
・契約の相手方とした理由　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号

発 注 部 局 発 注 課 業 務 名 履 行 期 間 契約日 契 約 金 額

企画財政部 市民協働推進室 市民活動センター清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 239,382

企画財政部 香焼行政センター 香焼行政センター敷地清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 381,024

企画財政部 野母崎行政センター 高浜町野々串あじさい会館前道路花壇管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 480,000

企画財政部 野母崎行政センター 高浜町野々串野母崎石油横道路花壇管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 324,000

企画財政部 野母崎行政センター 高浜町古里道路花壇ほか管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 87,000

企画財政部 野母崎行政センター 野母崎青潮学園前道路花壇ほか管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 180,000

企画財政部 野母崎行政センター 野母崎地区道路花壇灌水等業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 335,000

企画財政部 野母崎行政センター 野母町出口道路花壇管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 180,000

消防局 総務課 出初式参加児童用菓子詰合わせ 平成27年12月1日～平成28年1月7日 平成27年12月7日 109,000

都市計画部 みどりの課 公園便所等清掃及び管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 6,820,381

都市計画部 みどりの課 公園便所等清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 3,952,260

都市計画部 みどりの課 公園便所等清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 408,240

都市計画部 みどりの課 公園便所等清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 444,000

都市計画部 みどりの課 公園清掃等業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 462,240

都市計画部 みどりの課 公園清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 154,400

都市計画部 みどりの課 公園清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 59,400

都市計画部 みどりの課 南部地区公園除草業務委託 平成27年7月3日～平成27年9月4日 平成27年6月30日 459,000

都市計画部 みどりの課 さくらの里西公園除草業務委託 平成27年8月12日～平成27年9月18日 平成27年8月10日 157,680

都市計画部 みどりの課 どんの山公園除草業務委託 平成27年7月3日～平成27年7月30日 平成27年7月1日 499,278

都市計画部 みどりの課 フラワーポット制作業務委託 平成27年5月18日～平成27年9月30日 平成27年5月18日 220,320

都市計画部 みどりの課 フラワーポット制作業務委託（その２） 平成27年5月18日～平成27年8月28日 平成27年5月18日 194,400

都市計画部 みどりの課 フラワーポット制作業務委託（その３） 平成27年10月1日～平成28年3月28日 平成27年10月1日 220,320

都市計画部 みどりの課 フラワーポット制作業務委託（その４） 平成27年10月1日～平成28年3月4日 平成27年10月1日 194,400

契   約   締   結   状　 況　    （平成２７年度分）

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、長崎市契約規則第２２条第２号の規定に基づき次のとおり契約の締結状況を公表します。
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都市計画部 みどりの課 平和公園(庭球場前等)フラワーポット植栽業務委託 平成27年5月25日～平成27年9月30日 平成27年5月25日 68,472

都市計画部 みどりの課 平和公園(庭球場前等)フラワーポット植栽業務委託（その2） 平成27年11月9日～平成28年3月31日 平成27年11月9日 88,560

都市計画部 みどりの課 三京町花き育成管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 1,156,680

都市計画部 みどりの課 三和町花き育成管理業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 1,683,720

都市計画部 まちづくり推進室 稲佐・朝日地区ほか１地区除草業務委託 平成27年7月1日～平成27年12月31日 平成27年6月17日 91,584

都市計画部 まちづくり推進室 立山地区除草業務委託 平成27年7月1日～平成27年12月31日 平成27年7月7日 497,653

都市計画部 まちづくり推進室 立山地区除草業務委託（２） 平成27年7月1日～平成27年12月31日 平成27年12月10日 278,402

都市計画部 東長崎土地区画整理事務所 33街区4画地ほか除草業務委託 平成27年7月8日～平成27年8月21日 平成27年7月3日 348,840

秘書課 名刺印刷 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年9月28日 4,536

秘書課 「平成28年長崎市表彰式」贈呈用菓子 平成28年3月1日～平成28年3月31日 平成28年3月18日 30,000

こども部 子育て支援課 児童福祉週間行事贈呈用菓子 平成27年4月15日～平成27年5月15日 平成27年4月16日 158,760

こども部 子育て支援課 福祉医療費受給資格認定申請書（子ども用）に係るデータ入力業務委託【（単価契約）】 平成28年2月10日～平成28年3月17日 平成28年2月10日 523,687

こども部 幼児課 長崎市保育所用給食物資納入契約 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 461,024

こども部 幼児課 長崎市保育所用給食物資納入契約 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 189,042

こども部 幼児課 長崎市保育所用給食物資納入契約 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 579,613

環境部 環境政策課 市民意識調査発送・返信用封筒 平成27年4月1日 ～ 平成27年5月31日 平成28年5月8日 139,860

環境部 廃棄物対策課 ボランティア清掃用ごみ袋の作成 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月20日 1,425,600

議会事務局 総務課 名刺作成 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年5月24日 13,392

議会事務局 総務課 名刺作成 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年6月23日 4,212

議会事務局 総務課 名刺作成 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年10月21日 4,212

議会事務局 議事調査課 菓子詰め合わせ 平成27年9月29日～平成27年10月16日 平成27年10月8日 95,004

総務部 人事課 健康診断結果通知窓付き封筒 平成27年8月3日～平成27年8月31日 平成28年1月13日 162,000

総務部 統計課 統計年鑑、統計月報冊子製本 平成27年7月23日～平成27年9月4日 平成27年7月23日 21,708
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地域コミュニティ推進室 地域情報紙（小ヶ倉地区）の印刷 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年9月8日 86,400

地域コミュニティ推進室 地域カレンダー（土井首地区）の印刷 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年2月24日 299,376

地域コミュニティ推進室 わがまちみらいデータブック印刷 平成27年7月1日～平成27年7月15日 平成27年7月3日 183,600

農業委員会 農業委員会事務局 ファミリー農園除草業務委託 平成27年10月15日～平成27年10月31日 平成27年10月29日 90,007

市民健康部 健康づくり課 市民健康意識調査パンチ入力業務委託 平成27年12月1日～平成28年1月31日 平成27年10月2日 110,529

市民健康部 動物管理センター 動物愛護フェスタ参加記念品 平成27年8月1日～平成27年9月30日 平成27年7月30日 16,524

市民健康部 動物管理センター 動物愛護フェスタ参加記念品 平成27年8月1日～平成27年9月30日 平成27年8月4日 9,990

市民健康部 動物管理センター 動物愛護フェスタ参加記念品 平成27年8月1日～平成27年9月30日 平成27年8月4日 24,600

原爆被爆対策部 援護課 「希望による健康診断」受診申請書印刷 平成27年6月1日～平成27年7月31日 平成27年7月16日 29,000

原爆被爆対策部 援護課 お知らせ印刷 平成27年4月1日～平成27年4月8日 平成27年4月3日 103,518

原爆被爆対策部 援護課 パンフレット等発送業務委託 平成27年4月1日～平成27年4月8日 平成27年4月1日 199,750

原爆被爆対策部 援護課 診断書（医療特別手当用）印刷 平成27年4月1日～平成27年4月8日 平成27年4月3日 4,690

原爆被爆対策部 平和推進課 第32回長崎原爆資料館運営協議会会議録テープ起こし 平成28年3月22日～平成28年3月31日 平成28年3月17日 8,640

原爆被爆対策部 被爆継承課 長崎原爆遺跡調査検委員会テープ起こし 平成27年5月1日～平成28年3月31日 平成27年5月21日 21,600

原爆被爆対策部 被爆継承課 長崎原爆遺跡調査検委員会テープ起こし 平成27年5月1日～平成28年3月31日 平成27年7月31日 21,254

原爆被爆対策部 被爆継承課 長崎原爆遺跡調査検委員会テープ起こし 平成27年5月1日～平成28年3月31日 平成27年9月25日 17,798

原爆被爆対策部 被爆継承課 長崎原爆遺跡調査検委員会テープ起こし 平成27年5月1日～平成28年3月31日 平成27年11月19日 21,254

原爆被爆対策部 被爆継承課 長崎原爆遺跡調査検委員会テープ起こし 平成27年5月1日～平成28年3月31日 平成27年12月18日 23,673

理財部 財産活用課 市庁舎周辺除草等業務委託 平成27年7月1日～平成27年8月31日 平成27年6月30日 93,960

理財部 財産活用課 西山台ほか市有地除草等業務委託 平成27年6月18日～平成27年8月31日 平成27年6月18日 394,875

理財部 財産活用課 香焼町市有地（田ノ浦、里上駐車場）除草業務委託 平成27年6月30日～平成27年8月7日 平成27年6月30日 49,490

理財部 財産活用課 錦２・３丁目及び川平町市有地除草等業務委託 平成27年6月17日～平成27年7月31日 平成27年6月17日 51,300

理財部 財産活用課 香焼町、為石町市有地除草業務委託 平成27年8月18日～平成27年9月30日 平成27年8月18日 142,560
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理財部 財産活用課 川平町市有地除草等業務委託 平成27年9月15日～平成27年9月30日 平成27年9月15日 20,520

市民生活部 人権男女共同参画推進室 人権啓発冊子印刷 平成27年4月1日～平成27年5月31日 平成27年11月10日 172,800

市民生活部 消費者センター 印紙・証紙封入封筒印刷 平成27年4月1日～平成27年5月31日 平成27年5月11日 178,200

上下水道局業務部 経理課 水道用地除草業務委託（四杖町） 平成27年6月1日～平成27年6月30日 平成27年6月17日 67,914

上下水道局業務部 経理課 水道用地除草業務委託（田中町） 平成27年6月1日～平成27年6月30日 平成27年6月16日 152,971

上下水道局業務部 経理課 水道用地除草業務委託（田中町・東町） 平成27年10月1日～平成27年10月31日 平成27年10月9日 124,200

上下水道局業務部 経理課 水道用地除草業務委託（鳴見町・多以良町・長与町高田郷） 平成27年11月16日～平成27年12月18日 平成27年11月16日 114,696

上下水道局業務部 経理課 水道用地除草業務委託（古道町） 平成27年7月1日～平成27年7月31日 平成27年6月17日 84,618

上下水道局業務部 経理課 水道用地除草業務委託（柳谷町） 平成27年6月1日～平成27年6月30日 平成27年7月2日 31,320

上下水道局業務部 経理課 水道用地除草業務委託（新小ヶ倉1丁目） 平成27年7月1日～平成27年7月31日 平成27年6月23日 28,563

上下水道局業務部 経理課 物品購入（軍手）　 平成27年11月16日～平成28年3月31日 平成27年11月11日 32,400

上下水道局業務部 経理課 物品購入（軍手）　 平成27年11月16日～平成28年3月31日 平成28年1月5日 32,400

上下水道局業務部 経理課 物品購入（軍手）　 平成27年11月16日～平成28年3月31日 平成28年2月9日 32,400

上下水道局業務部 経理課 物品購入（ウエス）　 平成28年1月4日～平成28年3月31日 平成27年12月17日 23,220

上下水道局業務部 経理課 物品購入（ウエス）　 平成28年1月4日～平成28年3月31日 平成28年2月5日 23,220

上下水道局事業部 下水道施設課 西部道ノ尾流量調整池除草清掃業務委託 平成28年2月1日～平成28年3月15日 平成28年2月8日 299,160

上下水道局事業部 下水道施設課 西部下水処理場敷地境界除草清掃業務委託 平成28年2月1日～平成28年3月15日 平成28年2月9日 72,090

水産農林部 農林整備課 日見金比羅の森便所清掃業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 302,400

水産農林部 水産振興課 網場漁港環境施設除草剪定業務委託 平成27年9月1日～平成27年9月30日 平成27年8月21日 70,200

福祉部 障害福祉課 「新年親子のつどい」贈呈用お菓子詰め合わせ 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年12月11日 30,000

福祉部 障害福祉課 「新年親子のつどい」贈呈用お菓子詰め合わせ 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年12月11日 30,000

福祉部 障害福祉課 「新年親子のつどい」贈呈用お菓子詰め合わせ 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年12月11日 30,000

福祉部 障害福祉課 福祉医療支給申請書印刷 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年2月9日 86,400
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福祉部 障害福祉課 障害福祉サービス受給者証印刷 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月13日 61,560

福祉部 障害福祉課 福祉のしおり印刷 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月13日 972,000

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月19日 22,500

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月19日 22,500

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月20日 22,500

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月21日 24,000

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月22日 22,500

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月22日 22,500

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月29日 22,500

福祉部 障害福祉課 障害者アート作品展参加賞景品 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年2月1日 22,500

福祉部 障害福祉課 福祉のしおりデジタルブック作成業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年5月28日 66,744

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年4月1日～平成27年4月30日 平成27年4月17日 2,200

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年5月1日～平成27年5月31日 平成27年5月8日 2,500

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年6月1日～平成27年6月30日 平成27年6月5日 2,500

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年7月1日～平成27年7月31日 平成27年7月1日 3,400

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年8月1日～平成27年8月31日 平成27年8月3日 2,500

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年9月1日～平成27年9月30日 平成27年9月4日 2,200

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年10月1日～平成27年10月31日 平成27年10月6日 2,900

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年11月1日～平成27年11月30日 平成27年11月4日 2,600

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成27年12月1日～平成27年12月31日 平成27年12月4日 2,700

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成28年1月1日～平成28年1月31日 平成28年1月6日 2,700

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成28年2月1日～平成28年2月29日 平成28年2月4日 2,900

福祉部 障害福祉課 障害支援区分認定審査会用軽食 平成28年3月1日～平成28年3月31日 平成28年3月3日 2,800



・契約の相手方とした理由　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号

発 注 部 局 発 注 課 業 務 名 履 行 期 間 契約日 契 約 金 額

契   約   締   結   状　 況　    （平成２７年度分）

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、長崎市契約規則第２２条第２号の規定に基づき次のとおり契約の締結状況を公表します。

福祉部 障害福祉課 福祉医療費更新・再認定お知らせ印刷 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年6月22日 71,280

福祉部 障害福祉課 第５回長崎市障害者アート作品展チラシ作成委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年12月8日 99,900

福祉部 障害福祉課 第５回長崎市障害者アート作品展看板等作成委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月18日 50,760

福祉部 障害福祉課 長崎市授産製品販売促進事業業務委託 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月1日 9,000,000

福祉部 福祉総務課 民生委員・児童委員大会に係る看板一式 平成27年10月1日～平成27年11月30日 平成27年10月19日 72,360

福祉部 福祉総務課 永年勤続民生委員・児童委員への記念品購入 平成27年10月1日～平成27年11月30日 平成27年10月13日 231,660

福祉部 生活福祉１課 返信用封筒 平成27年5月28日～平成28年6月5日 平成27年5月28日 73,440

福祉部 生活福祉１課 窓付封筒（長崎北）ほか 平成28年1月22日～平成28年2月19日 平成28年1月22日 738,180

福祉部 生活福祉１課 窓付封筒（長崎中央・課名有）ほか 平成27年6月10日～平成27年7月13日 平成27年6月10日 729,000

福祉部 生活福祉１課 窓付封筒（長崎中央）ほか 平成27年9月10日～平成27年10月8日 平成27年9月10日 475,200

福祉部 高齢者すこやか支援課 長く元気で交流会参加賞用タオル 平成27年7月1日～平成27年9月30日 平成27年9月7日 243,000

福祉部 高齢者すこやか支援課 長く元気で交流会参加賞用タオル 平成27年7月1日～平成27年9月30日 平成27年9月16日 24,300

福祉部 高齢者すこやか支援課 老人憩の家つつじ荘斜面地除草業務委託 平成27年8月1日～平成27年8月31日 平成27年7月28日 226,800

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年4月3日 13,400

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年5月7日 12,900

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年6月3日 14,190

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年7月3日 14,190

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年8月4日 14,190

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年9月2日 14,190

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年10月5日 12,900

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年11月5日 15,600

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成27年12月3日 15,480

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年1月5日 15,480



・契約の相手方とした理由　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号

発 注 部 局 発 注 課 業 務 名 履 行 期 間 契約日 契 約 金 額

契   約   締   結   状　 況　    （平成２７年度分）

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、長崎市契約規則第２２条第２号の規定に基づき次のとおり契約の締結状況を公表します。

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年2月2日 15,480

福祉部 高齢者すこやか支援課 介護認定審査会委員用軽食 平成27年4月1日～平成28年3月31日 平成28年3月4日 18,060

福祉部 介護保険課 介護保険制度説明会のお知らせポスター 平成27年4月6日～平成27年4月15日 平成27年4月8日 37,800

文化観光部 国際課 子どもゆめ体験チラシ印刷 平成27年4月1日～平成27年4月20日 平成27年4月1日 97,200

文化観光部 国際課 長崎市生活便利ブック外国語版印刷 平成27年8月13日～平成27年9年18日 平成27年8月13日 519,048

商工部 商業振興課 返信用封筒印刷 平成27年5月7日～平成27年5月29日 平成27年5月7日 99,360

商工部 商業振興課 アンケート調査印刷 平成27年5月7日～平成27年5月29日 平成27年5月7日 43,200

商工部 商業振興課 封入・発送業務委託 平成27年5月7日～平成27年6月19日 平成27年5月7日 43,200

商工部 中央卸売市場 ポケットティッシュ印刷及び封入 平成27年10月29日～平成27年11月13日 平成27年10月29日 49,896

土木部 土木維持課 市道小江町柿泊町線除草業務委託 平成27年7月21日～平成27年9月30日 平成27年7月28日 241,920

教育委員会 総務課 白衣購入 平成27年8月3日～平成27年9月30日 平成28年1月27日 420,055

教育委員会 総務課 医療券ほか印刷 平成28年2月1日～平成28年3月31日 平成28年2月9日 137,570

教育委員会 総務課 教育委員会用　長3・角2封筒印刷 平成27年6月1日～平成27年11月30日 平成27年5月1日 158,760

教育委員会 総務課 就学児教育相談票 平成27年12月1日～平成28年2月28日 平成28年2月29日 25,920

教育委員会 総務課 出勤簿印刷 平成27年5月1日～平成27年11月30日 平成27年9月30日 62,337

教育委員会 総務課 卒業生台帳印刷 平成27年11月1日～平成28年1月29日 平成27年11月6日 21,600

教育委員会 総務課 就学援助費決定通知書印刷 平成27年12月1日～平成28年2月28日 平成28年1月15日 38,880

教育委員会 総務課 「つながる子どもの育ちと学び」印刷 平成27年8月1日～平成27年9月30日 平成27年9月1日 63,180

教育委員会 総務課 あはは運動ステッカー印刷 平成28年1月20日～平成28年3月25日 平成28年2月9日 53,946

教育委員会 総務課 ハローイングリッシュ活動用教材印刷 平成27年6月8日～平成27年6月30日 平成27年6月3日 335,340

教育委員会 総務課 指定学校変更申立書印刷 平成27年8月1日～平成27年8月31日 平成27年8月3日 49,680

教育委員会 総務課 教育研究所用　長3封筒印刷 平成27年9月1日～平成27年10月30日 平成27年9月9日 12,960

教育委員会 総務課 平成27年度研究紀要印刷 平成27年12月1日～平成28年1月25日 平成27年12月8日 317,520



・契約の相手方とした理由　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号

発 注 部 局 発 注 課 業 務 名 履 行 期 間 契約日 契 約 金 額

契   約   締   結   状　 況　    （平成２７年度分）

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、長崎市契約規則第２２条第２号の規定に基づき次のとおり契約の締結状況を公表します。

教育委員会 総務課 辞令書印刷 平成28年1月25日～平成28年2月29日 平成28年1月25日 15,120

世界遺産推進室 募金箱製作 平成28年3月1日～平成28年3月30日 平成28年3月1日 131,220

合計 163件 45,133,722円


