
契約情報　(令和 3年6月締結分)

調達依頼課 物件名称 数量等 契約方法 契約相手方 契約金額 契約締結日 予定価格 備考

新エネルギー・環境政策
課

安全長靴（先芯入）
53足 随意契約

弘進商事株式会社
116,600 R3/6/2 160,325

公共建築課
営繕積算システム用一次単価および市
場単価 一式 随意契約

一般財団法人経済調査会四
国支部 693,000 R3/6/2 693,000

新エネルギー・環境政策
課

ゴム長靴（長いタイプ）
116足 随意契約

弘進商事株式会社
241,164 R3/6/2 306,240

選挙管理委員会
選挙人名簿抄本用白紙フォーム

100,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

129,800 R3/6/3 139,700

選挙管理委員会
投票用紙交付機

5台 指名競争入札
グローリー株式会社高知営
業所 841,500 R3/6/3 1,017,500

総務課
「高知市平和の日」記念事業ポスター，
チラシ 一式 随意契約

株式会社美統
139,920 R3/6/3 172,000

保険医療課
返信用封筒

20,000部 随意契約
株式会社三井高知営業所

125,400 R3/6/3 139,920

介護保険課
介護保険課認定係資料印刷用プリンタ
純正消耗品（指定品） 50本 指名競争入札

株式会社ＫＤＩ
1,743,500 R3/6/3 2,090,000

農林水産課
農林水産課公用車

一式 指名競争入札
高知ダイハツ販売株式会社

1,508,000 R3/6/7 2,078,300

環境保全課
大気中オゾン測定装置

一式 随意契約
株式会社環境機器

2,310,000 R3/6/7 2,400,000

障がい福祉課
身体障害者手帳カバー

2,000枚 随意契約
有限会社イケダ

199,100 R3/6/8 215,512

地域防災推進課
土のうステーション

一式 随意契約
株式会社シバタ高知支店

331,980 R3/6/8 335,280

新エネルギー・環境政策
課

環境部円かん服（厚手）
36着 随意契約

有限会社フジムラ
407,088 R3/6/9 461,538
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新エネルギー・環境政策
課

清掃作業用スニーカー
360足 指名競争入札

ミドリ安全高知株式会社
823,680 R3/6/9 950,400

道路管理課
タンピングランマー

1台 随意契約
竹島機工

207,900 R3/6/9 227,700

産業政策課
高知の街路市パンフレット

20,000部 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

202,400 R3/6/10 209,000

新エネルギー・環境政策
課

環境部安全靴
38足 随意契約

土佐酸素株式会社
119,130 R3/6/10 197,421

介護保険課
介護保険課返信用封筒（料金受取人
払） 15,400枚 随意契約

株式会社三井高知営業所
99,099 R3/6/10 121,121

中央窓口センター
個人番号カード交付通知用長形３号封
筒 60,000枚 随意契約

有限会社三宮印刷
303,600 R3/6/10 303,600

保育幼稚園課
使い捨てゴム手袋

一式 指名競争入札
有限会社エコ・クリエーション

873,180 R3/6/10 1,115,730

保育幼稚園課
保育料納入通知書（後期分）

3,000枚 随意契約
有限会社三宮印刷

141,900 R3/6/10 141,900

保育幼稚園課　
水質検査試験紙（低濃度遊離残留塩素
測定試験紙） 一式 指名競争入札

アルフレッサ篠原化学株式
会社 831,600 R3/6/14 831,600

新エネルギー・環境政策
課

環境部冬作業服
一式 指名競争入札

株式会社高知ユニフォーム
センター 3,825,140 R3/6/14 3,968,316

選挙管理委員会
選挙用マット

30枚 随意契約
株式会社高知事務機

168,300 R3/6/16 182,061

保育幼稚園課
視力検査用品

一式 随意契約
高洋機器商会

189,750 R3/6/17 196,350

環境業務課
空調服

32着 随意契約
株式会社アルファユニフォー
ム 96,250 R3/6/17 211,200
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広聴広報課，議事調査
課

高知市広報「あかるいまち」令和３年８
月号～令和３年10月号及び高知市議会
だより№222

一式 指名競争入札
株式会社高知新聞総合印刷

6,974,000 R3/6/17 6,976,200

環境業務課
一般業務用無線機（車載用）

一式 指名競争入札
株式会社フジコミュニケー
ションズ 985,600 R3/6/18 1,193,500

斎場
鋳物ロストル

24本 随意契約
富士建設工業株式会社

660,000 R3/6/22 660,000

教育政策課
学校給食用食器

一式 指名競争入札
株式会社丸三本店

4,730,000 R3/6/24 4,902,150

観光振興課
大型バナー及びフラッグ

一式 随意契約
株式会社大広西日本 瀬戸
内支社 岡山ｵﾌｨｽ 621,500 R3/6/25 621,500

観光振興課
観光案内所空冷ヒートポンプ式パッケー
ジエアコン 1組 随意契約

株式会社オーエス・エンジニ
アリング 544,500 R3/6/28 660,000

福祉管理課
生活保護事業実施用窓あき封筒

200,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

739,200 R3/6/28 928,400

保育幼稚園課
使い捨てマスク３層

1箱当たりの単価
契約

随意契約
有限会社東亜商事

133 R3/6/30 310

中央窓口センター
個人番号カード交付通知用ラベルシー
ル 60,000片 随意契約

有限会社内田文昌堂
100,320 R3/6/30 193,116

広聴広報課
モノクロレーザー複合機

一式 随意契約
有限会社内田文昌堂

100,210 R3/6/30 156,420
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