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業者名 主管課

6月22日 指名 白鳥地区工業用地開発設計等業務委託 豊川市白鳥５丁目地内外 7,518,000 10,890,000 玉野総合コンサルタント株式会社 企業立地推進課

6月22日 指名 橋りょう補修設計業務委託 豊川市内 9,576,000 13,420,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路河川管理課

6月22日 指名 路面下空洞調査業務委託 豊川市内全域 3,024,000 3,355,000 ジオ・サーチ株式会社 道路河川管理課

6月22日 指名 上水道施設点検業務委託　Ｒ４‐６４ 豊川市一宮町外１９町地内 － 18,590,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

6月22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 966,000 1,485,000 株式会社後藤建設 環境課

6月22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 － 不調 教育委員会　庶務課

6月22日 指名
学校給食センター外１か所廃水処理施設清
掃及び汚泥収集運搬処分業務委託

豊川市穂ノ原３丁目２番地の９外１
か所

－ 3,905,000
オオブユニティ株式会社　豊橋営業
所

教育委員会　学校給食課

6月22日 指名 学校環境衛生検査業務委託 市内全小中学校３６校 － 935,000 株式会社東海分析化学研究所 教育委員会　学校教育課

6月22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

－ 1,155,000 環境技術株式会社 清掃事業課

6月22日 指名 豊川市役所建築設備等定期検査業務委託 豊川市諏訪１丁目１番地 － 1,155,000 コニックス株式会社 財産管理課

6月22日 指名
飲用水兼用耐震性貯水槽管理業務委託Ｒ４
‐５４

豊川市桜ヶ丘町外５町地内 － 4,455,000 音羽電機株式会社　豊川営業所 水道整備課

6月22日 指名 不断水管内カメラ調査業務委託Ｒ４‐６８ 豊川市大崎町地内 － 1,056,000
フジ地中情報株式会社　名古屋支
店

水道整備課

6月15日 指名
土地評価業務委託（土地利用促進事業平尾
第２地区）

豊川市平尾町地内 1,183,000 1,760,000
株式会社愛知県不動産鑑定セン
ター

都市計画課

6月15日 指名 令和４年度　道路情報便覧収録業務委託 豊川市地内 630,000 880,000
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15日 一般 草刈業務委託（一宮幹線排水路） 豊川市江島町外１町地内 1,731,800 2,640,000 株式会社永晃 農務課

6月15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 1,853,500
株式会社出雲殿　イズモホール豊
川

秘書課

6月15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8日 指名 令和４年度都市計画基礎調査業務委託 豊川市内 5,089,000 7,139,000 アジア航測株式会社　名古屋支店 都市計画課

6月8日 指名
物件調査再算定業務委託（土地利用促進事
業平尾第２地区区画道路２号）

豊川市平尾町地内 749,000 1,100,000 株式会社中部テック　東三河支店 都市計画課

6月8日 指名
土地区画整理地内公園便所等実施設計業
務委託（一宮大木３号・６号、豊川宿伊奈１
号）

豊川市大木町地内外 － 2,607,000 株式会社サトウ設計室 公園緑地課

6月8日 指名
都市公園便所バリアフリー化事業設計業務
委託

豊川市西塚町外２町地内 － 1,782,000 株式会社サトウ設計室 公園緑地課

6月8日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ４‐６２ 豊川市御津町広石地内 2,975,000 4,345,000
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8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 1,183,000 1,815,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

6月8日 指名
豊川市一宮焼却灰最終処分場生活環境影
響調査等業務委託

豊川市上長山町地内 － 3,740,000
中日本建設コンサルタント株式会社
豊橋事務所

清掃事業課

6月8日 指名 雨水管路施設点検調査業務委託 豊川市内 － 3,850,000 株式会社サンセルフ 下水整備課

6月8日 指名
豊川市中央図書館建築設備定期検査等業
務委託

豊川市諏訪１丁目６３番地 － 693,000 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8日 指名 常設展示室展示替え業務委託 豊川市桜ケ丘町７９番地の２ － 334,252 日本通運株式会社　豊橋支店 文化振興課

6月8日 指名
豊川市文化財保存活用地域計画策定支援
業務委託

豊川市全域 － 3,190,000 株式会社創建 教育委員会　生涯学習課

6月1日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ４‐３８ 豊川市末広通３丁目外１町地内 7,644,000 11,550,000
ジェイアール東海コンサルタンツ株
式会社

水道整備課

6月1日 指名
豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工
事実施設計業務委託

豊川市三蔵子町宮前３２番地 － 31,108,000 株式会社山口晃建築設計事務所 教育委員会　庶務課

6月1日 指名
豊川市立御津北部小学校校舎大規模改修
工事実施設計業務委託

豊川市御津町広石神子田５４番地
１

－ 9,790,000 株式会社中神設計事務所 教育委員会　庶務課

6月1日 指名
南部学校給食センター蒸気管更新計画策定
等業務委託

豊川市小坂井町倉屋敷７５番地１ － 20,900,000 株式会社黒田設備設計 教育委員会　学校給食課

6月1日 指名 路面性状調査業務委託 豊川市内 18,438,000 20,460,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路河川管理課

6月1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

10,731,000 11,814,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

6月1日 指名 地質調査業務委託Ｒ４‐５１ 豊川市末広通三丁目地内 1,925,000 2,288,000 東海ジオテック株式会社 水道整備課

6月1日 指名 道路附属物点検業務委託 豊川市内 5,007,800 6,930,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路河川管理課



6月1日 指名
赤坂保育園外２園解体工事実施設計業務委
託

豊川市赤坂町西裏７４番地外２か
所

－ 7,150,000 株式会社ＣＲＥＢＬＥ 保育課

6月1日 指名
小学校管理諸室等空調設備改修工事実施
設計業務委託

桜町小学校始め４校 － 4,345,000 企業組合建築環境システム 教育委員会　庶務課

6月1日 一般 草刈業務委託（市内全域） 豊川市内全域 1,668,800 2,585,000 有限会社ちぎり 農務課

6月1日 指名
第２６回参議院議員通常選挙ポスター掲示
場設置等業務委託

豊川市内 － 6,237,000 株式会社豊栄建設 行政課

6月1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 － 4,290,000 浜島防災システム株式会社 教育委員会　庶務課

6月1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 － 4,950,000 株式会社中部ニット 教育委員会　庶務課

6月1日 指名
豊川市処理場処理水槽清掃・残渣物収集運
搬業務委託

豊川市堺町２丁目４３番地外 － 2,189,000 株式会社日邦　営業本部 清掃事業課

6月1日 指名
水質検査機器点検業務委託（水銀測定装
置）Ｒ４‐５２

豊川市一宮町地内 － 951,500 遠藤科学株式会社　豊橋営業所 水道整備課

5月25日 指名 橋りょう点検業務委託 豊川市内全域 34,300,000 48,400,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路河川管理課

5月25日 指名
豊川公園再整備実施設計業務委託（駐車場
Ａ、広場兼駐車場、芝生広場Ａ、外周園路、
休憩施設）

豊川市諏訪１丁目地内外 17,822,000 19,604,200
株式会社プレック研究所　中部事務
所

公園緑地課

5月25日 指名
市営住宅耐震補強工事実施設計業務委託
（野口住宅Ｂ棟、平尾住宅Ａ棟）

豊川市野口町横根１番地の８外１
か所

－ 8,540,400 株式会社トクオ 建築課

5月25日 指名
桜ヶ丘ミュージアム茶室「心々庵」リニューア
ル整備工事監理業務委託

豊川市桜ケ丘町７９番地の２ － 6,600,000 株式会社青島設計 文化振興課

5月25日 指名 港湾護岸劣化調査業務委託（御津二区） 豊川市御津町佐脇浜地内 2,289,000 3,520,000 株式会社あづま 道路河川管理課

5月25日 指名
一宮大木土地区画整理地内３号、６号公園
実施設計業務委託

豊川市大木町地内 5,313,000 6,160,000
株式会社日本インシーク　豊橋営業
所

公園緑地課

5月25日 指名
豊川宿伊奈土地区画整理地内１号公園実施
設計業務委託

豊川市宿町地内外 2,926,000 4,147,000
株式会社日本インシーク　豊橋営業
所

公園緑地課

5月25日 指名 マイナンバーカード申請サポート業務委託 豊川市役所外 － 6,354,073 株式会社日本旅行　愛知東支店 市民課

5月25日 一般
御油町遠見山下墓地雑木等枝払い処理業
務委託

豊川市御油町地内 2,167,900 3,135,000 有限会社岡本環境造園 環境課

5月25日 指名
豊川市消防署本署庁舎外アスベスト含有調
査業務委託

豊川市消防署本署 － 1,430,000 中外テクノス株式会社　中部支社 消防本部　総務課

5月25日 指名 地域情報映像資料制作業務委託 豊川市内 － 638,000 株式会社東海ムービー 教育委員会　中央図書館

5月25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25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 不調 清掃事業課

5月25日 指名 汚水管路施設点検調査業務委託 豊川市内 － 7,480,000 株式会社東利 下水整備課

5月25日 指名
参議院議員通常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

5月18日 指名 河川台帳作成業務委託 豊川市地内 6,363,000 8,998,000 アジア航測株式会社　名古屋支店 道路河川管理課

5月18日 一般 調整池草刈業務委託 豊川市内全域 1,377,600 2,090,000 株式会社後藤建設 道路河川管理課

5月18日 指名 公園噴水・流れ高圧洗浄業務委託 豊川市諏訪３丁目　外６町地内 － 2,501,400 テムズ中日株式会社 公園緑地課

5月18日 指名 公園噴水ろ過装置保守点検業務委託 豊川市諏訪３丁目　外６町地内 － 825,000 有限会社イセヤ環境システム 公園緑地課

5月18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

5月18日 指名 水道水質検査業務委託Ｒ４‐４６ 豊川市一宮町外６町地内 － 2,750,000
一般社団法人愛知県薬剤師会　生
活科学センター東三河支所

水道整備課

5月18日 指名 保育所遊具等保守点検業務委託 国府保育園始め２２園 － 1,837,000 株式会社中部ニット 保育課

5月11日 指名
一宮地区公共施設再編整備基本計画等検
討支援業務委託

豊川市内 8,449,000 9,310,400
ランドブレイン株式会社　名古屋事
務所

財産管理課

5月11日 指名
調査測量業務委託（愛知御津駅周辺まちづく
り整備事業）

豊川市御津町地内 6,699,000 10,450,000 株式会社中部テック　東三河支店 都市計画課

5月11日 指名
令和４年度豊川市公共施設劣化調査業務委
託

豊川市内 － 5,324,000 株式会社トクオ 財産管理課

5月11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）

豊川市瀬木町地内（瀬木地区） 3,388,000 3,726,800 藤コンサル株式会社 下水整備課

5月11日 指名 公共基準点復元業務委託
豊川市新栄町１丁目地内、豊川市
豊川町留通地内

1,050,000 1,595,000 栄土地測量設計株式会社 道路河川管理課

5月11日 指名
土地改良事業（長沢地区）予備調査業務委
託

豊川市長沢町地内 630,000 935,000 愛知県土地改良事業団体連合会 農務課

5月11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 23,494,800 36,795,000 春太建設株式会社 道路河川管理課

5月11日 一般 街路樹剪定業務委託その１ 豊川市御油町外１１町地内 10,770,200 16,060,000 有限会社岡本環境造園 道路河川管理課

5月11日 一般 街路樹剪定業務委託その２ 豊川市千歳通４丁目外４２町地内 9,768,500 14,850,000 有限会社井澤造園 道路河川管理課



5月11日 一般 街路樹剪定業務委託その３ 豊川市穂ノ原二丁目外４町地内 7,618,100 11,715,000 有限会社中村造園 道路河川管理課

5月11日 一般 街路樹剪定業務委託その４ 豊川市八幡町外９町地内 9,865,800 15,015,000 有限会社栄花園 道路河川管理課

5月11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 － 1,430,000 有限会社藤井建設 道路河川管理課

5月11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 － 533,500 音羽電機株式会社　豊川営業所 道路河川管理課

5月11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 － 1,661,000 株式会社イワツキ 農務課

5月11日 一般 豊川西部　草刈業務委託（２２－０１） 豊川西部土地区画整理事業地区 1,477,000 2,255,000 株式会社後藤建設 区画整理課

4月27日 一般 御油松並木防虫消毒業務委託 豊川市御油町地内 860,000 803,000 有限会社岡本環境造園 教育委員会　生涯学習課

4月27日 指名
豊川市桜ヶ丘ミュージアム館内燻蒸業務委
託

豊川市桜ケ丘町７９番地の２ － 990,000 中部資材株式会社　豊橋支店 文化振興課

4月20日 指名 豊川市無電柱化推進計画策定業務委託 豊川市内 3,542,000 5,280,000
株式会社国際開発コンサルタンツ
名古屋支店

都市計画課

4月20日 指名
事業認可図書作成業務委託　都市計画道路
城跡市役所線

豊川市牛久保町地内 973,000 1,430,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊橋
支店

都市計画課

4月20日 指名 空家等対策計画策定業務委託 豊川市諏訪１丁目１番地外 3,094,000 4,499,000 国際航業株式会社　名古屋支店 建築課

4月20日 指名 浚渫土処理業務委託 豊川市内全域 － 3,795,000 藤原建設株式会社 農務課

4月20日 指名 排水機場保守点検業務委託 下ノ郷排水機場始め５施設 － 1,650,000 株式会社マナック 農務課

4月20日 指名 下水道施設不明水調査業務委託 豊川市御津町地内 － 9,768,000
株式会社建設技術研究所　中部支
社

下水整備課

4月15日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ４‐２９ 豊川市上野二丁目外７町地内 6,993,000 10,945,000
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

4月15日 指名 公共下水道管渠実施設計業務委託（その１）
豊川市国府町外１町地内（国府地
区）

7,021,000 7,723,100
株式会社名北総合技研　東三河支
店

下水整備課

4月15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）

豊川市萩町地内（音羽地区） 7,819,000 8,600,900 株式会社葵設計事務所 下水整備課

4月15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）

豊川市牧野町地内（三谷原・牧野
地区）

7,665,000 8,431,500
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

4月15日 指名 豊川駅東事業計画変更等業務委託 豊川駅東土地区画整理事業地区 9,527,000 14,025,000 玉野総合コンサルタント株式会社 区画整理課

4月15日 指名
測量設計及び物件調査業務委託　市道美園
一丁目１号線

豊川市美園一丁目地内 12,341,000 18,700,000 株式会社中部テック　東三河支店 道路建設課

4月15日 指名 測量設計業務委託　市道一宮大池１号線 豊川市一宮町外１町地内 12,201,000 18,700,000
柴山コンサルタント株式会社　東三
河支店

道路建設課

4月15日 指名 公共下水道管渠実施設計業務委託（その２） 豊川市上野三丁目外２町地内 5,670,000 6,244,700
新日本設計株式会社　東三河営業
所

下水整備課

4月15日 指名 修正設計業務委託　市道足山田大木線 豊川市　大木町　地内 2,331,000 3,520,000 株式会社中部テック　東三河支店 道路建設課

4月15日 指名 測量設計業務委託　瀬木住宅道路 豊川市瀬木町地内 3,976,000 5,610,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 道路建設課

4月15日 指名
測量設計業務委託　都市計画道路伊奈美和
通線

豊川市　宿町　地内 3,626,000 5,390,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊橋
支店

道路建設課

4月15日 指名 測量設計業務委託　市道豊川元１号線 豊川市　豊川元町　地内 2,968,000 4,400,000
株式会社大増コンサルタンツ　豊橋
支店

道路建設課

4月15日 指名
豊川市農業振興地域整備計画基礎資料策
定業務委託

豊川市役所外 4,886,000 6,820,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 農務課

4月15日 指名
小学校管理諸室等空調設備改修工事実施
設計業務委託

桜町小学校始め４校 － 4,950,000 株式会社建築設備計画 教育委員会　庶務課

4月15日 指名 豊川東部地区市民館基本設計業務委託 豊川市牧野町久護２８番４外７筆 － 3,520,000 株式会社サトウ設計室 市民協働国際課

4月15日 一般 公園樹木管理業務委託（東部地区） 豊川市曙町外 6,916,700 10,560,000 有限会社庭安造園 公園緑地課

4月15日 一般 公園樹木管理業務委託（西部地区） 豊川市御油町外 7,043,400 10,450,000 株式会社市川造園 公園緑地課

4月15日 一般 公園草刈業務委託（南部地区） 豊川市諏訪３丁目外 9,287,600 14,080,000 有限会社中村造園 公園緑地課

4月15日 一般 公園草刈業務委託（北部地区） 豊川市緑町外 8,549,100 12,650,000 有限会社岡本環境造園 公園緑地課

4月15日 一般 公園芝刈業務委託 豊川市穂ノ原３丁目外 7,682,500 11,990,000 有限会社栄花園 公園緑地課

4月15日 一般 道路草刈業務委託その１ 豊川東部・一宮地区 12,651,800 19,580,000 有限会社徳升建材総業 道路河川管理課

4月15日 一般 道路草刈業務委託その２
豊川西部・音羽・御津・小坂井地
区

15,070,300 23,650,000 深谷建設株式会社 道路河川管理課

4月15日 指名 側溝・路面・地下道清掃業務委託 豊川市内全域 － 35,200,000 株式会社ダイワ 道路河川管理課

4月15日 随契
人事給与システム共済組合法改正対応業務
委託

豊川市役所外 － 11,792,212 日本電気株式会社　東海支社 人事課

4月15日 一般 公園樹木管理業務委託（南部地区） 豊川市金屋橋町外 6,066,900 9,240,000 有限会社権田植樹園 公園緑地課

4月15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 3,298,400 4,840,000 有限会社庭安造園 公園緑地課

4月15日 指名 公園遊具定期点検業務委託
豊川市美幸町２丁目外１０３町地
内

－ 4,840,000 内田工業株式会社 公園緑地課

4月15日 指名
令和４年度運動器機能向上教室業務委託
（その１）

豊川市内 － 1,782,000 アイレクススポーツライフ株式会社 介護高齢課

4月15日 指名
令和４年度運動器機能向上教室業務委託
（その２）

豊川市内 － 1,386,000 アイレクススポーツライフ株式会社 介護高齢課

4月15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 － 6,050,000 丸茂電機株式会社　名古屋営業所 文化振興課

4月15日 指名 ＲＰＡ運用支援業務委託 豊川市役所外 － 2,612,500
日本電子計算株式会社　名古屋支
店

情報政策課

4月15日 指名
令和４年度　豊川市地域公共交通運行計画
作成等業務委託

豊川市全域外 － 8,690,000
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15日 指名 空調設備移設業務委託
豊川市宿町光道寺３５番地　外３
か所

－ 2,821,500 アダチ電気株式会社 保育課


