工賃向上への取組に対する支援状況調査票（令和元年度実績）
R2.4.1
市町村名

（１）民間企業等からの発注を促進する取組

（２）行政からの発注を促進する取組
調達方針

埼玉県

・障害者就労施設の製品及びリーフレットを庁 の策定
内待合所に掲示、HP掲載
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務についてHP掲載
・企業内での販売会実施斡旋
・障害者就労施設応援企業、協力企業をHPで
○
PR
・障害者就労施設応援企業への感謝状贈呈
・経済団体を通じて、企業等に発注を依頼
調達方針
の策定

さいたま市

・障害者就労施設の製品及びリーフレットを障
害者総合支援センターロビーに掲示
〇

・庁内会議において各部局の調達事例を共有
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
ついてHP掲載
・清掃業務を受託可能な施設を調査し、結果を庁
内、県関係公社等及び市町村に提供

・障害者就労施設が出店可能な県又は市町村のイベン
ト調査及び結果をHPで提供
・常設店舗運営及び県内施設を対象とした販売会開催
への補助金交付
・品質向上等のための技術指導員雇用に係る補助金
交付
・工賃向上研修会開催（施設職員対象）

・品質向上等のため授産支援アドバイザーを施設に派
遣
・アドバイザー養成研修会兼報告交流会開催（授産支
・庁内会議において優先調達の取組を協力依頼
援アドバイザー対象）
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に ・授産活動活性化セミナー開催（施設職員対象）
ついて全庁に周知
・自主製品見本市開催
・授産施設での下請け軽作業の受注調整
・自主製品販売所提供事業の実施（各区役所での販
売、イベントへの参加）

調達方針 ・どのような物品、役務があると発注を行いたいか、
の策定
庁内全体に照会し、その結果を障害者就労施設へ

川越市
○

情報提供した。
・障害者就労施設において実施できる物品、役務に
ついて調査し、庁内に情報提供した。

調達方針
の策定

熊谷市

・障害者就労施設等の物品及び役務に関する
調査結果についてHPに掲載
○

・調達依頼及び調達実績調査実施（毎年度）
・障害者就労施設等の物品及び役務に関する調査
結果の庁内LAN掲載・更新（再掲）

調達方針
の策定

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
ついてHP掲載

川口市
○

調達方針
の策定

行田市

障害者就労施設等が提供できる物品について情報 公共施設に「福祉の店」を常設し、支援
提供
市庁舎ロビーでの物品販売を支援

○
調達方針
の策定

秩父市

・障がい者就労施設等が提供できる物品等に
ついて市報で紹介
○

・庁舎ホールでの販売場所の提供及び庁舎インフォ
メーション等PR
・調達依頼及び調達実績調査実施（年２回）結果を ・定期的な資源ごみの回収等庁内インフォメーションで
HPで公開
ＰＲ
・障害者就労施設が提供できる物品の展示、試食会の
実施

調達方針
・全所属に調達依頼及び調達実績調査実施（年１
の策定

所沢市

障害者就労施設等に発注できる物品及び役
務に関する情報をＨＰに掲載・更新
○

回）
・庁舎１階の常設店舗を貸し出し
・契約事務担当課が作成している「物品購入依頼の
・障害者就労支援施設の販売イベントを開催
手引き」に、障害者就労施設等に発注できる物品に
関する情報を掲載

調達方針 ・優先調達の推進に向けて、市内障害者就労支援
の策定

飯能市
○

調達方針
・庁内電子掲示板に調達方針を掲載するとともに、
の策定

加須市

○
調達方針
の策定

本庄市

施設にて提供可能な物品及び役務の資料を、毎年
度優先調達の実績報告を各課に照会する際に、添
付資料として情報提供している。

・障害者就労支援施設等が提供できる物品及
び役務に関する調査結果のHP掲載・更新

○

調達方針
の策定

・庁舎内での障害者就労施設の出店（事業所
東松山市
名、販売品目）について市ＨＰに掲載

○

市ホームページにも掲載し、内外に障がい者就労
支援施設等からの公共調達を促進

・市庁舎正面ロビーにて就労施設等の物品販売の場を
提供
・市内の対象施設や提供できるサービス・物品の一
・市民活動推進センターにおいて物品販売スペースの
覧表を庁内LANで掲載し、情報共有
常設
・調達依頼及び調達実績調査の実施
・自動販売機の障害者関係団体枠の設定
・庁内LANで優先調達方針の周知
・障害者就労支援施設が出展可能なイベントへの声が
け

・障害者就労施設が出店する販売スペースを市庁舎内
・優先調達方針の周知及び障害者就労施設等の物
に設置
品及び役務に関する情報提供について、庁内電子
・障害者就労支援コーディネーター事業を通じて、企業
掲示板に掲載
からの仕事を就労継続支援Ｂ型事業所に紹介している

調達方針
の策定
・調達実績調査実施（年１回）

春日部市

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務についてHP掲載
○

・市役所１階の市民ホールにて、物品販売スペースの
・障害者就労施設などからの物品購入などの調達
提供
実績のＨＰ掲載
・障害者就労支援施設に対し、出店可能な市や自治会
・障害者就労施設等優先調達方針及び目標額を庁
等のイベントの情報提供、参加支援、調整等
内に周知

市町村名

狭山市

（１）民間企業等からの発注を促進する取組

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務についてHP掲載

（２）行政からの発注を促進する取組
調達方針
の策定
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
○

・障害者就労施設が出店可能な県又は市町村のイベン
ついてHP掲載
ト調査
・清掃等業務の受託可能施設の情報を庁内に提供

調達方針
の策定

羽生市
○
調達方針 ・各部署の調達事例を共有
の策定
・清掃業務を受託可能な施設を調査し、県から来る

鴻巣市

・障害者就労施設のリーフレットを障害者就労
支援センター及び庁内に設置（R２年度）
○

結果を市役所各部署に周知
・障害者就労施設が出店可能な市のイベントを紹介
・鴻巣市における障がい者就労支援施設からの物
品等からの調達方針を市HPに掲載。実績について
も年度終了後に市HPに掲載している。

調達方針
・庁内の各所属長を障害者優先調達取扱責任者に
の策定

深谷市

・障害者就労施設が出店可能な市のイベント
を紹介

○

調達方針
の策定

上尾市

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務についてHP掲載
・障害者就労施設製品の販売イベントや理解
啓発イベントを開催

○

任命し、各所属において優先調達を推進
・市庁舎で販売ができるよう、障害者就労施設と日程調
・各所属宛て調達依頼を行い、毎年度、調達予定や
整して販売スペースを提供
調達実績の調査を実施
・福祉健康まつり等イベントで販売
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
ついて市ホームページ、庁内グループウェアに掲載
・品質向上等のための技術指導員（専門家：アブセッ
ク）による技術指導の実地
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に ・障害者就労施設製品の販売イベントや理解啓発イベ
ついてHP掲載
ントを開催
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に ・毎週水曜日に市役所ホールにおいて、障害者施設に
ついて庁内LANにて周知
よる販売を実施
・ふるさと納税のお礼の品（返戻品）として障害者就労
施設製品を登録

調達方針 ・障害者就労施設等が提供できる製品についてパ
ンフレットを作成、配布。
の策定

草加市

・障害者就労施設等の製品のリーフレットを庁
内に掲示し、来庁者に向けて周知。

○

・障害者就労施設等と日程を調整して庁内販売の
スペースを提供し、製品を販売。
・障害者就労施設等の季節の贈答品等の案内を庁
内掲示版に掲載し、製品の周知、ＰＲ。
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
ついてＨＰ掲載
・庁内へ向けて優先調達依頼及び調達実績調査実
施。

調達方針

越谷市

・障害者就労施設等の生産品を本市のＨＰ及 の策定
び庁舎内のショーウインドウににて紹介してい
る。
・障害者就労施設等からの物品及び役務の調
達実績を本市のＨＰへ掲載及び更新を行っ
た。
○
・市内の事業所に通所する障がい者の工賃向
上を目的に活動する越谷市障がい者共同受
注ネットワーク運営協議会へ補助金を交付し
た。

・庁内各課へ障害者就労施設等からの前年度調達
実績に関する調査を実施した。
・障害者就労施設等からの物品及び役務の調達実
績を本市のＨＰへ掲載及び更新を行った。（再掲）
・障害者就労施設等への物品及び役務の発注を促
進するため、地方自治法第１６７条の２第１項第３
号及び第４号に関する本市の例規を定めた。

・本市の事業として、市内の障害者就労施設等の利用
者が地区センター・公民館や高齢者施設、保健セン
ター等で生産品の販売訓練を実施した。
・イオンレイクタウンｍoｒiの協力を得て、市内の障害者
就労施設等が生産品を販売する機会を提供した。

調達方針
の策定

蕨市
○

戸田市

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務についてHP掲載

調達方針
の策定
○

・障害者就労施設が出店可能なイベントの調査・共有
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に （庁内）
ついてHP掲載
・市及び市の外郭団体が開催するイベントに参加を呼
びかけ、販売の機会を提供

調達方針
・障害者就労施設等からの調達実績の調査時に庁
の策定

入間市

朝霞市

志木市

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務について、HPに掲載している。

○

内各課に対し、障害者就労施設等からの優先調達
について周知している。
・障害者就労施設等から調達できそうなイベント等
を確認した場合、障害者支援課から担当課に対し、
障害者就労施設等を紹介している。

調達方針
・庁内研修において各部局の調達事例を共有
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役 の策定

務についてHP掲載

・優先調達についてのパンフレットをＨＰに掲
載

○
調達方針
の策定
○
調達方針
の策定

和光市
○

・庁内での障害者就労施設の自主製作品販売会の実
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
施及びその内容を広報やHPなどに掲載
ついてHP掲載

・課長会議の際に優先調達推進法について説明、
依頼している。

・通知文の封入、宛名シール貼りについて就労移行支
援事業所に依頼した。
・イベントの開催時に市内の障がい者就労施設に声を
かけ、販売ができるようにした。

市町村名

（１）民間企業等からの発注を促進する取組

（２）行政からの発注を促進する取組
調達方針 ・障がい者就労施設が提供できる物品及び役務を、
の策定 一覧表にし、障害者優先調達推進法の概要及び調

新座市

・障がい者就労施設の製品を写真付きで市の
HPに掲載
・障がい者就労施設の製品カタログを市役所
の総合窓口や市内の高校や大学等に配布
・障がい者就労施設の製品カタログや、障害
者優先調達推進法の概要をまとめたものを商
工会窓口に設置
・商工会が民間事業者に向けて発行している
会報誌に障害者優先調達推進法についての
記事を掲載

○

達方針と共に全所属に周知
・次年度予算の編成時に再度障害者優先調達法及
び調達方針について周知
・全所属に調達実績調査の実施、結果を共有
・障がい者就労施設が提供可能なもので、各課が
必要としているものがないかマッチングを行い、提
供可能なものについて庁内に周知
・障がい者就労施設に対して製品（パンや製菓）の
販売スペースを提供し、販売時間帯等を庁内に周
知
・障がい者就労施設の製品を写真付きで市のHPに
掲載（再掲）

・市役所に障がい者就労施設の製品（陶芸品や布製品
等）の展示販売スペースを常設
・障がい者就労支援施設の製品（パンや製菓）の販売
スペースを提供（再掲）

調達方針
の策定

桶川市

・授産製品リーフレットを障害福祉課の窓口に
設置。
・市HPに掲載。

○

・調達依頼及び調達実績調査の実施（年１回）
・庁舎内において、障害者の就労の場所兼障害理解へ
・障害者就労施設等の物品及び役務に関する実績
の啓発の場所として、カフェスペースを併設。
調査結果の市HP掲載・更新

調達方針
の策定

久喜市

・庁舎内において、障害者の就労の場所兼障
害理解への啓発の場所として、カフェスペース
を併設。

○

調達方針
の策定

北本市

・障害者就労施設の製品のＰＲリーフレットを
障がい福祉課窓口に設置
○

・庁内ネットワークを通じ、市内障がい者施設等で
調達可能な物品等についての情報を共有
・庁内全体を対象に、優先調達について周知
・調達実績をとりまとめ、庁内ネットワークで共有

・年に２回、庁舎ロビーを使用して市内障がい者施設等
で生産・販売されている製品を展示
・令和２年１月から庁舎ロビーを使用して市内障がい者
施設が取り扱う物品等の販売や施設のＰＲを実施

・調達実績調査を実施
・市庁舎ホールの一角を、北本市障がい者福祉団体連
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
絡協議会に生産品等販売スペース（常設）として提供
ついて庁内に情報提供及び調達依頼

調達方針
の策定

八潮市

障がい者就労施設の物品のチラシを庁舎廊
下に掲示

調達依頼及び調達実績調査実施（年1回）

庁舎内・生涯楽習館での販売スペースを確保

○

・ふるさと納税の返礼品
調達方針
・市内の障害者就労施設が提供できる物品等につ ・障害者就労施設が出店できる市の事業について、調
の策定
富士見市

三郷市

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務についてHP掲載

・障がい者施設の製品等を庁内に掲示

○

いて、障がい福祉課でチラシを作成し庁内各課に配
布。
・障害者週間啓発事業のイベントにて、市内障害者
就労施設の就労状況や物品調達等を紹介するパ
ネル展示を行うとともにマルシェとして販売会を実
施

調達方針
・障がい者施設等が提供できる物品および役務に
の策定
○

・障がい者施設と共に、出店可能な企業等との調整
ついて庁内にて共有
・市役所各課が主催するイベント等で、出店可能であれ
・定期的に庁内掲示板にて優先調達について周知 ば障がい者施設に情報を提供

調達方針
の策定

蓮田市

達担当から施設へ情報提供し、販売の機会を増やして
いる。
・庁内設置の売店は、福祉施設支援団体が運営、喫茶
及びカフェは、障害者就労支援施設にて運営し、どちら
も調達品の販売をしている。
・障害者就労施設が作成している物品販売のチラシを
庁内各課に配布

・庁舎内に作業所等の製品を販売するスペースを設
け、昼食時販に売している。

○
調達方針 ・市発注の公園清掃業務を委託するほか、市役所
の策定
ホールにて事業所生産品等を紹介

坂戸市

・障害者週間に合わせ、市広報紙で市内事業
所の活動内容等を紹介
〇

幸手市

・庁舎内に障害者就労施設の販売物品を展
示
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
務についてHP掲載

・市イベント等での販売スペースの確保
・事業所生産品の購入について、各課に優先調達 ・事業所の生産品を駅構内通路で販売できるよう協力
の協力依頼
・庁内会議及び庁内掲示板において、障害者就労
施設等が提供できる物品及び役務についての紹介

調達方針
の策定

○

・調達依頼及び調達実績調査実施（年１回）
・市主催のイベントにおける販売スペースの提供
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に ・自立支援協議会による、障害者就労施設等の自主製
関する情報を各課に提供
品展示・販売会の開催

市町村名

（１）民間企業等からの発注を促進する取組

（２）行政からの発注を促進する取組
調達方針 ・庁内にて優先調達法の概要説明及び発注促進を

・障害者就労施設等が提供できる物品及び役 の策定
務についてHPに掲載
鶴ヶ島市
・市内の就労継続支援Ｂ型事業所紹介カード
○
をＨＰに掲載

日高市

・優先調達等に関する調査結果等をＨＰで掲
載

掲示板にて周知
・優先調達の対象となる可能性のある物品を全庁
的にリストアップし、優先調達として発注可能か否
かのマッチングを行った

調達方針
の策定
・全ての課において調達依頼及び調達実績調査実
○

施（年1回ずつ）
・優先調達等に関する調査結果等をＨＰで掲載

・昼休みの時間帯、庁舎のロビーにて、障害者就労施
設による物品販売の場を提供している
・毎年、障害者週間中、障害者就労施設等の活動ＰＲ
の場を提供している

・ふるさと納税のお礼の品として、市内障がい者施設の
製作品を登録

調達方針
・庁舎内に障がい者就労支援施設の製品を販売するス
の策定
・庁内会議及び庁内LANにおいて各部署の調達事

吉川市
○
調達方針
の策定

ふじみ野市 企業内での販売会実施を斡旋
○

例を共有。
・調達依頼及び調達実績調査実施（年1回）

ペースを設置。
・市民まつりにおいて販売ブースの出店。
・屋内スポーツ大会において販売スペースを設置。

【公費以外の部分】
・異動の時期に名刺を作成している事業所のチラシを
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に 庁内イントラに掲示。
ついて庁内イントラに掲示
・歓送迎会用の花を販売している事業所のチラシを庁
・県から提供を受けた清掃業務を受託可能な施設 内イントラに掲示
を庁内イントラに掲示
・市主催のイベントへ出店を依頼・各課での積極的なイ
・各課長に予算編成依頼
ベントの商品の注文（足と手で描くグッズ、バレンタイ
ン、恵方巻等）
・HPに過去の調達実績と最新年度の策定方針を掲載

調達方針
の策定

白岡市
○

伊奈町

調達方針
障害者優先調達推進法について町ホーム
の策定
ページに掲載。
庁内ＬＡＮにて優先調達方針および町内事業所の
障害者福祉サービス事業所が提供できる物
製品情報掲載。
品および役務について県ホームページにリン
○
ク。
調達方針
・障害者就労施設等からの物品等の調達を各課に ・庁舎で障害者就労施設等の弁当･菓子類販売の場所
の策定

三芳町
○

依頼
を提供
・障害者就労施設等からの物品等の調達実績をHP ・ふるさと納税の返礼品として障害者就労施設等の製
に掲載、更新
品を登録

調達方針
障害者就労施設等の提供可能な物品等の情報を
の策定

各課へ提供

毛呂山町
○

予算編成への働きかけ

役場庁舎内、出先機関における障害者就労施設等の
物品販売及び町や関係団体等が実施するイベント等で
の販売スペースの確保

調達方針
の策定

越生町
○

調達方針
の策定

滑川町
○

嵐山町

・障害者の作品展を開催し、障害者就労施設
の製品を周知
・町広報紙にて隔月に町内の障害者施設を周
知

庁舎内電子掲示版にて障害者就労施設等が提供
できる物品及び役務について案内

町内の障害者就労支援施設が町の行事等で販売でき
るように担当課と調整を行っている。

調達方針
の策定
・嵐山町障害者優先調達方針に基づき、各課へ調

○

達依頼を実施。
・町の産業祭において、障害者施設等の出店を促し、
・障害者作品展、イベントにおいて障害者施設が生
施設及び施設生産品の周知を図った。
産する製品（菓子類）を発注
・公共施設（公園等）の清掃委託依頼

調達方針
庁内専用のポータルサイトにて障害者就労施設等 広域にて障害者就労施設を集めた連絡会を開催し、情
の策定

小川町
○

が提供できる物品及び役務について掲載し、共有し 報共有の一環で工賃向上の取り組みについても触れ
た。
た。

調達方針
の策定

川島町
○
調達方針
の策定
・庁内ＬＡＮの掲示板を通じて、障害者優先調達方

吉見町
〇

針の周知、障害者就労施設及び購入でき る品目を
紹介し、各課局に調達を依頼

調達方針
の策定

鳩山町
○

・障害者就労施設の製品を福祉課窓口に掲 調達方針
の策定
示
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役務に
ときがわ町
・障害者就労施設等が提供できる物品及び役
ついて庁内掲示板、HPに掲載
〇
務についてHPに掲載

障害者就労施設に対し、町内イベントを周知し、出店を
促し販売の促進をしている。

市町村名

（１）民間企業等からの発注を促進する取組

（２）行政からの発注を促進する取組
調達方針
の策定

横瀬町
○
調達方針
の策定

皆野町
○

調達方針
の策定

長瀞町
○

調達方針
の策定

小鹿野町
○

東秩父村 なし

調達方針
の策定

・毎週火曜日に就労支援事業所によるカレー弁当の注
文を、職員向けに実施
・秩父郡市内にある障害者就労支援事業所に庁舎 ・毎週水曜日に就労支援事業所によるパン販売を庁舎
内の清掃業務を依頼
の玄関で実施
・11月3日開催の町の祭りで、就労支援事業所によるパ
ン販売店舗の出店を依頼

・授産品販売スペースの提供をしている。パンを週二回
・優先調達方針策定に際して、各課への実績及び
役場庁舎内で販売してもらっている。町や社協実施の
調達予定の確認と調達依頼している。
イベント時にも販売の機会を提供している。
・役場庁舎と観光トイレの清掃業務を、障害者就労
・毎週木曜日に、就労支援事業所によるカレー弁当の
施設に発注依頼している。
注文を、職員向けに実施している。

・連絡調整会議（課長会議）において、優先調達推
進方針の周知及び町内の障害者就労支援施設へ ・健康まつりにおいて販売スペースを提供
の発注を依頼

なし

なし

○
調達方針
の策定
・「美里町障害者就労施設等からの物品等の調達

美里町

○

方針」をHPに掲載

調達方針
の策定

神川町

なし

なし

なし

○
調達方針
・庁内LANのインフォメーションにおいて、
の策定

上里町
〇

①「上里町障害者就労施設等からの物品等の調達
方針」を周知し、取組み実績について公表。（Ｒ2年
度）
②優先的に障害者就労施設等からの物品等の調
達に努めるように依頼し、調達に関する相談を受け
ることを掲載。（Ｒ2年度）

調達方針
の策定

寄居町
○
調達方針
の策定

宮代町
○
調達方針
の策定

杉戸町

・町主催のイベントで作成可能な製品を発注している
・町主催イベントでの販売スペースの提供

○
調達方針
の策定

松伏町
○

・無償で行政財産の使用を許可し、役場本庁舎ロビー
・庁内における優先調達方針の周知徹底
に町内通所施設の共同による啓発売店を設置。また、
・障害者就労施設等の物品及び役務に関する調査 売店の広報紙での周知。
結果のＨＰ掲載・更新
・町民まつり等の会場に通所施設の売店コーナーを設
置。

