
部局名 課名 係名 区分 契約方式
業務名または
物品の使途

業務概要または
購入物品

依頼先 購入・契約金額（円）

会計 該当なし

総合政策部 該当なし

地域振興部 該当なし

総務部 該当なし

防災安全部 該当なし

税務部 税制課 税制係 ２　役務の提供 ２　特定随契 市税概要製本
平成30年度市税概要の表紙
の印刷，丁合及び製本

旭川福祉園 72,900

市民生活部 該当なし

福祉保険部 福祉保険課 地域福祉係 １　物品の購入 １　随契 同意・不同意確認書等印刷物

避難行動要支援者名簿登載
者に対して送付する同意・不
同意確認書等の印刷物を購
入。

旭川福祉園 153,360

福祉保険部 福祉保険課 地域福祉係 １　物品の購入 １　随契
旭川市戦没者追悼式参加記
念品

木工製品（鍋敷き） 旭川美景園 70,740

福祉保険部 福祉保険課 福祉保険係 １　物品の購入 ２　特定随契
人権啓発活動（人権の花）用
品の購入

看板・プランター 旭川春光会 133,066

福祉保険部 １　物品の購入 １　随契 窓あき封筒の購入
長形３号，窓あき，封用テープ
付きの封筒を購入。

旭川福祉園 68,040

福祉保険部 長寿社会課 地域支援係 ２　役務の提供 ２　特定随契
あさひかわ安心つながり手帳
カバー取付け業務

あさびかわ安心つながり手帳
（Ａ６サイズ）に手帳カバーを
取り付ける。

合同会社　Ｓｔｅｐ 21,600

福祉保険部 長寿社会課 高齢者支援係 １　物品の購入 ２　特定随契
旭川市長寿大運動会参加賞
品の購入

タオル 第二旭川福祉園 14,580

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 ２　役務の提供 ２　特定随契 会議等音声データ反訳業務

庁内付属機関等で行われた
会議等の音声データのテープ
起こしを障害者就労施設に依
頼。

一般社団法人旭川翔輝会
ＮＰＯ法人ハーモニー
NPO法人カムイ大雪バリアフリーツ
アーセンター
NPO法人旭川ひだまりの会

914,490

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 ２　役務の提供 １　随契 保護課周知文封筒詰め業務
保護課から被保護世帯へ送
付する周知文の封筒詰め作
業。

旭川知的障がい施設連絡会 61,867

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 ２　役務の提供 １　随契 データ入力業務
環境部廃棄物処理課発注の
データ入力を障害者就労施設
に依頼

ＮＰＯ法人ハーモニー 4,001

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 ２　役務の提供 １　随契 データ入力業務
環境部廃棄物処理課発注の
データ入力を障害者就労施設
に依頼

一般社団法人旭川翔輝会 8,106

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 ２　役務の提供 ２　特定随契

平成３０年度「障がい者福祉
の手引」印刷製本，完成原稿
のＰＤＦ化及びＨＴＭＬ化

障がい者福祉の手引の印刷
等の業務を依頼。

旭川福祉園 1,233,792

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 １　物品の購入 １　随契 リサイクル封筒の購入
廃カレンダーを利用したリサイ
クル封筒を購入。

株式会社カシュナ（就労継続支援Ｂ
型事業所　すまいる）

6,480

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 ２　役務の提供 １　随契
手話リーフレット子ども版印刷
製本

手話リーフレット子ども版印刷
製本業務を依頼

旭川福祉園 175,000

福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 ２　役務の提供 ２　特定随契
福祉タクシー乗車券・自動車
燃料給付件共通券の印刷

福祉タクシー券の印刷業務を
依頼

旭川福祉園 511,574

福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 ２　役務の提供 ２　特定随契 身体障害者手帳一式
身体障害者手帳の印刷等を
依頼

旭川福祉園 386,316

子育て支援部 こども育成課 近文保育所 １　物品の購入 ２　特定随契 給食用パンの購入 給食用パンの購入
社会福祉法人鷹栖共生会
みらい（Mirai）

26,880

子育て支援部 こども育成課 近文保育所 １　物品の購入 ２　特定随契 給食用パンの購入 給食用パンの購入
社会福祉法人あかしあ労働福祉セ
ンター授産事業部

189,938

子育て支援部 こども育成課 神楽保育所 １　物品の購入 ２　特定随契 給食用パンの購入 給食用パンの購入
社会福祉法人鷹栖共生会
みらい（Mirai）

226,375

子育て支援部 こども育成課 新旭川保育所 １　物品の購入 ２　特定随契 給食用パンの購入 給食用パンの購入
社会福祉法人鷹栖共生会
みらい（Mirai）

108,070

子育て支援部 こども育成課 新旭川保育所 １　物品の購入 ２　特定随契 給食用パンの購入 給食用パンの購入
社会福祉法人あかしあ労働福祉セ
ンター授産事業部

128,354

子育て支援部 子ども総合相談センター ２　役務の提供 ２　特定随契 旭川市子ども総合相談センター清掃業務
清掃業務を委託
※長期継続契約（H28.3.30～
H31.3.31）

社会福祉法人鷹栖共生会 2,997,720

子育て支援部 愛育センター 管理係 １　物品の購入 ２　特定随契 給食用パンの購入 給食用パンを購入
社会福祉法人あかしあ労働福祉セ
ンター授産事業部

112,052

子育て支援部 愛育センター 管理係 １　物品の購入 ２　特定随契 給食用パンの購入 給食用パンを購入
社会福祉法人鷹栖共生会みらい
（Mirai）

128,820

子育て支援部 愛育センター 管理係 ２　役務の提供 ２　特定随契
旭川市愛育センター施設周囲
除雪作業業務

冬期間の施設周囲除雪業務
を委託

社会福祉法人旭川手をつなぐ育成
会 ぽぷら事業所

273,600

子育て支援部 愛育センター 管理係 ２　役務の提供 ２　特定随契
旭川市愛育センター庁舎清掃
業務

清掃業務を委託
※長期継続契約（H29.4.1～
H32.3.31）

社会福祉法人鷹栖共生会 4,927,392

保健所 健康推進課 健康推進係 １　物品の購入 ２　特定随契
保健師及び歯科衛生士の制
服購入

保健師及び歯科衛生士の制
服購入

社会福祉法人旭川盲人福祉セン
ター指定障害者福祉サービス事業
所スリーエフ

81,302

保健所 保健指導課
地域健康づくり係
保健指導係

１　物品の購入 ２　特定随契
保健師及び栄養士の制服等
の購入

制服，ブラウス，防寒衣
社会福祉法人旭川光風会
指定障害福祉サービス事業所ス
リーエフ

116,640

障　害　者　施　設　等　か　ら　の　物　品　等　の　調　達　状　況

指導監査課

平　成　３　０　年　度　実　績
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環境部 クリーンセンター 管理係 ２　役務の提供 ２　特定随契 指定ごみ袋折込等業務
指定ごみ袋製造に係る折込
み・袋詰め・梱包作業を依頼。

旭川小規模障害福祉事業所連絡協
議会

4,309,197

環境部 クリーンセンター 事業係 ２　役務の提供 ２　特定随契
資源ごみ回収拠点運営業務
A～E

資源物（小型家電・布類・古紙
等）の回収拠点の設置及び回
収物の選別作業を依頼。

社会福祉法人旭川ねむのき会
特定非営利活動法人ニムビン
特定非営利活動法人りんどうの里
社会福祉法人旭川光風会
㈲マーブリンク

3,756,091

経済部 ２　役務の提供 １　随契
旭山動物園ポスター等
封入封かん業務

旭山動物園の夏期パンフレッ
ト及びポスター等の封入，封
緘を行う。

旭川小規模障害福祉事業所連絡協
議会

187,976

観光スポーツ交流部 該当なし

農政部 該当なし

建築部 該当なし

土木部 該当なし

消防本部 該当なし

学校教育部 該当なし

社会教育部 該当なし

上下水道部 総務課 管理係 １　物品の購入 ２　特定随契 水道局職員作業服の購入 水道局職員作業服を購入
社会福祉法人　旭川光風会
スリーエフ

459,032

市立旭川病院 該当なし

議会事務局 該当なし

農業委員会 該当なし

選挙管理委員会 該当なし

監査事務局 該当なし

１　物品の購入総額 2,023,729

２　役務の提供総額 19,841,622

平成３０年度合計額 21,865,351

平成３０年度目標額 23,100,000

差額 △ 1,234,649

旭山動物園


