
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　平成２８年度実績（契約日　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

Ｎｏ 件名 契約金額 障害者就労支援施設等名 契約日

1 秘書課 庁用（副市長名刺） ¥2,000 川崎市わーくす大島 平成28年9月1日

2 広報担当 市政だより点字版製作、発送委託業務 ¥2,084,040 桜雲会 平成28年4月1日

3 広報担当 声の市政だより製作、発送委託業務 ¥1,620,000 なかまの家 平成28年4月1日

4 情報担当
平成２８年度同報系防災行政無線戸別受信機管
理補助業務委託

¥505,081
川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成29年3月17日

5 平成２8年度川崎市労働情報発送業務 ¥661,230 川崎市ふじみ園 平成28年4月1日

6 平成２８年度川崎市労働白書発送業務 ¥17,841 川崎市ふじみ園 平成29年3月17日

7 減量推進課 生ごみ処理機キエーロ作成業務委託 ¥382,320
川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成28年7月1日

8
堤根処理
センター

堤根処理センター洗濯業務委託 ¥4,098,680 白楊園 平成28年4月1日

9
王禅寺

処理センター
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

¥827,064
川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成29年2月14日

10 大気環境課 平成２８年度作業服の洗濯業務委託 ¥175,216 社会福祉法人育桜福祉会　白楊園 平成28年5月1日

11 庶務課 平成２７年度川崎市健康福祉年報作成業務 ¥594,000 なかまの家 平成28年11月30日

12 感染症対策課 予防接種帳票類袋詰・発送業務委託契約 ¥53,720 地域活動支援センターみなみ 平成28年4月1日

13
平成２８年度公害健康被害補償
事業帳票類封入封緘等業務委託

¥192,126 川崎市ふじみ園 平成28年4月1日

14 気管支ぜん息知識普及事業講演会資料の印刷 ¥80,460 百合丘日中活動センター 平成28年10月26日

15 気管支ぜん息知識普及事業講演会資料の印刷 ¥60,264 百合丘日中活動センター 平成28年11月22日

16 気管支ぜん息知識普及事業講演会資料の印刷 ¥137,376 百合丘日中活動センター 平成29年3月9日

17
平成２８年度狂犬病予防注射済票および鑑札添
付作業委託

¥15,444 マイＷａｙ 平成28年10月20日

18 畜犬飼養者への通知封入作業業務委託 ¥44,280 マイＷａｙ 平成29年1月18日

19 収納管理課
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

¥746,924 県央福祉会 平成28年4月1日

20
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

¥153,128 川崎市わーくす川崎 平成28年4月1日

21 すこやか福寿手帳封入封緘業務委託 ¥40,170 地域活動支援センターみなみ 平成28年4月1日

22 クリーニング ¥1,285 白楊園 平成28年6月22日

23 クリーニング ¥1,522 白楊園 平成28年9月26日

24 クリーニング ¥1,371 白楊園 平成29年1月23日

25 クリーニング ¥1,522 白楊園 平成29年3月17日

26 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29年4月1日

27 展示封筒刻印作成委託 ¥600,000 川崎市わーくす大島 平成28年4月1日

28 高津区久本草刈業務委託　1回目 ¥43,416
川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成28年10月14日

29 高津区久本草刈業務委託　2回目 ¥15,336
川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成28年12月27日

30
井田障害者セン

ター
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

¥1,127,610 多摩川あゆ工房 平成28年4月25日

31 障害計画課
平成２８年度版「ふれあい－障害福祉の案内
－」視聴覚者向け３仕様作成委託

¥232,200 映像工房ペリ 平成28年10月7日

32 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28年4月1日

33 わーくす中原清掃業務委託 ¥79,920 多摩川あゆ工房 平成28年4月1日

34 健康安全研究所 健康安全研究所クリーニング業務委託 ¥117,369 白楊園 平成28年4月1日

35 運営管理課
平成２８年度川崎市内公立保育所（川崎区・幸区）寝具ク
リーニング業務

¥788,572 長尾福祉会 平成28年8月22日

36 あて名シール貼付業務委託 ¥18,057 川崎市わーくす大島 平成28年11月8日

37 あて名シール貼付業務委託 ¥38,470 川崎市わーくす大島 平成28年12月1日

38 あて名シール貼付業務委託 ¥54,900 川崎市わーくす大島 平成29年1月4日

39 あて名シール貼付業務委託 ¥43,494 川崎市わーくす大島 平成29年2月10日

40 港湾局 庶務課 災害救助用毛布のクリーニング業務 ¥5,184 セルプきたかせ 平成29年2月17日

41 中原区 地域ケア推進担当 消耗品（洋菓子） ¥36,450 おかし工房　しいの実 平成28年11月7日

環境局

発注課

総務企画局

経済労働局 労働雇用部

健康福祉局

こども未来局

こども家庭課

環境保健課

生活衛生課

高齢者
在宅サービス課

障害者更生相談所

障害者雇用・就労
推進課

障害福祉課

保健医療政策室



Ｎｏ 件名 契約金額 障害者就労支援施設等名 契約日発注課

42 区長あいさつ用名刺代 ¥3,000 川崎市わーくす大島 平成28年5月25日

43 区長あいさつ用名刺代 ¥1,500 川崎市わーくす大島 平成28年11月28日

44 区長あいさつ用名刺代 ¥4,000 川崎市わーくす大島 平成29年3月27日

45 地域ケア推進担当
多摩区地域包括ケアシステムの推進に向けた啓
発用缶バッチ作成業務委託

¥204,000 川崎市柿生学園 平成29年2月15日

46 総務課 多摩区役所生田出張所清掃業務委託 ¥1,869,091 多摩川あゆ工房 平成28年4月1日

47 衛生課
多摩区動物愛護推進事業　犬・猫の適正飼養セ
ミナー

¥9,720 川崎きた作業所 平成28年12月1日

48 麻生区 総務課 川崎市麻生区役所柿生分庁舎除草業務 ¥32,400
川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成28年4月1日

49 上下水道局 給水装置センター 平成２８年度メーター分解委託（単価契約） ¥4,064,256
川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成28年4月1日

50
交通局報作成業務
（Ｎｏ．３６４）

¥34,622 ダンウェイ 平成28年9月20日

51 名入り封筒（角２） ¥15,120 富士電機フロンティア 平成２８年１０月２６日

52
交通局報作成業務
（Ｎｏ．３６５）

¥56,006 ダンウェイ 平成28年12月14日

53
交通局報作成業務
（Ｎｏ．３６６）

¥42,768 ダンウェイ 平成29年2月8日

54 総務部庶務課 クッキー動物ランド（４コ入り） ¥6,400 おかし工房　しいの実 平成28年11月28日

55
川崎病院
地域医療部

地域ケア懇談会茶菓子 ¥14,400 ブルチェロ 平成29年1月19日

56 クッキー・パウンドケーキ ¥5,950 おかし工房しいの実 平成28年11月10日

57 長３封筒（名入り） ¥47,520 富士電機フロンティア 平成28年5月19日

58 長３封筒（名入り）　個人情報保護用 ¥34,020 富士電機フロンティア 平成28年11月22日

59 長３封筒（名入り） ¥27,000 富士電機フロンティア 平成29年2月22日

60
平成２８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のパンの購入

¥62,000 はなみずき 平成28年8月28日

61
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（６月分）

¥10,000 おかし工房　しいの実 平成28年6月27日

62
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（５～６月分）

¥14,000 おかし工房　しいの実 平成28年6月27日

63
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（8月分）

¥4,000 おかし工房　しいの実 平成28年8月1日

64
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（9月分）

¥4,000 おかし工房　しいの実 平成28年9月29日

65
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（本校・10月分）

¥14,000 おかし工房　しいの実 平成28年9月29日

66
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（分教室・10月分）

¥12,000 おかし工房　しいの実 平成28年9月29日

67
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（１１月～１２月分）

¥10,000 おかし工房　しいの実 平成28年10月24日

68
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（１２月分）

¥2,000 おかし工房　しいの実 平成28年12月2日

69
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（1～２月分）

¥12,000 おかし工房　しいの実 平成29年1月27日

70
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（1～３月分・７社分）

¥14,000 おかし工房　しいの実 平成29年1月20日

71
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（1～３月分・４社分）

¥8,000 おかし工房　しいの実 平成29年1月20日

72
中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（３月分）

¥4,000 おかし工房　しいの実 平成29年2月28日

73
田島支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（７月～１０月　３年生）

¥14,000 ブルチェロ 平成28年7月1日

74
田島支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（７月～１０月　 ２・３年生）

¥14,000 ブルチェロ 平成28年7月1日

75
田島支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（１０月～２月）

¥18,000 ブルチェロ 平成28年9月29日

76
田島支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（１０月～２月）②

¥14,000 ブルチェロ 平成28年9月29日

77 「議会かわさき」点字版の作成・発送業務委託 ¥290,700 桜雲会 平成28年4月19日

78
川崎市議会「市議会のしくみ」点字版製作業務
委託

¥29,975 光友会神奈川ワークショップ 平成29年3月6日

¥23,870,690

　※　優先調達法の周知を図ったところ、平成２７年度と比較し件数は１１件増加し、契約金額は約５２０万円増加した。増加の主な要因は次のとおり。

　　　生ごみ処理機キエーロ作成業務委託、王禅寺処理センター点検清掃業務委託、作業服の洗濯業務委託、川崎市健康福祉年報作成業務、健康安全研究所クリーニング業務委託、

　　　多摩区地域包括ケアシステムの推進に向けた啓発用缶バッチ作成業務委託、多摩区役所生田出張所清掃業務委託、「議会かわさき」点字版の作成発送業務委託などの発注が

         新規追加と なったため。

合計 合計件数（７８件）

教育委員会事
務局

指導課

議会局
総務部

広報・報道担当

宮前区役所 総務課

多摩区役所

交通局 庶務課

病院局

井田病院事務局
庶務課


