
契約情報　(令和 4年10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

地域防災推進課
アルコール手指消毒液（地域防災推進
課） 1,715本 指名競争入札

有限会社東亜商事
1,280,933 R4/10/3 2,691,407

スポーツ振興課
学校照明施設利用券（照明券）

一式 随意契約
筒井紙業印刷株式会社

167,255 R4/10/3 170,390

防災政策課
バッテリーフォークリフト

1台 一般競争入札
トヨタL&F西四国株式会社高
知支店 2,244,000 R4/10/6 2,849,000

保育幼稚園課
登降園管理用端末（モバイルパソコン）

66台 指名競争入札
株式会社山元

4,428,600 R4/10/6 7,042,200

税務管理課
高知市市税口座振替不能通知

11,000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

298,870 R4/10/6 299,200

学校環境整備課
特別教室用木製角椅子

130脚 指名競争入札
高知県文具株式会社

786,500 R4/10/7 2,288,000

防災政策課
災害時用備蓄品育児用液体ミルク

一式 随意契約
高知消防システム株式会社

530,085 R4/10/11 669,465

防災政策課
災害時用備蓄品飲料水

一式 指名競争入札
高知消防システム株式会社

1,984,884 R4/10/12 4,396,896

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

4,806,972 R4/10/12 6,792,016

学校環境整備課
デジタル式一体型印刷機消耗品（西部
地区） 1個当たりの単価

契約
指名競争入札

株式会社高知事務機
2,400 R4/10/13 2,700

学校環境整備課
デジタル式一体型印刷機消耗品（東部
地区） 1個当たりの単価

契約
指名競争入札

株式会社高知事務機
2,400 R4/10/13 2,700

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

高知県文具株式会社
161,700 R4/10/13 264,000

子ども育成課
タブレット型端末

1台 随意契約
株式会社高知電子計算セン
ター 131,604 R4/10/14 136,840
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母子保健課
幼児健診案内用窓あき封筒（料金後
納） 5,300枚 随意契約

有限会社ウエスト・ワン
166,738 R4/10/14 186,560

教育政策課
食器消毒保管庫

5台 指名競争入札
ホシザキ四国株式会社高知
中央営業所 2,158,750 R4/10/17 4,059,550

福祉管理課
災害救助用真空包装毛布

6,660枚 指名競争入札
高知消防システム株式会社

10,842,480 R4/10/17 14,285,700

情報政策課
情報政策課消耗品　

一式 随意契約
新進電気販売株式会社

512,600 R4/10/18 660,000

文化振興課
高知市文化プラザ音響機器（その①（指
定品）） 一式 指名競争入札

有限会社ファーストメディカ
ル 4,048,000 R4/10/20 5,757,213

文化振興課
高知市文化プラザ音響機器（その②（同
等品）） 一式 指名競争入札

株式会社四国舞台テレビ照
明 1,210,000 R4/10/20 1,878,360

保険医療課
A４別製窓あき封筒

3,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

112,200 R4/10/20 138,600

学校環境整備課
デジタル式一体型印刷機原紙（西部地
区） 1本当たりの単価

契約
随意契約

株式会社高知事務機
R4/10/20 複数単価契約

学校環境整備課
デジタル式一体型印刷機マスター（東部
地区） 1本当たりの単価

契約
随意契約

株式会社高知事務機
R4/10/20 複数単価契約

文化振興課
高知市文化プラザ　コインロッカーケー
シング（指定品） 一式 指名競争入札

株式会社オフコム
4,083,200 R4/10/21 8,409,280

学校環境整備課
児童生徒用机・椅子・天板

一式 指名競争入札
有限会社池商店

6,447,210 R4/10/21 7,372,750

学校教育課
高輝度プロジェクター

一式 指名競争入札
有限会社ファーストメディカ
ル 1,793,000 R4/10/24 1,798,500

道路管理課
アスファルト常温合材

1袋（25㎏)当たり
の単価契約

指名競争入札
株式会社杉本中央混合所

1,290 R4/10/27 1,573
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保育幼稚園課
保育幼稚園課通知書等封入用窓あき封
筒 21,000枚 随意契約

有限会社瓢千堂
150,150 R4/10/27 159,390

税務管理課
市税領収証書（市税納付書）

120,000部 随意契約
あらゆる印刷共和印刷株式
会社 521,400 R4/10/28 640,200

防災政策課　
令和４年度高知市総合防災訓練防災物
品５点セット 400セット 随意契約

株式会社G＆F
136,400 R4/10/28 220,000

市民税課
令和５年度用 軽自動車税（種別割）納
税通知書兼領収証書 140,000枚 随意契約

株式会社三井高知営業所
531,300 R4/10/28 565,950

農林水産課
シカ等捕獲用くくりわな一式

342個 指名競争入札
有限会社日本一安い罠の店

1,485,990 R4/10/31 1,881,000
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