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25年度実績 （契約日 平成25年4月1日～平成26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

市民・こども局
人権・男女共同参画室

外国人市民代表者会議第１０期
代表者募集案内封入封緘業務委託

市民こども局
シティセールス・広報室

声の市政だより制作、発送委託業務 ¥2,073,960

社会福祉法人 光友会
神奈川ワークショップ

平成25年4月1日

北部地域療育センター清掃業務

社会福祉法人 なごみ会
多摩川あゆ工房

平成25年4月1日

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
農地課

卒園・進級記念品

¥3,675,000

¥25,200 特定非営利活動法人 夢屋

平成25年8月23日

平成26年1月31日

平成２５年度川崎市労働情報発送業務

¥898,347 川崎市ふじみ園

平成25年4月1日

平成25年度川崎市労働白書の発送業務

¥15,915 川崎市ふじみ園

平成26年3月20日

平成25年度「労働状況実態調査」速報版
の発送業務

¥21,647 川崎市ふじみ園

平成26年3月20日

平成25年度早野地区ハーブ等活用推進事
業圃場管理業務
平成25年度早野地区周辺ハーブ等加工業
務委託

環境局
施設部処理計画課

橘処理センター洗濯業務委託

環境局
生活環境部減量推進課

石けんの購入

健康福祉局
社会参加支援センター

パンフレット印刷

健康福祉局
健康安全部環境保健課

平成２５年度公害健康被害補償
事業帳票類封入封緘等業務委託

健康福祉局
健康危機管理担当

平成２５年度予防接種帳票類
袋詰・発送業務の委託

健康福祉局
地域福祉部収納管理課

¥157,584 社会福祉法人 長尾福祉会

¥1,711,500 はぐるまの会
¥350,000 があでん・ららら
¥2,646,000
¥343,980

社会福祉法人
育桜福祉会 白楊園
特定非営利活動法人
川崎市民石けんプラント

¥47,970 株式会社ダンウェイ
¥169,530 川崎市ふじみ園
¥1,774,324 地域活動支援センターみなみ

平成25年4月15日
平成25年6月5日
平成25年4月1日
平成25年10月21日

平成25年12月4日
平成25年4月1日
平成25年4月1日

平成２５年度 国民健康保険料口座振替「振替
方法」変更のお知らせ封入封緘業務委託

¥24,250 わーくす日進町

平成25年4月17日

国民健康保険被保険者証の有効期限が過ぎてお
ります（お知らせ）封入封緘業務委託

¥9,548 わーくす日進町

平成25年5月1日

国民健康保険被保険者証の有効期限が過ぎてお
ります（お知らせ）封入封緘業務委託

¥10,902 わーくす中原

平成25年5月1日

平成２５年度 国民健康保険料納付
方法変更申出書封入封緘業務委託

¥51,348 わーくす日進町

平成25年7月8日

国民健康保険被保険者証返還請求等
予告通知書等封入封緘業務

¥48,705 わーくす日進町

平成25年8月26日

国民健康保険被保険者証返還請求等
予告通知書等封入封緘業務

¥76,160 わーくす中原

平成25年8月26日

国民健康保険被保険者証返還請求書
等封入封緘業務

¥36,227 わーくす日進町

平成25年9月11日

国民健康保険被保険者証返還請求書
等封入封緘業務

¥54,893 わーくす中原

平成25年9月11日

国民健康保険被保険者証の更新につ
いて（お知らせ）封入封緘業務

¥23,220 わーくす日進町

平成25年9月13日

¥38,295 わーくす中原

平成25年9月13日

¥244,864 わーくす日進町

平成25年10月17日

財産調査開始通知書等封入業務委託

¥327,776 わーくす日進町

平成26年1月30日

国民健康保険被保険者証返還請求等
予告通知書等封入封緘業務

¥32,620 わーくす日進町

平成26年2月7日

¥3,762 わーくす日進町

平成26年2月17日

¥13,680 わーくす日進町

平成26年3月13日

国民健康保険被保険者証の更新につ
いて（お知らせ）封入封緘業務
国民健康保険料未納分の納付通知
（催告）書、リーフレットの封入封
緘業務

国民健康保険料「口座振替停止」のお知ら
せ封入業務委託
「国民健康保険料仮徴収対象外のお知ら
せ」封入封緘業務委託

発注課

健康福祉局
障害者更生相談所

健康福祉局
障害保健福祉部障害福祉課

件名

障害者就労支援施設等名

契約日

クリーニング

¥1,260 白楊園

平成25年4月24日

クリーニング

¥1,165 白楊園

平成25年7月19日

クリーニング

¥1,480 白楊園

平成25年11月12日

クリーニング

¥1,659 白楊園

平成26年1月16日

点字封筒刻印作成委託料
地域福祉施設ちどり清掃業務委託

健康福祉局
地域福祉部保険年金課

「国民健康保険の資格喪失の届出に
ついて（お願い）」等封入封緘業務

健康福祉局
盲人図書館

ぶっくがいど点字版製作業務

健康福祉局
わーくす川崎消耗品
障害保健福祉部障害計画課
高齢者特別乗車証明書例月作業
健康福祉局
長寿社会部
高齢者在宅サービス課

契約金額

¥440,000 わーくす大島
¥1,039,500

平成25年4月1日

特定非営利活動法人アシスト
アシストワーク神木

¥14,995 わーくす日進町

平成25年4月1日
平成25年6月27日

¥315,000 映像工房ペリ

平成25年4月1日

¥72,000 エヌクラップ

平成26年2月27日

¥104,053 川崎市わーくす日進町

平成25年4月1日

高齢者特別乗車証明書一斉更新作業

¥43,370 川崎市わーくす日進町

平成25年4月17日

すこやか福寿手帳封入封緘業務

¥98,322 地域活動支援センターみなみ

平成25年4月1日

建設緑政局
霊園事務所

早野聖地公園産業廃棄物（容器類）
分別業務委託

¥239,400 多摩川あゆ工房

平成25年4月16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

¥405,720 セルプきたかせ

平成25年12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

幸区役所
こども支援室

幸区公立保育園寝具等クリーニング

中原区役所
地域保健福祉課

消耗品（洋菓子）

宮前区役所
総務課

区長あいさつ用名刺代
特別支援学校高等部の職場実習にお
ける謝礼用物品（平成25年６月）

¥44,992

社会福祉法人 東京コロニー
東京都葛飾福祉工場

¥589,743 セルプきたかせ

平成26年1月24日
平成25年6月28日

¥26,250 おかし工房しいの実

平成25年11月11日

¥4,500 川崎市わーくす大島

平成25年7月8日

¥12,000 社会福祉法人 しいの実会

平成25年5月17日

特別支援学校高等部の職場実習にお
ける謝礼用物品（平成25年８月）
特別支援学校高等部の職場実習にお
ける謝礼用物品（平成25年９月～１
０月）
特別支援学校高等部の職場実習にお
ける謝礼用物品（平成25年１０月）

¥9,000 社会福祉法人 しいの実会

平成25年7月24日

¥15,000 社会福祉法人 しいの実会

平成25年9月13日

¥18,000 社会福祉法人 しいの実会

平成25年10月2日

特別支援学校高等部の職場実習にお
ける謝礼用物品（平成2６年２月）

¥18,000 社会福祉法人 しいの実会

平成26年1月24日

川崎市立中学校連合運動会パン障害
走用パン購入

¥52,500

社会福祉法人みのり会
パン工房ひよこ

平成25年8月2日

選挙管理委員会事務局
選挙課

第１８回川崎市長選挙における点字
による投票記載例作製業務

¥30,030

特定非営利活動法人
映像工房ペリ

平成25年9月2日

上下水道局
給水装置センター

平成２５年度水道メーター分解業務
委託（単価契約）

¥3,460,800

病院局
井田病院事務局庶務課

食糧費（菓子）

教育委員会事務局
指導課

合

計

社会福祉法人 育桜福祉会
川崎市わーくす高津

¥2,400 社会福祉法人しいの実会
¥21,968,346

件数合計

平成25年5月10日
平成25年11月1日
５６件

