
令和２年度の優先調達推進方針 令和3年3月11日時点

市町村等名 方針の名称
令和２年度目標額

（千円）
策定日 方針を掲載したHP（アドレス） 担当課 係・担当 電話番号 内線

00 埼玉県 令和２年度埼玉県障害者優先調達推進方針 97,000 2020年3月13日
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/s233/inde
x.html

障害者支援課 施設支援担当 048-830-3556 直通

01 さいたま市 令和２年度さいたま市障害者優先調達推進方針 225件 2020年6月2日
https://www.city.saitama.jp/002/003/004/003
/008/p054661.html

障害支援課 地域生活支援係 829-1308 直通

02 川越市 令和２年度川越市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
前年度実績を超
える額

2020年7月3日
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenkofuku
shi/fukushikaigo/shogaifukushi/chotatsuhoshin
.html

障害者福祉課 計画担当
049‐224-5785(直
通)

2544

03 熊谷市 令和２年度熊谷市障害者優先調達推進方針 8,500 2020年4月1日
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/f
ukushi/syogaifukushi/oshirase/yuusentyoutatu
.html

障害福祉課 障害福祉係 048－524－1111 291

04 川口市 令和２年度川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
前年度実績を超
える額

2020年3月31日
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/0
1050/040/3/5708.html

契約課 障害福祉課
物品契約係
支援第１・第２係

048-259-7630
048-259-7926

直通

05 行田市 令和２年度行田市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
前年実績を上回
る額

2020年8月4日
https://www.city.gyoda.lg.jp/14/01/13/docum
ents/r2houshin.pdf

福祉課 障害福祉担当 048-556-1111 266

06 秩父市 令和２年度　秩父市障害者優先調達推進方針 8,957 2020年4月30日 shogai-fukushi@city.chichibu.lg.jp 障がい者福祉課 0494‐27‐7331 直通

07 所沢市 令和２年度所沢市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 8,830 2020年7月1日
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/
syogaifukushi/syogfu_20140305174832023.html

障害福祉課 政策施設グループ 04-2998-9116 直通

08 飯能市 令和２年度飯能市障害者就労施設等からの物品等の調達方針 7,700 2020年4月1日 https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/833 障害者福祉課 相談支援担当
０４２－９８６－５０
７２

直通

09 加須市 令和２年度加須市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 1,679 2020年4月1日
https://www.city.kazo.lg.jp/

（4月より掲載予定）
障がい者福祉課 0480-62-1111 179

10 本庄市 令和２年度本庄市障害者就労施設等からの物品等の調達方針 5,600 2020年3月30日
http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/fukushi/syo
gaifukushi/tantoujouhou/1385689213085.html

障害福祉課 援護係 0495-25-1125 直通

11 東松山市 令和2年度東松山市障害者優先調達推進方針 4,700 令和2年3月26日
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi
/fukushi_korei/welfare_for_the_disabled/rikai_ke
ihatsu/1378267812463.html

障害者福祉課 政策担当 0493-21-1452 直通

12 春日部市 令和２年度春日部市障害者就労支援施設等優先調達方針
前年度実績を超
える額

2020年7月17日
http://www.city.kasukabe.lg.jp/kenko_fukushi/s
hougaisha/seikatsushien/yusenchotatsu-
hoshin.html

障がい者支援課 障がい者支援担当 048-736-1111 2546

13 狭山市 令和２年度狭山市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 3,000 2020年7月2日
https://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/sh
ogai/oshirase/cyoutatsuhoushin.html

障害者福祉課 総務担当 04-2953-1111 1592

14 羽生市 令和２年度羽生市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 60 2020年3月13日
http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/20140401010
45/

社会福祉課 障がい福祉係 048-561-1121 153

15 鴻巣市
令和2年年度鴻巣市における障がい者就労支援施設等からの物品等の調達
方針

700 2020年4月16日
http://www.city.kounosu.saitama.jp/fukushi/sh
ogai/3/1455525760318.html

障がい福祉課 障がい福祉担当 048－541-1537 直通

16 深谷市 令和２年度深谷市障害者優先調達推進方針 5,000 2020年4月1日
http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/keikak
ushisakuchosa/kenkofukusi/1391497095110.ht
ml

障害福祉課 給付係 048-571-1011 直通

17 上尾市 令和２年度上尾市障害者優先調達推進方針 10,000 2020年3月30日
http://www.city.ageo.lg.jp/page/027118052903
.html

障害福祉課 管理担当 048-775-5315 直通

18 草加市 令和２年度草加市障がい者優先調達推進方針 10,000 2020年6月10日
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1503/0
20/010/PAGE000000000000043662.html

障がい福祉課 障がい福祉係 048-922-1436 直通

19 越谷市 令和２年度越谷市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
前年度実績を超
える額

2020年4月7日
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/smph/ku
rashi_shisei/fukushi/syogaisien/oshirase/reiwa
2nenndotyoutatuhousin.html

障害福祉課 総務担当 048-963-9164 直通

20 蕨市 令和２年度蕨市障害者優先調達推進方針 307 2020年5月1日
https://www.city.warabi.saitama.jp/kenko/shog
aisha/oshirase/1001932.html

福祉総務課 障害者福祉係 048-432-3200 252

21 戸田市 令和２年度戸田市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 12,123 2020年6月25日
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/233/s
yogaifuku-choutatsu.html

障害福祉課 障害庶務担当 048-441-1800 297
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22 入間市 令和２年度入間市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 8,850 2020年4月21日
http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/kenk
ou_fukushi/syougaisya/yusentyotatusuisinhou.
html

障害者支援課 障害福祉担当 04-2964-1111 1331

23 朝霞市 令和２年度朝霞市障害者優先調達推進方針 10,500 2020年6月1日
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/50/yusenc
houtatsu.html

障害福祉課 障害給付係 猪狩
０４８－４６３－１５
９９

直通

24 志木市 令和２年度志木市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 2,000 2020年8月14日
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/60,99746,
158,1259,html

共生社会推進課 障がい者福祉グループ 048-473-1111 2418

25 和光市 令和２年度和光市障害者優先調達推進方針 3,621 2020年7月1日
http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/shog
aisha/shogai-yusenchotatsu.html

社会援護課 障害支援担当 048-424-9123 直通

26 新座市 令和２年度新座市障がい者就労施設等からの物品等の優先調達推進方針 5,800 2020年6月16日
https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/24/syouhuk
ayuusenntyoutatuhou.html

障がい者福祉課 給付係 048－424-8180 直通

27 桶川市 令和２年度桶川市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 66,000 2020年5月7日
https://www.city.okegawa.lg.jp/kenko_fukushi/
shogaifukushi/sanka/2913.html

障害福祉課 障害者支援係 048-788-4936 直通

28 久喜市 令和２年度久喜市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 1,890 2020年3月19日
https://www.city.kuki.lg.jp/kenko/shakai_shogai
/sho_fukushi/shogai_law/choutatsu.html

障がい者福祉課 障がい者福祉係 0480-22-1111 3243

29 北本市 令和２年度北本市における障害者就労支援施設等からの物品調達方針 650 2020年4月1日
http://www.city.kitamoto.saitama.jp/kenko/fuk
ushi/3/1436415707136.html

障がい福祉課 給付担当 048-594-5504 直通

30 八潮市 令和２年度八潮市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 1,100 2020年4月1日
https://www.city.yashio.lg.jp/smph/kenko/sho
gaishafukushi/chotatsu.html

障がい福祉課 障がい者支援係 048－996-2111 852

31 富士見市 令和２年度 富士見市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 2,400 2020年4月1日
https://www.city.fujimi.saitama.jp/kenko_fukus
hi_iryo/05syougaisya/2014-1031-1303-
29.html

障がい福祉課 庶務係 049-251-2711 374

32 三郷市 令和２年度　三郷市障がい者就労施設等優先調達方針 1,250 2020年4月13日 http://www.city.misato.lg.jp/6873.htm 障がい福祉課 障がい福祉係 048-930-7778 直通

33 蓮田市 令和元年度蓮田市障がい者就労施設等優先調達方針 400 2020年4月28日
http://www.city.hasuda.saitama.jp/fukushi/ken
ko/koresha/shogai/buppinchotatsu.html

福祉課 障害福祉担当 048-768-3111 138

34 坂戸市 令和２年度坂戸市障害者優先調達推進方針
前年度実績を超
える額

2020年4月1日
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/34/445.h
tml

障害者福祉課 障害者福祉係 049-283-1331 417

35 幸手市 令和２年度幸手市障害者就労施設等からの物品の調達の推進に関する方針 600 2020年4月1日
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/sh
akaifukushi/4/4/1371.html

社会福祉課 障がい福祉担当 0480-42-8435 直通

36 鶴ヶ島市
令和２年度鶴ヶ島市障害者就労施設等からの物品等の調達に関する推進方
針

500 2020年4月1日
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page
001183.html

障害者福祉課 障害者福祉担当 049-271-1111 115

37 日高市 令和２年度日高市障害者優先調達推進方針 300 2020年4月1日
https://www.city.hidaka.lg.jp/health_welfare/7/
3277.html

障がい福祉課 障がい福祉 担当 042-989-2111 1503

38 吉川市
令和２年度吉川市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する
方針

2,086 2020年4月30日
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cf
m/27,39322,185,html

障がい福祉課 障がい支援係 048-982-5111 1528

39 ふじみ野市 令和２年度ふじみ野市障がい者優先調達方針 4,500 2020年4月30日
https://www.city.fujimino.saitama.jp/kurashinoj
oho/kenko_iryo_fukushi/shogaishashien/4877.h
tml

障がい福祉課 庶務係 049-262-9031 直通

40 白岡市
令和２年度白岡市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する
方針

533 2020年4月1日 https://www.city.shiraoka.lg.jp/6662.htm 福祉課 障がい者福祉担当
０４８０－９２－１１
１１

163

41 伊奈町 令和２年度伊奈町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針 80 2020年4月1日
https://www.town.saitama-
ina.lg.jp/0000001797.html

福祉課 障害者福祉係 048-721-2111 2122

42 三芳町 令和2年度三芳町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 1,000 2020年4月6日
https://www.town.saitama-
miyoshi.lg.jp/health/handicapped/documents/2
020tyoutatu.pdf

福祉課 福祉庶務担当 049-258-0019 178

43 毛呂山町 令和２年度毛呂山町障害者優先調達推進方針 650 2020年4月1日
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/c
ontents/1392351329631/index.html

福祉課 障害福祉係 049-295-2112 116
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44 越生町 令和２年度越生町障害者優先調達推進方針 500 2020年4月1日
http://www.town.ogose.saitama.jp/kenkou/sho
ugai/1453290408848.html

健康福祉課 福祉担当 049-292-3121 112

45 滑川町 滑川町障害者優先調達推進方針 435 2020年3月19日
www.town.namegawa.saitama.jp/townsman/fuk
ushi/fukushi28.html

健康福祉課 福祉担当 0493－56－2056 直通

46 嵐山町 令和２年度嵐山町障害者優先調達推進方針 2,000 2020年3月25日
http://www.town.ranzan.saitama.jp/000000128
3.html

健康いきいき課 社会福祉担当 0493-62-0716 直通

47 小川町 令和２年度小川町障害者優先調達推進方針 350 2020年3月30日
https://www.town.ogawa.saitama.jp/000000364
9.html

健康福祉課 障害福祉担当 0493-72-1221 152

48 川島町 令和２年度川島町障害者優先調達推進方針 1,500 2020年6月29日 http://www.town.kawajima.saitama.jp/3245.htm 健康福祉課 福祉グループ 049-299-1756 直通

49 吉見町 令和２年度　吉見町障害者優先調達方針 230 2020年5月8日
http://www.town.yoshimi.saitama.jp/section_fu
kush_syougaisya.html

福祉町民課 福祉係 0493-63-5012 直通

50 鳩山町 令和２年度鳩山町障害者優先調達方針 900 2020年3月11日
www.town.hatoyama.saitama.jp/ikkrwebBrowse
/material/files/group/8/2020.03.13.pdf

長寿福祉課
地域福祉・障害者福祉
担当

０４９－２９６－１２
４１

（直通）

51 ときがわ町 令和２年度ときがわ町障害者優先調達推進方針 150 2020年3月26日
https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/inf
o.aspx?info_id=31359

福祉課 社会福祉担当 0493-65-0813 直通

52 横瀬町 令和２年度横瀬町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針 515 2020年4月1日
https://www.town.yokoze.saitama.jp/kurashi/s
hogai/4459

健康づくり課 福祉グループ 0494-25-0116 直通

53 皆野町 令和2年度皆野町障害者優先調達推進方針 1,500 2020年4月1日
https://www.town.minano.saitama.jp/section/h
ukushi/1255/

健康福祉課 福祉介護担当 0494-62-1233 直通

54 長瀞町 令和２年度長瀞町障害者優先調達推進方針 1,377 2020年3月23日
http://www.town.nagatoro.saitama.jp/fukushi/s
hogai_hoshin/

健康福祉課 福祉担当 0494-66-3111 134

55 小鹿野町 令和２年度小鹿野町障害者優先調達推進方針 402 2020年7月9日
https://www.town.ogano.lg.jp/kenko-fukusi-
iryou/fukushi-kaigo/syougaisya-hukusi/

福祉課 障害福祉担当 0494-75-4109 直通

56 東秩父村 令和2年度 東秩父村障害者優先調達推進方針 10 2020年3月31日
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/sos
hiki/04/shougaityoutatu-001.html

住民福祉課 福祉年金担当 0493-82-1226

57 美里町 令和２年度 美里町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 50 2020年3月27日
https://www.town.saitama-
misato.lg.jp/0000000245.html

住民福祉課 戸籍福祉係 0495-76-5132 141

58 神川町 令和2年度神川町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 50 2020年4月1日
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/kenko_ir
you_kaigo/shogaishafukushi/1008.html

町民福祉課 福祉担当 0495-77-2112 直通

59 上里町 令和2年度上里町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 600 2020年3月5日 http://www.town.kamisato.saitama.jp/1234.htm 町民福祉課 社会福祉係 0495-35-1224 1302

60 寄居町 令和２年度寄居町障害者優先調達推進方針 1,500 2020年8月14日
http://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/08/sy
ougaisyayuusentyoutatsu.html

健康福祉課 社会福祉班 048-581-2121 121

61 宮代町 令和２年度宮代町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 3,163 2020年5月19日
http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000014578.ht
ml

企画財政課 福祉課（県⇔町）管財担当 障がい者福祉担当0480-34-1111
212、
363

62 杉戸町 令和2年度杉戸町障がい者優先調達推進方針について 30,000 2020年3月11日
https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index2106.h
tml

福祉課　 障がい福祉担当 0480-33-1111 264

63 松伏町 令和２年度松伏町障がい者就労施設等からの物品等の優先調達推進方針 50 2020年4月24日
http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/conten
ts/1587541256475/index.html

いきいき福祉課 障がい福祉担当 048-991-1877 直通

00 埼玉県立大学
2020年度 公立大学法人埼玉県立大学 障害者就労施設等からの物品等の調
達方針

300 2020年3月19日 https://www.spu.ac.jp/about/bid/tabid258.html 事務局 財務担当 048-973-4110 直通
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