
様式　１

№ 調達件名
           契約の内容
      （数量、仕様概要等）

納入期限又は履行期
限若しくは履行期間（予
定）

契約者の決定方法 契約予定時期 発注部局課名 問い合わせ先

1
点字による投票記載例
作製業務

点字による投票記載例の作製業
務

平成３１年４月
障害者自立支援法第５条第２５
項に規定する（法人）地域活動
センターと随意契約

平成３１年４月
選挙管理委員会
事務局選挙部選
挙課

２００－３４２２

2
執行統一地方選挙にお
ける選挙の開票所にお
ける投票分類業務

選挙の開票所における投票用紙
の分類作業

平成３１年４月
高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第３７条第１項に規定
する法人と随意契約

平成３１年４月
選挙管理委員会
事務局選挙部選
挙課

２００－３４２２

3
参議院通常選挙におけ
る選挙の開票所におけ
る投票分類業務

選挙の開票所における投票用紙
の分類作業

平成３１年７月
高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第３７条第１項に規定
する法人と随意契約

平成３１年６月
選挙管理委員会
事務局選挙部選
挙課

２００－３４２２

4
納入通知書封入封緘業
務委託

納入通知書等の封入封緘業務
平成31年4月～平成
32年3月

川崎市障害者優先調達推進方
針に基づき、地方自治法施行
令第167条の2第1項第3号の規
定による随意契約とし、市内の
障害者就労施設を契約者とす
るもの

平成31年4月
港湾局川崎港管
理センター港湾
管理課

287-6027

5
多摩区役所生田出張所清
掃業務委託

生田出張所の日常清掃及び床、
窓ガラス等の定期清掃業務

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

障害者の就労支援の積極的な推
進や障害者支援施設等における優
先発注について、厚生労働省から
通知されたほか、平成２５年４月１
日施行の障害者優先調達推進法
により当課所管の施設（生田出張
所）における清掃業務委託につい
て、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号による随意契約

平成３１年４月１日
多摩区まちづくり
推進部総務課

935-3125
内線66112

発  注  見  通  し  調  書



6
犬・猫の適正飼養セミ
ナー
配布用布巾製造委託

50枚
布巾サイズ：19ｃｍ×28ｃｍ
犬及び猫の顔の刺繍入り

納入期限
平成32年2月1日

地方自治法施行令第167条の2
第1項第3号に基づく随意契約

平成31年12上旬
多摩区役所保健
福祉センター衛
生課

935-3306
内線66564

7
堤根処理センター洗濯
業務委託

作業用被服（上着・ズボン・開襟
シャツ等）の洗濯及び回収・納品
等の業務

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

障碍者自立支援法第５条第１
項に規定する障害福祉サービ
ス事業で市に登録され、回収・
洗濯。納品と一連の業務がで
きる。また、その所在地が市内
であるため

平成３１年４月１日
環境局施設部堤
根処理センター

541-2047

8
王禅寺処理センターか
わるんパークほか点検
清掃業務委託

緑地広場（かわるんパーク）及び
遊歩道の清掃業務（平日毎日作
業）

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

地方自治体施行令第１６７条の
２第１項第３号の規定に基づく
施設に準ずる者として総務省
令で定めるところにより普通地
方公共団体の長の認定を受け
た者との随意契約

平成３１年４月１日
環境局施設部王
禅寺処理セン
ター

９６６－６１３５

9
市政だより点字版製作、
発送委託業務

かわさき市政だより１日号・２１日
号の点字版を製作し、利用登録
をした視覚障害者・施設などへ発
送する業務

平成31年４月１日～
平成32年３月31日

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律第５条第27項に規定する
地域活動支援センターで、その
所在地が市内であるものを対
象とする随意契約

平成31年４月１日
総務企画局
シティプロモー
ション推進室

200-2281

10
声の市政だより製作、発
送委託業務

かわさき市政だより１日号・２１日
号の音声録音版（テープ・デイ
ジーCD）を製作し、利用登録をし
た視覚障害者・施設などへ発送
する業務

平成31年４月１日～
平成32年３月31日

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律第５条第27項に規定する
地域活動支援センターで、その
所在地が市内であるものを対
象とする随意契約

平成31年４月１日
総務企画局
シティプロモー
ション推進室

200-2281

11
広報掲示板掲示業務委
託

市内各所にある市広報掲示板へ
ポスターを掲示する業務

平成31年４月１日～
平成32年３月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第37条第２項に規
定するシルバー人材センター
で、その所在地が市内であるも
のを対象とする随意契約

平成31年４月１日
総務企画局
シティプロモー
ション推進室

200-2281



12
宮内職員寮総合管理業
務委託

宮内職員寮の管理業務及び清掃
業務

平成31年４月１日～
平成32年３月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第37条第２項に規
定するシルバー人材センター
で、その所在地が市内であるも
のを対象とする随意契約

平成31年４月１日
総務企画局人事
部職員厚生課

200－2161

13
はるひ野黒川地域交流
センター管理運営委託

はるひ野小中学校内はるひ野黒
川地域交流センターの運営委託
業務

H31.4.1～H32.3.31

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第４１条に規定する
法人で、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成31年4月1日
教育委員会事務
局生涯学習部生
涯学習推進課

200-3309

14
外国人市民代表者会議
代表者募集案内封入・
封緘業務

封筒への書類（５枚程度）の封入
と封緘。３１，０００通前後予定。

平成３１年７月中旬
～８月中旬（予定）

障害者自立支援法第５条第１１
項に規定する障害者支援施設
で、その所在地が市内であるも
のを対象とする随意契約

平成３１年７月上旬
市民文化局
人権・男女共同
参画室

２００-２３５９

15
　自転車等放置防止対
策業務委託（その１）

主要駅周辺に整理誘導員を配置
し、駐輪場への案内・誘導を行
い、放置された自転車等の整理
整頓や警告札の貼付けを実施
し、適正な自転車利用に向けた
指導・啓発を行うもの。

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第３７条第２項に規
定する法人で、その所在地が
市内であるものを対象とする随
意契約

平成３１年４月１日
建設緑政局自転
車利活用推進室

200-3596

16
麻生区役所来庁者用駐
輪場整理業務

麻生区役所駐輪場の整理業務
平成31年4月1日か
ら
平成32年3月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第３７条に規定する
法人で、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成31年4月1日
麻生区役所まち
づくり推進部総務
課

965-5108

17
麻生区役所柿生分庁舎
除草業務

柿生分庁舎の除草業務
平成31年4月1日か
ら
平成32年3月31日

身体障害者福祉法第３１条に
規定する身体障害者授産施設
で、その所在地が市内であるも
のを対象とする随意契約

平成31年4月1日
麻生区役所まち
づくり推進部総務
課

965-5108



18
麻生区役所柿生分庁舎
管理業務委託

・柿生分庁舎門扉の開閉及び駐
車場の管理等
・ホール等の管理
・柿生地区会館の管理
・その他

平成31年4月1日か
ら
平成32年3月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第３７条に規定する
法人で、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成31年4月1日
麻生区役所まち
づくり推進部総務
課

965-5108

19
白山中学校跡地施設管
理業務委託

白山中学校跡地施設（グランド及
び体育館）の日常管理業務

平成31年4月1日か
ら
平成32年3月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第３７条第１項に規
定するシルバー人材センター
で、その所在地が市内であるも
のを対象とする随意契約

平成31年4月1日
麻生区役所まち
づくり推進部地域
振興課

965-5223

20
白山中学校跡地敷地内
草刈業務委託

白山中学校跡地敷地内の草刈業
務

平成31年4月1日か
ら
平成32年3月31日

障害者自立支援法第５条第２５
項に規定する地域活動支援セ
ンターで、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成31年4月1日
麻生区役所まち
づくり推進部地域
振興課

965-5223

21
宮前地区会館に係る施
設管理業務委託

宮前地区会館の維持管理（開錠・
施錠・来館者対応・駐車場管理
等）

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第３７条に規定され
た法人で、その所在地が市内
にあるものを対象とする随意契
約

平成３１年４月１日
宮前区役所まち
づくり推進部総務
課

８５６－３１２３

22
ふるさと納税記念品
（バッグ、ハンカチ）

ふるさと納税記念品の作成
平成３１年５月１日～
平成３２年３月３１日

障害者自立支援法第５条第２５
項に規定する地域活動支援セ
ンターで、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成３１年４月中
消防局総務部庶
務課

２２３-２５１３

23
ふるさと納税記念品（マ
グカップ・レターセット）

ふるさと納税記念品の作成
平成３１年５月１日～
平成３２年３月３１日

障害者自立支援法第５条第２５
項に規定する地域活動支援セ
ンターで、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成３１年４月中
消防局総務部庶
務課

２２３-２５１３



24
中原区役所コンサート会
場設営等業務委託

中原区役所コンサートの会場の
設営及び復旧業務などを行う。

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第４１条に規定する
法人で、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成３１年４月１日
中原区役所まち
づくり推進部地域
振興課

７４４－３３２４

25
なかはらメディアネット
ワーク情報コーナー補充
業務

地域新聞・季刊誌等を、中原区役
所で受け取り、中原区内の情報
コーナー13か所に週１回補充す
る。

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第４１条に規定する
法人で、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成３１年４月１日
中原区役所まち
づくり推進部企画
課

７４４－３１４９

26
国民健康保険料賦課徴
収事務に関する通知等
封入封緘業務委託

国民健康保険料賦課徴収事務に
関する通知等の封入封緘作業

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者自立支援法第五条第一
項に規定する法人で、その所
在地が市内であるものを対象と
する随意契約

平成31年4月1日
健康福祉局医療
保険部収納管理
課

200-3589

27
高津区久本草刈業務委
託

川崎看護専門学校裏手にある空
地内の除草作業及び除草した草
の処分

平成31年11月頃

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第３号に基づく施設に
準ずる者として総務省令で定め
るところにより普通地方公共団
体の長の認定を受けた者で、
その所在地が市内である者を
対象とする随意契約

平成31年10月頃
健康福祉局保健
医療政策室

200-0217

28
狂犬病予防注射済票お
よび鑑札添付作業

鑑札・済票セットの作成　23,550
個

平成31年11月1日～
平成31年12月28日

障害者自立支援法に規定する
障害者就労施設で、その所在
地が市内であるものを対象とす
る随意契約

平成31年10月頃
健康福祉局保健
所生活衛生課

200-2447

29
畜犬飼養者への通知封
入作業業務委託

畜犬飼養者への通知用封筒セッ
トの作成　61,000通

平成32年1月15日～
平成32年3月15日

障害者自立支援法に規定する
障害者就労施設で、その所在
地が市内であるものを対象とす
る随意契約

平成31年12月頃
健康福祉局保健
所生活衛生課

200-2447



30
中部リハビリテーション
センター床拭き・ワックス
清掃業務委託

中部リハビリテーションセンター
内の床拭き・ワックスの定期清掃

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

 障害者自立支援法第五条第
一項に規定する障害福祉サー
ビス事業を行っている事業所で
あり、その所在地が市内である
ものを対象とする随意契約

平成31年4月1日
健康福祉局障害
保健福祉部井田
障害者センター

750-0686

31
老人いこいの家夜間・休
日等施設開放事業

夜間・休日におけるいこいの家の
施設開放事業の実施委託

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第４１条に規定する
法人で、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成31年4月1日
健康福祉局長寿
社会部高齢者在
宅サービス課

200-2638

32

高齢者特別乗車証明書
等高齢者福祉関連通知
の封入封緘業務委託契
約

高齢者特別乗車証明書等の高齢
者福祉関連通知の封入封緘業務

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者総合支援法第５条第１４
項に規定する就労移行支援、
障害者総合支援法第５条第１５
項に規定する就労継続支援を
行う事業所で、その所在地が
市内であるものを対象とする随
意契約

平成31年4月1日
健康福祉局長寿
社会部高齢者在
宅サービス課

200-2638

33
高齢者向け軽作業委託
事業

市内公共施設における高齢者向
け軽作業委託

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第４１条に規定する
法人で、その所在地が市内で
あるものを対象とする随意契約

平成31年4月1日
健康福祉局長寿
社会部高齢者在
宅サービス課

200-2638

34
ひとり暮らし等高齢者実
態調査封入封緘等委託
業務契約

ひとり暮らし等高齢者実態調査に
係る事前訪問挨拶文の封入・封
緘及び民生委員調査用物品につ
いて調査バックへの格納

平成31年8月31日ま
で

障害者総合支援法第５条第１４
項に規定する就労移行支援、
障害者総合支援法第５条第１５
項に規定する就労継続支援を
行う事業所で、その所在地が
市内であるものを対象とする随
意契約

平成31年7月上旬
健康福祉局長寿
社会部高齢者在
宅サービス課

200-2911

35
地域福祉施設ちどり
清掃業務委託

地域福祉施設ちどりの日常清掃
及び床、窓ガラス等の定期清掃
業務

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者総合支援法第５条第１
項に規定する障害福祉サービ
スを行う施設で、その所在地が
市内であるものを対象とする随
意契約

平成31年4月1日
健康福祉局
障害保健福祉部
障害福祉課

200-2676



36
わーくす大島清掃業務
委託

障害者施設わーくす大島の床、
窓ガラス等の清掃業務

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者総合支援法に基づく就
労継続支援事業所等で、その
所在地が市内であるものを対
象とする随意契約

平成31年4月1日

健康福祉局障害
保健福祉部障害
者雇用・就労推
進課

200-2457

37
障害者施設職域等拡大
促進事業委託

市内の就労継続支援Ｂ型施設等
に対して、高工賃業務のノウハウ
の伝播を図り、受注可能な体制を
構築するための業務

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者総合支援法に基づく就
労継続支援事業所等で、その
所在地が市内であるものを対
象とする随意契約

平成31年4月1日

健康福祉局障害
保健福祉部障害
者雇用・就労推
進課

200-2457

38

平成３１年度「ＫＡＷＡＳ
ＡＫＩ産ＳＵＮフェスティバ
ル！」販売促進業務委
託

「ＫＡＷＡＳＡＫＩ産ＳＵＮフェスティ
バル！」販売会において、販売促
進を目的に、着ぐるみを投入する
ことから、この運用を委託する。

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者総合支援法に基づく就
労継続支援事業所等で、その
所在地が市内であるものを対
象とする随意契約

平成31年4月1日

健康福祉局障害
保健福祉部障害
者雇用・就労推
進課

200-2457

39

「ＫＡＷＡＳＡＫＩ産ＳＵＮ
フェスティバル！」販売
台保管・運搬等業務委
託

「ＫＡＷＡＳＡＫＩ産ＳＵＮフェスティ
バル！」販売会実施にあたり、次
の業務を委託する。
①販売台の保管
②販売員用折りたたみ椅子の貸
し出し
③上記①②の運搬・搬入・搬出作
業

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者総合支援法に基づく就
労継続支援事業所等で、その
所在地が市内であるものを対
象とする随意契約

平成31年4月1日

健康福祉局障害
保健福祉部障害
者雇用・就労推
進課

200-2457

40
平成３０年度　川崎市健
康福祉年報作成委託

年俸印刷物作成業務及び年俸Ｐ
ＤＦファイル

履行期限
平成32年3月31日

地方自治法施行令167条の2第
1項第3号に規定する施設で、
その所在地が市内であるもの
を対象とする随意契約

平成31年10月30日
健康福祉局総務
部庶務課

200-2617

41

平成３１年度版「ふれあ
い－障害福祉の案内
－」視覚障害者向け３仕
様作成委託

平成３１年度版「ふれあい－障害
福祉の案内－」のＣＤ（17枚）、点
字版（17部）の作成

平成３１年９月１日～
平成３１年１２月２８
日

障害者自立支援法第五条第二
十五項に規定する（法人）地域
活動センターで、その所在地が
市内であるものを対象とする随
意契約。

平成３１年９月１日
健康福祉局障害
保健福祉部障害
計画課

２００－０８７４



42
家具転倒防止金具取付
業務委託

ひとり暮らし高齢者・障害者、高
齢者のみの世帯などで、自ら家
具転倒防止金具を取り付けること
が困難な世帯を対象者とし、申込
みのあった対象者の住宅を訪問
し、家具転倒防止金具の取り付
け業務を行う。

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第４１条に規定する
市内シルバー人材センターで
あるため

平成31年4月1日
健康福祉局地域
包括ケア推進室

200-2628

43
川崎市慰霊塔敷地周辺
除草（草刈）及び清掃業
務委託

川崎市慰霊塔敷地及び川崎市慰
霊塔敷地周辺（約1,125㎡）の除
草（草刈）、清掃、川崎市慰霊塔
の水洗い業務

平成31年8月7日～
平成31年年8月14日

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第４１条に規定する
市内シルバー人材センターで
あるため

平成31年7月下旬
健康福祉局地域
包括ケア推進室

200-2926

44
平成31年度公害健康被
害補償事業帳票類封入
封緘等業務委託契約

公害病被認定者に対し送付する
「公害補償給付等支払決定通知
書」及び公害医療機関に対し送
付する「診療報酬等支払決定通
知書」の封入封緘、配送を行う。

平成31年4月1日～
平成32年3月31日

障害者自立支援法第5条第7項
に規定する生活介護事業及び
同条第14項に規定する就労継
続支援事業を行う施設で、その
所在地が市内であるものを対
象とする随意契約

平成31年4月上旬
健康福祉局保健
所環境保健課

200-2489

45

平成３０年度川崎市内公
立保育所（川崎区・幸
区・中原区）寝具クリー
ニング業務

公立保育所（川崎区、幸区、中原
区）における、毛布等のクリーニ
ング業務

平成３１年７月１日～
平成３２年３月３１日

「川崎市障害者優先調達推進
方針」に基づき、地方自治法施
行令１６７条の２第１項第３号の
規定により特命随意契約とす
る。

平成３１年7月１日
こども未来局子
育て推進部運営
管理課

200-2684

46
マイコンシティセンター管
理業務委託

マイコンシティセンターの開錠・施錠、
会議室の予約受付・案内等の施設管
理業務

平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律第４１条第２項に規定する
法人で、その所在地が市内である
ものを対象とする随意契約

平成３１年４月１日
経済労働局産業
振興部工業振興
課

２００－３９３６

47
平成31年度川崎市労働
情報発送業務委託

　「川崎市労働情報」の発送のため、
封入・封緘・ラベル貼付作業を行い、
指定期日までに配送業者に引渡す。
　〈単価契約〉毎月1回2,700件前後、
年間12回。年に1回チラシ封入あり。

平成31年4月1日～
　平成32年3月31日

平成30年度川崎市障害者優先調
達推進方針に基づく障害者優先調
達推進法第3条に規定する障害者
就労施設等で、その所在地が市内
である物を対象とする随意契約

平成31年4月1日
経済労働局
労働雇用部

200-3653

(内28812)



48
平成31年度版川崎市労
働白書発送業務委託

　「川崎市労働白書」の発送のため、
封入・封緘・ラベル貼付を行い、指定
期日まで配送業者に引渡す。
　〈単価契約〉年1回、530部前後を予
定。

契約締結～
 平成32年3月31日

平成30年度川崎市障害者優先調
達推進方針に基づく障害者優先調
達推進法第2条に規定する障害者
就労施設等で、その所在地が市内
である物を対象とする随意契約

平成32年2月下旬

或いは3月初旬

経済労働局
労働雇用部

200-3653

(内28812)

49
高津区役所庁舎清掃業
務委託

庁舎清掃業務
平成３１年４月１日～
平成３２年３月３１日

障害者雇用促進法第４５条の３
に基づく特定事業主に係る特
例の認定を受けた業者で、そ
の所在地が市内であるもの対
象とする随意契約

平成３１年４月１日
高津区役所まち
づくり推進部総務
課

64113

50
みぞのくち市税事務所
カーテンクリーニング業
務

カーテンのドライクリーニング業
務。（カーテン枚数は全部で５枚）

令和２年１月下旬

身体障害者福祉法第３１条に
規定する身体障害者授産施設
で、その所在地が市内であるも
のを対象とする随意契約

令和元年１２月中旬
財政局税務部税
制課

200-2190

51
令和元年度同報系防
災行政無線戸別受信機
管理補助業務委託

戸別受信機の交換用乾電池（単
１、単２）等の袋詰め及び発送

令和２年２月中旬
～令和２年３月３１
日

身体障害者福祉法第３１条
に規定する身体障害者授
産施設で、その所在地が市
内であるものを対象とする
随意契約

令和２年２月中旬
総務企画局危機
管理室

２００-２８５６


