
　　平成３１年度実績（契約日　平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

Ｎｏ 局名 部名 課名 件名 契約金額 障害者就労支援施設等名 契約日

1 秘書部 秘書課 市長名刺（点字） ¥20,000 川崎市わーくす大島 令和2年1月27日

2
シティプロモーショ
ン推進室

広報担当
平成３１年度　市政だより点字版の製作・発
送委託業務

¥2,160,000 特定非営利活動法人　映像工房ペリ 平成31年4月1日

3
シティプロモーショ
ン推進室

広報担当
平成３１年度　声の市政だより製作、発送
委託業務

¥1,566,441 特定非営利活動法人　映像工房ペリ 平成31年4月1日

4 都市政策部 企画調整課 ＳＤＧｓ啓発グッズ ¥39,810 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 令和元年10月4日

5 都市政策部 企画調整課 ＳＤＧｓ啓発グッズ ¥7,475 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 令和元年12月17日

6 危機管理室 情報担当
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

¥621,102 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 令和2年3月10日

7 財政部 庶務課 局長用名刺 ¥3,000 川崎市わーくす大島 平成31年4月25日

8 資産管理部 資産運用課 市有地維持管理除草業務（その２）委託 ¥35,640 特定非営利活動法人　アシスト　アシストワーク神木 令和元年5月27日

9 資産管理部 検査課
令和元年度川崎市優良事業者表彰若手・
女性技術者記念品（コースター）

¥864 特定非営利活動法人　夢屋 令和元年7月25日

10 税務部 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

¥16,830
特定非営利活動法人　グッド・クリーンライフ　就労継続支
援事業所ハーモニー中原

令和元年12月11日

11 市民文化局
人権・男女共同参
画室

－
外国人市民代表者会議代表者募集案内等
の封入・封緘及び宛名ラベル貼付業務

¥237,080 川崎市わーくす大島 令和元年5月22日

12 労働雇用部 －
平成31年度「川崎市労働情報」発送業務委
託

¥576,834 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　川崎市ふじみ園 平成31年4月1日

13 労働雇用部 －
令和元年度版「川崎市労働白書」発送業務
委託

¥14,920 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　川崎市ふじみ園 令和2年2月21日

14 産業振興部 工業振興課
令和元年度（市制９５周年）川崎市優良役
員表彰及び従業員永年勤続者表彰記念品
（川崎産手作り無添加ジャム）

¥68,754
特定非営利活動法人　たま・あさお精神保健福祉をすすめ
る会　はっぴわーく

令和元年6月11日

15 生活環境部 減量推進課 石けん（きなりっこ）の購入 ¥280,800 特定非営利活動法人　川崎市民石けんプラント 令和元年5月28日

16 生活環境部 減量推進課 石けん（きなりっこ）の購入 ¥371,800 特定非営利活動法人　川崎市民石けんプラント 令和元年10月8日

17 施設部
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

¥5,336,232 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 平成31年4月1日

18 施設部 堤根処理センター 堤根処理センター洗濯業務委託 ¥3,662,400 社会福祉法人　育桜福祉会　白楊園 平成31年4月1日

19 総務部 庶務課
平成３０年度川崎市健康福祉年報等作成
業務委託

¥726,000 特定非営利活動法人　なかまの家 令和元年11月8日

20 総務部 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

¥67,579 社会福祉法人県央福祉会　川崎市わーくす川崎 令和元年7月29日

21 長寿社会部
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

¥4,077,826 社会福祉法人県央福祉会　川崎市わーくす川崎 平成31年4月1日

22 障害保健福祉部 障害計画課
令和元年度版「ふれあいー障害福祉の案
内」視覚障害者向け作成委託

¥199,100 特定非営利活動法人　映像工房ペリ 令和元年8月6日

23 障害保健福祉部 障害福祉課 公用封筒点字表記委託 ¥600,000 川崎市わーくす大島 平成31年4月1日

24 障害保健福祉部 障害福祉課
障害者週間記念のつどいにおける市長表
彰者記念品

¥10,000 社会福祉法人　長尾福祉会　パセオやがみ 令和元年11月18日

25 障害保健福祉部 障害福祉課
障害者週間記念のつどいにおける市長表
彰者記念品

¥28,420 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 令和元年11月18日

26 障害保健福祉部 障害福祉課
障害者週間記念のつどいにおける市長表
彰者記念品

¥19,500 社会福祉法人　なごみ福祉会　多摩川あゆ工房 令和元年11月18日

27 障害保健福祉部 障害福祉課
川崎市ふれあいフリーパス・福祉タクシー
チラシ（令和２年度分）

¥236,379 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 令和2年2月19日

28 障害保健福祉部 障害福祉課 地域福祉施設ちどり清掃業務委託 ¥1,079,400 特定非営利活動法人　アシスト　アシストワーク神木 平成31年4月1日

29 障害保健福祉部 障害福祉課 ヘルプマーク作成 ¥109,230 社会福祉法人　貴峯　貴峯荘ワークピア 令和2年1月10日

30 障害保健福祉部
障害者雇用・就労
推進課

わーくす大島清掃業務委託 ¥81,856 特定非営利活動法人　アシスト　アシストワーク神木 平成31年4月1日

31 障害保健福祉部
障害者雇用・就労
推進課

平成３１年度「ＫＡＷＡＳＡＫＩ産ＳＵＮフェス
ティバル！」販売促進業務委託

¥36,920 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 平成31年4月1日

32 障害保健福祉部
障害者雇用・就労
推進課

ＫＡＷＡＳＡＫＩ産ＳＵＮフェスティバル！」販
売台保管・運搬等業務

¥316,000 社会福祉法人　育桜福祉会　白楊園 平成31年4月1日

33 障害保健福祉部
障害者雇用・就労
推進課

障害福祉サービス事業所に対する食品関
連法令対応支援業務委託

¥1,950,000 社会福祉法人　なごみ福祉会　多摩川あゆ工房 令和元年8月1日

34 障害保健福祉部
障害者雇用・就労
推進課

障害者雇用・就労支援施策普及事業実施
委託

¥1,609,969 株式会社　湘南ゼミナールオーシャン 令和元年11月８日

35 障害保健福祉部
障害者雇用・就労
推進課

川崎市心身障害者職場実習室委託 ¥4,613,309 日本理化学工業　株式会社 平成31年4月1日

36 障害保健福祉部
障害者更生相談
所

診療業務で使用する物品のクリーニング ¥1,414 社会福祉法人　育桜福祉会　白楊園 令和元年6月5日

37 障害保健福祉部
障害者更生相談
所

診療業務で使用する物品のクリーニング ¥1,566 社会福祉法人　育桜福祉会　白楊園 令和元年9月10日

38 障害保健福祉部
障害者更生相談
所

診療業務で使用する物品のクリーニング ¥1,529 社会福祉法人　育桜福祉会　白楊園 令和元年11月27日

39 障害保健福祉部
障害者更生相談
所

診療業務で使用する物品のクリーニング ¥1,529 社会福祉法人　育桜福祉会　白楊園 令和2年3月3日

40 障害保健福祉部
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

¥1,135,278 社会福祉法人　なごみ福祉会　あゆクリーンサービス 平成31年4月1日

41 保健医療政策室 － 高津区久本草刈業務委託 ¥67,430 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 令和元年10月1日

42 保健所 生活衛生課
令和元年度狂犬病予防注射済票及び鑑札
添付作業委託

¥132,000 特定非営利活動法人　マイＷａｙ 令和元年10月23日

43 保健所 生活衛生課
令和元年度畜犬飼養者への通知封入作業
委託

¥232,903 特定非営利活動法人　マイＷａｙ 令和2年1月15日

44 保健所 生活衛生課
令和元年度狂犬病予防注射済票及び鑑札
添付作業委託

¥60,170 社会福祉法人　県央福祉会　川崎市わーくす川崎 令和元年10月15日

45 保健所 生活衛生課
令和元年度畜犬飼養者への通知封入作業
委託

¥137,940 社会福祉法人　県央福祉会　川崎市わーくす川崎 令和2年1月15日

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

総務企画局

財政局

経済労働局

環境局

健康福祉局



Ｎｏ 局名 部名 課名 件名 契約金額 障害者就労支援施設等名 契約日

46 医療保険部 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

¥615,312 社会福祉法人　県央福祉会　川崎市わーくす川崎 平成31年4月1日

47 こども未来局 子育て推進部 運営管理課
令和元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

¥821,700 社会福祉法人　長尾福祉会　セルプきたかせ 令和元年7月1日

48 まちづくり局 総務部 庶務課 局長用名刺の作成について ¥4,000 川崎市わーくす大島 令和元年8月9日

49 港湾局
川崎港管理セン
ター

港湾管理課 納入通知書封入封緘業務 ¥601,500 川崎市わーくす大島 平成31年4月10日

50
臨海部国際戦略

本部
臨海部事業推進
部

－ 本部長名刺（１００枚） ¥1,500
公益財団法人　川崎市身体障害者協会　川崎市中部身体
障害者福祉会館作業室（こすぎ）

令和元年11月28日

51 中原区役所
地域みまもり支援
センター

地域ケア推進課 消耗品（洋菓子） ¥29,200 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年11月27日

52 まちづくり推進部 総務課 区長あいさつ用名刺 ¥2,000 川崎市わーくす大島 令和元年11月15日

53 まちづくり推進部 生涯学習支援課
高津市民館橘分館カーテンクリーニング業
務委託

¥93,280 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 令和2年3月19日

54 まちづくり推進部 総務課 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4月22日

55 まちづくり推進部 総務課 区長あいさつ用名刺代 ¥4,000 川崎市わーくす大島 令和元年10月21日

56 まちづくり推進部 総務課 多摩区生田出張所清掃業務委託 ¥1,502,952 社会福祉法人　なごみ福祉会　あゆクリーンサービス 平成31年4月1日

57
地域みまもり支援
センター

地域ケア推進課
退任民生委員感謝状伝達式開催に伴う食
糧費の支出

¥54,890 社会福祉法人　なごみ福祉会　多摩川あゆ工房 令和元年12月5日

58
地域みまもり支援
センター

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

¥6,600
特定非営利活動法人　たま・あさお精神保健福祉をすすめ
る会　きたのば

令和元年11月14日

59 まちづくり推進部 総務課 川崎市麻生区役所柿生分庁舎除草業務 ¥36,300 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 平成31年4月1日

60 まちづくり推進部 地域振興課 白山中学校跡地施設草刈業務委託 ¥424,969 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 平成31年4月1日

61 － － 名刺(市民オンブズマン専門調査員） ¥2,680
公益財団法人　川崎市身体障害者協会川崎市中部身体
障害者福祉会館作業室（こすぎ）

令和元年10月4日

62 － － 名刺(市民オンブズマン専門調査員） ¥670
公益財団法人　川崎市身体障害者協会川崎市中部身体
障害者福祉会館作業室（こすぎ）

令和元年10月11日

63 － － 名刺(市民オンブズマン専門調査員） ¥670
公益財団法人　川崎市身体障害者協会川崎市中部身体
障害者福祉会館作業室（こすぎ）

令和2年2月20日

64 総務部 庶務課 管理者名刺 ¥2,000 川崎市わーくす大島 令和元年12月26日

65 サービス推進部 給水装置課
平成31年度　水道メーター分解業務委託
（単価契約）

¥5,123,622 特定非営利活動法人　川崎市障害福祉施設事業協会 平成31年4月1日

66 企画管理部 庶務課 名入り封筒（角2） ¥22,140 株式会社　富士電機フロンティア 平成31年4月22日

67 企画管理部 庶務課 交通局報作成業務（第375号） ¥27,964 ダンウェイ　株式会社 令和元年5月30日

68 企画管理部 庶務課 交通局報作成業務（第376号） ¥36,720 ダンウェイ　株式会社 令和元年9月17日

69 企画管理部 庶務課 交通局報作成業務（第377号） ¥36,674 ダンウェイ　株式会社 令和元年12月10日

70 企画管理部 庶務課 名入り封筒（角2・長3） ¥39,930 株式会社　富士電機フロンティア 令和元年3月11日

71 企画管理部 庶務課 交通局報作成業務（第378号） ¥29,522 ダンウェイ　株式会社 令和元年3月13日

72
川崎市立井田病
院

庶務課 長３封筒（名入り）　アクア ¥50,400 株式会社　富士電機フロンティア 令和元年5月23日

73
川崎市立井田病
院

庶務課 長３封筒（名入り） ¥37,600 株式会社　富士電機フロンティア 令和元年8月5日

74
川崎市立井田病
院

庶務課 長３封筒（名入り）　アクア ¥23,100 株式会社　富士電機フロンティア 令和2年2月7日

75
川崎市立井田病
院

庶務課 長３封筒（名入り） ¥18,300 株式会社　富士電機フロンティア 令和2年2月7日

76 総務部 庶務課
ふるさと納税返礼品（バッグ・ハンカチセッ
ト）

¥6,000 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 平成31年4月5日

77 総務部 庶務課
ふるさと納税返礼品（マグカップ・レターセッ
ト等）

¥15,000 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　川崎市柿生学園 平成31年4月5日

78 総務部 庶務課
ふるさと納税返礼品（バッグ・ハンカチセッ
ト）

¥15,000 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 令和元年5月15日

79 総務部 庶務課
ふるさと納税返礼品（マグカップ・レターセッ
ト等）

¥15,000 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　川崎市柿生学園 令和元年5月24日

80 総務部 庶務課
ふるさと納税返礼品（バッグ・ハンカチセッ
ト）

¥45,000 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 令和元年6月13日

81 総務部 庶務課
ふるさと納税返礼品（マグカップ・レターセッ
ト等）

¥30,000 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　川崎市柿生学園 令和元年6月17日

82 総務部 庶務課 広報啓発用品（ハンカチ） ¥40,000 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 令和元年11月15日

83 学校教育部 指導課
令和元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

¥68,229
社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　ＫＦＪ多摩はなみ
ずき

令和元年9月7日

84 学校教育部 指導課
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月分）

¥2,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年5月30日

85 学校教育部 指導課
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２０日分）

¥2,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年6月3日

86 学校教育部 指導課
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月１２日分）

¥4,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年6月4日

87 学校教育部 指導課
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１３日、６月２０日分）

¥8,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年6月4日

88 学校教育部 指導課
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月２４日分）

¥4,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年6月18日

89 学校教育部 指導課
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月３日分）

¥6,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年6月27日

90 学校教育部 指導課
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４日分）

¥8,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年6月27日

91 学校教育部 指導課
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１７日分）

¥2,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年6月27日

92 学校教育部 指導課
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月１２日分）

¥8,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年7月12日

93 学校教育部 指導課
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月１６日分）

¥8,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年7月12日

94 学校教育部 指導課
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月３１日分）

¥2,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年7月26日

95 学校教育部 指導課
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２９日、９月５日、９
月１２日分）

¥6,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年8月23日

96 学校教育部 指導課
田島支援学校高等部の職場実習における
謝礼用物品（９月１２日分）

¥4,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年8月29日

高津区役所

宮前区役所

多摩区役所

麻生区役所

市民オンブズマン
事務局

上下水道局

交通局

病院局

消防局
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97 学校教育部 指導課
田島支援学校高等部の職場実習における
謝礼用物品（９月２６日分）

¥4,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年8月29日

98 学校教育部 指導課
田島支援学校高等部の職場実習における
謝礼用物品（９月１２日追加分）

¥2,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年8月29日

99 学校教育部 指導課
田島支援学校高等部の職場実習における
謝礼用物品（９月２５日分）

¥2,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年9月11日

100 学校教育部 指導課
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年生９月１３日分）

¥2,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年9月11日

101 学校教育部 指導課
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年生９月１３日分）

¥2,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年9月11日

102 学校教育部 指導課
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月９日分）

¥6,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年10月3日

103 学校教育部 指導課
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月１０日分）

¥8,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年10月3日

104 学校教育部 指導課
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１７日分）

¥2,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年10月15日

105 学校教育部 指導課
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２１日分）

¥6,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年10月15日

106 学校教育部 指導課
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２８日分）

¥8,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年10月15日

107 学校教育部 指導課
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月１６日分）

¥10,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年10月15日

108 学校教育部 指導課
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１７日、１０月２４日、１１
月２１日分）

¥10,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年10月15日

109 学校教育部 指導課
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月２５日分）

¥6,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年10月23日

110 学校教育部 指導課
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７日分）

¥6,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年10月30日

111 学校教育部 指導課
田島支援学校高等部の職場実習における
謝礼用物品（１２月１３日分）

¥16,000 社会福祉法人　あおぞら共生会　ブルチェロ 令和元年12月2日

112 学校教育部 指導課
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（１２月２４日分）

¥2,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和元年12月17日

113 学校教育部 指導課
中央支援学校高等部の職場実習における
謝礼用物品（２月５日、２月２０日、３月１１
日分）

¥18,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和2年1月24日

114 学校教育部 指導課
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５日分）

¥2,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和2年1月31日

115 学校教育部 指導課
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１９日分）

¥14,000 社会福祉法人　しいの実会　おかし工房しいの実 令和2年2月12日

116
選挙管理委員会
事務局

選挙部 選挙課
川崎市議会議員選挙における点字による
投票記載例作製業務

¥39,614 特定非営利活動法人　映像工房ペリ 平成31年4月1日

117 監査事務局 － 行政監査課 名刺の作成について ¥1,300
公益財団法人川崎市身体障害者協会　川崎市中部身体
障害者福祉会館　作業室（こすぎ）

令和2年1月31日

118
人事委員会事務

局
－ 調査課 人事委員会委員長用名刺 ¥1,155 株式会社ソーシャル・スパイス・カンパニー　Ｂｉ－ｚ　Ｌａｂｏ 令和2年2月17日

119 総務部 広報・報道担当 議会かわさき点字版・発送業務委託 ¥333,400 特定非営利活動法人　映像工房ペリ 平成31年4月16日

120 総務部 庶務課 点字名刺印刷 ¥4,000 川崎市わーくす大島 令和元年7月11日

¥43,011,122

教育委員会事務
局

議会局

合計 合計件数（１２０件）


