令和３年度山口市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

令和３年４月１日制定

１

趣旨
この方針は、
「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の推進を図るための方針である。

２

用語の定義
この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

適用範囲
この調達方針は、市の各部局等における物品等の調達に適用する。

４

調達の対象となる障害者就労施設等
この方針において調達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

等とする。
（１）
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３
号）
」に基づく事業所・施設等
ア 就労移行支援事業所
イ 就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）
ウ 生活介護事業所
エ 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）
オ 地域活動支援センター
（２）障がい者を多数雇用している企業等
ア 障害者雇用促進法（昭和２５年法律第１２３号）の特例子会社
イ 重度障害者多数雇用事業所（次の①から③の全ての要件に該当している事業所）
①障がい者の雇用数が５人以上
②障がい者の割合が従業員の２０パーセント以上
③雇用障がい者に占める重度障がい者等の割合が３０パーセント以上
（３）在宅就業障害者等
ア 在宅就業障害者（在宅において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者）
イ 在宅就業者支援団体（在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体）

５

調達目標
令和３年度は、物品及び役務のそれぞれについて、これまでの調達実績に加え、新たに調達可能な

品目等がないか検討を行い、令和２年度に障害者就労施設等から調達した件数及び実績額を上回るこ
とを目標とする。

６

基本的な考え方
（１） 全庁的な取り組みの推進
障がいのある人の自立に資するため、全庁において、可能な限り幅広い分野からの調達に
努める。
（２） 予算の適正な執行等との調整
調達に関する他の施策等との調和を図るとともに、調達に係る施策の効果的な実施や予算
の適正な執行に努める。
（３） 障害者就労施設等との協働による推進
障害者就労施設等に対し、官公需の拡大に資する自主的・主体的な取り組みを促しつつ、
施設等との協働による調達の推進に努める。

７

調達推進のための具体的方策
（１） 調達の推進体制の整備
障害者就労施設等から供給される物品等に関する情報を提供するとともに、必要に応じて、
調達の推進に向けた調整を行う。
（２） 随意契約方式の活用
障害者支援施設等からの調達を推進するため、地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政
令１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定に基づく随意契約を積極的に活用する。
（３） 共同受発注組織の活用
障害者就労施設等からの調達を促進するため、山口市障害者施設共同受発注センター協議
会等の組織を活用する。
（４） 障害者就労施設等への配慮
各部局等は、調達情報の提供につとめ可能な限り調達内容の仕様を明確化することや障害
者就労施設等の特性に配慮した納期を設定するなど、障害者就労施設等が不当に排除される
ことのないように努める。
（５） 障害者就労施設等への働きかけ
障害者就労施設等に対して、適切な情報発信をはじめ、物品等の質の確保や品目等の拡大
など、調達の拡大に向けた主体的かつ前向きな取り組みを促す。

８ 進行管理
年度終了後、各部局等における調達の実績を取りまとめ、その概要を公表する。

（別紙）
令和３年度山口市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
４のうち（１）に掲げる施設等
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○就労移行支援事業所
るりワークス

鋳銭司８１２番地１

電話 083-986-2074

フィオーレ

小郡若草町３番５号

電話 083-973-0234

シオン多機能事業所

大内御堀３９５３番地１５ 電話 083-941-5678

ステップあそかの園

朝田９００番地１

電話 083-929-3717

はあとＷ小郡南

小郡花園町５番１０号

電話 083-941-5233

アス・ワーク

宮島町５番２６号

電話 083-941-6758

アークス山口

小郡下郷１３２９番地１４ 電話 083-929-3773
マルワビル１階

ジョブサポート・ツインカンパニー

黒川２５６５番地１１

電話 083-929-3575

サニーデイズ

阿知須４７４６番地５

電話 0836-39-5300

ごはん処りゅう庵

小郡新町四丁目１０番２０号 電話 083-976-5055

○就労継続支援事業所（Ａ型）
株式会社コセイ

小郡黄金町４番３号

電話 083-902-5683

谷口ビル５０１号
アークス山口

小郡下郷 1329 番地 14

電話 083-929-3773

マルワビル１階
サニーデイズ

阿知須４７４６番地５

電話 0836-39-5300

はあとＷ吉敷

吉敷中東一丁目２番６号

電話 083-933-6000

みずほビル

○就労継続支援事業所（Ｂ型）
福祉の店アミーチ

小郡下郷１４０６番地

電話 083-972-1023

鳴滝園

下小鯖１３５９番地３

電話 083-927-3838

るりがくえんきらら夢ＫＯＢＯ

宮野上７８３番地

電話 083-921-2044

山口市社会福祉協議会障害者福祉作業所（かがやき）

下竪小路１０３番地３

電話 083-923-9860

山口市社会福祉協議会障害者福祉作業所（希望の館）

阿知須２７４３番地

電話 0836-65-4636

るりワークス

鋳銭司８１２番地１

電話 083-986-2074

フィオーレ

小郡若草町３番５号

電話 083-973-0234

就労継続支援みのり苑

秋穂東６０３１番地１

電話 083-984-2815

ワークステーション大歳

朝田９４１番地１

電話 083-924-556

ワークステーション大歳小郡事業所

小郡船倉町４番３０号

電話 080-1933-4929

さやか工房

平井９５２番地１０

電話 083-928-9643

ワークハウスすぜんじ

鋳銭司３３５０番地

電話 083-986-2228

山口地域就労継続支援事業所

宮野下１２７７番地１

電話 083-902-2180

多機能型事業所ひらきの家

仁保中郷５３番地１

シオン多機能事業所

大内御堀３９５３番地１５ 電話 083-941-5678

みんなの森

下小鯖２６９８番地１

ステップあそかの園

朝田９００番地１

ふしのエコ事業所

宮野上３３４２番地

はあとＷ小郡南

小郡花園町５番１０号

電話 083-941-5233

アス・ワーク

宮島町５番２６号

電話 083-941-6758

クロスビー

吉敷下東四丁目１１番１号 電話 083-902-2535

電話 083-927-5015

電話 083-941-6859
電話 083-929-3717
電話 083-928-0415

ジョブサポート・ツインカンパニー

黒川２５６５番地１１

電話 083-929-3575

就労継続支援 B 型 楽楽

秋穂二島３８３８番地

電話 083-987-0008

ごはん処りゅう庵

小郡新町四丁目 10 番 20 号 電話 083-976-5055

はあとＷ吉敷

吉敷中東一丁目２番６号

電話 083-933-6000

みずほビル
就労継続支援Ｂ型事業所 鮎の里

吉敷赤田二丁目１３－２５ 電話 083-901-5551

アークス新山口

小郡高砂町２番１９号

電話 083-929-3637

心の里あらいぶ

小郡下郷１６番２

電話 083-972-5511

ウッド・ムーン

周布町２番８号

電話 083-923-7880

デイサービス ラ・ベルヴィ

木町６番１号

電話 083-924-0006

多機能型事業所施設鳴滝園

下小鯖１３５９番地３

電話 083-927-3838

なでしこ園デイサービスセンター

朝倉町４番５５号

電話 083-934-5200

ライフサポート愛心

阿知須７９２１番地

多機能型事業所ひらきの家

仁保中郷５３番地１

電話 083-929-5050

アス・ライフ

駅通り一丁目３番１０号

電話 083-941-5656

○生活介護事業所

電話 0836-65-3063

夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 中尾７８７番地１

電話 083-995-2820

ステップあそかの園

朝田９００番地１

電話 083-929-3717

生活介護事業所ぽっけ

下小鯖２１７３番地２

電話 083-927-4470

障がい者デイサービスセンターぬくもり山口 小郡上郷４１８８番地２

電話 083-902-6842

ハートホーム平川リハビリセンター

電話 083-934-7600

黒川７２９番地２

ハートハウス大歳 小規模多機能型居宅介護 朝田７５１番地１

電話 083-922-0170

ハートホーム南山口デイサービスセンター 深溝８０３番地１

電話 083-988-3300

トイロ

大内御堀３８０２番地１

電話 083-941-5110

はあとｍ＋М新山口

小郡平成町１番１６

電話 083-976-2401

Ｏｈａｎａ

大内長野１４９７番地１７ 電話 083-902-0833

はばたき

阿知須２５８０番地２

電話 0836-58-2903

○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）
るりがくえん

鋳銭司８１２番地１

電話 083-986-2064

ふしの学園宮野の里

宮野上３３４６番地

電話 083-928-0415

ふしの学園第２宮野の里

宮野上３３５８番地

電話 083-920-3131

障害者支援施設なでしこ園

朝倉町４番５５号

電話 083-934-5200

障害者支援施設ひらきの里

仁保中郷４３番地

電話 083-929-0312

山口秋穂園

秋穂二島４３４番地１

電話 083-984-5151

○地域活動支援センター
地域活動支援センターやまぐち

鋳銭司３３４７番地２

電話 083-986-2832

ふれんず大歳

朝田５００番地３

電話 083-920-3344

地域活動支援センター秋穂地区共同作業所夢工房

秋穂東６５７３番地１

電話 083-984-2816

アカシア工房

阿東徳佐中３３８２番地 電話 083-957-0023

○山口市障害者施設共同受発注センター
（ふしの学園宮野の里内）

宮野上３３４６番地

電話 083-928-0415

