
入札日入札日入札日入札日 方法方法方法方法 作業名作業名作業名作業名 作業場所作業場所作業場所作業場所
契約金額契約金額契約金額契約金額
（税込）（税込）（税込）（税込）

業者名業者名業者名業者名 主管課主管課主管課主管課

6月25日6月25日6月25日6月25日 指名指名指名指名
公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その
4）4）4）4）

豊川市久保町外1町地内（白鳥・豊川市久保町外1町地内（白鳥・豊川市久保町外1町地内（白鳥・豊川市久保町外1町地内（白鳥・
久保地区）久保地区）久保地区）久保地区）

11,826,00011,826,00011,826,00011,826,000
中日本建設コンサ中日本建設コンサ中日本建設コンサ中日本建設コンサ
ルタント株式会社ルタント株式会社ルタント株式会社ルタント株式会社
豊橋事務所豊橋事務所豊橋事務所豊橋事務所

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

6月25日6月25日6月25日6月25日 指名指名指名指名
豊川市公共施設構造体耐久性調査業務委豊川市公共施設構造体耐久性調査業務委豊川市公共施設構造体耐久性調査業務委豊川市公共施設構造体耐久性調査業務委
託託託託

市内全域市内全域市内全域市内全域 14,472,00014,472,00014,472,00014,472,000 伊藤建築研究室伊藤建築研究室伊藤建築研究室伊藤建築研究室 管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

6月25日6月25日6月25日6月25日 指名指名指名指名
公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その
5）5）5）5）

豊川市宿町地内（宿・中島地区）豊川市宿町地内（宿・中島地区）豊川市宿町地内（宿・中島地区）豊川市宿町地内（宿・中島地区） 5,076,0005,076,0005,076,0005,076,000
株式会社葵設計事株式会社葵設計事株式会社葵設計事株式会社葵設計事
務所務所務所務所

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

6月25日6月25日6月25日6月25日 指名指名指名指名 橋梁補修設計業務委託橋梁補修設計業務委託橋梁補修設計業務委託橋梁補修設計業務委託 豊川市篠束町外3町地内豊川市篠束町外3町地内豊川市篠束町外3町地内豊川市篠束町外3町地内 8,100,0008,100,0008,100,0008,100,000
株式会社フジヤマ株式会社フジヤマ株式会社フジヤマ株式会社フジヤマ
豊橋支店豊橋支店豊橋支店豊橋支店

道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

6月25日6月25日6月25日6月25日 指名指名指名指名
小中学校トイレ改修工事図面作成業務委小中学校トイレ改修工事図面作成業務委小中学校トイレ改修工事図面作成業務委小中学校トイレ改修工事図面作成業務委
託託託託

天王小学校・音羽中学校天王小学校・音羽中学校天王小学校・音羽中学校天王小学校・音羽中学校 1,911,6001,911,6001,911,6001,911,600
株式会社大宙設計株式会社大宙設計株式会社大宙設計株式会社大宙設計
社社社社

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

6月25日6月25日6月25日6月25日 指名指名指名指名
運動器機能向上教室（マシーン有）業務委運動器機能向上教室（マシーン有）業務委運動器機能向上教室（マシーン有）業務委運動器機能向上教室（マシーン有）業務委
託託託託

豊川市内豊川市内豊川市内豊川市内 不調不調不調不調 介護高齢課介護高齢課介護高齢課介護高齢課

6月18日6月18日6月18日6月18日 指名指名指名指名
豊川市役所中央監視装置更新等工事実施豊川市役所中央監視装置更新等工事実施豊川市役所中央監視装置更新等工事実施豊川市役所中央監視装置更新等工事実施
設計委託設計委託設計委託設計委託

豊川市諏訪1丁目1番地豊川市諏訪1丁目1番地豊川市諏訪1丁目1番地豊川市諏訪1丁目1番地 1,080,0001,080,0001,080,0001,080,000
株式会社建築設備株式会社建築設備株式会社建築設備株式会社建築設備
計画計画計画計画

管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

6月18日6月18日6月18日6月18日 指名指名指名指名
あかさか児童館改築工事地質調査業務委あかさか児童館改築工事地質調査業務委あかさか児童館改築工事地質調査業務委あかさか児童館改築工事地質調査業務委
託託託託

豊川市赤坂町西裏78番地豊川市赤坂町西裏78番地豊川市赤坂町西裏78番地豊川市赤坂町西裏78番地 669,600669,600669,600669,600
株式会社高須ボー株式会社高須ボー株式会社高須ボー株式会社高須ボー
リングリングリングリング

子ども課子ども課子ども課子ども課

6月18日6月18日6月18日6月18日 指名指名指名指名 歩道橋修繕設計・点検調査業務委託歩道橋修繕設計・点検調査業務委託歩道橋修繕設計・点検調査業務委託歩道橋修繕設計・点検調査業務委託 豊川市野口町外4町地内豊川市野口町外4町地内豊川市野口町外4町地内豊川市野口町外4町地内 8,640,0008,640,0008,640,0008,640,000
株式会社梶川土木株式会社梶川土木株式会社梶川土木株式会社梶川土木
コンサルタント　東コンサルタント　東コンサルタント　東コンサルタント　東
三河事務所三河事務所三河事務所三河事務所

道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

6月18日6月18日6月18日6月18日 指名指名指名指名 豊川市役所建築設備等定期検査業務委託豊川市役所建築設備等定期検査業務委託豊川市役所建築設備等定期検査業務委託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番地豊川市諏訪1丁目1番地豊川市諏訪1丁目1番地豊川市諏訪1丁目1番地 810,000810,000810,000810,000
アズビル株式会社アズビル株式会社アズビル株式会社アズビル株式会社
ビルシステムカンビルシステムカンビルシステムカンビルシステムカン
パニー中部支社パニー中部支社パニー中部支社パニー中部支社

管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

6月18日6月18日6月18日6月18日 指名指名指名指名
足山田最終処分場臭気等測定分析業務委足山田最終処分場臭気等測定分析業務委足山田最終処分場臭気等測定分析業務委足山田最終処分場臭気等測定分析業務委
託託託託

豊川市足山田町地内豊川市足山田町地内豊川市足山田町地内豊川市足山田町地内 648,000648,000648,000648,000
株式会社イズミテッ株式会社イズミテッ株式会社イズミテッ株式会社イズミテッ
クククク

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

6月18日6月18日6月18日6月18日 指名指名指名指名 林道草刈作業委託（千両財賀線外1路線）林道草刈作業委託（千両財賀線外1路線）林道草刈作業委託（千両財賀線外1路線）林道草刈作業委託（千両財賀線外1路線） 豊川市千両町外1町地内豊川市千両町外1町地内豊川市千両町外1町地内豊川市千両町外1町地内 939,600939,600939,600939,600 後藤建設後藤建設後藤建設後藤建設 農務課農務課農務課農務課

6月18日6月18日6月18日6月18日 指名指名指名指名 事業界調整業務委託事業界調整業務委託事業界調整業務委託事業界調整業務委託 豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域 972,000972,000972,000972,000
特定非営利活動法特定非営利活動法特定非営利活動法特定非営利活動法
人穂の国森林探偵人穂の国森林探偵人穂の国森林探偵人穂の国森林探偵
事務所事務所事務所事務所

農務課農務課農務課農務課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名 上水道施設実施設計業務委託（4）H26‐42上水道施設実施設計業務委託（4）H26‐42上水道施設実施設計業務委託（4）H26‐42上水道施設実施設計業務委託（4）H26‐42 豊川市豊川町外1町地内豊川市豊川町外1町地内豊川市豊川町外1町地内豊川市豊川町外1町地内 799,200799,200799,200799,200
中部水工設計株式中部水工設計株式中部水工設計株式中部水工設計株式
会社　豊橋事務所会社　豊橋事務所会社　豊橋事務所会社　豊橋事務所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名 豊川地区防災倉庫整備工事実施設計委託豊川地区防災倉庫整備工事実施設計委託豊川地区防災倉庫整備工事実施設計委託豊川地区防災倉庫整備工事実施設計委託 豊川市北浦町26番地豊川市北浦町26番地豊川市北浦町26番地豊川市北浦町26番地 849,960849,960849,960849,960
株式会社山口晃建株式会社山口晃建株式会社山口晃建株式会社山口晃建
築設計事務所築設計事務所築設計事務所築設計事務所

防災対策課防災対策課防災対策課防災対策課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名 御油のマツ並木土地測量業務委託御油のマツ並木土地測量業務委託御油のマツ並木土地測量業務委託御油のマツ並木土地測量業務委託 豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内 594,000594,000594,000594,000
株式会社大地コン株式会社大地コン株式会社大地コン株式会社大地コン
サルタントサルタントサルタントサルタント

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名 三河国分寺跡土地測量業務委託三河国分寺跡土地測量業務委託三河国分寺跡土地測量業務委託三河国分寺跡土地測量業務委託 豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内豊川市八幡町地内 702,000702,000702,000702,000
株式会社豊橋コン株式会社豊橋コン株式会社豊橋コン株式会社豊橋コン
サルタントサルタントサルタントサルタント

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名 御油のマツ並木建物等物件調査業務委託御油のマツ並木建物等物件調査業務委託御油のマツ並木建物等物件調査業務委託御油のマツ並木建物等物件調査業務委託 豊川市御油町一ノ橋1番1外豊川市御油町一ノ橋1番1外豊川市御油町一ノ橋1番1外豊川市御油町一ノ橋1番1外 2,268,0002,268,0002,268,0002,268,000
株式会社愛知県不株式会社愛知県不株式会社愛知県不株式会社愛知県不
動産鑑定センター動産鑑定センター動産鑑定センター動産鑑定センター

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名 三河国分寺跡建物等物件調査業務委託三河国分寺跡建物等物件調査業務委託三河国分寺跡建物等物件調査業務委託三河国分寺跡建物等物件調査業務委託 豊川市八幡町本郷63番外豊川市八幡町本郷63番外豊川市八幡町本郷63番外豊川市八幡町本郷63番外 2,808,0002,808,0002,808,0002,808,000
株式会社愛知県不株式会社愛知県不株式会社愛知県不株式会社愛知県不
動産鑑定センター動産鑑定センター動産鑑定センター動産鑑定センター

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名
公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その
3）3）3）3）

豊川市大木町地内（大木区画整豊川市大木町地内（大木区画整豊川市大木町地内（大木区画整豊川市大木町地内（大木区画整
理地区）理地区）理地区）理地区）

6,858,0006,858,0006,858,0006,858,000
玉野総合コンサル玉野総合コンサル玉野総合コンサル玉野総合コンサル
タント株式会社タント株式会社タント株式会社タント株式会社

下水整備課下水整備課下水整備課下水整備課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名 豊川駅東　建物等物件調査業務委託豊川駅東　建物等物件調査業務委託豊川駅東　建物等物件調査業務委託豊川駅東　建物等物件調査業務委託 豊川市古宿町外1町地内豊川市古宿町外1町地内豊川市古宿町外1町地内豊川市古宿町外1町地内 4,752,0004,752,0004,752,0004,752,000
一般社団法人東三一般社団法人東三一般社団法人東三一般社団法人東三
河街づくり整備協河街づくり整備協河街づくり整備協河街づくり整備協
会会会会

区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名
最終処分場ダイオキシン類水質検査業務最終処分場ダイオキシン類水質検査業務最終処分場ダイオキシン類水質検査業務最終処分場ダイオキシン類水質検査業務
委託委託委託委託

豊川市千両町、足山田町、御津豊川市千両町、足山田町、御津豊川市千両町、足山田町、御津豊川市千両町、足山田町、御津
町及び萩町地内町及び萩町地内町及び萩町地内町及び萩町地内

2,160,0002,160,0002,160,0002,160,000
株式会社環境科学株式会社環境科学株式会社環境科学株式会社環境科学
研究所研究所研究所研究所

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名
焼却灰最終処分場ダイオキシン類測定業焼却灰最終処分場ダイオキシン類測定業焼却灰最終処分場ダイオキシン類測定業焼却灰最終処分場ダイオキシン類測定業
務委託務委託務委託務委託

豊川市上長山町及び千両町地内豊川市上長山町及び千両町地内豊川市上長山町及び千両町地内豊川市上長山町及び千両町地内 1,782,0001,782,0001,782,0001,782,000
一般財団法人東海一般財団法人東海一般財団法人東海一般財団法人東海
技術センター　三技術センター　三技術センター　三技術センター　三
河試験所河試験所河試験所河試験所

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

6月11日6月11日6月11日6月11日 指名指名指名指名
在宅医療連携拠点推進に関する市民意識在宅医療連携拠点推進に関する市民意識在宅医療連携拠点推進に関する市民意識在宅医療連携拠点推進に関する市民意識
調査に係るアンケート調査・分析業務調査に係るアンケート調査・分析業務調査に係るアンケート調査・分析業務調査に係るアンケート調査・分析業務

豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外 不調不調不調不調 ---- 介護高齢課介護高齢課介護高齢課介護高齢課

6月4日6月4日6月4日6月4日 指名指名指名指名 草刈作業委託その1草刈作業委託その1草刈作業委託その1草刈作業委託その1 豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域 27,702,00027,702,00027,702,00027,702,000 春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

6月4日6月4日6月4日6月4日 指名指名指名指名 清掃工場外　消防設備保守点検業務委託清掃工場外　消防設備保守点検業務委託清掃工場外　消防設備保守点検業務委託清掃工場外　消防設備保守点検業務委託 豊川市平尾町親坂50番地外豊川市平尾町親坂50番地外豊川市平尾町親坂50番地外豊川市平尾町親坂50番地外 不調不調不調不調

6月4日6月4日6月4日6月4日 指名指名指名指名
清掃工場　ダイオキシン類測定分析業務委清掃工場　ダイオキシン類測定分析業務委清掃工場　ダイオキシン類測定分析業務委清掃工場　ダイオキシン類測定分析業務委
託託託託

豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地 1,976,4001,976,4001,976,4001,976,400
中外テクノス株式中外テクノス株式中外テクノス株式中外テクノス株式
会社　中部支社会社　中部支社会社　中部支社会社　中部支社

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

6月4日6月4日6月4日6月4日 指名指名指名指名 排水路浚渫作業委託その3排水路浚渫作業委託その3排水路浚渫作業委託その3排水路浚渫作業委託その3 豊川市二葉町外1町地内豊川市二葉町外1町地内豊川市二葉町外1町地内豊川市二葉町外1町地内 604,800604,800604,800604,800 有限会社森田組有限会社森田組有限会社森田組有限会社森田組 農務課農務課農務課農務課



5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名 上水道施設実施設計業務委託（5）H26‐53上水道施設実施設計業務委託（5）H26‐53上水道施設実施設計業務委託（5）H26‐53上水道施設実施設計業務委託（5）H26‐53 豊川市御油町外4町地内豊川市御油町外4町地内豊川市御油町外4町地内豊川市御油町外4町地内 9,396,0009,396,0009,396,0009,396,000
株式会社愛河調査株式会社愛河調査株式会社愛河調査株式会社愛河調査
設計　豊川営業所設計　豊川営業所設計　豊川営業所設計　豊川営業所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名 上水道施設実施設計業務委託（6）H26‐55上水道施設実施設計業務委託（6）H26‐55上水道施設実施設計業務委託（6）H26‐55上水道施設実施設計業務委託（6）H26‐55 豊川市上長山町外2町地内豊川市上長山町外2町地内豊川市上長山町外2町地内豊川市上長山町外2町地内 6,912,0006,912,0006,912,0006,912,000
日本上下水道設計日本上下水道設計日本上下水道設計日本上下水道設計
株式会社　名古屋株式会社　名古屋株式会社　名古屋株式会社　名古屋
総合事務所総合事務所総合事務所総合事務所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名
曙公園外2公園便所バリアフリー化工事実曙公園外2公園便所バリアフリー化工事実曙公園外2公園便所バリアフリー化工事実曙公園外2公園便所バリアフリー化工事実
施設計委託施設計委託施設計委託施設計委託

豊川市曙町3丁目外2町地内豊川市曙町3丁目外2町地内豊川市曙町3丁目外2町地内豊川市曙町3丁目外2町地内 1,047,6001,047,6001,047,6001,047,600
株式会社山口晃建株式会社山口晃建株式会社山口晃建株式会社山口晃建
築設計事務所築設計事務所築設計事務所築設計事務所

公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名
豊川市緑のリサイクルセンター（仮称）用地豊川市緑のリサイクルセンター（仮称）用地豊川市緑のリサイクルセンター（仮称）用地豊川市緑のリサイクルセンター（仮称）用地
測量業務委託測量業務委託測量業務委託測量業務委託

豊川市長草町地内豊川市長草町地内豊川市長草町地内豊川市長草町地内 2,160,0002,160,0002,160,0002,160,000
株式会社中部テッ株式会社中部テッ株式会社中部テッ株式会社中部テッ
ク　東三河支店ク　東三河支店ク　東三河支店ク　東三河支店

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名
豊川市公共施設適正配置計画策定業務委豊川市公共施設適正配置計画策定業務委豊川市公共施設適正配置計画策定業務委豊川市公共施設適正配置計画策定業務委
託託託託

市内全域市内全域市内全域市内全域 4,320,0004,320,0004,320,0004,320,000
ランドブレイン株式ランドブレイン株式ランドブレイン株式ランドブレイン株式
会社　名古屋事務会社　名古屋事務会社　名古屋事務会社　名古屋事務
所所所所

管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名 土地鑑定評価業務委託土地鑑定評価業務委託土地鑑定評価業務委託土地鑑定評価業務委託
豊川市長草町美佐々木及び川向豊川市長草町美佐々木及び川向豊川市長草町美佐々木及び川向豊川市長草町美佐々木及び川向
地内地内地内地内

3,110,4003,110,4003,110,4003,110,400
株式会社岡崎不動株式会社岡崎不動株式会社岡崎不動株式会社岡崎不動
産鑑定事務所産鑑定事務所産鑑定事務所産鑑定事務所

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名
豊川市平和祈念式典企画運営及び会場設豊川市平和祈念式典企画運営及び会場設豊川市平和祈念式典企画運営及び会場設豊川市平和祈念式典企画運営及び会場設
営業務営業務営業務営業務

豊川市文化会館豊川市文化会館豊川市文化会館豊川市文化会館 1,609,2001,609,2001,609,2001,609,200
株式会社出雲殿株式会社出雲殿株式会社出雲殿株式会社出雲殿
イズモホール豊川イズモホール豊川イズモホール豊川イズモホール豊川

秘書課秘書課秘書課秘書課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名 小中学校体育器具等保守点検業務委託小中学校体育器具等保守点検業務委託小中学校体育器具等保守点検業務委託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校豊川小学校始め36校豊川小学校始め36校豊川小学校始め36校 4,644,0004,644,0004,644,0004,644,000
株式会社コトブキ株式会社コトブキ株式会社コトブキ株式会社コトブキ
名古屋支店名古屋支店名古屋支店名古屋支店

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

5月28日5月28日5月28日5月28日 指名指名指名指名 小坂井庁舎敷地内樹木管理委託小坂井庁舎敷地内樹木管理委託小坂井庁舎敷地内樹木管理委託小坂井庁舎敷地内樹木管理委託 豊川市小坂井庁舎敷地内豊川市小坂井庁舎敷地内豊川市小坂井庁舎敷地内豊川市小坂井庁舎敷地内 1,004,4001,004,4001,004,4001,004,400 有限会社庭安造園有限会社庭安造園有限会社庭安造園有限会社庭安造園 小坂井支所小坂井支所小坂井支所小坂井支所

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名
公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その
2）2）2）2）

豊川市八幡町外1町地内（八幡・豊川市八幡町外1町地内（八幡・豊川市八幡町外1町地内（八幡・豊川市八幡町外1町地内（八幡・
野口地区）野口地区）野口地区）野口地区）

10,800,00010,800,00010,800,00010,800,000
株式会社極東技工株式会社極東技工株式会社極東技工株式会社極東技工
コンサルタント　中コンサルタント　中コンサルタント　中コンサルタント　中
部支社部支社部支社部支社

下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名
公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その公共下水道管渠実施設計業務委託（その
1）1）1）1）

豊川市市田町地内（市田地区）豊川市市田町地内（市田地区）豊川市市田町地内（市田地区）豊川市市田町地内（市田地区） 7,128,0007,128,0007,128,0007,128,000
株式会社愛河調査株式会社愛河調査株式会社愛河調査株式会社愛河調査
設計　豊川営業所設計　豊川営業所設計　豊川営業所設計　豊川営業所

下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名 構内庭木維持管理作業委託構内庭木維持管理作業委託構内庭木維持管理作業委託構内庭木維持管理作業委託 豊川市役所豊川市役所豊川市役所豊川市役所 1,188,0001,188,0001,188,0001,188,000 株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園 管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名 豊川西部　草刈作業委託（14‐01）豊川西部　草刈作業委託（14‐01）豊川西部　草刈作業委託（14‐01）豊川西部　草刈作業委託（14‐01） 豊川西部土地区画整理事業地区豊川西部土地区画整理事業地区豊川西部土地区画整理事業地区豊川西部土地区画整理事業地区 2,970,0002,970,0002,970,0002,970,000 春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社春太建設株式会社 区画整理課区画整理課区画整理課区画整理課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名
草刈作業委託その1（江島・松原幹線排水草刈作業委託その1（江島・松原幹線排水草刈作業委託その1（江島・松原幹線排水草刈作業委託その1（江島・松原幹線排水
路外1排水路）路外1排水路）路外1排水路）路外1排水路）

豊川市江島町外1町地内豊川市江島町外1町地内豊川市江島町外1町地内豊川市江島町外1町地内 1,944,0001,944,0001,944,0001,944,000
城所土木建設株式城所土木建設株式城所土木建設株式城所土木建設株式
会社会社会社会社

農務課農務課農務課農務課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名 草刈作業委託その2（豊川市内全域）草刈作業委託その2（豊川市内全域）草刈作業委託その2（豊川市内全域）草刈作業委託その2（豊川市内全域） 豊川市八幡町外13町地内豊川市八幡町外13町地内豊川市八幡町外13町地内豊川市八幡町外13町地内 1,404,0001,404,0001,404,0001,404,000 有限会社ちぎり有限会社ちぎり有限会社ちぎり有限会社ちぎり 農務課農務課農務課農務課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名 排水路浚渫作業委託その1排水路浚渫作業委託その1排水路浚渫作業委託その1排水路浚渫作業委託その1 豊川市金沢町地内豊川市金沢町地内豊川市金沢町地内豊川市金沢町地内 950,400950,400950,400950,400
城所土木建設株式城所土木建設株式城所土木建設株式城所土木建設株式
会社会社会社会社

農務課農務課農務課農務課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名
排水機場保守点検業務委託（伊奈排水機排水機場保守点検業務委託（伊奈排水機排水機場保守点検業務委託（伊奈排水機排水機場保守点検業務委託（伊奈排水機
場外4排水機場）場外4排水機場）場外4排水機場）場外4排水機場）

豊川市伊奈町外4町地内豊川市伊奈町外4町地内豊川市伊奈町外4町地内豊川市伊奈町外4町地内 1,350,0001,350,0001,350,0001,350,000
株式会社マナック株式会社マナック株式会社マナック株式会社マナック
豊川支店豊川支店豊川支店豊川支店

農務課農務課農務課農務課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名 清掃工場ごみ減量化指導補助作業委託清掃工場ごみ減量化指導補助作業委託清掃工場ごみ減量化指導補助作業委託清掃工場ごみ減量化指導補助作業委託 豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地 544,320544,320544,320544,320 有限会社藤沢組有限会社藤沢組有限会社藤沢組有限会社藤沢組 清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

5月21日5月21日5月21日5月21日 指名指名指名指名 第4期豊川市障害福祉計画策定業務第4期豊川市障害福祉計画策定業務第4期豊川市障害福祉計画策定業務第4期豊川市障害福祉計画策定業務 豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外 3,942,0003,942,0003,942,0003,942,000
株式会社サーベイ株式会社サーベイ株式会社サーベイ株式会社サーベイ
リサーチセンターリサーチセンターリサーチセンターリサーチセンター
名古屋事務所名古屋事務所名古屋事務所名古屋事務所

福祉課福祉課福祉課福祉課

5月14日5月14日5月14日5月14日 指名指名指名指名 上水道施設実施設計業務委託（2）H26‐37上水道施設実施設計業務委託（2）H26‐37上水道施設実施設計業務委託（2）H26‐37上水道施設実施設計業務委託（2）H26‐37 豊川市八幡町外1町地内豊川市八幡町外1町地内豊川市八幡町外1町地内豊川市八幡町外1町地内 3,067,2003,067,2003,067,2003,067,200
株式会社日新技術株式会社日新技術株式会社日新技術株式会社日新技術
コンサルタント　名コンサルタント　名コンサルタント　名コンサルタント　名
古屋事務所古屋事務所古屋事務所古屋事務所

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月14日5月14日5月14日5月14日 指名指名指名指名 上水道施設実施設計業務委託（3）H26‐41上水道施設実施設計業務委託（3）H26‐41上水道施設実施設計業務委託（3）H26‐41上水道施設実施設計業務委託（3）H26‐41 豊川市麻生田町外2町地内豊川市麻生田町外2町地内豊川市麻生田町外2町地内豊川市麻生田町外2町地内 2,775,6002,775,6002,775,6002,775,600
株式会社名北総合株式会社名北総合株式会社名北総合株式会社名北総合
技研　東三河支店技研　東三河支店技研　東三河支店技研　東三河支店

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月14日5月14日5月14日5月14日 指名指名指名指名 水道水質検査業務委託　H26-40水道水質検査業務委託　H26-40水道水質検査業務委託　H26-40水道水質検査業務委託　H26-40 豊川市一宮町外5町地内豊川市一宮町外5町地内豊川市一宮町外5町地内豊川市一宮町外5町地内 1,749,6001,749,6001,749,6001,749,600
株式会社イズミテッ株式会社イズミテッ株式会社イズミテッ株式会社イズミテッ
クククク

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

5月14日5月14日5月14日5月14日 指名指名指名指名 一宮庁舎ブラインド取付作業委託一宮庁舎ブラインド取付作業委託一宮庁舎ブラインド取付作業委託一宮庁舎ブラインド取付作業委託 豊川市一宮町豊1番地豊川市一宮町豊1番地豊川市一宮町豊1番地豊川市一宮町豊1番地 334,368334,368334,368334,368
株式会社白井カー株式会社白井カー株式会社白井カー株式会社白井カー
テンテンテンテン

地域振興課地域振興課地域振興課地域振興課

4月30日4月30日4月30日4月30日 指名指名指名指名 上水道施設実施設計業務委託（1）H26‐25上水道施設実施設計業務委託（1）H26‐25上水道施設実施設計業務委託（1）H26‐25上水道施設実施設計業務委託（1）H26‐25 豊川市西本町外地内豊川市西本町外地内豊川市西本町外地内豊川市西本町外地内 13,824,00013,824,00013,824,00013,824,000
中日コンサルタント中日コンサルタント中日コンサルタント中日コンサルタント
株式会社株式会社株式会社株式会社

水道整備課水道整備課水道整備課水道整備課

4月30日4月30日4月30日4月30日 指名指名指名指名
校舎外壁等調査委託（代田小学校、西部中校舎外壁等調査委託（代田小学校、西部中校舎外壁等調査委託（代田小学校、西部中校舎外壁等調査委託（代田小学校、西部中
学校）学校）学校）学校）

豊川市代田町1丁目20番地の2豊川市代田町1丁目20番地の2豊川市代田町1丁目20番地の2豊川市代田町1丁目20番地の2
外1箇所外1箇所外1箇所外1箇所

3,207,6003,207,6003,207,6003,207,600
株式会社山口晃建株式会社山口晃建株式会社山口晃建株式会社山口晃建
築設計事務所築設計事務所築設計事務所築設計事務所

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

4月30日4月30日4月30日4月30日 指名指名指名指名
東水神平・沓打橋マンホールポンプ場点検東水神平・沓打橋マンホールポンプ場点検東水神平・沓打橋マンホールポンプ場点検東水神平・沓打橋マンホールポンプ場点検
調査業務委託調査業務委託調査業務委託調査業務委託

豊川市上長山町地内豊川市上長山町地内豊川市上長山町地内豊川市上長山町地内 1,058,4001,058,4001,058,4001,058,400
株式会社マナック株式会社マナック株式会社マナック株式会社マナック
豊川支店豊川支店豊川支店豊川支店

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

4月30日4月30日4月30日4月30日 指名指名指名指名 清掃工場　空調機器保守点検業務委託清掃工場　空調機器保守点検業務委託清掃工場　空調機器保守点検業務委託清掃工場　空調機器保守点検業務委託 豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地 1,188,0001,188,0001,188,0001,188,000
音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社
豊川営業所豊川営業所豊川営業所豊川営業所

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

4月30日4月30日4月30日4月30日 指名指名指名指名 御油松並木防虫消毒作業御油松並木防虫消毒作業御油松並木防虫消毒作業御油松並木防虫消毒作業 豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内豊川市御油町地内 702,000702,000702,000702,000 有限会社栄花園有限会社栄花園有限会社栄花園有限会社栄花園 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名 白鳥遺跡14A地点発掘調査測量業務委託白鳥遺跡14A地点発掘調査測量業務委託白鳥遺跡14A地点発掘調査測量業務委託白鳥遺跡14A地点発掘調査測量業務委託
豊川市八幡町地内（白鳥遺跡豊川市八幡町地内（白鳥遺跡豊川市八幡町地内（白鳥遺跡豊川市八幡町地内（白鳥遺跡
14A地点）14A地点）14A地点）14A地点）

518,400518,400518,400518,400
株式会社大地コン株式会社大地コン株式会社大地コン株式会社大地コン
サルタントサルタントサルタントサルタント

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課



4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名
中部共同調理場解体整地工事実施設計業中部共同調理場解体整地工事実施設計業中部共同調理場解体整地工事実施設計業中部共同調理場解体整地工事実施設計業
務委託務委託務委託務委託

豊川市中部町1丁目1番地9豊川市中部町1丁目1番地9豊川市中部町1丁目1番地9豊川市中部町1丁目1番地9 842,400842,400842,400842,400
株式会社大宙設計株式会社大宙設計株式会社大宙設計株式会社大宙設計
社社社社

学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名 道路草刈作業委託その1道路草刈作業委託その1道路草刈作業委託その1道路草刈作業委託その1 豊川・一宮地区豊川・一宮地区豊川・一宮地区豊川・一宮地区 21,600,00021,600,00021,600,00021,600,000 株式会社波多野組株式会社波多野組株式会社波多野組株式会社波多野組 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名 道路草刈作業委託その2道路草刈作業委託その2道路草刈作業委託その2道路草刈作業委託その2 音羽・御津・小坂井地区音羽・御津・小坂井地区音羽・御津・小坂井地区音羽・御津・小坂井地区 11,016,00011,016,00011,016,00011,016,000
小坂井建設株式会小坂井建設株式会小坂井建設株式会小坂井建設株式会
社社社社

道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名 側溝・路面・地下道清掃作業委託側溝・路面・地下道清掃作業委託側溝・路面・地下道清掃作業委託側溝・路面・地下道清掃作業委託 豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域 21,384,00021,384,00021,384,00021,384,000 成和環境株式会社成和環境株式会社成和環境株式会社成和環境株式会社 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名 豊川市陸上競技場芝刈等作業委託豊川市陸上競技場芝刈等作業委託豊川市陸上競技場芝刈等作業委託豊川市陸上競技場芝刈等作業委託
豊川市諏訪1丁目80番地（豊川豊川市諏訪1丁目80番地（豊川豊川市諏訪1丁目80番地（豊川豊川市諏訪1丁目80番地（豊川
市陸上競技場）市陸上競技場）市陸上競技場）市陸上競技場）

3,240,0003,240,0003,240,0003,240,000 有限会社井澤造園有限会社井澤造園有限会社井澤造園有限会社井澤造園 スポーツ課スポーツ課スポーツ課スポーツ課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名 し尿処理施設管理作業委託し尿処理施設管理作業委託し尿処理施設管理作業委託し尿処理施設管理作業委託 豊川市八幡町外16町地内豊川市八幡町外16町地内豊川市八幡町外16町地内豊川市八幡町外16町地内 496,800496,800496,800496,800
有限会社イセヤ環有限会社イセヤ環有限会社イセヤ環有限会社イセヤ環
境システム境システム境システム境システム

公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名 ろ過装置保守点検作業委託ろ過装置保守点検作業委託ろ過装置保守点検作業委託ろ過装置保守点検作業委託 豊川市諏訪3丁目外5町地内豊川市諏訪3丁目外5町地内豊川市諏訪3丁目外5町地内豊川市諏訪3丁目外5町地内 766,800766,800766,800766,800
有限会社イセヤ環有限会社イセヤ環有限会社イセヤ環有限会社イセヤ環
境システム境システム境システム境システム

公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名
豊川市地球温暖化対策実行計画（区域施豊川市地球温暖化対策実行計画（区域施豊川市地球温暖化対策実行計画（区域施豊川市地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）策定業務委託策編）策定業務委託策編）策定業務委託策編）策定業務委託

豊川市全域豊川市全域豊川市全域豊川市全域 3,542,4003,542,4003,542,4003,542,400
株式会社総合環境株式会社総合環境株式会社総合環境株式会社総合環境
計画　中部支社計画　中部支社計画　中部支社計画　中部支社

環境課環境課環境課環境課

4月23日4月23日4月23日4月23日 指名指名指名指名
平成26年度豊川市密集市街地住民意向調平成26年度豊川市密集市街地住民意向調平成26年度豊川市密集市街地住民意向調平成26年度豊川市密集市街地住民意向調
査業務委託査業務委託査業務委託査業務委託

豊川市内豊川市内豊川市内豊川市内 3,240,0003,240,0003,240,0003,240,000
中央コンサルタン中央コンサルタン中央コンサルタン中央コンサルタン
ツ株式会社ツ株式会社ツ株式会社ツ株式会社

都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課

4月16日4月16日4月16日4月16日 随契随契随契随契
豊川市消防署南部出張所廃止に伴う指令豊川市消防署南部出張所廃止に伴う指令豊川市消防署南部出張所廃止に伴う指令豊川市消防署南部出張所廃止に伴う指令
システム改修等作業委託システム改修等作業委託システム改修等作業委託システム改修等作業委託

豊川市牛久保町城下12-1外4か豊川市牛久保町城下12-1外4か豊川市牛久保町城下12-1外4か豊川市牛久保町城下12-1外4か
所所所所

11,016,00011,016,00011,016,00011,016,000
NECネッツエスアイNECネッツエスアイNECネッツエスアイNECネッツエスアイ
株式会社　中部支株式会社　中部支株式会社　中部支株式会社　中部支
店店店店

消防本部総消防本部総消防本部総消防本部総
務課務課務課務課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 街路維持管理作業委託その1街路維持管理作業委託その1街路維持管理作業委託その1街路維持管理作業委託その1 豊川市御油町外11町地内豊川市御油町外11町地内豊川市御油町外11町地内豊川市御油町外11町地内 11,448,00011,448,00011,448,00011,448,000 株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 街路維持管理作業委託その2街路維持管理作業委託その2街路維持管理作業委託その2街路維持管理作業委託その2 豊川市千歳通4丁目外41町地内豊川市千歳通4丁目外41町地内豊川市千歳通4丁目外41町地内豊川市千歳通4丁目外41町地内 12,960,00012,960,00012,960,00012,960,000
有限会社岡本環境有限会社岡本環境有限会社岡本環境有限会社岡本環境
造園造園造園造園

道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 街路維持管理作業委託その3街路維持管理作業委託その3街路維持管理作業委託その3街路維持管理作業委託その3 豊川市穂ノ原二丁目外4町地内豊川市穂ノ原二丁目外4町地内豊川市穂ノ原二丁目外4町地内豊川市穂ノ原二丁目外4町地内 10,670,40010,670,40010,670,40010,670,400 有限会社片岡造園有限会社片岡造園有限会社片岡造園有限会社片岡造園 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 街路維持管理作業委託その4街路維持管理作業委託その4街路維持管理作業委託その4街路維持管理作業委託その4 豊川市八幡町外9町地内豊川市八幡町外9町地内豊川市八幡町外9町地内豊川市八幡町外9町地内 8,834,4008,834,4008,834,4008,834,400 有限会社中村造園有限会社中村造園有限会社中村造園有限会社中村造園 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 公園樹木管理作業委託（東部地区）公園樹木管理作業委託（東部地区）公園樹木管理作業委託（東部地区）公園樹木管理作業委託（東部地区） 豊川市曙町3丁目外27町地内豊川市曙町3丁目外27町地内豊川市曙町3丁目外27町地内豊川市曙町3丁目外27町地内 14,040,00014,040,00014,040,00014,040,000 有限会社井澤造園有限会社井澤造園有限会社井澤造園有限会社井澤造園 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 公園樹木管理作業委託（南部地区）公園樹木管理作業委託（南部地区）公園樹木管理作業委託（南部地区）公園樹木管理作業委託（南部地区） 豊川市金屋橋町外28町地内豊川市金屋橋町外28町地内豊川市金屋橋町外28町地内豊川市金屋橋町外28町地内 8,802,0008,802,0008,802,0008,802,000 有限会社庭安造園有限会社庭安造園有限会社庭安造園有限会社庭安造園 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 公園樹木管理作業委託（西部地区）公園樹木管理作業委託（西部地区）公園樹木管理作業委託（西部地区）公園樹木管理作業委託（西部地区） 豊川市御油町外16町地内豊川市御油町外16町地内豊川市御油町外16町地内豊川市御油町外16町地内 10,260,00010,260,00010,260,00010,260,000 有限会社栄花園有限会社栄花園有限会社栄花園有限会社栄花園 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 公園草刈作業委託（北部地区）公園草刈作業委託（北部地区）公園草刈作業委託（北部地区）公園草刈作業委託（北部地区） 豊川市緑町外19町地内豊川市緑町外19町地内豊川市緑町外19町地内豊川市緑町外19町地内 4,644,0004,644,0004,644,0004,644,000 有限会社栄花園有限会社栄花園有限会社栄花園有限会社栄花園 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 公園草刈作業委託（南部地区）公園草刈作業委託（南部地区）公園草刈作業委託（南部地区）公園草刈作業委託（南部地区） 豊川市諏訪3丁目外17町地内豊川市諏訪3丁目外17町地内豊川市諏訪3丁目外17町地内豊川市諏訪3丁目外17町地内 4,536,0004,536,0004,536,0004,536,000 株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園株式会社市川造園 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 遊具保守点検作業委託遊具保守点検作業委託遊具保守点検作業委託遊具保守点検作業委託
豊川市美幸町2丁目外103町地豊川市美幸町2丁目外103町地豊川市美幸町2丁目外103町地豊川市美幸町2丁目外103町地
内内内内

3,510,0003,510,0003,510,0003,510,000
株式会社中部ニッ株式会社中部ニッ株式会社中部ニッ株式会社中部ニッ
トトトト

公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名 噴水・流れ高圧洗浄作業委託噴水・流れ高圧洗浄作業委託噴水・流れ高圧洗浄作業委託噴水・流れ高圧洗浄作業委託 豊川市諏訪3丁目外5町地内豊川市諏訪3丁目外5町地内豊川市諏訪3丁目外5町地内豊川市諏訪3丁目外5町地内 2,376,0002,376,0002,376,0002,376,000
テムズ中日株式会テムズ中日株式会テムズ中日株式会テムズ中日株式会
社社社社

公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名
平成26年度・第6次豊川市総合計画策定支平成26年度・第6次豊川市総合計画策定支平成26年度・第6次豊川市総合計画策定支平成26年度・第6次豊川市総合計画策定支
援業務委託援業務委託援業務委託援業務委託

豊川市諏訪1丁目1番地　豊川市豊川市諏訪1丁目1番地　豊川市豊川市諏訪1丁目1番地　豊川市豊川市諏訪1丁目1番地　豊川市
役所役所役所役所

4,654,8004,654,8004,654,8004,654,800
一般社団法人地域一般社団法人地域一般社団法人地域一般社団法人地域
問題研究所問題研究所問題研究所問題研究所

企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課

4月16日4月16日4月16日4月16日 指名指名指名指名
運動器機能向上教室（マシーン無）業務委運動器機能向上教室（マシーン無）業務委運動器機能向上教室（マシーン無）業務委運動器機能向上教室（マシーン無）業務委
託託託託

豊川市内豊川市内豊川市内豊川市内 408,132408,132408,132408,132
医療法人聖俊会医療法人聖俊会医療法人聖俊会医療法人聖俊会
豊川老人保健施設豊川老人保健施設豊川老人保健施設豊川老人保健施設
ケアリゾートオリーケアリゾートオリーケアリゾートオリーケアリゾートオリー

介護高齢課介護高齢課介護高齢課介護高齢課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
一宮生涯学習会館空調設備保守点検業務一宮生涯学習会館空調設備保守点検業務一宮生涯学習会館空調設備保守点検業務一宮生涯学習会館空調設備保守点検業務
委託委託委託委託

豊川市上長山町小南口原1の豊川市上長山町小南口原1の豊川市上長山町小南口原1の豊川市上長山町小南口原1の
500番地500番地500番地500番地

723,600723,600723,600723,600
三菱電機ビルテク三菱電機ビルテク三菱電機ビルテク三菱電機ビルテク
ノサービス株式会ノサービス株式会ノサービス株式会ノサービス株式会
社　中部支社社　中部支社社　中部支社社　中部支社

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 豊川市役所空調設備保守点検作業委託豊川市役所空調設備保守点検作業委託豊川市役所空調設備保守点検作業委託豊川市役所空調設備保守点検作業委託 豊川市役所豊川市役所豊川市役所豊川市役所 1,998,0001,998,0001,998,0001,998,000
株式会社テクノ菱株式会社テクノ菱株式会社テクノ菱株式会社テクノ菱
和　東愛知営業所和　東愛知営業所和　東愛知営業所和　東愛知営業所

管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
学校給食センター空調設備保守点検清掃学校給食センター空調設備保守点検清掃学校給食センター空調設備保守点検清掃学校給食センター空調設備保守点検清掃
業務委託業務委託業務委託業務委託

豊川市穂ノ原3丁目2番地の9豊川市穂ノ原3丁目2番地の9豊川市穂ノ原3丁目2番地の9豊川市穂ノ原3丁目2番地の9 1,674,0001,674,0001,674,0001,674,000
三建設備工業株式三建設備工業株式三建設備工業株式三建設備工業株式
会社　名古屋支店会社　名古屋支店会社　名古屋支店会社　名古屋支店

学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
南部学校給食センター空調設備保守点検南部学校給食センター空調設備保守点検南部学校給食センター空調設備保守点検南部学校給食センター空調設備保守点検
清掃業務委託清掃業務委託清掃業務委託清掃業務委託

豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1 2,440,8002,440,8002,440,8002,440,800
井指設備工業株式井指設備工業株式井指設備工業株式井指設備工業株式
会社会社会社会社

学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
豊川市役所中央監視装置等保守点検作業豊川市役所中央監視装置等保守点検作業豊川市役所中央監視装置等保守点検作業豊川市役所中央監視装置等保守点検作業
委託委託委託委託

豊川市役所豊川市役所豊川市役所豊川市役所 1,836,0001,836,0001,836,0001,836,000
株式会社テクノ菱株式会社テクノ菱株式会社テクノ菱株式会社テクノ菱
和　東愛知営業所和　東愛知営業所和　東愛知営業所和　東愛知営業所

管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 生涯学習会館清掃業務委託生涯学習会館清掃業務委託生涯学習会館清掃業務委託生涯学習会館清掃業務委託 一宮生涯学習会館　外3施設一宮生涯学習会館　外3施設一宮生涯学習会館　外3施設一宮生涯学習会館　外3施設 2,160,0002,160,0002,160,0002,160,000
有限会社愛知ビル有限会社愛知ビル有限会社愛知ビル有限会社愛知ビル
管理管理管理管理

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課



3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 豊川駅東西自由通路等清掃業務委託豊川駅東西自由通路等清掃業務委託豊川駅東西自由通路等清掃業務委託豊川駅東西自由通路等清掃業務委託 豊川市豊川町地内豊川市豊川町地内豊川市豊川町地内豊川市豊川町地内 4,514,4004,514,4004,514,4004,514,400 東海整備株式会社東海整備株式会社東海整備株式会社東海整備株式会社 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
国府駅・伊奈駅東西連絡橋等定期清掃作国府駅・伊奈駅東西連絡橋等定期清掃作国府駅・伊奈駅東西連絡橋等定期清掃作国府駅・伊奈駅東西連絡橋等定期清掃作
業委託業委託業委託業委託

豊川市国府町外1町地内豊川市国府町外1町地内豊川市国府町外1町地内豊川市国府町外1町地内 851,040851,040851,040851,040
有限会社愛知ビル有限会社愛知ビル有限会社愛知ビル有限会社愛知ビル
管理管理管理管理

道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 清掃工場　施設建物清掃業務委託清掃工場　施設建物清掃業務委託清掃工場　施設建物清掃業務委託清掃工場　施設建物清掃業務委託 豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地 2,203,2002,203,2002,203,2002,203,200
コニックス株式会コニックス株式会コニックス株式会コニックス株式会
社社社社

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 清掃工場　A棟設備点検清掃業務委託清掃工場　A棟設備点検清掃業務委託清掃工場　A棟設備点検清掃業務委託清掃工場　A棟設備点検清掃業務委託 豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地 12,204,00012,204,00012,204,00012,204,000 有限会社藤沢組有限会社藤沢組有限会社藤沢組有限会社藤沢組 清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 公園便所清掃・草収集片付作業委託公園便所清掃・草収集片付作業委託公園便所清掃・草収集片付作業委託公園便所清掃・草収集片付作業委託 豊川市美幸町2丁目外70町地内豊川市美幸町2丁目外70町地内豊川市美幸町2丁目外70町地内豊川市美幸町2丁目外70町地内 4,287,6004,287,6004,287,6004,287,600
豊川環境事業協同豊川環境事業協同豊川環境事業協同豊川環境事業協同
組合組合組合組合

公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 廃食用油回収等業務委託廃食用油回収等業務委託廃食用油回収等業務委託廃食用油回収等業務委託 豊川市内豊川市内豊川市内豊川市内 2,808,0002,808,0002,808,0002,808,000
豊川宝飯リサイク豊川宝飯リサイク豊川宝飯リサイク豊川宝飯リサイク
ル組合ル組合ル組合ル組合

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
学校給食センター外1ケ所学校給食排出事学校給食センター外1ケ所学校給食排出事学校給食センター外1ケ所学校給食排出事学校給食センター外1ケ所学校給食排出事
業系一般廃棄物収集業務委託業系一般廃棄物収集業務委託業系一般廃棄物収集業務委託業系一般廃棄物収集業務委託

豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外1豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外1豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外1豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外1
ケ所ケ所ケ所ケ所

2,808,0002,808,0002,808,0002,808,000 有限会社清水商店有限会社清水商店有限会社清水商店有限会社清水商店 学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 金野最終処分場等運転管理業務委託金野最終処分場等運転管理業務委託金野最終処分場等運転管理業務委託金野最終処分場等運転管理業務委託 豊川市御津町及び平井町地内豊川市御津町及び平井町地内豊川市御津町及び平井町地内豊川市御津町及び平井町地内 2,462,4002,462,4002,462,4002,462,400
豊川宝飯リサイク豊川宝飯リサイク豊川宝飯リサイク豊川宝飯リサイク
ル組合ル組合ル組合ル組合

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
学校給食センター廃水処理施設保守点検学校給食センター廃水処理施設保守点検学校給食センター廃水処理施設保守点検学校給食センター廃水処理施設保守点検
業務委託業務委託業務委託業務委託

豊川市穂ノ原3丁目2番地の9豊川市穂ノ原3丁目2番地の9豊川市穂ノ原3丁目2番地の9豊川市穂ノ原3丁目2番地の9 885,600885,600885,600885,600
エムアールイー・メエムアールイー・メエムアールイー・メエムアールイー・メ
ンテ株式会社　豊ンテ株式会社　豊ンテ株式会社　豊ンテ株式会社　豊
橋支店橋支店橋支店橋支店

学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
南部学校給食センター廃水処理施設保守南部学校給食センター廃水処理施設保守南部学校給食センター廃水処理施設保守南部学校給食センター廃水処理施設保守
点検業務委託点検業務委託点検業務委託点検業務委託

豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1 761,400761,400761,400761,400
藤吉工業株式会社藤吉工業株式会社藤吉工業株式会社藤吉工業株式会社
豊橋支店豊橋支店豊橋支店豊橋支店

学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 一宮浄水場監視等業務委託H26‐8一宮浄水場監視等業務委託H26‐8一宮浄水場監視等業務委託H26‐8一宮浄水場監視等業務委託H26‐8 豊川市一宮町外23町地内豊川市一宮町外23町地内豊川市一宮町外23町地内豊川市一宮町外23町地内 20,520,00020,520,00020,520,00020,520,000
音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社音羽電機株式会社
豊川営業所豊川営業所豊川営業所豊川営業所

水道業務課水道業務課水道業務課水道業務課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
汚水ポンプ等点検清掃管理委託（岸下中継汚水ポンプ等点検清掃管理委託（岸下中継汚水ポンプ等点検清掃管理委託（岸下中継汚水ポンプ等点検清掃管理委託（岸下中継
ポンプ外91中継ポンプ）ポンプ外91中継ポンプ）ポンプ外91中継ポンプ）ポンプ外91中継ポンプ）

豊川市牛久保町外29町地内豊川市牛久保町外29町地内豊川市牛久保町外29町地内豊川市牛久保町外29町地内 8,100,0008,100,0008,100,0008,100,000 株式会社東利株式会社東利株式会社東利株式会社東利 下水管理課下水管理課下水管理課下水管理課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 道路草刈及び浚渫土処理作業委託道路草刈及び浚渫土処理作業委託道路草刈及び浚渫土処理作業委託道路草刈及び浚渫土処理作業委託 豊川市一宮町外11町地内豊川市一宮町外11町地内豊川市一宮町外11町地内豊川市一宮町外11町地内 2,635,2002,635,2002,635,2002,635,200 株式会社松本組株式会社松本組株式会社松本組株式会社松本組
一宮地区建一宮地区建一宮地区建一宮地区建
設課設課設課設課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 側溝浚渫・浚渫土処理作業委託側溝浚渫・浚渫土処理作業委託側溝浚渫・浚渫土処理作業委託側溝浚渫・浚渫土処理作業委託 豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域豊川市内全域 4,536,0004,536,0004,536,0004,536,000 藤原建設株式会社藤原建設株式会社藤原建設株式会社藤原建設株式会社 道路維持課道路維持課道路維持課道路維持課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 小中学校浄化槽等保守点検業務委託小中学校浄化槽等保守点検業務委託小中学校浄化槽等保守点検業務委託小中学校浄化槽等保守点検業務委託 東部小学校始め8校東部小学校始め8校東部小学校始め8校東部小学校始め8校 1,064,8801,064,8801,064,8801,064,880
藤吉工業株式会社藤吉工業株式会社藤吉工業株式会社藤吉工業株式会社
豊橋支店豊橋支店豊橋支店豊橋支店

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
小中学校プール機械設備保守点検整備業小中学校プール機械設備保守点検整備業小中学校プール機械設備保守点検整備業小中学校プール機械設備保守点検整備業
務委託務委託務委託務委託

豊川小学校始め35校豊川小学校始め35校豊川小学校始め35校豊川小学校始め35校 2,376,0002,376,0002,376,0002,376,000
井指設備工業株式井指設備工業株式井指設備工業株式井指設備工業株式
会社会社会社会社

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
南部学校給食センター厨芥処理機保守点南部学校給食センター厨芥処理機保守点南部学校給食センター厨芥処理機保守点南部学校給食センター厨芥処理機保守点
検業務委託検業務委託検業務委託検業務委託

豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1 756,000756,000756,000756,000
株式会社テクノ株式会社テクノ株式会社テクノ株式会社テクノ
ウェーブウェーブウェーブウェーブ

学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
豊川市役所電気設備保守点検作業委託豊川市役所電気設備保守点検作業委託豊川市役所電気設備保守点検作業委託豊川市役所電気設備保守点検作業委託
（長期継続契約）（長期継続契約）（長期継続契約）（長期継続契約）

豊川市役所豊川市役所豊川市役所豊川市役所 2,203,2002,203,2002,203,2002,203,200
一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部
電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊
川営業所川営業所川営業所川営業所

管財契約課管財契約課管財契約課管財契約課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
豊川市消防署自家用電気工作物保安管理豊川市消防署自家用電気工作物保安管理豊川市消防署自家用電気工作物保安管理豊川市消防署自家用電気工作物保安管理
業務委託業務委託業務委託業務委託

豊川市消防署本署始め5署所豊川市消防署本署始め5署所豊川市消防署本署始め5署所豊川市消防署本署始め5署所 518,400518,400518,400518,400
株式会社エレック株式会社エレック株式会社エレック株式会社エレック
ス極東ス極東ス極東ス極東

消防本部総消防本部総消防本部総消防本部総
務課務課務課務課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
最終処分場等自家用電気工作物保安管理最終処分場等自家用電気工作物保安管理最終処分場等自家用電気工作物保安管理最終処分場等自家用電気工作物保安管理
業務委託業務委託業務委託業務委託

豊川市千両町及び上長山町地内豊川市千両町及び上長山町地内豊川市千両町及び上長山町地内豊川市千両町及び上長山町地内 414,720414,720414,720414,720
株式会社エレック株式会社エレック株式会社エレック株式会社エレック
ス極東ス極東ス極東ス極東

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
排水機場自家用電気工作物保安管理業務排水機場自家用電気工作物保安管理業務排水機場自家用電気工作物保安管理業務排水機場自家用電気工作物保安管理業務
委託委託委託委託

豊川市金沢町外4町地内豊川市金沢町外4町地内豊川市金沢町外4町地内豊川市金沢町外4町地内 583,200583,200583,200583,200
株式会社エレック株式会社エレック株式会社エレック株式会社エレック
ス極東ス極東ス極東ス極東

農務課農務課農務課農務課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
小中学校自家用電気工作物保安管理業務小中学校自家用電気工作物保安管理業務小中学校自家用電気工作物保安管理業務小中学校自家用電気工作物保安管理業務
委託委託委託委託

豊川小学校始め36校豊川小学校始め36校豊川小学校始め36校豊川小学校始め36校 3,784,3203,784,3203,784,3203,784,320
一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部
電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊
川営業所川営業所川営業所川営業所

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
南部学校給食センター電気設備保安管理南部学校給食センター電気設備保安管理南部学校給食センター電気設備保安管理南部学校給食センター電気設備保安管理
業務委託業務委託業務委託業務委託

豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1豊川市小坂井町倉屋敷75番地1 500,256500,256500,256500,256
一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部
電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊
川営業所川営業所川営業所川営業所

学校給食課学校給食課学校給食課学校給食課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
生涯学習会館自家用電気工作物保安管理生涯学習会館自家用電気工作物保安管理生涯学習会館自家用電気工作物保安管理生涯学習会館自家用電気工作物保安管理
業務委託業務委託業務委託業務委託

豊川市上長山町小南口原1の豊川市上長山町小南口原1の豊川市上長山町小南口原1の豊川市上長山町小南口原1の
500番地　外500番地　外500番地　外500番地　外

548,208548,208548,208548,208
一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部一般財団法人中部
電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊電気保安協会　豊
川営業所川営業所川営業所川営業所

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
音羽地区デジタル同報系無線設備保守点音羽地区デジタル同報系無線設備保守点音羽地区デジタル同報系無線設備保守点音羽地区デジタル同報系無線設備保守点
検業務委託検業務委託検業務委託検業務委託

豊川市赤坂町、長沢町、萩町、赤豊川市赤坂町、長沢町、萩町、赤豊川市赤坂町、長沢町、萩町、赤豊川市赤坂町、長沢町、萩町、赤
坂台地内坂台地内坂台地内坂台地内

2,376,0002,376,0002,376,0002,376,000
東海通信工業株式東海通信工業株式東海通信工業株式東海通信工業株式
会社会社会社会社

音羽支所音羽支所音羽支所音羽支所

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
御津地区同報系防災行政無線保守点検作御津地区同報系防災行政無線保守点検作御津地区同報系防災行政無線保守点検作御津地区同報系防災行政無線保守点検作
業委託業委託業委託業委託

豊川市御津町西方日暮30番地始豊川市御津町西方日暮30番地始豊川市御津町西方日暮30番地始豊川市御津町西方日暮30番地始
め10箇所め10箇所め10箇所め10箇所

1,987,2001,987,2001,987,2001,987,200
中央電子光学株式中央電子光学株式中央電子光学株式中央電子光学株式
会社　名古屋支店会社　名古屋支店会社　名古屋支店会社　名古屋支店

御津支所御津支所御津支所御津支所

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
小坂井支所同報系防災行政無線保守点検小坂井支所同報系防災行政無線保守点検小坂井支所同報系防災行政無線保守点検小坂井支所同報系防災行政無線保守点検
委託委託委託委託

豊川市小坂井町大堀10番地豊川市小坂井町大堀10番地豊川市小坂井町大堀10番地豊川市小坂井町大堀10番地 2,322,0002,322,0002,322,0002,322,000
株式会社カナデン株式会社カナデン株式会社カナデン株式会社カナデン
中部支店中部支店中部支店中部支店

小坂井支所小坂井支所小坂井支所小坂井支所

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
豊川市処理場放流水水質検査及びばい煙豊川市処理場放流水水質検査及びばい煙豊川市処理場放流水水質検査及びばい煙豊川市処理場放流水水質検査及びばい煙
測定業務委託測定業務委託測定業務委託測定業務委託

豊川市堺町二丁目43番地（豊川豊川市堺町二丁目43番地（豊川豊川市堺町二丁目43番地（豊川豊川市堺町二丁目43番地（豊川
市処理場）市処理場）市処理場）市処理場）

648,000648,000648,000648,000 環境技術株式会社環境技術株式会社環境技術株式会社環境技術株式会社 清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 清掃工場　ばい煙等測定業務委託清掃工場　ばい煙等測定業務委託清掃工場　ばい煙等測定業務委託清掃工場　ばい煙等測定業務委託 豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地 1,706,4001,706,4001,706,4001,706,400
株式会社東海分析株式会社東海分析株式会社東海分析株式会社東海分析
化学研究所化学研究所化学研究所化学研究所

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課



3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
清掃工場　溶融スラグ品質管理試験業務清掃工場　溶融スラグ品質管理試験業務清掃工場　溶融スラグ品質管理試験業務清掃工場　溶融スラグ品質管理試験業務
委託委託委託委託

豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地豊川市平尾町親坂50番地 982,800982,800982,800982,800 環境技術株式会社環境技術株式会社環境技術株式会社環境技術株式会社 清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
焼却灰最終処分場定期水質検査外3件業焼却灰最終処分場定期水質検査外3件業焼却灰最終処分場定期水質検査外3件業焼却灰最終処分場定期水質検査外3件業
務委託務委託務委託務委託

豊川市上長山町、千両町及び東豊川市上長山町、千両町及び東豊川市上長山町、千両町及び東豊川市上長山町、千両町及び東
上町地内上町地内上町地内上町地内

6,037,2006,037,2006,037,2006,037,200
株式会社静環検査株式会社静環検査株式会社静環検査株式会社静環検査
センター　名古屋センター　名古屋センター　名古屋センター　名古屋
支店支店支店支店

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 最終処分場放流水等水質検査業務委託最終処分場放流水等水質検査業務委託最終処分場放流水等水質検査業務委託最終処分場放流水等水質検査業務委託
豊川市千両町、足山田町、御津豊川市千両町、足山田町、御津豊川市千両町、足山田町、御津豊川市千両町、足山田町、御津
町及び萩町地内町及び萩町地内町及び萩町地内町及び萩町地内

3,348,0003,348,0003,348,0003,348,000
株式会社ユニチカ株式会社ユニチカ株式会社ユニチカ株式会社ユニチカ
環境技術センター環境技術センター環境技術センター環境技術センター
中部事業所中部事業所中部事業所中部事業所

清掃事業課清掃事業課清掃事業課清掃事業課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
水質・大気環境及び工場排水水質検査委水質・大気環境及び工場排水水質検査委水質・大気環境及び工場排水水質検査委水質・大気環境及び工場排水水質検査委
託託託託

豊川市内豊川市内豊川市内豊川市内 5,400,0005,400,0005,400,0005,400,000
株式会社東海分析株式会社東海分析株式会社東海分析株式会社東海分析
化学研究所化学研究所化学研究所化学研究所

環境課環境課環境課環境課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 小中学校消防用設備等保守点検業務委託小中学校消防用設備等保守点検業務委託小中学校消防用設備等保守点検業務委託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校豊川小学校始め36校豊川小学校始め36校豊川小学校始め36校 1,620,0001,620,0001,620,0001,620,000
浜島防災システム浜島防災システム浜島防災システム浜島防災システム
株式会社株式会社株式会社株式会社

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
庶務課庶務課庶務課庶務課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 平成26年度　防犯深夜パトロール業務平成26年度　防犯深夜パトロール業務平成26年度　防犯深夜パトロール業務平成26年度　防犯深夜パトロール業務 豊川市全域豊川市全域豊川市全域豊川市全域 7,823,4127,823,4127,823,4127,823,412 株式会社大道警備株式会社大道警備株式会社大道警備株式会社大道警備
人権交通防人権交通防人権交通防人権交通防
犯課犯課犯課犯課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 診療報酬明細書点検業務委託診療報酬明細書点検業務委託診療報酬明細書点検業務委託診療報酬明細書点検業務委託 豊川市役所内豊川市役所内豊川市役所内豊川市役所内 469,800469,800469,800469,800
株式会社ニチイ学株式会社ニチイ学株式会社ニチイ学株式会社ニチイ学
館館館館

福祉課福祉課福祉課福祉課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
豊川市コミュニティバス運行計画調査等業豊川市コミュニティバス運行計画調査等業豊川市コミュニティバス運行計画調査等業豊川市コミュニティバス運行計画調査等業
務委託務委託務委託務委託

豊川市全域外豊川市全域外豊川市全域外豊川市全域外 7,776,0007,776,0007,776,0007,776,000
株式会社トーニチ株式会社トーニチ株式会社トーニチ株式会社トーニチ
コンサルタント　中コンサルタント　中コンサルタント　中コンサルタント　中
部支社部支社部支社部支社

人権交通防人権交通防人権交通防人権交通防
犯課犯課犯課犯課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
第6期豊川市高齢者福祉計画及び介護保第6期豊川市高齢者福祉計画及び介護保第6期豊川市高齢者福祉計画及び介護保第6期豊川市高齢者福祉計画及び介護保
険事業計画策定業務険事業計画策定業務険事業計画策定業務険事業計画策定業務

豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外 1,814,4001,814,4001,814,4001,814,400 株式会社名豊株式会社名豊株式会社名豊株式会社名豊 介護高齢課介護高齢課介護高齢課介護高齢課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名
豊川市子ども・子育て支援事業計画策定業豊川市子ども・子育て支援事業計画策定業豊川市子ども・子育て支援事業計画策定業豊川市子ども・子育て支援事業計画策定業
務委託務委託務委託務委託

豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外 1,814,4001,814,4001,814,4001,814,400 株式会社名豊株式会社名豊株式会社名豊株式会社名豊 子ども課子ども課子ども課子ども課

3月27日3月27日3月27日3月27日 指名指名指名指名 御油第二墓園内墓石移転補償調査委託御油第二墓園内墓石移転補償調査委託御油第二墓園内墓石移転補償調査委託御油第二墓園内墓石移転補償調査委託 豊川市御油町膳ノ棚地内豊川市御油町膳ノ棚地内豊川市御油町膳ノ棚地内豊川市御油町膳ノ棚地内 864,000864,000864,000864,000
玉野総合コンサル玉野総合コンサル玉野総合コンサル玉野総合コンサル
タント株式会社タント株式会社タント株式会社タント株式会社

環境課環境課環境課環境課


