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件  名 
堺市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

(案)の策定について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

【背景】 

○ 障害者が自立した生活を送るためには、就労による経済的基盤の確立が重要

であり、障害者が働く障害者就労施設等の経営基盤の強化が必要 

○ 民間企業に比べて競争力の弱い障害者就労施設等に対しては、国や地方公共

団体等の配慮が必要 

○ 平成２５年４月、障害者優先調達推進法が施行 

  毎年度、調達方針を策定・公表し、調達実績を公表することが義務付け 

 

【現状】 

① 本市における障害者就労施設等に対する物品等の調達実績 

 平成２４年度調達実績額 約５２,６００千円（大阪府内４位） 

[ 内川・土居川河川敷の除草及び清掃 / リサイクルプラザの選別作業 ] 

② その他の取組み 

 障害者雇用等の提案を評価基準に盛り込んだ総合評価一般競争入札にて、清

掃業者を選定（市役所本庁舎、西区役所清掃業務） 

 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会などのイベントにおいて、記念

品として障害者就労施設等の物品を活用 

 アンテナショップや市庁舎、区役所内で、障害者就労施設の物品を展示販売

するなど、需要創出に向けた支援を実施 

・アンテナショップへの運営補助 

・南区役所においては、「みなみかぜ交流ひろば」を開設し、障害者就労体験

の喫茶コーナーや常設の展示販売コーナーを設置 

・市役所本庁舎及び各区役所で障害者就労施設による販売会を月１回程度開催 

 

【課題】 

○ 障害者就労施設等は、大量生産への対応が困難であったり、価格が市場価格

よりも割高になるなど、競争力に乏しく、民間企業に比べて経営基盤がぜい弱

であり、物品等の発注に関して自治体等による一定の配慮が必要 

○ 障害者就労施設等の物品等の供給に関する情報提供が不足 

○ 障害者就労施設等からの調達を促すための全庁的な仕組みの整理が必要 

 

 



 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

【今後の方向性】 

○ 障害者就労施設等からの物品等に関する情報を整理・提供し、障害者就労施

設等への発注を促進することで、障害者就労施設等の経営基盤の強化、ひいて

は障害者の自立につなげるため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

に努める 

⇒ 堺市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

を策定 

 

○ 障害者就労施設等の供給能力を向上させるための支援 

・「緊急雇用創出事業」において、デザイン会社と協力し、堺 PRグッズとなる 

 製品の開発支援を実施 

・「授産製品開発支援事業」において、経営コンサルタントや専門的な技術者

を派遣し、経営支援や技術向上支援を継続して行うとともに、堺の地域資源

を活用した製品開発の促進（府内市町村では本市のみ実施） 

 

【目的】 

 市が自ら率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することで、 

障害者就労施設等が供給する物品等に対する市全体の需要の増進を図ることを

もって、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資する 

 

【内容】 

○ 市のすべての組織に適用する 

○ 各種記念品、印刷、清掃等、障害者就労施設等が供給可能な物品や役務の調

達を推進する 

○ 各局の障害者就労施設等からの調達実績を把握し、障害者就労施設等の供給

体制及び能力を勘案した上で、調達目標を設定する 

○ 障害者就労施設等への発注について、比較見積書の徴取を省略するなど、庁

内の調達業務を簡素化するため規定を整備する 

○ 市内障害者就労施設等の供給可能品目や供給能力について情報収集し、庁内

ホームページで情報提供する 

○ 毎年度、障害者就労施設等からの調達実績を公表する 

○ 障害者就労施設等への物品等の発注については、可能な限り計画的なものと

するとともに、納期又は履行期間の設定について、十分配慮に努める 

○ 障害者就労施設等への調達を推進するため、障害者支援課が窓口となり、 

各局の需要を把握し、障害者就労施設との受発注の調整を行う 

 

【スケジュール】 

○ 平成２５年１１月中  本方針の策定・施行 

 

効 果 の 想 定 ○ 市内の障害者就労施設等の受注率の向上 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 
 財政局 

 



平成 25年度 堺市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針（案） 

 

平成 25年 月 日策定 

 

 本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24年法

律第 50 号。以下「法」という。）第 9 条の規定に基づき、市が障害者就労施設等からの物品及び役

務（以下「物品等」という。）の調達の推進を図るための方針を定めるものである。 

 

１．目的 

 市が自ら率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することで、障害者就労施設等

が供給する物品等に対する市全体の需要の増進を図ることをもって、障害者就労施設等で就労す

る障害者の自立の促進に資することを目的とする。 

 

２．用語の定義 

 本方針において「障害者就労施設等」とは、法第 2 条第 2 項から第 4 項までに規定する次に掲

げる施設等とする。 

(1) 障害者支援施設 

(2) 地域活動支援センター 

(3) 生活介護事業所 

(4) 就労移行支援事業所 

(5) 就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型） 

(6) 小規模作業所 

(7) 特例子会社 

(8) 重度障害者多数雇用事業所 

(9) 在宅就業障害者 

(10) 在宅就業支援団体 

 

３．適用範囲 

 本方針は、市のすべての組織に適用するものとする。 

 

４．調達を推進する物品等 

 市が調達を推進する物品等は、庁用品、各種記念品、食料品、印刷、清掃、郵便物の封入など、

障害者就労施設等が供給することが可能なものとする。 

 

５．調達目標 

 市は、各局の障害者就労施設等の供給可能な物品等に関する調達実績を把握し、障害者就労施

設等の供給体制及び能力を勘案した上で、調達目標を設定するものとする。 

 なお、本年度は、調達実績額が前年度の実績を上回るよう着実に取り組むものとする。 



６．調達の推進方法 

 市は、契約手続きの透明性の向上及び公正な競争の確保に留意するとともに、調達に関する他

の施策又は他の行政目的との調和を図りつつ、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進する

ため、次に定める事項について取り組むものとする。 

(1) 障害者就労施設等に対する情報提供として、一般競争契約等による調達に関する情報及び

それらに係る落札結果等に関する情報を、ホームページへの掲載等により提供するよう努め

るものとする。 

(2) 障害者就労施設等が供給する物品等に関する情報を庁内ホームページに掲載するなどし、

発注業務の円滑化を図るものとする。 

(3) 障害者就労施設等から物品等を調達する際は、堺市契約規則（昭和 50年規則第 27号）第

12条第 1項第 4号を適用し比較見積書を省略することができるものとするなど、庁内におけ

る発注業務の簡素化を図るものとする。 

(4) 障害者就労施設等からの物品等の調達に際して、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16

号）第 167条の 2第 1項第 3号の規定による随意契約についても積極的に活用するよう努め

るものとする。 

 

７．授産活動支援センターの活用 

 市は、障害者就労施設等（２の(7)から(10)を除く）から物品等を調達する場合は、物品等の調

達に関して当該施設にあっせんし又は仲介する等の業務を行う授産活動支援センターを活用する

ものとする。 

 

８．調達実績の公表 

 市は、当該会計年度の終了後、障害者就労施設等からの物品等の調達実績の概要を取りまとめ、

ホームページ等により公表するものとする。 

 

９．担当窓口 

 本方針の担当窓口は、健康福祉局障害福祉部障害者支援課とする。 

 

10．公契約における障害者の就業を促進するための措置 

 市は、法第 10条の規定に基づき、公契約において競争に参加するものに必要な資格を定めるに

当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）第 43 条第 1 項に規定に

する法定雇用障害者数以上の障害者を雇用している事業主であるかについて申告を行わせること

とする。 

 

11．その他留意すべき事項 

 市は、予算の適正な使用に留意しつつ、障害者就労施設等の受注機会の増大を図るため、次に

定める事項について取り組むものとする。 

(1) 物品等の調達の必要性が新たに生じた場合は、障害者就労施設等からの調達の可能性につ



いて検討するものとする。 

(2) 市が随意契約できる金額の範囲内にて物品等を調達するに当たり、障害者就労施設等が同

等のものを供給することが可能な場合は、当該施設等から優先的に調達するものとする。 

(3) 物品等の調達は、可能な限り計画的なものとするとともに、障害者就労施設等からの物品

等の調達に配慮した納期又は履行期間の設定に努めるものとする。 

(4) 物品等の調達に際しては、障害者就労施設等との契約が円滑に行われるよう、必要に応じ

障害者就労施設等に対して規格等必要な事項について懇切丁寧に説明するよう努めるもの

とする。 



■障害者就労施設等 一覧表　（物品）
№ 分類 品目 内容・規格（大きさや内容量等） 事業所名

1 庁用品 ふせん 大きめサイズ ワークスユウの家

2 庁用品 布巾 さかいふきん　1枚　（30.3cm×17.5cm） 支援センターしらさぎ

3 庁用品 布巾 かやふきん　2枚入り（34cm×30.5cm） 支援センターしらさぎ

4 庁用品 ノート A5サイズ ワークスユウの家

5 庁用品 名札ストラップ ネームホルダー 麦の会第３作業所

6 庁用品 その他 一筆箋（8.5cm×19cm） 自遊工房

7 食料品 農作物 切り干しだいこん　20ｇ入り ピノキオ作業所

8 食料品 農作物 干ししいたけ　20ｇ入り ピノキオ作業所

9 食料品 農作物 季節の野菜 みきた作業所

10 食料品 和菓子 みたらし団子　4つ玉2本入り 絆あけぼの

11 食料品 和菓子 かりんとうまんじゅう　（あずき・いも・ゆず） 絆あけぼの

12 食料品 和菓子 わらびもち（150g) ふれあいの里かたくら

13 食料品 洋菓子 クッキー 愛和ハウス

14 食料品 洋菓子 パウンドケーキ 愛和ハウス

15 食料品 洋菓子 ラスク 愛和ハウス

16 食料品 洋菓子 クッキー（40ｇ） 青い鳥

17 食料品 洋菓子 クッキー（30～35ｇ） アトリエユウの家

18 食料品 洋菓子 ラスク（4～5枚） アトリエユウの家

19 食料品 洋菓子 サブレ（6枚入り） おおはま障害者作業所

20 食料品 洋菓子 プチパウンドケーキ（60ｇ） おおはま障害者作業所

21 食料品 洋菓子 パウンドケーキ（400ｇ） おおはま障害者作業所

22 食料品 洋菓子 マフィン2個入 げんき作業所

23 食料品 洋菓子 ベイクドチーズケーキ　1ホール15cm げんき作業所

24 食料品 洋菓子 ベイクドチーズケーキ　1片 げんき作業所

25 食料品 洋菓子 アメリカンクッキー・ココアクッキーなどの個包装 ほくぶ障害者作業所

26 食料品 洋菓子 箱詰め・袋詰めなど各種ラッピング菓子 ほくぶ障害者作業所

27 食料品 洋菓子 野菜クッキー（110g）　 麦の会共同作業所

28 食料品 洋菓子 米粉焼きドーナツ（直径7センチ～） 麦の会共同作業所

29 食料品 洋菓子 ゴマのせんべい（ごま兵衛）60g 麦の会第３作業所

30 食料品 洋菓子 ゴマのクッキー（ごまボーロ）50g 麦の会第３作業所

31 食料品 洋菓子 バタークッキー（ロッククッキー）レーズン・ナッツ・チョコレート 麦の会第３作業所

32 食料品 洋菓子 米粉入りカップケーキ（小麦ケーキ） 麦の会第３作業所

33 食料品 洋菓子 パウンドケーキ（レギュラー65㎜×175㎜×45h） 麦の会ラベンダー作業所

34 食料品 洋菓子 パウンドケーキ（ミニ65㎜×125㎜×45h） 麦の会ラベンダー作業所

35 食料品 洋菓子 チーズケーキ（直径18ｃｍ×5.5Ｈ） 麦の会ラベンダー作業所

36 食料品 洋菓子 クッキー（フロランタン2枚入り・チーズセサミ8枚入り・きなこ35ｇ） 麦の会ラベンダー作業所

37 食料品 洋菓子 クッキー、パウンドケーキ、ラスク等 ＹＯＵ・Ｉハウス

38 食料品 洋菓子 シフォンケーキ・カット（12cm×8cm×5cm） ゆめ工房

39 食料品 洋菓子 クッキー類（30g～50g） ゆめ工房

40 食料品 弁当 日替わり おおはま障害者作業所

41 食料品 弁当 野菜の多い日替わり弁当（昼食） きらっと

42 食料品 弁当 野菜の多い日替わり弁当（夕食） きらっと

43 食料品 弁当 注文弁当・配食弁当 ふれあいの里かたくら

44 食料品 弁当 高齢者への配食サービス ほくぶ障害者作業所

45 食料品 弁当 大口弁当（会議用弁当や注文弁当） ほくぶ障害者作業所

46 食料品 その他 おしゃぶりこんぶ（10ｇ） ありす作業所

47 食料品 その他 角切りこんぶ（出汁こんぶ）（18ｇ） ありす作業所

48 食料品 その他 お茶漬けこんぶ（25ｇ） ありす作業所

49 食料品 その他 がごめこんぶ（6ｇ） ありす作業所

50 食料品 その他 こんぶあめ（8個～10個入） ありす作業所

51 食料品 その他 オードブル おおはま障害者作業所

52 食料品 その他 ゴーヤ茶　15ｇ入り ピノキオ作業所

53 食料品 その他 味噌（国産原材料使用） ふれあいの里かたくら

54 食料品 その他 漬物（ぬか漬け、ゆず漬け、梅干し等） ＹＯＵ・Ｉハウス

55 食料品 その他 真空パックのネパールカレー（180ｇ） ワラビーズ



■障害者就労施設等 一覧表　（物品）
№ 分類 品目 内容・規格（大きさや内容量等） 事業所名

56 食料品 製パン 菓子パン アトリエユウの家

57 食料品 製パン デニッシュ風　食パン　1斤 げんき作業所

58 食料品 製パン 菓子パン・惣菜パン・食パンなど ほくぶ障害者作業所

59 小物雑貨 木工品 トールペイント（マグネット、押し品等） アトリエhana

60 小物雑貨 木工品 木製クリップ（3個入） モンキーばなな

61 小物雑貨 木工品 木製の写真立て（Ｌ版） モンキーばなな

62 小物雑貨 縫製品 ステンシルバッグ（縦37cm×横35cm×マチ14cm） アトリエhana

63 小物雑貨 縫製品 サンスキットふきん（2枚入り） おおはま障害者作業所

64 小物雑貨 縫製品 サンスキットふきん（30cm×35cm） 堺東部障害者作業所

65 小物雑貨 縫製品 さかいふきん（内容量30cm×17.5cm） 堺東部障害者作業所

66 小物雑貨 縫製品 ＹＵＩマグネット（4.5㎝×4.5㎝） 堺東部障害者作業所

67 小物雑貨 縫製品 ＹＵＩストラップ（4㎝×8.5㎝） 堺東部障害者作業所

68 小物雑貨 縫製品 ネックストラップ（50㎝） 堺東部障害者作業所

69 小物雑貨 縫製品 エプロン（大人用、子供用、各種サイズ、柄有） 堺みなみ

70 小物雑貨 縫製品 袋（きんちゃく、ペットボトル入れ、弁当、体操服） 堺みなみ

71 小物雑貨 縫製品 ポケットティッシュカバー 堺みなみ

72 小物雑貨 縫製品 カバン（リバーシブル、レッスンバック） 堺みなみ

73 小物雑貨 縫製品 コースター 堺みなみ

74 小物雑貨 縫製品 カードケース 堺みなみ

75 小物雑貨 縫製品 アクリルたわし 堺みなみ

76 小物雑貨 縫製品 ランチベルト 堺みなみ

77 小物雑貨 縫製品 シューズケース 堺みなみ

78 小物雑貨 縫製品 シュシュ 堺みなみ

79 小物雑貨 縫製品 ポーチ（10ｃｍファスナー） 支援センターしらさぎ

80 小物雑貨 縫製品 コップ入れ 支援センターしらさぎ

81 小物雑貨 縫製品 小銭入れ 支援センターしらさぎ

82 小物雑貨 縫製品 ポケットティッシュ 支援センターしらさぎ

83 小物雑貨 縫製品 ポストカード（10cm×15cm） 自遊工房

84 小物雑貨 縫製品 らくちんいす(13×22×12～　サイズによる） ピノキオ作業所

85 小物雑貨 縫製品 マスコットストラップ（3cm～） 麦の会共同作業所

86 小物雑貨 陶芸品 箸置き・小皿・大皿・カップ等 ふれあいの里かたくら

87 小物雑貨 その他 着物柄ヨーヨーマグネット（直径18㎜、高さ25㎜） グレースハウス

88 小物雑貨 その他 着物柄花マグネット（土台30㎜×75㎜） グレースハウス

89 小物雑貨 装飾品 パワーストーン 四神ブレスレット（12ｍｍ・10ｍｍ玉使用　直径内円5ｃｍ前後） あいらぶ作業所

90 小物雑貨 装飾品 パワーストーン ブレスレット（6ミリ玉・8ミリ玉・１０ミリ玉使用） あいらぶ作業所

91 小物雑貨 装飾品 パワーストーン ストラップ（10ｃｍ前後 紐の長さ含む） あいらぶ作業所

92 小物雑貨 装飾品 パワーストーン ストラップ（10ｃｍ前後 紐の長さ含む） あいらぶ作業所

93 小物雑貨 装飾品 パワーストーン ストラップ（10ｃｍ前後 紐の長さ含む） あいらぶ作業所

94 小物雑貨 装飾品 パワーストーン　ネックレス（40ｃｍ＋アジャスター付） あいらぶ作業所

95 小物雑貨 装飾品 パワーストーン　ピアスまたはイヤリング あいらぶ作業所

96 小物雑貨 装飾品 ヘアアクセサリー（ヘアピンなど） あいらぶ作業所

97 小物雑貨 装飾品 ビーズアクセサリー（ストラップ・ブレスレット） あいらぶ作業所

98 小物雑貨 装飾品 ビーズアクセサリー（直径2cm～60cm) 愛和・生活の家

99 小物雑貨 手芸品 香付ストラップ（フエルト素材ハート型　幅約10ｃｍ） ありす作業所

100 小物雑貨 手芸品 お花のブローチ（フエルト素材　直径3～4ｃｍ程度） ありす作業所

101 小物雑貨 手芸品 なかよしマグネット（磁石付動物マスコット） おおはま障害者作業所

102 小物雑貨 手芸品 わらしストラップ（2.5cm×3cm） 自遊工房

103 小物雑貨 手芸品 アクリルストラップ・アクリルたわし 麦の会共同作業所

104 小物雑貨 手芸品 アクリルたわし 麦の会第３作業所

105 小物雑貨 手芸品 ビーズの星キーホルダー（10cm前後 チェーンの長さ含む） モンキーばなな

106 小物雑貨 紙製品 手すきはがき（3枚入り） おおはま障害者作業所

107 小物雑貨 紙製品 手すき一筆箋（5枚入り） おおはま障害者作業所

108 小物雑貨 紙製品 手すきメッセージカード（10枚入り） おおはま障害者作業所

109 小物雑貨 紙製品 レターセット（15cm×21cm） 自遊工房

110 小物雑貨 紙製品 画集（A4サイズ） 自遊工房



■障害者就労施設等 一覧表　（物品）
№ 分類 品目 内容・規格（大きさや内容量等） 事業所名

111 小物雑貨 紙製品 Ｂ５サイズレターセット(便箋１２枚、封筒４枚、シール４枚） モンキーばなな

112 印刷物 名刺 手すき名刺（片面印刷100枚） おおはま障害者作業所

113 印刷物 名刺 手すき名刺（両面印刷100枚） おおはま障害者作業所

114 印刷物 名刺 専用紙（ﾏｯﾄｺｰﾄ紙）片面印刷１００枚 おおはま障害者作業所

115 印刷物 名刺 専用紙（ﾏｯﾄｺｰﾄ紙）両面印刷１００枚 おおはま障害者作業所

116 印刷物 名刺 10枚から注文可能 絆あけぼの

117 印刷物 名刺 一般名刺サイズ（100枚） グレースハウス

118 印刷物 名刺 片面印刷100枚 じょぶライフだいせん

119 印刷物 名刺 用紙（canon MNB-240） ふれあいの里かたくら

120 印刷物 一般印刷物 横断幕（フリーサイズ）、のぼり（中サイズ・大サイズ） アトリエhana

121 印刷物 一般印刷物 製本（A2・A3・A4・A5・A6・B2・B3・B4・B5・B6サイズ） アトリエhana

122 印刷物 一般印刷物 B5～A3サイズ（カラ―印刷可能） グレースハウス

123 その他物品 その他 あぶらとり紙（新堺土産）4種類 絆あけぼの

124 その他物品 その他 指文字Tシャツ・パーカーなど ほくぶ障害者作業所



■障害者就労施設等 一覧表　（役務）
№ 分類 品目 内容・規格（大きさや内容量等） 事業所名

1 清掃 建物清掃 建物内清掃 アトリエhana

2 清掃 建物清掃 建物内清掃等 株式会社グッドウィルさかい

3 清掃 建物清掃 掃き掃除・床拭き・窓ふきなど
（堺区域であれば対応可能） 支援センターしらさぎ

4 清掃 建物清掃 堺区域であれば可能 じょぶライフだいせん

5 清掃 建物清掃 建物内清掃等 ほくぶ障害者作業所

6 清掃 除草・灌水 除草作業・灌水（堺区域であれば可能） 支援センターしらさぎ

7 清掃 除草・灌水 要相談 じょぶライフだいせん

8 清掃 除草・灌水 要相談 ワークスユウの家

9 清掃 屋外清掃 屋外清掃等 株式会社グッドウィルさかい

10 清掃 屋外清掃 掃き掃除（堺区域であれば可能） 支援センターしらさぎ

11 清掃 屋外清掃 堺区域であれば可能 じょぶライフだいせん

12 清掃 屋外清掃 地域清掃 Ｌｉｎｋみいけ

13 情報処理 ポスティング 広告折り込みと配布 アトリエhana

14 情報処理 ポスティング 無料情報誌の広告折り込みと配布 Ｌｉｎｋみいけ

15 情報処理 ポスティング 要相談 ワークスユウの家

16 情報処理 封入・封緘 書類封入（のり付け対応可能） すみれ共同作業所

17 情報処理 封入・封緘 封入などの簡単な作業 みきた作業所

18 情報処理 封入・封緘 要相談 ワークスユウの家

19 その他役務 その他 洗車（ボディと車内清掃） 支援センターしらさぎ

20 その他役務 その他 下請け作業：箱折りや手拭いなど多数 Ｌｉｎｋみいけ


