
平成29年度　障害者優先調達推進法に基づく調達実績

件名（契約名） 概要 契約期間 主管課 契約日 契約の相手方
契約金額
（税込）

品目分類

コード

1 下の池公園維持管理業務委託 公園内の清掃・除草・低木の剪定・便所清掃等簡易な作業 契約締結日～H30.3.31 公園河川課 H29.4.1 社会福祉法人宝塚いくせい会 ¥3,369,600 役務③

2 長尾台ふれあい公園外維持管理業務委託 公園内の清掃・除草・低木の剪定等簡易な作業 契約締結日～H30.3.31 公園河川課 H29.4.1 特定非営利活動法人きらら ¥939,600 役務③

3 安倉南第２公園外維持管理業務委託 公園内の清掃・除草・低木の剪定等簡易な作業 契約締結日～H30.3.31 公園河川課 H29.4.1 社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 ¥3,693,600 役務③

4 市立西公民館・西図書館花壇植え替え作業委託 市立西公民館・西図書館花壇の植え替え・管理業務 契約締結日～H30.3.31 西図書館 H29.4.1 一般社団法人SOLA ¥529,000 役務③

5 健康推進課管理施設清掃業務委託
市立健康ｾﾝﾀｰ､休日応急診療所及び口腔保健ｾﾝﾀｰの清掃業
務

契約締結日～H30.3.31 健康推進課 H29.4.1 特定非営利活動法人こむの事業所 ¥4,676,400 役務③

6 安倉西地区福祉エリア管理委託 安倉西地区福祉エリア内の清掃等維持管理業務 契約締結日～H30.3.31 高齢福祉課 H29.4.1 社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 ¥210,000 役務③

7 宝塚市・川西市・猪名川町消防指令センター床清掃業務委託 清掃・床洗浄・ワックスがけ 契約締結日～H30.3.31 消防本部情報管制課 H29.4.1 特定非営利活動法人こむの事業所 ¥140,400 役務③

8 宝塚市東消防署雲雀丘出張所公衆兼用便所定期清掃業務委託 便所定期清掃業務委託 契約締結日～H30.3.31 消防本部総務課 H29.4.1 一般社団法人SOLA ¥99,060 役務③

9 植栽管理業務委託 病院敷地内の花壇、プランターの植付、除草、施肥、かん水等 契約締結日～Ｈ30.3.31 市立病院経営統括部 H29.4.1 社会福祉法人　宝塚いくせい会 ¥360,180 役務③

10 選挙啓発クッキー １袋３つ入りクッキー　＠60×500袋 契約締結日～H29.4.10
選挙管理委員会事務

局 H29.4.1 社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 ¥30,000 物品②

11 市立保育所給食用物資 保育所入所児童のおやつ　パウンドケーキ 契約締結日～H30.3.31 保育企画課 H29.4.1
社会福祉法人　宝塚さざんか福祉会
かしの木工房こはま

¥551,500 物品②

12 市民公開講座ポスター　印刷 Ａ３サイズ　カラー　７００枚 契約締結日～Ｈ29.5.8 市立病院経営統括部 H29.4.24 障害者支援施設　希望の家ワークセンター ¥45,503 役務①

13 宝塚市大使名刺（1名分） 名刺400枚　印刷 契約締結日～H29.5.23 広報課 H29.5.15 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥9,920 役務①

14 給食費納入通知書兼領収書 片面1色赤刷り印刷　@10.8×2,000枚 契約締結日～H29.5.30 保育事業課 H29.5.19 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥21,600 役務①

15 保育料納入通知書兼領収書 片面1色青刷り印刷　@5.18×7,000枚 契約締結日～H29.5.30 保育事業課 H29.5.19 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥36,288 役務①

16 預金口座振替依頼書/自動振替利用申込書 Ｂ５　印刷　@50.48×1,000部 契約締結日～H29.5.30 保育事業課 H29.5.19 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥50,480 役務①

17 選挙啓発クッキー １袋３つ入りクッキー　＠60×500袋 契約締結日～H29.6.19
選挙管理委員会事務

局 H29.6.1 社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 ¥30,000 物品②

18 オリジナル缶バッチ 丸型、小　30個（しおり入り） 契約締結日～H29.6.21 学校教育課 H29.6.14 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥3,150 物品③

19
リフト付タクシー利用券ホチキス留め業務及び福祉タクシー利
用券等封入封緘業務委託

リフト付タクシー利用券ホチキス留め業務及び福祉タクシー利
用券等封入封緘業務委託：リフト付タクシー利用券ホチキス留
め業務＠2.7、福祉タクシー利用券等封入封緘業務@4.7

契約締結日～H29.7.31 障害福祉課 H29.6.19 特定非営利活動法人アズイット ¥22,338 役務③

20 宝塚市大使名刺（8名分） 名刺1600枚　印刷 契約締結日～H29.7.10 広報課 H29.6.20 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥50,080 役務①

21 オリジナル缶バッチ 丸型、大　30個（しおり無し） 契約締結日～H29.7.3 学校教育課 H29.6.26 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥3,000 物品③

22 封筒（長３） 事務用窓あき封筒（長３）の印刷 契約締結日～H29.7.28 障害福祉課 H29.6.27 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥183,600 役務①

23 市民公開講座ポスター　印刷 Ａ３サイズ　カラー　７００枚 契約締結日～Ｈ29.7.24
市立病院経営統

括部
H29.7.4 障害者支援施設　希望の家ワークセンター ¥45,503 役務①

24 市営西山霊園の夏季及び秋季特別清掃 市営西山霊園の除草、清掃作業 夏季・秋季　各４日間 生活環境課 H29.7.4 社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 ¥229,632 役務③

25 宝塚市大使名刺（7名分） 名刺1400枚　印刷 契約締結日～H29.8.30 広報課 H29.8.1 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥43,820 役務①

26 宝塚市福祉事業所合同説明会チラシ及びポスター
チラシＡ４（両面）カラ―印刷　　　　　　　2,100枚　25,500円
ポスターＡ３サイズ（片面）カラー印刷　　 240枚　23,200円

契約締結日～H29.8.22 障害福祉課 H29.8.8 社会福祉法人希望の家　ジョブサポート希望 ¥48,700 役務①

27 宝塚市手話言語条例　啓発用パンフレット A４　カラー（Ａ３二つ折り）　印刷　増刷30,000部 契約締結日～H29.8.31 障害福祉課 H29.8.10 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥300,000 役務①

28 封筒（角２） 事務用封筒（角２）の印刷 契約締結日～H29.9.29 保育事業課 H29.9.13 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥176,040 役務①

29 児童虐待オレンジリボンチラシ 5,000枚 契約締結日～H29.10.13 子育て支援課 H29.9.27 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥44,496 役務①

30 児童虐待防止啓発グッズ作成
児童虐待防止オレンジリボン作成およびリボン、チラシの袋詰
め　5,000個

契約締結日～Ｈ29.11.17 子育て支援課 H29.10.2 一般社団法人SOLA ¥25,000 役務⑥
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31 児童虐待防止啓発グッズ６点封入作業 5,000個 契約締結日～H29.10.30 子育て支援課 H29.10.4 ＮＰＯ法人　きらら ¥18,000 役務⑥

32 「COOL　CHOICE」PRチラシのポスティング業務 配布部数：約105,000部　　配布区域：市内全域の全世帯 契約締結日～H29.12.29 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ課 H29.10.6 特定非営利活動法人アズイット ¥567,000 役務⑥

33 市民公開講座ポスター　印刷 Ａ３サイズ　カラー　７００枚 契約締結日～Ｈ29.10.17
市立病院経営統

括部
H29.10.6 障害者支援施設　希望の家ワークセンター ¥45,503 役務①

34 「COOL　CHOICE」PRポスターの折り業務 Ａ４　（Ａ２を２回折り）　1,800枚 契約締結日～H29.11.10 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ課 H29.10.30 一般社団法人SOLA ¥7,776 役務⑥

35 オリジナル缶バッチ 丸型、小　100個（しおり入り） 契約締結日～H29.11.1 学校教育課 H29.11.1 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥10,500 物品③

36 宝塚市大使名刺（1名分） 名刺200枚　印刷 契約締結日～H29.11.21 広報課 H29.11.8 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥6,280 役務①

37 障がい者雇用啓発セミナーチラシ Ａ４　カラー　5,000枚 契約締結日～H29.12.4 障害福祉課 H29.11.20 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥44,928 役務①

38 オリジナル缶バッチ 丸型、小　150個 契約締結日～H29.12.1 障害福祉課 H29.11.22 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥15,000 物品③

39 オリジナル缶バッチ 丸型、小　70個（しおり入り） 契約締結日～H29.11.30 学校教育課 H29.11.30 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥7,350 物品③

40 オリジナル缶バッチ 丸型、小　50個 契約締結日～H29.12.25 障害福祉課 H29.12.12 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥5,000 物品③

41 自治会加入促進チラシ Ａ４　両面カラー　20,000枚 契約締結日～H30.2.28 市民協働推進課 H29.12.21 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥99,360 役務①

42 「宝塚市協働の指針市民説明会」ポスター及びチラシ印刷
「宝塚市協働の指針市民説明会」ポスター　@51.06×450枚
「宝塚市協働の指針市民説明会」チラシ　@8.06×2,300枚

契約締結日～H30.1.10 市民協働推進課 H29.12.21 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥41,528 役務①

43 返信用封筒 長３　印刷　＠50×500枚 契約締結日～H30.1.19 保育事業課 H29.12.22 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥27,000 役務①

44 市民公開講座ポスター　印刷 Ａ３サイズ　カラー　７００枚 契約締結日～Ｈ30.1.31
市立病院経営統

括部
H30.1.18 障害者支援施設　希望の家ワークセンター ¥45,503 役務①

45 長期優良住宅普及推進事業用パンフレット印刷 リーフレット印刷　400枚 契約締結日～H30.1.31 住まい政策課 H30.1.19 社会福祉法人　希望の家 ¥74,412 役務①

46 障害者（児）福祉ハンドブック　印刷 A4サイズ、冊子、3000部 契約締結日～H30.3.15 障害福祉課 H30.2.7 社会福祉法人希望の家　ジョブサポート希望 ¥353,808 役務①

47 予防注射通知封入封緘業務 A４（３つ折り２枚）その他１枚　計３枚 契約締結日～H30.3.12 生活環境課 H30.2.23 特定非営利活動法人アズイット ¥48,630 役務⑥

48 長期優良住宅普及推進事業用パンフレット印刷 パンフレット印刷　400枚 契約締結日～H30.3.30 住まい政策課 H30.3.1 社会福祉法人　希望の家 ¥35,100 役務①

49 宝塚市大使名刺（1名分） 名刺200枚　印刷 契約締結日～H30.3.14 広報課 H30.3.1 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥6,260 役務①

50 市立子ども発達支援センター卒園式用花アレンジ やまびこ学園・すみれ園　卒園式用花アレンジ＠5，000×２件 契約締結日～Ｈ30.3.20 子ども発達支援センター H30.3.20 特定非営利活動法人　あ・ぷり ¥10,800 物品④

51 聴覚障がいマーク（耳のシンボルマーク） ポストカードサイズ（100×148mm）、ラミネート加工、5,000枚 契約締結日～H30.3.30 障害福祉課 H30.3.28 社会福祉法人希望の家　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ ¥185,900 物品③

¥17,624,128

　品目分類ｺｰﾄﾞ  物品　①　事務用品・書籍 役務　①　役務：印刷 24件 1,835,712円
　　　　　　　　　　　物品　②　食料品・飲料    3件　611,500円 役務　②　クリーニング
　　　　　　　　　　　物品　③　小物雑貨　　　 　7件　229,900円 役務　③　清掃・施設管理 11件 14,269,810円
　　　　　　　　　　　物品　④　その他の物品   1件　10,800円 役務　④　情報処理・テープ起こし
                                                       11件　852,200円 役務　⑤　飲食店等の運営

役務　⑥　その他のサービス・役務 5件 666,406円
40件 16,771,928円

                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計：51件


