
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

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 AB02 人事課
観光ＰＲ用名刺（単価

契約）
観光ＰＲ用名刺の印刷 H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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　豊田市福祉事業団
けやきワークス

予定総額
1,084,320

H29.4.1 該当者が１者であるため

2 委託 AB10
用地審査

課
草刈業務委託

草刈及び処分
面積16,800㎡

H29.5中旬 H29.5中旬～H30.2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

1,913,756 H29.5.24 該当者が１者であるため

3 委託 AD06 旭支所
豊田市旭支所清掃業務

委託
豊田市役所旭支所の屋内清掃及

び屋外清掃、樹木の剪定
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

1,388,172 H29.4.3 該当者が１者であるため

4 委託 AD06 旭支所
旭地区公衆便所等清掃

管理業務委託

小渡公衆便所、中央広場公衆便
所、矢作ダム公衆便所、田津原

公衆便所の清掃管理
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

505,860 H29.4.1 該当者が１者であるため

5 委託 AD06 旭支所
豊田市旭郷土資料館管

理業務委託

旭郷土資料館の開錠、世情を含
む管理業務及び屋外の草刈、剪

定
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

701,575 H29.4.1 該当者が１者であるため

6 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り等
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

455,361 H29.4.1 該当者が１者であるため

7 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 H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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

1,160,148 H29.4.1

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

8 委託 AU03 足助支所
豊田市足助地域文化財

環境整備委託

足助資料館、足助中馬館、足助
資料館大河原分館の草刈、植栽

の剪定（各２回）
H29.6中旬 H29.6.12～H29.10.31

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

444,804 H29.6.1 該当者が１者であるため

9 委託 AD08 稲武支所
大井平公園トイレ等

清掃管理委託

大井平公園トイレ及び周辺施設
（風のつり橋、展望台、園地

等）の適正かつ良好な維持管理
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

864,108 H29.4.1

公共的な団体であり、地
域内を熟知しており、当
該場所の魅力を 大限に
生かすことができ、緊急
時に迅速な対応ができ
る。また、営利を目的と
しないため、有利な価格
で契約が可能であるため

10 委託 AD08 稲武支所
水別広場トイレ
清掃管理委託

水別広場トイレの適正かつ良好
な維持管理

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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

361,000 H29.4.1

公共的な団体であり、地
域内を熟知しており、当
該場所の魅力を 大限に
生かすことができ、緊急
時に迅速な対応ができ

る。また、営利を目的と
しないため、有利な価格
で契約が可能であるため

※黒塗りのものは担当課にて公表済み



11 委託 AD09 小原支所
小原支所庁舎及び周辺

環境整備業務委託
小原支所庁舎内の清掃、敷地内

の草刈、剪定、清掃等
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

2,338,455 H29.4.1 該当者が１者であるため

12 委託 AD09 小原支所
小原地区内観光施設管

理等業務委託

小原ふれあい公園・四季桜公
園・多目的用地の草刈り・剪定
等の管理業務、公衆便所（５か

所）の清掃等

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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

2,206,840 H29.4.1 該当者が１者であるため

13 委託 AD09 小原支所
市場城址等文化財史跡
草刈・清掃業務委託

市場城址等の文化財史跡の草刈
り、市場城址公衆便所の清掃等

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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

1,307,067 H29.4.1 該当者が１者であるため

14 委託 AD09 小原支所
豊田市和紙のふるさと

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

及び山林下刈り
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

2,625,600 H29.4.1 該当者が１者であるため

15 物品購入 AD09 小原支所 講座チラシ印刷 Ａ４　カラー　５０００枚 H29.4.26 H29.4.26～H29.5.26
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

平成29年4月
14日までに和
紙のふるさと
へ申出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

67,500 H29.5.9 他に申請が無かったため

16 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
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

1,636,545 H29.4.1 該当者が１者であるため

17 委託 AD12 下山支所
三河湖観光センター清

掃業務委託
三河湖観光センターの清掃 H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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 ―

18 委託 AD15 藤岡支所
豊田市役所藤岡支所清

掃管理業務委託
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
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

1,664,944 H29.4.1 該当者が１者であるため

19 委託 AD15 藤岡支所
豊田市藤岡民俗資料館
及び旧山内家住宅管理

業務委託

藤岡民俗資料館、旧山内家住宅
棟の施設管理及び受付業務等

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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及び旧山内家住

宅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

2,266,031 H29.4.1 該当者が１者であるため

20 委託 AD15 藤岡支所
ふじの回廊管理業務委

託
ふじの回廊の草刈及び落葉清

掃、施設内便所清掃等
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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
ンターでふじの回廊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

879,799 H29.4.1 該当者が１者であるため

21 委託 AD15 藤岡支所
藤岡交流館周辺敷地草

刈委託
藤岡交流館敷地周辺の草刈 H29.4.1 H29.4.1～H29.11.30

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
ンターで藤岡交流館敷地周辺草刈の実績

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

344,283 H29.4.1 該当者が１者であるため

22 委託 AD16 松平支所
松平支所倉庫トイレ清

掃委託
松平支所倉庫トイレ清掃の清掃

（1回/月）
H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30

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
一者特命随契 ―

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

29,954 H29.4.3 該当者が１者であるため

23 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

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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

10,057,384 H29.4.1 該当者が１者であるため

24 委託 AD17
生涯学習

課
高齢者クラブ関係書類

受付等業務
書類受付、入力作業 H29.4.3 H29.4.4～H29.4.10

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

連合で労働者派遣の実績があるもの
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

38,880 H29.4.3

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

25 委託 AD17060

ものづく
りサポー
トセン
ター

豊田市ものづくりサ
ポートセンター管理業

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
H29.4.1 H29.4.1～H29.9.30

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

2,516,805 H29.4.1 該当者が１者であるため



26 委託 AD20
地域支援

課
区長便梱包業務委託

区長便袋に区長便で送付する文
書を詰める業務

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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

平成29年3月
24日までに地
域支援課へ申

出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

78,537 H29.4.3 他に申請が無かったため

27 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
・証書ホルダーへの梱包

・袋へ貼付する名前ラベルの作
成及び貼付

・袋への梱包
※支給物品：賞状用紙、証書ホ

ルダー、袋

H29.4.7 H29.4.28
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第３号に該当する障がい者支援施設等で

あること
見積徴収

平成29年3月
24日までに地
域支援課へ申

出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

16,378 H29.4.11 他に申請が無かったため

28 委託 AD21
交通安全
防犯課

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
去作業及び朝日ケ丘自転車保管
所における日曜日への保管自転

車等返還業務

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

5,705,091 H29.4.1 該当者が１者であるため

29 委託 AD21
交通安全
防犯課

高齢者交通安全防犯世
帯訪問事業委託

市が指定した高齢者世帯を訪問
し、交通安全及び防犯に関する
啓発や反射材の利用促進を図る

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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、高齢者交通安全防犯世帯訪問

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

11,210,184 H29.4.3 該当者が１者であるため

30 物品購入 AE09
清掃業務

課
転入者用ごみ袋セット
（予定数量7,750）

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。

H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30
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
見積徴収

平成29年3月
28日までに清
掃業務課へ申

出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

70円/パック H29.4.3 他に申請が無かったため
予定数量
7,750パッ

ク

31 物品購入 AE09
清掃業務

課
不法投棄パトロール隊

活動支援用　軍手
フリーサイズ軍手 H29.4 H29.4.10～H30.3.30

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
見積徴収

清掃業務課へ
申出のこと

社会福祉法人　輪音
就労継続施設　風音

25円/双 H29.4.10 他に申請が無かったため
予定数量
7,500

32 物品購入 AE09
清掃業務

課

不法投棄パトロール隊
まち美化活動支援用

花苗等
花苗・肥料 H29.4 H29.5.10～H29.12.31

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

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

花類70円/ポット
葉ぼたん120円/

ポット
IB化成270円/Kg

H29.4.28 該当者が１者であるため

予定数量
花類6,200
ポット

葉ぼたん
700ポット
IB化成
200Kg

33 委託 AE11 清掃施設課
空き缶処理機運転管理

業務委託
空き缶処理プレス機の運転管理

業務等
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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
ンターで空き缶処理機運転管理の実績が

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

7,058,352 H29.4.1 該当者が１者であるため

34 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

資源の分別案内及びリサイクル
ステーションの管理業務

H29.4 H29.4.1～H30.3.31

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
ンターでリサイクルステーション管理等

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

74,213,027 H29.4.1 該当者が１者であるため

35 委託 AE12
ごみ減量
推進課

リユース工房補修等業
務委託

粗大ごみの清掃・補修等業務 H29.4 H29.4.1～H30.3.31

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
ンターでリユース工房補修等の実績があ

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

1,757,311 H29.4.1 該当者が１者であるため

36 物品購入 AG07 森林課 森林課用封筒印刷
森林課で使用する封筒の印刷
長形３号封筒　２，０００枚
角形２号封筒　１，０００枚

H29.8 H29.8.31
地方地自法施行令第167条の2第1項第3号
に該当する障碍者支援施設であるため

見積徴収 ―
社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

42,800 H29.6.26 他に申請が無かったため

37 委託 AG08
ものづく
り産業振

興課

ものづくり創造拠点管
理運営業務委託

ものづくり創造拠点における受
付業務、施設管理業務、清掃業

務
H29.9.15 H29.9.19～H30.3.31

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
ンターで施設管理運営（受付・施設管

理・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

3,484,401 H29.9.15 該当者が１者であるため

38 物品購入 AG02010

商業観光
課

消費生活
センター

消費生活センター啓発
用ゴミ袋セット

・燃やすごみ袋（大）　5枚
・ＰＲ内容印刷紙　1枚

上記2点を透明ビニル袋に入れ
テープ止めしたものを1,300

セット

H29.11月上
旬

H29.12.22
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

平成29年10月
26日までに消
費生活セン

ターに申出の
こと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

100,100 H29.10.26 他に申請が無かったため



39 委託 AG06040

農政課
農ライフ
創生セン

ター

下山研修所草刈業務委
託（春期）

下山研修施設周辺及びほ場法面
の草刈（約3,000㎡）

Ｈ29.6下旬 H29.7.20
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

120,336 H29.6.5 該当者が１者であるため

40 委託 AG06040

農政課
農ライフ
創生セン

ター

下山研修所草刈業務委
託（秋期）

下山研修施設周辺及びほ場法面
の草刈（約3,000㎡）

Ｈ29.9下旬 H29.10.31
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

122,646 H29.11.13 該当者が１者であるため

41 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15
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

１，０００部）

Ｈ29.10上
旬

H29.10.31
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
(10月10日ま

でに)

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

39,916 H29.10.20 他に申請が無かったため

42 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・緑地

草刈）６箇所
H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30

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
一者特命随契 ―

公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

11,153,160 H29.4.3 該当者が１者であるため

43 委託 AH10 街路課 草刈業務委託
草刈及び処分
面積10,000㎡

H29.5中旬 H29.5中旬～H30.2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

576,113 H29.5.12 該当者が１者であるため

44 委託 AH11 土木課 市道草刈業務委託
草刈及び処分

面積２０,０００㎡
H29.4下旬 H29.4下旬～H29.12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

1,447,200 H29.5.11 該当者が１者であるため

45 委託 AH12 河川課
雨水貯留施設

維持管理作業委託
雨水貯留施設に溜まったゴミ類

の除去作業及び維持管理
H29.5.18 H29.5.19～H30.3.16

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

493,620 H29.5.29 該当者が１者であるため

46 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

足助地区内市道等道路維持作業
(年間１４０日）

H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30

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、道路維持作業の実績があるも

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

3,399,246 H29.4.3 該当者が１者であるため

47 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

旭地区内市道等道路維持作業
(年間１４０日）

H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30

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、道路維持作業の実績があるも

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

3,443,141 H29.4.3 該当者が１者であるため

48 委託 AH17
地域建設

課

市道稲武旧２５７号線
ほか　道路維持作業業

務委託

稲武地区内市道等道路維持作業
(年間１４０日）

H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30

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、道路維持作業の実績があるも

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

3,378,240 H29.4.3 該当者が１者であるため

49 委託 AH17
地域建設

課

市道下山神殿立岩線ほ
か　道路維持作業業務

委託

下山地区内市道等道路維持作業
(年間１４０日）

H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30

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、道路維持作業の実績があるも

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

3,256,586 H29.4.3 該当者が１者であるため

50 物品購入 AJ03
都市整備

課
パンフレット印刷 Ａ４　カラー刷り　２００部

H29.6月下
旬

H29.7.18
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　豊田市福祉事業団
けやきワークス

107,373 H29.6.26 該当者が１者であるため

51 委託 AJ10
定住促進

課
分譲残地草刈業務委託

草刈業務
東広瀬分譲残地ほか

Ａ＝１，００８㎡（２回実施）
H29.5下旬 H29.5下旬～H29.10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
ンターで施設清掃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

155,070 H29.5.31 該当者が１者であるため

52 委託 AJ10
定住促進

課
市営住宅残地草刈業務

委託

草刈業務
旧宮上住宅残地ほか

Ａ＝１３，６１２㎡（２回実
施）

H29.5下旬 H29.5下旬～H29.10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
ンターで施設清掃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

280,086 H29.5.31 該当者が１者であるため

53 委託 AJ14 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、

芝刈など
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

16,268,138 H29.4.1 該当者が１者であるため

54 委託 AJ14 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
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

2,668,205 H29.4.1 該当者が１者であるため



55 委託 AJ14 公園課
市民広場維持管理委託

（稲武地区）
稲武地区市民広場の園地清掃、

トイレ清掃、草刈など
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

858,510 H29.4.1 該当者が１者であるため

56 委託 AJ14 公園課
市民広場維持管理委託

（旭地区）
旭地区市民広場の園地清掃、ト

イレ清掃、草刈など
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

532,440 H29.4.1 該当者が１者であるため

57 委託 AJ14
公園課

（鞍ケ池公
園）

鞍ケ池公園清掃業務
（障がい者支援）委託

公園内の清掃 H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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　豊田市育成会 3,113,306 H29.4.1 該当者が１者であるため

58 委託 AJ15
緑の推進

課
フラワーロード用花苗

育苗委託
フラワーロード事業で使用する

花苗の育苗
H29.4 H29.4.1～H29.5.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第３号に該当する市内のシルバー人材セ

ンターで、花苗の育苗実績のある者
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

834,840 H29.4.1 該当者が１者であるため

59 委託 AJ15
緑の推進

課

フラワーロードつぼ型
プランター維持管理委

託

国道248号（トヨタ町）及び豊
田大橋に設置したつぼ型プラン
ターの花の植替えと維持管理

H29.4 H29.4.1～H30.3.31

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、花の植替えと維持管理の実績

がある者

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

1,304,640 H29.4.1 該当者が１者であるため

60 委託 AJ15
緑の推進

課
フラワーロード花壇維

持管理委託

フラワーロード沿線（豊田東
IC、トヨタ町、錦町）花壇の花

の植替えと維持管理
H29.4 H29.4.1～H30.3.31

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、花の植替えと維持管理の実績

がある者

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

508,680 H29.4.1 該当者が１者であるため

61 委託 AJ15
緑の推進

課
西山公園清掃業務（障

がい者支援）委託
公園内の清掃、除草作業 H29.4 H29.4.1～H30.3.31

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　豊田市育成会 2,692,927 H29.4.1 該当者が１者であるため

62 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）

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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

1,912,880 H29.4.3 該当者が１者であるため

63 委託 AK02
子ども家

庭課
豊田市母子家庭等日常

生活支援事業委託

母子家庭の母等が社会的な事由
により、一時的に介護保育等の
サービスが必要となった場合、
家庭生活支援員を派遣し、子育

て支援、生活支援を行う。

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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
ンターで母子家庭の子育て支援、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

321,300 H29.4.1 該当者が１者であるため

64 物品購入 AK04 保育課
「学校教育の計画-こど

も園経営案-」製本
冊子の製本　25部 Ｈ29.5中旬 H29.6.10

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　豊田市福祉事業団
けやきワークス

5,283 H29.6.1 他に申請が無かったため

65 委託 AK04 保育課
豊田市立こども園樹木

管理業務委託
こども園敷地内の樹木せん定
夏期及び秋期の年２回実施

H29.5 H29.5.1～H30.3.31
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
ンターで樹木せん定の実績があるもの

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

4,320,730 H29.5.1 該当者が１者であるため

66 物品購入 AK04010

とよた子
育て総合
支援セン

ター

行事案内印刷
Ｂ１　カラー　12枚（４月～３

月）
Ｈ29.4上旬 H29.4.7～H30.2.25

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

平成29年3月
27日までにと
よた子育て総
合支援セン

ターへ申出の
こと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

101,088 H29.4.10 他に申請が無かったため

67 物品購入 AN05
都市計画

課
議案書の印刷

平成２９年度第１回豊田市都市
計画審議会議案書の印刷

Ａ４サイズ、カラーページ有、
４０部

H29.7月上
旬

H29.7.24
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

7月7日までに
都市計画課に
申し出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

47,887 H29.7.12 他に申出がなかったため



68 物品購入 AP01 市民税課
平成29年度市税概要の

印刷製本
Ａ４冊子の表紙と本文（概ね７
０ページ）の印刷、製本150部

H29.8上旬 H29.8.31
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

8月8日までに
市民税課に申
し出のこと

69 委託 AP04 財産管理課
豊田市役所敷地花飾り

管理委託
豊田市役所敷地にある花飾りの

管理、植替え
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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
ンターで花飾りの管理等の実績があるも

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

275,844 H29.4.1 該当者が１者であるため

70 委託 AP04 財産管理課
豊田市役所東庁舎１階

日常清掃委託
豊田市役所東庁舎１階の日常清

掃
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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福祉事業所で清

掃業務の委託実績があるもの
一者特命随契 ― 社会福祉法人　無門福祉会 2,122,200 H29.4.1 該当者が１者であるため

71 委託 AP04 財産管理課 市有地草刈除去委託
市有地内の環境美化のため、草

刈を委託
H29.5 H29.5.1～H30.3.31

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

1,726,938 H29.6.1 該当者が１者であるため

72 物品購入 AR02
市民相談

課
ゴミ袋パッケージ

豊田市指定ゴミ袋
（人権啓発仕様書あり）

300個
Ｈ29.5初旬 H29.6.9

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

平成29年4月
21日までに市
民相談課へ申

出のこと

特定非営利活動法人　コスモスとよた
みどりがおかコスモス

30,000 H29.4.21 他に申請が無かったため
契約予定時
期を4月21
日に変更

73 委託 AR06
介護保険

課

介護給付適正化のため
の実態調査事業業務委

託

住宅改修事業および特定福祉用
具販売事業の事後実態調査

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

1,182,064 H29.4.3 該当者が１者であるため

74 物品購入 AR07
障がい福

祉課

地域自立支援協議会就
労支援パンフレット増

刷

地域自立支援協議会就労支援パ
ンフレットの増刷

Ａ４×８Ｐ・コート紙90ｋｇ・
カラー　中綴じ（ホチキス２か

所）・1,000部

H29.3中旬 H29.3.31
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

障がい福祉課
に申し出のこ

と

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

99,900 H29.4.2 該当者が１者であるため

75 物品購入 AR07
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　31,800枚
窓あき封筒　長３　17,000枚

H29.4初旬 H29.5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
へ申出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

256,392 H29.4.6 他に申請が無かったため

76 物品購入 AR07
障がい福

祉課
身体障がい者手帳印刷 手帳台紙　２色刷り　1,500枚 H29.7初旬 H30.2.16

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　豊田市福祉事業団
けやきワークス

22,680 H30.2.2 該当者が１者であるため

システム改
修に併せ、
印刷内容の
修正を行っ

た。

77 物品購入 AR07
障がい福

祉課
合理的配慮サポートガ

イド印刷製本

リーフレット　カラー　Ａ４・
16ページ　中綴じ（ホチキス2
か所）、音声コード用穴あけ加

工 10,000部

Ｈ29.6 取止め - - - 取止め - - -

78 委託 AR07
障がい福

祉課

豊田市地域活動支援セ
ンター事業委託（北部

地区）

地域活動支援センター事業実施
要綱に基づく業務委託

H29.4.1 H30.3.31

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
あり、長年地域活動支援センターとして
障がい者等へ関わる業務実施及び精通が

あるため

一者特命随契 ― 医療法人　研精会 15,410,000 H29.4.1

地域活動支援センターと
して精神障がい者に係る
業務を長年実施してきて
おり、障がい者の対処方
法に精通しているため

79 委託 AR07
障がい福

祉課

豊田市地域活動支援セ
ンター事業委託（南部

地区）

地域活動支援センター事業実施
要綱に基づく業務委託

H29.4.1 H30.3.31

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
あり、長年地域活動支援センターとして
障がい者等へ関わる業務実施及び精通が

あるため

一者特命随契 ― 医療法人　研精会 18,160,000 H29.4.1

地域活動支援センターと
して精神障がい者に係る
業務を長年実施してきて
おり、障がい者の対処方
法に精通しているため



80 委託 AR07
障がい福

祉課
市封筒点字プレス業務

委託（単価契約）

市役所から発送する市封筒の点
字プレス及び点字シールプレス

業務
H29.4.1 H30.3.31

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
あり、点字プレスに関わる業務実施及び

精通があるため

一者特命随契 ― 社会福祉法人　豊田市社会福祉協議会

790,000円
※単価契約

市封筒点字プレス
10文字まで　1円
11文字以上　1.5

円
点字シールプレス
1枚当り　50円

H29.4.1

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
設であり、点字プレスに
関わる業務実施及び精通

があるため

81 物品購入 AR07
障がい福

祉課
啓発チラシ印刷

Ａ４　カラー両面 コート紙　2
種×500枚

H29.4初旬 H29.5中旬
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

障がい福祉課
へ申出のこと

株式会社ワードクラウド 20,520 H29.4.7 安価であったため

82 物品購入 AR07
障がい福

祉課
特定疾患案内用封筒印

刷
長３　５，０００枚 H29.4初旬 H29.5月中旬

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

障がい福祉課
へ申出のこと

取止め - - -

83 物品購入 AR07
障がい福

祉課
窓あき封筒特殊印刷

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）

14,000枚
H29.12中旬 H30.1.31

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

障がい福祉課
に申出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

145,152 H29.12.4 他に申請が無かったため

84 物品購入 AR07
障がい福

祉課
障がい福祉サービス受

給者証ほか印刷

障がい福祉サービス受給者証
4,000枚

児童通所受給者証　2,000枚
H29.10末 H30.2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
に申出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

169,938 H30.1.17 他に申請がなかったため

85 物品購入 AR07
障がい福

祉課
障がい福祉サービス受

給者手帳印刷
手帳　500冊 H29.10末 H30.2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
に申出のこと

取止め - - -

86 委託 AR07
障がい福

祉課
豊田市地域活動支援セ

ンター事業委託

地域活動支援センター事業実施
要綱に基づく業務委託（地活Ⅲ

型）
H29.4.1 H30.3.31

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
あり、長年地域活動支援センターとして
障がい者等へ関わる業務実施及び精通が

あるため

一者特命随契 ― 社会福祉法人　豊田市社会福祉協議会 6,000,000 H29.4.1

地域活動支援センターと
して精神障がい者に係る
業務を長年実施してきて
おり、障がい者の対処方
法に精通しているため

87 物品購入 AS01
(保）総務

課

平成29年国民生活基礎
調査謝礼（ゴミ袋）購

入

豊田市指定ゴミ袋250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7袋、プラスチックゴミ用3袋
程度
※セット数、1セットの内容に
ついては、調査地区数が分かり
次第確定予定

H29.4上旬 H29.4.19
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　豊田市福祉事業団
けやきワークス

29,000 H29.4.1 該当者が１者であるため
契約数は
200セット

88 物品購入 AS01
(保）総務

課

保健福祉レポート2017
（平成28年度事業報

告）

A4　205頁　白黒　220部
※ページ数、部数については若

干の変更の可能性あり
H29.6中旬 H29.7.3

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第３号に該当する市内施設

一者特命随契 ―
社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

285,479 H29.5.23 該当者が１者であるため

89 委託 AS02
保健衛生

課

豊田市動物愛護セン
ター　屋内清掃業務委

託

豊田市動物愛護センター（関係

部分約375m2）の日常清掃
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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内に事業所があ
る障がい者支援施設等での施設清掃の実

績があるもの

見積徴収

平成29年3月
24日までに動
物愛護セン

ターへ申出の
こと

社会福祉法人　豊田市育成会 3,553,096 H29.4.1 他に申請が無かったため

90 委託 AS02
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

犬の登録鑑札及び狂犬病予防注
射済票を貼付する用紙の印刷、
平成30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
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

H29.12中旬
～下旬

H29.12中旬～H30.2.16
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

平成29年12月
5日までに動
物愛護セン

ターに申出の
こと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

166,320 H29.12.14

選定基準（資格要件）を
満たし、期日までに申出
があり、見積額が予定価

格内であったため。



91 物品購入 AU05 小原支所
和紙のふるさとコレク
ション展チラシ印刷

展覧会チラシ3000枚印刷 H29.8.25 H29.8.29～H29.9.1
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

平成29年8月
22日までに和
紙のふるさと
へ申出のこと

けやきワークス 29,160 H29.8.25
納入が可能な業者から選

定

92 委託 AW01
市民活躍
支援課

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

Ｈ29.8 H29.9.16
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

22,394 H29.8.22

地方自治法施行令第167
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

93 委託 AW01030

ものづく
りサポー
トセン
ター

豊田市ものづくりサ
ポートセンター管理業

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
H29.10.1 H29.10.1～H30.3.31

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
ンターで日常管理・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

805,393 H29.10.1 該当者が１者であるため

94 物品購入 AX02
総務監査

課
豊田市古瀬間聖苑
事務用長３封筒

長３封筒（若草色）　２色刷り
４，０００枚

Ｈ29.6 H29.6.30
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
に該当する市内障がい者支援施設で、印

刷物受注の実績があるもの
一者特命随契 ―

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

40,608 H29.5.17

地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第３号に
該当する市内施設である

ため

95 委託 BA06
(消)総務

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
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

3,723,383 H29.4.1 該当者が１者であるため

96 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

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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・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

1,553,297 H29.4.1 該当者が１者であるため

97 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
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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 ―

98 委託 KA03020
文化財課
民芸館

民芸の森維持管理等業
務委託

施設館内（4棟）の日常清掃
施設内屋外（約8,500㎡）清

掃・除草
H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

3,075,397 H29.4.1 該当者が１者であるため

99 委託 KA04
スポーツ

課

豊田市岩倉運動広場は
じめ３施設除草・清掃

管理委託

除草、ゴミ屑清掃、便所清掃、
側溝清掃

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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 ―
公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

1,536,474 H29.4.1 該当者が１者であるため

100 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

駅周辺からスタジアムまでを草
花によるアプローチ作りのため
に設置したプランターの維持管

理

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31
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 ―
公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

1,987,804 H29.4.1 該当者が１者であるため

101 委託 KA05
スポーツ

課
川田町地内芝育成場草

刈業務委託
川田町にある芝育成場の除草作

業
H29.6 H29.6～H29.11

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

131,807 H29.6.1 該当者が１者であるため

102 委託 KA06
スポーツ

課
勘八広場草刈業務委託

勘八広場（豊田スタジアムイベ
ントシャトルバス発着場）の除

草作業
H29.8 H29.8～H29.9

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 ―
公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

777,600 H29.9.14 該当者が１者であるため



103 委託 AW03
スポーツ

課
豊田市若園運動広場管

理委託
草刈、芝刈り（除草）作業、便

所清掃、場内清掃
H29.6.1 H29.6.1～H30.3.31

地方自治法施行令第１６７条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 ―
公益社団法人
豊田市シルバー人材センター

2,126,876 H29.6.1 該当者が１者であるため

104 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。

H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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 ―
こじま障がい者就労支援センター
豊田市さくらワークス

　（複数単価契
約）
　クリムトサブレ
大
　　302.4円／個
　クリムトサブレ
小
　　151.2円／個
　詰合せ箱
　　918.円／個

H29.4.1 該当者が１者であるため

105 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 H29.4.1 H29.4.1～H30.3.31

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

524,005 H29.4.1

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

106 委託 ＫＢ０１
学校教育

課
講師募集ポスター印刷

豊田市立小中学校に配置する上
記･非常勤講師を募集するポス

ターを作成する
H29.8 H29.8.3～Ｈ29.8.31

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第３号に該当する市内のけやきワークス

で印刷の実績があるもの
一者特命随契 ―

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

10,312 H29.8.3 該当者が１者であるため

107 物品購入 KB01010
教育セン

ター
教育センター送付用封

筒（角２）
角２カラー1色刷り　1000枚 H29.5 H29.6.30

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
見積徴収

教育センター
へ申し出のこ

と

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

22,000 H29.5.9 他に申請が無かったため

108 委託
KB01020
AR07

青少年相
談セン
ター

障がい福
祉課

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

青少年相談センター及びけやき
ワークスの日常的な清掃

H29.4.3 H29.4.3～H30.3.30
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
見積徴収

平成29年3月
24日までに青
少年相談セン
ターへ申出の

こと

社会福祉法人　豊田市育成会 5,098,298 H29.4.3 該当者が１者であるため

109 委託 KB01020

学校教育
課青少年
相談セン

ター

まなざしＮｏ．５５ Ａ３　１色刷り　33,300枚 H29.11.6 H29.12.1
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

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

166,500 H29.11.28

他に申請が無かったた
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。

110 物品購入 KB01020

学校教育
課青少年
相談セン

ター

長形定形封筒送付用 3000 H29.11.29 H29.12.22
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

青少年相談セ
ンターに申出

のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

21,600 H29.11.29

他に申請が無かったた
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。

111 物品購入 KB01020

学校教育
課青少年
相談セン

ター

長形定形封筒返信用 1000 H29.11.29 H29.12.22
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

青少年相談セ
ンターに申出

のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

9,700 H29.11.29

他に申請が無かったた
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。

112 物品購入 KB01020

学校教育
課青少年
相談セン

ター

角２封筒送信用 1800 H29.11.29 H29.12.22
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

青少年相談セ
ンターに申出

のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

29,880 H29.11.29

他に申請が無かったた
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。



113 物品購入 AX01
地域包括
ケア企画

課

「豊田市地域福祉計
画・地域福祉活動計

画」冊子・パンフレッ
ト

 ①本編冊子
（表紙）A4×4P・マットコート

紙160kg・カラー
（本文）A4×168P・上質紙

70kg・白黒
（綴じ方）無線綴じ・100部

②概要パンフレット
A4×8P・マットコート紙

135kg・カラー
（綴じ方）中綴じ（ホチキス2

か所）・100部

H30.1上旬 H30.3.30
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

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

210,880 H30.3.16 該当者が１者であるため

114 物品購入 AB11
財産管理

課
門松設置及び撤去

（６尺１対）
豊田市役所南庁舎南側出入口に
門松（６尺１対）を設置する。

H29.12上旬 H29.12.24
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第３号に該当する市内の障がい者支援施

設等で門松の納入実績があるもの
一者特命随契 －

社会福祉法人　大和社会福祉事業振興
会
ハートピア豊田の杜

20,000 H29.11.27 該当者が１者であるため

115 委託 AE09 清掃業務課 灰皿清掃業務委託 愛知環状鉄道前灰皿の日常清掃 H29.11.30 H29.12.1～H30.3.31

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
ンターで日常（灰皿清掃管理）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

198,035 H29.12.1

　現在、請負っている
「市道小坂若林１号線ほ
か緑地管理委託」におい
て地域性が有利であるた
め

116 物品購入 AN05
都市計画

課

平成２９年度第３回豊
田市都市計画審議会議

案書議案書の印刷

議案書の印刷
Ａ４サイズ、カラーページ有、

４０部
H29.12中旬 H30.1.10

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

1２月１１日
までに都市計
画課に申出の

こと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

35,596 H29.12.21 他に申出がなかったため

117 物品購入 AE04
廃棄物対

策課

「産業廃棄物につい
て」及び「委託契約の

手引」印刷製本

「産業廃棄物について」 Ａ４
×８Ｐ・コート紙135ｋｇ・カ
ラー　中綴じ（ホチキス２か

所）・1,000部
「委託契約の手引」 Ａ４×８
Ｐ・コート紙135ｋｇ・カラー
中綴じ（ホチキス２か所）・

2,000部

H30.2上旬 H30.3.16
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

２月９日まで
に廃棄物対策
課に申出のこ

と

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

199,900 H30.2.16 他に申請が無かったため

118 物品購入 AU05 小原支所
小原地域の作家展チラ

シ等印刷
展覧会チラシ、DM印刷 H29.12.15 H29.12.15～H30.1.12

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

平成29年12月
11日までに和
紙のふるさと
へ申出のこと

株式会社ワードクラウド 51,840 H29.12.12 納入可能な業者から選定

119 物品購入 AX05
障がい福

祉課

地域自立支援協議会就
労支援パンフレット増

刷

地域自立支援協議会就労支援パ
ンフレットの増刷

Ａ４×８Ｐ・コート紙90ｋｇ・
カラー　中綴じ（ホチキス２か

所）・800部

H30.１中旬 H30.3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
一者特命随契 ー

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

99,920 H30.1.26

障がい者施設等であり、
増刷にあたってデータの
修正・編集が実施できる
事業所は市内に1か所し

かないため

120 物品購入 AX02 総務監査課
平成30年度豊田市

戦没者春のみたま祭
来賓案内状の印刷

○ダブルカード
１色片面刷り、二つ折り、

4種類計100枚
○洋封筒　(郵便番号枠あり）
表面宛名印刷、裏面差出人印刷

100枚

H30.2中旬 H30.3.2
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
一者特命随契 ―

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

18,717 H30.2.16 該当者が１者であるため

121 物品購入 KB01020
青少年相
談セン
ター

補導活動用　ウィンド
ブレーカー

15着 H30.2.21 H30.3.30
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
見積徴収

青少年相談セ
ンターに申出

のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

63,900 H30.2.21 他に申請が無かったため

122 物品購入 AU09 高岡支所 健康管理ノート印刷
Ａ５サイズ、５６ページ

１９０冊
３月当初 H30.3.30

地方自治法施工令第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

２月２８日ま
でに高岡支所
に申出のこと

社会福祉法人　豊田市福祉事業団
けやきワークス

43,605 H30.3.1 他に申請が無かったため


