
令和2年度　障害者雇用認定事業者への発注実績
【入札・オープンカウンタ】

№ 区分 業種 件名

1 物品調達 封筒 (優先)市・県民税当初普通徴収納税通知書用封筒購入

2 業務委託 建物清掃
（障害者雇用優先発注）中央環境センターほか庁舎定期清掃業
務委託

3 物品調達 一般印刷 （障害者雇用優先発注）窓付封筒（中央地域センター）

4 物品調達 一般印刷
（障害者雇用優先発注）法人市民税申告書送付用窓付封筒（市
民税課）

5 物品調達 一般印刷 （障害者雇用優先発注）窓付封筒（都市計画課）

6 物品調達 一般印刷
（障害者雇用優先発注）医師会あて主治医意見書回収用封筒
（高齢者すこやか支援課）

7 物品調達 一般印刷
（障害者雇用優先発注）指定学校変更就学申立書ほか印刷（教
育委員会教育課）

8 物品調達 一般印刷
（障害者雇用優先発注）令和2年度教育要覧印刷（教育委員会総
務課）

9 物品調達 一般印刷
（障害者雇用優先発注）償却資産申告書発送用封筒（資産税
課）

10 物品調達 封筒 （優先）市・県民税料金受取人払封筒購入（市民税課）

11 物品調達 封筒
（優先）犬鑑札・狂犬病予防注射済票用窓付封筒購入（動物管
理センター）

12 物品調達 封筒
（優先）分納用窓付封筒(長崎中央局・区内特別)ほか購入（収納
課）

13 物品調達 封筒
(優先)主治医意見書提出依頼書用窓付封筒(緑)購入（高齢者すこ
やか支援課）

14 物品調達 封筒
（優先）定形外返信用封筒（料金受取人払用）ほか購入（高齢
者すこやか支援課）

15
製造の請
負

一般印刷
（優先）令和3年度就学援助制度お知らせ兼申請書印刷製造（教
育委員会総務課）

16
製造の請
負

一般印刷 （優先）「長崎っ子の約束」チラシ印刷製造（生涯学習課）

17
製造の請
負

一般印刷 （優先）市税等収納事務取扱手引印刷製造（収納課）



令和2年度　障害者雇用認定事業者への発注実績
【自所属発注分・物品購入】

№ 業種 件名

1 ＯＡサプライ ドラムカートリッジ購入
2 ＯＡサプライ ドラムカートリッジ購入
3 ＯＡサプライ メモリーカードほか消耗品購入
4 ＯＡサプライ デジタルカメラ購入
5 ＯＡサプライ ＵＳＢメモリほか
6 ＯＡサプライ プリンタ用フォルダーラベルほか購入
7 ＯＡサプライ ラミネートフィルムほか購入
8 ＯＡサプライ インクリボンカセットほか購入
9 ＯＡサプライ ヒサゴのラベルほか購入

10 ＯＡサプライ （障害者雇用認定事業者優先発注）輪転機トナー
11 ＯＡサプライ （障害者雇用認定事業者優先発注）輪転機トナー
12 ＯＡサプライ （障害者雇用認定事業者優先発注）輪転機トナー
13 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入
14 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入
15 ＯＡサプライ インクカートリッジ
16 ＯＡサプライ ＩＣレコーダー購入（地域活性化事業費）
17 ＯＡサプライ トナーカートリッジ
18 ＯＡサプライ ラミネーター
19 ＯＡサプライ 事務用品等一式（テープのりほか）
20 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入
21 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入
22 ＯＡサプライ ドラムユニット購入
23 ＯＡサプライ ドラムユニット購入
24 ＯＡサプライ 理想科学インク購入
25 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入
26 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入
27 ＯＡサプライ 乾電池購入
28 ＯＡサプライ ラミネートフィルム
29 ＯＡサプライ プリンタ用紙　他
30 ＯＡサプライ インクカートリッジ購入
31 ＯＡサプライ エアダスター購入
32 ＯＡサプライ インクジェットプリンター購入
33 ＯＡサプライ FAX用インクフィルム購入
34 ＯＡサプライ 回収トナーボックス購入
35 ＯＡサプライ FAXトナーカートリッジ購入
36 ＯＡサプライ プリンターインク購入
37 ＯＡサプライ インクタンク、メンテナンスカートリッジ購入
38 ＯＡサプライ ウェットティッシュ詰替用ほか購入
39 ＯＡサプライ 手指消毒液購入
40 ＯＡサプライ キャリングバッグほか購入
41 ＯＡサプライ 床用モールほか購入
42 ＯＡサプライ 床用モール購入
43 ＯＡサプライ ＵＳＢケーブル購入
44 ＯＡサプライ ＳＤメモリーカード
45 ＯＡサプライ トナー
46 ＯＡサプライ トナー、クリアーブック
47 一般印刷 （障害者雇用認定事業者優先発注）窓付封筒印刷
48 一般印刷 小学生による「まちづくり」アイデアコンテスト応募チラシ印刷
49 一般印刷 学校要覧製本（表紙のみ印刷）
50 一般印刷 事務連絡用　角２校名入封筒ほか１点
51 一般印刷 角２校名入封筒他１点
52 一般印刷 角型２号校名入封筒
53 一般印刷 長形３号校名入封筒
54 一般印刷 長３校名入封筒印刷
55 一般印刷 角１校名入封筒印刷
56 一般印刷 長３封筒印刷
57 一般印刷 角２封筒印刷　ほか
58 一般印刷 長３封筒印刷ほか
59 一般印刷 学校案内表紙用写真撮影
60 一般印刷 研究紀要印刷
61 一般印刷 研究発表会用　野母崎案内パンフレット印刷
62 一般印刷 角２封筒印刷
63 一般印刷 長４０封筒印刷（校名入）
64 一般印刷 長３封筒印刷
65 一般印刷 封筒印刷　角２　長３　長４０
66 一般印刷 角１封筒印刷（校名入）他２点
67 一般印刷 事務連絡用　長３封筒印刷ほか３点
68 一般印刷 角２封筒印刷（校名入）　ほか合計２件
69 一般印刷 長３封筒印刷（校名入）
70 一般印刷 角２封筒印刷（校名入）
71 一般印刷 長３封筒印刷（校名入）　ほか
72 一般印刷 長４０封筒印刷（校名入）　ほか２点
73 一般印刷 公文書送達用　角０封筒　印刷　ほか
74 一般印刷 所管外学校入学届
75 一般印刷 カルテ2号用紙F印刷
76 一般印刷 自治会加入促進チラシ印刷
77 一般印刷 角２封筒
78 オフィス家具 ミニハンガーセット
79 オフィス家具 机上台５９０ｍｍ（キーボード対応）１セット（３台）２セットほか１０件
80 オフィス家具 メタルラックほか
81 オフィス家具 収納ボックス　３個　　他
82 オフィス家具 飛沫感染用パーテーション
83 オフィス家具 スペースユニット（棚）
84 オフィス家具 ホワイトボードの購入
85 オフィス用品 ステンレスカットチェーン購入
86 各種紙類 Ａ４上質紙



№ 業種 件名

87 各種紙類 普通紙
88 各種紙類 消耗品（ＰＰＣ用紙再生紙）
89 各種紙類 コピー用紙
90 各種紙類 コピー用紙
91 各種紙類 トイレットペーパー購入
92 各種紙類 トイレットペーパー購入
93 各種紙類 タオルペーパー購入
94 各種紙類 トイレットペーパー購入
95 各種紙類 トイレットペーパー購入
96 各種紙類 トイレットペーパー購入
97 各種紙類 タオルペーパー、ティッシュペーパー購入
98 機械工具 点検ミラー
99 機械工具 清缶剤ほか

100 機械工具 東工場２号炉ボイラ二次側シュート修理
101 機械工具 脱酸素剤
102 機械工具 複合ボイラー薬剤
103 機械工具 東工場１号炉ボイラ二次側シュート修理
104 機械工具 ボイラ用複合処理剤
105 機械工具 クリスタルホースＦ―３型
106 機械工具 チップ　ほか
107 機械工具 ソレノイドバルブ
108 機械工具 エアーホース
109 機械工具 ソレノイドバルブ
110 鋼材 鉄筋　ほか
111 鋼材 Ｌアングル　ほか
112 鋼材 ステール丸落とし　ほか
113 鋼材 差筋アンカー　ほか
114 鋼材 六角ボルト　ほか
115 鋼材 グレーチング購入
116 鋼材 グレーチング購入
117 鋼材 グレーチング購入
118 鋼材 グレーチング購入
119 コンピュータ機器 Rugged USB-C/５TBほか
120 コンピュータ機器 ノートパソコン用バック購入
121 コンピュータ機器 プリンタロール紙購入
122 事業用機器・部品 配管材ほか
123 事業用機器・部品 ケーブルガイドコロ
124 事業用機器・部品 電動油圧式クラブバケット用ケーブル押さえ
125 事業用機器・部品 ケーブルコンセント用プラグ
126 事業用機器・部品 チャッキバルブほか
127 事業用機器・部品 ベアリングほか
128 事業用機器・部品 ケーブルカッシャ―ほか
129 事業用機器・部品 圧力計
130 事業用機器・部品 圧力スイッチ
131 事業用機器・部品 日立ロータリーコンプレッサーオイル
132 事業用機器・部品 キャスター
133 事業用機器・部品 カップリング用チェーン
134 事業用機器・部品 カップリング用チェーン
135 自動車部品販売 オルタネーター
136 自動車部品販売 オキシジェンセンサー
137 自動車部品販売 オルタネーター
138 自動車部品販売 クラッチディスク　ほか
139 自動車部品販売 バッテリー
140 自動車部品販売 オートドレンバルブ
141 自動車部品販売 フランジ用全面パッキンほか
142 自動車部品販売 コンデンサーファンシュラウド　ほか
143 自動車部品販売 ブロアファンモーター　ほか
144 自動車部品販売 バッテリーほか
145 自動車部品販売 フロントキャリパーピストンほか
146 自動車部品販売 クランクフロントオイルシール　ほか
147 自動車部品販売 ファンベルトオートテンショナー　ほか
148 自動車部品販売 バックランプＡＳＳＹ右　ほか
149 自動車部品販売 オイルパンドレンパッキン　ほか
150 自動車部品販売 リヤホイルオイルシールアウター　ほか
151 自動車部品販売 ヒーターモーター　ほか
152 自動車部品販売 六角ボルト　ほか
153 自動車部品販売 タイロットエンドブーツ　ほか
154 自動車部品販売 オルタネーターリビルト　ほか
155 自動車部品販売 パワーステアリングリターンホース
156 自動車部品販売 パッキンはがし　ほか
157 自動車部品販売 第二種圧力容器定期点検整備
158 自動車部品販売 強力ニッパ　ほか
159 自動車部品販売 ファンベルトオートテンショナー　ほか
160 自動車部品販売 バッテリーテスター
161 自動車部品販売 リアブレーキシュー　ほか
162 自動車部品販売 方向指示器２連用リレーほか
163 自動車部品販売 クラッチディスク　ほか
164 自動車部品販売 リヤアジャストギヤー　ほか
165 自動車部品販売 リヤショックアブソーバー　ほか
166 自動車部品販売 リヤホイールシリンダーカップキット　ほか
167 自動車部品販売 クラッチレリーズシリンダーインナーキット　ほか
168 自動車部品販売 クラッチレリーズシリンダーインナーキット　ほか
169 自動車部品販売 電気ドリル
170 自動車部品販売 クーラーベルト　ほか
171 自動車部品販売 バックライト　ほか
172 自動車部品販売 フロントワイパーブレードゴム　ほか
173 自動車部品販売 クラッチディスク　ほか
174 自動車部品販売 パーツ＆ブレーキクリーナー８４０　ほか
175 自動車部品販売 クラッチカバー　ほか



№ 業種 件名

176 自動車部品販売 フロントオイルシリンダーカップキット　ほか
177 自動車部品販売 バッテリー
178 自動車部品販売 バッテリー
179 自動車部品販売 クーラーベルト　ほか
180 自動車部品販売 ブロアモーター　ほか
181 自動車部品販売 オイルフィルター　ほか
182 自動車部品販売 バッテリー
183 自動車部品販売 ＥＧＲバルブ　ほか
184 自動車部品販売 アンテナ
185 自動車部品販売 作動油エレメント　他
186 自動車部品販売 イグニッションコイル
187 自動車部品販売 強力ニッパー　ほか
188 自動車部品販売 フロントカップキット　ほか
189 自動車部品販売 アンテナ
190 自動車部品販売 バックブザー
191 自動車部品販売 リアディスクブレーキシリンダーＬＨ　ほか
192 自動車部品販売 フロントリアカップキット　ほか
193 自動車部品販売 樹脂パレット
194 自動車部品販売 マキタ振動ドリル
195 自動車部品販売 フロントハブボルト　ほか
196 自動車部品販売 カラー丁番　ほか
197 自動車部品販売 フロントキャリパーシールキットほか
198 自動車部品販売 パワーステアリングアイドルプーリー
199 自動車部品販売 エアバッグモジュールＡＳＳＹ
200 自動車部品販売 フロントハブロックワッシャ
201 自動車部品販売 バッテリー
202 自動車部品販売 バックランプ
203 自動車部品販売 リヤディスクパッドキット
204 自動車部品販売 スロットルボデーＡＳＳＹほか
205 自動車部品販売 ディスクホイール　ほか
206 自動車部品販売 リヤディスクパッドキット
207 自動車部品販売 バックドアアウトサイドハンドル
208 自動車部品販売 オイルフィルター
209 自動車部品販売 ステアリングダンパー　ほか
210 自動車部品販売 フロントデフサイドシール
211 自動車部品販売 フロントディスクパッド　ほか
212 自動車部品販売 タペットカバーパッキン　ほか
213 自動車部品販売 リヤクランクオイルシール　ほか
214 自動車部品販売 ルーティアンカーＣタイプ　ほか
215 自動車部品販売 方向指示器リレー
216 自動車部品販売 フロントドアレギュレーターＲＨ　ほか
217 自動車部品販売 ステンレス用ドリル刃セット　ほか
218 自動車部品販売 クラッチディスク　ほか
219 自動車部品販売 クーラーベルト　ほか
220 自動車部品販売 ステアリング　ギヤＡＳＳＹほか
221 自動車部品販売 フロントディスクパッド　ほか
222 自動車部品販売 コンビネーションスイッチ
223 自動車部品販売 作動油エレメント　ほか
224 自動車部品販売 バッテリー
225 自動車部品販売 オイルエレメント
226 自動車部品販売 オイルプレッシャースイッチ
227 自動車部品販売 オイルクリーンほか
228 自動車部品販売 ＮＷＢ　Ｆ／ワイパーラバー　ほか
229 自動車部品販売 バッテリー
230 自動車部品販売 フロントブレーキディスクパッド　ほか
231 自動車部品販売 スペアキーほか
232 自動車部品販売 振動ドリル
233 自動車部品販売 レシプロソー
234 自動車部品販売 エアーコンプレッサー
235 自動車部品販売 バッテリー
236 自動車部品販売 バッテリー（追加分）
237 自動車部品販売 バッテリー（ＴＢ−１３０Ｆ５１）
238 事務機器 フェイスファイブフレーム購入
239 事務機器 電話機購入
240 事務機器 受話器カールコード購入
241 事務機器 アルカリボタン電池ほか
242 事務機器 アルカリボタン電池　１パック（５個入）２パックほか１１件
243 事務機器 ナンバーリング用インクパット　ほか
244 事務機器 ニッケル水素電池専用自動充電器
245 事務機器 充電式・ニッケル水素電池　単３形
246 事務機器 コイン型リチウム電池１箱ほか１２件
247 事務機器 アルカリ乾電池　ほか
248 事務機器 スタンド付き飛沫感染対策アクリルパーテーションの購入
249 事務機器 アルカリ乾電池　ほか
250 事務機器 個別フォルダー　ほか
251 事務機器 おりたたみエコバック（親子環境教室景品）
252 事務機器 ホッチキス針　ほか
253 事務機器 アルカリ乾電池
254 事務機器 チューブファイル
255 事務機器 ポストイット　ほか
256 事務機器 色鉛筆　ほか
257 事務機器 ユニボール　ほか
258 事務機器 クリヤーブック替紙　ほか
259 事務機器 ＥＴカートリッジ　ほか（テレメーターシステム用）
260 事務機器 ピローティシュー　ほか
261 事務機器 デジタルタイマー　ほか
262 事務機器 ホッチキス針ほか
263 事務機器 アクリル板（コロナ対策）
264 事務機器 ロック式巻尺　ほか



№ 業種 件名

265 事務機器 手回しソーラー蓄電ラジオ
266 事務機器 マウスパット　ほか
267 事務機器 ワンタッチ封筒角２
268 事務機器 ビニボツ手袋ほか
269 事務機器 土のう袋　ほか
270 事務機器 超硬刃ケレン棒
271 事務機器 ゼムクリップ　ほか
272 事務機器 タックタイトル　ほか
273 事務機器 マルチプリンタラベル　ほか
274 事務機器 アルコールチェッカー
275 事務機器 ポスト・イット　ほか
276 事務機器 オリタタミコンテナ軽量５０Ｌ蓋付
277 事務機器 ワンタッチ封筒角２　ほか
278 事務機器 シチズン電波時計　ほか
279 事務機器 マルチメディアスピーカー　ほか
280 事務機器 リコーインキ
281 事務機器 フラットファイルエコノミー　ほか
282 事務機器 大型電卓ホワイト　ほか
283 事務機器 デジタルカメラ
284 事務機器 三菱化学　ＤＡＴＡ用ＣＤ−Ｒ　ほか
285 事務機器 純正インク
286 事務機器 リサイクル済トナーカートリッジ
287 事務機器 パナソニック　２ＣＲ−５Ｗ（カメラ用リチウム電池）
288 事務機器 養生テープほか
289 事務機器 インクカートリッジ
290 事務機器 ОＡトレシー
291 事務機器 チューブファイルエコノミーほか
292 事務機器 ダイヤテックス（養生テープ）ほか
293 事務機器 再帰反射テープ
294 事務機器 再帰反射テープ
295 事務機器 殺虫剤
296 事務機器 フォルダーラベル
297 事務機器 アルカリ乾電池
298 事務機器 除菌ウエットタオルほか購入
299 事務機器 デジタルカメラ
300 事務機器 テレホンスタンドほか
301 事務機器 パンチ替刃購入
302 寝具 寝具セット（白菊寮運営費）
303 洗剤 お風呂用洗剤（池島東浴場・池島港浴場）
304 洗剤 トイレ用洗剤（長浦事務所）
305 洗剤 お風呂用洗剤（池島東浴場・池島港浴場）
306 洗剤 住居用洗剤（琴海文化センター）
307 洗剤 トイレ用洗剤（三重地区公民館）
308 洗剤 消耗品（掃除用洗剤ほか）
309 洗剤 消耗品（洗剤ほか）
310 洗剤 消耗品（掃除用洗剤ほか）
311 洗剤 薬用ハンドソープほか購入
312 その他日用品 手指消毒用アルコールジェル
313 その他日用品 漂白剤ほか（外海公民館ほか５施設分）
314 その他日用品 ポリ袋ほか（北総合事務所地域福祉課）
315 その他日用品 業務用掃除機専用紙パック（三重地区公民館）
316 その他日用品 ヤブ蚊用殺虫剤（池島東浴場・池島港浴場）
317 その他日用品 手指消毒薬（詰替含む）購入（北総合事務所地域福祉課）
318 その他日用品 手指消毒薬購入（北総合事務所地域福祉課）
319 その他日用品 手指消毒液ほか（池島中央会館ほか９施設分）
320 その他日用品 洗濯用洗剤ほか（池島東浴場・池島港浴場）
321 その他日用品 消毒液（外海公民館ほか７施設分）
322 その他日用品 手指消毒液ほか（市民センター）
323 その他日用品 ハンドソープほか（琴海北部研修センター）
324 その他日用品 洗濯用洗剤ほか（出津地区公民館）
325 その他日用品 トイレ用洗剤ほか（北総合事務所地域福祉課）
326 その他日用品 ハンドソープ（北総合事務所地域福祉課）
327 その他日用品 お風呂用洗剤ほか（池島東浴場・池島港浴場）
328 その他日用品 手指消毒液ほか（長浦事務所）
329 その他日用品 手指用消毒アルコールほか（大型公民館２館）
330 その他日用品 手指用消毒アルコールほか（地区公民館４館）
331 その他日用品 手指消毒液ほか（北総合事務所地域福祉課）
332 その他日用品 トイレ用洗剤ほか（北総合事務所地域福祉課）
333 その他日用品 お風呂用洗剤ほか（池島東浴場・池島港浴場）
334 その他日用品 トイレ用洗浄剤ほか（出津地区公民館）
335 その他日用品 使い捨てゴム手袋ほか（黒崎地区公民館）
336 その他日用品 ハンドソープほか（北総合事務所地域福祉課）
337 その他日用品 買い物カゴ２５．４Ｌ（グリーン）１セット（５個）　１セットほか１件
338 その他日用品 蜂駆除用殺虫スプレー他７件
339 その他日用品 補修用テープ他７件
340 その他厨房・ガス器 ガスメーター購入
341 タオル・ウェス ウェス購入
342 タオル・ウエス ペーパータオル購入
343 手袋・軍手 シンガーニトリル手袋M
344 手袋・軍手 シンガーニトリル手袋L
345 手袋・軍手 使い捨て手袋（プラスチック）
346 日用雑貨 【単価契約】トイレットペーパー１箱（９６個／箱）子育て支援課
347 日用雑貨 【単価契約】トイレットペーパー１箱（９６個／箱）子育て支援課
348 日用雑貨 【単価契約】トイレットペーパー１箱（９６個／箱）子育て支援課
349 日用雑貨 【単価契約】トイレットペーパー１箱（９６個／箱）子育て支援課
350 日用雑貨 トイレットペーパー購入
351 日用雑貨 現場のチカラ　簡易包装ナイスハンド厚手Ｍ　紫　３０双　２箱ほか４件
352 日用雑貨 飛沫防止フェイスシールド　ほか
353 日用雑貨 パームたわし　１セット（２０個）　ほか



№ 業種 件名

354 日用雑貨 滑り止め軍手　　２組　　　他
355 日用雑貨 天然ゴム作業グローブ茶　ほか
356 日用雑貨 トイレルック　除菌消臭ＥＸ業務用４Ｌ　１箱（３個入）２箱ほか１件
357 日用雑貨 キッチンハイター　ほか
358 日用雑貨 トイレクリーナー　ほか
359 日用雑貨 シルコット除菌ウェットノンアルコールボックス詰替用１箱　ほか
360 日用雑貨 ソフトパックティッシュ　ほか
361 日用雑貨 ＩＨ深型フライパン２６ｃｍ　８個ほか７件
362 日用雑貨 ウェットティッシュほか
363 日用雑貨 ゴミ袋（メタロセン配合）黒２０Ｌ　ＧＭＢＬ−２０２　１パック（１５枚入）
364 日用雑貨 柔軟剤　３個　　他
365 日用雑貨 絆創膏　３箱　　他
366 日用雑貨 トイレ用消臭剤ほか購入
367 日用雑貨 トイレットペーパー購入
368 日用雑貨 トイレットペーパー購入
369 日用雑貨 トイレットペーパー購入
370 日用品 トイレットペーパー購入
371 日用品 トイレットペーパー購入
372 日用品 トイレットペーパー購入
373 日用品 ペーパータオル（優先発注案件）
374 日用品 ペーパータオル（優先発注案件）
375 日用品 漂白剤
376 日用品 手指消毒液購入
377 日用品 手指消毒液購入
378 日用品 手指消毒液ほか購入
379 日用品 手指消毒液ほか購入
380 日用品 アルコール除菌シート購入
381 日用品 ポリエチレン手袋　ほか
382 日用品 スカイマットほか
383 日用品 ブルーシート
384 日用品 ブルーシート
385 日用品 シャンプーエッセンシャル
386 日用品 ガストーチ用交換ボンベ　ほか
387 日用品 洗濯石鹸
388 日用品 牛乳石鹸（青箱・バスサイズ）　ほか
389 日用品 手指消毒アルティー７５
390 日用品 固形石鹸　ほか
391 日用品 クレンザーほか
392 日用品 （株）東和コーポレーション　天然ゴム手袋
393 日用品 石鹸　ほか
394 日用品 スプレー式空ボトルほか
395 日用品 天然ゴム手袋
396 日用品 スコッチ超強力　両面テーププレミアゴールド　ほか
397 日用品 トンボ赤鉛筆　ほか
398 日用品 ３層式プリーツマスク　ほか
399 日用品 マウスパッド　ほか
400 日用品 台所用漂白剤　ほか
401 日用品 直管蛍光管洗剤他購入
402 日用品 台所用漂白剤　ほか
403 日用品 台所用漂白剤　ほか
404 日用品 消耗品（掃除用洗剤ほか）
405 日用品 トイレットペーパー購入
406 日用品 洗濯用洗剤
407 日用品 消耗品（手指消毒液ほか）
408 日用品 台所用漂白剤　ほか
409 日用品 食器用洗剤他購入
410 日用品 消耗品（掃除用洗剤ほか）
411 日用品 セイフキープ　ワイドフタ付ピロー８０枚入　ほか
412 日用品 手指消毒剤他
413 日用品 手指消毒剤他
414 日用品 消耗品（アルコール消毒剤　Ｎスター　１０００ｍＬほか）
415 日用品 アルボナース手指消毒剤
416 日用品 アルボナース手指消毒剤
417 日用品 サニットケア手指消毒液Ｎスター1,000ml：50本【新型コロナウイルス感染拡大
418 日用品 手指消毒液Ｎスター1,000ml：50本【新型コロナウイルス感染拡大予防分】
419 日用品 粉石鹸・キッチンハイター
420 日用品 化粧石鹸・食器洗剤・トイレ溶剤
421 日用品 カビ取り剤・粉石鹸
422 日用品 手指消毒液
423 日用品 トイレットペーパー、固形石鹸、アルカリ乾電池購入
424 日用品 合成洗剤購入
425 日用品 短柄しだほうき購入
426 日用品 背抜き手袋購入
427 日用品 洗濯洗剤購入
428 日用品 合成洗剤購入
429 日用品 ハンドソープ購入
430 日用品 ハンドタオル、試験用タオルペーパー、ラップ　購入
431 日用品 電池、コイン型リチウム電池、アルカリボタン電池購入
432 日用品 合成洗剤購入
433 文房具 キーフック、アルカリ乾電池
434 文房具 緩衝材入り封筒ほか事務用品
435 文房具 チューブファイルほか事務用品
436 文房具 ＰＰＣ用紙Ｂ５
437 文房具 賞状額ほか事務用品
438 文房具 のし袋ほか事務用品
439 文房具 ファイル
440 文房具 ボールペンほか
441 文房具 ＰＰＣ用紙Ｂ５
442 文房具 複写機用ホチキス針
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443 文房具 カールコードほか
444 文房具 電池ほか
445 文房具 ＰＰＣ用紙Ｂ５
446 文房具 消毒用アルコールシートほか
447 文房具 紙袋ほか
448 文房具 呼び出しチャイムほか
449 文房具 事務用消耗品
450 文房具 のび～るファイルほか購入
451 文房具 修正テープほか購入
452 文房具 いつものラベル１２面１００枚
453 文房具 ホッチキスほか購入
454 文房具 蛍光ペンフリクションライトほか購入
455 文房具 フィルムふせんほか消耗品購入
456 文房具 スティックのりほか消耗品購入
457 文房具 ホワイトボードマーカーほか文房具購入
458 文房具 蛍光マーカーほか消耗品購入
459 文房具 つづりひもほか
460 文房具 再生紙付箋ほか購入
461 文房具 消耗品購入（ＳＤＨＣカード等）
462 文房具 消耗品購入（マスク等）
463 文房具 消耗品購入（付箋等）
464 文房具 消耗品購入（手指用アルコール消毒液等）
465 文房具 事務用品ほか
466 文房具 ボールペンほか購入
467 文房具 マルチペーパー最厚口購入
468 文房具 手提袋ほか購入
469 文房具 メクリッコカラーほか購入
470 文房具 電卓購入
471 文房具 スティックのりほか購入
472 文房具 インクリボンカセットほか購入
473 文房具 修正テープ　ほか購入
474 文房具 スタンプのり　ほか購入
475 文房具 セロハンテープ　ほか購入
476 文房具 宅配袋　ほか購入
477 文房具 輪ゴム　ほか購入
478 文房具 クラフトテープ　ほか購入
479 文房具 宅配袋　ほか購入
480 文房具 ふせん　ほか購入
481 文房具 スティックのり　ほか購入
482 文房具 ステイプル　ほか購入
483 文房具 はさみ　ほか購入
484 文房具 テープのり　ほか購入
485 文房具 タックメモ　ほか購入
486 文房具 消毒液　ほか購入
487 文房具 製本テープ　ほか購入
488 文房具 手指消毒液　ほか購入
489 文房具 つづりひも　ほか購入
490 文房具 タックインデックス購入
491 文房具 ＰＰＣ再生紙　ほか購入
492 文房具 ＰＰＣ再生紙　ほか購入
493 文房具 カラーマルチぺーパー　クリーム　他2点
494 文房具 マルチカラーペーパー　他2点
495 文房具 ハンドタオル　他５点（子ども広場）
496 文房具 消耗品（マウスほか）※障害雇用認定事業者に対する優先発注
497 文房具 ホワイト封筒　ほか（優先発注案件）
498 文房具 蛍コートチャージャー　ほか（優先発注案件）
499 文房具 カードケース　ほか（優先発注案件）
500 文房具 テープのり詰替　ほか（優先発注案件）
501 文房具 ふせん　ほか
502 文房具 布テープ　ほか
503 文房具 カラーペーパー　ほか
504 文房具 一般消耗品（ホワイトボード用マーカーほか）
505 文房具 一般消耗品（個別フォルダー）
506 文房具 一般消耗品（個別フォルダーほか）
507 文房具 一般消耗品（個別フォルダーほか）
508 文房具 一般消耗品（個別フォルダーほか）
509 文房具 一般消耗品（ホッチキス針ほか）
510 文房具 一般消耗品（チューブファイルエコノミーほか）
511 文房具 一般消耗品（手ピカジェルほか）
512 文房具 一般消耗品（ポストイットほか）
513 文房具 フラットファイルほか
514 文房具 ヘッドセットマイクロフォン
515 文房具 ペーパータオルほか
516 文房具 ホッチキスほか購入
517 文房具 マックス針ほか購入
518 文房具 セキュリティワイワーロックほか購入
519 文房具 ホッチキスほか購入
520 文房具 コピー用紙購入
521 文房具 ディスペンサーほか購入
522 文房具 インクカートリッジ購入
523 文房具 インクカートリッジ購入
524 文房具 トナーほか購入
525 文房具 トナー購入
526 文房具 色上質紙購入
527 文房具 インクほか購入
528 文房具 クリアーファイルほか（北総合事務所地域福祉課）
529 文房具 インクカートリッジほか（外海公民館）
530 文房具 事務用品等一式（フォルダーラベルほか）
531 文房具 各種消耗品
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532 文房具 テプラテープ等購入
533 文房具 ポストイット等購入
534 文房具 ポストイット等購入
535 文房具 ラベル購入
536 文房具 賞状用紙購入
537 文房具 ポストイット等購入
538 文房具 ポストイット等購入
539 文房具 ステープラー針等購入
540 文房具 フィルムふせん等購入
541 文房具 ふせんほか購入
542 文房具 ふせんほか購入
543 文房具 ふせんほか購入
544 文房具 ふせんほか購入
545 文房具 ステープルほか購入
546 文房具 両面テープほか購入
547 文房具 ＤＶＤ-Ｒ購入
548 文房具 ＤＶＤ-Ｒほか購入
549 文房具 事務用品の購入（ファイルほか）
550 文房具 事務用品の購入（広報戦略プロジェクトチーム用）
551 文房具 ボールペンほか購入
552 文房具 LANケーブルほか購入
553 文房具 ふせんほか購入
554 文房具 ネックストラップほか購入
555 文房具 リチウムコイン電池ほか購入
556 文房具 ふせんほか購入
557 文房具 コードレステレホン用電池ほか購入
558 文房具 アルコール消毒液（詰替用）ほか購入
559 文房具 ふせんほか購入
560 文房具 コードレス電話機ほか購入
561 文房具 一般消耗品
562 文房具 色上質紙
563 文房具 プリンター用フォルダーラベル
564 文房具 色上質紙
565 文房具 コベツフォルダ―
566 文房具 強力両面テープ
567 文房具 石ケン水原液
568 文房具 Mホルダー
569 文房具 非接触型表面温度計測器
570 文房具 色上質紙
571 文房具 クリアホルダー
572 文房具 データ印
573 文房具 フィットライトテープ
574 文房具 色上質紙
575 文房具 プッシュマグネット
576 文房具 万年カレンダー
577 文房具 フラットファイル
578 文房具 ペンホルダー
579 文房具 ゴム印
580 文房具 色上質紙
581 文房具 ポストイット
582 文房具 ボールペン替え芯他
583 文房具 セロテープ他
584 文房具 コルクボード他
585 文房具 のび～るファイルほか消耗品購入
586 文房具 ポストイットほか消耗品購入
587 文房具 レコード巻ほか消耗品購入
588 文房具 ゼムクリップほか消耗品購入
589 文房具 ホッチキス針ほか消耗品購入
590 文房具 テープのりほか消耗品購入
591 文房具 ポストイットほか消耗品購入
592 文房具 ポストイットほか消耗品購入
593 文房具 チューブファイルほか消耗品購入
594 文房具 ステンレスカットチェーンほか消耗品購入
595 文房具 フラットファイルほか消耗品購入
596 文房具 ファイルボックス　ほか１０品
597 文房具 フラットファイルほか消耗品購入
598 文房具 ラミネートフィルムほか消耗品購入
599 文房具 製本テープ　ほか４品
600 文房具 フラットファイルほか消耗品購入
601 文房具 フラットファイルほか消耗品購入
602 文房具 フラットファイルほか消耗品購入
603 文房具 チューブファイル　ほか１４品
604 文房具 電卓ほか
605 文房具 輪ゴムほか
606 文房具 ステープル芯ほか
607 文房具 ポストイットほか
608 文房具 CD-Rほか
609 文房具 ファイルボックスほか
610 文房具 消耗品（ふせんほか）
611 文房具 ポリ袋チャック付きほか
612 文房具 消耗品（データ印ほか）
613 文房具 タックインデックスほか購入
614 文房具 タックインデックスほか購入
615 文房具 フォルダーラベル購入
616 文房具 テープカートリッジほか
617 文房具 布テープほか
618 文房具 ふせんほか
619 文房具 テープのりほか
620 文房具 一般消耗品（フォルダーラベル他６品）



№ 業種 件名

621 文房具 一般消耗品（ペーパータオル他２品）
622 文房具 一般消耗品（感熱ロールペーパー他５品）
623 文房具 一般消耗品（ＯＡフィルター）
624 文房具 一般消耗品（エアーダスター他１品）
625 文房具 個別フォルダ（Ｂ４）　ほか３品
626 文房具 個別フォルダ（Ｂ４）　ほか３品
627 文房具 製本テープ　ほか９品
628 文房具 ふせん　他１２品
629 文房具 フラットファイル　ほか１品
630 文房具 定規ほか購入
631 文房具 一般消耗品
632 文房具 個別フォルダーほか購入
633 文房具 パンチラベルほか消耗品購入
634 文房具 補充インクほか消耗品購入
635 文房具 事務用品(板目表紙ほか)
636 文房具 事務用品(プリンタ用フォルダラベルほか)
637 文房具 事務用品(ウイルス除去クリーナー本体)
638 文房具 事務用品(立ち入り禁止テープほか)
639 文房具 事務用品(蛍光ペン)
640 文房具 事務用品(クリヤーブック替紙ほか)
641 文房具 事務用品(除菌スプレー詰め替え)
642 文房具 事務用品(蛍光ペン)
643 文房具 事務用品(電話機)
644 文房具 事務用品(シンワ測定ブルースラントルールほか)
645 文房具 事務用品(ファイルほか)
646 文房具 事務用品(パンチ)
647 文房具 ＯＡラベル：1箱ほか
648 文房具 ふせんほか（障害者雇用認定事業者に対する優先発注案件）
649 文房具 ラベルシールほか（障害者雇用認定事業者に対する優先発注案件）
650 文房具 フラットファイルＰＰセイ　グリーン　１セット（１５冊）　１セットほか１９件
651 文房具 美化用消耗品　小物ほし外４点
652 文房具 キャンパスノート　他
653 文房具 ＯＡエプロン
654 文房具 賞状額縁　ほか
655 文房具 ネームランドテープ１２ＭＭ白テープ黒文字（５個）　１箱
656 文房具 ビニールテープ　緑　幅１２ｍｍ×長さ１０ｍ　１組ほか３件
657 文房具 手提袋
658 文房具 パイプ式ファイル両開きエコノミーＡ４タテとじ厚５０ｍｍブルー１０　ほか
659 文房具 テープカッター　他
660 文房具 レール式クリアーホルダー
661 文房具 冷風扇冷温風扇ホット＆クールファンＡＨＣ−８８０Ｒ１台
662 文房具 修正テープモノＥＸ本体５ｍｍ幅ＣＴ−ＹＸ５　１０個入　１箱ほか７件
663 文房具 レール式クリアーホルダー　ほか
664 文房具 Ｘスタンパー　ビジネス用Ａ型　親展（赤）ほか
665 文房具 スタックトレーＡ３浅型大グレーＶ６７４１セット（３個）２セットほか１件
666 文房具 セロハンテープ　ほか
667 文房具 額縁
668 文房具 替芯　ほか
669 文房具 コロコロスペアテープ　スタンダード１０巻入　ほか
670 文房具 ネームランドテープ　他
671 文房具 ネームランド　テープ　ほか
672 文房具 フラットファイル　「特別支援用」
673 文房具 タックタイトル用保護フィルム
674 文房具 スティックのり　ほか
675 文房具 ポストイット　再生紙ノート　大容量タイプ　６０冊　ほか
676 文房具 額縁　ほか
677 文房具 ＰＲＯテープカートリッジ　透明１２ｍｍ　５個入　１箱ほか１０件
678 文房具 ミドリ　便箋　箔桜柄　ピンク　ほか
679 文房具 クラフト封筒　ほか
680 文房具 パイオランテープ　塗装養生用　Ｙ−０９−ＣＬ　１箱（３０巻入）　ほか
681 文房具 トイレクリーナー　ほか
682 文房具 ネームランド　テープ　ほか
683 文房具 リフィル
684 文房具 丸筒
685 文房具 クラフト封筒
686 文房具 ヘッドセットマイクロフォン
687 文房具 クリアーホルダー　ほか
688 文房具 アルコールディスペンサーほか
689 文房具 ラベルシ−ルＡ４　４４面　四辺余白付　２８９４３
690 文房具 強力パンチ　１台　　他
691 文房具 ダイオーマルチカラー　他
692 文房具 コンパクト形蛍光ランプ　６個　　他
693 文房具 布テープ、クラフトテープ、OAクリーナー、エアダスター購入
694 文房具 テプラテープ購入
695 文房具 関数電卓、一般電卓購入
696 文房具 CDファイル購入
697 文房具 ファイル、テープカートリッジ、ホッチキス針、つづりひも封筒購入
698 文房具 つづりひも、布粘着テープ、厚口コピー用紙、ふせん購入
699 文房具 ラミネートフィルム購入
700 文房具 伸縮型紙ファイル購入
701 文房具 付箋購入
702 文房具 ファイル購入
703 保安用具 雨合羽
704 保安用具 サインステッカー購入
705 業務用計測・計量機 小形温度調節計購入
706 業務用計測・計量機 溶存酸素計電極購入
707 書籍 土木工事標準積算基準書（共通編）ほか
708 書籍 土木工事標準積算基準書（共通編）ほか
709 消防・防災用品 危険物標識（火気厳禁）ほか（池島東浴場・池島港浴場）



№ 業種 件名

710 上・下水道用資材 塩素滅菌器購入
711 上・下水道用資材 ミニフロート購入
712 上・下水道用資材 背圧弁用バルブシート、背圧弁用Ｏリング 購入
713 電気機械製品 ＧＥＡＲ
714 電気機械製品 圧力計
715 電気機械製品 操作スイッチ他
716 電気機械製品 油圧シリンダ用部品
717 電気機械製品 ＰＨ計電極
718 電気機械製品 残留塩素測定器用粉体試薬ほか
719 電気機械製品 電子温度調節器
720 電気機械製品 ｐＨ計電極
721 電気機械製品 タッチパネル
722 電気機械製品 ＯＲＰ電極他
723 電気機械製品 ｐＨ計電極　ほか
724 電気機械製品 タッチパネル
725 電気機械製品 アイソレータ購入
726 電気機械製品 ミニコントロールリレー購入
727 電気機械製品 漏電遮断器購入
728 封筒 返信用封筒
729 封筒 窓付封筒（中央・料金後納・課名有）（生活福祉課用）
730 封筒 窓付封筒（中央・料金後納・課名有）
731 封筒 返信用封筒印刷
732 封筒 窓付封筒（児童手当・福祉医療用）
733 封筒 封筒　長型３号購入
734 封筒 封筒　角型２号購入
735 封筒 封筒　長型３号購入
736 封筒 封筒　角型２号購入



令和2年度　障害者雇用認定事業者への発注実績
【自所属発注分・製造の請負】

№ 業種 件名

1 一般印刷 礼状兼お願いはがき印刷製造
2 一般印刷 アンケート調査票印刷製造
3 一般印刷 令和3年度被爆二世の無料健康診断のお知らせ印刷製造
4 一般印刷 児童手当現況届窓付き封筒（子育て支援課）
5 一般印刷 改ざん防止用紙（裏面なし）
6 一般印刷 （一財）長崎市勤労者サービスセンター経営状況説明書印刷
7 一般印刷 長崎つきまち（株）経営状況説明書印刷
8 一般印刷 史跡小管修船場跡発掘調査報告書印刷製造（文化財課）
9 一般印刷 ９月市議会定例会広報ポスター

10 一般印刷 11月市議会定例会広報ポスター
11 一般印刷 ２月市議会定例会広報ポスター
12 一般印刷 総合検査依頼書印刷製造請負
13 一般印刷 食品衛生ニュース（2020年12月）印刷製造
14 一般印刷 特別徴収変更申出書チラシ
15 一般印刷 納入通知書・領収証書印刷製造請負
16 一般印刷 CT検査依頼書等印刷製造



令和2年度　障害者雇用認定事業者への発注実績
【自所属発注分・業務委託】

№ 業種 件名

1 その他の役務 原爆資料館五葉松保存整備業務委託（支柱撤去）
2 その他の役務 農作物被害調査票封詰め業務委託
3 保守（空調・冷凍設備） 野母崎診療所貸付施設空調設備等保守点検業務
4 保守（空調・冷凍設備） 野母崎診療所貸付施設空調設備等保守点検業務
5 保守（空調･冷凍設備） 滑石公民館エアコンフィルター清掃業務委託
6 有害動物・害虫の駆除、消毒・殺菌 滑石公民館内害虫駆除業務委託



令和2年度　障害者雇用認定事業者への発注実績
【自所属発注分・賃貸借】

№ 業種 件名

1 コンピューター機器 デジタル印刷機賃貸借


