
令和元年度　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 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（普徴用・当初）

3 物品調達
一般印刷
各種紙類

窓付封筒（都市計画課）

4 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）

5 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）

6 物品調達
一般印刷
各種紙類

返信用封筒（長3）（長崎創生推進室）

7 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）

8 物品調達
一般印刷
各種紙類

料金受取人払封筒（当初課税申告書郵送受付用）（市民税
課）

9 物品調達
一般印刷
各種紙類

定形外返信用封筒ほか（高齢者すこやか支援課）

10 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）

11 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）

12 物品調達
一般印刷
各種紙類

窓付き封筒（区内特別/青）ほか（介護保険課）

13 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付封筒（動物管理セン
ター）

14 物品調達
一般印刷
各種紙類

主治医意見書提出依頼書用窓付封筒(緑）（高齢者すこやか支
援課）

15 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）

16 物品調達
一般印刷
各種紙類

長３封筒（料金後納郵便）（援護課）

17 物品調達
一般印刷
各種紙類

分納用窓付封筒（長崎中央局・区内特別）ほか（収納課）

18 物品調達 一般印刷 介護保険被保険者証印刷（介護保険課ほか）

19 物品調達 一般印刷 介護手当支給申請書印刷（援護課）

20 物品調達 一般印刷 令和元年度教育要覧印刷（教育委員会総務課）

21 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）

22 物品調達 一般印刷
令和2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）

23 物品調達 一般印刷 認定調査票（概況調査）印刷（高齢者すこやか支援課）

24 物品調達 一般印刷 特定健康診査受診票印刷（国民健康保険課）

25 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）

26 物品調達 一般印刷
要介護認定・要支援認定申請書印刷（高齢者すこやか支援
課）

27 物品調達 一般印刷 市税等収納事務取扱手引令和2年度（収納課）

28 物品調達 一般印刷 「出島生活」印刷（広報広聴課）

29 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）

30 物品調達 一般印刷 「長崎っ子の約束」チラシ印刷（生涯学習課）

31 物品調達 一般印刷 「ながさき自由研究所」印刷（広報広聴課）

32 物品調達 一般印刷 令和２年度ＰＴＡ活動の手引き印刷（生涯学習課）



令和元年度　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 インクカートリッジほか事務用品
2 OAサプライ ＲＪ４５コネクタ購入
3 OAサプライ インクカートリッジ購入
4 OAサプライ ＵＳＢメモリほか購入
5 OAサプライ トナーカートリッジ購入
6 OAサプライ トナーカートリッジ購入
7 OAサプライ 一般消耗品費（輪転機トナー）
8 OAサプライ 一般消耗品費（輪転機トナー）
9 OAサプライ リソーインクほか１種

10 OAサプライ 【優先発注】消耗品購入（生活保護費事務費）トナー
11 OAサプライ 【優先発注】消耗品購入（生活保護費事務費）トナー
12 OAサプライ オフィスチェア
13 OAサプライ オフィスチェア
14 OAサプライ トナーカートリッジ
15 OAサプライ トナーカートリッジ
16 OAサプライ トナーカートリッジ
17 OAサプライ トナーカートリッジ購入
18 OAサプライ 理想科学インク購入
19 OAサプライ トナーカートリッジ購入（三重出張所）
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 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
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 理想科学インク購入
27 OAサプライ トナーカートリッジ購入
28 OAサプライ トナーカートリッジほか購入
29 OAサプライ トナーカートリッジ購入
30 OAサプライ FAX用インクフィルム購入
31 OAサプライ トナーカートリッジ
32 OAサプライ トナーカートリッジ
33 OAサプライ トナーカートリッジ
34 OAサプライ トナーカートリッジ
35 OAサプライ HDMIケーブル、USBフラッシュメモリ等
36 OAサプライ リソーマスターＦタイプＢＥ
37 OAサプライ カラープリンター用紙　他
38 OAサプライ キーボードほか購入
39 OAサプライ キャノンＷブラックカートリッジＷ
40 OAサプライ カラープリンタ用紙　他
41 OAサプライ 輪転機用マスター購入
42 OAサプライ （一般消耗品）エプソン互換インク　ほか合計５件
43 OAサプライ マット紙ほか購入
44 OAサプライ トナーカートリッジほか購入
45 OAサプライ ポータブルＨＤＤ５００ＧＢ　１個ほか１件
46 OAサプライ インクリボンカセット　ほか
47 OAサプライ カードリーダー　ほか
48 OAサプライ 輪転機用マスター購入
49 OAサプライ プリンターカートリッジ
50 OAサプライ ＵＳＢメモリ　４個　　他
51 OAサプライ 光学式マウス
52 OAサプライ インクタンク
53 OAサプライ インクカートリッジ
54 OAサプライ 紙折り機メンテナンスセットほか
55 OAサプライ インクカートリッジ
56 OAサプライ 乾電池購入
57 OAサプライ ポリ袋・２穴パンチ用　替刃
58 OAサプライ FAX用トナーカートリッジほか
59 OAサプライ （一般消耗品）イベント用名札
60 OAサプライ 電工ドラム
61 一般印刷 返信用封筒及び礼状兼お願いはがき印刷
62 一般印刷 福祉医療費更新・再認定お知らせ印刷
63 一般印刷 外国人用１１９番通訳広報ポスター印刷



№ 業種 件名

64 一般印刷 11月市議会定例会広報用ポスター
65 一般印刷 長崎市議会投票用紙購入
66 一般印刷 2月市議会定例会広報用ポスター
67 一般印刷 長４０号封筒印刷（校名入）　ほか１件
68 一般印刷 事務連絡用　長形４０号封筒ほか１点
69 一般印刷 角型２号封筒印刷（校名入）　ほか合計２件
70 一般印刷 学校要覧製本（表紙のみ印刷・製本）
71 一般印刷 長形４０号封筒印刷
72 一般印刷 公文書送達用　角２封筒ほか印刷
73 一般印刷 角２封筒印刷（校名入）他２件
74 一般印刷 窓付封筒印刷
75 一般印刷 令和２年度長崎市立小・中学校の入学について
76 一般印刷 長４０号封筒印刷（校名入）
77 一般印刷 長３クラフト封筒印刷（校名入）
78 一般印刷 角２封筒印刷（校名入）
79 一般印刷 長形３号封筒印刷（校名入）他１点
80 一般印刷 長３封筒印刷（校名入）ほか
81 一般印刷 長３封筒印刷（校名入）
82 一般印刷 長３封筒印刷（校名入）
83 一般印刷 角２封筒印刷（校名入）　　他
84 一般印刷 長３封筒印刷（校名入）
85 一般印刷 角２封筒印刷（校名入）
86 一般印刷 角２封筒印刷（校名入）　ほか２点
87 一般印刷 公文書送達用　長３封筒　印刷
88 一般印刷 冊子印刷
89 一般印刷 角型２号封筒印刷　ほか
90 一般印刷 長崎市成人式案内状発送用封筒
91 一般印刷 封筒（長型３号）
92 一般印刷 封筒（角型２号）
93 一般印刷 封筒(長型３号)
94 一般印刷 角２封筒
95 一般印刷 診療記録印刷
96 一般印刷 検診・検査予約表印刷
97 一般印刷 投票用紙（模擬選挙用）
98 オフィス家具 （管理用備品）ＯＡスチールロッカー　ほか合計２件
99 オフィス家具 （給食室）ａｄｄｇｏｏｄ除湿剤

100 オフィス家具 ファイリングキャビネット、ホワイトボード購入
101 オフィス家具 （管理用備品）リチウムイオン充電式クリーナー
102 オフィス家具 ベビーカー購入（アップリカ　ベビーカー）
103 オフィス家具 下置きオープン型キャビネット（優先発注）
104 オフィス家具 ＯＡチェア　ほか（優先発注）
105 オフィス家具 下置きオープン型キャビネット（優先発注）
106 オフィス家具 上置きオープン書庫（優先発注）
107 オフィス家具 下置きオープン書庫（優先発注）
108 各種紙類 緩衝材入り封筒
109 各種紙類 ＰＰＣ用和紙
110 各種紙類 ＰＰＣ用紙Ｂ５
111 各種紙類 ＰＰＣ用紙Ｂ５
112 各種紙類 事務用消耗品
113 各種紙類 上質紙（Ａ３）
114 各種紙類 トイレットペーパー
115 各種紙類 市立図書館消耗品購入
116 各種紙類 市立図書館消耗品購入
117 各種紙類 はじめまして絵本事業消耗品購入
118 各種紙類 市立図書館消耗品購入
119 各種紙類 市立図書館消耗品購入
120 各種紙類 トイレットペーパー
121 各種紙類 タオルペーパー
122 各種紙類 トイレットペーパー
123 各種紙類 トイレットペーパー
124 各種紙類 紙ウエス
125 各種紙類 トイレットペーパー
126 工業用薬品 脱酸素剤
127 工業用薬品 油専用吸着マットほか
128 工業用薬品 脱酸素剤



№ 業種 件名

129 工業用薬品 清缶剤
130 工業用薬品 温水ボイラー用複合処理剤
131 工業用薬品 高温水薬剤
132 工業用薬品 脱酸素剤
133 鋼材・綱製品 U字溝用グレーチング購入
134 鋼材・綱製品 U字溝用グレーチング購入
135 高度管理医療機器 ハンドソープ詰替【優先発注】
136 高度管理医療機器 アルボナース【優先発注】
137 高度管理医療機器 ハンドソープ詰替【優先発注】
138 コンピュータ機器 ウェブカメラ・小型スピーカー
139 コンピュータ機器 タブレット
140 コンピュータ機器 １０／１００ＭスイッチングＨｕｂ
141 事業用機器・部品 ハイリリーフレギュレーター
142 事業用機器・部品 救助訓練用資材
143 上・下水道用資材 水圧計
144 照明器具 LED電球ほか
145 照明器具 直管形蛍光管
146 その他日用品 化粧石鹸
147 その他日用品 カビ取り剤（付け替え用）他
148 その他日用品 トイレットペーパー20箱
149 その他日用品 トイレットペーパー20箱
150 その他日用品 トイレットペーパー20箱
151 その他日用品 高砂園生活用一般消耗品（トイレットペーパー）
152 その他日用品 乾電池等購入
153 その他日用品 成人式用消耗品購入
154 その他日用品 合成洗剤
155 その他日用品 トイレットペーパーほか
156 その他日用品 虫よけ剤（玄関用）
157 その他日用品 洗濯洗剤ほか
158 その他日用品 机下用棚ほか
159 その他日用品 着火棒　ハンドタオル
160 その他日用品 トイレットペーパー
161 その他日用品 合成洗剤
162 その他日用品 合成洗剤
163 その他日用品 洗濯洗剤、石鹸
164 その他日用品 手袋・クリヤーブック・ふせん
165 その他日用品 マーキングスプレー、ゴム手袋、ウエス
166 その他日用品 ポリ袋、クレンザー、漂白剤アルミホイルティッシュペー
167 その他日用品 皮手袋、固形石鹸
168 その他日用品 合成洗剤
169 その他日用品 モップほか
170 その他日用品 アルカリ乾電池ほか
171 その他日用品 トイレ用洗剤
172 その他日用品 手指消毒液
173 その他日用品 手指消毒液ほか
174 タオル・ウェス 紙ウエス
175 タオル・ウェス 紙ウエス
176 タオル・ウエス タオルほか購入
177 手袋・軍手 軍手購入
178 手袋・軍手 軍手ほか購入
179 手袋・軍手 タフレットスリムほか購入
180 手袋・軍手 ニトリル手袋購入
181 日用雑貨 OAクリーナー他購入
182 日用雑貨 フラットファイル他購入
183 日用雑貨 マウスパッド他購入
184 日用雑貨 ホッチキス他購入
185 日用雑貨 丸筒他購入
186 日用雑貨 養生用テープ他購入
187 日用雑貨 手提袋他購入
188 日用雑貨 ファイルケース他購入
189 日用雑貨 ポストイット他購入
190 日用雑貨 カウンタークロス他購入
191 日用雑貨 直管蛍光管購入
192 日用雑貨 消臭スプレーほか購入
193 日用雑貨 消臭スプレーほか購入



№ 業種 件名

194 日用雑貨 トイレ用洗剤
195 日用雑貨 トイレ用洗剤
196 日用雑貨 トイレ用洗剤
197 日用雑貨 トイレ用洗剤
198 日用雑貨 トイレ用洗剤
199 日用雑貨 漂白剤ほか
200 日用雑貨 トイレマジックリン　ほか
201 日用雑貨 Ｓ脱脂綿１包（５００ｇ）　他１点（保健室用）
202 日用雑貨 （一般消耗品）白長靴　ほか合計５件
203 日用雑貨 Ｎｅｗラップ　他１６点
204 日用雑貨 花王トイレマジックリン強力クレンザー業務用　他２点
205 日用雑貨 （一般消耗品）パームたわし　ほか合計２０件
206 日用雑貨 （一般消耗品）コロコロ　スペアテープ　ほか合計２件
207 文房具 FAX用インク購入
208 文房具 消しゴムほか事務用品
209 文房具 贈呈用（万年筆）
210 文房具 挨拶状二つ折りカードほか事務用品
211 文房具 付せん紙ほか事務用品
212 文房具 ＰＰＣ用和紙ほか事務用品
213 文房具 デスクマットほか事務用品
214 文房具 チューブファイルほか事務用品
215 文房具 丸筒ほか事務用品
216 文房具 紙袋
217 文房具 表彰状用丸筒
218 文房具 セーラー優美蒔絵複合筆記具
219 文房具 そえぶみ箋　（路面電車ほか）
220 文房具 電卓等購入
221 文房具 デスクマットほか購入
222 文房具 ファイルボックスほか購入
223 文房具 インデックスほか購入
224 文房具 ふせんほか購入
225 文房具 ホワイトボード用マーカーほか購入
226 文房具 事務消耗品購入
227 文房具 消耗品購入（通常事務及び対話開催に伴う事務用品）
228 文房具 消耗品購入（インク）
229 文房具 消耗品購入（紙コップ）
230 文房具 消耗品購入（通常事務及び対話開催に伴う事務用品）
231 文房具 伸縮ファイルほか購入
232 文房具 コンパクトカメラ購入
233 文房具 インク
234 文房具 インクジェットラベルほか
235 文房具 タックシールほか
236 文房具 事務用消耗品
237 文房具 消耗品（タックインデックス）購入
238 文房具 消耗品（マルチカードほか）購入
239 文房具 消耗品（マルチカードほか）購入
240 文房具 消耗品（チューブファイルほか）購入
241 文房具 ファイルほか
242 文房具 布テープほか
243 文房具 ファイルほか
244 文房具 両面テープほか
245 文房具 ホッチキス針ほか
246 文房具 一般消耗品（ノートＰＣクーラー）
247 文房具 一般消耗品（ノートＰＣクーラー）
248 文房具 一般消耗品（レーザーポインター）
249 文房具 一般消耗品（キーボード他）
250 文房具 ボールペン他購入
251 文房具 ボールペンほか購入
252 文房具 ファイル他購入
253 文房具 プリンター用和紙購入
254 文房具 付箋他購入
255 文房具 ファイルボックス他購入
256 文房具 受話器コード　ほか
257 文房具 リチウムコイン電池　他
258 文房具 蛍光ペン　他



№ 業種 件名

259 文房具 タックインデックス　他
260 文房具 ふせん　他
261 文房具 ホワイトボードマーカー　ほか
262 文房具 指サックほか購入
263 文房具 回転日付印ほか購入
264 文房具 メンディングテープほか購入
265 文房具 スティックのり詰替ほか購入
266 文房具 ホチキス針ほか購入
267 文房具 ビジネスダイアリーほか購入
268 文房具 スティックのり詰替ほか購入
269 文房具 プリンターラベルほか購入
270 文房具 一般消耗品（ふせん　ほか）
271 文房具 一般消耗品（プラファスナー　ほか）
272 文房具 一般消耗品（つづりひも　ほか）
273 文房具 修正テープほか購入
274 文房具 和紙の購入
275 文房具 紙ふせんほか購入
276 文房具 スティックのりほか購入
277 文房具 高砂園生活用一般消耗品（PPC再生紙　ほか）
278 文房具 クリヤーブックほか
279 文房具 セロハンテープほか
280 文房具 ロールペーパーほか購入
281 文房具 消耗品（両面テープほか）
282 文房具 消耗品（ふせんほか）
283 文房具 消耗品（ふせんほか）
284 文房具 タックインデックスほか購入
285 文房具 インクカートリッジほか購入
286 文房具 ファイルほか購入
287 文房具 一般消耗品（名刺シートほか）
288 文房具 一般消耗品（ラベルシールほか）
289 文房具 一般消耗品（個別フォルダー）
290 文房具 一般消耗品（クラフトテープほか）
291 文房具 一般消耗品（クラフト封筒ほか）
292 文房具 一般消耗品（宅配袋）
293 文房具 一般消耗品（布粘着テープほか）
294 文房具 一般消耗品（クリヤーブック替紙ほか）
295 文房具 一般消耗品（パウチフィルムほか）
296 文房具 一般消耗品（セロテープほか）
297 文房具 一般消耗品（コインカウンター）
298 文房具 一般消耗品（蛍光ペンほか）
299 文房具 一般消耗品（30穴リングファイルほか）
300 文房具 フラットファイル
301 文房具 剪定ばさみ
302 文房具 一般消耗品（ファイルボックスほか）
303 文房具 一般消耗品（使いきり手袋ほか）
304 文房具 個別フォルダーほか
305 文房具 ナイロンテグス、トナーカートリッジ　ほか
306 文房具 ホワイトボードマーカーほか
307 文房具 テープのり（詰替）ほか１５品
308 文房具 テープのり　ほか　２６品
309 文房具 テープのり　ほか　14品
310 文房具 インクジェットプリンタ用紙ラベル　Ａ４　ほか２０品
311 文房具 メジャーほか消耗品購入
312 文房具 フラットファイルエコノミー　Ａ４タテ　青　ほか２１品
313 文房具 テプラＰＲＯテープカートリッジほか消耗品購入
314 文房具 フラットファイルほか消耗品購入
315 文房具 フラットファイル　ほか１５品
316 文房具 インクリボンカセットほか消耗品購入
317 文房具 プロッター用紙　Ｃａｎｏｎ普通紙（プレミアム）ロールタ
318 文房具 フラットファイル　ほか１７品
319 文房具 事務用品(クリヤーホルダーほか)
320 文房具 事務用品(抗菌ビジネス電卓ほか)
321 文房具 リングファイルほか
322 文房具 インクほか購入
323 文房具 シャープ替芯ほか購入



№ 業種 件名

324 文房具 フラットファイルほか購入
325 文房具 パイプ式ファイル購入
326 文房具 ポストイットほか購入
327 文房具 フラットファイルほか購入
328 文房具 テプラカートリッジほか購入
329 文房具 ポストイットほか購入
330 文房具 テープのりほか購入
331 文房具 ふせん購入
332 文房具 フリクション蛍光ペンほか購入
333 文房具 コンベックスほか購入
334 文房具 テープのりほか購入
335 文房具 コインケース　他
336 文房具 液体ハンドソープ　他
337 文房具 ファイリングフォルダー購入
338 文房具 消耗品（東公民館）優先発注
339 文房具 【優先発注】消耗品（東公民館）
340 文房具 製本テープほか購入
341 文房具 フラットファイルほか購入
342 文房具 ファイルほか購入
343 文房具 液状のりほか
344 文房具 液体のりほか
345 文房具 液体のり（補充用）ほか
346 文房具 ホワイトボードマーカー
347 文房具 養生テープほか
348 文房具 個別フォルダーほか
349 文房具 液状のり（補充用）ほか
350 文房具 電卓他７件
351 文房具 ＣＤ−Ｒ他１件
352 文房具 ホッチキス他８件
353 文房具 電卓他２件
354 文房具 バインダーファイル他１件
355 文房具 テプラテープカートリッジ他８件
356 文房具 ＯＡラベル他２件
357 文房具 レインコート
358 文房具 事務用品等一式
359 文房具 コピー用紙高白色ほか購入
360 文房具 オリタタミコンテナほか購入
361 文房具 布粘着テープ、議会公用タブレットケース購入
362 文房具 各種消耗品購入
363 文房具 各種消耗品購入
364 文房具 パピッとサーモＬｉｇｈｔ　１２個
365 文房具 賞状額縁
366 文房具 賞状ほか
367 文房具 ホワイトボードマーカーほか
368 文房具 賞状
369 文房具 賞状用紙
370 文房具 賞状額縁　ほか
371 文房具 五感紙（Ａ４）
372 文房具 修正テープ　ほか
373 文房具 ホッチキス針　ほか
374 文房具 パイプ式ファイルほか
375 文房具 インデックス等購入
376 文房具 ファイルノート等購入
377 文房具 ホワイトボードマーカー等購入
378 文房具 ポストイット等購入
379 文房具 のり付きパネル等購入
380 文房具 インデックス等購入
381 文房具 リングバインダー購入
382 文房具 ふせんほか購入
383 文房具 ふせんほか購入
384 文房具 のびーるファイル
385 文房具 インデックスラベルほか
386 文房具 多色ボールペンほか
387 文房具 パーソナルファックス用インクフィルム
388 文房具 付箋等・マウスパッド・リムーバ・両面テープほか
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389 文房具 蛍光ペンほか
390 文房具 ラベルシールほか
391 文房具 パイプ式ファイル・カラー仕切カード・リングファイル
392 文房具 ダブルクリップほか
393 文房具 ボールペン替芯・紙ラベル
394 文房具 ボールペン・油性マーカー・薄型ファイルほか
395 文房具 仕切りカード・厚型ファイル・ふせん
396 文房具 フラットファイル・結束テープ・ふせん紙ほか
397 文房具 ペーパーカッター・ブックエンド・テープカッターほか
398 文房具 背幅可変式ファイル
399 文房具 ホッチキス・ホッチキス針・両面テープ・紙めくり　ほか
400 文房具 CD－R・ガムテープ・ホッチキス
401 文房具 チューブファイルほか
402 文房具 付箋、パンチラベル、除菌ウェットティッシュ、蛍光ペン
403 文房具 付箋、フィルム付箋）、テープのり詰替
404 文房具 補充インクほか
405 文房具 電卓、ハサミ、油性ペン
406 文房具 一般消耗品（インクほか）
407 文房具 一般消耗品（インクほか）
408 文房具 OAクリーナーほか
409 文房具 ホワイトボードマーカー購入
410 文房具 ホワイトボードマーカー購入
411 文房具 ホワイトボードマーカータフ補充液購入
412 文房具 パウチフィルムほか購入
413 文房具 ファイリングボックス　ほか（優先発注）
414 文房具 アラビック糊　ほか（優先発注）
415 文房具 ファイリングボックス　ほか（優先発注）
416 文房具 ブックスタンドほか購入
417 文房具 固定テープほか購入
418 文房具 朱肉　ほか
419 文房具 教授用ＭＳパウチ専用フィルム１００枚ほか
420 文房具 クリヤーブックカラータグ固定式４０ポケット　他
421 文房具 （一般消耗品）カシオネームランドテープ１２ミリほか
422 文房具 （教材用消耗品）板目表紙　美濃判　ほか合計２８件
423 文房具 教育委員会委員提供用お茶
424 文房具 教授用カットフォルダーマチなし３山ブルー３枚ほか
425 文房具 ピットテープＭメッシュ
426 文房具 ジェットストリーム０．７ＭＭ　他
427 文房具 プラスチック印箱　ほか
428 文房具 事務用フラットファイルほか
429 文房具 トナーカートリッジＴＮ−６２Ｊ　他
430 文房具 レール式クリアーホルダーほか
431 文房具 ラベルほか購入
432 文房具 レザー調吊り下げ名札　ほか
433 文房具 レール式クリアホルダー　ほか
434 文房具 カラー吊り下げ名札　ほか
435 文房具 新潟精機キャッチアップスケール快段目盛りほか
436 文房具 （教材用消耗品）ふせん　ほか合計３件
437 文房具 オリジナルクラフト封筒　角２　　茶　１セットほか３件
438 文房具 回転印ほか購入
439 文房具 （教材用消耗品）ポストイット見出し　ほか合計８件
440 文房具 ファイルほか購入
441 文房具 シャチハタほか購入
442 文房具 （教材用消耗品）板目表紙　Ａ４綴じ用　ほか合計１７件
443 文房具 ボール紙ほか
444 事務機器 ３波長蛍光灯購入
445 事務機器 点灯管購入
446 事務機器 電話機　ほか（優先発注）
447 事務機器 外付けＳＳＤ　ポータブル（優先発注）
448 事務機器 コイン形リチウム電池ほか
449 事務機器 デジタルカメラ
450 事務機器 計算機ほか購入
451 事務機器 電話機ほか購入
452 事務機器 （教材用消耗品）アルカリ乾電池単３形　ほか合計５件
453 事務機器 アンダーデスクラック
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454 事務機器 （教材用消耗品）アルカリ乾電池単３形　ほか合計３件
455 事務機器 （一般消耗品）メタルラック
456 事務機器 折りたたみバスケットハンドル付（５個入）　２組ほか４件
457 事務機器 ネームランド白テープ黒文字１２ＭＭ（１０個入）１箱ほか
458 事務機器 ステープラーほか購入
459 事務機器 事務用　ファイルボックスほか４件
460 事務機器 アルカリ乾電池単３　他
461 事務機器 コンクリート用ボンド　ほか
462 事務機器 薬用ハンドソープ
463 事務機器 ＵＶレジン購入
464 事務機器 トイレの消臭元
465 事務機器 電球型蓄光ＬＥＤ電球６０Ｗ形Ｅ２６広配光　６個ほか３件
466 事務機器 バスケット　１個　　他
467 事務機器 カバー付長靴ほか
468 事務機器 ナイロンたわしほか
469 事務機器 柔軟剤　１本　　他
470 事務機器 クレペリンＧ大空間　１個ほか１件
471 洗剤 洗濯用洗剤　ほか
472 洗剤 台所用漂白剤　ほか
473 洗剤 洗濯用洗剤
474 洗剤 洗濯用洗剤
475 洗剤 台所用漂白剤　ほか
476 洗剤 食器用洗剤
477 洗剤 洗濯用洗剤



令和元年度　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 空調設備等保守点検 野母崎診療所貸付施設空調設備等保守点検業務
2 空調設備等保守点検 野母崎診療所空調設備等保守点検業務
3 文房具 周知啓発用マグネットクリップ製作業務委託



令和元年度　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 事務機器 電子複写機賃貸借
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