
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

9月24日9月24日9月24日9月24日 指名指名指名指名 事業場等排水水質分析業務委託事業場等排水水質分析業務委託事業場等排水水質分析業務委託事業場等排水水質分析業務委託 処理区域内特定事業場処理区域内特定事業場処理区域内特定事業場処理区域内特定事業場 507,600507,600507,600507,600
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

9月24日9月24日9月24日9月24日 指名指名指名指名
土地評価業務委託　市道大木山ノ奥1号線土地評価業務委託　市道大木山ノ奥1号線土地評価業務委託　市道大木山ノ奥1号線土地評価業務委託　市道大木山ノ奥1号線
外1路線外1路線外1路線外1路線

豊川市大木町地内豊川市大木町地内豊川市大木町地内豊川市大木町地内 1,501,2001,501,2001,501,2001,501,200
株式会社東洋不動株式会社東洋不動株式会社東洋不動株式会社東洋不動
産鑑定コンサルタ産鑑定コンサルタ産鑑定コンサルタ産鑑定コンサルタ
ントントントント

9月24日9月24日9月24日9月24日 指名指名指名指名 測量設計業務委託　市道三上勝山3号線測量設計業務委託　市道三上勝山3号線測量設計業務委託　市道三上勝山3号線測量設計業務委託　市道三上勝山3号線 豊川市三上町地内豊川市三上町地内豊川市三上町地内豊川市三上町地内 3,024,0003,024,0003,024,0003,024,000
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

9月24日9月24日9月24日9月24日 指名指名指名指名 市営住宅簡易専用水道清掃業務委託市営住宅簡易専用水道清掃業務委託市営住宅簡易専用水道清掃業務委託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番地外豊川市金屋本町4丁目45番地外豊川市金屋本町4丁目45番地外豊川市金屋本町4丁目45番地外
18か所18か所18か所18か所

1,695,6001,695,6001,695,6001,695,600 株式会社松栄管工株式会社松栄管工株式会社松栄管工株式会社松栄管工

9月24日9月24日9月24日9月24日 指名指名指名指名
豊川市桜ヶ丘ミュージアム施設パンフレット豊川市桜ヶ丘ミュージアム施設パンフレット豊川市桜ヶ丘ミュージアム施設パンフレット豊川市桜ヶ丘ミュージアム施設パンフレット
等作成委託等作成委託等作成委託等作成委託

豊川市桜ケ丘町79番地の2豊川市桜ケ丘町79番地の2豊川市桜ケ丘町79番地の2豊川市桜ケ丘町79番地の2 517,320517,320517,320517,320
共和印刷株式会社共和印刷株式会社共和印刷株式会社共和印刷株式会社
豊川営業所豊川営業所豊川営業所豊川営業所

9月17日9月17日9月17日9月17日 指名指名指名指名 豊川駅東　画地確定測量（測設）業務委託豊川駅東　画地確定測量（測設）業務委託豊川駅東　画地確定測量（測設）業務委託豊川駅東　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豊川駅東土地区画整理事業地区豊川駅東土地区画整理事業地区豊川駅東土地区画整理事業地区 2,538,0002,538,0002,538,0002,538,000
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

9月17日9月17日9月17日9月17日 指名指名指名指名 豊川西部　画地確定測量（測設）業務委託豊川西部　画地確定測量（測設）業務委託豊川西部　画地確定測量（測設）業務委託豊川西部　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 2,916,0002,916,0002,916,0002,916,000
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

9月10日9月10日9月10日9月10日 指名指名指名指名
平成26年度自動車騒音常時監視に係る騒平成26年度自動車騒音常時監視に係る騒平成26年度自動車騒音常時監視に係る騒平成26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音調査及び面的評価業務委託音調査及び面的評価業務委託音調査及び面的評価業務委託

豊川市全域豊川市全域豊川市全域豊川市全域 1,004,4001,004,4001,004,4001,004,400
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

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名 豊川市野球場改修設計業務委託豊川市野球場改修設計業務委託豊川市野球場改修設計業務委託豊川市野球場改修設計業務委託 豊川市諏訪1丁目地内豊川市諏訪1丁目地内豊川市諏訪1丁目地内豊川市諏訪1丁目地内 6,048,0006,048,0006,048,0006,048,000
中央コンサルタンツ中央コンサルタンツ中央コンサルタンツ中央コンサルタンツ
株式会社株式会社株式会社株式会社

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名 測量設計業務委託　市道長沢音羽沢尻線測量設計業務委託　市道長沢音羽沢尻線測量設計業務委託　市道長沢音羽沢尻線測量設計業務委託　市道長沢音羽沢尻線 豊川市長沢町地内豊川市長沢町地内豊川市長沢町地内豊川市長沢町地内 2,484,0002,484,0002,484,0002,484,000
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

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名 宮路山樹木伐採作業委託宮路山樹木伐採作業委託宮路山樹木伐採作業委託宮路山樹木伐採作業委託 豊川市御津町金野地内豊川市御津町金野地内豊川市御津町金野地内豊川市御津町金野地内 907,200907,200907,200907,200 岡崎森林組合岡崎森林組合岡崎森林組合岡崎森林組合

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
豊川市のスポーツに関する市民意識調査業豊川市のスポーツに関する市民意識調査業豊川市のスポーツに関する市民意識調査業豊川市のスポーツに関する市民意識調査業
務委託務委託務委託務委託

豊川市教育委員会スポーツ課豊川市教育委員会スポーツ課豊川市教育委員会スポーツ課豊川市教育委員会スポーツ課
外外外外

1,490,4001,490,4001,490,4001,490,400
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

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
八幡駅前トイレ等清掃作業委託（長期継続八幡駅前トイレ等清掃作業委託（長期継続八幡駅前トイレ等清掃作業委託（長期継続八幡駅前トイレ等清掃作業委託（長期継続
契約）契約）契約）契約）

豊川市八幡町外3町地内豊川市八幡町外3町地内豊川市八幡町外3町地内豊川市八幡町外3町地内 2,111,1302,111,1302,111,1302,111,130
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

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
豊川市立保育所消防用設備等保守点検業豊川市立保育所消防用設備等保守点検業豊川市立保育所消防用設備等保守点検業豊川市立保育所消防用設備等保守点検業
務委託（長期継続契約）務委託（長期継続契約）務委託（長期継続契約）務委託（長期継続契約）

豊川市立保育所25園豊川市立保育所25園豊川市立保育所25園豊川市立保育所25園 1,166,4001,166,4001,166,4001,166,400
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

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
音羽庁舎ビル管理環境保全業務委託（長期音羽庁舎ビル管理環境保全業務委託（長期音羽庁舎ビル管理環境保全業務委託（長期音羽庁舎ビル管理環境保全業務委託（長期
継続契約）継続契約）継続契約）継続契約）

豊川市赤坂町松本250番地豊川市赤坂町松本250番地豊川市赤坂町松本250番地豊川市赤坂町松本250番地 1,458,0001,458,0001,458,0001,458,000
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

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
一宮庁舎環境衛生管理業務委託（長期継続一宮庁舎環境衛生管理業務委託（長期継続一宮庁舎環境衛生管理業務委託（長期継続一宮庁舎環境衛生管理業務委託（長期継続
契約）契約）契約）契約）

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 550,800550,800550,800550,800
東海ビル管理株式東海ビル管理株式東海ビル管理株式東海ビル管理株式
会社会社会社会社

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
一宮庁舎空調設備保守点検業務委託（長期一宮庁舎空調設備保守点検業務委託（長期一宮庁舎空調設備保守点検業務委託（長期一宮庁舎空調設備保守点検業務委託（長期
継続契約）継続契約）継続契約）継続契約）

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 939,600939,600939,600939,600
株式会社中部技術株式会社中部技術株式会社中部技術株式会社中部技術
サービスサービスサービスサービス

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
江島汚水処理施設維持管理業務委託（長期江島汚水処理施設維持管理業務委託（長期江島汚水処理施設維持管理業務委託（長期江島汚水処理施設維持管理業務委託（長期
継続契約）継続契約）継続契約）継続契約）

豊川市江島町地内豊川市江島町地内豊川市江島町地内豊川市江島町地内 2,916,0002,916,0002,916,0002,916,000 株式会社エステム株式会社エステム株式会社エステム株式会社エステム

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
正岡汚水処理施設維持管理業務委託（長期正岡汚水処理施設維持管理業務委託（長期正岡汚水処理施設維持管理業務委託（長期正岡汚水処理施設維持管理業務委託（長期
継続契約）継続契約）継続契約）継続契約）

豊川市正岡町地内豊川市正岡町地内豊川市正岡町地内豊川市正岡町地内 2,332,8002,332,8002,332,8002,332,800 東武産業株式会社東武産業株式会社東武産業株式会社東武産業株式会社

9月3日9月3日9月3日9月3日 指名指名指名指名
千両汚水処理施設維持管理業務委託（長期千両汚水処理施設維持管理業務委託（長期千両汚水処理施設維持管理業務委託（長期千両汚水処理施設維持管理業務委託（長期
継続契約）継続契約）継続契約）継続契約）

豊川市千両町地内豊川市千両町地内豊川市千両町地内豊川市千両町地内 4,676,4004,676,4004,676,4004,676,400
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

8月20日8月20日8月20日8月20日 指名指名指名指名
土地評価業務委託　都市計画道路上宿樽土地評価業務委託　都市計画道路上宿樽土地評価業務委託　都市計画道路上宿樽土地評価業務委託　都市計画道路上宿樽
井線井線井線井線

豊川市市田町地内豊川市市田町地内豊川市市田町地内豊川市市田町地内 1,404,0001,404,0001,404,0001,404,000
中部ガス不動産株中部ガス不動産株中部ガス不動産株中部ガス不動産株
式会社式会社式会社式会社

8月20日8月20日8月20日8月20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6）公共下水道管渠実施設計業務委託（その6）公共下水道管渠実施設計業務委託（その6）公共下水道管渠実施設計業務委託（その6）
豊川市大橋町外1町地内（豊川東豊川市大橋町外1町地内（豊川東豊川市大橋町外1町地内（豊川東豊川市大橋町外1町地内（豊川東
部第2地区）部第2地区）部第2地区）部第2地区）

7,020,0007,020,0007,020,0007,020,000
アローコンサルタンアローコンサルタンアローコンサルタンアローコンサルタン
ト株式会社　東三ト株式会社　東三ト株式会社　東三ト株式会社　東三
河支店河支店河支店河支店

8月20日8月20日8月20日8月20日 指名指名指名指名
豊川市コミュニティセンター国府市民館始め豊川市コミュニティセンター国府市民館始め豊川市コミュニティセンター国府市民館始め豊川市コミュニティセンター国府市民館始め
6館窓ガラス飛散防止フィルム貼作業委託6館窓ガラス飛散防止フィルム貼作業委託6館窓ガラス飛散防止フィルム貼作業委託6館窓ガラス飛散防止フィルム貼作業委託

豊川市コミュニティセンター国府豊川市コミュニティセンター国府豊川市コミュニティセンター国府豊川市コミュニティセンター国府
市民館始め6館市民館始め6館市民館始め6館市民館始め6館

5,886,0005,886,0005,886,0005,886,000 株式会社林工務店株式会社林工務店株式会社林工務店株式会社林工務店

8月20日8月20日8月20日8月20日 指名指名指名指名 無線通報装置蓄電池取替修繕無線通報装置蓄電池取替修繕無線通報装置蓄電池取替修繕無線通報装置蓄電池取替修繕 豊川市牛久保町外21町地内豊川市牛久保町外21町地内豊川市牛久保町外21町地内豊川市牛久保町外21町地内 723,600723,600723,600723,600
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

8月20日8月20日8月20日8月20日 指名指名指名指名 特定個人情報保護評価支援業務委託特定個人情報保護評価支援業務委託特定個人情報保護評価支援業務委託特定個人情報保護評価支援業務委託 豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外 2,646,0002,646,0002,646,0002,646,000 ITbook株式会社ITbook株式会社ITbook株式会社ITbook株式会社

8月6日8月6日8月6日8月6日 指名指名指名指名 三明公園実施設計業務委託三明公園実施設計業務委託三明公園実施設計業務委託三明公園実施設計業務委託 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 12,852,00012,852,00012,852,00012,852,000
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

8月6日8月6日8月6日8月6日 指名指名指名指名
測量設計業務委託　市道御津広石永井田測量設計業務委託　市道御津広石永井田測量設計業務委託　市道御津広石永井田測量設計業務委託　市道御津広石永井田
線外1路線線外1路線線外1路線線外1路線

豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内 3,780,0003,780,0003,780,0003,780,000
柴山コンサルタント柴山コンサルタント柴山コンサルタント柴山コンサルタント
株式会社　東三河株式会社　東三河株式会社　東三河株式会社　東三河
支店支店支店支店

8月6日8月6日8月6日8月6日 指名指名指名指名 サツキ公園改修事業測量調査業務委託サツキ公園改修事業測量調査業務委託サツキ公園改修事業測量調査業務委託サツキ公園改修事業測量調査業務委託 豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内豊川市伊奈町地内 1,620,0001,620,0001,620,0001,620,000
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

8月6日8月6日8月6日8月6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 1,771,2001,771,2001,771,2001,771,200
三菱UFJリサーチ三菱UFJリサーチ三菱UFJリサーチ三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング＆コンサルティング＆コンサルティング＆コンサルティング
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



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

8月6日8月6日8月6日8月6日 指名指名指名指名
豊川市総合防災訓練仮設訓練棟等設置作豊川市総合防災訓練仮設訓練棟等設置作豊川市総合防災訓練仮設訓練棟等設置作豊川市総合防災訓練仮設訓練棟等設置作
業委託業委託業委託業委託

陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場 639,900639,900639,900639,900
マルイ建設株式会マルイ建設株式会マルイ建設株式会マルイ建設株式会
社社社社

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名
豊川市清掃工場基幹的設備改良工事発注豊川市清掃工場基幹的設備改良工事発注豊川市清掃工場基幹的設備改良工事発注豊川市清掃工場基幹的設備改良工事発注
仕様書作成業務委託仕様書作成業務委託仕様書作成業務委託仕様書作成業務委託

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 4,525,2004,525,2004,525,2004,525,200
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

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名 平成26年度都市計画基礎調査業務委託平成26年度都市計画基礎調査業務委託平成26年度都市計画基礎調査業務委託平成26年度都市計画基礎調査業務委託 豊川市全域豊川市全域豊川市全域豊川市全域 3,456,0003,456,0003,456,0003,456,000
アジア航測株式会アジア航測株式会アジア航測株式会アジア航測株式会
社　名古屋支店社　名古屋支店社　名古屋支店社　名古屋支店

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名
代田地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止代田地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止代田地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止代田地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止
フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託

代田地区市民館始め7館代田地区市民館始め7館代田地区市民館始め7館代田地区市民館始め7館 5,076,0005,076,0005,076,0005,076,000 岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社岡田建設株式会社

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名
金屋地区市民館始め8館窓ガラス飛散防止金屋地区市民館始め8館窓ガラス飛散防止金屋地区市民館始め8館窓ガラス飛散防止金屋地区市民館始め8館窓ガラス飛散防止
フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託

金屋地区市民館始め8館金屋地区市民館始め8館金屋地区市民館始め8館金屋地区市民館始め8館 5,508,0005,508,0005,508,0005,508,000 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

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名
豊地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止豊地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止豊地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止豊地区市民館始め7館窓ガラス飛散防止
フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託フィルム貼作業委託

豊地区市民館始め7館豊地区市民館始め7館豊地区市民館始め7館豊地区市民館始め7館 4,644,0004,644,0004,644,0004,644,000 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

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名
豊川市消防署窓ガラス飛散防止フィルム貼豊川市消防署窓ガラス飛散防止フィルム貼豊川市消防署窓ガラス飛散防止フィルム貼豊川市消防署窓ガラス飛散防止フィルム貼
作業委託作業委託作業委託作業委託

豊川市諏訪3丁目219番地豊川市諏訪3丁目219番地豊川市諏訪3丁目219番地豊川市諏訪3丁目219番地 2,268,0002,268,0002,268,0002,268,000
株式会社陶山工務株式会社陶山工務株式会社陶山工務株式会社陶山工務
店店店店

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名 排水路浚渫作業委託その2排水路浚渫作業委託その2排水路浚渫作業委託その2排水路浚渫作業委託その2 豊川市麻生田町地内豊川市麻生田町地内豊川市麻生田町地内豊川市麻生田町地内 1,630,8001,630,8001,630,8001,630,800 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

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名
学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設の学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設の学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設の学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設の
清掃、及び汚泥・油泥の収集運搬業務委託清掃、及び汚泥・油泥の収集運搬業務委託清掃、及び汚泥・油泥の収集運搬業務委託清掃、及び汚泥・油泥の収集運搬業務委託

豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外豊川市穂ノ原3丁目2番地の9外
1ヶ所1ヶ所1ヶ所1ヶ所

1,015,2001,015,2001,015,2001,015,200
日立メンテナンス株日立メンテナンス株日立メンテナンス株日立メンテナンス株
式会社式会社式会社式会社

7月30日7月30日7月30日7月30日 指名指名指名指名 豊川市男女共同参画意識調査業務委託豊川市男女共同参画意識調査業務委託豊川市男女共同参画意識調査業務委託豊川市男女共同参画意識調査業務委託 豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外豊川市役所外 1,404,0001,404,0001,404,0001,404,000 株式会社名豊株式会社名豊株式会社名豊株式会社名豊

7月30日7月30日7月30日7月30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 918,432918,432918,432918,432
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

7月23日7月23日7月23日7月23日 随契随契随契随契
子ども・子育て支援新制度システム構築業子ども・子育て支援新制度システム構築業子ども・子育て支援新制度システム構築業子ども・子育て支援新制度システム構築業
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 17,280,00017,280,00017,280,00017,280,000
富士電機株式会社富士電機株式会社富士電機株式会社富士電機株式会社
中部支社中部支社中部支社中部支社

7月23日7月23日7月23日7月23日 指名指名指名指名 上水道施設実施設計業務委託（7）H26‐92上水道施設実施設計業務委託（7）H26‐92上水道施設実施設計業務委託（7）H26‐92上水道施設実施設計業務委託（7）H26‐92 豊川市院之子町外1町地内豊川市院之子町外1町地内豊川市院之子町外1町地内豊川市院之子町外1町地内 7,560,0007,560,0007,560,0007,560,000
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

7月16日7月16日7月16日7月16日 指名指名指名指名 豊川西部　建物等物件調査業務委託豊川西部　建物等物件調査業務委託豊川西部　建物等物件調査業務委託豊川西部　建物等物件調査業務委託 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 3,780,0003,780,0003,780,0003,780,000
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

7月16日7月16日7月16日7月16日 指名指名指名指名 白鳥遺跡14B地点発掘調査測量業務委託白鳥遺跡14B地点発掘調査測量業務委託白鳥遺跡14B地点発掘調査測量業務委託白鳥遺跡14B地点発掘調査測量業務委託
豊川市八幡町地内（白鳥遺跡14B豊川市八幡町地内（白鳥遺跡14B豊川市八幡町地内（白鳥遺跡14B豊川市八幡町地内（白鳥遺跡14B
地点）地点）地点）地点）

993,600993,600993,600993,600
株式会社イビソク株式会社イビソク株式会社イビソク株式会社イビソク
名古屋支店名古屋支店名古屋支店名古屋支店

7月16日7月16日7月16日7月16日 指名指名指名指名 用地調査等業務委託用地調査等業務委託用地調査等業務委託用地調査等業務委託 豊川市内豊川市内豊川市内豊川市内 4,374,0004,374,0004,374,0004,374,000
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

7月16日7月16日7月16日7月16日 指名指名指名指名 汚水施設効率的配置検討業務汚水施設効率的配置検討業務汚水施設効率的配置検討業務汚水施設効率的配置検討業務 豊川市全域豊川市全域豊川市全域豊川市全域 8,424,0008,424,0008,424,0008,424,000
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

7月16日7月16日7月16日7月16日 指名指名指名指名
都市再生整備計画・事業効果分析調査業務都市再生整備計画・事業効果分析調査業務都市再生整備計画・事業効果分析調査業務都市再生整備計画・事業効果分析調査業務
委託（豊川姫街道地区）委託（豊川姫街道地区）委託（豊川姫街道地区）委託（豊川姫街道地区）

豊川市内（都市再生整備計画（豊豊川市内（都市再生整備計画（豊豊川市内（都市再生整備計画（豊豊川市内（都市再生整備計画（豊
川姫街道地区）に定められた区川姫街道地区）に定められた区川姫街道地区）に定められた区川姫街道地区）に定められた区
域）域）域）域）

2,138,4002,138,4002,138,4002,138,400
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

7月16日7月16日7月16日7月16日 指名指名指名指名 一宮浄水場沈澱池清掃業務委託　H26-77一宮浄水場沈澱池清掃業務委託　H26-77一宮浄水場沈澱池清掃業務委託　H26-77一宮浄水場沈澱池清掃業務委託　H26-77 豊川市一宮町地内豊川市一宮町地内豊川市一宮町地内豊川市一宮町地内 918,000918,000918,000918,000 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

7月9日7月9日7月9日7月9日 指名指名指名指名
擁壁測量調査業務委託（市道平尾源祖赤坂擁壁測量調査業務委託（市道平尾源祖赤坂擁壁測量調査業務委託（市道平尾源祖赤坂擁壁測量調査業務委託（市道平尾源祖赤坂
山蔭線）山蔭線）山蔭線）山蔭線）

豊川市萩町地内豊川市萩町地内豊川市萩町地内豊川市萩町地内 4,212,0004,212,0004,212,0004,212,000
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

7月9日7月9日7月9日7月9日 指名指名指名指名 豊川駅東　工事実施設計業務委託豊川駅東　工事実施設計業務委託豊川駅東　工事実施設計業務委託豊川駅東　工事実施設計業務委託 豊川駅東土地区画整理事業地区豊川駅東土地区画整理事業地区豊川駅東土地区画整理事業地区豊川駅東土地区画整理事業地区 1,890,0001,890,0001,890,0001,890,000
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

7月9日7月9日7月9日7月9日 指名指名指名指名 公共下水道台帳作成業務委託公共下水道台帳作成業務委託公共下水道台帳作成業務委託公共下水道台帳作成業務委託 豊川市公共下水道整備済区域豊川市公共下水道整備済区域豊川市公共下水道整備済区域豊川市公共下水道整備済区域 3,240,0003,240,0003,240,0003,240,000
アジア航測株式会アジア航測株式会アジア航測株式会アジア航測株式会
社　名古屋支店社　名古屋支店社　名古屋支店社　名古屋支店

7月9日7月9日7月9日7月9日 指名指名指名指名 御油第二墓園法面草刈作業委託御油第二墓園法面草刈作業委託御油第二墓園法面草刈作業委託御油第二墓園法面草刈作業委託 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 799,200799,200799,200799,200 後藤建設後藤建設後藤建設後藤建設

7月9日7月9日7月9日7月9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

7月9日7月9日7月9日7月9日 指名指名指名指名 音羽庁舎建築設備定期検査業務委託音羽庁舎建築設備定期検査業務委託音羽庁舎建築設備定期検査業務委託音羽庁舎建築設備定期検査業務委託 豊川市赤坂町松本250番地豊川市赤坂町松本250番地豊川市赤坂町松本250番地豊川市赤坂町松本250番地 653,400653,400653,400653,400
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
ビルシステムカンパビルシステムカンパビルシステムカンパビルシステムカンパ
ニー中部支社ニー中部支社ニー中部支社ニー中部支社

7月9日7月9日7月9日7月9日 指名指名指名指名 学校環境衛生検査委託学校環境衛生検査委託学校環境衛生検査委託学校環境衛生検査委託 市内全小中学校36校市内全小中学校36校市内全小中学校36校市内全小中学校36校 928,800928,800928,800928,800
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
微生物研究所微生物研究所微生物研究所微生物研究所

7月9日7月9日7月9日7月9日 指名指名指名指名
小中学校簡易専用水道施設等清掃作業委小中学校簡易専用水道施設等清掃作業委小中学校簡易専用水道施設等清掃作業委小中学校簡易専用水道施設等清掃作業委
託託託託

豊川小学校始め29校豊川小学校始め29校豊川小学校始め29校豊川小学校始め29校 1,555,2001,555,2001,555,2001,555,200 株式会社渡辺設備株式会社渡辺設備株式会社渡辺設備株式会社渡辺設備

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名 上水道施設点検業務委託　H26‐76上水道施設点検業務委託　H26‐76上水道施設点検業務委託　H26‐76上水道施設点検業務委託　H26‐76 豊川市一宮町外21町地内豊川市一宮町外21町地内豊川市一宮町外21町地内豊川市一宮町外21町地内 15,336,00015,336,00015,336,00015,336,000
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

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
豊川市平和公園（仮称）基本設計等業務委豊川市平和公園（仮称）基本設計等業務委豊川市平和公園（仮称）基本設計等業務委豊川市平和公園（仮称）基本設計等業務委
託託託託

豊川市穂ノ原三丁目地内豊川市穂ノ原三丁目地内豊川市穂ノ原三丁目地内豊川市穂ノ原三丁目地内 25,164,00025,164,00025,164,00025,164,000
中央コンサルタンツ中央コンサルタンツ中央コンサルタンツ中央コンサルタンツ
株式会社株式会社株式会社株式会社



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

7月2日7月2日7月2日7月2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）施設豊川市緑のリサイクルセンター（仮称）施設豊川市緑のリサイクルセンター（仮称）施設豊川市緑のリサイクルセンター（仮称）施設
基本設計及び実施設計等業務委託基本設計及び実施設計等業務委託基本設計及び実施設計等業務委託基本設計及び実施設計等業務委託

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 72,306,00072,306,00072,306,00072,306,000
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

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委豊川市小学校区別防災カルテ作成業務委
託託託託

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 15,660,00015,660,00015,660,00015,660,000
応用地質株式会社応用地質株式会社応用地質株式会社応用地質株式会社
中部支社中部支社中部支社中部支社

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
豊川市役所窓ガラス飛散防止フィルム貼作豊川市役所窓ガラス飛散防止フィルム貼作豊川市役所窓ガラス飛散防止フィルム貼作豊川市役所窓ガラス飛散防止フィルム貼作
業委託業委託業委託業委託

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 15,120,00015,120,00015,120,00015,120,000
株式会社陶山工務株式会社陶山工務株式会社陶山工務株式会社陶山工務
店店店店

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
あかさか児童館改築工事実施設計業務委あかさか児童館改築工事実施設計業務委あかさか児童館改築工事実施設計業務委あかさか児童館改築工事実施設計業務委
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 1,274,4001,274,4001,274,4001,274,400
株式会社サトウ設株式会社サトウ設株式会社サトウ設株式会社サトウ設
計室計室計室計室

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名 豊川西部　工事実施設計業務委託豊川西部　工事実施設計業務委託豊川西部　工事実施設計業務委託豊川西部　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 918,000918,000918,000918,000
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

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
豊川市総合都市交通体系調査（都市計画道豊川市総合都市交通体系調査（都市計画道豊川市総合都市交通体系調査（都市計画道豊川市総合都市交通体系調査（都市計画道
路ネットワーク化）業務委託路ネットワーク化）業務委託路ネットワーク化）業務委託路ネットワーク化）業務委託

豊川市全域豊川市全域豊川市全域豊川市全域 7,452,0007,452,0007,452,0007,452,000
株式会社国際開発株式会社国際開発株式会社国際開発株式会社国際開発
コンサルタンツ　名コンサルタンツ　名コンサルタンツ　名コンサルタンツ　名
古屋支店古屋支店古屋支店古屋支店

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
平成26年度　愛知御津駅周辺まちづくり検平成26年度　愛知御津駅周辺まちづくり検平成26年度　愛知御津駅周辺まちづくり検平成26年度　愛知御津駅周辺まちづくり検
討業務委託討業務委託討業務委託討業務委託

豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内豊川市御津町地内 9,126,0009,126,0009,126,0009,126,000
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

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名 ため池浚渫作業委託（後田池）ため池浚渫作業委託（後田池）ため池浚渫作業委託（後田池）ため池浚渫作業委託（後田池） 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 1,879,2001,879,2001,879,2001,879,200 有限会社藤井建設有限会社藤井建設有限会社藤井建設有限会社藤井建設

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
地区市民館等消防用設備保守点検及び防地区市民館等消防用設備保守点検及び防地区市民館等消防用設備保守点検及び防地区市民館等消防用設備保守点検及び防
火対象物定期点検委託火対象物定期点検委託火対象物定期点検委託火対象物定期点検委託

豊川市中部南地区市民館始め30豊川市中部南地区市民館始め30豊川市中部南地区市民館始め30豊川市中部南地区市民館始め30
地区市民館地区市民館地区市民館地区市民館

280,368280,368280,368280,368
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

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名
学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設汚学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設汚学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設汚学校給食センター外1ヶ所廃水処理施設汚
泥・油泥中間処理業務委託泥・油泥中間処理業務委託泥・油泥中間処理業務委託泥・油泥中間処理業務委託

市の指示する場所市の指示する場所市の指示する場所市の指示する場所 1,188,0001,188,0001,188,0001,188,000
株式会社明輝ク株式会社明輝ク株式会社明輝ク株式会社明輝ク
リーナーリーナーリーナーリーナー

7月2日7月2日7月2日7月2日 指名指名指名指名 地域情報映像資料制作委託地域情報映像資料制作委託地域情報映像資料制作委託地域情報映像資料制作委託 豊川市内豊川市内豊川市内豊川市内 756,000756,000756,000756,000
株式会社東雲座カ株式会社東雲座カ株式会社東雲座カ株式会社東雲座カ
ンパニーンパニーンパニーンパニー


