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12月27日 指名
公共下水道総合地震対策計画に伴う調査設計業
務委託

豊川市御津町外1町地内 8,640,000
株式会社極東技工コン
サルタント　中部支社

下水整備課

12月27日 指名 豊川駅東建物等物件調査業務委託（その3） 豊川駅東土地区画整理事業地区内 702,000
一般社団法人東三河街
づくり整備協会

区画整理課

12月27日 指名 ため池水草等除去作業委託（杣田池） 豊川市八幡町地内 1,728,000 有限会社藤井建設 農務課

12月20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

豊川市大崎町外2町地内 1,998,000 渡辺建築設計事務所 公園緑地課

12月20日 指名 汚水管路施設調査清掃業務委託 豊川市伊奈町地内 3,024,000
中日コプロ株式会社
豊橋営業所

下水整備課

12月6日 指名 小学校高木整枝業務委託（その1） 豊川小学校始め12校 3,240,000 有限会社栄花園
教育委員会
庶務課

12月6日 指名 小学校高木整枝業務委託（その2） 八南小学校始め13校 4,104,000 有限会社片岡造園
教育委員会
庶務課

12月6日 指名 中学校高木整枝業務委託 東部中学校始め10校 4,536,000 有限会社中村造園
教育委員会
庶務課

12月6日 指名 豊川市桜ヶ丘ミュージアム燻蒸業務委託 豊川市桜ケ丘町79番地の2 702,000
中部資材株式会社　豊
橋支店

文化振興課

11月22日 指名 豊川市道路台帳更新業務委託 豊川市全域 14,040,000
アジア航測株式会社
名古屋支店

道路維持課

11月22日 指名 上水道施設実施設計業務委託H29‐148 豊川市穂ノ原三丁目外2町地内 不調 水道整備課

11月22日 指名 大和ちびっ子広場便所設置設計業務委託 豊川市豊津町地内 918,000 渡辺建築設計事務所 公園緑地課

11月22日 指名 まぼろしの国府土人形展　資料展示業務委託 豊川市桜ケ丘町79番地の2 531,684
日本通運株式会社　豊
橋支店

文化振興課

11月22日 指名 市民のスクエア人工芝保守業務委託 豊川市市田町地内 518,400 岡田建設株式会社 公園緑地課

11月22日 指名 樹木枝等破砕作業委託 豊川市御津町地内 2,538,000 有限会社岡本環境造園 公園緑地課

11月15日 指名 排水路浚渫作業委託　穂ノ原三丁目排水路 豊川市穂ノ原3丁目地内 1,112,400 有限会社藤井建設 道路維持課

11月8日 指名 雨水浸透施設調査業務委託 豊川市蔵子1丁目外5町地内 2,268,000
株式会社NJS　名古屋
総合事務所

下水整備課

11月8日 指名 路面下空洞調査業務委託 豊川市幸町外3町地内 1,080,000
応用地質株式会社　中
部支社

道路維持課

11月8日 指名
平成30年新成人祝賀会会場及びステージ設営業
務

豊川市総合体育館 1,765,800
株式会社東雲座カンパ
ニー

生涯学習課

11月8日 指名 小中学校窓ガラス清掃業務委託 豊川小学校始め32校 2,076,840 東海ビル管理株式会社
教育委員会
庶務課

11月8日 指名 小中学校空調設備定期点検等業務委託 豊川小学校始め36校 4,287,600
株式会社中部技術サー
ビス

教育委員会
庶務課

11月8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長草町
美佐々木地内

982,800 環境技術株式会社 清掃事業課

11月1日 指名 公共下水道管渠実施設計業務委託（その8） 豊川市御津町地内（赤根百々地区） 13,500,000
ジェイアール東海コンサ
ルタンツ株式会社

下水管理課

11月1日 指名 火災警報器取替業務
豊川市西桜木町1丁目51番地　豊川
住宅始め4住宅148戸

7,452,000 愛光電気株式会社 建築課

11月1日 指名 側溝浚渫・浚渫土処理業務委託その2 豊川市平尾町地内 810,000 藤原建設株式会社 道路維持課

10月25日 指名 公共下水道管渠実施設計業務委託（その6） 豊川市御津町地内（赤根下川地区） 6,480,000
株式会社愛河調査設計
豊川営業所

下水整備課

10月25日 指名 公共下水道管渠実施設計業務委託（その7） 豊川市御津町地内（下佐脇地区） 7,128,000
株式会社朝日設計事務
所　東三河営業所

下水整備課

10月25日 指名 赤塚山公園長寿命化計画策定業務委託 豊川市市田町地内 7,506,000
中央コンサルタンツ株
式会社

公園緑地課

10月25日 指名 排水路浚渫作業委託（正岡地区） 豊川市正岡町外1町地内 2,440,800 有限会社森田組 農務課

10月25日 指名 御油のマツ並木樹木診断業務委託 豊川市御油町地内 1,080,000 有限会社栄花園 生涯学習課
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10月25日 指名
平成29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 1,706,400
中外テクノス株式会社
中部支社

環境課

10月25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 419,040
エヌエス環境株式会社
新城事務所

下水整備課

10月18日 指名 豊川市防災センター建設工事実施設計業務委託 豊川市諏訪1丁目1番地 27,000,000
株式会社東畑建築事務
所　名古屋事務所

防災対策課

10月18日 指名 測量設計業務委託　市道上長山一宮線 豊川市一宮町外1町地内 15,098,400
株式会社大増コンサル
タンツ　豊橋支店

道路建設課

10月18日 指名 上水道施設実施設計業務委託H29‐137 豊川市平尾町外1町地内 1,404,000
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18日 指名 大和ちびっ子広場便所設置設計業務委託 豊川市豊津町地内 不調 公園緑地課

10月18日 指名 道路附属物点検業務委託その2（照明施設） 豊川市全域 5,940,000
株式会社フジヤマ　豊
橋支店

道路維持課

10月18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 3,218,400
玉野総合コンサルタント
株式会社

区画整理課

10月18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 2,700,000
玉野総合コンサルタント
株式会社

区画整理課

10月18日 指名
江島汚水処理施設維持管理業務委託（長期継続
契約）

豊川市江島町地内 3,477,600 株式会社エステム 下水整備課

10月18日 指名 宮島達男展資料輸送展示業務委託 豊川市桜ケ丘町79番地の2外 463,860
日本通運株式会社　豊
橋支店

文化振興課

10月18日 指名 排水路浚渫作業委託　穂ノ原三丁目排水路 豊川市穂ノ原3丁目地内 不調 道路維持課

10月11日 指名 行明排水機場遊水池浚渫作業委託 豊川市行明町地内 756,000 藤原建設株式会社 農務課

10月11日 指名
衆議院議員総選挙　選挙資材配送及び撤去業務
委託

豊川市内 635,040
日本通運株式会社　豊
橋支店

行政課

10月4日 指名
窓ガラス飛散防止フィルム貼業務委託（御津庁
舎）

豊川市御津庁舎 2,754,000 株式会社波多野組 御津支所

10月4日 指名
豊川市平和公園（仮称）交流施設展示パネル作
成委託

豊川市平和公園（仮称）交流施設
（豊川市穂ノ原三丁目地内）

854,280 鈴木工芸社 生涯学習課


