
１　契約の発注の見通しに関する公表 ２　契約締結前に関する公表 ３　契約締結後（契約状況）に関する公表

NO 区分 課コード 所管課 契約の名称 概要 契約予定時期 納入期限及び履行期間
選定基準

（資格要件）
契約決定方法 申請方法 契約相手方名称等 契約金額（税込み／円） 契約締結日 契約相手方とした理由 備考

1 物品購入 AA01 秘書課 名刺印刷 市長名刺両面印刷縦（カラー）300枚 H24.5.16 H24.6.1
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

4,000 H24.5.16 他に申請がなかったため

2 物品購入 AA01 秘書課 名刺印刷 市長名刺両面印刷300枚 H24.6.13 H24.6.20
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

4,000 H24.6.13 他に申請がなかったため

3 物品購入 AA01 秘書課 名刺印刷 市長名刺両面印刷300枚 H24.7.20 H24.8.13
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

4,000 H24.8.7 他に申請がなかったため

4 物品購入 AA01 秘書課 名刺印刷
幸村副市長名刺
両面印刷400枚

H24.8.24 H24.8.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

5,800 H24.8.24 他に申請がなかったため

5 物品購入 AA01 秘書課 名刺印刷 市長名刺両面印刷300枚 H24.10.31 H24.11.5
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

4,000 H24.10.30 他に申請がなかったため

6 物品購入 ＡＡ０１ 秘書課 名刺印刷
永田副市長用名刺両面印刷

白黒（３００枚）
H24.11.12 H24.11.30

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障害者支援施設等である

こと
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

3800 H24.11.13 他に申請がなかったため

7 物品購入 AA01 秘書課 名刺印刷
幸村副市長名刺
両面印刷300枚

H25.1.21 H25.1.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

4,100 H25.1.21 他に申請がなかったため

8 物品購入 AA01 秘書課 名刺印刷
市長名刺

両面印刷300枚
H25.3.8 2013/3/22

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

秘書課に申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

3,800 H25.3.8 他に申請がなかったため

9 物品購入 AA08 東京事務所 名刺印刷
東京事務所職員２名分名刺印刷横

（カラー）４00枚
H24.6月中旬 H24.6.20

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

東京事務所
に申し出のこ

と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

4,900 H24.6.7 他に申請がなかったため

10 物品購入 AA08 東京事務所 名刺印刷
①カラー両面　200枚
②カラー片面　100枚

H25.1月初旬 H25.1.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

東京事務所
に申し出のこ

と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

5,400 H25.1.7 申し出がなかったため

11 物品購入 AA08 東京事務所 名刺印刷 カラー片面　300枚 H25.3月中旬 H25.3.22
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

東京事務所
に申し出のこ

と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

3,660 H25.3.21 申し出がなかったため

12 物品購入 AA09 環境モデル都市推進課 PRジャケット作成
ナイロンスタンドジャケット
Ｍｻｲｽﾞ15着、Ｌｻｲｽﾞ10着

（名入れあり）
H24.5月中旬 H24.5.17

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
一者特命随契 ―

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

118,250 H24.5.15 該当者が１者であるため

13 物品購入 AB02 人事課 名刺印刷（単価契約） 観光ＰＲ用名刺 H25.3.21 H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること

一者特命随契
豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

2,600円 H25.3.21 該当者が１者のため

14 委託 ＡＢ０４ 管財課 市有地草刈除去委託
管財課所管土地の草刈　　　　　　２９

箇所　２１，０２０㎡
H24.6.1 H24.6.10～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈業務等の実績があるもの

一者特命随契 ―
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
2,572,712 H24.6.10 該当者が一者であるため

15 物品購入 AB04 管財課
豊田市役所新東庁舎完
成記念品

クッキー　詰合せ及びラッピング H24.10月 H24.10.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
一者特命随契 - （社福）オンリーワン 64,000 H24.10.19

地域の障がい者に雇用
の機会を与え、福祉政策

の推進を図る

16 物品購入 AC01 市民相談課
人権啓発用ごみ袋セット

チラシ（原稿渡し）１枚
燃やすごみ用２枚
プラ容器包装用２枚
金属ごみ用１枚
埋めるごみ用１枚
を１袋に入れセットする。
500セット

H24.11月中旬 H24.11.26
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に
該当する障がい者支援施設等であること

見積徴収
市民相談課
に申し出るこ

と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

45,000 H24.11.21 他に申請が無かったため

納入期限
を

H24.11.30
に変更

17 物品購入 AC04 市民税課
平成２４年度市税概要の
印刷製本

Ａ４冊子の表紙の印刷と製本２００部 H24.8中旬 H24.8.24
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

市民税課に
申し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

20,220 H24.8.20 他に申請が無かったため

18 委託 AD02 交通安全課
高齢者交通安全
世帯訪問事業委託

市が指定した高齢者世帯を訪問し、交
通安全の指導や反射材の利用促進を
図る

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.15

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで高齢者交通安全世帯訪問の実績
があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
7,546,770 H24.4.2 該当者が一者であるため

19 委託 AD02 交通安全課
駐輪指導・撤去及び日曜
返還業務委託

自転車等放置禁止区域等における駐
輪指導、放置自転車等の撤去作業及
び朝日ヶ丘自転車保管所における日
曜日への保管自転車等返還業務

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで駐輪指導・撤去作業及び自転車等
返還業務の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
7,156,412 H24.4.1 該当者が一者であるため

20 委託 AD06 旭支所
旭支所・旭保健センター
清掃業務委託

旭支所（約1,936㎡）・旭保健センター
（約423㎡）の清掃管理

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,431,090 H24.4.2 該当者が一者であるため

21 委託 AD06 旭支所
旭地区公衆便所清掃管
理業務委託

小渡中央公衆便所、小渡公衆便所
（やな）、矢作ダム公衆便所、田津原
公衆便所の清掃管理

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
279,642 H24.4.2 該当者が一者であるため

22 委託 AD06 旭支所
旭郷土資料館清掃管理
業務委託

旭郷土資料館（約815㎡）の清掃管理 H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
659,624 H24.4.1 該当者が一者であるため

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に基づく随意契約に関する公表について



NO 区分 課コード 所管課 契約の名称 概要 契約予定時期 納入期限及び履行期間
選定基準

（資格要件）
契約決定方法 申請方法 契約相手方名称等 契約金額（税込み／円） 契約締結日 契約相手方とした理由 備考

23 委託 AD06 旭支所
矢作ダム周辺施設清掃
管理業務委託

牛地園地、小滝野園地、閑羅瀬園地
の清掃及び草刈等

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 － 取りやめ

24 委託 AD07 足助支所
豊田市役所足助支所庁
舎清掃業務委託

足助支所庁舎の日常清掃等 H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,339,594 H24.4.2

高齢者の臨時的、短期的な就業
を通じて生きがい活動を推進する
市内唯一の公共的団体であり、
厚生労働省のシニアワークプログ
ラムにより、ビル清掃研修も実施
しており、適確な事業実施が見込
まれるため。

25 委託 AD07 足助支所
豊田市足助資料館環境
整備委託

足助資料館敷地内の草刈（2回）と広
場の草取り（2回）

Ｈ24.７月上旬 H24.6.21～H24.10.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設敷地内草刈・草取の実績があ

るもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
125,170 H24.6.27 該当者が１者であるため

契約締結
日

変更

26 委託 AD07 足助支所
豊田市足助地域文化財
環境整備委託

足助中馬館生垣剪定と大河原分館敷
地内の草刈（2回）

Ｈ24.７月上旬 H24.6.21～H24.10.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈委託の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
240,261 H24.6.27 該当者が１者であるため

契約締結
日

変更

27 委託 AD08 稲武支所
豊田市稲武保健センター
日常清掃委託

豊田市稲武保健センター施設館内
（332.03㎡）の日常清掃

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.29
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
209,338 H24.4.2 該当者が１者であるため

28 委託 AD09 小原支所
市場城址公衆便所清掃
業務委託

市場城址公衆便所の年間清掃､管理
(２回／週）

H24.4.2 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
975,237 H24.4.1 該当者が1者であるため

29 委託 AD09 小原支所
小原地区公衆便所清掃
業務委託

一般観光施設公衆便所（簗平・平畑・
有平橋・榑俣・上仁木）施設の清掃等
管理　１施設当り年間１２０回

H24.4.2 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
255,150 H24.4.1 該当者が1者であるため

30 委託 AD09 小原支所 市民広場維持管理委託
小原ふれあい公園及び四季桜公園の
維持管理委託（一式）

H24..4.2 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
51,030 H24.4.1 該当者が1者であるため

31 委託 AD09 小原支所
庁舎周辺環境整備業務
委託

庁舎敷地内及びふれあい公園の草
刈、剪定、清掃等（延べ41,238㎡）

H24.5.21 H24.5.22～H25.3.22
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈り等の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,740,371 H24.6.1 該当者が1者であるため

契約予定時期
を６月１日に、
納入期限及び
履行期間を６月
１日からに変

更。

32 委託 AD09 小原支所
小原郷土館樹木管理業
務委託

郷土館敷地内の樹木剪定及び草刈り
（剪定：高低木１回／年、手刈約３１㎡
×２回／年・機械刈約５９㎡×３回／
年）

H24.5.21 H24.5.22～H25.1.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで樹木管理の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
50,610 H24.6.1 該当者が1者であるため

契約予定時期
を６月１日に、
納入期限及び
履行期間を６月
１日からに変

更。

33 委託 AD09 小原支所
和紙のふるさと環境美化
業務委託

和紙のふるさと施設の敷地草刈り、和
紙展示館の建物日常清掃

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.29
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 -
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,155,264 H24.4.2 該当者が1者であるため

34 委託 AD09 小原支所
コウゾ植栽地草刈及び芽
欠き業務委託

コウゾ植栽地約1,400㎡の苗の生育確
保及び植栽地の景観維持のための雑
草刈取及びコウゾの芽欠き

Ｈ24.7 H24.7～H24.10.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで、草刈業務の実績があるもの

一者特命随契 ー
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
161,028 H24.7.9 該当者が１者であるため

35 委託 AD12 下山支所
豊田市三河湖観光セン
ター清掃業務委託

三河湖観光センター館内（約500㎡）
の定期清掃（２回／年）

H24.4.2 H24.4.2～H24.12.28
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
139,340 H24.4.2

地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第３号に
該当する市内のシル

バー人材センターで施設
清掃の実績があるもの

36 委託 AD12 下山支所
豊田市役所下山支所屋
外管理業務委託

下山支所周囲の草刈、低木剪定、草
取り等の環境整備

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで屋外管理業務に実績があるため

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,419,600 H24.4.2

地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第３号に
該当する市内のシル

バー人材センターで屋外
管理業務の実績がある

ため

37 委託 AD15 藤岡支所
藤岡支所庁舎清掃業務
管理委託

藤岡支所庁舎内日常清掃及び定期清
掃並びにガラス拭き

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで藤岡支所庁舎清掃の実績があるも
の

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,955,105 H24.4.2 該当者が１者であるため

38 委託 AD15 藤岡支所
藤岡民俗資料館施設管
理業務委託

藤岡民俗資料館の施設管理・受付業
務ほか

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで藤岡民俗資料館施設管理業務の
実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,242,024 H24.4.1 該当者が１者であるため

39 委託 AD15 藤岡支所 ふじ回廊管理委託
ふじの回廊の草刈及び落葉清掃、施
設内便所

H24.4.2 H24.4.2～H24.3.29

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターでふじの回廊管理委託業務の実績が
あるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
883,243 H24.4.2 該当者が１者であるため

40 物品購入 AD15 藤岡支所
「地域づくり活動報告会２
０１３ｉｎふじおか」印刷製
本

「地域づくり活動報告会２０１３ｉｎふじ
おか」配布資料の印刷製本（500冊、Ａ
４、約５０ページ、黒１色、表紙藤色
紙）

H25.2月上旬 H25.3.11
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
藤岡支所に
申し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

140,826 1月21日
他に申請がなかったた

め

41 委託 AD17 生涯学習課
豊田市ものづくりサポート
センター管理運営業務委
託

ものづくりサポートセンターの
窓口業務等日常管理、清掃業務等

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで窓口業務等の日常管理、清掃業務
の実績があること

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
4,761,625 H24.4.1 該当者が1者であるため

42 委託 AD17 生涯学習課
豊田ヤングオールド・サ
ポートセンター業務委託

高年大学の運営及び生きがいに関す
る相談・啓発講座等の実施

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第167条の２第１項第３
号による随意契約

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
32,577,023 H24.4.1 該当者が１者であるため

43 委託 AD17 生涯学習課
金婚祝賀会受付等業務
委託

金婚祝賀会における受付、
会場整理などの委託

H24年8月 H24.9.15
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する市内のシルバー人材センターで受
付等の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
41,674 H24.8.13

地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第３号に
該当し、過去の実績も良

好であるため



NO 区分 課コード 所管課 契約の名称 概要 契約予定時期 納入期限及び履行期間
選定基準

（資格要件）
契約決定方法 申請方法 契約相手方名称等 契約金額（税込み／円） 契約締結日 契約相手方とした理由 備考

44 委託 AD20 地域支援課
区長便梱包業務委託
（単価契約）

区長便袋に区長便で送付する文書を
詰める業務

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

地域支援課
に申し出のこ

と
豊田市福祉業団　けやきワークス

1袋あたり
19.6

H24.4.2 他に申請が無かったため

45 物品購入 AD20 地域支援課 退職区長感謝状印刷等

・感謝状の印刷
・額(支給品)への梱包
・額箱への名前ラベルの貼付
・紙袋（支給品）への梱包

H24.4.18 H24.4.19～H24.5.2
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

地域支援課
に申し出のこ

と
豊田市福祉業団　けやきワークス 13,500 H24.4.18 他に申請が無かったため

46 物品購入 AE09 清掃業務課
転入者用ごみ袋セット
（予定数量5,500）

チラシ（原稿渡し）１枚と
燃やすごみ用１枚
プラ容器包装用１枚
金属ごみ用１枚
埋めるごみ用１枚の４種類
を１袋に入れセットする。

H24.4.2 H24.4.2～H25．3・29
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること

見積徴収
清掃業務課
に申出のこと

豊田市福祉業団　けやきワークス 1パック当たり57円 H24.4.2 他に申請が無かったため
予定数量

5,500

47 物品購入 AE09 清掃業務課 軍手 不法投棄パトロール隊活動支援物品 Ｈ24.6 H24.6.22
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
一者特命随契 － 社会福祉法人輪音 50,000 24.6.1 他に申請がなかったため

48 物品購入 AE09 清掃業務課 軍手 不法投棄パトロール隊活動支援物品 Ｈ24.11 H24.11.21～H25．3・31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
一者特命随契 － 社会福祉法人輪音 25円/双 24.11.16 他に申請がなかったため

49 委託 AE11 清掃施設課
砂川衛生プラント
草刈委託

砂川衛生プラントの施設周辺
草刈

H24.6中旬 H24.12.21

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する施設がある市内のシル
バー人材センターで草刈業務の実績があ
るもの

一者特命随契 － （公社）みよし市シルバー人材センター 570,964 H24.6.14 該当者が１者であるため

50 委託 AE11030
清掃業務課
ｸﾞﾘｰﾝ･ｸﾘｰﾝふじ
の丘

グリーン・クリーンふじの
丘
草刈委託

グリーン・クリーンふじの丘の場内草
刈

H24.5中旬 H24.5.28～H24.11.30
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈等の実績があるもの

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
4,098,780 H24年5月28日 該当者が１者であるため

51 委託 AE12
ごみ減量推

進課
リサイクルステーション
管理等委託

資源の分別指導及びリサイクルス
テーションの管理業務

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターであること

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
68,845,532 H24.4.1 該当者が1者であるため

52 委託 AE12
ごみ減量推

進課
空き缶処理機運転管理業
務委託

資源の分別指導及びリサイクルス
テーションの管理業務

H25.1.4 H25.1.4～H25.3.29
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターであること

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,420,062 H24.12.27 該当者が1者であるため

契約終了
日をＨ

25.3.31に
変更

53 物品購入 AE12
ごみ減量推

進課
啓発用ごみ袋パッケージ

パンフレット入りごみ袋パッケージ　３
５００パック

H24.9下旬 H25.3月末
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

227,500 H25.1.21 該当者が1者であるため

54 委託 AE12
ごみ減量推

進課

渡刈清掃事業所　(仮称）
リユース工房控室設営委
託

(仮称）リユース工房控室設営に伴い、
備品等の移動及び清掃を委託する。

Ｈ24.7月中旬 H24.7.19～H24.7.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン

ターであること
一者特命随契 ―

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

25,392 H24.7.17

高齢者への就業機会の
確保及び生きがい対策
として 適であり、かつ、
安価に契約できるため

55 委託 AE12
ごみ減量推

進課
リユース工房管理等業務
委託

粗大ごみの修理・清掃及び管理業務
等

Ｈ24.9月中旬 H24.9中旬～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン

ターであること
一者特命随契 ―

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

1,209,022 H24.9.12

高齢者の豊かな経験と技
能を必要とする業務内容で
あり、高齢者への就業機会
の確保及び生きがい対策
として 適であり、かつ、安
価に契約できるため。

56 委託 AE12
ごみ減量推

進課
リユース工房　作業台等
製作業務委託

リユース工房内で使用する作業台等
の製作業務委託

Ｈ24.9月下旬 H24.9下旬～H24.10.18
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン

ターであること
一者特命随契 ―

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

100,027 H24.9.26

高齢者への就業機会の確
保及び生きがい対策として

適であり、かつ、安価に
契約できるため

履行期間
平成２４年９月
２７日～平成２
４年１０月１１日

57 物品購入 AF01 （福）総務課
国民生活基礎調査
記載謝礼（ゴミ袋）購入

豊田市指定ゴミ袋300セット
※セットごとにパッケージングし、お礼文を封入
※１セットの内容：燃えるゴミ用15袋、プラス
チックゴミ用5袋

H24.4.9～
H24.4.12

H24.4.25
・地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する障がい者支援施設等である
こと。

一者特命随契 －
豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

65,200 H24.4.11
他に取扱施設がないた
め

58 物品購入 AF01 （福）総務課
「豊田の保健福祉２０１２
（平成24年度事業概要）」
の印刷製本

A4冊子、140ページ（予定）、1400部
（予定）

H24.5下旬
1回目：6月18日 （700
冊）
2回目：７月6日（700冊）

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第3号に該当する障がい者支援施設等で
あること
・一部あたりの単価が安価であること。

見積徴収

（福）総務課
に電話連絡
又は窓口に
て相談後、
申請。

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

637,253 H24.5.28 該当者が１者であるため

59 物品購入 AF01 (福）総務課 保健福祉レポート２０１２ Ａ４　２５０頁　白黒　２５０部 H24.6中旬
100部／7月5日（20日）
残り150部／7月13日

（4週間）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内施設

一者特命随契

（福）総務課に
電話連絡又は
窓口にて相談

後、申請

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

286,750 H24.6.15 該当者が１社のため

60 物品購入 AF01 （福）総務課
「かかりつけ医・かかりつけ
歯科医ガイドブック」の作成

A3 4枚 白黒 6,000部 H24.5.15 H24.5.15～H24.6.15
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設である
こと

一者特命随契 ー
豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

150,600 H24.5.18 該当者が１者であるため

61 物品購入 AF01 (福)総務課

2012社会保障・人権問題
基本調査（生活と支え合
いに関する調査）記載謝
礼（袋詰めクッキー）購入

袋詰めクッキー　50個
※袋は透明とし、中にお礼文を封入（お礼
文の色は問わないが、字が見やすいよう
に薄い色であること）
※クッキーは割れにくいものであること
※賞味期限：7月末以降

H24.6.1 H24.6.13（2週間程度）
・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号に該当する障がい者支援施設等であるこ
と。

一者特命随契

（福）総務課
に電話連絡
又は窓口に
て相談後、

申請。

社会福祉法人オンリーワン日中支
援ジョイ

11,000 H24.5.23
地域性と購入物品の性

質を考慮

62 物品購入 AF01 （福）総務課

国民生活基礎調査（所得
票）及び高齢期における
社会保障に関する意識等
調査記載謝礼（袋詰め
クッキー）購入

くるみクッキー5粒、フルーツクッキー5
粒、チョコクッキー5粒の袋詰めクッ
キー　65セット
・袋は透明若しくは中身が見えるもの
を使用
・袋にはお礼文の書かれたシール（縦
5ｃｍ×横７ｃｍ）を添付
※シールの背景色は字が見やすいよ
うに薄い色であること。

H24.6.12 H24.6.20
・地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第３号に該当する障がい者支援施設等で
あること。

一者特命随契

（福）総務課
に電話連絡
又は窓口に
て相談後、

申請。

社会福祉法人オンリーワン日中支
援ジョイ(お菓子工房ぐれいす）

26,000 H24.6.13
地域性と購入物品の性

質を考慮

63 物品購入 AF01 （福）総務課
「かかりつけ医・かかりつけ
歯科医ガイドブック」の作成

A3 4枚 白黒 6,000部 H25.2.15 納入期限／H25.3.29
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設である
こと

一者特命随契 ー
豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

234,300 H25.2.5 該当者が１者であるため
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64 委託 AF03 高齢福祉課
介護給付適正化のため
の
実態調査事業業務委託

住宅改修事業の事後実態調査並びに
特定福祉用具販売事業の事後実態
調査

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する市内のシルバー人材センターで、
高齢者の就業に関する情報の収集及び提供
の活動実績があるもの

一者特命随契 ―
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
982,827 24.4.1 該当者が１者であるため

65 委託 AF03 高齢福祉課
豊田市高齢者軽度生活
援助事業

日常生活を営むのに支障がある高齢
者に対し、軽易な援助を行うことによ
り、高齢者の要介護状態への進行を
防止し、自立生活が営めるよう支援す
る。

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する豊田市シルバー人材セン
ター

一者特命随契 －
公益社会法人　豊田市シルバー

人材センター
4,631,396 H24.4.1

以前より生活援助サービスを
行っており、当該委託業務に
関するノウハウに精通し、実
績も良好であるため。

66 物品購入 AF03 高齢福祉課 タクシー料金助成券印刷

1枚の紙に4枚分の助成券が印刷さ
れ、ミシン目が入った、24枚綴りの冊
子（ﾎﾁｷｽ上とじ）
黒色1色刷り　1,500冊

H25.2月上旬 H25.2月下旬
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

高齢福祉課
に申し出のこ

と
取りやめ

67 委託 ＡＦ０５ 保健衛生課
犬の登録鑑札及び狂犬
病予防注射済票セット業
務委託

平成２５年度に交付する犬の登録鑑
札及び狂犬病予防注射済票を指定用
紙にセロテープで貼り、番号順に５０
枚ずつ綴ひもで綴じる業務

Ｈ24.12月中旬
～下旬

H24.12.26～H25.2.4
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ

ること
見積徴収

H24.12.17ま
でに保健衛
生課に申し
出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

165,375 H24.12.26
他に申し出がなかったた
め

68 物品購入 AF08 障がい福祉課 身体障がい者手帳印刷 手帳台紙　２色刷り　2,000枚 H24.6初旬 H24.7末
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
障がい福祉
課に申し出
のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

18,690 H24.9.14
他に申請が無かったた
め

69 物品購入 AF08 障がい福祉課 緊急医療手帳印刷
緊急医療手帳　100冊
１色刷り
（表紙・裏表紙色紙；オレンジ）

H24.6下旬 H24.7末
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
障がい福祉
課に申し出
のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

19,630 H24.7.3
他に申請が無かったた
め

70 物品購入 AF08 障がい福祉課
返信用封筒及び窓あき封
筒印刷

返信封筒　　長３　17,000枚
窓あき封筒　長３　16,000枚

H24.6初旬 H24.7末
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
障がい福祉
課に申し出
のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

152,000 6月18日

地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第３号に
該当する障がい者支援
施設等であるため

71 物品購入 AF08
障がい福祉
課

窓あき封筒印刷
障がい福祉課で使用する窓あき封筒
の印刷
窓あき封筒特殊　13,000枚

H24.12初旬 H25.2末
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
障がい福祉
課に申し出
のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

101,400 2月19日

地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第３号に
該当する障がい者支援
施設等であるため

72 物品購入 AF08
障がい福祉
課

タクシー料金助成券
タクシー料金助成券
金券綴り４種類 13,000部
（内8,000部は封入予定）

H24.12初旬 H25.2末
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
障がい福祉
課に申し出
のこと

取りやめ

73 物品購入 AF08
障がい福祉
課

第3期豊田市障がい福祉計
画印刷

A4　1色刷り　48P　1,000部 H24.4.2 H24.4.27
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること

見積徴収
障がい福祉課
に申し出のこ
と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

214,900 H24.4.2 他に申請が無かったため
納期限を

H24.5.31に
変更

74 物品購入 AF08
障がい福祉
課

健康のしおり印刷
A3・両面カラー印刷・上質７０Ｋｇ・八つ折
り・データ入稿

H24.6.18 H24.6.29
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること

見積徴収
障がい福祉課
に申し出のこ
と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

169,365 H24.6.5 他に申請が無かったため

75 物品購入 AF08
障がい福祉
課

障がい福祉サービス
受給者証ほか印刷

①障がい福祉サービス受給者証
縦：26cm、横37cm、2色刷り、厚口・コ
スモス色　　2000枚
②通所受給者証
縦：13cm、横37cm、2色刷り、厚口・水
色　　1000枚

H25.2上旬 H25.3末
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
障がい福祉
課に申し出
のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

72,400 H25.2.15 該当者が１者であるため

76 委託
AF08

KB01020

障がい福祉課
青少年相談セ
ンター

豊田市青少年相談センター
及び豊田市障がい者総合
支援センターけやきワーク
ス清掃業務委託

施設の日常清掃（3,740.77㎡） H24.4.2 H24.4.2～H25.3.30
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

一者特命随契 - （福）豊田市育成会 3,533,250 H24.4.2 該当者が1者であるため

77 物品購入 AG06040
農政課

農ライフ創生
センター

担い手づくりコース10期
生等募集パンフレット作
成

受講者募集のためのパンフレット作成及
び印刷等（Ａ３版　両面印刷・２つ折り　黒
１色刷　１，３００部）

H24.11.15 H24.12.3
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設であり
かつ印刷技術を有するもの

見積徴収
農ライフ創生
センターに申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

40,430 H24.11.15
選定基準を満たす申請
が契約相手方のみで
あったため

78 委託 AH09 道路維持課
市道小坂若林1号線ほか
緑地管理委託

緑地管理（低木刈込・緑地除草・緑地
清掃歩道清掃）５箇所

H24.4.1 H24.4.2～H25.3.29
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
10,956,750 H24.4.2 該当者が１者であるため

79 委託 AH10 街路課 草刈業務委託
草刈及び処分

面積４４，５００㎡
H24.5中旬 H24.5中旬～H25.2下旬

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈りの実績があるもの

一者特命随契 ―
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
4,631,550 H24.5.15 該当者が１者であるため

80 委託 AH12 河川課
雨水貯留施設
維持管理作業委託

雨水貯留施設のゴミ類等に除去作業及
び維持管理作業

H24.5.7 Ｈ24.5.8～Ｈ25.3.30
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する市内のシルバー人材センターで施
設清掃の実績があるもの

一者特命
随意契約

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

635,040 H24.5.1 該当者が１者であるため

81 委託 AH13 公園課
都市公園維持管理委託
（平芝公園ほか）

園地清掃、トイレ清掃、草刈、芝刈りな
ど

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ター

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
13,495,650 H24.4.1 該当者が１者であるため

82 委託 AH13 公園課
フラワーポットスタンド維
持管理委託

市内公共施設等のフラワーポットスタ
ンドの花の植替えと維持管理

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ター

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
4,067,700 H24.4.2 該当者が１者であるため

83 委託 AH13 公園課
木瀬ダム周辺公園維持
管理委託

木瀬ダム周辺公園の清掃及び除草、
樹木の剪定等維持管理

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ター

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
2,644,736 H24.4.1 該当者が１者であるため

84 委託 AH17 地域建設課
稲武シシナド運動公園清
掃等業務委託

シシナド運動公園内草刈り工2回3,000
㎡、便所清掃工12回1時間

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設等清掃実績があるもの

一者特命随契
地域建設課
に申し出のこ
と

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

130,000 H24.4.2 該当者が１者であるため

85 委託 AH17 地域建設課
矢作川時瀬公園公衆便
所清掃管理業務委託

時瀬公園内草刈り工6回1時間、清掃
工72回1時間

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設等清掃実績があるもの

一者特命随契
地域建設課
に申し出のこ
と

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

126,000 H24.4.2 該当者が１者であるため

86 委託 AH17 地域建設課
市道足助綾渡怒田沢線
ほか　道路維持作業業務
委託

足助地区内市道道路維持作業　軽作
業員　138日

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設等清掃実績があるもの

一者特命随契
地域建設課
に申し出のこ
と

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

3,265,563 H24.4.2 該当者が１者であるため
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87 委託 AH17 地域建設課
市道旭太田下平線ほか
道路維持作業業務委託

旭地区内市道道路維持作業　軽作業
員　138日

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.31
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設等清掃実績があるもの

一者特命随契
地域建設課
に申し出のこ
と

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

3,468,528 H24.4.2 該当者が１者であるため

88 委託 AH17 地域建設課
矢作川池島公園草刈業
務委託

矢作川池島公園内草刈り工2回 Ｈ24.7月下旬 H24.7.26～H25.10.19
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設等清掃実績があるもの

一者特命随契
地域建設課
に申し出のこ
と

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

444,507 H24.7.26 該当者が１者であるため

89 委託 AH17 地域建設課
矢作川時瀬公園草刈業
務委託

矢作川時瀬公園内草刈り工2回 Ｈ24.7月下旬 H24.7.26～H25.10.19
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設等清掃実績があるもの

一者特命随契
地域建設課
に申し出のこ
と

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

525,982 H24.7.26 該当者が１者であるため

90 委託 AH17 地域建設課
市道稲武旧国道２５７号
線ほか２路線道路維持
（草刈）業務委託

草刈面積　Ａ＝5,630㎡
支障枝撤去　Ｎ＝200本

Ｈ24.９月上旬 H24.9.6～H24.10.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈業務の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
628,000 H24.9.5 該当者が1者であるため

91 物品購入 AJ０１ 都市計画課 議案書の印刷
平成２４年度第１回都市計画審議会
議案書の印刷
Ａ４サイズ、カラーページ有、４０部

H24.10月上旬 H24.10.15
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
都市計画課
に申し出のこ
と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

50,672 H24.10.1 該当者が1者であるため

92 委託 AJ03020
寺部区画整
理事務所

管理用地除草業務委託
寺部土地区画整理事業区域内（約
3,200㎡）の除草作業

Ｈ24.6上旬 H24.6.15
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈等の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
179,285 H24.6.4 該当者が１者であるため

93 委託 AJ03020
寺部区画

整理事務所
豊田寺部土地区画整理事業

草刈業務委託（その２）
寺部土地区画整理事業区域内

（約2,000㎡）の除草作業
H24.9上旬 H24.9.14

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで草刈等の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
67,086 H24.9.3 該当者が1者であるため

94 委託 AK01
次世代育成

課
放課後児童クラブ世代間
交流業務委託

高齢者が放課後児童クラブで提供するおやつ
の買出しをするとともに、届ける際にクラブに
参加する児童とふれあい交流を行う。

H24.4.2 H24.4.2～Ｈ25.3.31
地方自治法施行令第167条の2第１項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ター等であること。

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
\4,254,480 H24.4.2 該当者が1者であるため

95 委託 AK01
次世代育成

課

小清水小学校第２放課後
児童クラブ施設管理業務
等委託

小清水小学校第２放課後児童クラブ施設の管
理と子どもの見守り H24.4.2 H24.4.2～Ｈ24.9.30

地方自治法施行令第167条の2第１項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ター等であること。

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
\1,875,372 H24.4.2 該当者が1者であるため

96 委託 AK01
次世代育成

課
稲武地区子どもの居場所
づくり事業業務委託

稲武ふれあい子ども館における子どもの居場
所づくり事業の業務一式
（子どもの自主的な遊び、学び等の活動の見
守り、子どもの体験活動や異世代交流活動等
の取組）

H24.4.2 H24.4.2～Ｈ25.3.31
地方自治法施行令第167条の2第１項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ター等であること。

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
\1,954,110 H24.4.2 該当者が1者であるため

97 委託 AK02 子ども家庭課
豊田市母子家庭等
日常生活支援事業

家庭生活支援員による
家事育児等生活支援

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する市内のシルバー人材センターで家
庭生活支援の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター

区分A　1件当り
3,060円

区分B　1件当り
6,120円

区分C　1件当り
9,180円

区分D　1件当り
12,240円

H24.4.1 該当者が１者であるため

98 委託 AK04 保育課
豊田市立こども園
樹木管理業務委託

こども園内の樹木剪定
夏季及び秋季の年２回実施

H24.5月末 H24.6.1～H25.1.31
地方自治法第１６７条の２第１項第３号に
該当する市内のシルバー人材センターで
樹木剪定の実績があるもの

一者特命随契 ー
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
4,227,325 24.5.31 該当者が１者であるため

99 物品購入 AK04 保育課 冊子の製本
「学校教育の計画－こども園経営案
－」製本　　２７部

H24.6.4 H24.6.15
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること

見積徴収
保育課に申し
出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

5,346 H24.6.4 他に申請が無かったため



NO 区分 課コード 所管課 契約の名称 概要 契約予定時期 納入期限及び履行期間
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（資格要件）
契約決定方法 申請方法 契約相手方名称等 契約金額（税込み／円） 契約締結日 契約相手方とした理由 備考

100 委託 BA01 (消)庶務課
矢作川豊田防災ステー
ション清掃・植栽・施設管
理業務委託

矢作川豊田防災ステーションの美観
を維持するとともに、施設利用者の利
便性を図る

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで清掃・植栽・施設管理の実績がある
もの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
3,546,141 H24.4.1

左記事業者は、高齢者の
能力開発と地域社会への
参加増進の機会を与える
公共的団体であり、過去
の業務実績も良好であ
る。今回の委託において
も清掃・植栽維持・施設
管理を総合して実施する
ことにより、効率のよい
実施を見込むことができ
る。

101 委託 KA01 教育行政課
豊田市立稲武中学校
体育館周囲除草等業務
委託

稲武中学校体育館敷地内の
草刈・剪定・清掃

H24.6月上旬 H24.6月下旬～H25.3月末
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 －
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
173,000 H25.10.18 該当者が１者であるため

102 委託 KA01 教育行政課
豊田市立築羽小学校
用地草刈業務委託

築羽小学校用地の
草刈・剪定・清掃

H24.6月上旬 H24.6月下旬～H25.3月末
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内のシルバー人材セン
ターで施設清掃の実績があるもの

一者特命随契 － 取りやめ

103 委託 KA04 スポーツ課
プロムナードプランター
維持管理業務委託

①草花の植替え（年４回）
②培養土、活力剤の補給
③巡回、施肥、給水（適宜）

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当するシルバー人材センター。

一者特命随契 －
地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第３号に該当するシルバー人材
センター。

1,933,218 H24.4.1 該当者が１者であるため。

104 委託 KA04 スポーツ課
豊田市岩倉運動広場始め
３施設除草・清掃管理委託

除草、草刈、ごみ屑等清掃、
便所清掃、側溝清掃

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当するシルバー人材センター。

一者特命随契 －
地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第３号に該当するシルバー人材
センター。

1,282,894 H24.4.2 該当者が１者であるため。

105 委託 KA04 スポーツ課
川田町地内芝育成場除草
業務委託

除草及び草刈（年２回） H24.6.1 H24.6.1～H25.3.31
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当するシルバー人材センター。

一者特命随契
地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第３号に該当するシルバー人材
センター。

108,000 H24.5.17 該当者が１者であるため。

106 物品購入 ＫＡ06 美術館
豊田市美術館オリジナル
サブレ（複数単価契約）

「クリムトサブレ　大」
「クリムトサブレ　小」
「詰合せ箱」　を随時発注ごとに美術
館に納品する。

H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等で、豊田市
美術館オリジナルサブレの製造が可能な金型
及び設備を有していること。

一者特命随契
豊田市立身体障がい者通所授
産施設　　さくらワークス

（複数単価契約）
　クリムトサブレ大
294.00円／個
　クリムトサブレ小
147.00円／個
　詰合せ箱
892.50円／個

H24.4.1
該当者が１者であるた
め。

107 委託 ＫＡ06 美術館
七州城址公園清掃管理
委託

・七州城址公園の除草、清掃 H24.4.1 H24.4.1～H25.3.31

地方自治法施行令第167条の2第1項第3
号に該当する市内唯一のシルバー人材セ
ンターであり、当該業務について実績があ
る。

一者特命随契
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
431,033 H24.4.1

地方自治法施行令第167条の
2第1項第3号に該当する市内
唯一のシルバー人材センター
であり、当該業務について実

績がある

108 委託 KA02 文化振興課
旧豊田東高等学校内清
掃及び市民文化会館駐
車場用地草刈委託

旧豊田東高等学校内の草、塵芥、枯枝、落
葉、紙屑などの除去清掃及び市民文化会館駐
車場用地の草刈り・撤去作業

H24.4.2 H24.4.2～H25.3.29
地方自治法施行令第１６７条の２第1項第３号に該
当する市内のシルバー人材センターで清掃・草刈
の実績があるもの

一者特命随契 ―
公益社団法人

豊田市シルバー人材センター
1,864,906 H24.4.2 該当者が１者であるため

109 委託 KA03 文化財課 曽根遺跡公園管理委託
公園内の除草、樹木剪定、清掃管理

一式
H24.4.2 H24.4.2～H25.3.29

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する市内のシルバー人材センターで施
設清掃の実績があるもの

一者特命随契 ―
社団法人　豊田市シルバー人材セ
ンター

1,451,520 H24.4.2

地域住民が管理を行うこと
で、文化財に対する保護活
動につながり、高齢者の活
用も図ることができるた
め。

110 物品購入 KB01 学校教育課 講師募集ポスター印刷
Ａ３フルカラーふちなし印刷

１２５枚
H24.9.3 H24.9.12

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に該当する障がい者支援施設等であ
ること

見積徴収
学校教育課
に申し出のこ
と

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

9,500 H24.9.3 他に申請がなかったため

111 物品購入 KB01010 教育センター 封筒印刷
角２　カラー１色刷り　１０００枚  長３

カラー１色刷り　１０００枚
H24.5 H24.5.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること

見積徴収
教育センター
センターへ申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

31,600 H24.7.13

毎年発注している業者
で、版とイラストがデータ
として保管されいる。ま
た印刷色も承知している
ため校正なしで発注でき
る。

112 物品購入 KB01010 教育センター 封筒印刷 角２　カラー１色刷り　１０００枚 H24.11 H24.12.14
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること

見積徴収
教育センター
センターへ申
し出のこと

豊田市福祉事業団けやきワークス 11,000 H24.12.1

毎年発注している業者
で、版とイラストがデータ
として保管されいる。ま
た印刷色も承知している
ため校正なしで発注でき
る。

113 物品購入
ＫＢ０１
０２０

学校教育課
青少年相談セン

ター
角２封筒印刷 1,000枚 H24.5.21 H24.6.8

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

見積徴収
青少年相談
センターに申

出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

17,300 H24.5.17

ほかに申出がなかったた
め。
以前から発注しており、版
下があり早く納品ができる
ため。

114 物品購入
ＫＢ０１
０２０

学校教育課
青少年相談セン

ター

長形３定形封筒印刷
返信用

1,000枚 H24.5.21 H24.6.8
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

見積徴収
青少年相談
センターに申

出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

9,600 H24.5.17

ほかに申出がなかったた
め。
以前から発注しており、版
下があり早く納品ができる
ため。

115 物品購入
ＫＢ０１
０２０

学校教育課
青少年相談セン

ター

長形３定形封筒印刷
送付用

3,000枚 H24.5.21 H24.6.8
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

見積徴収
青少年相談
センターに申

出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

20,700 H24.5.17

ほかに申出がなかったた
め。
以前から発注しており、版
下があり早く納品ができる
ため。

116 物品購入
ＫＢ０１
０２０

学校教育課
青少年相談セン

ター

補導活動用
ウインドブレーカー

２５枚 H24.9.21 H24.10.26
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

見積徴収
青少年相談
センターに申

出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

62,500 H24.8.30

ほかに申出がなかったた
め。
以前から発注しており、版
下があり早く納品ができる
ため。

117 物品購入
ＫＢ０１
０２０

学校教育課
青少年相談セン

ター
補導活動用　帽子 ２７個 H24.9.21 H24.10.26

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

見積徴収
青少年相談
センターに申

出のこと

豊田市福祉事業団けやきワーク
ス

32,400 H24.8.30

ほかに申出がなかったた
め。
以前から発注しており、版
下があり早く納品ができる
ため。

118 物品購入
ＫＢ０１
０２０

学校教育課
青少年相談セン

ター
まなざしＮｏ．４７ Ａ３　１色刷り　33,500枚 H24.10.26 H24.11.1

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

見積徴収
青少年相談
センターに申

出のこと

（福）豊田市福祉業団　けやきワー
クス

167,500 H24.10.26

ほかに申出がなかったた
め。
創刊号から発注しており、
版下があり早く納品ができ
るため。

119 物品購入
ＫＢ０１
０２０

学校教育課
青少年相談セン

ター
まなざしＮｏ．４８ Ａ３　１色刷り　33,500枚 H25.1.15 H25.2.25

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
に該当する障がい者支援施設等であること。

見積徴収
青少年相談
センターに申

出のこと

（福）豊田市福祉業団　けやきワー
クス

164,150 H25.2.6

ほかに申出がなかったた
め。
創刊号から発注しており、
版下があり早く納品ができ
るため。


