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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

子ども家庭支援センター
タブレット型端末

一式 随意契約
株式会社高知電子計算セン
ター 474,760 R4/2/2 519,200

介護保険課
介護保険料総合催告書送付用窓あき封
筒 13,000枚 随意契約

株式会社関洋紙店
112,970 R4/2/3 128,700

母子保健課
高知市北部子育て世代包括支援セン
ター事務用品 一式 随意契約

株式会社野本木工所
220,440 R4/2/3 389,070

くらし・交通安全課　消費
生活センター

Ａ４判　艶クリアファイル
6,000枚 随意契約

株式会社山一包材
247,500 R4/2/3 295,944

学校環境整備課
高知市立朝倉第二小学校電話設備

一式 指名競争入札
新進電気販売株式会社

935,000 R4/2/4 1,650,000

建築指導課
行政道路台帳図製本

1冊 随意契約
有限会社ダイワ青陽社

196,900 R4/2/4 196,900

学校環境整備課
遠隔教育用機器

一式 指名競争入札
株式会社エレパ

806,080 R4/2/7 1,044,054

環境業務課
令和４年度版「ごみゼロたんけんたい」

3,650部 随意契約
株式会社美統

329,230 R4/2/7 329,230

健康福祉総務課
福祉避難所用備蓄飲食料品

一式 随意契約
株式会社藤島

144,936 R4/2/8 147,528

保育幼稚園課
保育園用物置

一式 随意契約
有限会社村田建材店

244,475 R4/2/8 347,000

土佐山地域振興課
土佐山夢産地パーク交流館テレワーク
事業用物品（屋内・屋外共用） 一式 指名競争入札

株式会社オフィスパートナー
699,600 R4/2/8 860,090

中央窓口センター
飛沫感染防止パーテーション（スタンド
付き） 一式 随意契約

有限会社内田文昌堂
277,860 R4/2/8 483,450

くらし・交通安全課
ストップマーク（貼付式路面標示材）

100枚 随意契約
有限会社マルクニ

98,450 R4/2/8 164,340
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市民税課
軽自動車税納税通知書用窓あき封筒

一式 随意契約
有限会社瓢千堂

410,696 R4/2/10 503,000

市民税課
令和４年度軽自動車税のしおり

110,000枚 随意契約
川北印刷株式会社

173,030 R4/2/10 205,700

観光振興課
「龍馬の生まれたまち歩き～土佐っ歩
～」リーフレット 12,000部 随意契約

川北印刷株式会社
104,280 R4/2/10 142,560

中央窓口センター
ブルーシート

30枚 随意契約
有限会社村田建材店

145,200 R4/2/10 191,400

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

ワールドスポーツ株式会社
1,705,000 R4/2/10 1,758,240

高齢者支援課
業務用冷凍冷蔵庫（４ドアタイプ）

1台 随意契約
高知食糧株式会社

257,400 R4/2/14 456,500

鏡地域振興課
木工キット

95個 随意契約
社会福祉法人　小高坂更生
センター 104,500 R4/2/14 104,500

人権同和・男女共同参
画課

遮光カーテン
一式 随意契約

有限会社室内装飾リベラル
265,705 R4/2/14 531,410

スポーツ振興課
くろしおアリーナ屋内プール用備品

一式 随意契約
セイコータイムクリエーション
株式会社大阪営業所 17,930,000 R4/2/15 17,930,000

母子保健課
スクーター

1台 随意契約
ガレージタニグチ

175,615 R4/2/15 176,605

人権同和・男女共同参
画課

防災用倉庫
1棟 随意契約

有限会社村田建材店
195,965 R4/2/16 214,170

健康福祉総務課
福祉避難所用備蓄倉庫

1棟 随意契約
有限会社荒木金物店

328,146 R4/2/17 438,130

くらし・交通安全課
交通安全教育指導員用制服

一式 随意契約
有限会社フジムラ

90,024 R4/2/17 121,968
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子ども育成課
高知市北部地域子育て支援センター電
化製品 一式 随意契約

有限会社丸栄ストアー
393,800 R4/2/18 594,330

子ども育成課
高知市北部地域子育て支援センター事
務用家具 一式 随意契約

株式会社野本木工所
178,640 R4/2/18 317,020

子ども育成課
高知市北部地域子育て支援センター　
カーテン等 一式 随意契約

有限会社室内装飾リベラル
295,350 R4/2/18 390,170

民権・文化財課
企画展「春野地域名望家の記録―自由
民権運動とその後―（仮）」ポスター及び
チラシ

一式 随意契約
あらゆる印刷共和印刷株式
会社 110,550 R4/2/22 132,000

地域防災推進課
南京錠

147個 随意契約
株式会社西村剛商店

258,720 R4/2/22 418,911

人事課
額縁（感謝状用）

80枚 随意契約
有限会社マルクニ

119,680 R4/2/24 148,104

スポーツ振興課
令和３年度高知市スポーツ指導員更新
講習受講者及び新規認定者用制服 一式 随意契約

有限会社ミマスポーツ
239,250 R4/2/24 239,250

母子保健課
加湿空気清浄機

一式 随意契約
有限会社丸栄ストアー

101,750 R4/2/24 158,400

母子保健課
相談室用家具

一式 随意契約
株式会社岡村文具

233,310 R4/2/24 312,510

人権同和・男女共同参
画課

高知市立一宮市民会館・児童館　電気
製品 一式 指名競争入札

四国家電株式会社
635,360 R4/2/25 930,886

教育政策課
スチームコンベクションオーブン

一式 指名競争入札
株式会社サタケダイニングシ
ステム 4,136,000 R4/2/28 4,414,080

学校環境整備課
（１）	マイクスピーカー（２）Webカメラ

一式 指名競争入札
株式会社高知事務機

14,277,131 R4/2/28 19,879,200

都市計画課
高知市都市計画マスタープラン及び高
知市立地適正化計画冊子 一式 随意契約

有限会社三宮印刷
315,315 R4/2/28 622,050
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