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うち本事業
当期経常増減額 9,210 1,714

経常収益 3,746,798 2,086,910

1,535,271 519,030

1,002,911 411,621

3,737,588 2,085,196

3,474,870 2,085,196

うち人件費 607,646 197,260

262,718 0

うち管理費 140,245 0

当期経常外増減額 3,472 3,472

125,377 125,377

121,905 121,905

0 0

12,682 5,187

615,493 616,660

10,869,953 －

当期増加額 678,206 －

当期減少額 －

11,548,159 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

令和3年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

１　事業（施設）名

農林業の担い手の確保育成、経営基盤の強化、並びに農地や森林の保全・整備など農林水産業の振興に関する事業

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

事業費

管理費

経常外収益

経常外費用

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

資産（期末残高）
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

別紙のとおり

非公表案件
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 東京都植木農業協同組合 67,906,784

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京ガスコミュニケーションズ 51,700,000

　本業務の履行場所は、東京都と財団で締結した「令和３年度国産木材の魅力発信拠点　MOCTION運営業務委
託」の「３履行場所　東京都が指定する場所」としてリビングデザインセンターOZONE（東京都新宿区西新宿三丁目
７－１ 新宿パークタワー内）が指定されている。また、リビングデザインセンターOZONE（東京都新宿区西新宿三丁
目７－１ 新宿パークタワー内）の賃貸借契約にあたり、東京ガスコミュニケーションズ株式会社（以下「甲」という）と
東京都（以下「乙」という)の賃貸借契約書に次のとおり規定されている。
〇　「ショールーム」として使用する貸室内には、リビングデザインセンターOZONEの開館日ならびに開館時間中
は、説明員スタッフを常駐させなくてはならない。乙は、自社で説明員スタッフを常駐できない場合は、甲へ同業務
を委託すること。
（賃貸借契約書第３条②）
　また、東京ガスコミュニケーションズ株式会社は、リビングデザインセンターOZONEを運営しており、建築や木材利
用に関する知識と経験を有している。加えて、OZONEでは多数の建築資材の展示ショールームを設置しており、同
社はそれら複数のショールームを組み合わせ、来館者に対しての情報提供、ＰＲ活動、イベント開催を積極的に
行っていることから、同社に運営業務を委託することは、国産木材の利用拡大に対する相乗効果が期待できる。更
に、同社は設計士・工務店・インテリアコーディネーターなど約３，０００名のプロフェッショナル会員を有しているた
め、多摩産材をはじめとする国産木材の利用拡大に関する情報を、それを必要とする方へ的確に届けることが可能
となっている。このようにハード・ソフト両面で建築に関する積極的・効果的なプロモーションが可能な事業者は、東
京ガスコミュニケーションズ株式会社のみである。
　したがって、東京ガスコミュニケーションズ株式会社を特定契約先とするものである。

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

1
令和3年度供給用苗木の購入（複
数単価契約）

特命理由
(1) 東京都植木農業協同組合は、都内の植木農家が組合員となっている唯一の団体であり、都内の農地で栽培さ
れた苗木を供給できるため。
(2) 都内全域の植木農家と常に連絡を取り、その栽培状況等を把握しているので、苗木の調達から納品までを統括
して実施することができ、また、供給に必要な苗木の要望に迅速に対応することができるため。
(3) 都内の農地で栽培された苗木を購入し活用することで、農地の保全、緑化の推進に資することができるため。

No. 契約件名

2
令和3年度国産木材の魅力発信拠
点MOCTION運営業務委託（準備
契約）

特命理由
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 50,715,731

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都植木農業協同組合 46,788,5084
令和3年度苗木生産供給事業に係
る苗木の栽培管理委託（当初委託
分）（複数単価契約）

特命理由
(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせる
ため。
(2) 前年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
(3) 前年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

契約件名

3
森林循環促進事業（主伐）委託（日
の出町大久野4873番外）

特命理由
２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例の
統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

No. 契約件名

No.
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 45,700,072

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 41,877,3006
森林循環促進事業（主伐）委託（青
梅市梅郷四丁目1727番外）

特命理由
２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例の
統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

5
森林循環促進事業（主伐）委託（檜
原村人里6538番1、ロ、ハ）

特命理由
２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例の
統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

No. 契約件名

No. 契約件名
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 37,946,843

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 35,945,000

No. 契約件名

8
令和3年度とうきょう林業サポート隊
指導業務委託

特命理由
　本業務はとうきょう林業サポート隊が年間を通して週二回（毎回12名）の活動を行うため、森林作業の技術指導・
安全講習の外、事前の森林現況調査・森林整備作業等の業務を行うものである。サポート隊活動は標準で3班各4
名での活動を行っており、少なくとも3名以上の指導員を配置しなければならない。指導員は手工具類の取り扱いを
熟知しかつ安全管理、指導を十分に行えることが求められる。東京都森林組合の指導員は過去の活動において、
的確な指導を行い、大きな事故無く実施してきた。また、サポート隊と同様の森林ボランティア活動として、水道局で
実施している「多摩川水源森林隊」を受託している実績がある。
　このことから、本業務に必要な技量を備えた人員を確保でき、確実に配置できる専門指導体制を構築し、業務を
安全に円滑に遂行できる事業者は、東京都森林組合しかない。
　ついては、「とうきょう林業サポート隊指導業務」に適している東京都森林組合を特定することとする。

No. 契約件名

7
令和3年度伐採・搬出技術者研修
委託

特命理由
　本業務は、伐採搬出技術者の育成を目的として、最大５名の研修生を対象に、年間１３０日間の研修を行うもので
ある。
　研修内容は、架線集材に関する理論講義、日の出林業試験林における架線研修、高性能林業機械研修、作業
道開設研修、主伐現地研修等であり、手工具・機械の取り扱いに熟知するとともに、安全管理及び適切な指導を十
分に行うことができる指導員を、少なくとも２名以上常時配置する必要がある。
　本業務に必要な技量を備えた人員を必要数確保でき、研修業務を円滑に遂行できる事業体は東京都森林組合
しかない。
　このため、東京都森林組合を指名業者として特定する。
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 多摩木材センター協同組合 35,272,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 25,930,256

No. 契約件名

10
森林循環促進事業（主伐）委託（青
梅市柚木町三丁目751-1）

特命理由
２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例の
統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

No. 契約件名

9
令和3年度貯木場管理運営業務委
託【準備契約】

特命理由
（１）　本委託の主要業務である多摩地域内の山林から主伐事業で伐採搬出された木材の在庫管理においては、
有効利用を図るため伐り出した木材を木材の用途別に貯木場に受入れ（入荷）、仕分、検知、集積、出荷等を行
い、かつ、出荷の各段階においては、認証林産物と非認証林産物とが混在しないよう分別・表示して管理しなけれ
ばならない。このため、持ち込まれる原木丸太の入荷に際しては、売買契約を締結している事業者のニーズ毎、ま
た、住宅建材、公共工事用材、合板材、チップ材等木材の用途に適した原木丸太を選別して材積計測や材の質を
見極める検地作業を行うとともに、径級別、長さ別、森林認証別、FIT認証別に出荷するため、山別に荷積みを行わ
なければいけない。原木丸太の入出荷及び仕分けについて、これら同様の業務を行なっている者は、都内唯一の
原木市場を運営している多摩木材センター協同組合以外に存在しない。
（２）　（公財）東京都農林水産振興財団（委託者）は、主伐事業により伐採搬出した多摩産材について、市場を混
乱させないよう市場のニーズに即して供給する必要があるが、そのためには、多摩地域内外の木材事情に精通し、
原木市場と密接に連携して需要に速やかに対応できる事業者を受託者とすることが不可欠である。多摩木材セン
ター協同組合は原木市場を運営している都内唯一の事業者であり、同組合に委託することにより、効率的な木材供
給が図られる。
（３）　本委託の実施にあたっては、木材市場や原木丸太の選別、検知、掽積（積み重ねること）に関する専門的知
識と経験が必要であるが、多摩木材センター協同組合は熟練者を雇用しており、迅速かつ円滑な業務を効果的に
実施できる。
（４）　多摩木材センター協同組合は、平成20年度から継続して貯木場管理運営委託業務を受託し、適正かつ効率
的に実施しており、取引業者等からも高い評価を得ている。
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 全国農業協同組合連合会東京都本部 22,230,126

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 全国農業協同組合連合会東京都本部 20,098,813

特命理由
　本購入は、一般市場では流通の極めて少ない稚苗をほ場に定植した状態で購入するものであり、また、購入する
稚苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　稚苗の調達は、主に都内各地の農業協同組合からの調達となり、また、納品場所である財団指定場所についても
都内各地の農業協同組合毎のほ場であるため、納品場所の所管の各農業協同組合と調整し、円滑かつ効率的に
行う必要がある。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は都内の農業協同組合が組織する団体であり、稚苗の調達から、納品（定
植）までを統括して実施できる唯一の団体である。
　以上の特性から、稚苗の購入を円滑かつ効率的に行うため、全国農業協同組合連合会東京都本部と特定契約
を行う。

特命理由
　本購入は、一般市場では流通の極めて少ない稚苗をほ場に定植した状態で購入するものであり、また、購入する
稚苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　稚苗の調達は、主に都内各地の農業協同組合からの調達となり、また、納品場所である財団指定場所についても
都内各地の農業協同組合毎のほ場であるため、納品場所の所管の各農業協同組合と調整し、円滑かつ効率的に
行う必要がある。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は都内の農業協同組合が組織する団体であり、稚苗の調達から、納品（定
植）までを統括して実施できる唯一の団体である。
　以上の特性から、稚苗の購入を円滑かつ効率的に行うため、全国農業協同組合連合会東京都本部と特定契約
を行う。

No. 契約件名

12
令和3年度苗木生産供給事業にお
ける緑化用苗木の稚苗の購入（10
月購入分）（複数単価契約）

No. 契約件名

11
令和3年度苗木生産供給事業にお
ける緑化用苗木の稚苗の購入（3月
購入分）（複数単価契約）
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アグリコネクト株式会社 16,160,760

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京みどり農業協同組合 13,822,001

特命理由
(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせる
ため。
(2) 前年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
(3) 前年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

特命理由
　上記事業者は、「令和2年度東京農業アカデミー八王子研修農場広報等業務委託」（２農振財契第180号）を受託
し、仕様書「１０その他（７）」に基づき「業務実績報告書」を業務委託評価審議会（２農振財農第1113号）へ報告し、
審議のうえ、「更改可」が適当であると判断されたため、上記事業者を契約者として特定する。

No. 契約件名

14
令和3年度苗木生産供給事業に係
る苗木の栽培管理委託（当初委託
分）（複数単価契約）

No. 契約件名

13
令和3年度東京農業ｱｶﾃﾞﾐｰ八王子
研修農場広報等業務委託（準備契
約）
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 西東京農業協同組合 10,994,392

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 全国農業協同組合連合会東京都本部 8,603,00616
令和3年度苗木生産供給事業にお
ける緑化用苗木の稚苗の購入（12
月購入分）（複数単価契約）

特命理由
　本購入は、一般市場では流通の極めて少ない稚苗をほ場に定植した状態で購入するものであり、また、購入する
稚苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　稚苗の調達は、主に都内各地の農業協同組合からの調達となり、また、納品場所である財団指定場所についても
都内各地の農業協同組合毎のほ場であるため、納品場所の所管の各農業協同組合と調整し、円滑かつ効率的に
行う必要がある。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は都内の農業協同組合が組織する団体であり、稚苗の調達から、納品（定
植）までを統括して実施できる唯一の団体である。
　以上の特性から、稚苗の購入を円滑かつ効率的に行うため、全国農業協同組合連合会東京都本部と特定契約
を行う。

15
令和3年度苗木生産供給事業に係
る苗木の栽培管理委託（当初委託
分）（複数単価契約）

特命理由
(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせる
ため。
(2) 前年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
(3) 前年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

No. 契約件名

No. 契約件名



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他 株式会社スタッフサービス 7,451,169

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京むさし農業協同組合 5,890,85918
令和3年度苗木生産供給事業に係
る苗木の栽培管理委託（当初委託
分）（複数単価契約）

特命理由
(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせる
ため。
(2) 前年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
(3) 前年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

17
労働者派遣（花粉の少ない森づくり
運動事業事務）（単価契約）【準備
契約】

特命理由
・花粉の少ない森づくり運動では、令和2年4月1日により、都派事務職員1名が欠員となった。
・直ちに、東京都産業労働局（以下「当局」という。）に人員補充の働きかけを行ったが、都派事務職員の補充は困
難との見解が示されたため、令和2年度中はやむを得ず人材派遣会社から労働者を補充し事業対応を行ってき
た。
・そこで、令和3年度の人員体制についても、当局に対し都派事務職1名の人員補充を継続的に働きかけてきた
が、新型コロナウイルス感染症対策に伴う人員不足から、令和３年度においても補充は困難という見解が示された。
・花粉の少ない森づくり運動では、個々の森地状況の把握や各事業関係者との面識が事業を円滑に遂行するため
に非常に重要なものであることから、現指定業者の派遣労働者に対し、きめ細やかな指導・育成を行い、事業を実
施してきた。
・また、花粉の少ない森づくり運動では、実施事業上、個人情報に接する事も多いことから、この取り扱いに関して
は特に厳格に現指定業者の派遣労働者に対し指導を行ってきた。こうした過程により、情報セキュリティーの安全を
確保しつつ、日々の業務を円滑・的確に遂行するに至っている。
・指定業者は、財団事業の趣旨を良く理解し、また、現在派遣されている派遣労働者の勤務態度も良好であること
から、令和3年4月1日からの労働者派遣について、同事業者を指定し委託することとする。

No. 契約件名

No. 契約件名



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 4,048,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都農業会議 3,998,720

特命理由

　本財団は、東京都が開設した東京農業アカデミー八王子研修農場の事業運営を担っている。その方針として、農
場の研修生が都内で新規就農する上で身に付けておくべき知識や栽培技術等の研修を、より効果的に実施できる
よう体制強化に努めており、講義や演習等においては都職員等のほか、大学関係者、先進農家及び民間企業の
専門家等を積極的に活用することとしている。
　この業務の委託先として、都で新たに農業経営を開始する上で必要な農業法規や地域特性に即した就農計画の
作成等の講義、及び就農希望地において活用できそうな農地情報の提供や農業委員会と円滑な調整を行える事
業者は上記以外には存在しない。
　その理由として、上記事業者は「農業委員会等に関する法律」第42条に基づき「農業委員会ネットワーク機構」に
指定されている。この農業委員会ネットワーク機構とは、都道府県にそれぞれ一を限って知事が指定することができ
る一般社団法人で、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活
用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的としているものであ
る。
　さらに、平成21年の農地法改正により、農業委員会の遊休農地対策業務が強化され、農地情報が従来にも増し
て農業委員会に集積することになったことから、当該事業者は、農業委員会の都道府県段階の組織として、都全域
において農業委員会が持つ農地に関する情報をより一層活用することが可能となった。また、農地の利用調整等を
行う農業委員会への助言等を行うため、農地法等の法制度や税制度の知識等についても多く有している。
　なお、当該事業者以外の依頼により、農業委員会や区市町村が農地や認定農業者等の情報を外部へ提供する
ことは、個人情報の漏洩につながるため禁じられており、これらの情報は当該事業者以外が入手することは不可能
である。
　以上の理由により、当該事業者を契約相手方として特定する。

No. 契約件名

20

令和３年度東京農業アカデミー八
王子研修農場研修生への講義及
び就農地の掘り起こし等に関する
業務委託（準備契約）

No. 契約件名

19
森林循環促進事業（下刈）委託（奥
多摩町川野字さす743番1外外3箇
所）

特命理由
「枝打ち」等森林整備業務委託に関する特例の３（長期受委託契約に係る森林整備業務）※に該当するため。

※　「森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備
を適切に行う必要があるため。」



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京みらい農業協同組合 2,929,799

特命理由
(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせる
ため。
(2) 前年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
(3) 前年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

No. 契約件名

21
令和3年度苗木生産供給事業に係
る苗木の栽培管理委託（当初委託
分）（複数単価契約）



令和3年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（農林業の担い手の確保育成、経営基盤の強化、並びに農地や森林の保全・整備など農林水産業の振興に関する事業）　別紙

№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
1 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（青梅市柚木町1-955番外） 伊藤組 89,100,000
2 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐）委託（あきる野市戸倉字盆堀谷2415番4外） 合同会社髙橋林業 74,250,000
3 競争契約 委託 令和3年度東京の農林水産総合ウェブサイト運営管理業務委託【準備契約】 株式会社ITS 49,856,840
4 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐）委託（檜原村小沢8372外） 有限会社塩野産業 19,250,000
5 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（西多摩郡檜原村樋里8820番1外） 東京都森林組合 18,480,000
6 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（青梅市梅郷六丁目1665番1） 有限会社塩野産業 15,840,000
7 競争契約 委託 森林循環促進事業（補植）委託（西多摩郡檜原村字樋里8777番4外外1箇所） 東京都森林組合 12,210,000
8 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（あきる野市戸倉金堀谷千ヶ沢2423番外） 有限会社三幸 11,825,000
9 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（あきる野市戸倉金堀谷千ヶ沢2421番1） 有限会社三幸 11,770,000
10 競争契約 委託 立木評価のための調査・測量委託（複数単価契約）その3 東京都森林組合 10,934,000
11 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（青梅市沢井三丁目968番外）その2 有限会社三幸 10,835,000
12 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（檜原村字樋里8820番1外外1箇所） 東京都森林組合 10,648,000
13 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（日の出町大久野3675番1） 合同会社髙橋林業 10,593,000
14 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（青梅市沢井三丁目968番外）その1 東京都森林組合 9,790,000
15 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（檜原村字数馬7125番外）その3 株式会社東京チェンソーズ 9,604,100
16 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（青梅市沢井三丁目968番外）その5 株式会社東京チェンソーズ 8,885,800
17 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（青梅市沢井三丁目968番外）その4 立山産業株式会社 7,887,000
18 競争契約 委託 多摩産材利用拡大フェア2021運営等業務委託 株式会社トーガシ 7,862,800
19 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡檜原村字人里6707番イ外外3箇所） 東京都森林組合 7,700,000
20 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（檜原村字数馬7125番外）その2 東京都森林組合 7,700,000
21 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（八王子市南浅川町4225番1外）その2 株式会社山恵 7,579,000
22 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（八王子市西寺方町1010番外）その1 株式会社東京チェンソーズ 7,563,600
23 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（檜原村字神戸8185番1外1箇所） 東京都森林組合 7,150,000
24 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（青梅市沢井三丁目968番外）その3 ユニバーサル林業株式会社 7,139,000
25 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（八王子市西寺方町1010番外）その2 株式会社東京チェンソーズ 7,078,500
26 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（区部南部）【準備契約】 株式会社サンフィールド 7,023,726
27 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（区部北部）【準備契約】 東和ランドテック株式会社 7,017,631
28 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（区部西部）【準備契約】 東和ランドテック株式会社 6,832,428
29 競争契約 委託 令和3年度都行造林間伐業務委託（惣角沢） 東京都森林組合 6,820,000
30 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（八王子市西寺方町1010番外）その3 株式会社東京チェンソーズ 6,717,700
31 競争契約 委託 令和3年度都行造林間伐業務委託（三ノ沢） 協同組合東京・杣人の連 6,589,000
32 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（北多摩西部）【準備契約】 桜ヶ丘造園株式会社 6,571,347
33 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（北多摩東部）【準備契約】 多摩川緑花株式会社 6,568,663
34 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（南多摩）【準備契約】 有限会社横溝造園 6,469,138
35 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（西多摩郡檜原村三都郷7420番） 立山産業株式会社 6,435,000
36 競争契約 委託 森林循環促進事業（補植）委託（あきる野市戸倉金堀谷千ヶ沢2421番1外） 有限会社三幸 6,380,000
37 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（区部東部）【準備契約】 株式会社サンケイグリーン 6,370,906
38 競争契約 委託 広域援農ボランティア新Ｗｅｂサイト構築及び保守管理業務委託 株式会社エーウイング 6,281,000
39 競争契約 委託 令和3年度苗木の掘取運搬委託（複数単価契約）（西多摩）【準備契約】 有限会社横溝造園 6,164,123
40 競争契約 委託 東京における有償ボランティア等の導入検討調査業務委託 株式会社アール・ピー・アイ 5,995,000
41 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（あきる野市戸倉金堀谷千ヶ沢2421番1外外1箇所） 有限会社三幸 5,940,000
42 競争契約 委託 森林循環促進事業（除伐）委託（青梅市成木七丁目758-イ外） 株式会社山恵 5,500,000
43 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（八王子市南浅川町4225番1外）その1 ユニバーサル林業株式会社 5,489,000
44 競争契約 委託 立木評価のための調査・測量委託（複数単価契約）その2 一般社団法人日本森林技術協会 5,412,000
45 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（町田市相原町字権現谷5060番1外） 協同組合東京・杣人の連 5,280,000
46 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（西多摩郡日の出町大久野三ツ沢塔ノ入4862番24） 協同組合東京・杣人の連 5,060,000
47 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市柚木町1丁目941番1外2箇所） 立山産業株式会社 4,950,000
48 競争契約 委託 森林循環促進事業（補植）委託（青梅市柚木町一丁目941番1外外1箇所） 立山産業株式会社 4,895,000
49 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（あきる野市乙津字穴場827番ハ2外） ユニバーサル林業株式会社 4,719,000
50 競争契約 委託 森林循環促進事業（補植）委託（西多摩郡檜原村字神戸8185番1） 東京都森林組合 4,554,000
51 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（檜原村字数馬7125番外）その1 株式会社山恵 4,400,000
52 競争契約 委託 東京都GAP認証農産物商談会等の企画・実施運営等業務委託 リッキービジネスソリューション株式会社 3,795,000
53 競争契約 委託 森林循環促進事業（補植）委託（檜原村字神戸8074番外1箇所） 株式会社山恵 3,542,000
54 競争契約 委託 令和3年度都行造林間伐業務委託（中ノ沢） 東京都森林組合 3,520,000
55 競争契約 委託 森林循環促進事業（補植）委託（西多摩郡檜原村字人里6707番イ外） 東京都森林組合 3,476,000
56 競争契約 その他 グラップル付クレーントラックの売払い 新興鉄鋼株式会社 3,472,490
57 競争契約 委託 森林循環促進事業（補植）委託（西多摩郡檜原村字神戸7880番イ外） 東京都森林組合 3,404,500
58 競争契約 委託 令和3年度無料情報誌のパンフレットラックへの配架業務委託【準備契約】 株式会社ジェイトップ 3,391,740
59 競争契約 借入 小型貨物自動車の賃借（長期継続契約）（準備契約） 日立キャピタルオートリース株式会社 3,220,800
60 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市畑中二丁目1018番外） 協同組合東京・杣人の連 3,080,000
61 競争契約 委託 森林循環促進事業（除伐）委託（八王子市美山町39番） 株式会社木林士 2,970,000
62 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡奥多摩町境字本谷入718番） 森のお仕事株式会社 2,912,800
63 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市御岳二丁目547番外） 株式会社山恵 2,838,000
64 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（あきる野市深沢字伊勢山623番1外） 東京都森林組合 2,750,000
65 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市二俣尾五丁目4番外外1箇所） 有限会社三幸 2,629,000
66 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（あきる野市網代字船窪747番外外1箇所） ユニバーサル林業株式会社 2,519,000
67 特定契約 購入 令和3年度供給用苗木の購入（複数単価契約） 東京都植木農業協同組合 67,906,784
68 特定契約 委託 令和3年度国産木材の魅力発信拠点MOCTION運営業務委託（準備契約） 東京ガスコミュニケーションズ 51,700,000
69 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐）委託（日の出町大久野4873番外） 東京都森林組合 50,715,731
70 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 東京都植木農業協同組合 46,788,508
71 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐）委託（檜原村人里6538番1、ロ、ハ） 東京都森林組合 45,700,072
72 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐）委託（青梅市梅郷四丁目1727番外） 東京都森林組合 41,877,300
73 特定契約 委託 令和3年度伐採・搬出技術者研修委託 東京都森林組合 37,946,843
74 特定契約 委託 令和3年度とうきょう林業サポート隊指導業務委託 東京都森林組合 35,945,000
75 特定契約 委託 令和3年度貯木場管理運営業務委託【準備契約】 多摩木材センター協同組合 35,272,600
76 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐）委託（青梅市柚木町三丁目751-1） 東京都森林組合 25,930,256
77 特定契約 購入 令和3年度苗木生産供給事業における緑化用苗木の稚苗の購入（3月購入分）（複数単価契約） 全国農業協同組合連合会東京都本部 22,230,126
78 特定契約 購入 令和3年度苗木生産供給事業における緑化用苗木の稚苗の購入（10月購入分）（複数単価契約） 全国農業協同組合連合会東京都本部 20,098,813
79 特定契約 委託 令和3年度東京農業ｱｶﾃﾞﾐｰ八王子研修農場広報等業務委託（準備契約） アグリコネクト株式会社 16,160,760
80 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 東京みどり農業協同組合 13,822,001
81 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 西東京農業協同組合 10,994,392
82 特定契約 購入 令和3年度苗木生産供給事業における緑化用苗木の稚苗の購入（12月購入分）（複数単価契約） 全国農業協同組合連合会東京都本部 8,603,006
83 特定契約 その他 労働者派遣（花粉の少ない森づくり運動事業事務）（単価契約）【準備契約】 株式会社スタッフサービス 7,451,169
84 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 東京むさし農業協同組合 5,890,859
85 特定契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（奥多摩町川野字さす743番1外外3箇所） 東京都森林組合 4,048,000
86 特定契約 委託 令和３年度東京農業アカデミー八王子研修農場研修生への講義及び就農地の掘り起こし等に関する業務委託（準備契約） 東京都農業会議 3,998,720



87 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 東京みらい農業協同組合 2,929,799
88 特定契約 購入 供給用苗木の購入（春の通常供給） 東京都植木農業協同組合 2,289,100
89 特定契約 委託 令和3年度「緑と水の森林ファンド」都道府県事業（ふるさとの杜活力調査事業）委託 東京樹木医会 2,249,280
90 特定契約 購入 令和4年度緑の募金資材の製作委託 (株)ラムダ 1,548,360
91 特定契約 購入 苗木の購入（オウゴンモチノキ外4樹種） 東京都植木農業協同組合 1,477,300
92 特定契約 委託 令和3年度「あくなき創造の森（あきる野　小和田）」補植等委託 東京都森林組合 1,438,800
93 特定契約 委託 令和3年度「東芝府中・青梅の森」植栽及び植樹指導委託 東京都森林組合 1,408,000
94 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 八王子市農業協同組合 1,295,088
95 特定契約 委託 令和3年度「企業の森・青梅法人会（青梅長淵）」除伐委託 協同組合東京・杣人の連 1,287,000
96 特定契約 購入 レギュラーガソリン外2点の購入 石森石油株式会社 1,235,950
97 特定契約 委託 令和3年度「サントリー天然水の森（檜原人里）」除伐委託 株式会社東京チェンソーズ 1,013,100
98 特定契約 購入 可搬式緑化ベンチ根鉢用金網の購入 株式会社吉田隆 990,000
99 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 秋川農業協同組合 978,766
100 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（当初委託分）（複数単価契約） 西多摩農業協同組合 948,799
101 特定契約 委託 令和３年度チャレンジ農業支援センター特殊サブサイトコンテンツ追加作成業務委託 福泉株式会社 909,999
102 特定契約 購入 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（複数単価契約）（準備契約） 富士ゼロックス株式会社 891,000
103 特定契約 委託 令和3年度とうきょう林業サポート隊WEB保守業務委託 デザイン東京事業協同組合 861,300
104 特定契約 委託 令和３年度　二俣尾・武蔵野市民の森「森の市民講座」指導委託 エンジョイ・フォレスト女性林研 800,000
105 特定契約 委託 東京都GAP認証PR集（Vol.3）原稿制作業務委託 株式会社ITS 780,000
106 特定契約 委託 令和3年度花粉の少ない森づくり運動WEBサイト保守管理更新等業務委託【準備契約】 デザイン東京事業協同組合 666,600
107 特定契約 委託 SGEC認証審査委託（定期審査） 一般社団法人日本森林技術協会 660,000
108 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業における支柱の設置委託（3月購入分）（複数単価契約） 東京都植木農業協同組合 625,328
109 特定契約 委託 令和3年度「緑の雇用」事業に係る高性能林業機械等による造材・集材研修の委託 東京都森林組合 623,480
110 特定契約 委託 令和3年度貯木場機械警備業務委託【準備契約】 セコム株式会社 574,200
111 特定契約 委託 令和3年度「緑の雇用」事業に係る林業機械メンテナンス研修の委託 東京都森林組合 572,000
112 特定契約 購入 苗木購入 東京都山林種苗緑化樹生産組合 570,339
113 特定契約 委託 令和3年度奥多摩武蔵野の森　森林整備委託 東京都森林組合 554,490
114 特定契約 委託 令和3年度就農相談員の設置委託（準備契約） 一般社団法人東京都農業会議 550,000
115 特定契約 委託 補助事業の広告掲載（商店建築） 株式会社商店建築社 539,000
116 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 西東京農業協同組合 511,416
117 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 東京植木農業協同組合 490,056
118 特定契約 委託 令和3年度「企業の森・カナデン（青梅）」除伐委託 協同組合東京・杣人の連 484,000
119 特定契約 購入 苗木の購入（ベニバナトキワマンサク） 東京都植木農業協同組合 478,500
120 特定契約 委託 令和3年度奥多摩武蔵野の森　植生調査委託 特定非営利活動法人武蔵野自然塾 473,000
121 特定契約 借入 軽四輪自動車の再リース（準備契約) 日立キャピタルオートリース株式会社 406,560
122 特定契約 委託 令和3年同林業労働力総合対策事業（新規就労者育成研修）に係る安全指導業務委託 林災防東京支部 405,121
123 特定契約 委託 令和3年度「緑の雇用」事業に係る特別教育の実施 東京都森林組合 398,019
124 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 東京むさし農業協同組合 397,767
125 特定契約 借入 仮設のトイレの再リース（準備契約） レンタルのニッケン 348,040
126 特定契約 借入 軽四輪自動車の再リース(準備契約) 日立キャピタルオートリース株式会社 337,920
127 特定契約 借入 軽四輪自動車の再リース(準備契約) 日立キャピタルオートリース株式会社 330,000
128 特定契約 委託 木材利用促進事業に係る新聞広告掲出（建設工業新聞） 日刊建設工業新聞社 330,000
129 特定契約 委託 木材利用促進事業に係る新聞広告掲出（建設工業新聞） 株式会社日刊建設工業新聞社 330,000
130 特定契約 委託 令和4年度緑化運動ポスター原画募集にかかる印刷・封入・発送業務委託 東京コロニー 328,009
131 特定契約 購入 レギュラーガソリン外2点の購入 石森石油 300,690
132 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 東京みどり農業協同組合 284,000
133 特定契約 委託 令和4年用緑の募金資材の発送業務委託 株式会社ラムダ 247,500
134 特定契約 購入 令和3年とうきょう林業サポート隊手ぬぐいの購入 株式会社ビズアップ 226,490
135 特定契約 借入 トヨタピクシスバン（多摩480せ6202・多摩480せ6203）の再々リース【準備契約】 みずほオートリース株式会社 155,100
136 特定契約 委託 令和3年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 東京みらい農業協同組合 56,823
137 特定契約 委託 東京農業アカデミー八王子研修農場作業棟警備業務及びほ場エリア防犯カメラの保守業務委託（長期継続契約） セコム株式会社 18,700



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 9,210 2,761

経常収益 3,746,798 1,366,900

1,535,271 1,016,241

1,002,911 318,586

3,737,588 1,364,139

3,474,870 1,364,139

うち人件費 607,646 403,667

262,718 0

うち管理費 140,245 0

当期経常外増減額 3,472 0

125,377 0

121,905 0

0 0

12,682 2,761

615,493 -434

10,869,953 －

当期増加額 678,206 －

当期減少額 －

11,548,159 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

令和3年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

１　事業（施設）名

試験研究・成果還元事業

２　事業（施設）概要

東京都の農林水産業の振興に積極的に貢献すべく、行政施策に沿った研究開発と成果

還元を行うため、「農林総合研究センター事業」「農林水産資源拡大事業」「環境保全型

農業の推進事業」を実施

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

事業費

管理費

経常外収益

経常外費用

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

資産（期末残高）
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

別紙のとおり

非公表案件
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 協同組合東京・杣人の連 9,163,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 有限会社ベネット 8,965,000

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

1
優良大径材調査地の植栽準備業
務及び日の出試験林支障木処理
等業務委託

特命理由
　履行場所である日の出試験林では、様々な試験研究及び育種をおこなっている。本件施行箇所でも数種の試験
区を設定しており、一般的な林業事業体の施行技術では計測対象の林木等を棄損してしまう等の事故が発生する
可能性があり、試験林の保全が困難となり試験設定に支障をきたすことも懸念される。
　協同組合　東京・杣人の連は、日の出試験林開設時より、造成、造林・保育のみならず試験研究及び育種に伴う
作業に一貫して携わってきているため試験林の状況を熟知した人材を擁している。また、日の出試験林での作業を
想定した人材育成にも注力しており、当センターの試験研究の目的及び経緯を充分理解した上で、試験研究に支
障なく施行できる技術を持つ唯一の林業事業体である。
　ついては、試験研究を確実に進めるため、本委託を協同組合　東京・杣人の連を特命し契約する。

No. 契約件名

2
TOKYO Ｘ取引に係る調査業務委
託

特命理由
　本業務は、令和２年度に当財団が、基礎調査として実施した「トウキョウＸ生産拡大に係るマーケティング調査業
務委託（以下「マーケティング調査」という。）」にて浮彫になった課題に対応するもので、マーケティング調査報告で
提案されている流通改善に向けた複数指定流通業者の検討や試験出荷等を行うものである。そのため、業務を遂
行する上では、関係機関との信頼関係を基礎に、豚肉の流通に関する専門知識と高度な調整能力が求められる。
令和２年度に実施しマーケティング調査の受託者の選定は、東京の畜産振興の現状や課題に対する認識や畜産
に関する専門知識や業務経験が不可欠なことから企画提案型（プロポーザル）方式により行われ、有限会社ベネッ
トが受託者となった。　調査報告では、課題の整理、意見集約において業務遂行能力及び調整能力の高さが認め
られた。
有限会社ベネットは、既に関係機関と信頼関係が構築されている上、豚肉の流通に関する専門知識と高度な調整
力を備えており、本業務を遂行できる唯一の事業者である。よって、有限会社ベネットを特定契約の相手先とする。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 株式会社第一科学 6,947,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社ダブルエム 6,875,000

No. 契約件名

4
東京フューチャーアグリシステム環
境制御コントローラー改良及び設
置委託

特命理由
東京都受託事業「令和３年度東京型スマート農業プロジェクトに関する試験研究業務の委託」では，東京農業イノ

ベーションプロジェクト(平成26～29年度）により開発した「東京フューチャーアグリシステム」（以下、ＴＦＡＳ）を品目
拡大や低コスト化等、新たに展開するための適用を行うこととなっている。

現状のシステムは、環境制御と給液管理の二つのシステムで運用しているが、これを統合することでシステムのコ
ンパクト化が図れ、操作性向上、コスト削減効果も発揮し、現地普及の推進にもつながる。

ＴＦＡＳの中核となる環境制御システムは，「株式会社ダブルエム」社製の「DM-ONE」をベースにＴＦＡＳに適合さ
せる改良を加えた「東京型ＤＭ-ＯＮＥ」であるため、システム統合においては「DM-ONE」のプログラムを改良可能
な企業である必要がある。

以上の理由により、株式会社ダブルエム」は，本事業の目的に沿って円滑かつ効果的に履行できる唯一の企業
であることから、当該企業を特定するものである。

No. 契約件名

3 充実種子選別装置の購入

特命理由
　花粉の少ないスギや花粉の少ないヒノキの種子を生産した後の発芽率向上の試験に使用する。緑化森林科で
は、令和２年度から始まった研究課題「少花粉スギならびに少花粉ヒノキにおける種子の生産性向上試験」におい
て、種子の増産すなわち高発芽率である種子を生産するクローン（採種木）の選抜を目指すが、現状では、目視に
より種子の充実具合を判別しているため、かなりの熟練であっても未熟な種子を選別できない状況であり、クローン
の正確な比較、評価が難しい。充実種子選別装置を用いることで、優良な種子を多く生産するクローンを選抜する
ことが可能となる。
　充実種子選別装置は、未熟な種子を排除できることから、種子選別作業において必要不可欠な機器である。
　充実種子選別装置の製造業者は、九州計測機器株式会社１社のみであり、他社製で本仕様に合致する同様の
製品は存在しない。
　九州計測機器株式会社は、販売部門を所有していないため、関東地区の代理店である第一科学株式会社と売
買契約を締結しなければ、購入は不可能である。
　以上の理由から、本製品の購入については、競争入札が適さないため充実種子選別装置の関東代理店である
上記業者を指名する。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 有限会社那知設備 4,180,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 （株）不動テトラ 2,722,500

No. 契約件名

6 珪藻用肥料の購入

特命理由
　種苗生産により飼育しているアワビ等の稚貝は、水槽内のポリカーボネート製飼育板（培養板）等に繁茂する珪藻
類を主な餌として成長する。この珪藻類の生育を促進するには、栄養塩を供給しなければならない。以前は、窒
素、リン（燐酸）及びケイ素（珪酸）で溶液を作り、飼育水に混入する方法で行っていたが、溶解作業は煩雑で、ま
た、珪酸を高濃度に保つことが難しい等、作業には熟練した技術を要するため、専従の人員を配置しなければなら
ない問題があった。
　珪藻用肥料（イオンカルチャーパック）は、緩水溶性ガラスという独自の技術により、水槽内で自然に溶出して、栄
養塩を供給できる手軽な固形型肥料である。このため、誰でも簡単に珪藻類の培養を行うことができる。３ヶ月の溶
出型なので、使用期間も長く、また、珪藻類の繁殖も良好である。
　このように持続的に栄養塩を供給できる溶出型肥料は、本製品以外に１社から別製品が販売されているが、含有
成分が珪酸のみで、他県における使用成績も悪く、珪藻の生育が良くないことが報告されている。このことからもイ
オンカルチャーパックは珪藻類の培養には、必要不可欠な製品であり、また、人件費等の経費節減を行う上でも、
最適な製品である。
　イオンカルチャーパックは、上記業者が直接販売をしており、他の業者からの購入は、不可能である。
　以上の理由から、販売元の上記業者を指名する

No. 契約件名

5
取水機械設備保全業務委託（準備
契約）

特命理由
　栽培漁業センター（以下、「センター」という。）では、飼育水を常に良好な状態で確保しなければならない。これが
できなければ、種苗の斃死等が発生し、種苗生産事業に支障を来すことになる。
　センター施設は、東京都が直接行う工事と管理委託契約に基づき、東京都農林水産振興財団（以下、「財団」と
いう。）が施工する修繕等で、維持・管理を実施している。しかし、経年による劣化・損傷は、各所に見られ、事故を
未然に回避して、種苗生産を円滑に行うためには、取水機械設備の日常的な保守点検は必要不可欠な業務であ
る。
　センターの飼育水の循環系統には、特殊な設備が多数あり、また、取水ポンプその他設備についても、特別に製
作されたものを数多く含んでいる。このため、施設の保守点検には、飼育水の循環系統全体を熟知している業者の
選定が必要である。
　上記業者は、東京都が発注した取水機械設備の改修工事を受注し、施工した実績がある。このため飼育水の循
環系統の特殊な設備、その他関係機器の整備や管理についての知識を有しているが、同業他社に
は皆無である。また、財団が発注した取水設備修繕等についての実績
もある。
　よって、センターの飼育水の循環系統全体の設備やその他関係機器の整備や管理について熟知し、なおかつ島
内の業者であるが故に、緊急時における適切な対応が可能である有限会社那知設備に発注することが妥当である
と考えられる。
　以上の理由から、本件の施工業者として上記業者を指名する



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

修繕 有限会社ホルトシステム 2,629,000

特命理由
東京都受託事業「令和３年度東京型スマート農業プロジェクトに関する試験研究業務の委託」では，東京農業イノ

ベーションプロジェクト(平成26～29年度）により開発した「東京フューチャーアグリシステム」（以下、ＴＦＡＳ）を新た
に展開するため、イチゴ栽培への適用を行うこととなっている。

ＴＦＡＳは植物の生産性向上を図る為、ハウス天井部アーチパイプの間隔を広げて採光性を高める構造となって
おり、被覆フィルムの展張は、空気膜二重被覆フィルムにブロワーで圧力を掛けて構造を維持している。

降雪時、被覆フィルムに着雪し、その重みでフィルム構造の維持が難しくなると、アーチパイプ間のフィルムが沈
み込むことで着雪や融雪水がより溜まりやすくなり、ハウス構造へダメージをおよぼすことが考えられる。そのため、
流水による融雪装置が設置されている。

既設のＴＦＡＳは平成26年度の施工で7年が経過しており、融雪システムに破損や不具合が生じていることに加
え、フィルム面の汚れが着雪を促進することが考えられる。

融雪対策としては、ハウス内部を加温し融雪を促進する手法があるが、現状の暖房機器では植物栽培に必要な
熱量である為不足している。

今回の委託は、融雪装置の改修とフィルム面の清掃、およびハウス内に加温装置を追加で装備するものである。
融雪装置の改修は強度向上のため新たにガイドワイヤーの設置を行う。

「有限会社ホルトシステム」はＴＦＡＳを設置した業者であり、当該ハウスの設備、構造等に熟知している。暖房機
の設置においても環境制御システムとの連携等、調整が可能である。

以上の理由により、「有限会社ホルトシステム」は，本事業の目的に沿って円滑かつ効果的に履行できる唯一の
企業であることから、当該企業を特定するものである。

No. 契約件名

7 パイプハウス融雪装置の修繕



令和3年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（試験研究・成果還元事業）　別紙

№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
1 競争契約 購入 パイプハウスの購入 有限会社ホルトシステム 16,390,000
2 競争契約 購入 光合成速度測定装置の購入 メイワフォーシス株式会社 13,312,477
3 競争契約 委託 令和3年度奥多摩さかな養殖センター建物管理委託【準備契約】 株式会社星光 7,920,000
4 競争契約 委託 令和3年度公益財団法人東京都農林水産振興財団青梅庁舎建物管理委託【準備契約】 株式会社星光 6,930,000
5 競争契約 購入 令和3年度マス用飼料の購入（複数単価契約）（準備契約） タテノコーポレーション 6,567,550
6 競争契約 委託 令和3年度江戸川分場建物清掃等委託【準備契約】 株式会社エイコー 4,358,035
7 競争契約 購入 紫外線可視分光光度計の購入 株式会社チヨダサイエンス 4,290,000
8 競争契約 委託 シカ柵設置委託 株式会社山恵 4,180,000
9 競争契約 委託 取水管その他保全業務委託 株式会社石井組 3,927,000
10 競争契約 購入 パイプハウスの購入 野村植産株式会社 3,801,600
11 競争契約 購入 紫外線殺菌ランプ他の購入 株式会社マツイ 3,611,300
12 競争契約 購入 配合飼料の購入（準備契約） MACフィールド 3,465,000
13 競争契約 委託 貝類飼育板の製作委託 株式会社樟陽商会 3,439,700
14 競争契約 委託 新豚舎エリア及び新鶏舎エリアにおける防草シートの設置委託 株式会社山恵 2,750,000
15 競争契約 購入 大型冷凍庫の購入 株式会社三研 2,563,000
16 特定契約 委託 優良大径材調査地の植栽準備業務及び日の出試験林支障木処理等業務委託 協同組合東京・杣人の連 9,163,000
17 特定契約 委託 TOKYO Ｘ取引に係る調査業務委託 有限会社ベネット 8,965,000
18 特定契約 購入 充実種子選別装置の購入 株式会社第一科学 6,947,600
19 特定契約 委託 東京フューチャーアグリシステム環境制御コントローラー改良及び設置委託 株式会社ダブルエム 6,875,000
20 特定契約 委託 取水機械設備保全業務委託（準備契約） 有限会社那知設備 4,180,000
21 特定契約 購入 珪藻用肥料の購入 （株）不動テトラ 2,722,500
22 特定契約 修繕 パイプハウス融雪装置の修繕 有限会社ホルトシステム 2,629,000
23 特定契約 委託 温室遠隔監視制御システム給液機能追加プログラムの作成委託 株式会社アグリONE 2,475,000
24 特定契約 委託 令和3年度へい獣等の収集・運搬及び処分業務委託【準備契約】 富士化学株式会社 2,337,500
25 特定契約 購入 令和3年度鶏初生雛雌雄鑑別手数料【準備契約】 畜産技術協会東部初生雛鑑別師会 1,760,000
26 特定契約 委託 細密画アーカイブの制作・運営業務委託 福泉株式会社 1,699,720
27 特定契約 委託 育雛鶏舎の動力コンセント増設委託 株式会社セイショウ 1,624,700
28 特定契約 委託 令和3年度少花粉スギ及び少花粉ヒノキ育苗管理委託 東京都山林種苗緑化樹生産組合 1,623,600
29 特定契約 委託 令和３年度環境制御コントローラー低コスト版の改良および点検整備委託 株式会社サカタのタネ 1,617,880
30 特定契約 購入 監視カメラシステムの購入 ティエム総業有限会社 1,547,700
31 特定契約 委託 令和3年度東京フューチャーアグリシステム適用品目拡大に関する支援業務委託 株式会社ダブルエム 1,485,000
32 特定契約 委託 令和3年度管理獣医師業務委託【準備契約】 有限会社豊浦獣医科クリニック 1,469,600
33 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入(2月分)〔単価契約〕 ㈱ゼンケイ 1,434,510
34 特定契約 借入 ホイールローダ(ZW40-5B）の再リース 三菱HCキャピタルオートリース株式会社 1,372,800
35 特定契約 委託 令和3年度搾乳装置等の保守点検整備委託【準備契約】 デラバル株式会社 1,273,580
36 特定契約 修繕 総合環境制御温室側窓カーテンシステムの改修 有限会社ホルトシステム 1,237,500
37 特定契約 購入 種豚用飼料の購入(2月分)〔単価契約〕 ㈱成瀨商店 1,191,960
38 特定契約 購入 種豚用飼料の購入(3月分)〔単価契約〕 ㈱成瀨商店 1,191,960
39 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入（9月分) ㈱ゼンケイ 937,728
40 特定契約 修繕 日立ホイールローダ(ZW40-5B)の修繕 日立建機日本株式会社 932,935
41 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入（12月分)〔単価契約〕 ㈱ゼンケイ 929,808
42 特定契約 委託 高速液体クロマトグラフ質量分析機器の保守点検 西川計測株式会社 910,800
43 特定契約 委託 令和３年度日の出試験林におけるスギ生育調査・分析委託 合同会社多摩の山守 869,000
44 特定契約 借入 ホンダフリード（八王子501の113）の再リース 三菱ｵｰﾄﾘｰｽ株式会社 868,560
45 特定契約 修繕 液体窒素製造装置の修繕 株式会社三研 848,650
46 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（12月分)〔単価契約〕 ㈱成瀬商店 846,450
47 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（12月追加分) ㈱成瀨商店 846,450
48 特定契約 購入 レギュラーガソリン他2点の購入 (有)和井田商会 831,957
49 特定契約 委託 令和3年度日の出試験林マツノザイセンチュウ病防除委託 株式会社三商 824,120
50 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（1月分)〔単価契約〕 ㈱成瀨商店 794,640
51 特定契約 借入 ホイールローダ(WA40-8)の再リース みずほリース株式会社 792,000
52 特定契約 購入 イオンクロマトグラフの消耗品の購入 ダイオテック東京株式会社 748,012
53 特定契約 委託 イオンクロマトグラフ保守業務委託 ダイオテック東京株式会社 746,900
54 特定契約 借入 正立顕微鏡及び実体顕微鏡の再リース（準備契約） オリックスレンテック株式会社 654,720
55 特定契約 購入 レギュラーガソリン他2点の購入 有限会社和井田商会 634,727
56 特定契約 委託 栽培漁業センター庁舎保全業務委託（準備契約） 株式会社オタリス 628,056
57 特定契約 委託 豚エリア・ネットワーク整備委託 神田通信機株式会社 605,000
58 特定契約 購入 レギュラーガソリン他2点の購入 和井田商会 604,477
59 特定契約 購入 Agilent製LC/MS/MS装置の真空ポンプ更新 西川計測株式会社 587,840
60 特定契約 委託 回転フォークの前面ガラス取付委託 コマツカスタマーサポート株式会社 577,500
61 特定契約 購入 放射能標準線源の購入 公益財団法人アイソトープ協会 572,000
62 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（8月分) ㈱成瀬商店 569,580
63 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（9月分) ㈱成瀬商店 569,580
64 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（10月分) ㈱成瀬商店 564,300
65 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（11月分) ㈱成瀬商店 564,300
66 特定契約 購入 レザー解析ソフトの購入 株式会社アドイン研究所 550,000
67 特定契約 委託 東京フューチャーアグリシステム純光合成速度計算検証委託 株式会社ダブルエム 550,000
68 特定契約 購入 レギュラーガソリン他2点の購入（複数単価契約）（準備契約） 和井田商会 544,670
69 特定契約 購入 種豚用飼料の購入 ㈱成瀬商店 533,280
70 特定契約 修繕 LactoScope FTAプログラム追加・改修 株式会社エヌエスピー 528,000
71 特定契約 購入 牛糞堆肥の購入（単価契約） 加藤畜産 523,600
72 特定契約 購入 地曳網の購入 有限会社さがみや 506,000
73 特定契約 購入 Milli-Q　Integral　MT5用　Milli-SATサポートプラスの購入 株式会社チヨダサイエンス 504,240
74 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入（10月分) ㈱ゼンケイ 497,662
75 特定契約 委託 青梅畜産センター（鶏舎）床暖房熱交換器循環液補充（その2） 株式会社青和施設工業所 495,000
76 特定契約 委託 通信品質データ収集システム制作委託 groxi株式会社 495,000
77 特定契約 委託 テント型堆肥舎ベルトコンベア移設 株式会社テクノ・バークシャー 478,500
78 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入（11月分) ㈱ゼンケイ 464,904
79 特定契約 委託 ゲルマニウム半導体検出器の定期点検 セイコー・イージーアンドジー株式会社 456,500
80 特定契約 委託 育雛育成舎通路壁面の断熱パネル設置委託 町田板金工業株式会社 440,000
81 特定契約 借入 三菱キャンター（八400せ6075）の再リース 三菱オートリース株式会社 422,400
82 特定契約 委託 令和3年度採穂園４号地及び無花粉スギ選抜地内維持管理作業委託 協同組合東京・杣人の連 387,200
83 特定契約 委託 シャッタースイッチの取付委託 文化シャッターサービス株式会社 379,918
84 特定契約 修繕 コンポターンRT3000の修繕 株式会社信栄 369,600
85 特定契約 委託 令和3年度Ｘ豚遺伝子型検査業務委託（単価契約）【準備契約】 一般社団法人家畜改良事業団 360,250



№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
86 特定契約 修繕 高速液体クロマトグラフの修繕 西川計測株式会社 356,400
87 特定契約 購入 シカ柵用扉の購入 株式会社伸栄 337,700
88 特定契約 委託 ふ卵舎水加熱ヒーター用コンセント増設工事 株式会社セイショウ 321,200
89 特定契約 修繕 詰所南面屋根修繕 阿部建設株式会社 310,486
90 特定契約 委託 牛のＧＲＩＡＩ遺伝子型検査委託（単価契約） 一般社団法人家畜改良事業団 308,000
91 特定契約 委託 床暖房熱交換器循環液補充 株式会社青和施設工業所 297,000
92 特定契約 修繕 フォークリフトの特定自主検査 コマツカスタマーサポート株式会社 295,372
93 特定契約 委託 ホッパー（投入口）の加工 非公表 274,285
94 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入（12月追加分) ㈱ゼンケイ 232,452
95 特定契約 借入 スズキエブリイバン（八王子480き9760）の再リース 日立キャピタルオートリース株式会社 182,160
96 特定契約 委託 令和３年度無花粉スギ選抜地内維持管理作業委託（その２） 協同組合東京・杣人の連 99,000
97 特定契約 借入 フォークリフト（FD25T)の再リース 三菱HCキャピタル株式会社 75,900
98 特定契約 委託 新施設機械警備委託 セコム株式会社 49,500
99 特定契約 借入 温水高圧洗浄機の再リース 三菱ＨＣキャピタル株式会社 30,360
100 特定契約 借入 高圧温水洗浄機の再リース 三菱HCキャピタル株式会社 14,968



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 9,210 0

経常収益 3,746,798 25,535

1,535,271 0

1,002,911 10,284

3,737,588 25,535

3,474,870 25,535

うち人件費 607,646 6,720

262,718 0

うち管理費 140,245 0

当期経常外増減額 3,472 0

125,377 0

121,905 0

0 0

12,682 0

615,493 -733

10,869,953 －

当期増加額 678,206 －

当期減少額 －

11,548,159 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

令和3年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

１　事業（施設）名

生産安定対策事業

２　事業（施設）概要

法令等に基づき行う生産者に対する経営安定対策として、「野菜価格安定対策事業」及び

「畜産振興事業」を実施

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

事業費

管理費

経常外収益

経常外費用

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

資産（期末残高）
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

該当なし

非公表案件
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 9,210 4,735

経常収益 3,746,798 267,453

1,535,271 0

1,002,911 262,420

3,737,588 262,718

3,474,870 0

うち人件費 607,646 0

262,718 262,718

うち管理費 140,245 140,245

当期経常外増減額 3,472 0

125,377 0

121,905 0

0 0

12,682 4,735

615,493 0

10,869,953 －

当期増加額 678,206 －

当期減少額 －

11,548,159 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額非公表案件

〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

No.

別紙のとおり

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

当期指定正味財産増減額

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益

法人税等（再掲）

事業費

経常外費用

経常費用

契約件名

資産（期末残高）

当期一般正味財産増減額

令和3年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

財団管理運営事業

収支

団体　計

を行う

公益財団法人東京都農林水産振興財団における各事業の円滑な遂行のための管理運営

うち 都からの委託料

項目



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借入 富士ゼロックス多摩株式会社 7,419,456

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アマノ株式会社 5,112,800

本案件は、給与・勤怠システムおよびサーバーを、クラウド対応の後継システムに移行するものである。
現在使用しているアマノ株式会社製給与・勤怠システム「ＴｉｍｅＰｒｏ-ＸＧ」のサーバーはＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ2012を平
成25年から使用しており、老朽化しているだけでなく、令和5年10月10日のマイクロソフト社延長サポート終了に合
わせリース契約が令和3年11月30日で終了するため切り替えが必須である。また、システム本体も平成14年より使用
している旧式のものであり、近年必要とされる管理業務機能等もカバーされていないため、操作性や機能面の更新
をする必要がある。
今回のシステム購入によりサーバー管理が不要となるだけでなく、操作性や機能がアップし、併せて人事労務管理
機能を追加することで事務処理の効率化をはかることができる。
本件を特定契約とする理由は、以下のとおりである。
（１）本業務は現在使用している給与・勤怠システム「ＴｉｍｅＰｒｏ-ＸＧ」からの切り替えによるバージョンアップである。
そのため本業務の履行に当たっては、既存システムの複雑な仕様、プログラム構成、運用形態等を把握した上で、
稼働中のシステムを停止することなく安全・確実かつ円滑に移行業務を行うことが必要である。また、移行後につい
ても、基本的な集計作業や給与計算などの使用方法が変わらないことが求められる。
上記業者は既存システムの内容を熟知し、新システムの設計・開発・運用業務についても全てを行っていることか
ら、当財団の業務へ影響を与えることなく既存データを安全・確実かつ円滑に移行することができる唯一の業者で
ある。
（２）ＴｉｍｅＰｒｏ－ＮＸホスティングサービスおよびＶＧ　Ｃｌｏｕｄは代理店契約を行っておらず、アマノ株式会社が唯一
の契約業者である。
以上のことから、上記業者が本業務を受託できる唯一の業者であるため、本契約の相手方として特定する。

1
「複写サービスに関する契約(立川
庁舎農業振興課外14か所)」再リー
ス(複数単価契約)(準備契約)

特命理由
本契約は、２０１８年４月１日より２０２１年３月３１日までの３年間の契約であったが、２０２１年３月３１日の満了を迎え
るにあたり、業者に依頼をして再リースが可能であるか複合機の状態を確認してもらい、複合機の状態、保守のため
の部品の調達が可能との回答があった。再リースすることによって、新たにリース契約をするより費用も抑えることが
出来るため富士ゼロックス多摩株式会社からの複合機の１年間の再リースを決定した。

No. 契約件名

2

クラウド型給与システム、就業シス
テムおよび人事労務システムの
データ移行業務委託およびライセ
ンスの購入

特命理由

No. 契約件名
５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 立川北口健診館 5,025,044

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 福泉株式会社 4,325,860

No. 契約件名

3
令和3年度　一般定期健康診断、
特殊健康診断業務委託

特命理由
①本件の実施方法は業務時間中に多数の職員が健診会場に直接赴く必要があることから、健診会場の所在地は
重要な要件の1つとし、立川庁舎より5km圏内である。
②青梅庁舎への巡回健診を行うこともできるため、業務への支障を軽減し、高い受診率を保つことができる。
③急な受診日の変更や、巡回健診から健診会場への受診場所変更にも柔軟に対応していくことができる。
④粉塵･塵埃業務従事者健診、有機りん取扱業務従事者健診、特定化学物質取扱業務従事者健診、有機溶剤取
扱業務従事者健診、情報機器健診を行うことができる。
⑤協会けんぽの補助金手続き全般を行うことができ、特定健康診断結果を協会けんぽへ直接提出することができ
る。
このように複数の条件を満たすことが必要であるが、平成30年度以降は他者が辞退し、全ての条件を満たすものが
1者に特定される状況が続いていた。
下記事業者は平成25年度から契約実績があり、的確な判断指導を行うための継続した複数年の健診結果を有して
いる。
その履行状況は良好であり、過去のデータとの比較による適切な健康管理を含め、今年度も確実な履行が期待で
きる。
また、下記事業者の有する健診会場は立川駅に近く、利便性も高い。
以上により、下記事業者を契約の相手方に特定する。

No. 契約件名

4
令和3年度東京都農林水産振興財
団ホームぺージ運用保守業務委託
（準備契約）

特命理由
　財団ホームページは令和元年９月のリニューアル時に初めてCMSを導入し、職員自らが情報更新している。本契
約受託者には、職員が対応できない不具合や、操作方法への対応が求められる。当該業者は本CMSを開発して
おり、その優位性は以下の３点である。
（１）CMSの操作、保守業務において、確実性・迅速性がある。
（２）サイトリニューアル業者選定の企画審査会では、サイト構築後の翌年度保守についても審査項目となっており、
その妥当性がすでに評価されている。
（３）令和３年度は新規事業のサブサイト構築を予定しており、本CMSを使用したサブサイトを構築することは、他業
者では不可能である。
　以上の理由から、福泉株式会社を契約相手方とする。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アマノ株式会社 3,166,900

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社大塚商会 3,059,760

No. 契約件名

5

クラウド型給与システム、就業シス
テムおよび人事労務システムの
データ移行業務委託およびライセ
ンスの購入

特命理由
本案件は、給与・勤怠システムおよびサーバーを、クラウド対応の後継システムに移行するものである。
現在使用しているアマノ株式会社製給与・勤怠システム「ＴｉｍｅＰｒｏ-ＸＧ」のサーバーはＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ2012を平
成25年から使用しており、老朽化しているだけでなく、令和5年10月10日のマイクロソフト社延長サポート終了に合
わせリース契約が令和3年11月30日で終了するため切り替えが必須である。また、システム本体も平成14年より使用
している旧式のものであり、近年必要とされる管理業務機能等もカバーされていないため、操作性や機能面の更新
をする必要がある。
今回のシステム購入によりサーバー管理が不要となるだけでなく、操作性や機能がアップし、併せて人事労務管理
機能を追加することで事務処理の効率化をはかることができる。
本件を特定契約とする理由は、以下のとおりである。
（１）本業務は現在使用している給与・勤怠システム「ＴｉｍｅＰｒｏ-ＸＧ」からの切り替えによるバージョンアップである。
そのため本業務の履行に当たっては、既存システムの複雑な仕様、プログラム構成、運用形態等を把握した上で、
稼働中のシステムを停止することなく安全・確実かつ円滑に移行業務を行うことが必要である。また、移行後につい
ても、基本的な集計作業や給与計算などの使用方法が変わらないことが求められる。
上記業者は既存システムの内容を熟知し、新システムの設計・開発・運用業務についても全てを行っていることか
ら、当財団の業務へ影響を与えることなく既存データを安全・確実かつ円滑に移行することができる唯一の業者で
ある。
（２）ＴｉｍｅＰｒｏ－ＮＸホスティングサービスおよびＶＧ　Ｃｌｏｕｄは代理店契約を行っておらず、アマノ株式会社が唯一
の契約業者である。
以上のことから、上記業者が本業務を受託できる唯一の業者であるため、本契約の相手方として特定する。

No. 契約件名

6
クラウド型ファイルサーバ運用保守
業務委託（準備契約）

特命理由
　当該事業者は、令和２年12月15日付２農振財契第1019号により締結した「クラウド型ファイルサーバ移行支援業
務委託」における移行設計及び支援業務の受託者であり、クラウドの利用及び運用保守にあたっては、一体となっ
て進める必要があることから、上記業者と契約する。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 社会保険労務士法人 東京労務 2,568,100

特命理由
　社会保険等業務は、解雇や労働条件などの労務相談や、離職時等に伴う健康保険や年金、雇用保険等手続き
を幅広く行うものであり、本業務に関する申請書等の作成及び届出等の業務を事業主に代わり行うことが出来るの
は、法により社会保険労務士のみである。
　上記法人は、東京都産業労働局監理団体である、（公財）東京観光財団、（株）東京国際フォーラムの社会保険・
労働保険事務の実績があり、政策連携団体特有の様々な職種（都派遣職員・都再任用職員・固有職員・嘱託職員
等）の複雑な保険状況を把握している。よって政策連携団体特有の本業務に対するノウハウを蓄積しており、労働
相談等においても信頼関係が最も重要であることから、上記法人へ委託する。
　また、委託業務の一部事務は職員のマイナンバーを必要とするため、財団は東京労務と特定個人情報の取扱い
に関する覚書を締結し、既に全職員と謝金等支払先のマイナンバー延800名分のデータ管理を委託している。
　マイナンバー収集管理を東京労務以外の法人に委託する場合、東京労務の依頼に応じて、財団から委託先法
人に対して、マイナンバーを東京労務宛に提供指示する事務が発生する。
　東京労務は他の東京都政策連携団体のマイナンバー収集管理の受託実績があり、安全管理体制が確保されて
いる。
　したがって、東京労務に対して社会保険事務およびマイナンバーの収集管理を一元的に委託することが最も合
理的である。

No. 契約件名

7
令和3年度社会保険・労働保険事
務業務委託及びマイナンバー収集
管理業務委託（準備契約）



令和3年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（財団管理運営事業）　別紙

№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
1 競争契約 委託 令和3年度立川庁舎本館ほか8棟建物総合管理業務委託【準備契約】 株式会社アイサービス 24,530,000
2 競争契約 工事 東京都農林総合研究センター立川庁舎擬木フェンスの更新工事 株式会社藤紋 18,700,000
3 競争契約 委託 東京都農林水産振興財団ファンクラブ企画運営業務委託 株式会社マイナビ 15,400,000
4 競争契約 委託 令和3年度立川庁舎構内清掃他業務委託【準備契約】 立山産業株式会社 5,197,500
5 競争契約 委託 令和3年度東京農林水産フェア企画運営業務委託 株式会社マイナビ 4,477,000
6 競争契約 委託 サイバーセキュリティ対策支援業務委託 株式会社筑波総合研究所 4,367,000
7 競争契約 借入 モバイル端末及びモニター等の借入（長期契約）（準備契約） 富士通リース株式会社 4,031,720
8 競争契約 委託 「懐かしの試験場」周年記念事業企画運営業務委託 福泉株式会社 3,444,738
9 特定契約 借入 「複写サービスに関する契約(立川庁舎農業振興課外14か所)」再リース(複数単価契約)(準備契約) 富士ゼロックス多摩株式会社 7,419,456 
10 特定契約 委託 クラウド型給与システム、就業システムおよび人事労務システムのデータ移行業務委託およびライセンスの購入 アマノ株式会社 5,112,800
11 特定契約 委託 令和3年度　一般定期健康診断、特殊健康診断業務委託 立川北口健診館 5,025,044
12 特定契約 委託 令和3年度東京都農林水産振興財団ホームぺージ運用保守業務委託（準備契約） 福泉株式会社 4,325,860
13 特定契約 委託 クラウド型給与システム、就業システムおよび人事労務システムのデータ移行業務委託およびライセンスの購入 アマノ株式会社 3,166,900
14 特定契約 委託 クラウド型ファイルサーバ運用保守業務委託（準備契約） 株式会社大塚商会 3,059,760
15 特定契約 委託 令和3年度社会保険・労働保険事務業務委託及びマイナンバー収集管理業務委託（準備契約） 社会保険労務士法人 東京労務 2,568,100
16 特定契約 購入 リモートアクセスツール更新ライセンスの追加購入（単価契約） 株式会社大塚商会 1,834,800
17 特定契約 委託 「楽々精算　for PCA」のライセンス更新 株式会社シンクキューブ 1,689,600
18 特定契約 委託 令和3年度立川庁舎及び農薬保管庫機械警備業務委託（準備契約） セコム株式会社 1,148,400
19 特定契約 購入 文具・日用品の購入（複数単価契約） 株式会社大塚商会 603,878
20 特定契約 委託 令和3年度給与支給明細発行サービスの業務委託（複数単価契約）（準備契約） アマノビジネスソリューションズ株式会社 586,300
21 特定契約 借入 玄関ﾏｯﾄの再ﾘｰｽ（準備契約） 株式会社ユニマットライフ 547,008
22 特定契約 委託 令和3年度とうきょう元気堆肥予約受付WEBシステム運用保守業務運用委託（準備契約） 株式会社ITS 495,000
23 特定契約 委託 令和3年度身分証明証用ICカードの作成委託（単価契約）（準備契約） アマノ株式会社 414,920
24 特定契約 委託 令和3年度特別運転講習（実技）の実施 株式会社トヨタ東京教育センタートヨタドライビングスクール東京 385,000
25 特定契約 委託 令和３年度給与支払報告書業務委託（単価契約） 社会保険労務士法人　東京労務 369,600
26 特定契約 委託 令和3年度ｱﾏﾉ社製給与事務・勤怠管理ソフト「TimePro-XG」保守委託（準備契約） アマノ株式会社 366,960
27 特定契約 借入 デスクトップパソコン９台の貸借（再リース） 井上事務機事務用品株式会社 48,708


