
【入札・オープンカウンタ】

№ 区分 件名

1 業務委託 産業廃棄物処理（有機汚泥処理）委託【単価契約】

2 業務委託 長崎市北保健センター庁舎清掃業務委託

3 物品購入 長崎市赤ちゃんの駅ステッカー購入（子育て支援課）

4 物品購入 口座促進チラシ印刷（介護保険課）

5 物品購入 長３封筒（障害福祉課）

6 物品購入 窓付き封筒（アラビア糊）（介護保険課）

7 物品購入 窓付き封筒 （介護保険課）

8 物品購入 恐竜化石発見リーフレット印刷（生涯学習課）

9 物品購入 窓付き封筒 （介護保険課）

10 物品購入 窓付封筒（角２）（こども健康課）

11 物品購入 がんばらんば長崎市応援寄付金パンフレット印刷（収納課）

12 物品購入 体育館利用許可申請書印刷（スポーツ振興課）

13 物品購入 納付書の送付について（分納分）印刷（収納課）

14 物品購入 窓付封筒（区内特別郵便長崎中央局）ほか（援護課）

15 物品購入 し尿処理手数料納付書発送用窓付き封筒（環境政策課）

16 物品購入 長崎市子育てガイドブック印刷（子育て支援課）

17 物品購入 胃がん検診カルテほか印刷（健康づくり課）

18 物品購入 長崎市シルバー作品展名簿印刷（高齢者すこやか支援課）

19 物品購入 所管外学校入学届印刷(学校教育課)

20 物品購入 平成28年度教育要覧印刷（教育委員会総務課）

21 物品購入 ポスター（がん検診）ほか印刷（健康づくり課）

22 物品購入 新生児聴覚検査同意書兼受診（結果）票印刷（こども健康課）

23 物品購入 償却資産申告書発送用封筒（資産税課）

24 物品購入 平成28年度 福祉部の事業概要印刷（福祉総務課）

25 物品購入 窓付封筒（都市計画課）

26 物品購入 長崎市国民健康保険税のあらまし印刷（国民健康保険課）

27 物品購入 国民健康保険税減免承認・不承認通知書印刷（国民健康保険課）

28 物品購入 排水設備等計画確認書印刷（料金サービス課）

29 物品購入 グランドパッキン購入（浄水課）

30 物品購入 コードリール（屋内用）ほか購入（文化振興課）

31 物品購入 雨水マンホール鉄蓋購入（下水道建設課）

32 物品購入 ﾛｰﾀﾘｰﾕﾆｵﾝ用ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(大)ほか購入（東工場）

33 物品購入 天然ゴム手袋購入（中央環境センター）　

34 物品購入 直管蛍光灯（美術博物館用）ほか購入（平和推進課）

35 物品購入 塩ビ製ボールタップ購入（下水道施設課）

36 物品購入 洗濯用粉石鹸ほか購入（中央環境センター）

平成28年度（4月～9月）　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】

№ 区分 件名

1 賃貸借 庁舎玄関マットの賃貸借

2 賃貸借 三和体育館フロアマット賃貸借

3 賃貸借 元宮公園三和交流センターフロアマット等賃貸借

4 賃貸借 マット賃貸借（東山手十二番館）

5 賃貸借 マット賃貸借（べっ甲工芸館）

6 賃貸借 亀山社中記念館マット賃貸借

7 賃貸借 伊王島ふれあい広場クラブハウスマット賃貸借

8 賃貸借 玄関マット借上
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平成28年度（4月～9月）　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】

№ 区分 件名

1 業務委託 浦上浄水場廃油処分業務委託

2 業務委託 池島小学校樹木剪定業務委託（池島小学校）

3 業務委託 市営住宅水道メーター検定に伴う改造及び取替等業務委託

4 業務委託 カーペットクリーニング及びワックス清掃業務委託

5 業務委託 消防設備不具合調査業務委託（愛宕小学校）

6 業務委託 濾過ポンプ不具合調査業務委託（日見中学校）

7 業務委託 浄水場消毒委託

8 業務委託 「キッズ・ゲルニカ」設置撤去等業務委託

9 業務委託 原爆資料館収蔵資料展サイン等制作業務委託

10 業務委託 オバマ大統領のメッセージと折り鶴展示パネル等作成業務委託

11 業務委託 オバマ大統領のメッセージと折り鶴展示看板等作成業務委託

12 業務委託 オバマ大統領のメッセージと折り鶴展示除幕式設営等業務委託

13 業務委託 旧グラバー住宅警備業務委託

14 業務委託 長崎くんち中央公園会場警備業務委託

15 業務委託 長崎くんち踊り会場（公会堂前広場）警備業務委託

16 業務委託 パソコン操作研修委託

17 業務委託 東工場冷凍機等保守点検業務委託

18 業務委託 東工場予備ボイラー試運転等業務委託

19 業務委託 長崎くんち踊り会場（公会堂前広場）仮設手洗い場用給排水設備設置業務委託

20 業務委託 長崎くんち仮設流し場設置等業務委託

21 業務委託 害虫等駆除（ノミ）業務委託



【自所属発注分・物品購入】

№ 区分 件名

1 物品購入 デジタル印刷機マスター

2 物品購入 リソグラフ印刷機インク

3 物品購入 ファクシミリトナー

4 物品購入 リサイクルカートリッジほか

5 物品購入 トナーカートリッジ

6 物品購入 ファックス用インクフィルム

7 物品購入 ＥＴカートリッジ

8 物品購入 インクジェット普通紙ほか

9 物品購入 インクカートリッジ

10 物品購入 医療用消耗品（ＧＢＩＩ気管切開チューブ３０ＦＲカフ付他）

11 物品購入 医療用消耗品（明治アクアサポート２６７１３３５　５００ｍＬ×２４　他）

12 物品購入 医療用消耗品（シルバーフォーリートレイ２０ＦＲ７７６００２０ＬＲ　１セット　他）

13 物品購入 医療用消耗品（シリンジ　カテーテルチップ２０ｍｌ０１０５３オレンジ　２　他）

14 物品購入 医療用消耗品（投薬瓶ハイオール　薬杯ラベル付　１００ＣＣ未滅菌　１００個）

15 物品購入 医薬品費（ノルバスクＯＤ錠５ｍｇＰＴＰ７００錠　他）

16 物品購入 医薬品費（オパルモン錠５ＵＧＰＴＰ２１０錠　他）

17 物品購入 医薬品費（精製水（ケンエー）ワンタッチ５００ｍＬ　他）

18 物品購入 医薬品費（ノイロトロピン錠４単位ＰＴＰ１００錠　他）

19 物品購入 医薬品費（クレナフィン爪外用液１０％　３．５６ｇ（４ｍＬ）×５本　他）

20 物品購入 医薬品費（ブスコパン錠１０ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

21 物品購入 医薬品費（サルタノールインヘラー１００ＵＧ０．１６％１３．５ｍＬ×１　他）

22 物品購入 医薬品費（ロトリガ粒状カプセル２ｇ５６包　他）

23 物品購入 医薬品費（ラニラピッド錠０．１ｍｇ（中外）ＰＴＰ１００錠　他）

24 物品購入 医薬品費（ニューモバックスＮＰ５７５ＵＧ　０．５ｍｌ×１Ｖ　他）

25 物品購入 医薬品費（メマリーＯＤ錠２０ｍｇＰＴＰ５６錠　他）

26 物品購入 医薬品費（シグマート錠５ｍｇＰＴＰ４２０錠　他）

27 物品購入 医薬品費（サンテゾーン点眼液（０．０２％）５ｍＬ×１０　他）

28 物品購入 医薬品費（ザクラス配合錠ＨＤ　ＰＴＰ１４０錠　他）

29 物品購入 医薬品費（シムビコートタービュヘイラー６０吸入　１キット　他）

30 物品購入 医薬品費（スピリーバ２．５ＵＧレスピマット６０吸入１５０ＵＧ×１キット　他）

31 物品購入 医薬品費（アジルバ錠４０ｍｇＰＴＰ１４０錠　他）

32 物品購入 医薬品費（タケキャブ錠１０ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

33 物品購入 医薬品費（ビオフェルミンＲ散　１ｇ×６００包　他）

34 物品購入 医薬品費（エディロールカプセル０．７５ｕｇ（中外）ＰＴＰ１４０Ｐ　他）

35 物品購入 医薬品費（レザルタス配合錠ＨＤ　ＰＴＰ１４０錠　他）

36 物品購入 医薬品費（プレミネント配合錠ＬＤ　ＰＴＰ１００錠　他）

平成28年度（4月～9月）　障害者雇用認定事業者への発注実績



№ 区分 件名

37 物品購入 医薬品費（ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤３００ｇ×１８袋）

38 物品購入 医薬品費（ムコダイン錠２５０ｍｇＰＴＰ１０００錠　他）

39 物品購入 医薬品費（ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」ＰＴＰ１２００錠　他）

40 物品購入 医薬品費（アズノールうがい液４％　５ｍｌ×５０　他）

41 物品購入 医薬品費（イソジンシュガーパスタ軟膏（明治）チューブ１００ｇ　他）

42 物品購入 医薬品費（アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ（アステラス）２５ｇ×６０個　他）

43 物品購入 医薬品費（ガスコン錠４０ｍｇ　ＰＴＰ１００錠　他）

44 物品購入 医薬品費（アミティーザカプセル２４ＵＧＰＴＰ１００Ｐ　他）

45 物品購入 医薬品費（ナトリックス錠１　割線入　１ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

46 物品購入 医薬品費（ミルセラ注シリンジ２５ＵＧ　０．３ｍＬ×１筒　他）

47 物品購入 医薬品費（オノンカプセル１１２．５ｍｇＰＴＰ１４０Ｐ　他）

48 物品購入 カラーボックス

49 物品購入 カラーペーパー　Ａ４

50 物品購入 色上質紙　Ａ４

51 物品購入 手拭き用消耗品

52 物品購入 給食業務用消耗品

53 物品購入 紙ウエス

54 物品購入 トイレットペーパー

55 物品購入 ｍｉｃｒｏＳＤＸＣカード

56 物品購入 電話機購入

57 物品購入 圧力スイッチ

58 物品購入 水圧計

59 物品購入 ステンレスホースクランプ

60 物品購入 蛍光ランプ

61 物品購入 蛍光灯

62 物品購入 溝蓋キャップ

63 物品購入 Ｕ字溝１種２４０用：10枚

64 物品購入 トイレ用サンポール

65 物品購入 せっけん液ほか

66 物品購入 サンポール

67 物品購入 台所用漂白剤　ほか

68 物品購入 合成洗剤

69 物品購入 洗濯用洗剤

70 物品購入 デッキブラシほか

71 物品購入 トイレ用タワシほか

72 物品購入 アリ駆除剤ほか

73 物品購入 キッチンポリ袋ほか

74 物品購入 アースジェット　ほか



№ 区分 件名

75 物品購入 ポケット放射温度計　ほか

76 物品購入 ラテックスゴローブ　ほか

77 物品購入 どこでもベープ　ほか

78 物品購入 ゴム手袋　ほか

79 物品購入 輪ゴム　ほか

80 物品購入 ペーパータオル　ほか

81 物品購入 電球等購入

82 物品購入 モップ購入

83 物品購入 背抜き手袋

84 物品購入 フロートレススイッチ

85 物品購入 有圧換気扇

86 物品購入 ランプチェンジャーホルダ

87 物品購入 デジカメ用ＵＳＢケーブル

88 物品購入 原爆資料館運営に係る消耗品

89 物品購入 粉石鹸　ほか

90 物品購入 ほうき

91 物品購入 蚊取り線香ほか

92 物品購入 ハンドソープほか

93 物品購入 粉石鹸洗剤ほか

94 物品購入 トイレ掃除用洗剤研磨剤入りほか

95 物品購入 クレンザーほか

96 物品購入 セロテープほか購入

97 物品購入 リムーバーほか

98 物品購入 ステイプル針

99 物品購入 のび～るファイル購入

100 物品購入 ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ(保健行政用)

101 物品購入 紙付箋

102 物品購入 ＳＯＹインクＺ

103 物品購入 ステイプルＪ１（針）ほか

104 物品購入 ﾜﾝﾀｯﾁﾏﾄﾞｱｷ封筒ほか

105 物品購入 カラー布テープほか

106 物品購入 リソグラフマスターＺタイプ

107 物品購入 インクジェットプリンタ

108 物品購入 インクジェットプリンタ用インク

109 物品購入 速乾朱肉ほか

110 物品購入 クリップ腕章、ＯＨＰフィルム

111 物品購入 個別フォルダーほか

112 物品購入 一般消耗品（個別フォルダー他４点）



№ 区分 件名

113 物品購入 大型電卓　ほか

114 物品購入 東望荘での「高齢者と中学生の交歓会」記念品（雑貨）

115 物品購入 消耗品費（カートリッジインキＸＬＲ１１Ｎ　赤　他）

116 物品購入 消耗品費（ゴム印一行印（赤ゴム印）印面　サイズ２７×４．５　他）

117 物品購入 ネームランドテープ　ほか

118 物品購入 ネームランド

119 物品購入 クラフト封筒　ほか

120 物品購入 コピー用紙　ほか

121 物品購入 ボールペン替芯　ほか

122 物品購入 マスキングテープ　ほか

123 物品購入 製本テープほか

124 物品購入 フォルダーラベル

125 物品購入 ホッチキスほか

126 物品購入 事務用消耗品

127 物品購入 電卓他購入

128 物品購入 住宅管理事務用消耗品（アルファゲル他）

129 物品購入 OAクリーナー詰替用ほか購入

130 物品購入 消耗品（トートバッグほか）

131 物品購入 乾電池ほか購入

132 物品購入 回転ゴム印ほか購入

133 物品購入 ＯＡラベルほか購入

134 物品購入 ふせんほか購入

135 物品購入 詰替テープほか購入

136 物品購入 製本テープほか購入

137 物品購入 ラベルシートほか購入

138 物品購入 サイン用色紙ほか購入

139 物品購入 ケント紙ほか購入

140 物品購入 ファイル　他４品

141 物品購入 のり　他５品

142 物品購入 インクリボン　他１品

143 物品購入 プリンタ用ラベル　他２品

144 物品購入 事務用品（アルカリ乾電池ほか）

145 物品購入 事務用品（ＣＤ―Ｒほか）

146 物品購入 事務用品（テプラほか）

147 物品購入 ファイリング部品

148 物品購入 事務用品（ファイルほか）

149 物品購入 Xスタンパーほか

150 物品購入 レベルブック



№ 区分 件名

151 物品購入 仕切りカードほか

152 物品購入 シュレッダー用ゴミ袋ほか

153 物品購入 ホワイトボードほか

154 物品購入 背幅伸縮式ファイルほか

155 物品購入 テプラ用テープほか

156 物品購入 FAX用インクフィルム

157 物品購入 小包封筒ほか

158 物品購入 五感紙ほか購入

159 物品購入 パイプ式ファイルほか購入

160 物品購入 バインダー

161 物品購入 クリアホルダーほか

162 物品購入 【優先発注】事務用品（布製図面袋ほか）

163 物品購入 消しゴムほか

164 物品購入 マックス針　他１品

165 物品購入 補充インキほか

166 物品購入 SPトローチほか購入

167 物品購入 イソジンガーグル購入

168 物品購入 ジェービックVほか購入

169 物品購入 ペルサンチン錠購入

170 物品購入 アゼプチン錠ほか購入

171 物品購入 ボルタレンSRカプセル購入

172 物品購入 アリナミンF糖衣錠ほか購入

173 物品購入 ニューモバックスNPほか購入

174 物品購入 ボルタレンゲルほか購入

175 物品購入 コートリル錠ほか購入

176 物品購入 リピディル錠ほか購入

177 物品購入 防振パット　ほか

178 物品購入 脱酸素剤

179 物品購入 鋼板　ほか

180 物品購入 フィンチューブ止めプラグ

181 物品購入 シュレッダー

182 物品購入 インクジェットプリンター複合機

183 物品購入 ＩＣレコーダー

184 物品購入 蛍光管（ラピッドスタート型）

185 物品購入 逆止弁

186 物品購入 清缶剤

187 物品購入 複合ボイラー薬剤

188 物品購入 温水ボイラ用複合処理剤



№ 区分 件名

189 物品購入 ＰＨ調整剤

190 物品購入 ＰＨ調整剤

191 物品購入 冷却水薬剤

192 物品購入 ウォーターショックアブソーバ　ほか

193 物品購入 レバーハンドル

194 物品購入 洗濯洗剤　ほか

195 物品購入 アポロ洗剤　ほか

196 物品購入 エッセンシャルシャンプー

197 物品購入 消臭スプレーほか購入

198 物品購入 エコパッカーほか

199 物品購入 ゴム印、アルコールセンサーほか

200 物品購入 エコライフ・フェスタ用資材（インク）

201 物品購入 ポストイット　ほか

202 物品購入 キングファイルスーパードッチほか

203 物品購入 テープカートリッジほか事務用品

204 物品購入 額縁ほか事務用品

205 物品購入 荷造り紐ほか事務用品

206 物品購入 朱肉ほか事務用品

207 物品購入 一般消耗品（上質紙Ａ４他２点）

208 物品購入 ファスナーほか

209 物品購入 クリップフォルダー　ほか

210 物品購入 チューブファイル　ほか

211 物品購入 ラミネートフィルム

212 物品購入 テープのり　ほか

213 物品購入 カラーコーン　ほか
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