
   平成 28年度弘前市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 

 

 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「障害者優先調達推進法」という。）第９条の規定に基づき、障害者就労施

設等からの物品等の調達方針（以下「調達方針」という。）を定め、市における障害者就労

施設等からの優先調達の一層の推進を図る。 

 

１ 目的 

  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。）の優先的な調達

を推進することにより、障害者就労施設等で就労する障がい者等の自立の促進に資する

ことを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

  この調達方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例に

よる。 

 

３ 調達方針の適用範囲 

  調達方針は、市の全ての機関が行う物品等の調達に適用する。 

 

４ 調達方針の対象となる障害者就労施設等 

  調達方針の対象となる障害者就労施設等は以下のうち、物品等の調達が可能な施設と

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) 障害者優先調達推進法施行令（平成 25年政令第 22号）第１条第１号に規定する事業 

所（特例子会社） 

(7) 障害者優先調達推進法施行令（平成 25年政令第 22号）第１条第２号に規定する事業 

所（重度障害者多数雇用事業所） 

(8) 自宅等において物品の製造、役務の提供等を自ら行う障がい者（在宅就業障害者） 

(9) 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体（在宅就業支援団体） 

 

５ 調達の推進方法 

(1) 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進にあたっては、市の調達に関する他の施 



策との調和を図りつつ、単年度ごとに当該年度の調達目標を定めた調達方針を策定し、 

総合的かつ計画的に推進する。 

(2) 障害者就労施設等から提供可能な物品等の内容等については、施設からの情報を集約 

し、各部局に対して必要な情報提供を行うこととし、各部局はその情報に基づき障害

者就労施設等から調達事務を行うものとする。 

(3) 障害者就労施設等からの物品等の調達において、地方自治法施行令（昭和 22年政令 

16号）第 167条の２第１項第３号の規定による随意契約の活用に努める。 

(4) 物品等の調達にあたっては、障害者就労施設等に対し、可能な限り調達内容の仕様を 

分かりやすく説明するとともに、適切な納期の設定等に努める。 

 

６ 調達目標 

(1) 当該年度における調達目標額は、具体的な金額の設定を行わないこととし、各部局の 

障害者就労施設等からの物品等の調達において、前年度の実績を上回るよう努める。 

(2) 障害者就労施設等からの物品等の調達においては、分野・品目を限定することなく調 

達するよう努める。 

 

７ 調達方針及び調達実績の公表 

(1) 調達方針の担当部署は、健康福祉部福祉政策課とする。 

(2) 調達方針を策定又は見直しを行ったときは、速やかに公表する。 

(3) 調達実績については当該年度の終了後、速やかに福祉政策課で概要をとりまとめ、公 

表する。 

 

８ 策定日 

  平成 28年７月１日 



（従）つがる野工房
パッケージセンター a 物品②食料品・飲料 紙器加工 なし（生産受託）

（従）つがる野工房 a 物品②食料品・飲料 リサイクル、ウエス加工 なし（店舗、受注のみ）

つかのファーム a 物品②食料品・飲料 製パン なし（店舗のみで提供）

ないすらいふ a 物品②食料品・飲料 祝菓等 10個より受注可能

役務⑥その他のサービス・役務 文書の封入封緘、その他軽作業・内職 要相談 現地での作業も可能

a 役務⑥その他のサービス・役務 資源ごみの回収・分別（業者引き渡し） 要相談 現地での作業も可能

エイブル

a 物品②食料品・飲料 パン各種 500個/1日

要相談

a 物品②食料品・飲料 味噌 1個から受注可能

a 役務③清掃・施設管理 除草（春季～秋季）、除雪（冬季、排雪不可） 要相談

a 物品②食料品・飲料 小麦、米等の製粉 要相談

a

国内産小麦使用

ゆいまある

a 物品②食料品・飲料 菓子パン、調理パン、パウンドケーキ 1個から受注可能

a 役務⑥その他のサービス・役務 空き缶、新聞紙、牛乳パック、雑詩、衣類の回収

ＣＯ　ＮＡ

a 物品②食料品・飲料 パン 一日に約150個
原材料の一部を当事業所の畑で自
主生産しています。小麦は国内産
を使用しています。

a 物品②食料品・飲料 焼き菓子 一日に約30個

ＮＥＸＴ a 物品③小物雑貨 木工雑貨 1回10個～30個
商品により個数変更あり
※商品については要相談

いわきの里 a 物品②食料品・飲料 ピり辛海苔 １回　５０個製造 受注に応じて製造

チョコ・ドーナツ弘前 a 役務⑥その他のサービス・役務 古本・古着・古CD等の回収・買取 　要相談

栽培から加工まで、当作業所で
行っています。

a 物品②食料品・飲料 大清水ナンバみそ（90ｇ） 　20コ
清水森ナンバを栽培し加工してい
ます。

つくしの家

a 物品②食料品・飲料 りんごジュース（１ℓビン）
 6本1箱⇒10箱
12本1箱⇒ 3箱

当作業所で低農薬で栽培していま
す。

a 物品②食料品・飲料 切り干し大根　ジャム（いちご、りんご　各150ｇ）
切り干し大根　30袋
ジャム　10コ

ハート・ツリー a 役務③清掃・施設管理 駐車場等の草取り（積雪時は除排雪） 要相談

弘前市における障害者就労施設等の取組一覧票（平成２８年度）

平成28年7月1日現在

障害者就労施設等名 調達先分類 物品・役務の品目分類
現在の授産品目又は役務提供

備　　考
主な授産品目及び役務の提供内容 供給（提供）可能量
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弘前市における障害者就労施設等の取組一覧票（平成２８年度）

平成28年7月1日現在

障害者就労施設等名 調達先分類 物品・役務の品目分類
現在の授産品目又は役務提供

備　　考
主な授産品目及び役務の提供内容 供給（提供）可能量

障害福祉就労継続支援施設
（A型）三和の里

a 物品②食料品・飲料 卵、りんご 卵は２００個まで、りんごは時期限定

a 物品③小物雑貨 チューリップ 時期限定

ジョブネット
a 物品③小物雑貨 金魚ねぷた １回につき５０個

a 役務⑥その他のサービス・役務 リサイクル作業（古着等) なし

本数限定
当施設で栽培している山ぶどうを
使用している。

a 役務③清掃・施設管理 企業内外の清掃 要相談（9:00～16:00の間での提供）

就労サポートひろさき

a 物品②食料品・飲料 きぬごし豆腐、もめん豆腐、おから、豆乳 1日製造数４００丁　1個より配達可

a 役務③清掃・施設管理 企業等の敷地内における除草、除排雪請負 要相談（9:00～16:00の間での提供）

当施設で栽培しているナンバを使
用している。

a 物品②食料品・飲料 ブルーベリージュース 期間(本数）限定
当施設で栽培しているブルーベ
リーを使用している。ワークランド茜

a 物品②食料品・飲料
ブルーべリージャム（スタンダード、ハイビスカス、ブランデーの３
種類）

注文があれば提供可能
当施設で栽培しているブルーベ
リーを使用している。

a 物品②食料品・飲料 ナンバ漬（スタンダード、プレミアム、激辛の３種類） 注文があれば提供可能

a 物品②食料品・飲料 ミニトマトジュース 本数限定
当施設で栽培しているミニトマ
ト、トマトを使用している。

a 物品②食料品・飲料 山ぶどうジュース

要相談

a 物品③小物雑貨 陶工品（皿、カップ、花瓶、銚子、お猪口等） 数個からの販売可能

りんごの里
a 物品③小物雑貨 さをり織り製品（ハンドバック、小物入れ等） 数個からの販売可能

a 物品③小物雑貨 ヒバくず使用の消臭剤・ヒバリース 1個より受注可能にじのいろ

a 物品③小物雑貨
クロスでつくった通帳やカードケース、お薬手帳ケース、ブックカ
バー等

1個より受注可能

a 物品③小物雑貨 ヒバ板を使用したコースター等 1個より受注可能

a 役務④情報処理・テープ起こし エクセル等のデータ入力 要相談

a 役務⑥その他のサービス・役務 チラシやパンフレット物折り
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弘前市における障害者就労施設等の取組一覧票（平成２８年度）

平成28年7月1日現在

障害者就労施設等名 調達先分類 物品・役務の品目分類
現在の授産品目又は役務提供

備　　考
主な授産品目及び役務の提供内容 供給（提供）可能量

サポートセンターさくら a 物品②食料品・飲料 食パン 12斤

a 役務⑥その他のサービス・役務 りんご栽培・出荷委託 5反分程度 これ以上のリンゴ栽培委託不可

a 役務⑥その他のサービス・役務 野菜栽培（にんにくの植え付け・追肥等） 要相談

ひまわり
a 役務⑥その他のサービス・役務 電気廃線からの銅線の取り出し等のリサイクル作業 要相談 冬期間は相当量対応可能

a 役務⑥その他のサービス・役務 紙加工（バリ取り・折り加工・組み立て・シール貼り）等 要相談 冬期間は相当量対応可能

一日２～３件 ＊個人のお墓清掃３件実績あり

a 役務③清掃・施設管理 墓地・宅地・駐車場・農地・菜園・その他の除草（積雪時は除雪） 要相談

a 役務④情報処理・テープ起こし データ入力等 要相談 ＊法人職員の勤怠管理実績あり

a 役務③清掃・施設管理 寺院清掃 週1回実施

＊洗濯代行サービスを行なってい
ます。家庭用の洗濯物であれば可
能。

a 役務③清掃・施設管理 モップ掛け、窓拭き・洗い、トイレ清掃等 要相談 ＊高齢者施設の清掃実績あり

弘前アカデミー

a 物品④その他の物品 線香・ろうそく 一箱より受注可能
＊箱作り、商品箱詰めを行なって
います

a 役務②クリーニング 洗濯：洗濯仕分け、洗い、たたみ 洗濯：週１回５０㎏

a 役務③清掃・施設管理 個人宅、事業所の草取り・草刈り 要相談 ＊墓地の草刈り実績あり

a 役務③清掃・施設管理 お墓掃除代行

a 物品②食料品・飲料 アイスクリーム及びリンゴシャーベット 要相談（事前予約により提供量相談） コーン盛り（３ℓバット売り）

a 役務③清掃・施設管理 草取り及び冬期の除雪作業 要相談

a 物品②食料品・飲料 岩木山クッキー 要相談（事前予約により提供量相談） １袋に岩木山型５枚、桜型２枚

大石の里

a 物品②食料品・飲料 アップルパウンドケーキ（小） 1日約２０個提供可能 １個約３５０ｇ

a 物品②食料品・飲料 アップルパウンドケーキ（大）

a 物品②食料品・飲料 岩木山サブレ 要相談（事前予約により提供量相談） １袋に１枚

a 物品②食料品・飲料 リンゴジュース 要相談（１日当たり３０本可能） １リットル瓶

a 物品②食料品・飲料 じゃが芋（１㎏） ３０袋（３０㎏）可能 無農薬栽培

要相談（受注生産） １個約７５０ｇ

a 物品②食料品・飲料 アップルチーズケーキ及びアップルコーヒーケーキ 各１日１０個提供可能 １個約６５ｇ
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弘前市における障害者就労施設等の取組一覧票（平成２８年度）

平成28年7月1日現在

障害者就労施設等名 調達先分類 物品・役務の品目分類
現在の授産品目又は役務提供

備　　考
主な授産品目及び役務の提供内容 供給（提供）可能量

弘前地区消防事務組合

(株)弘前ドライクリーニング
工場

c 役務②クリーニング 被服クリーニング 給食センター

c 役務②クリーニング リネンサプライ（繊維製品のリース）、クリーニング全般

共立寝具株式会社
c 役務②クリーニング

寝具・患者衣リース、職員被覆クリーニング、院内再生物（繊維）ク
リーニング

弘前市立病院

c 役務②クリーニング 当直寝具リース・救急車毛布リース

a 物品③小物雑貨 ペンケース・ポーチ等

就労継続支援B型事業所
ワークいずみ

a 役務⑥その他のサービス・役務 ダイレクトメール宛名貼り付け、封入、封緘作業 ３，０００通

a 物品③小物雑貨 廃食油石けん
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【物品・役務の品目分類例】

品目 具体例

①事務用品・書籍 筆記具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍　など

②食料品・飲料 パン、弁当・おにぎり、麺類、加工食品、菓子類、飲料、コーヒー・茶、米、野菜、果物　など

③小物雑貨
衣服・身の回り品・装身具、食器類、絵画・彫刻、木工品・金工品・刺繍品・陶磁器・ガラス製品、おも
ちゃ・人形、楽器、各種記念品、清掃用具、防災用品、非常食、花苗　など

④その他の物品
机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、器物台、プランター、車いす、杖、点字ブロック等上記
以外の物品

①印刷 ポスター、チラシ、リーフレット、報告書・冊子、名刺、封筒などの印刷

②クリーニング クリーニング、リネンサプライ　など

③清掃・施設管理 清掃、除草作業、施設管理、駐車場管理、自動販売機管理　など

④情報処理・テープ起こし ホームページ作成、プログラミング、データ入力・集計、テープ起こし　など

⑤飲食店等の運営 売店、レストラン、喫茶店　など

⑥その他のサービス・役務
仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり類折り、筆耕、文書の廃棄（シュレッ
ダー）、資源回収・分別　など

【調達先の分類】

就労継続支援Ａ型・Ｂ型
　障害者総合支援法第５条第14項に規定され、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供する
とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所。

就労移行支援
　障害者総合支援法第５条第13項に規定され、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行う事業所。

生活介護
　障害者総合支援法第５条第７項に規定され、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の
介助等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する事業所。

障害者支援施設
　障害者総合支援法第５条第11項に規定する障害者支援施設。（就労移行支援、就労継続支援、生活
介護を行うものに限る）

地域活動支援センター
　障害者総合支援法第５条第25項に規定され、　創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交
流等を行う事業所。

小規模作業所
　障害者基本法第２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第
３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設。

b 共同受注窓口 　受注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所にあっせん・仲介する業務を行う。

特例子会社
　障害者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障害者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生
労働大臣の認定を受けた会社。

重度障害者多数雇用事業所 　重度身体障害者等を常時労働者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主。

在宅就業障害者 　自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者。

在宅就業支援団体 　在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体。

分類例

物

品

役

務

a

c



「国等による障害者就労施設等のからの物品等の調達の推進等に関する法律

（障害者優先調達推進法）」の概要 

 

１．法律の趣旨 

 障がいのある方が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立する

ことが重要である。 

 このため、障がい者雇用を支援するための対策を進めるとともに、障がい者が就労する

施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化する取組も重要である。 

 このような観点から、これまで障害者就労施設等への仕事の発注に関し、民間企業をは

じめ国や地方公共団体等において様々な取組を行ってきた。 

 この法律は、この取組をさらに推進するため、国等による障害者就労施設等からの物品

等の調達を推進するために必要な措置を講じることを定めたものである。 

 

２．法律の概要 

地方公共団体は、物品等の調達に当たって、優先的に障害者就労施設等から物品等を調

達するよう努めるとともに、以下のような取組を行うこととされている。 

 ◎毎年度、国が定める基本方針に即して、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を

作成、公表するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表する。 

 ◎物品等の調達にあたっての公契約について、障がい者の就業を促進するために必要な

措置を講ずるよう努める。 

 

３．対象となる障害者就労施設等 

◎障害者総合支援法に基づく事業所・施設等 

 ○障害者支援施設 

 ○地域活動支援センター 

 ○生活介護事業所 

 ○就労移行支援事業所 

 ○就労継続支援事業所（A型、B型） 

◎障害者を多数雇用している企業 

 ○障害者優先調達推進法施行令（平成 25 年政令第 22 号）第１条第１号に規定する事

業所（特例子会社） 

 ○障害者優先調達推進法施行令（平成 25 年政令第 22 号）第１条第２号に規定する事

業所（重度障害者多数雇用事業所） 

◎在宅就業障害者等 

 ○自宅等において物品の製造、役務の提供等を自ら行う障がい者（在宅就業障害者） 

 ○在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体（在宅就業支援団体） 


