　パ　ソ　ナ・豊田 農務課

11月2日 一般 間伐業務委託（上長山地区） 豊川市上長山町地内 1,689,100 2,200,000 株式会社市川造園 農務課

10月26日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ４‐１０６
豊川市新桜町通一丁目外３町地
内

1,939,000 2,915,000
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

10月26日 指名
都市公園便所バリアフリー化事業設計業務
委託その２

豊川市平尾町外２町地内 － 1,584,000 株式会社サトウ設計室 公園緑地課

10月26日 指名 御油松並木土地測量業務委託 豊川市御油町地内 1,029,000 1,540,000 株式会社大地コンサルタント 教育委員会　生涯学習課

10月26日 指名
マイナンバーカード申請サポート業務委託
その２

豊川市役所外 － 9,233,873 株式会社日本旅行　愛知東支店 市民課

10月26日 指名 側溝浚渫・浚渫土処理業務委託その２ 豊川市内全域 － 7,425,000 藤原建設株式会社 道路河川管理課

10月26日 指名
豊川市物価高騰対応生活支援事業事務業
務委託

豊川市全域 － 627,145,200 サンメッセ株式会社　名古屋支店 企画政策課

10月19日 一般 豊川西部　草刈業務委託（２２‐０２） 豊川西部土地区画整理事業地区 1,204,700 1,870,000 株式会社後藤建設 区画整理課

10月19日 指名 雨水管路施設清掃等業務委託 豊川市穂ノ原二丁目外３町地内 － 4,290,000
オオブユニティ株式会社　豊橋営
業所

下水整備課

10月19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 － 5,276,700
ジェイ・ネクスト株式会社　名古屋
支店

市民税課



10月19日 指名 土地評価業務委託（愛知御津駅駅前広場） 豊川市御津町地内 2,079,000 2,937,000
株式会社桜木不動産コンサルタン
ト　豊橋事務所

都市計画課

10月12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 － 528,000 株式会社イズミテック 下水整備課

10月5日 指名 豊川市洪水ハザードマップ作成業務委託 豊川市内 － 3,256,000 株式会社オトヒメ　名古屋営業所 危機管理課

10月5日 指名
豊川市物価高騰対応生活支援事業事務業
務委託

豊川市全域 － 不調 企画政策課


