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３０年度実績（契約日
発注部署

Ｎｏ
1

秘書課

2
総務企画局

4
財政局

件名

契約金額

市長名刺（点字）

障害者就労支援施設等名

¥6,000 川崎市わーくす大島

契約日
平成30年5月18日

市政だより点字版の製作・発送

¥2,300,760 桜雲会

平成30年4月2日

市政だより録音版の製作・発送

¥1,566,000 光友会神奈川ワークショップ

平成30年4月2日

川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成31年3月5日

広報担当

3

5

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

危機管理室

平成３０年度同報系防災行政無線戸別受信機管
理補助業務委託

税制課

みぞのくち市税事務所カーテンクリーニング業
務

¥16,524 ハーモニー中原

川崎市優良組合役員表彰及び従業員永年勤続者
表彰記念品見本の調達について【ジャム】

¥972 はっぴわーく

平成30年6月19日

川崎市優良組合役員表彰及び従業員永年勤続者
表彰記念品の調達【ジャム】

¥68,754 はっぴわーく

平成30年6月25日

平成30年度「川崎市労働情報」発送業務委託

¥629,869 川崎市ふじみ園

6
工業振興課
7
経済労働局
8

¥617,595

平成30年11月16日

平成30年4月2日

労働雇用部
9

平成30年度版川崎市労働白書発送業務委託

10
11

減量推進課
環境局

石けんの購入

¥15,689 川崎市ふじみ園
¥192,400 きなりの会

堤根処理センター 堤根処理センター洗濯業務委託

平成31年3月11日
平成30年10月11日

¥3,628,800 白楊園

平成30年4月2日

12

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

13

庶務課

平成２９年度川崎市健康福祉年報等作成業務委
託

14

施設課

福祉センター跡地活用施設に係る住民説明会案
内ポスティング業務委託

¥68,947 川崎市わーくす川崎

平成30年4月2日

15

高齢者在宅
サービス課

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

¥140,336 川崎市わーくす川崎

平成30年4月1日

平成３０年度版「ふれあいー障害福祉の案
内ー」視覚障害者向け作成委託

¥195,480 映像工房ペリ

平成30年8月6日

16
障害計画課
17

川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

¥712,800 なかまの家

¥3,000 おかし工房

クッキー

18

¥5,314,464

公用封筒点字表記委託

平成30年4月2日
平成30年10月25日

しいの実

平成31年2月10日

¥600,000 川崎市わーくす大島

平成30年4月1日

¥1,069,200 アシストワーク神木

平成30年4月1日
平成30年4月1日

障害福祉課
19

地域福祉施設ちどり清掃業務委託

20

わーくす大島清掃業務委託

¥81,000 アシストワーク神木

21

平成３０年度 「ＫＡＷＡＳＡＫＩ産ＳＵＮ
フェスティバル！」販売促進業務委託

¥54,000

障害者雇用・
就労推進課

22
23
24

平成３０年度 「ＫＡＷＡＳＡＫＩ産ＳＵＮ
フェスティバル！」販売台保管・運搬等業務
障害者施設職域等拡大促進事業委託

健康福祉局

川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

¥270,000 白楊園
¥3,034,562 アシストワーク神木

平成30年7月1日
平成30年6月1日
平成30年4月2日

診療業務で使用する物品のクリーニング

¥1,479 白楊園

平成30年5月23日

診療業務で使用する物品のクリーニング

¥1,242 白楊園

平成30年8月24日

26

診療業務で使用する物品のクリーニング

¥1,198 白楊園

平成30年11月14日

27

診療業務で使用する物品のクリーニング

¥1,652 白楊園

平成31年2月18日

25
障害者更生相談所

28

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

29

保健医療政策室

高津区久本草刈業務委託

30

環境保健課

31
32
生活衛生課

¥1,127,610 あゆクリーンサービス
¥58,752

川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成30年4月1日
平成30年10月30日

平成３０年度公害健康被害補償事業帳票類封入
封緘等業務委託

¥165,829 川崎市ふじみ園

平成30年4月2日

平成３０年度狂犬病予防注射済票および鑑札添
付作業委託

¥129,600 マイＷａｙ

平成30年10月23日

平成３０年度畜犬飼養者への通知封入作業委託

¥230,677 マイＷａｙ

平成31年1月9日

33

平成３０年度狂犬病予防注射済票および鑑札添
付作業委託

¥60,210 川崎市わーくす川崎

34

平成３０年度畜犬飼養者への通知封入作業委託

¥136,663 川崎市わーくす川崎

平成31年1月10日

平成30年10月19日

35

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

¥960,570 川崎市わーくす川崎

平成30年4月2日

36 こども未来局

運営管理課

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

¥909,306 セルプきたかせ

平成30年7月17日

37

港湾管理課

納入通知書封入封緘業務

港湾局

38
宮前区役所

区長あいさつ用名刺代

¥2,000 川崎市わーくす大島

平成30年9月21日

区長あいさつ用名刺代

¥4,000 川崎市わーくす大島

平成31年3月25日

総務課

多摩区生田出張所仮庁舎清掃業務委託

衛生課

多摩区動物愛護推進事業
ミナー

多摩区役所
41

平成30年4月11日

総務課

39
40

¥64,470 川崎市わーくす大島

犬・猫の適正飼養セ

¥1,488,801 あゆクリーンサービス
¥9,720 川崎きた作業所

平成30年4月1日
平成30年12月11日

発注部署

Ｎｏ
42

総務課

件名
川崎市麻生区役所柿生分庁舎除草業務

契約金額

44

上下水道局

地域振興課

白山中学校跡地施設草刈業務委託

給水装置課

平成30年度
契約）

水道メーター分解業務委託（単価

契約日

¥35,640

川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成30年4月2日

¥421,070

川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成30年4月1日

¥4,769,280

川崎市障害福祉施設事業協会
（しごとセンター）

平成30年4月2日

麻生区役所
43

障害者就労支援施設等名

45

交通局報作成業務（第３７１号）

¥40,003 ダンウェイ

平成30年5月1日

46

交通局報作成業務（第３７２号）

¥36,202 ダンウェイ

平成30年9月13日

交通局報作成業務（第３７３号）

¥36,677 ダンウェイ

平成30年12月28日

48

交通局報作成業務（第３７４号）

¥46,723 ダンウェイ

平成31年3月7日

49

名入り封筒（長40、長3、角2）

¥48,924 富士電機フロンティア

平成30年10月23日

50

パウンドケーキ（ミックスフルーツ）

¥11,100 おかし工房

平成30年11月29日

クッキー

¥11,100 オレンジふれあい

交通局

47

庶務課

しいの実

総務部庶務課
51

平成30年11月29日

病院局
52

食糧費

解剖慰霊式用クッキー等

¥5,950 おかし工房

しいの実

平成30年10月12日

印刷製本費「長３封筒（名入り）」

¥39,744 富士電機フロンティア

平成30年10月29日

広報啓発用品（ハンカチ）

¥48,000 わかたけ作業所

平成30年12月28日

55

広報啓発用品（ハンカチ）

¥70,000 わかたけ作業所

平成31年2月13日

56

平成３０年度 連合運動会におけるパン食い競
争用のパンの調達について

¥65,286 川崎市社会福祉事業団

平成30年8月27日

57

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（５～６月分）

¥8,000 おかし工房

しいの実

平成30年5月30日

58

中央支援学校高等部の職場実習における謝礼用
物品（６～７月分）

¥10,000 おかし工房

しいの実

平成30年6月11日

59

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（６～７月分）

¥14,000 おかし工房

しいの実

平成30年6月22日

60

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30年6月26日

61

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（７～８月分）

¥4,000 おかし工房

しいの実

平成30年7月20日

62

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（８月分）

¥2,000 おかし工房

しいの実

平成30年8月24日

63

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（９～１０月分）

¥6,000 おかし工房

しいの実

平成30年9月25日

64

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（１０～１１月分）

¥12,000 おかし工房

しいの実

平成30年10月1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（１０月分）

¥2,000 おかし工房

しいの実

平成30年10月12日

66

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（１１月分）

¥2,000 おかし工房

しいの実

平成30年11月2日

67

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（１１月追加分）

¥4,000 おかし工房

しいの実

平成30年11月9日

68

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（１１～１２月分）

¥4,000 おかし工房

しいの実

平成30年11月26日

69

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（１～２月分）

¥6,000 おかし工房

しいの実

平成30年12月28日

70

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（１～２月分）

¥6,000 おかし工房

しいの実

平成31年1月17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（２～３月分）

¥16,000 おかし工房

しいの実

平成31年1月24日

72

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（２月分）

¥4,000 おかし工房

しいの実

平成31年1月24日

73

中央支援学校高等部分教室の職場実習における
謝礼用物品（２～３月分）

¥12,000 おかし工房

しいの実

平成31年1月31日

74

中央支援学校高等部分教室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31年3月12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（７～３月分）

¥138,000 ブルチェロ

平成30年7月5日

「議会かわさき」点字版の作成・発送業務委託

¥321,600 桜雲会

平成30年4月18日

井田病院庶務課
53
54
消防局

教育委員会

76

議会局
合計

※

庶務課

指導課

広報・報道担当

¥32,206,230

平成２９年度と比較し契約金額は約２０万円減少したものの、件数は６件増加した。
なお、平成２９年度は平成２８年度と比較して契約金額が大幅に増加（約８５０万円）していた。

合計件数（７６件）

