
平成27年度 市民活動団体に対する業務委託 H27.6.10現在
（単位：千円）

局 委託先 委託内容 金額 契約方法 委託開始時期

市長政策室 特定非営利活動法人　札幌市ＩＴ振興普及推進協議会 札幌駅前通地下歩行空間北２条広場運営等業務 17,014 プロポーザル 平成23年5月

〃 特定非営利活動法人　札幌障害者活動支援センターライフ 広報誌一部指定地域配布業務（平成27年度） 3,004 随意契約 平成24年6月

財政局
特定非営利活動法人　地域生活支援グループ・共働友楽
舎

市有地除草業務（第２グループ） 719 競争入札 平成27年6月

市民
まちづくり局

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 清田区民シニアスクール運営業務 1,277 随意契約 平成23年4月

〃 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 北区民センター管理運営業務　等 135,008 プロポーザル
平成26年4月（指定管理）
H18～公募、H26～非公募

〃 特定非営利活動法人　太平百合が原ブリッジ 太平百合が原地区センター管理運営業務 26,104 プロポーザル
平成26年4月（指定管理）
H18～公募、H26～非公募

〃 北海道ＮＰＯ被災者支援ネット 避難者のためのネットワークづくり支援事業 6,091 随意契約 平成24年4月

保健福祉局 特定非営利活動法人　さっされん 元気ショップ管理業務 4,666 随意契約 平成18年8月

〃 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 就労ボランティア体験事業 13,433
プロポーザル・

随意契約
平成23年1月

〃 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 札幌市手稲老人福祉センター管理 40,256 プロポーザル
平成26年4月（指定管理）
H18～公募

〃 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 高齢者運動機能向上事業等 4,075 随意契約 平成18年4月

〃 特定非営利活動法人　札幌市福祉生活支援センター カウンセリング等就労支援委託事業 4,127 随意契約 平成20年7月

〃 特定非営利活動法人　札幌障害者活動支援センターライフ 特定健診等に係る健診機関用帳票配送・保管業務（年間分） 845 随意契約 平成23年4月

〃 特定非営利活動法人　介護ホームどんぐりの家 介護保険認定調査業務 10 随意契約 平成20年12月

〃 特定非営利活動法人　東京都介護支援専門員研究協議会 介護保険認定調査業務 30 随意契約 平成25年2月

〃 特定非営利活動法人　ケアマネジメント研究所ふくろう 介護保険認定調査業務 10 随意契約 平成17年4月

〃 特定非営利活動法人　暖暖 介護保険認定調査業務 5 随意契約 平成25年6月

〃 特定非営利活動法人　ひこばえ 介護保険認定調査業務 5 随意契約 平成25年9月

〃 特定非営利活動法人　くわの実 介護保険認定調査業務 0 随意契約 平成26年1月



平成27年度 市民活動団体に対する業務委託 H27.6.10現在
（単位：千円）

局 委託先 委託内容 金額 契約方法 委託開始時期

保健福祉局 特定非営利活動法人　たすけあいネット志木 介護保険認定調査業務 5 随意契約 平成26年4月

〃 特定非営利活動法人　ほのか会 介護保険認定調査業務 5 随意契約 平成26年4月

〃 特定非営利活動法人　いぶりたすけ愛 介護保険認定調査業務 5 随意契約 平成26年4月

〃 特定非営利活動法人　コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ 介護保険認定調査業務 5 随意契約 平成26年12月

〃 特定非営利活動法人　福祉ワーカーズコープふれんど 介護保険認定調査業務 5 随意契約 平成27年1月

〃 特定非営利活動法人　ニュートリ・ケア 高齢者配食サービス事業 813 随意契約 平成14年4月

〃 ワーカーズ　レラ 高齢者配食サービス事業 3,601 随意契約 平成14年4月

〃 ワーカーズコレクティブ　花 高齢者配食サービス事業 3,601 随意契約 平成19年4月

〃 企業組合ワーカーズ　宅配弁当・なず菜 高齢者配食サービス事業 2,440 随意契約 平成15年4月

〃 ワーカーズコレクティブ　仕出し弁当かまらーど 高齢者配食サービス事業 3,601 随意契約 平成13年4月

〃 特定非営利活動法人　自立生活センターさっぽろ ＰＡサポートセンター事業実施業務 7,722 随意契約 平成22年4月

〃
特定非営利活動法人　北海道地域ケアマネジメントネット
ワーク

平成27年度個別支援計画事業者研修会開催業務 900 随意契約 平成24年4月

〃 特定非営利活動法人　札幌チャレンジド 札幌市障がい者ＩＴサポートセンター運営事業 4,647 随意契約 平成15年10月

〃 特定非営利活動法人　あずまし家
障がい者相談支援事業（ピアサポーター配置業務・地域支援
員配置業務を含む）

19,771 随意契約 平成20年10月

〃 特定非営利活動法人　たすけあいワーカーズ　ふたごの木 障がい者相談支援事業実施業務 13,251 随意契約 平成23年10月

〃 特定非営利活動法人　きなはれ 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施業務 18,871 随意契約 平成21年10月

〃 特定非営利活動法人　コミュネット楽創 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施業務 18,938 随意契約 平成22年10月

〃 特定非営利活動法人　スプラ 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施業務 11,880 随意契約 平成23年12月

〃 特定非営利活動法人　札幌障害者活動支援センターライフ 元気ジョブアウトソーシングセンター運営事業 23,881 随意契約 平成21年9月
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保健福祉局 特定非営利活動法人　札幌市精神障害者家族連合会 地域生活支援センターさっぽろ管理業務 23,379 プロポーザル
平成16年5月（指定管理）
H16～公募、H20～非公募

〃
特定非営利活動法人　北海道学習障害児・者親の会クロー
バー

発達障がいに関する家族支援事業実施業務 1,144 随意契約 平成23年4月

〃 特定非営利活動法人　たねっと 障がい者相談支援事業実施業務 13,251 随意契約 平成22年10月

〃 特定非営利活動法人　わーかーびぃー 障がい者相談支援事業（地域支援員配置業務を含む） 16,762 随意契約 平成20年10月

〃 特定非営利活動法人　わーかーびぃー 緊急受入先調整・夜間休日虐待通報等受付事業実施業務 3,346 随意契約 平成24年10月

〃 特定非営利活動法人　札幌市精神障害者家族連合会 心の健康づくり電話相談業務 2,348 随意契約 平成12年4月

〃 特定非営利活動法人　札幌市精神障害者家族連合会 札幌市精神科救急情報センター業務 22,231 随意契約 平成16年4月

〃 特定非営利活動法人　札幌障害者活動支援センターライフ 見守り冊子作成業務 823 随意契約 平成25年10月

〃 特定非営利活動法人　さっされん 札幌市視聴覚障がい者情報センター2階清掃業務 5,778 随意契約 平成18年4月

〃 特定非営利活動法人　さっされん 地域活動支援センター等運営強化推進業務 6,480 随意契約 平成16年9月

〃 特定非営利活動法人　札幌市精神障害者家族連合会 障がい者相談支援事業（地域支援員配置業務） 3,494 随意契約 平成26年4月

〃
特定非営利活動法人　タンデムマス・スクリーニング普及協
会

先天性代謝異常症等スクリーニングの精度管理業務 776 随意契約 平成27年4月

〃
特定非営利活動法人　地域障害者活動支援センター創生
もえぎ

障がい者相談支援事業実施業務 13,251 随意契約 平成26年10月

〃 特定非営利活動法人　みんなの広場 札幌市ホームレス相談支援センター運営業務 11,600 随意契約 平成27年4月

〃 特定非営利活動法人　自立支援事業所ベトサダ 札幌市ホームレス相談支援センター運営業務 14,073 随意契約 平成27年4月

〃 特定非営利活動法人　ホームレス支援北海道ネットワーク 札幌市ホームレス相談支援センター運営業務 12,403 随意契約 平成27年4月

〃 特定非営利活動法人　コミュニティワーク研究実践センター 札幌市ホームレス相談支援センター運営業務 11,859 随意契約 平成27年4月

子ども未来局 特定非営利活動法人　北海道子育て支援ワーカーズ 緊急サポートネットワーク事業 12,415 随意契約 平成22年4月

環境局 特定非営利活動法人　環境り・ふれんず リサイクルプラザ宮の沢管理運営業務 22,518 プロポーザル
平成18年4月（指定管理、公募）
※H16.2～H18.3　業務委託
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環境局 特定非営利活動法人　北のごみ総合研究所
生ごみ堆肥化相談窓口及び生ごみ堆肥化セミナー運営管理
等業務

8,856 競争入札 平成22年4月

〃 特定非営利活動法人　札幌障害者活動支援センターライフ
リサイクルプラザ発寒工房、リユースプラザ及び地区リサイク
ルセンター運営管理業務

30,197 競争入札 平成23年4月

〃 特定非営利活動法人　札幌障害者活動支援センターライフ 北地区リサイクルセンター運営管理業務 4,406 競争入札 平成26年10月

〃 特定非営利活動法人　太夢 近隣公園清掃・草刈業務 340 随意契約 平成16年5月

〃 特定非営利活動法人　あしりべつ川の会 厚別川緑地パークゴルフ場に係る管理業務 595 随意契約 平成19年4月

〃 特定非営利活動法人　地域生活きたのセンターぱお 近隣公園清掃・草刈業務 210 随意契約 平成17年5月

〃
特定非営利活動法人　地域障害者活動支援センター
創成もえぎ

近隣公園清掃・草刈業務 614 随意契約 平成14年4月

〃 特定非営利活動法人　夢家会 近隣公園清掃業務 141 随意契約 平成21年5月

〃 特定非営利活動法人　アトリエリヒト 近隣公園清掃業務 121 随意契約 平成15年5月

〃 特定非営利活動法人　ゆいまーる 近隣公園清掃業務 121 随意契約 平成19年5月

〃 特定非営利活動法人　日本園芸療法士協会 近隣公園清掃業務 151 随意契約 平成20年5月

〃 特定非営利活動法人　札幌マック 近隣公園清掃業務 185 随意契約 平成14年5月

〃 特定非営利活動法人　地域生活支援グループ共働友楽舎 近隣公園清掃業務 456 随意契約 平成24年5月

〃 特定非営利活動法人　しまりす 近隣公園清掃業務 131 随意契約 平成24年5月

〃 特定非営利活動法人　ＥｎＶｉｓｉｏｎ環境保全事務所 ヒグマ及びエゾシカ市街地出没対応業務等 20,154 競争入札 平成24年4月

〃 特定非営利活動法人　生活相談サポートセンター 近隣公園清掃業務 171 随意契約 平成24年5月

〃 特定非営利活動法人　Kitemita.la 近隣公園清掃業務 151 随意契約 平成26年5月

〃 特定非営利活動法人　希望 近隣公園清掃業務 472 随意契約 平成27年5月

〃 特定非営利活動法人　らむ 近隣公園清掃業務 121 随意契約 平成27年5月
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環境局 特定非営利活動法人　しあわせ健康会 近隣公園清掃業務 121 随意契約 平成27年5月

〃 特定非営利活動法人　愛西ケアランド 近隣公園清掃業務 111 随意契約 平成27年5月

〃 特定非営利活動法人　自立支援センター歩歩路 近隣公園清掃業務 120 随意契約 平成27年5月

〃 特定非営利活動法人　まゆか 近隣公園清掃業務 161 随意契約 平成27年5月

〃 特定非営利活動法人　アフタースクール運営会 近隣公園清掃業務 120 随意契約 平成27年5月

〃 特定非営利活動法人　ライツ 近隣公園清掃業務 185 随意契約 平成27年5月

観光文化局 特定非営利活動法人　札幌障害者活動支援センターライフ 札幌市観光まちづくりプラン冊子作成業務 525 随意契約 平成26年5月

〃 特定非営利活動法人　Fit北海道会議 おおば比呂司記念室展示作品及び室内管理等業務 4,115 随意契約 平成27年4月

〃 特定非営利活動法人　北海道歩くスキー協会
さっぽろ雪まつり歩くスキー体験事業スキー用具貸出及び体
験支援業務

540 随意契約 平成27年2月

建設局 特定非営利活動法人　障害者自立支援団体麦の会 駅前広場・自由通路清掃業務 4,968 随意契約 平成15年4月

〃 特定非営利活動法人　障害者自立支援団体麦の会 特別地域清掃業務（南地区） 9,062 随意契約 平成7年4月

都市局 特定非営利活動法人　シーズネット
「高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく指定登録機
関等運営業務」委託業務

1,998 競争入札 平成27年4月

教育委員会 特定非営利活動法人　愛西ケアランド トイレ清掃業務 403 随意契約 平成27年4月


