
契約情報　(令和 3年12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

学校環境整備課
高知市立西部中学校電話設備

一式 指名競争入札
新進電気販売株式会社

440,000 R3/12/1 1,544,070

鏡地域振興課
製氷機（高知市鏡文化ステーションＲＩ
Ｏ） 1台 随意契約

株式会社マルゼン高知営業
所 163,900 R3/12/1 198,000

新エネルギー・環境政策
課

指定避難所配備用簡易トイレセット
一式 随意契約

株式会社中村防災サービス
446,600 R3/12/1 492,800

中央窓口センター
自衛官等募集告示オリジナル絆創膏
セット 400部 随意契約

有限会社西村謄写堂
169,400 R3/12/1 170,200

市民税課
令和４年度用 軽自動車税（種別割）納
税通知書兼領収証書【全期分】 140,000枚 随意契約

株式会社三井高知営業所
277,200 R3/12/2 369,600

文化振興課
第３次高知市文化振興ビジョン

1,200部 随意契約
株式会社美統

247,500 R3/12/2 600,000

子ども育成課
令和４年度高知市放課後児童クラブれ
んらくちょう 4,600部 随意契約

川北印刷株式会社
346,500 R3/12/3 394,680

情報政策課
情報政策課消耗品

一式 指名競争入札
ワールドビジネスシスコム株
式会社 2,126,520 R3/12/3 2,323,420

新エネルギー・環境政策
課

指定避難所配備用携帯トイレ処理セット
153箱 指名競争入札

株式会社中村防災サービス
2,490,840 R3/12/3 3,702,600

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

226,160 R3/12/6 264,000

地域防災推進課
ラミネートフィルム　A4版

10,400枚 随意契約
有限会社マルクニ

108,680 R3/12/7 114,400

環境業務課
作業用手袋

一式 随意契約
有限会社中林商店

462,000 R3/12/7 528,000

地域防災推進課
インクジェットプリンター用消耗品

11本 随意契約
高知県文具株式会社

233,530 R3/12/7 290,400
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市民税課
特別徴収用窓あき封筒

10,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

135,300 R3/12/8 141,900

保険医療課　
国民健康保険被保険者証（一般分）

108,000枚 随意契約
株式会社コーユービジネス
松山営業所 653,400 R3/12/9 653,400

道路管理課
路面凍結防止剤（粒状塩化カルシウム）

350袋 随意契約
入交道路施設株式会社

642,950 R3/12/9 759,605

観光振興課
高知市桂浜公園内施設家具

一式 指名競争入札
株式会社岡村文具

1,672,968 R3/12/10 4,037,880

地域防災推進課
津波避難ビル用自動解錠装置付キー
ボックス 3基 指名競争入札

株式会社ヤマサ
825,000 R3/12/14 838,200

みどり課
ベンチ

4台 随意契約
大清興産株式会社

369,600 R3/12/15 418,000

保育幼稚園課
防水エプロン

120枚 随意契約
有限会社フジムラ

364,320 R3/12/15 418,176

介護保険課
介護保険被保険者証

40,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

140,800 R3/12/16 154,880

障がい福祉課　
令和４年度高知市在宅重度障害者移動
支援チケット　他 一式 随意契約

川北印刷株式会社
211,200 R3/12/16 216,000

保険医療課
令和４年度　国保のしおり

55,000部 随意契約
川北印刷株式会社

522,500 R3/12/17 612,191

くらし・交通安全課
ランドセルカバー

1,400枚 随意契約
有限会社イケダ

263,340 R3/12/22 277,200

保育幼稚園課
保育料納入通知書（前期分）

4,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

70,400 R3/12/23 188,320

人事課　福利厚生担当
災害時用備蓄品５年保存飲料水

392箱 随意契約
株式会社藤島

508,032 R3/12/23 585,930
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保険医療課
国保システム納付書用窓あき封筒

20,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

138,600 R3/12/23 163,680

広聴広報課，議事調査
課

高知市広報「あかるいまち」令和４年２
月号～令和４年４月号及び高知市議会
だより№224

一式 指名競争入札
川北印刷株式会社

5,506,472 R3/12/23 9,064,000

保険医療課
申告書用窓あき封筒

16,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

115,280 R3/12/23 145,904

保険医療課　
令和４年度　国民健康保険料決定（変
更）通知書他 一式 随意契約

株式会社三井高知営業所
125,070 R3/12/23 135,927

保育幼稚園課
使い捨てゴム手袋

一式 指名競争入札
有限会社東亜商事

1,748,813 R3/12/24 2,199,538

人事課　福利厚生担当
災害時用備蓄品アルファ化米

81箱 随意契約
株式会社クロイワ

551,124 R3/12/24 602,912

保育幼稚園課
保育園児用食器

一式 指名競争入札
高知食糧株式会社

1,593,900 R3/12/27 1,752,522

保育幼稚園課
ペーパータオル

14,900袋 指名競争入札
関株式会社

767,052 R3/12/27 885,060

保育幼稚園課
アルコール手指消毒液（保育幼稚園課）

298本 随意契約
有限会社佐藤商店

609,708 R3/12/27 753,940
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