
契約情報　(令和 4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

地域防災推進課
災害用マンホールトイレ可搬式ポンプ

5台 指名競争入札
株式会社三昇資材

4,125,000 R4/12/1 4,680,720

健康福祉総務課
薬用保冷庫等

一式 随意契約
株式会社末徳屋医療器店

332,200 R4/12/1 332,200

保育幼稚園課
給食調理員用軽量前掛け

一式 随意契約
有限会社フジムラ

340,032 R4/12/1 369,600

環境業務課
高圧洗浄機

一式 随意契約
株式会社松岡機工商会

429,000 R4/12/2 495,000

健康福祉総務課
オンライン資格確認パッケージ（指定
品） 一式 随意契約

株式会社シーメック
429,000 R4/12/2 429,000

母子保健課
令和５年度版　母子健康手帳

2,600部 随意契約
株式会社メディカルランド

297,440 R4/12/2 321,750

出納課
納付書（新財務会計システム用）

60,000枚 随意契約
本山印刷株式会社

182,820 R4/12/2 219,450

文化振興課
高知市文化プラザ演奏者用椅子

一式 指名競争入札
有限会社内田文昌堂

7,658,200 R4/12/5 8,606,400

地域防災推進課
津波避難ビル配備用保存飲料水

167箱 指名競争入札
株式会社藤島

389,577 R4/12/5 825,583

地域防災推進課
津波避難ビル配備用トイレ関連資機材

一式 指名競争入札
株式会社中村防災サービス

920,700 R4/12/5 985,930

新エネルギー・環境政策
課

環境部円かん服（薄手）
16着 随意契約

株式会社アルファユニフォー
ム 207,680 R4/12/6 211,200

選挙管理委員会事務局
ルータ（指定品）

3台 随意契約
株式会社エレパ

264,000 R4/12/6 297,000

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 2基 随意契約

株式会社ヤマサ
616,000 R4/12/7 770,000
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くらし・交通安全課
ランドセルカバー

1,325枚 随意契約
有限会社イケダ

263,807 R4/12/7 266,722

人権同和・男女共同参
画課

ジェンダー平等に関する小学生向け
リーフレット 13,000部 随意契約

川北印刷株式会社
125,400 R4/12/8 148,720

新エネルギー・環境政策
課

環境部夏作業服
一式 指名競争入札

株式会社高知ユニフォーム
センター 3,656,620 R4/12/12 3,822,720

新エネルギー・環境政策
課

環境部円かん服（厚手）
20着 随意契約

株式会社アルファユニフォー
ム 264,000 R4/12/13 275,000

地域防災推進課
災害用マンホールトイレ用資機材（ポリ
タンク） 83個 随意契約

株式会社サタケダイニングシ
ステム 77,605 R4/12/13 173,470

選挙管理委員会
各種効力箋

一式 随意契約
筒井紙業印刷株式会社

154,440 R4/12/14 184,250

市民税課
令和５年度軽自動車税（種別割）納税通
知書〔口座振替用〕他 一式 随意契約

株式会社三井高知営業所
100,870 R4/12/15 102,157

地域防災推進課
津波避難ビル配備用防寒対策アルミ
シート 666枚 随意契約

株式会社中村防災サービス
219,780 R4/12/15 234,432

総務課
高知市功労者タイタック

4個 随意契約
株式会社ヒロマツ

528,000 R4/12/16 589,600

総務課
消火器

一式 指名競争入札
株式会社藤島

942,490 R4/12/16 961,290

健康福祉総務課
福祉避難所用防災用品

一式 指名競争入札
株式会社中村防災サービス

966,900 R4/12/21 1,782,000

地域活性推進課
厨房機器（ガステーブル）

一式 随意契約
株式会社マルゼン高知営業
所 107,800 R4/12/21 315,920

税務管理課
納税係用窓あき封筒

25,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

204,600 R4/12/21 244,750
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選挙管理委員会
令和５年４月高知県議会議員選挙及び
高知市議会議員選挙用氏名掲示及び
注意事項

一式 随意契約
有限会社総合コピーサービ
ス 195,800 R4/12/21 275,400

くらし・交通安全課　消費
生活センター

消費者教育DVD「笑費者になろう～笑っ
て学ぶ消費生活～」　他 一式 随意契約

高洋機器商会
218,680 R4/12/22 273,900

母子保健課
予防接種手帳

2,500部 随意契約
合資会社佐川印刷所高知営
業所 514,800 R4/12/22 530,750

地域防災推進課
津波避難ビル用資機材ボックス，トイレ
関連資機材及びアルミシート 一式 随意契約

株式会社中村防災サービス
363,000 R4/12/22 394,020

広聴広報課，議事調査
課

高知市広報「あかるいまち」令和５年２
月号～令和５年４月号及び高知市議会
だより№228

一式 指名競争入札
川北印刷株式会社

8,647,595 R4/12/22 8,647,595

障がい福祉課
高齢障害者医療費受給者証他

一式 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

108,790 R4/12/22 137,060

障がい福祉課　
令和５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
238,106 R4/12/22 277,200

選挙管理委員会
不在者投票等各種封筒

一式 随意契約
川北印刷株式会社

328,460 R4/12/22 432,850

地域防災推進課
緩降機

一式 指名競争入札
株式会社中村防災サービス

1,628,000 R4/12/23 2,640,000

健康福祉総務課
自動ラップ式トイレ（指定品）

一式 随意契約
株式会社中村防災サービス

558,800 R4/12/26 652,432

人事課　福利厚生担当
災害時用備蓄品５年保存飲料水

393箱 随意契約
株式会社藤島

717,303 R4/12/26 744,892

人事課
額縁（感謝状用）

100枚 随意契約
有限会社マルクニ

116,600 R4/12/28 207,900

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 R4/12/28 614,109
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地域防災推進課
令和４年度避難所運営マニュアル他

一式 指名競争入札
有限会社総合コピーサービ
ス 1,512,500 R4/12/28 2,348,500

選挙管理委員会
高知市議会議員選挙投票用紙他

一式 指名競争入札
有限会社西村謄写堂

1,447,600 R4/12/28 1,597,750

子ども育成課
放課後児童クラブ用パソコン, タブレット,
 プリンタ 一式 指名競争入札

株式会社高知事務機
924,000 R4/12/28 1,078,440
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