
令和3年度　障害者雇用認定事業者への発注実績
【契約検査課発注分】

№ 区分 業種 件名

1 物品調達 封筒 (優先)納税通知書用封筒(当初・普徴)購入

2 物品調達 封筒
（優先）法人市民税申告書送付用窓付封筒購入（市
民税課）

3 物品調達 封筒 （優先）窓付封筒購入（都市計画課）

4 物品調達 封筒 （優先）料金受取人払封筒購入（市民税課）

5 物品調達 封筒 (優先)分納用窓付封筒(料金後納)購入（収納課）

6 物品調達 封筒
（優先）認定審査係用窓付き封筒購入（高齢者すこ
やか支援課）

7 物品調達 封筒 （優先）返信用封筒購入（収納課）

8 物品調達 封筒
（優先）医師会あて主治医意見書回収用封筒購入
（高齢者すこやか支援課）

9
製造の請
負

一般印刷
(優先)チラシ（インフルエンザの予防接種について）
印刷製造（地域保健課）

10
製造の請
負

一般印刷
（優先）令和4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）

11
製造の請
負

一般印刷
(優先)長崎市企業立地ガイドブック印刷製造（産業雇
用政策課）

12
製造の請
負

一般印刷
（優先）長崎市のごみの分け方印刷製造（廃棄物対
策課）

13
製造の請
負

一般印刷
（優先）ごみの分別一覧表印刷製造（廃棄物対策
課）

14
製造の請
負

一般印刷
（優先）小学生用補助教材「くらしとリサイクル」
印刷製造（廃棄物対策課）

15
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）

16
製造の請
負

一般印刷
（優先）まちなか魅力発信チラシ印刷製造（まちな
か事業推進室）



令和3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

2 ＯＡサプライ インクカートリッジ

3
Ｖベルト・パッキン
等

パワースクラムベルト

4 上・下水道用資材 油圧ホース

5 上・下水道用資材 アンロードバルブ

6 上・下水道用資材 サイクロ減速機給油栓

7 上・下水道用資材 真空調整弁　ほか

8 上・下水道用資材 フィッティング　ほか

9 オフィス家具 パソコンデスク購入

10 各種紙類 両面光沢紙ほか購入

11 各種紙類 和紙購入

12 各種紙類 カラー用紙ほか

13 各種紙類 東海加工紙　タウパー食材紙　ほか

14 各種紙類 （通知表印刷用）上質紙　９０Ｋ　白

15 各種紙類 個別フォルダー購入

16 各種紙類 コピー用紙ホワイトA4,A3

17 各種紙類 コピー用紙ホワイトA4

18 各種紙類 コピー用紙ホワイトA4

19 各種紙類 消耗品購入（レジロールペーパー）

20 各種紙類 紙ウエス

21 各種紙類 消毒ウェットタオル

22 各種紙類 消毒ウェットタオル

23 各種紙類 トイレットペーパー

24 各種紙類 タオルペーパー

25 各種紙類 トイレットペーパー

26 各種紙類 紙ウエス

27 各種紙類 消毒タオル詰め替え用



№ 業種 件名

28 各種紙類 トイレットペーパー

29 各種紙類 トイレットペーパー

30 各種紙類
トイレットペーパー
紙ウエス

31 各種紙類 消毒タオル詰め替え用

32 各種紙類 タオルペーパー

33 機械工具 ＰＲロープ購入

34 機械工具 収納ケース(4個入)ほか購入

35 機械工具 シリコンスプレーほか購入

36 機械工具 サニーホース　ほか

37 機械工具 伸縮継手　ほか

38 機械工具 前澤　ＨＩ伸縮継手

39 機械工具 マキタ丸鋸替刃　ほか

40 機械工具 超硬ドリルインパクト　ほか

41 機械工具 電球

42 機械工具 抗火石

43 工業用薬品 ボイラ用複合処理剤

44 工業用薬品 次亜塩素酸ソーダ（２０ℓ　缶）

45 工業用薬品 清缶剤

46 工業用薬品 ボイラ用複合処理剤

47 工業用薬品 リン酸イオン試験紙

48 工業用薬品 脱酸素剤

49 工業用薬品 複合ボイラー薬剤

50 工業用薬品 清缶剤

51 工業用薬品 ボイラ用複合処理剤

52 工業用薬品 次亜塩素酸ソーダ

53 鋼材 Lアングル

54 自動車部品販売 ブレーキフルードＢＦ３　ほか

55 自動車部品販売 リヤハブオイルシールインナー　ほか



№ 業種 件名

56 自動車部品販売 エアーエレメント　ほか

57 自動車部品販売 フロントハブオイルシール　ほか

58 自動車部品販売 ペネトン（スプレー式防錆）

59 自動車部品販売 リヤブレーキホイールシリンダーカップキット　ほか

60 自動車部品販売 ウォーターポンプＡｓｓｙ　ほか

61 自動車部品販売 フロントハブオイルシール　ほか

62 自動車部品販売 スパークプラグ　ほか

63 自動車部品販売 フロントハブオイルシール　ほか

64 自動車部品販売 リヤブレーキホイールシリンダーカップキット　ほか

65 自動車部品販売 バッテリー　ほか

66 自動車部品販売 ２サイクルオイルほか

67 自動車部品販売 ダーク＆ブラックＷＡＸ購入

68 自動車部品販売 尿素水（アドブルー）

69 自動車部品販売 サイドミラー　左

70 自動車部品販売 排水ホース

71 自動車部品販売 ＬＥＤワークライトマル　ほか

72 自動車部品販売 ウォーターポンププライヤー　ほか

73 自動車部品販売 エキゾーストパイプ　ほか

74 自動車部品販売 ラジオ　ほか

75 自動車部品販売 タペットカバーパッキン　ほか

76 自動車部品販売 スタビライザーブッシュキット　ほか

77 自動車部品販売 タペットカバーパッキン　ほか

78 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

79 自動車部品販売 クラッチディスク　ほか

80 自動車部品販売 ポリ袋吊り下げタイプ

81 自動車部品販売 クーラーベルトほか

82 自動車部品販売 サーモスタットほか

83 自動車部品販売 フロントロワアーム左ほか



№ 業種 件名

84 自動車部品販売 ナットほか

85 自動車部品販売 リアデフリビルト

86 自動車部品販売 リアブレーキディスクパッド　ほか

87 自動車部品販売 フロントハブオイルシール　ほか

88 自動車部品販売 ドライブベベルピニオンスペーサー　ほか

89 自動車部品販売 マフラーガスケット　ほか

90 自動車部品販売 ドアチェック　ほか

91 自動車部品販売 オイルフィルター　ほか

92 自動車部品販売 フロントドアアウトサイドハンドルＬＨ　ほか

93 自動車部品販売 スタビライザーリンク　ほか

94 自動車部品販売 リヤディスクパッド　ほか

95 自動車部品販売 エキゾーストブレーキ

96 自動車部品販売 バックブザー　ほか

97 自動車部品販売 タイミングベルトセット　ほか

98 自動車部品販売 タペットカバーパッキン　ほか

99 自動車部品販売 オイルシール　ほか

100 自動車部品販売 エアーエレメント　ほか

101 自動車部品販売 作動油エレメント　ほか

102 自動車部品販売 ロアアームＡＳＳＹ　ＲＨ　ほか

103 自動車部品販売 ブレーキマスターシリンダーＡＳＳＹ　ほか

104 自動車部品販売 エースマット　ほか

105 自動車部品販売 ブレーキシュ　ほか

106 自動車部品販売 エアーエレメント　ほか

107 自動車部品販売 デフピニオンオイルシール　ほか

108 自動車部品販売 ナックルキャップ　ほか

109 自動車部品販売 プッシュプルワイヤー　ほか

110 自動車部品販売 フロントドアレギュレーターモーター右

111 自動車部品販売 コンデンサーファンモーター



№ 業種 件名

112 自動車部品販売 ファンベルトオートテンショナー

113 自動車部品販売 スパークプラグ　ほか

114 自動車部品販売 フロントスタビライザーリンク　ほか

115 自動車部品販売 フュエルタンクポンプ　ほか

116 自動車部品販売 フロントリヤブレーキシュ　ほか

117 自動車部品販売 フロントショックナットアッパー　ほか

118 自動車部品販売 フロントドアレギュレーターＲＨ

119 自動車部品販売 フロントリヤブレーキシュ　ほか

120 自動車部品販売 フロントエキゾーストパイプセット　ほか

121 自動車部品販売 プレート式キャスター（ゴム車）　ほか

122 自動車部品販売 リヤディスクパッド　ほか

123 自動車部品販売 ブロアーモーター　ほか

124 自動車部品販売 オイルパンドレンガスケット　ほか

125 自動車部品販売 フロントドアアウトサイドハンドルＲＨ　ほか

126 自動車部品販売 球切検知対応２連リレー

127 自動車部品販売 フロントディスクパッド　ほか

128 自動車部品販売 防水型充電式ＬＥＤライトワークライト　ほか

129 自動車部品販売 フロントホイルシリンダーカップキット　ほか

130 自動車部品販売 フロントドアレギュレータＲＨ

131 自動車部品販売 リヤシャフトボルト　ほか

132 自動車部品販売 右ドアインナーハンドル　ほか

133 自動車部品販売 フロントエキゾーストパイプ　ほか

134 自動車部品販売 ブロアーモーター　ほか

135 自動車部品販売 フューエルフィルターボデー　ほか

136 自動車部品販売 サーモスタット　ほか

137 自動車部品販売 トラス頭タッピングねじ　ほか

138 自動車部品販売 フロントホイルシリンダーカップキット　ほか

139 自動車部品販売 リヤショックアブソーバー　ほか



№ 業種 件名

140 自動車部品販売 バッテリー

141 自動車部品販売 スパークプラグ　ほか

142 自動車部品販売 フロントキャリパーシールキット　ほか

143 自動車部品販売 ヘッドカバーパッキン

144 自動車部品販売 エンジンオイルパンドレンＯリング

145 自動車部品販売 グローブボックスノブ（グレー）

146 自動車部品販売 ＥＧＲバルブ　ほか

147 自動車部品販売 フロントハブシール　ほか

148 自動車部品販売 クラッチカバー　ほか

149 自動車部品販売 フロントキャリパーキット　ほか

150 自動車部品販売 フロントディスクパッド

151 自動車部品販売 テールパイプクランプ　ほか

152 自動車部品販売 オルタネーター

153 自動車部品販売 バックブザー　ほか

154 自動車部品販売 ロックタイプコンベックスプロマート”ＭＫシリーズ”　ほか

155 自動車部品販売 ライセンスランプ　ほか

156 自動車部品販売 フロントパーキングブレーキケーブル　ほか

157 自動車部品販売 フロントディスクパッド

158 自動車部品販売 ディスクグラインダー切断用砥石　ほか

159 自動車部品販売 ラジエーターキャップ

160 自動車部品販売 バッテリー

161 自動車部品販売 バッテリー

162 照明器具 直管蛍光管　ほか

163 電気機械製品 ラインファン

164 電気機械製品 リレー

165 日用品 ビニールテープほか購入

166 日用品 電池ほか購入

167 日用品 消毒液ほか購入



№ 業種 件名

168 日用品 ふせん他購入

169 日用品 アルコール除菌シート購入

170 日用品 アルコール除菌シート購入

171 日用品 アルコール除菌シートほか購入

172 日用品 アルコール除菌シートほか購入

173 日用品 丸筒購入

174 日用品 トイレットペーパー購入

175 日用品 トイレットペーパー購入

176 日用品 トイレットペーパー購入

177 日用品 ハンドソープ

178 日用品 Ｎスターほか

179 日用品 セイフキープほか

180 日用品 台所用漂白剤　ほか

181 日用品 台所用漂白剤　ほか

182 日用品 洗濯用洗剤

183 日用品 食器用洗剤

184 日用品 台所用漂白剤ほか

185 日用品 石鹸　ほか

186 日用品 石鹸

187 日用品 手指消毒液アルティー７５

188 日用品 ほうき、ちりとり他

189 日用品 手指消毒液ほか購入

190 日用品 手指消毒剤

191 日用品 回転ゴム印ほか

192 日用品 石鹸液　ほか７品

193 日用品 液体ハンドソープほか１件

194 日用品 非接触温度計ほか

195 日用品 殺虫剤ほか購入



№ 業種 件名

196 日用品 浴室洗剤ほか購入

197 日用品 アルコール除菌剤

198 日用品 モップスペア

199 日用品 防錆潤滑油

200 日用品 モップほか

201 日用品 浴室洗剤購入

202 日用品 ペーパータオルほか３件購入

203 日用品 トイレ用洗剤ほか

204 日用品 手指消毒液

205 日用品 トイレ用洗剤

206 日用品 物品：アルカリ乾電池他１５件

207 日用品 消毒液

208 日用品 ハンドソープほか

209 日用品 アルコール除菌剤ほか購入

210 日用品 液体ハンドソープほか

211 日用品 物品：オフィスクリーナー他６件

212 日用品 トイレマジックリン　強力クレンザー

213 日用品 トイレ用サンダル

214 日用品 使い捨て手袋　ポリエチレン製　ブルー

215 日用品 手指消毒用Ｎスター５Ｌほか

216 日用品 ポリ袋　フレックス９号　１５０×２５０ｍｍ　ほか

217 日用品 トイレットペーパー

218 日用品 エリエール除菌できるアルコールタオル詰替え用４００枚

219 日用品 東海加工紙　タウパー食材紙　ほか

220 日用品 キレイキレイ泡ハンドソープ　ほか

221 日用品 キュキュット　オレンジ

222 日用品 エンボス手袋　ほか

223 日用品 手指消毒用Ｎスター



№ 業種 件名

224 日用品 サージカルマスク　ほか

225 日用品 アース　ブラックキャップ　ほか

226 日用品 エリエール除菌できるアルコールタオル詰替え用４００枚

227 日用品 手指消毒用Ｎスター

228 日用品 ペーパータオル　アプリーブ　レギュラー

229 日用品 使い捨て手袋　ポリエチレン製

230 日用品 大富士タオルペーパー

231 日用品 北部学校給食センター用事務用品購入

232 日用品 北部学校給食センター用事務用品購入

233 日用品 北部学校給食センター用事務用品購入

234 日用品 北部学校給食センター用事務用品購入

235 日用品 記章購入

236 日用品 ハンドソープほか購入

237 日用品 三角コーンほか購入

238 日用品 アルカリ乾電池ほか

239 日用品 ペーパータオル（優先発注案件）

240 日用品 ペーパータオル（優先発注案件）

241 日用品 ペーパータオル（優先発注案件）

242 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）

243 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）

244 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）【新型コロナウイルス感染症拡大予防分】

245 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）【新型コロナウイルス感染症拡大予防分】

246 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）【新型コロナウイルス感染症拡大予防分】

247 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）【新型コロナウイルス感染症拡大予防分】

248 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）【新型コロナウイルス感染症拡大予防分】

249 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）【新型コロナウイルス感染症拡大予防分】

250 日用品 タオルペーパー（優先発注案件）【新型コロナウイルス感染症拡大予防分】

251 日用品 直管蛍光管他購入



№ 業種 件名

252 日用品 モナリスタオル他購入

253 日用品 使い捨て式防じんマスク

254 日用品 除菌ウェットタオル

255 日用品 タイマーロックほか

256 日用品 ゴム手袋　ほか

257 日用品 洗濯石鹸

258 日用品 消臭スプレーファブリーズ本体　ほか

259 日用品 手指消毒アルティー７５

260 日用品 アポロ洗剤

261 日用品 詰換用シャンプー　ほか

262 日用品 固形石鹸

263 日用品 消臭スプレーファブリーズ本体

264 日用品 水切りドライヤー　ほか

265 日用品 アルカリ乾電池　ほか

266 日用品 メッシュスポンジ　ほか

267 日用品 天然ゴム裏布付　Ｒ−１（手袋）

268 日用品 トップスーパーＮＡＮＯＸ　ほか

269 日用品 洗濯用洗剤　ほか

270 日用品 インクリボン　ほか

271 日用品 電子体温計

272 日用品 ブレードホース

273 日用品 アルコールチェッカー

274 日用品 ナイスタック　ほか

275 日用品 ホースノズル　ほか

276 日用品 一般消耗品（カットバンほか）

277 日用品 消毒スプレーほか

278 日用品 消耗品購入（手提袋）

279 日用品 合成洗剤



№ 業種 件名

280 日用品
・ポリ袋
・トイレットペーパー

281 日用品 洗濯洗剤

282 日用品
・ハンドタオル
・ビニール手袋

283 日用品 ハチ用殺虫剤

284 日用品 中性洗剤

285 日用品 合成洗剤

286 日用品 洗濯洗剤

287 白衣等 サロンエプロン・白　他

288 白衣等 サロンエプロン・白ほか

289 白衣等 Ａ型白衣シングル・白　他５点

290 白衣等 学校給食着

291 白衣等 サロンエプロン他

292 白衣等 Ａ型白衣シングル・白ほか

293 白衣等 給食白衣・シングル・白　ほか

294 白衣等 給食白衣（Ａ型白衣シングル・白）Ｓ　ほか

295 白衣等 サロンエプロン他

296 白衣等 Ｃ型給食帽子・ブルーほか

297 封筒 窓付封筒印刷

298 封筒 事務連絡用　長４０号封筒ほか１点

299 封筒 長４０　クラフト封筒印刷（校名等）

300 封筒 送付用封筒（長形３号及び角形２号）

301 封筒 返信用封筒印刷

302 封筒 窓付封筒購入

303 封筒 封筒【角2号】

304 封筒 封筒（長3）購入

305 文房具 課内消耗品購入（差替印ほか）

306 文房具 課内消耗品購入（画用紙）

307 文房具 ＰＰＣ用紙Ｂ５



№ 業種 件名

308 文房具 付箋ほか

309 文房具 ＰＰＣ用紙Ｂ５

310 文房具 テプラテープカートリッジほか

311 文房具 電話機ほか

312 文房具 企画ボランティア用消耗品

313 文房具 事務用消耗品

314 文房具 事務用消耗品

315 文房具 ふせんほか購入

316 文房具 ネームタグ購入

317 文房具 ＵＳＢケーブルほか購入

318 文房具 付箋等購入

319 文房具 インク等購入

320 文房具 ラベル用紙等購入

321 文房具 水性マーカー等購入

322 文房具 個別フォルダーほか購入

323 文房具 テープのり（つめ替え用）ほか購入

324 文房具 付箋ほか購入

325 文房具 テープのりほか購入

326 文房具 アルコールタオルほか

327 文房具 ＣＤ－Ｒほか購入

328 文房具 消耗品（フィルムふせんほか）

329 文房具 モナリスタオル他購入

330 文房具 brother ピータッチ用Tzeテープカセット他購入

331 文房具 ふせん　ほか（優先発注案件）

332 文房具 カラー布テープ

333 文房具 ＯＡクリーナーほか

334 文房具 延長コードほか

335 文房具 ドットライナー詰替え用ほか



№ 業種 件名

336 文房具 ドットライナー詰替え用ほか

337 文房具 ネームランド用テープカートリッジほか

338 文房具 ネームランド用テープカートリッジほか

339 文房具 布テープ　茶色ほか

340 文房具 インデックスほか

341 文房具 パウチフィルムほか

342 文房具 個別フォルダほか

343 文房具 電子チェックライタほか

344 文房具 のびーるファイルほか

345 文房具 フラットファイルほか

346 文房具 フラットファイルほか

347 文房具 フラットファイルほか

348 文房具 ビニールパッチほか

349 文房具 フラットファイルほか

350 文房具 のり付パネル

351 文房具 フラットファイルほか

352 文房具 ボールペン替え芯ほか

353 文房具 クリアーホルダーほか

354 文房具 プロッター用紙ほか

355 文房具 ビニールパッチほか

356 文房具 デスクトレーほか

357 文房具 フラットファイルほか

358 文房具 インデックスほか

359 文房具 一般消耗品（ＣＤ用不織布ケース等）

360 文房具 一般消耗品（付箋ほか）

361 文房具 一般消耗品（付箋ほか）

362 文房具 電話機ほか

363 文房具 一般消耗品（南京錠等）



№ 業種 件名

364 文房具 一般消耗品（ＣＤ‐Ｒ等）

365 文房具 一般消耗品（綴込表紙等）

366 文房具 一般消耗品（文房具類）

367 文房具 一般消耗品（文房具類）

368 文房具 消耗品購入（多穴パンチほか）

369 文房具 消耗品購入（ＯＡウェットクリーナーほか）

370 文房具 消耗品購入（フラットファイルＰＰほか）

371 文房具 消耗品購入（ファイル他）

372 文房具 ポストイットほか購入

373 文房具 ノートほか購入

374 文房具 蛍光マーカーほか購入

375 文房具 消しゴム　他１７品

376 文房具 カラーマルチペーパーほか１３品

377 文房具 クラフト封筒ほか１品

378 文房具 脚付ホワイトボード　ほか４品

379 文房具 チューブファイルほか購入

380 文房具 フラットファイルほか購入

381 文房具 インクフィルムほか７件購入

382 文房具 物品：ふせん他２件

383 文房具 物品：テプラテープカートリッジ他９件

384 文房具 赤鉛筆ほか購入（障害者雇用認定事業者に対する優先発注案件）

385 文房具 色鉛筆ほか購入（障碍者雇用認定業者に対する優先発注案件）

386 文房具 シャープペンシル

387 文房具 製本ラベル

388 文房具 ＦＡＸ用インクフィルム

389 文房具 フィルムふせん等購入

390 文房具 ＰＰテープ等購入

391 文房具 シートラベル購入



№ 業種 件名

392 文房具 製本テープ等購入

393 文房具 墨汁等購入

394 文房具 トナーカートリッジ等購入

395 文房具 ふせん等購入

396 文房具 布テープ購入

397 文房具 ふせん等購入

398 文房具 ふせんほか購入

399 文房具 ふせんほか購入

400 文房具 ふせんほか購入

401 文房具 一般消耗品購入（テープカードリッジほか）

402 文房具 両面テープほか文房具購入

403 文房具 ホッチキス針ほか文房具購入

404 文房具 コピー予防用紙ほか購入

405 文房具 電動レターオープナーほか購入

406 文房具 紙袋ほか購入

407 文房具 ビニール付き手提袋ほか購入

408 文房具 フォルダーラベルほか購入

409 文房具 ファイルボックス　ほか

410 文房具 セロハンテープ　ほか

411 文房具 はさみ　ほか（水質調査用消耗品）

412 文房具 文書保存箱（水質調査用消耗品）

413 文房具 再生ペーパータオル　ほか

414 文房具 インデックス　ほか

415 文房具 ボールペン（黒）１０本入　ほか

416 文房具 ポストイットノート再生紙　ほか

417 文房具 テープのり　ほか

418 文房具 電卓ほか購入

419 合成樹脂製品 一般消耗品（ブルーシート他）



№ 業種 件名

420 事業用機器・部品 コンセントレセプタクル　ほか

421
自動車部品販売（電
装）

バッテリー

422
自動車部品販売（電
装）

イグニッションコイル

423
自動車部品販売（電
装）

ファンシュラウドほか

424
自動車部品販売（電
装）

バッテリーほか

425
自動車部品販売（電
装）

イグニッションコイル

426
自動車部品販売（電
装）

ノックセンサー

427
自動車部品販売（電
装）

バッテリー

428
自動車部品販売（電
装）

充電式ニッケル水素電池ほか

429
自動車部品販売（電
装）

オルタネーターほか

430
自動車部品販売（電
装）

バッテリー　ほか

431 手袋・軍手 おたふく手袋（綿混軍手）

432 手袋・軍手 ニトリル背抜き手袋　ほか

433 手袋・軍手 ポリエチ手袋ほか

434 手袋・軍手 ゴム手袋

435 保安用具 ヘルメット等



令和3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 樹木管理・剪定、草花管理、除草 もみじ谷葬斎場除草業務委託

2 ホームページ作成 外海地区ホ－ムページ修正業務委託

3 樹木管理・剪定、草花管理、除草 西部道ノ尾流量調整池除草清掃業務委託



令和3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 納付書の送付について（分納分）ほか印刷製造請負業務

3 一般印刷 納付書の送付について（分納分）印刷製造請負業務

4 一般印刷 納付書の送付について（分納分）印刷製造請負業務

5 一般印刷 収入金送付票印刷製造請負業務

6 一般印刷 税額変更通知書（償却資産）印刷製造

7 一般印刷 「令和4年度被爆二世の無料健康診断のお知らせ」の印刷製造

8 一般印刷 精神保健福祉ガイド印刷製造

9 一般印刷 講演会チラシ印刷製造

10 一般印刷 食品衛生ニュース（2021.ＶＯＬ.1）

11 一般印刷 食品衛生ニュース（2021.ＶＯＬ.2）

12 一般印刷 理学療法処方箋印刷製造

13 一般印刷 CT検査依頼書等印刷製造

14 一般印刷 診断書等印刷製造

15 一般印刷 長崎の「保育力」向上講演会配布資料製造請負（優先発注）

16 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
製造

17 一般印刷 長崎つきまち㈱経営状況説明書等印刷製造

18 一般印刷 まちなか魅力発信ポスター印刷製造

19 一般印刷 婦人防火クラブだより印刷製造請負

20 一般印刷 中学校養護教諭部会研究集録製本

21 一般印刷 中学校保健主事部会研究紀要

22 一般印刷 医療券ほか印刷製造

23 一般印刷 長崎市奨学金納入通知書・領収証書印刷製造

24 一般印刷 学習開放利用団体登録申請書・登録証印刷製造

25 一般印刷 選挙人名簿登録証明書等印刷製造


