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保育幼稚園課
防水エプロン

110枚 随意契約
有限会社フジムラ

326,700 R4/11/2 361,790

介護保険課
主治医意見書返信用封筒　料金受取人
払 20,000枚 随意契約

株式会社三井高知営業所
180,400 R4/11/4 192,720

子育て給付課
医療受給者証

6,000セット 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

402,600 R4/11/4 420,000

介護保険課
主治医意見書送付用窓あき封筒　料金
後納郵便 19,000枚 随意契約

有限会社瓢千堂
187,473 R4/11/4 234,498

市民税課
令和５年度市民税・県民税申告書

32,000枚 随意契約
本山印刷株式会社

105,600 R4/11/7 111,584

保育幼稚園課
登降園管理用端末（QRコードリーダー）
（指定品） 27台 指名競争入札

ワールドビジネスシスコム株
式会社 710,721 R4/11/8 1,188,000

文化振興課
高知市文化プラザ　コンデンサーマイク
及びケーブル（指定品） 一式 指名競争入札

株式会社高知通信機
2,012,780 R4/11/9 2,988,480

市民税課
申告書（当初・７呼）用窓あき封筒

14,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

98,868 R4/11/10 105,336

人事課
技術職員冬用作業服

一式 指名競争入札
株式会社高知ユニフォーム
センター 918,995 R4/11/11 941,688

みどり課
木材他

一式 指名競争入札
有限会社山村木材

1,175,900 R4/11/14 2,233,660

保育幼稚園課
高知市立保育園等の無線LAN機器等
（指定品） 一式 指名競争入札

新進電気販売株式会社
3,470,500 R4/11/14 8,987,220

税務管理課
口座振替・還付用窓あき封筒

25,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

199,375 R4/11/16 199,375

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
ホシザキ四国株式会社高知
中央営業所 244,200 R4/11/16 301,620
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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
株式会社関洋紙店

128,700 R4/11/17 155,100

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

株式会社三井高知営業所
313,500 R4/11/17 363,000

保育幼稚園課
自動手指洗浄消毒器・２槽シンク

一式 随意契約
株式会社マルゼン高知営業
所 308,000 R4/11/17 429,000

文化振興課
高知市文化プラザ　電気陶芸窯

1台 一般競争入札
高洋機器商会

2,816,000 R4/11/18 2,849,000

道路管理課
路面凍結防止剤（粒状塩化カルシウム）

230袋 随意契約
入交道路施設株式会社

523,710 R4/11/18 668,679

文化振興課
横山隆一記念まんが館収蔵庫１及び収
蔵庫２用空気清浄機 2台 指名競争入札

太平ビルサービス株式会社
2,714,800 R4/11/21 3,427,600

市民税課
原動機付自転車標識番号（第一種用・
ご当地ナンバープレート） 2,370枚 随意契約

巣守金属工業株式会社
703,890 R4/11/22 727,353

保育幼稚園課
冷凍庫（２ドア）

1台 随意契約
株式会社フジマック高知営
業所 198,000 R4/11/22 403,700

市民税課
令和５年度　高知市民税・県民税納税
通知書　他 一式 随意契約

株式会社三井高知営業所
516,560 R4/11/22 538,764

くらし・交通安全課
交通安全指導員用制服

一式 随意契約
有限会社フジムラ

321,750 R4/11/24 348,150

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） 35本 指名競争入札

株式会社英光事務機
1,251,250 R4/11/24 1,800,260

保険医療課
国保新システム対応窓あき封筒

20,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

182,600 R4/11/24 215,600

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
477,400 R4/11/25 530,200
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出納課
納付書（財務会計システム用）

30,000枚 随意契約
本山印刷株式会社

110,550 R4/11/25 138,600

福祉管理課
生活保護事業実施用窓あき封筒

200,000枚 指名競争入札
有限会社瓢千堂

770,000 R4/11/28 948,750

地域活性推進課
厨房機器（シンク・台等）

一式 指名競争入札
北沢産業株式会社高知営業
所 1,690,700 R4/11/30 4,629,020

地域活性推進課
厨房機器（消毒機器等）

一式 指名競争入札
株式会社フジマック高知営
業所 803,000 R4/11/30 1,860,100

地域活性推進課
厨房機器（冷蔵コールドテーブル等）

一式 指名競争入札
株式会社フジマック高知営
業所 627,000 R4/11/30 3,061,300

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

535,700 R4/11/30 535,700

地域コミュニティ推進課
LTEルーター・SIMカード

一式 指名競争入札
陽和産業株式会社

2,970,000 R4/11/30 3,880,800
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