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業者名 主管課

9月29日 随契
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保包括支
援業務委託（追加接種）

豊川市萩山町３丁目７７番地の１・
７７番地の７外

― 159,569,300 株式会社ＪＴＢ　豊橋支店 保健センター

9月29日 随契
新型コロナワクチン追加接種（オミクロン株対応）
大量印刷業務委託

豊川市萩山町３丁目７７番地の１・
７７番地の７外

― 16,027,000 日本電子計算株式会社　名古屋支店 保健センター

9月29日 随契
豊川市電力等価格高騰緊急支援給付金業務委
託

豊川市役所　防災センター外 ― 24,948,000 株式会社ＪＴＢ　豊橋支店 福祉課

9月21日 指名
修正設計業務委託　市道御津広石永井田線外１
路線

豊川市御津町広石地内 959,000 1,430,000
柴山コンサルタント株式会社　東三河支
店

道路建設課

9月21日 指名 豊川市税申告書作成補助等運営業務委託 豊川市文化会館　外 ― 10,081,500
株式会社ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣ
Ｘ　＿

市民税課

9月21日 指名 危険木伐採・剪定業務委託 豊川市佐土町外２町地内 2,475,200 3,850,000 有限会社栄花園 道路河川管理課

9月21日 指名 音羽運動公園人工林伐採等業務委託 豊川市萩町口猿田１番地 625,730 968,000 有限会社庭安造園 教育委員会　スポーツ課

9月14日 指名 汚水管路施設清掃及び調査業務委託 豊川市内 ― 6,050,000 トーエイ株式会社　豊橋支店 下水整備課

9月14日 指名 小中学校運動場塩化カルシウム散布業務委託 豊川小学校始め６校 ― 3,134,208 豊橋塩業株式会社 教育委員会　庶務課

9月14日 指名 橋梁修正設計業務委託（野中公園付近人道橋） 豊川市蔵子四丁目外１地内 2,100,000 3,025,000 株式会社アイエスシイ　豊川事務所 道路建設課

9月7日 指名
道路台帳附図作成業務委託　市道白鳥野畔原溝
線外１路線

豊川市白鳥町地内 2,128,000 3,300,000 株式会社中部テック　東三河支店 八幡駅周辺地区まちづくり推進室

9月7日 指名 ２０２３年度版市勢要覧作成業務委託 秘書課 ― 1,105,500 共和印刷株式会社　豊川営業所 秘書課

8月31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 1,533,000 1,760,000 日本工営都市空間株式会社 区画整理課

8月31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 518,000 605,000 日本工営都市空間株式会社 区画整理課

8月31日 指名
令和４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 ― 517,000 中外テクノス株式会社　中部支社 環境課

8月31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

― 1,760,000 株式会社松栄管工 建築課

8月31日 指名
豊川市住宅マスタープラン策定のためのアンケー
ト調査業務委託

豊川市役所外 ― 2,728,000 ランドブレイン株式会社　名古屋事務所 建築課

8月31日 指名
豊川市桜ヶ丘ミュージアム空調設備機器保守点
検業務委託

豊川市桜ケ丘町７９番地の２ ― 2,057,000 株式会社中部技術サービス 文化振興課

8月31日 指名
特別展「とよかわ紋・藩ワールド」資料輸送展示
業務委託

豊川市桜ヶ丘ミュージアム外 ― 不調

8月24日 指名 小中学校ガス空調機器保守点検業務委託 桜木小学校始め５校 ― 3,432,000 株式会社中部技術サービス 教育委員会　庶務課

8月3日 一般
赤塚山公園支障木伐採業務委託（展望広場、市
民のスクエア、駐車場周り）

豊川市市田町地内 1,136,100 1,540,000 株式会社市川造園 公園緑地課

8月3日 指名 音羽庁舎等特定建築物定期調査報告業務委託 音羽庁舎及び音羽文化ホール ― 2,860,000
アズビル株式会社　ビルシステムカンパ
ニー中部支社

音羽支所

8月3日 指名
愛知県・豊川市総合防災訓練座屈ビル等設置業
務委託

陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場 ― 1,980,000 マルイ建設株式会社 危機管理課

8月3日 指名 豊川市防災マップ作成業務委託 豊川市内 ― 4,466,000 株式会社オトヒメ　名古屋営業所 危機管理課

7月27日 指名 林道橋梁点検業務委託（東鞍狭間線外５路線） 豊川市内 1,904,000 2,695,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 農務課

7月27日 一般 萩小学校危険木伐採及び剪定業務 豊川市萩町岩田９の２番地 909,300 1,265,000 株式会社市川造園 教育委員会　庶務課

7月27日 指名 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 ― 1,516,900 建物管理株式会社 教育委員会　庶務課

7月27日 指名
南部学校給食センター空調機器フロン漏洩点検
業務委託

豊川市小坂井町倉屋敷７５番地１ ― 757,900 井指設備工業株式会社 教育委員会　学校給食課

7月20日 指名 汚水管路施設耐震診断業務委託 豊川市内 12,560,800 18,700,000
株式会社極東技工コンサルタント　中部
支社

下水整備課

7月20日 指名 豊川市武道館改修工事実施設計業務委託 豊川市八幡町弥五郎１０５番地 ― 9,350,000 するが有限会社 教育委員会　スポーツ課

7月20日 指名 国府高畑地区地区計画策定業務委託 豊川市国府町、御油町地内 11,802,000 16,390,000 中央コンサルタンツ株式会社 都市計画課

7月20日 指名
用地測量及び物件調査業務委託　市道長沢沢尻
２号線

豊川市長沢町地内 5,761,000 8,580,000 株式会社大増コンサルタンツ　豊橋支店 道路建設課

7月20日 指名 上水道施設実施設計業務委託Ｒ４‐７２ 豊川市大崎町外２町地内 4,669,000 5,830,000
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20日 指名 公共下水道改築実施設計業務委託 豊川市諏訪三丁目外１地内 2,800,000 3,520,000
株式会社日新技術コンサルタント　豊橋
出張所

下水整備課

7月20日 指名 市街地交通環境改善検討業務委託 豊川市全域 2,464,000 3,520,000
中日本建設コンサルタント株式会社　豊
橋事務所

八幡駅周辺地区まちづくり推進室

7月20日 一者 豊川市ドローン災害対応システム整備業務委託 豊川市全域 ― 26,660,172 株式会社トラジェクトリー　豊川支店 危機管理課

7月20日 一者 仮想基盤ストレージサーバ構築等業務委託 豊川市役所情報政策課電算室 ― 13,871,000 株式会社アズム 情報政策課

7月20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 ― 2,420,000 株式会社東海分析化学研究所 清掃事業課



7月20日 指名 工業用地地権者意向調査業務委託 豊川市内 ― 1,848,000 日本工営都市空間株式会社 企業立地推進課

7月20日 指名 赤坂保育園外２園アスベスト含有調査業務委託
赤坂保育園、長沢保育園、小坂
井北保育園

― 1,650,000 太平産業株式会社 保育課

7月13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

2,345,000 2,579,500 一般社団法人東三河街づくり整備協会 区画整理課

7月13日 指名
物件調査再算定業務委託（都市計画道路城跡市
役所線）

豊川市牛久保町地内 1,204,000 1,760,000 株式会社大増コンサルタンツ　豊橋支店 都市計画課

7月13日 一般 樹木伐採業務委託　市道御津広石高坂石堂野線 豊川市御津町広石地内 684,600 1,034,000 有限会社井澤造園 道路建設課

7月13日 指名 プリオビル高圧ケーブル活線診断業務委託 豊川市諏訪３丁目３００番地 ― 3,751,000 アダチ電気株式会社 都市計画課

7月13日 指名 令和４年度脳ちから塾教室運営業務委託 豊川市内 ― 643,500 アイレクススポーツライフ株式会社 介護高齢課

7月6日 指名 豊川市総合体育館改修工事基本設計業務委託 豊川市諏訪３丁目２４６番地 ― 9,887,900 株式会社山口晃建築設計事務所 教育委員会　スポーツ課

7月6日 指名 小坂井中央公園雨水処理施設設計業務委託 豊川市伊奈町地内 9,128,000 10,040,800 中央コンサルタンツ株式会社 公園緑地課

7月6日 指名
農業集落排水事業実施設計業務委託（一宮西
部）

豊川市足山田町外２町地内 5,810,000 8,690,000 愛知県土地改良事業団体連合会 下水整備課

7月6日 指名 道路附属物点検業務委託 豊川市諏訪三丁目外 1,098,300 1,485,000 株式会社フジヤマ　豊川支店 都市計画課

7月6日 指名 雨水対策施設設計業務委託 豊川市国府町地内 1,393,000 1,650,000 藤コンサル株式会社 道路河川管理課

7月6日 指名
豊川市３文化会館特定建築物定期検査報告業務
委託

豊川市代田町１丁目２０番地の４
外２箇所

― 1,045,000 昭和建物管理株式会社　三河支店 文化振興課

7月6日 指名 音羽庁舎等特定建築物定期調査報告業務委託 音羽庁舎及び音羽文化ホール ― 935,000 東海ビル管理株式会社 音羽支所

7月6日 指名 音羽庁舎等建築設備定期検査報告業務委託 音羽庁舎及び音羽文化ホール ― 665,500
アズビル株式会社　ビルシステムカンパ
ニー中部支社

音羽支所


