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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

文化振興課
高知市文化プラザ講義机

30台 指名競争入札
株式会社岡村文具

1,260,600 R5/2/1 1,484,560

中央窓口センター
自衛官等募集告知ミニタオル（街頭配布
用） 550枚 随意契約

株式会社G＆F
139,150 R5/2/1 188,100

新エネルギー・環境政策
課

環境部安全靴
36足 随意契約

土佐酸素株式会社
122,760 R5/2/1 124,740

子ども育成課
令和５年度高知市放課後児童クラブれ
んらくちょう 4,600部 随意契約

株式会社美統
346,104 R5/2/3 389,620

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
有限会社ウエスト・ワン

555,280 R5/2/6 600,000

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

188,650 R5/2/6 188,650

環境業務課
作業用手袋

一式 指名競争入札
元吉手袋工業所

627,440 R5/2/6 834,900

子ども育成課
「令和５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
323,840 R5/2/7 339,020

保育幼稚園課
業務用冷凍冷蔵庫（２ドアタイプ）

1台 随意契約
株式会社サタケダイニングシ
ステム 282,700 R5/2/7 363,000

文化振興課　土佐山公
民館

土佐山公民館　暗幕
一式 随意契約

株式会社田所室内装飾
103,840 R5/2/8 122,100

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 随意契約
株式会社中村防災サービス

148,500 R5/2/8 153,450

地域防災推進課
避難はしご

7台 随意契約
株式会社中村防災サービス

200,200 R5/2/8 292,600

文化振興課
高知市文化プラザ　舞台大道具

一式 指名競争入札
株式会社𠮷永室内工芸

11,990,000 R5/2/8 19,479,900
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市民税課
照会・通知文書用窓あき封筒

12,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

117,348 R5/2/9 125,136

介護保険課
介護保険被保険者証送付用窓あき封筒

10,000枚 随意契約
有限会社ウエスト・ワン

94,600 R5/2/9 105,600

斎場
耐熱ゴムホース

10本 随意契約
富士建設工業株式会社

371,800 R5/2/9 371,800

観光魅力創造課
「龍馬の生まれたまち歩き～土佐っ歩
～」リーフレット 10,000部 随意契約

川北印刷株式会社
126,500 R5/2/9 165,000

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

有限会社瓢千堂
135,850 R5/2/9 153,010

保育幼稚園課
保育園用物置

1棟 随意契約
有限会社荒木金物店

222,029 R5/2/10 398,000

健康福祉総務課
福祉避難所用備蓄食料品

一式 随意契約
有限会社東亜商事

75,168 R5/2/10 105,840

選挙管理委員会
令和５年度高知市議会議員選挙に係る
選挙公報 170,000部 随意契約

株式会社高知新聞総合印刷
2,805,000 R5/2/13 2,805,000

教育政策課
介良潮見台小学校他１校フードスライ
サー 一式 指名競争入札

株式会社フジマック高知営
業所 2,434,850 R5/2/13 2,859,780

道路管理課
路面凍結防止剤（粒状塩化カルシウム）

320袋 随意契約
入交道路施設株式会社

728,640 R5/2/13 728,640

文化振興課
エレベーターマット，フロアマット

一式 指名競争入札
有限会社中林商店

446,600 R5/2/13 1,007,600

文化振興課
高知市文化プラザ事務用家具１

一式 指名競争入札
高知県文具株式会社

2,772,000 R5/2/14 6,974,000

スポーツ振興課
令和４年度高知市スポーツ指導員更新
講習受講者用制服 一式 随意契約

有限会社ミマスポーツ
192,940 R5/2/15 192,940
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市民税課
令和５年度軽自動車税のしおり

110,000枚 随意契約
株式会社美統

249,260 R5/2/15 453,750

保育幼稚園課
家庭用冷凍冷蔵庫

1台 随意契約
有限会社丸栄ストアー

129,800 R5/2/15 198,000

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

151,800 R5/2/16 152,900

市民税課
特別徴収用窓あき封筒

17,000枚 随意契約
有限会社瓢千堂

211,684 R5/2/16 262,922

くらし・交通安全課
放置規制区域シール

50枚 随意契約
有限会社マルクニ

113,850 R5/2/16 113,850

斎場
座布団

300枚 指名競争入札
有限会社共栄防災設備

1,584,000 R5/2/16 1,746,800

保育幼稚園課
高知市立保育幼稚園備蓄品（アルファ
化米） 一式 随意契約

有限会社東亜商事
294,030 R5/2/16 409,860

地域防災推進課
避難はしご２

一式 随意契約
株式会社中村防災サービス

176,000 R5/2/17 247,830

文化振興課
高知市文化プラザ　ワイヤレスアンプ

一式 指名競争入札
有限会社ファーストメディカ
ル 417,780 R5/2/17 801,900

保育幼稚園課
乳幼児用体動センサー（指定品）

148台 指名競争入札
高洋機器商会

14,652,000 R5/2/20 14,733,400

介護保険課, 高齢者支
援課

防護ガウン
17,000着 指名競争入札

株式会社シーメック
2,767,600 R5/2/20 3,702,600

文化振興課
高知市文化プラザ事務用家具２

一式 指名競争入札
高知県文具株式会社

2,684,000 R5/2/20 5,985,496

地域活性推進課
真空包装機

1台 随意契約
株式会社フジマック高知営
業所 281,600 R5/2/21 566,500
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文化振興課
横山隆一記念まんが館折りたたみ式作
業台 一式 随意契約

有限会社内田文昌堂
181,500 R5/2/22 282,865

健康福祉総務課
福祉避難所インバーター発電機

2台 随意契約
高知消防システム株式会社

195,800 R5/2/22 242,000

保育幼稚園課
食器消毒保管庫（電気式）

2台 指名競争入札
ホシザキ四国株式会社高知
中央営業所 539,000 R5/2/24 1,087,240

保育幼稚園課
包丁まな板殺菌庫（電気式）

一式 指名競争入札
株式会社マルゼン高知営業
所 482,900 R5/2/24 1,161,820

環境保全課
風向風速計

一式 指名競争入札
株式会社環境機器

1,705,000 R5/2/27 1,740,000

4/4 ページ

　契約金額及び予定価格欄は，総価契約の場合は税込金額，単価契約の場合は税抜金額を記載しています。

　なお，複数単価契約の案件については，契約金額及び予定価格は記載しておりませんので，詳細は契約課に設置してあります見積経過表でご確認ください。


