
　　　障害者福祉施設が提供できる自主製品・役務

                           甲州市障害者自立支援協議会　就労支援連絡会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年４月



障害のある人が自立した生活を送るためには、就労の機会を増やし経済的
な基盤を確立することが大切です。

平成２５年４月、障害者就労支援施設等で作った製品の購入や、清掃など
の業務委託を優先的に行うことを国や地方公共団体、独立行政法人などの公
機関に義務付けた、「国等による障害者就労支援施設等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）」が施行されました。

行政関係者のみならず、団体、企業や市民の方々にも、今回まとめたリス
トを参考にしていただき、障害者就労支援施設等への発注を積極的にご活用
いただければと思います。

甲州市障害者自立支援協議会就労支援連絡会



施設名 担当者 電話番号 種別 品目 具体例 提供可能な量や内容 参考価格 備考

勝沼授産園 高野 0553-44-2903 物品 小物雑貨 さをり織製品 お問い合わせください 100～5000円程度 小物やマフラー等

勝沼授産園 高野 0553-44-2903 物品 小物雑貨 中古衣類 〃 1点200円～
勝沼授産園にて

バザーも開催します

勝沼授産園 鷹野 0553-44-2903 物品 小物雑貨 薪 〃 1束200円

勝沼授産園 石原 0553-44-2903 物品 小物雑貨 綿100％白ウエス 〃 1kg500円

勝沼授産園 石原 0553-44-2903 物品 小物雑貨 綿100％色ウエス 〃 1kg300円

勝沼授産園 石原 0553-44-2903 物品 小物雑貨 綿混・色ウエス 〃 1kg200円

勝沼授産園 石原 0553-44-2903 物品 小物雑貨 タオルウエス 〃 1本　60円

勝沼授産園 石原 0553-44-2903 物品 小物雑貨 雑巾 〃 1枚100円

勝沼授産園 石原 0553-44-2903 物品 食料品・飲料品
ジャム

（桃・ぶどう他） 〃 1個500円程度 種類・サイズによる

勝沼授産園 雨宮 0553-44-2903 物品 その他の物品
ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

燃料
〃 １L100円 価格改定あり

勝沼授産園 鷹野 0553-44-2903 役務 印刷 名入れタオル 〃
版代3千円～・1本
230円

勝沼授産園 鷹野 0553-44-2903 役務 印刷
Tシャツ

プリント等
〃

版代3～5千円・1
枚1300円～ ｴﾌﾟﾛﾝ・ｴｺﾊﾞｯｸﾞ等

勝沼授産園 鷹野 0553-44-2903 役務 印刷 機関誌パンフ等印刷 〃 お問い合わせください

スカイコート勝沼 小杉 0553-44-3851 役務 クリーニング タオルたたみ

スカイコート勝沼 小杉 0553-44-3851 役務 清掃 清掃

スカイコート勝沼 小杉 0553-44-3851 役務 その他 封筒入れ

ワークコート大和 清水 0553-20-5555 物品 食料品 うどん 300個/週 250円

ワークコート大和 清水 0553-20-5555 物品 食料品 パン 4000個/週 110～160円

今後販売、受注可能な物品・役務



施設名 担当者 電話番号 種別 品目 具体例 提供可能な量や内容 参考価格 備考

ともしび福祉作業所 石川 0553-32-1916 物品 食料品 野菜(葉物、根菜) 収穫量に応じて 時価 4月～11月

ともしび福祉作業所 石川 0553-32-1916 物品 食料品 干しぶどう（房ごと・粒） 80グラム入り約1000袋 864円/432円 7月～10月

ともしび福祉作業所 石川 0553-32-1916 物品 食料品 奈良漬け 約100袋 600円 ９月～１月

ともしび福祉作業所 石川 0553-32-1916 物品 有機肥料 生ごみ処理用ボカシ 300袋 200円 通年

ともしび福祉作業所 石川 0553-32-1916 役務 内職 室内軽作業 作業内容に応じて受注 通年

社会福祉法人 忠恕会 桑原 0553-23-3382 役務 クリーニング リネン商品のクリーニング 各300枚
リネン7点セット

340円 通年

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
ココクリナース洗濯用洗剤

1.2kg 1個～1,000個 1個 600円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
ココクリナース洗濯用洗剤

５kg 1個～100個 1個 2,040円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
ココクリナース台所用洗剤

600ml 1個～1,000個 1個 250円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
ココクリナース台所用洗剤

20L 1個～100個 1個 7,780円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
ココクリナースボディソー

プ700ml 1個～1,000個 1個 1,160円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
ココクリナースボディソー

プ20L 1個～100個 1個 15,540円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
スピカココハンドソープ

300ml 1個～1,000個 1個 420円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤
スピカココ液体洗たく洗剤

900g 1個～1,000個 1個 800円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤 天然ボディソープ20L 1個～100個 1個 9,140円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 浦野 055-233ｰ0200 物品 洗剤 天然ヘアシャンプー20L 1個～100個 1個 10,650円 通年（納期1週間）

社会福祉法人 忠恕会 鈴木 0553-23-3382 役務 施設管理 清掃・草取り 応相談 応相談

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 物品 食料品 クッキー 100個 100円 通年

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 物品 食料品 パウンドケーキ（大） 600円 通年



施設名 担当者 電話番号 種別 品目 具体例 提供可能な量や内容 参考価格 備考

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 物品 食料品 パウンドケーキ（小） 100円 通年

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 物品 事務用品 フラットファイル 85円 1000冊以上は価格相談

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 物品 事務用品 コピー用紙 A4/A3/B5/B4 FSC森林認証紙

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 物品 事務用品 名刺 100枚～白黒、カラー 通年

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 役務 清掃・施設管理 清掃 週1,2回　３人約2時間　 通年

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 役務 受託作業 箱の組み立て 通年

塩山授産園 野沢 0553-33-9080 役務 受託作業 チラシの折込袋入れ 通年

もみの樹木園 牛越 0553-20-2815 役務 清掃・草取り 週1回1日1時間、10名

もみの樹木園 牛越 0553-20-2815 物品 食料品 いちごジャム 50個 500円

もみの樹木園 牛越 0553-20-2815 物品 小物雑貨 マフラー 20個 100円～

もみの樹木園 牛越 0553-20-2815 物品 小物雑貨 ティッシュケース 20個 100円

もみの樹木園 牛越 0553-20-2815 物品 食料品 枯露柿 20個入り70ケース 3,000円～ ご贈答用は12月～1月

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 和紙(レターセット) 可能な数 440円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 和紙(ポチ袋) 可能な数 110円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 和紙(ノート） 可能な数 660円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 和紙(ハガキ） 可能な数 110円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 アニマルメモ 可能な数 170円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 ブロックメモ 可能な数 440円～550円



施設名 担当者 電話番号 種別 品目 具体例 提供可能な量や内容 参考価格 備考

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 和紙（祝儀袋） 可能な数 800円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 和紙（祝袋） 可能な数 150円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 ハンドメイドハンガー 可能な数 50円～100円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 ハンドメイドヘアピン 可能な数 150円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 流木画鋲 稀少 100～300円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 葡萄エンピツ 可能な数 170円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 ハガキ（柿） 可能な数 100円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 ハガキ（葡萄） 可能な数 100円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 物品 小物雑貨 和紙の名刺 応相談 1500円～3000円

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 役務 農福連携 枝拾い（桃・葡萄） 応相談 農福連携協定による
「農福連携に関する協定」を
結んでいただきます

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 役務 農福連携 傘拾い 応相談 農福連携協定による
「農福連携に関する協定」を
結んでいただきます

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 役務 農福連携 葡萄房作り 応相談 農福連携協定による
「農福連携に関する協定」を
結んでいただきます

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 役務 農福連携 葡萄傘掛け 応相談 農福連携協定による
「農福連携に関する協定」を
結んでいただきます

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 役務 農福連携 葡萄袋掛け 応相談 農福連携協定による
「農福連携に関する協定」を
結んでいただきます

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 役務 農福連携 桃除袋 応相談 農福連携協定による
「農福連携に関する協定」を
結んでいただきます

ワーキングベースプロペラ 中込 0553-39-8307 役務 農福連携 草取り 応相談 農福連携協定による
「農福連携に関する協定」を
結んでいただきます


