
平成２６年度実績（契約日　平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

発注課 件名 契約金額 障害者就労支援施設等名 契約日

庁用自動車 シートカバークリーニング ¥4,082 セルプきたかせ 平成26年7月14日

庁用自動車 シートカバークリーニング ¥5,015 セルプきたかせ 平成26年12月24日

総務局
人材育成センター評価担当

「平成２６年度人事評価制度ガイドブック」
点字版制作委託

¥92,988 映像工房ペリ 平成26年5月28日

総務局
危機管理室

平成２６年度同報系防災行政無線戸別受信機
管理補助業務委託

¥512,326
（特非）川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成27年3月20日

市政だより点字版製作、発送委託業務 ¥2,630,808 神奈川ワークショップ 平成26年4月1日

声の市政だより製作、発送委託業務 ¥1,944,000 なかまの家 平成26年4月1日

清掃業務委託 ¥3,756,240 多摩川あゆ工房 平成26年4月1日

お楽しみ会菓子 ¥29,260 多摩川あゆ工房 平成26年11月14日

卒園進級記念品 ¥26,400 夢屋 平成27年1月29日

平成２６年度川崎市労働情報発送業務 ¥924,412 川崎市ふじみ園 平成26年4月1日

平成２６年度版川崎市労働白書発送業務委託 ¥16,661 川崎市ふじみ園 平成26年12月22日

労働資料刊行物発送業務委託 ¥24,264 川崎市ふじみ園 平成26年12月22日

ハーブ苗の購入について ¥8,316 があでん・ららら 平成26年5月26日

平成26年度早野地区周辺ハーブ等加工業務委託 ¥379,123 があでん・ららら 平成26年6月10日

環境局
施設部処理計画課

橘処理センター洗濯業務委託 ¥2,721,600 白揚園 平成26年4月1日

環境局
減量推進課

「資源物とごみの分け方・出し方（点字版・
音声版）」作製業務委託

¥164,808 映像工房ペリ 平成27年2月25日

点字封筒刻印作成委託料 ¥600,000 わーくす大島 平成26年4月1日

地域福祉施設ちどり清掃業務委託 ¥1,069,200 アシストワーク神木 平成26年4月1日

健康福祉局
めいぼう

井田統合通所仮設施設床拭き・ワックス清掃
業務委託

¥548,134 多摩川あゆ工房 平成26年5月21日

健康福祉局
医療政策推進室

高津区久本草刈業務委託 ¥23,112
（特非）川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成26年8月26日

健康福祉局
環境保健課

平成２６年度公害健康被害補償事業帳票類封
入封緘等業務

171,144 川崎市ふじみ園 平成26年4月1日

健康福祉局
健康安全部健康危機管理担
当

予防接種帳票類袋詰・発送業務 2,203,254 地域活動支援センターみなみ 平成26年4月1日

高齢者特別乗車証明書例月作業 ¥87,390 川崎市わーくす川崎 平成26年4月1日

すこやか福寿手帳封入封緘業務 ¥97,120 地域活動支援センターみなみ 平成26年4月1日

ひとり暮らし等高齢者実態調査封入封緘業務委託 ¥574,808
（特非）川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成26年6月17日

健康福祉局
介護保険課

認定調査委託契約書封入作業委託 ¥29,000 川崎市わーくす大島 平成26年12月26日

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

¥588,000 川崎市わーくす川崎 平成26年6月16日

国民健康保険証更新通知等封入封緘業務委託 ¥952,000 川崎市わーくす川崎 平成26年7月17日

国民健康保険料催告書等封入封緘業務委託 ¥630,000 川崎市わーくす川崎 平成26年10月21日

わーくす大島清掃業務委託 ¥81,000 アシストワーク神木 平成26年4月1日

わーくす中原清掃業務委託 ¥79,920 多摩川あゆ工房 平成26年4月1日

クリーニング ¥939 白楊園 平成26年4月1日

健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

川崎市障害者優先調達推進方針に基づく調達実績の公表

総務局
庁舎管理課

市民・こども局
シティセールス・広報室

市民・こども局
北部地域療育センター

経済労働局
労働雇用部

経済労働局
農業振興センター農地課

健康福祉局
障害福祉課

健康福祉局
高齢者在宅サービス課

健康福祉局
収納管理課



発注課 件名 契約金額 障害者就労支援施設等名 契約日

クリーニング ¥1,112 白楊園 平成26年6月11日

クリーニング ¥993 白楊園 平成26年10月20日

クリーニング ¥1,026 白楊園 平成27年1月26日

健康福祉局
保険年金課

国保のしおり及び高額療養費制度改正チラシ
等封入業務委託

¥313,600 川崎市わーくす川崎 平成26年10月24日

川崎区役所
こども支援室

川崎区内公立保育園寝具クリーニング ¥337,024 セルプきたかせ 平成26年9月1日

幸区役所
衛生課

ペット用便処理袋「おサンポくん」の調達 ¥48,600 東京都葛飾福祉工場 平成26年9月17日

幸区役所
こども支援室

幸区役所公営保育園寝具等クリーニング ¥576,136 セルプきたかせ 平成26年7月25日

区長あいさつ用名刺代 ¥3,000 川崎市わーくす大島 平成26年4月1日

区長あいさつ用名刺代 ¥1,500 川崎市わーくす大島 平成26年5月13日

区長あいさつ用名刺代 ¥3,000 川崎市わーくす大島 平成26年6月10日

多摩区役所
衛生課

動物愛護推進事業　ペットの防災セミナー
布巾

¥6,120 川崎きた作業所 平成27年1月27日

中央支援学校の職場実習における謝礼用物品
（平成２６年６月）

¥12,000 おかし工房しいの実 平成26年5月25日

中央支援学校分教室の職場実習における謝礼
用物品（平成２６年６月）

¥12,000 おかし工房しいの実 平成26年6月15日

中央支援学校の職場実習における謝礼用物品
（平成２６年８月）

¥12,000 おかし工房しいの実 平成26年7月22日

中央支援学校の職場実習における謝礼用物品
（平成２６年１０月）

¥36,000 おかし工房しいの実 平成26年9月11日

中央支援学校の職場実習における謝礼用物品
（平成２６年１０月）

¥18,000 おかし工房しいの実 平成26年10月7日

中央支援学校の職場実習における謝礼用物品
（平成２7年2月）

¥12,000 おかし工房しいの実 平成27年2月12日

特別支援学校高等部の職場実習における謝礼
用物品（田島支援平成２６年４月～７月）

¥12,000 ブルチェロ 平成26年6月30日

特別支援学校高等部の職場実習における謝礼
用物品（田島支援平成２６年７月）

¥10,000 ブルチェロ 平成26年6月30日

特別支援学校高等部の職場実習における謝礼
用物品（田島支援平成２６年１０月）

¥14,000 ブルチェロ 平成26年9月11日

特別支援学校高等部の職場実習における謝礼
用物品（田島支援平成２６年１１～１２月）

¥14,000 ブルチェロ 平成26年10月24日

平成２６年度川崎市立中学校特別支援学級連
合運動会におけるパン食い競争用パンの購入

¥59,940 パン工房ひよこ 平成26年8月26日

上下水道局
給水装置センター

平成２６年度水道メーター分解委託（単価契
約）

¥3,179,520
（特非）川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成26年5月16日

交通局報（単価契約） ¥149,007 富士電機フロンティア 平成26年4月1日

名入り封筒（長４、長３、角２） ¥40,284 富士電機フロンティア 平成26年12月2日

交通局
安全指導課

運転技能コンクール市民審査員募集チラシ ¥20,034 富士電機フロンティア 平成26年9月3日

病院局
井田病院庶務課

クッキー・パウンドケーキ ¥2,550 おかし工房しいの実 平成26年11月6日

病院見学会（３月２１日）用お菓子 ¥6,000 ブルチェロ 平成27年3月4日

春のインターンシップ用お菓子 ¥7,000 おかし工房しいの実 平成27年3月5日

病院見学会（３月２１日）用お菓子 ¥2,000 ブルチェロ 平成27年3月16日

¥25,885,770

健康福祉局
障害者更生相談所

病院局
総務部庶務課

合　　計 件数合計　６２件

宮前区役所
総務課

教育委員会
指導課

交通局
庶務課


