
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）

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
令和元年度市税概要の表紙
印刷，丁合及び製本業務。

旭川福祉園 74,800

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 旭川美景園 154,980

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 70,740

福祉保険部 指導監査課 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 73,440

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

庁内附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
NPO法人とんとん

679,110

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

63,013

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（アンケート
集計作業）

産業振興課発注のデータ入
力を障害者就労施設に依頼

ＮＰＯ法人ハーモニー 3,300

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 １　物品の購入 ２　特定随契

令和元年度「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 1,231,200

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）

5,500

福祉保険部 障害福祉課 障害事業係 １　物品の購入 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 172,480

福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 １　物品の購入 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 581,040

福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 １　物品の購入 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 400,032

福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係

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）

77,110

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

95,078

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）

23,905

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

158,651

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)

224,365

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（H31.4.1～
R4.3.31）

社会福祉法人鷹栖共生
会

3,025,404

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

社会福祉法人　鷹栖共生
会みらい（Ｍｉｒａｉ）

104,900

障　害　者　施　設　等　か　ら　の　物　品　等　の　調　達　状　況

令　和　元　年　度　実　績
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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

社会福祉法人　あかしあ
労働福祉センター授産事
業部

148,175

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）

298,800

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～
R2.3.31）

社会福祉法人　鷹栖共生
会

4,973,016

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

86,240

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

4,626,360

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

3,752,736

経済部 旭山動物園 ２　役務の提供 １　随契
旭川市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

上下水道部 総務課 管理係 １　物品の購入 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

上下水道部 管路管理課 給排検針係

１　物品の購入総額 4,081,448

２　役務の提供総額 17,684,515

令和元年度合計額 21,765,963

令和元年度目標額 23,100,000

差額 △ 1,334,037


