
平成30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】
ＮO 区分 業種 件名

1 業務委託
建物清掃
建物総合維持管理 中央環境センターほか庁舎定期清掃業務委託

2 物品調達
一般印刷
各種紙類 封筒（角２）（経理課）

3 物品調達
一般印刷
各種紙類 窓付封筒（中央地域センター）

4 物品調達
一般印刷
各種紙類 償却資産申告書発送用封筒（資産税課）

5 物品調達
一般印刷
各種紙類 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）

6 物品調達
一般印刷
各種紙類 長３封筒（返信用）（援護課）

7 物品調達
一般印刷
各種紙類 通知用窓付封筒（後期高齢者医療室）

8 物品調達
一般印刷
各種紙類 返信用封筒（都市経営室）

9 物品調達
一般印刷
各種紙類 認定審査係用窓付き封筒（高齢者すこやか支援課）

10 物品調達
一般印刷
各種紙類 窓付封筒（都市計画課）

11 物品調達
一般印刷
各種紙類 料金受取人払封筒（調査用）ほか（市民税課）

12 物品調達
一般印刷
各種紙類 犬鑑札・狂犬病予防注射済票用窓あき封筒（動物管理センター）

13 物品調達
一般印刷
各種紙類 返信用封筒（長崎創生推進室）

14 物品調達
一般印刷
各種紙類 封筒（長型3号）（経理課）

15 物品調達
一般印刷
各種紙類 封筒（普徴用・当初）（市民税課）

16 物品調達
一般印刷
各種紙類 分納用窓付封筒（料金後納）（収納課）

17 物品調達
一般印刷
各種紙類 返信用封筒（差出期限付料金受取人払封筒）（ふるさと納税推進室）

18 物品調達
一般印刷
各種紙類 封筒（角２）（経理課）

19 物品調達
一般印刷
各種紙類 認定審査係用窓付き封筒（高齢者すこやか支援課）

20 物品調達
一般印刷
各種紙類 窓付封筒（教育委員会総務課）

21 物品調達
一般印刷
各種紙類 法人市民税申告書送付用窓付封筒（市民税課）

22 物品調達
オフィス家具
家具 OAチェア購入（料金サービス課）

23 物品調達 一般印刷 介護手当継続支給申請書印刷（援護課）

24 物品調達 一般印刷 平成30年度教育要覧印刷（教育委員会総務課）

25 物品調達 一般印刷 代理権授与通知書印刷（中央地域センター）

26 物品調達 一般印刷 所管外学校入学届印刷（学校教育課）

27 物品調達 一般印刷 長崎市シルバー作品展名簿印刷（高齢者すこやか支援課）

28 物品調達 一般印刷 がん検診ポスターほか印刷（健康づくり課）

29 物品調達 一般印刷 介護手当支給申請書印刷（援護課）

30 物品調達 一般印刷 チラシ「思春期・青年期こころの健康づくり講演会」印刷（地域保健課）

31 物品調達 一般印刷 11月市議会定例会広報用ポスター印刷（議事調査課）
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32 物品調達 一般印刷 長崎市交通指導員会だより印刷（自治振興課）

33 物品調達 一般印刷 ド・ロ神父記念館・外海歴史民俗資料館共通入館券（一般）印刷（文化財課）

34 物品調達 一般印刷 平成31年度就学援助制度お知らせ兼申請書印刷（教育委員会総務課）

35 物品調達 一般印刷 特別徴収変更申出書チラシ印刷（国民健康保険課）

36 物品調達 一般印刷 料金後納郵便物差出票印刷（生活福祉1課）

37 物品調達 一般印刷 介護保険制度について（40歳到達者用チラシ）印刷（国民健康保険課）

38 物品調達 一般印刷 長崎市の鳥制定に係る投票用チラシ印刷

39 物品調達 一般印刷 原爆ホーム入所案内パンフレット印刷（援護課）

40 物品調達 一般印刷 認定調査のしおり印刷（高齢者すこやか支援課）

41 物品調達 一般印刷 長崎つきまち(株)経営状況説明書ほか印刷（産業雇用政策課）

42 物品調達 一般印刷 長崎中央市場サービス株式会社経営状況説明書(事業計画書)印刷（中央卸売市場）

43 物品調達 一般印刷 長崎キラリ☆カンパニーチラシ印刷（産業雇用政策課）

44 物品調達 一般印刷 恐竜化石発見リーフレット印刷（恐竜博物館準備室）

45 物品調達 一般印刷 2月市議会定例会広報用ポスター印刷（議事調査課）

46 物品調達 一般印刷 稲佐山つつじまつりポスター印刷（中央総合事務所地域整備１課）

47 物品調達 一般印刷 チラシ「市立小中学校における規模の適正化と適正配置」印刷（適正配置推進室）

48 物品調達 一般印刷 診断書（介護手当用）印刷（援護課）

49 物品調達 一般印刷 長崎市にお住まいの被爆者の方へお知らせ印刷（援護課）

50 物品調達 一般印刷 長崎市中央卸売市場ノート印刷（中央卸売市場）

51 物品調達 一般印刷 選挙運動用通常葉書差出票印刷（選挙管理委員会事務局）

52 物品調達 一般印刷 市税等収納事務取扱手引印刷（収納課）

53 物品調達 一般印刷 平成31年度（2019年度）被爆二世の無料健康診断のお知らせ印刷（援護課）

54 物品調達 一般印刷 特定健康診査等受診票印刷（国民健康保険課）

55 物品調達 一般印刷 「長崎っ子の約束」リーフレット印刷（生涯学習課）

56 物品調達 一般印刷 PTA活動の手引き印刷（生涯学習課）

57 物品調達 一般印刷 長崎○○LOVERS画用紙印刷（長崎創生推進室）

58 物品調達 一般印刷 平成31年度（2019年度）被爆二世健康診断ポスター印刷（援護課）
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

1 OAサプライ 複写機用ホチキス針

2 OAサプライ スマートカットテープ　ピンク　ほか

3 OAサプライ OAマルチラベル24面ほか

4 OAサプライ ＦＡＸ用インクフィルム

5 OAサプライ 住民記録系トナー購入

6 ＯＡサプライ トナーカートリッジ

7 ＯＡサプライ トナーカートリッジ

8 OAサプライ トナーカートリッジ購入

9 OAサプライ トナーカートリッジ購入

10 OAサプライ ﾘｿｸﾞﾗﾌ ＲＥｲﾝｸ Ｚﾀｲﾌﾟ購入

11 OAサプライ トナーカートリッジ購入

12 OAサプライ ﾘｿｸﾞﾗﾌ ＲＥｲﾝｸ Ｚﾀｲﾌﾟ購入

13 OAサプライ ﾘｿｸﾞﾗﾌ ＲＥｲﾝｸ Ｚﾀｲﾌﾟ購入

14 OAサプライ トナーカートリッジ購入

15 OAサプライ 理想科学 ＲＥﾏｽﾀｰＺ B4購入

16 OAサプライ ﾘｿｸﾞﾗﾌ ＲＥｲﾝｸ Ｚﾀｲﾌﾟ購入

17 OAサプライ トナーカートリッジ購入

18 OAサプライ ﾘｿｸﾞﾗﾌ ＲＥｲﾝｸ Ｚﾀｲﾌﾟ購入

19 OAサプライ トナーカートリッジ購入

20 OAサプライ 理想科学 ＲＥﾏｽﾀｰＺ B4購入

21 OAサプライ ﾘｿｸﾞﾗﾌ ＲＥｲﾝｸ Ｚﾀｲﾌﾟ購入

22 OAサプライ トナーカートリッジ購入

23 OAサプライ トナーカートリッジ購入（北署　小江原出張所）

24 OAサプライ トナーカートリッジ購入

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 インクジェット普通紙

28 OAサプライ インクジェットぺーパー

29 OAサプライ 電池

30 OAサプライ アルカリ乾電池

31 OAサプライ CD-Rほか

32 OAサプライ インクジェット普通紙

33 OAサプライ ＤＶＤ－Ｒ

34 OAサプライ ミニプリンター用リボンカートリッジ

35 OAサプライ トナーカートリッジ

36 OAサプライ 光学式スクロールマウス

37 OAサプライ ＥＴカートリッジ

38 OAサプライ テプラ用テープ

39 OAサプライ トナーカートリッジ

40 OAサプライ 複合機用インクカートリッジ

41 OAサプライ トナーカートリッジ

42 上・下水道資材 水圧計

43 オフィス家具 アルボナースほか購入
44 オフィス家具 ハンドソープ詰替ほか購入

45 オフィス家具 ハンドソープほか購入

46 オフィス家具 薬用水石鹸ほか購入

47 オフィス家具 トイレコーナー用脱臭ポリ袋ほか購入
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

48 オフィス家具 水切り袋ほか購入

49 オフィス家具 スチール台車ほか

50 オフィス家具 ベビーカー購入

51 オフィス家具 炊飯ジャー　備品（戸石地区公民館）優先発注

52 各種紙類 ＰＰＣ用紙Ｂ５

53 各種紙類 ＰＰＣ用紙Ｂ５

54 各種紙類 トイレットペーパー

55 各種紙類 色上質紙購入

56 各種紙類 カラー用紙

57 機械工具 自動調芯ころ軸受け他

58 機械工具 チェーン

59 機械工具 コードリール

60 機械工具 ケーブルカッシャー

61 工業用薬品 脱酸素剤

62 工業用薬品 清缶剤

63 工業用薬品 脱酸素剤

64 工業用薬品 清缶剤

65 工業用薬品 脱酸素剤

66 工業用薬品 高温水薬剤

67 工業用薬品 脱酸素剤

68 工業用薬品 温水ボイラー用複合処理剤

69 工業用薬品 温水ボイラー用複合処理剤

70 合成樹脂製品 バケツ

71 コピー・青写真 Ａ１サイズ出力

72 コピー・青写真 Ａ１サイズ出力

73 事務機器 市政統計費事務費に係る備品（シュレッダー）

74 事務機器 ＦＡＸ複合機購入

75 洗剤 高砂園生活用一般消耗品
（病院用ハイターほか）

76 洗剤 台所用漂白剤・トイレ用漂白剤

77 洗剤 食器用洗剤（業務用）

78 洗剤 洗濯用洗剤

79 洗剤 洗濯用洗剤　ほか

80 洗剤 衣類用漂白剤

81 洗剤 洗濯用洗剤

82 洗剤 衣類用漂白剤

83 洗剤 トイレ用漂白剤ほか

84 洗剤 洗濯用洗剤

85 洗剤 洗濯用洗剤

86 洗剤 トイレ用漂白剤

87 洗剤 洗濯用洗剤

88 洗剤 洗濯用洗剤（粉石鹸）

89 洗剤 フレアフレグランス   フローラル＆スイート他

90 洗剤 トイレ用洗剤ほか

91 洗剤 トイレ用洗剤ほか

92 洗剤 液体ハンドソープほか

93 洗剤 キレイキレイ薬用ハンドソープ　ほか

94 洗剤 合成洗剤
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

95 洗剤 洗濯用洗剤

96 その他日用品 セロテープ他３件

97 その他日用品 タオルペーパー　２００枚

98 その他日用品 東海加工紙タウパー食材紙　ほか　「給食室用」

99 その他日用品 殺虫剤

100 その他日用品 殺虫剤

101 その他日用品 薬用ハンドソープほか1種

102 タオル・ウエス メリヤスウエス購入

103 図書 図書購入

104 図書 パソコン操作研修用テキスト購入

105 図書 パソコン操作研修用テキスト購入

106 図書 図書購入

107 日用雑貨 トイレットペーパー

108 日用雑貨 モナリスタオルＬ２００ダブルソフト（ペーパータオル）

109 日用雑貨 トイレットペーパー購入

110 日用雑貨 短柄ほうきほか

111 日用雑貨 手指消毒液ほか

112 日用雑貨 マット

113 日用雑貨 移住定住促進住宅用消耗品一式

114 日用雑貨 トイレットペーパー

115 日用雑貨 トイレットペーパー

116 白衣等 Ｃ型給食帽子・白　ほか

117 白衣等 給食配膳用（Ａ型白衣シングル・白２号　ほか３点代）

118 白衣等 給食袋　ほか１件

119 白衣等 サロンエプロン他

120 白衣等 サロンエプロン・白外

121 白衣等 布巾・ピンク外

122 白衣等 給食帽子・白外

123 文房具 贈呈用品（蒔絵筆記具）

124 文房具 スティック糊ほか事務用品

125 文房具 丸筒ほか事務用品

126 文房具 御祝袋ほか事務用品

127 文房具 インクジェット複合機用インクカートリッジ

128 文房具 賞状額縁ほか事務用品

129 文房具 付箋紙ほか事務用品

130 文房具 和紙ほか事務用品

131 文房具 賞状額縁ほか事務用品

132 文房具 丸筒ほか事務用品

133 文房具 芳名帳ほか事務用品

134 文房具 ＣＤ−Ｒほか事務用品

135 文房具 一般消耗品（インク）

136 文房具 一般消耗品（インク）

137 文房具 一般消耗品（ﾍﾟｰﾊﾟｰｶｯﾌﾟほか）

138 文房具 画版、チョーク

139 文房具 一般消耗品（クラフトテープほか）

140 文房具 一般消耗品（マルチカードほか）

141 文房具 一般消耗品（クリアーホルダーほか）
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

142 文房具 アルカリ乾電池（20本入）

143 文房具 アルカリ乾電池（4本入）

144 文房具 一般消耗品（カードポケット）

145 文房具 一般消耗品（ラベルシールほか）

146 文房具 一般消耗品（製本テープほか）

147 文房具 一般消耗品（テープのりほか）

148 文房具 ラベルシール　光沢フィルム

149 文房具 一般消耗品（ペーパーパッチほか）

150 文房具 フラットファイル120冊入

151 文房具 ラミネートテープ等購入

152 文房具 テープのり等購入

153 文房具 ファイルボックス等購入

154 文房具 インデックス等購入

155 文房具 ラベル用紙等購入

156 文房具 リングファイル等購入

157 文房具 テープカートリッジ購入

158 文房具 フラットファイルほか購入

159 文房具 ラベルシール購入

160 文房具 電卓等購入

161 文房具 手提げ金庫購入

162 文房具 名刺カード等購入

163 文房具 インデックスラベル

164 文房具 ビニール付箋

165 文房具 リングファイルほか購入

166 文房具 レターファイルほか購入

167 文房具 テープのりほか購入

168 文房具 鉛筆削り購入

169 文房具 テープのり他購入

170 文房具 綴紐ほか購入

171 文房具 アクリルフレーム購入

172 文房具 ファイルボックスほか購入

173 文房具 一般消耗品（蛍光ペン詰替用他６点）

174 文房具 一般消耗品（付せん他２点）

175 文房具 一般消耗品（つづりひも他１１点）

176 文房具 一般消耗品（電卓他４品）

177 文房具 一般消耗品（ラミネートフィルム他１品）

178 文房具 一般消耗品（コーナークッション他４点）

179 文房具 ﾃﾌﾟﾗほか

180 文房具 ﾎﾘｿﾞﾝ表紙ほか

181 文房具 製本表紙ほか

182 文房具 のりほか

183 文房具 リングファイルほか

184 文房具 ファイルほか

185 文房具 トナーカートリッジ

186 文房具 カラー用紙ほか

187 文房具 紙めくりほか

188 文房具 ダブルクリップなど
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

189 文房具 ウォールポケットクリアほか購入
190 文房具 両面テープほか購入
191 文房具 補充インキほか購入

192 文房具 表示ラベルほか購入

193 文房具 ラベルシートほか

194 文房具 ホチキス針ほか購入

195 文房具 額縁他

196 文房具 手提げ袋他

197 文房具 賞状筒他

198 文房具 手提げ袋他

199 文房具 フィルム付箋　ほか

200 文房具 ファイルボックス　ほか

201 文房具 セロテープほか

202 文房具 修正テープ　他

203 文房具 フィルム付箋　ほか

204 文房具 丸筒

205 文房具 指サック他

206 文房具 蛍光ペンほか

207 文房具 のび〜るファイルほか

208 文房具 回転日付印ほか

209 文房具 背幅伸縮ファイルほか

210 文房具 ホチキス他

211 文房具 乾電池他

212 文房具 インクタンク他

213 文房具 シャープペン他

214 文房具 一般消耗品（目かくし用テープ　ほか）

215 文房具 一般消耗品（カラーレーザー＆カラーコピー用紙ラベル　ほか）

216 文房具 一般消耗品（ホチキス針）

217 文房具 個別フォルダー購入

218 文房具 セミ光沢紙ほか購入

219 文房具 エアダスターほか購入

220 文房具 高砂園事務用一般消耗品
（ホワイトボードマーカーほか）

221 文房具 事務用消耗品（セロハンテープほか）

222 文房具 【ＣＫＤ負担金】ササガワ手作り賞状作成用紙

223 文房具 消耗品（フィルムふせんほか）

224 文房具 消耗品（フィルムふせんほか）

225 文房具 消耗品（ふせんほか）

226 文房具 ラベルシール他　購入

227 文房具 輪ゴム他　購入

228 文房具 ホッチキス針他　購入

229 文房具 セロハンテープ他　購入

230 文房具 ホッチキス針他　購入

231 文房具 ラベルシール　ほか

232 文房具 蛍光マーカー　ほか

233 文房具 パイプ式ファイル　ほか

234 文房具 液体のり　ほか

235 文房具 事務用品（フリクションボールペン　ほか）　
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

236 文房具 事務用品（製本テープ　ほか）

237 文房具 事務用品（テープのり詰替　ほか）

238 文房具 事務用品（ボールペン　ほか）　

239 文房具 補充ｲﾝｸ　ほか

240 文房具 ﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ

241 文房具  IPSIO SPﾄﾅｰ　リコー

242 文房具 ラミネートフィルム（20枚入）他

243 文房具 Xスタンパー回転日付印他

244 文房具 エプソン インクリボンカートリッジ      ＥＲＣ-43Ｂ他

245 文房具 ネームランド    テープカートリッジ他

246 文房具 ふせん　ほか

247 文房具 インデックス　ほか

248 文房具 布テープ　ほか

249 文房具 ノート　ほか

250 文房具 文書保存箱　ほか

251 文房具 消しゴムほか

252 文房具 事務用消耗品

253 文房具 事務用消耗品

254 文房具 バインダーほか

255 文房具 セキュリティワイヤーほか

256 文房具 個別フォルダーほか

257 文房具 テープのりほか

258 文房具 ファイルほか

259 文房具 ファイル

260 文房具 ラベルシールほか

261 文房具 ポストイットほか購入

262 文房具 テープのりほか購入

263 文房具 プリンター用インクカートリッジ
マットブラック　ほか

264 文房具 ポスト・イットほか5品

265 文房具 データ用ＣＤ－Ｒほか

266 文房具 フラットファイルほか28品

267 文房具 フラットファイルほか

268 文房具 蛍光ペンほか

269 文房具 フィルムふせん紙　ほか５品

270 文房具 電話機ほか

271 文房具 一般消耗品費【コンベックスほか】

272 文房具 【一般消耗品費】ハサミほか

273 文房具 ＊障碍者雇用認定事業者【物品購入】模造紙プル

274 文房具 インク購入

275 文房具 インクリボンカセット購入

276 文房具 再生つづりひも　ほか購入

277 文房具 ポストイット　ほか購入

278 文房具 蛍光マーカー　ほか購入

279 文房具 フラットファイル　ほか購入

280 文房具 チューブファイル購入

281 文房具 チューブファイル購入

282 文房具 インクカートリッジ他購入
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

283 文房具 スタンパー他購入

284 文房具 シュレッダー用ゴミ袋他購入

285 文房具 一般消耗品費

286 文房具 一般消耗品（ふせん他）

287 文房具 ファイリング用品

288 文房具 感熱ロールペーパー　他

289 文房具 個別フォルダー　他

290 文房具 リングファイルほか購入

291 文房具 （三歳児健康診査費）消耗品　優先発注

292 文房具 （乳幼児健康診査費）消耗品　優先発注

293 文房具 個別フォルダーA４ほか購入

294 文房具 ビジネスバッグほか

295 文房具 ふせんほか

296 文房具 手提げ金庫ほか

297 文房具 ふせんほか事務用消耗品

298 文房具 賞状用紙ほか

299 文房具 テープカートリッジほか

300 文房具 修正テープ詰替用ほか

301 文房具 ステープラーほか

302 文房具 ふせんほか

303 文房具 電卓ほか

304 文房具 スティックのり他６件

305 文房具 カラーマルチペーパーほか

306 文房具 インデックスラベル他８件

307 文房具 クリアホルダー

308 文房具 厚口マルチペーパー他６件

309 文房具 個別フォルダー

310 文房具 普通紙他

311 文房具 ナイスタック屋外掲示用他

312 文房具 液状のり他

313 文房具 個別フォルダー他

314 文房具 事務用品一式

315 文房具 事務用品等一式

316 文房具 各種消耗品

317 文房具 各種消耗品

318 文房具 テレホンアームほか購入

319 文房具 フラットファイルほか購入

320 文房具 テープのり詰替えほか購入

321 文房具 スティックのりつめかえタイプほか購入

322 文房具 フラットファイルほか購入

323 文房具 クリヤーホルダーほか購入

324 文房具 メンディングテープほか購入

325 文房具 ホッチキスほか購入

326 文房具 スコッティウェットティッシュー除菌アルコール

327 文房具 ラベル紙購入

328 文房具 ふせんほか購入

329 文房具 ふせんほか購入
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

330 文房具 関数電卓

331 文房具 電卓　ほか

332 文房具 トレーほか

333 文房具 蛍光ペン

334 文房具 カラー紙ほか

335 文房具 ビニールパッチほか

336 文房具 ふせんほか

337 文房具 シュレッダー用袋

338 文房具 クリヤーホルダーほか

339 文房具 ボールペン替芯ほか

340 文房具 ボールペン替芯ほか

341 文房具 ふせんほか

342 文房具 ダブルクリップほか

343 文房具 消しゴムほか

344 文房具 フラットファイルほか

345 文房具 筆ペン

346 文房具 カッターほか

347 文房具 ビニールテープ

348 文房具 クリアホルダーほか

349 文房具 両面テープほか

350 文房具 背幅可変式ファイルほか

351 文房具 インデックスラベルほか

352 文房具 フラットファイルほか

353 文房具 ビニール紐ほか購入

354 文房具 ホワイトボードマーカー購入

355 文房具 ポストイット（付箋紙）ほか１２品

356 文房具 紙ラベルほか11品

357 文房具 修正テープ　ほか５品

358 文房具 トナーカートリッジ２本

359 文房具 窓明地紋入封筒ほか１品

360 文房具 テープのり（詰替）ほか9品
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

1 空調機器・設備 冷暖房及び給湯設備定期点検業務委託

2 空調機器・設備 空調設備撤去業務委託（古賀小学校）

3 警備（人的） クルーズ客船ツアーバス乗降場等誘導案内業務委託(10月～12月入港分)

4 警備（人的） 長崎くんち踊り会場（中央公園）警備業務委託

5 その他の役務 飲食店消火器及び厨房注意喚起チラシ作成業務委託

6 保守（その他の機器機械設備）長崎市動物管理センター犬房舎洗浄ポンプ用電源修理
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平成30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】
ＮＯ 業種 件名

実績なし
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