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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

防災政策課
災害時用備蓄品アルファ化米

一式 指名競争入札
株式会社中村防災サービス

6,512,486 R4/1/4 11,623,625

中央窓口センター
個人番号カード等券面プリンタ

一式 指名競争入札
株式会社エレパ

1,716,000 R4/1/4 1,957,120

保険医療課
令和４年度国民健康保険料納入（変更）
通知書（バッチ用）他 一式 随意契約

株式会社コーユービジネス
松山営業所 818,840 R4/1/4 969,936

環境保全課
乾熱滅菌器

1台 随意契約
日進商事株式会社

158,400 R4/1/4 172,700

保育幼稚園課
ワイヤレスマウス

206個 随意契約
高知県文具株式会社

293,447 R4/1/18 566,500

子ども家庭支援センター
卓上型プロジェクター

1台 随意契約
高知県文具株式会社

111,650 R4/1/20 136,400

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」カバー 4,600枚 随意契約

有限会社マルクニ
278,300 R4/1/20 283,360

市民税課
高知市軽自動車税（種別割）領収証書
【全期分】〔督促状〕 18,000枚 随意契約

トッパン・フォームズ株式会
社関西事業部中四国営業本
部高知営業所

168,300 R4/1/20 187,000

人権同和・男女共同参
画課

SOGI啓発リーフレット
2,000部 随意契約

株式会社飛鳥
31,900 R4/1/20 110,000

障がい福祉課
障害福祉サービス受給者証用カット
シール 8,000枚 随意契約

有限会社ウエスト・ワン
118,800 R4/1/20 132,000

税務管理課
納税係用窓あき封筒

35,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

275,275 R4/1/20 277,200

保育幼稚園課
おもちゃ殺菌庫

1個 随意契約
四万十教遊社高知営業所

173,800 R4/1/20 226,160

母子保健課
予防接種手帳

2,500部 随意契約
株式会社山一包材

475,750 R4/1/20 558,800
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介護保険課
介護保険料督促状

25,000枚 随意契約
トッパン・フォームズ株式会
社関西事業部中四国営業本
部高知営業所

203,500 R4/1/20 206,250

母子保健課
令和４年度版　お母さんと赤ちゃんの健
診・検査の受診票綴り 2,600部 随意契約

有限会社三宮印刷
414,700 R4/1/20 578,578

資産税課
市税納付書（督促用）

60,000枚 随意契約
トッパン・フォームズ株式会
社関西事業部中四国営業本
部高知営業所

392,700 R4/1/20 448,800

出納課
納付書（財務会計システム用）

80,000枚 随意契約
あらゆる印刷共和印刷株式
会社 198,000 R4/1/20 220,880

保育幼稚園課
使い捨てゴム手袋

一式 随意契約
有限会社東亜商事

544,968 R4/1/21 665,434

人権同和・男女共同参
画課

生徒用デスク・生徒用イス
一式 随意契約

株式会社オフコム
437,800 R4/1/21 534,160

民権・文化財課
高知市文化財調査報告書第46集「西分
増井遺跡群－医療施設増築に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－」

300部 随意契約
有限会社西村謄写堂

412,500 R4/1/21 544,500

資産税課
固定資産税納税通知書（ＯＣＲ月次一
般分）他 一式 随意契約

株式会社三井高知営業所
484,770 R4/1/24 536,250

廃棄物対策課
不法投棄等防止用防犯カメラ

一式 指名競争入札
有限会社エーブイセンター
高知 712,800 R4/1/24 884,400

地域防災推進課
災害用マンホールトイレ上部構造物

一式 指名競争入札
株式会社中村防災サービス

19,536,000 R4/1/24 19,976,000

保育幼稚園課
USB変換アダプタ

206個 随意契約
株式会社山元

188,078 R4/1/25 398,816

道路管理課
三角コーン

一式 随意契約
株式会社城西高知支店

286,000 R4/1/25 436,332

民権・文化財課
高知市文化財調査報告書第47集「南御
屋敷跡－宿泊施設解体と耐震化・増築
棟建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

300部 随意契約
あらゆる印刷共和印刷株式
会社 1,056,000 R4/1/26 1,100,000
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防災政策課
災害時用備蓄品飲料水

一式 指名競争入札
株式会社クロイワ

1,150,783 R4/1/26 1,545,528

資産税課
固定資産税納税通知書用窓あき封筒

26,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

134,420 R4/1/27 214,500

地域防災推進課
災害用マンホールトイレ設備用倉庫

一式 指名競争入札
有限会社村田建材店

4,148,760 R4/1/27 6,248,000

母子保健課
幼児健診案内用窓あき封筒（料金後
納） 2,500枚 随意契約

有限会社瓢千堂
91,300 R4/1/27 118,250

人権同和・男女共同参
画課

高知市立一宮市民会館オフィス家具
一式 指名競争入札

株式会社野本木工所
1,210,000 R4/1/28 3,009,386

スポーツ振興課
高知市東部総合運動場テニスコート用
備品 一式 指名競争入札

ワールドスポーツ株式会社
1,705,000 R4/1/28 1,729,728

高齢者支援課
アジャスタブルアンクルリストカバー

200個 随意契約
シンワエンタープライズ株式
会社 185,680 R4/1/28 185,680

土佐山地域振興課
会議机

6脚 指名競争入札
高知県文具株式会社

475,200 R4/1/28 937,200

総務課
磁気式駐車券

32巻 随意契約
アマノ株式会社高知駐在所

396,000 R4/1/31 396,000
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