
（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -2,280 453

経常収益 2,905,783 171,813

1,173,369 1,768

669,965 149,840

2,908,063 171,360
2,742,763 171,360

うち人件費 501,350 29,558
165,300 0

うち管理費 120,248 0
当期経常外増減額 1,620 0

21,958 0
20,338 0

0 0
-660 453

-24,331 0

8,191,722 －

当期増加額 －

当期減少額 -194,090 －

7,997,631 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
プロポーザル委託 ㈱ITS 36,843,000
特定契約 委託 ㈱JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 27,497,880
特定契約 委託 ㈱JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 5,928,012
特定契約 委託 特定非営利活動法人GAP総合研究所336,960

件数 金額
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

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

2
東京の農林水産総合サイト制作・運営管理業務委託（準備契約）

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益
経常外費用

当期指定正味財産増減額

当期一般正味財産増減額

法人税等（再掲）

事業費

4

1

資産（期末残高）

無料情報誌「東京の農林水産業」５誌のリニューアル版の制作及び配送業務委託
3

東京の農林水産総合サイト「とうきょうの恵みTOKYOGROWN」リニューアル・運営管理業務委託

平成30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〕

後継者対策事業

項目
収支

団体　計

No.

経常費用

将来の農林水産業を担う後継者等に対し、資金貸付、各種研修への参加、

うち 都からの委託料

自主研究活動の奨励、配偶者確保の支援等を実施。

H30年度農家認証取得支援のための農業者指導業務委託

契約件名



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社JTBパブ
リッシング

27,497,880

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社JTBパブ
リッシング

5,928,012

特命理由
　上記事業者は、平成28年度に「東京の農林水産総合サイト制作・運営管理業務委託」において、プロポーザル方
式により、3ヵ年での運用（最大2回の契約更改）を前提とした委託先として選定された。
　平成29年度については契約更改を行い、現在も同業務を履行しているところであるが、平成30年度については、
平成29年度の運営管理委託の実施状況について、財団及び東京都にて協議を行った結果、平成29年度「仕様書
14その他(8)」に記載する「良好な履行」と必ずしも判断できないため、新たな企画審査を行うこととした。
　このため、次期業者が決定し、業務の引継ぎ及びサイトのリニューアルが完了されるまでの期間である、平成30年
4月～9月の運営管理委託を上記業者に特命する。

No.

3
東京の農林水産総合サイト制作・
運営管理業務委託（準備契約）

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〕
契約件名

2
無料情報誌「東京の農林水産業」5
誌のリニューアル版の制作及び配
送業務委託

特命理由
　上記事業者は、平成28年度の「東京農業情報発信事業の情報誌・PRコンテンツ制作業務委託」において、東京
の農林水産業及び農林資産物を広くPRするための無料情報誌「るるぶ特別編集東京の農林水産業23区」、「るる
ぶ特別編集東京の農林水産業北多摩」、「るるぶ特別編集東京の農林水産業西多摩」、「るるぶ特別編集東京の農
林水産業南多摩」、「るるぶ特別編集東京の農林水産業東京の島々」を制作している。
　本件は、上記5誌の企画及び構成をベースとして、同誌に掲載されている上記事業者と当財団が著作権を共同で
保有する記事（写真を含む）を適宜活用し、リニューアル版として新たに制作するものであり、上記事業者以外の者
が本件委託業務を履行することは出来ないため、上記事業者を契約者として特定する。



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -2,280 -552

経常収益 2,905,783 83,884

1,173,369 47,946

669,965 13,023

2,908,063 84,436
2,742,763 84,436

うち人件費 501,350 25,537
165,300 0

うち管理費 120,248 0
当期経常外増減額 1,620 0

21,958 0
20,338 0

0 0
-660 -552

-24,331 -22,642

8,191,722 －

当期増加額 －

当期減少額 -194,090 －

7,997,631 －

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

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成30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

経営安定対策事業

２　事業（施設）概要

農業経営の安定による生産・供給の安定と公益的機能の高い農地の保全を図る

目的で「農地と担い手マッチング事業」及び「農地保有合理化事業」を実施



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -2,280 -5,646

経常収益 2,905,783 1,170,187

1,173,369 121,835

669,965 126,340

2,908,063 1,175,833
2,742,763 1,175,833

うち人件費 501,350 81,668
165,300 0

うち管理費 120,248 0
当期経常外増減額 1,620 1,620

21,958 1,620
20,338 0

0 0
-660 -4,026

-24,331 3,868

8,191,722 －

当期増加額 －

当期減少額 -194,090 －

7,997,631 －

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

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

２　事業（施設）概要

林業の低迷により増加している手入れの行き届かない森林を整備するため、分収契約や森
林

整備協定などにより森林所有者や都市住民などと協働した事業を実施。また、スギ等の伐
採

による花粉の少ない森づくりや伐採した木材の需要拡大により林業活性化を図る。

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成30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

森林整備事業



（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 ¥34,862,400

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

¥28,031,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 20,817,000

（１）本委託の主要業務（丸太入出荷、検知（材積計測や材の質を見極める作業）及び材の仕分け）に類似する一連
の業務を行っている者は、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）多摩木材ｾﾝﾀｰ協同組合は、多摩地域の木材事情に精通し、主要な出荷先である原木市場と密接に連携して
需要に速やかに対応できることから、本委託の効率的な実施が図られる。
（３）本委託の実施にあたっては、木材市場や検知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の実施に効果的である。
（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。

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

34 平成30年度貯木場管理運営委託

特命理由

No. 契約件名

33
平成30年度とうきょう林業サポート
隊指導業務委託

No. 契約件名

35
森林循環促進事業（下刈）委託（青
梅市柚木2丁目1009番1外外18箇
所）

特命理由
　今回委託する業務は、とうきょう林業サポート隊(以下「サポート隊」という。）が活動を行うため、安全管理講習、森
林現況調査及び森林整備作業、庁舎の維持管理、技術指導及び試験林等準備、その他付帯する業務を行うもの
である。サポート隊の活動は、毎週水曜日及び土曜日に実施しており、多くの人員を配置しなければならない。ま
た、指導員は、手工具類等の操作に熟知し、かつ安全管理、指導が十分行われることが求められている。
こうした人員を多く配置することができ、かつ指導に長年の経験を生かすことの出来る職員を確保でき、業務を円滑
に安全に遂行できるのは、東京都森林組合しかない。
このことから、「とうきょ林業サポート隊の指導業務」に適している東京都森林組合を特定することとする。

特命理由
平成23年12月13日付23農振財振第807号決定の「枝打ち」等森林整備業務に関する特例３（下記参照）に該当する
ため。（対象森林について、契約相手方が森林所有者と長期間の森林管理契約を結んでいるため。）
【参考】
「枝打ち」等森林整備業務委託に関する特例
森林整備業務委託のうち次に掲げる業務については、次のとおりとすることができることとする。
（略）
３　長期受委託契約に係る森林整備業務
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。[特定契約]



（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 ¥12,528,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 ¥9,688,575

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

¥4,989,600

本委託業務は、貯木場(青梅市新町）において仕分けされた木材を「木質チップ製造施設」（奥多摩町氷川）に運搬
するものである。運搬には、貯木場のトラック使用を前提としている。また、運搬は、貯木場での集材状況、チップ製
造施設での在庫やチップ需要などにより不規則になる。加えて、貯木場での積込等にあっては、他の木材搬入や搬
出との調整も不可欠となる。このため、本委託の円滑な実施には、貯木場の管理運営を受託している多摩木材ｾﾝ
ﾀｰ協同組合が行う必要がある。

No. 契約件名

37
平成30年度木質チップ製造等業務
委託

No. 契約件名

38
平成30年度木質チップ製造施設へ
の原木運搬業務委託

特命理由

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〕

契約件名

36
平成30年度都行造林枝打ち・間伐
業務委託

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〕

特命理由
（１）木質チップ製造施設は、奥多摩町の山間部にある東京都森林組合奥多摩事務所の狭い敷地内に整備したこと
から、森林組合以外の事業者が受託した場合、委託作業と森林組合の作業とが重複し、事業の遂行に支障をきた
す恐れがあり、森林組合に委託する以外に、事業を円滑に実施することはできない。
（２）伐採事業者でもある東京都森林組合は、財団から主伐事業を数多く受託しており、木質チップの原材料となる
未利用材の搬入から製造・運搬までを一貫して実施することができる。
（３）東京都森林組合は、平成21年度から「木質チップ製造等委託」を受託しており、適正な事業運営を行っている。

各々の対象地は急勾配の地域が多く、作業も高所で行うため、安全で効率的な作業を行うにはそれぞれ現地の地
形、森林状況を熟知している必要がある。
本事業は多摩地域全域と広範囲に及び、施業箇所の規模にばらつきが大きく、個別の契約には適さない。そのため
一括での契約が望ましい。
枝打ちは適期（秋～冬）の作業が最も重要であり、年間の作業期間が制限される。そのため、短期に作業を集中して
行う必要があるが、枝打ち作業はかかる作業員の人数が多く必要なため、一定の規模の事業体が対象となる。
東京都森林組合は、枝打ち業務についての専門知識や熟練した技術を持つ事業体であり、都行造林作業につい
ても植栽準備工、植栽工、下刈り、間伐、枝打ち等の一連の業務の全てを平成10年までの50年以上都から受託して
いた実績がある。そのため造林地の所在、境界、施業履歴などの森林の状況を最も熟知している。また多摩地区各
所に支社を持ち、必要な規模の作業員を短期間で編成する事ができる。そのため各対象地までの移動時間を短縮
できるので、時間のロスが少なく、十分な作業期間を、余裕を持って確保する事ができる。
今年度は入間沢造林地内で間伐業務も計画されている。通常は別施業として設計を行うが、同一施業地であること
から一体として作業を行うことで諸経費の削減、他事業者との調整を省略し作業の効率化を図ることが出来る。
上記全ての条件を満たす事業体は東京都森林組合以外ないので、東京都森林組合との契約とする。

　

特命理由



平成30年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（森林整備事業）　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（西多摩郡檜原村8074番外） 株式会社神子沢林業 43,822,620
2 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（あきる野市戸倉字盆堀谷千ヶ沢2425番1） 沖倉木材 28,728,000
3 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（西多摩郡南郷5965番1） 合同会社髙橋林業 28,512,000

4 競争契約 委託
森林循環促進事業（植栽・下刈）委託（西多摩郡檜原村字神戸7880番
イ外)

株式会社神子沢林業 15,336,000

5 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（八王子市裏高尾町638番外） 伊藤組 15,120,000
6 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡檜原村字人里6707番イ外） 東京都森林組合 14,688,000
7 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（青梅市成木五丁目1215番外） 株式会社飛騨林産 14,472,000

8 競争契約 委託
森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（八王子市上恩方町1832番外外
1か所）

株式会社ウッディーコイケ 14,002,200

9 競争契約 委託
森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（西多摩郡檜原村下元郷5340番
1外）

東京都森林組合 10,382,904

10 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡檜原村字樋里8777番4外） 株式会社山恵 8,613,000
11 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市御岳1丁目１８４番外4箇所） 東京都森林組合 7,711,200
12 競争契約 委託 H30都行造林間伐業務委託（たきの沢） 協同組合東京・杣人の連 7,560,000
13 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市御岳1丁目１８４番外4箇所） 株式会社山恵 7,074,000

14 競争契約 委託
森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡檜原村倉掛9448番1外　外3
箇所）

東京都森林組合 6,912,000

15 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8821番1外外1箇所）

東京都森林組合 5,535,000

16 競争契約 委託
森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（西多摩郡日の出町平井字中野
2351番6外）

伊藤組 5,400,000

17 競争契約 委託
森林循環促進事業（補植）委託
（西多摩郡奥多摩町境字本谷入718番）

有限会社三幸 5,400,000

18 競争契約 委託
平成30年度多摩産材情報センター主催展示会（多摩産材利用拡大
フェア２０１８）運営等業務委託

株式会社自然堂 5,140,800

19 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡檜原村人里6769番イ外3箇所） 立山産業株式会社 5,103,000

20 競争契約 委託
森林循環促進事業（補植）委託
（青梅市畑中二丁目1018番外）

協同組合東京杣人の連 4,590,000

21 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡檜原村字樋里8802番1その 有限会社三晃園 4,309,200

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（西多摩郡奥多摩町境
字本谷入地内）

株式会社山恵 4,050,000

23 競争契約 委託
森林循環促進事業（補植）委託
（あきる野市乙津字穴場827番ハ2外）

立山産業株式会社 3,942,000

24 競争契約 委託
森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市成木三丁目1595番ツ外　外2
箇所）

株式会社東京チェンソーズ 3,699,000

25 競争契約 委託
平成30年度多摩川流域二者分收育林主伐調査等委託（1－2外6箇
所）

合同会社多摩の山守 3,888,000
26 競争契約 委託 H30都行造林間伐業務委託（おりぞこない） 東京都森林組合 3,542,400
27 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市二俣尾5丁目4番外) 有限会社三幸 2,862,000
28 競争契約 委託 H30都行造林間伐業務委託（橋沢） 株式会社山恵 2,862,000

29 競争契約 委託
森林循環促進事業（補植）委託
（八王子市上恩方町1番1外）

株式会社東京チェンソーズ 2,808,000

30 競争契約 委託 H30都行造林間伐業務委託（上宿） 一般社団法人木ノ和 2,754,000
31 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 2,700,000
32 競争契約 委託 H30都行造林間伐業務委託（本宿） 株式会社東京チェンソーズ 2,629,800
33 特定契約 委託 平成３０年度とうきょう林業ｻﾎﾟｰﾄ隊指導業務委託(準備契約） 東京都森林組合 ¥34,862,400
34 特定契約 委託 平成30年度貯木場管理運営委託(準備契約） 多摩木材ｾﾝﾀｰ協同組合 28,031,400 
35 特定契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市柚木2丁目1009番1外 外18箇 東京都森林組合 20,817,000
36 特定契約 委託 平成30年度都行造林枝打ち･間伐業務委託 東京都森林組合 12,528,000
37 特定契約 委託 平成３０年度　木質チップ製造等業務委託(準備契約） 東京都森林組合 9,688,575 
38 特定契約 委託 平成30年度木質ﾁｯﾌﾟ製造施設への原木運搬業務委託(単価契約）(準備契約） 多摩木材ｾﾝﾀｰ協同組合 4,989,600 
39 特定契約 委託 平成30年度二者分収育林標柱整備（境界ペイント）委託（2-4　外14箇所） 東京都森林組合 1,620,000
40 特定契約 委託 平成30年度二者分収育林契約地管理委託(巡視） 東京都森林組合 972,000
41 特定契約 購入 森の技術者育成研修にかかる研修用資材(丸太)の購入 青森県森林組合連合会 928,800
42 特定契約 委託 平成30年度奥多摩･武蔵野の森　シカ柵等維持管理委託 一般財団法人氷川保善会 835,455
43 特定契約 委託 平成30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　福田珠子 780,000
44 特定契約 委託 平成30年度 奥多摩･武蔵野の森 森林整備等委託 一般財団法人氷川保善会 629,296
45 特定契約 委託 平成30年度ＳＧＥＣ認証審査委託 一般社団法人日本森林技術協会 583,200
46 特定契約 委託 平成30年度林業新規就労者育成支援事業に係る安全指導業務委託 林業･木材製造業労働災害防止協会　東京都支部 548,154
47 特定契約 購入 平成30年度多摩産材情報センターの物品購入 kitokito野口省子 471,960
48 特定契約 借入 デスクトップパソコン9台の賃借（再リース） 井上事務機事務用品株式会社 351,860
49 特定契約 委託 平成30年度分収林看板撤去廃棄処分(1-14外12箇所） 東京都森林組合 290,000
50 特定契約 委託 花粉の少ない森づくり運動ＷＥＢサイト改良業務委託 ﾃﾞｻﾞｲﾝ東京事業協同組合 194,400
51 特定契約 委託 平成30年度二者分収造林契約地管理委託（巡視） 東京都森林組合 77,000



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -2,280 -1,558

経常収益 2,905,783 242,009

1,173,369 202,027

669,965 9,832

2,908,063 243,567
2,742,763 243,567

うち人件費 501,350 18,906
165,300 0

うち管理費 120,248 0
当期経常外増減額 1,620 0

21,958 0
20,338 0

0 0
-660 -1,558

-24,331 0

8,191,722 －

当期増加額 －

当期減少額 -194,090 －

7,997,631 －

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

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成30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

緑の募金・緑化推進事業

２　事業（施設）概要

緑の募金による森林の整備・街の緑化、東京を緑豊かな都市とするための苗木生産供給

事業等を実施
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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

20,644,361

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

15,097,628

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

4,427,122

　本契約は、東京都から受託している苗木生産供給事業本事業のうち、苗木の育成開始時における幼苗の購入に
ついての契約である。
　本事業で購入する苗木は、一般市場では流通の極めて少ない幼苗を植栽した状態で購入するものであり、また、
購入する幼苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　幼苗を生産している農業協同組合は都内各地に点在しており、納品にあたっては財団指定場所（栽培ほ場）へ指
定する樹種・品種・本数を集約するとともに、搬入ほ場への運搬日程等を調整し、円滑かつ効率的に行うことが求め
られる。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は、都内農業協同組合の経済部門の指導機関であり、購入した幼苗の植
栽から購入までの指導や購入後の枯損発生時の補植対応が可能な機関である。
　以上の特性から、幼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

3 苗木の購入（12月購入分）（複数単価契約）

特命理由
　本契約は、東京都から受託している苗木生産供給事業本事業のうち、苗木の育成開始時における幼苗の購入に
ついての契約である。
　本事業で購入する苗木は、一般市場では流通の極めて少ない幼苗を植栽した状態で購入するものであり、また、
購入する幼苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　幼苗を生産している農業協同組合は都内各地に点在しており、納品にあたっては財団指定場所（栽培ほ場）へ指
定する樹種・品種・本数を集約するとともに、搬入ほ場への運搬日程等を調整し、円滑かつ効率的に行うことが求め
られる。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は、都内農業協同組合の経済部門の指導機関であり、購入した幼苗の植
栽から購入までの指導や購入後の枯損発生時の補植対応が可能な機関である。
　以上の特性から、幼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。

　本契約は、東京都から受託している苗木生産供給事業本事業のうち、苗木の育成開始時における幼苗の購入に
ついての契約である。
　本事業で購入する苗木は、一般市場では流通の極めて少ない幼苗を植栽した状態で購入するものであり、また、
購入する幼苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　幼苗を生産している農業協同組合は都内各地に点在しており、納品にあたっては財団指定場所（栽培ほ場）へ指
定する樹種・品種・本数を集約するとともに、搬入ほ場への運搬日程等を調整し、円滑かつ効率的に行うことが求め
られる。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は、都内農業協同組合の経済部門の指導機関であり、購入した幼苗の植
栽から購入までの指導や購入後の枯損発生時の補植対応が可能な機関である。
　以上の特性から、幼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

2 苗木の購入（9月購入分）（複数単価契約）

特命理由

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 苗木の購入（3月購入分）（複数単価契約）

特命理由
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入
群馬県森林組合
連合会

4,017,6004 可搬式大型緑化コンテナの購入

特命理由
平成30年度東京都苗木生産供給事業の委託に係る可搬式コンテナの購入について（平成31年2月6日付30産労
農振第2386号）により、東京都から可搬式緑化コンテナの購入指示があった。本指示に指定のある可搬式大型緑
化コンテナは、製造販売している業者が、群馬県森林組合連合会以外にないため、契約先を指定する。
なお、本仕様の可搬式緑化コンテナは、「可搬式コンテナ緑化技術」の実証試験において、農林総合研究センター
が群馬大学等と共同研究にて開発したものである。

No. 契約件名



平成30年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（緑の募金・緑化推進事業）　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 特定契約 購入 苗木の購入（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

20,644,361

2 特定契約 購入 苗木の購入（9月購入分）（複数単価契約） 全国農業協同組合連合会東京本部 15,097,628
3 特定契約 購入 苗木の購入（12月購入分）（複数単価契約） 全国農業協同組合連合会東京本部 4,427,122
4 特定契約 購入 可搬式大型緑化コンテナの購入 群馬県森林組合連合会 4,017,600
5 特定契約 委託 平成30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) 東京都植木農業協同組合 852,579
6 特定契約 委託 平成30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 東京都植木農業協同組合 584,850
7 特定契約 委託 平成30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 東京みどり農業協同組合 449,928
8 特定契約 借入 自動車（スズキﾜｺﾞﾝＲ）の再リース（準備契約） 住友三井ｵｰﾄサービス株式会社 340,848
9 特定契約 委託 平成30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) 西東京農業協同組合 238,476
10 特定契約 委託 平成30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 東京むさし農業協同組合 224,964
11 特定契約 委託 平成30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) 八王子市農業協同組合 173,847
12 特定契約 委託 平成30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 東京みらい農業協同組合 112,482
13 特定契約 委託 平成30年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（1月新規委託分） 八王子市農業協同組合 76,683
14 特定契約 委託 平成30年度苗木生産供給事業における支柱の設置委託(12月購入分) 東京都植木農業協同組合 66,156
15 特定契約 委託 平成30年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（1月新規委託分） 東京都植木農業協同組合 62,013
16 特定契約 委託 平成30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 西東京農業協同組合 56,241
17 特定契約 委託 平成30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 西多摩農業協同組合 56,241
18 特定契約 委託 平成30年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（1月新規委託分） 東京むさし農業協同組合 26,037
19 特定契約 委託 平成30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 八王子市農業協同組合 22,491



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -2,280 1,191

経常収益 2,905,783 1,038,551

1,173,369 799,792

669,965 196,489

2,908,063 1,037,360
2,742,763 1,037,360

うち人件費 501,350 339,841
165,300 0

うち管理費 120,248 0
当期経常外増減額 1,620 0

21,958 20,338
20,338 20,338

0 0
-660 1,191

-24,331 -655

8,191,722 －

当期増加額 －

当期減少額 -194,090 －

7,997,631 －

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

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成30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



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入
株式会社MAC
フィールド

4,147,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
有限会社那知設
備

4,104,000

栽培漁業センターでは、アワビ、サザエ及びトコブシ種苗を通年飼育している。飼育水の確保、安定供給なくして
は、生産種苗が斃死するなど、種苗生産業務に重大な影響を与えることになる。
経年による施設の老朽化が進む中で、事故を未然に回避し、健全種苗の生産を達成するためには、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。
当センターの飼育水の循環系統には、特殊な設備が多く、財団職員が施設の運用管理を行う上で、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。
当センター施設の取水ポンプをはじめ飼育水の循環系統の特殊な設備は、特別注文により製作されたものを数多
く含んでいる。
上記業者は、平成19年度に東京都が発注した当センターの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、当センター(財団）が発注した取水設備工事等についての実績もある。
よって、当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。

栽培漁業センターでは、アワビ、サザエ及びトコブシ種苗を通年飼育している。稚貝は、水槽内の培養板等に繁茂
する珪藻類を主な餌として成長する。しかし、貝の成長に伴う摂餌量の増加により、餌の供給量は不足してくる。ま
た、自然界と違う水槽内という限られた環境の中では、十分な栄養摂取が困難であり、稚貝の成長等に影響を及ぼ
すことになる。このため、当センターでは、市販の稚貝用配合飼料を使用し、人為的に餌の供給量の増加を図って
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市販の稚貝用配合飼料については、対象の貝種
や飼育場所の海水温等飼育環境により、種苗性や成長速度等の効率が異なる。また、販売各社の配合飼料の成
分等についての詳細な情報の入手は困難である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このため、当センター
の稚貝用配合飼料の購入にあたっては、市販の配合飼料の飼育結果を検討し、当センターの条件に適合する飼
料を選定する必要がある。
当センターでは平成20年度に、3社の市販配合飼料を使用した比較飼育試験を行い、適正配合飼料の選定を行っ
た。　　　　　　　　　　本試験の結果から、生存率及び成長において最適であると判断されたA者が当該指定業者で
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該配合飼料は、稚貝の成長に応じたサイズが用意されており、餌付けから大
型までを対象に、効率的な給餌を行うことができる。
以上の理由から、製造･販売元の上記業者を指名する。

No. 契約件名

18 取水機械設備保全業務委託

特命理由

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

17 配合飼料の購入

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社アグリONE 3,732,480

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入
株式会社不動テト
ラ

3,564,000

No. 契約件名

19
平成30年度温室遠隔監視制御シ
ステムプログラム作成及び試験用
サーバー構築委託

特命理由
栽培漁業センターでは、アワビ、サザエ及びトコブシ種苗を通年飼育している。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。この珪藻類の栄養要求の主体は、塩として供給
される無機質であり、その生育において重要な要素となっている。この塩の供給は従来、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。しかし、溶解作業が煩雑で、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に、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が用いられ、水槽内に入れておくだけで
自然に溶出し、窒素、リン及びケイ素を供給できる手軽な固形型肥料であり、誰でも簡単に契藻類の培養を行うこと
ができる。3ヶ月の溶出型なので、使用期間も長期にわたり、また、珪藻類の繁殖も良好である。
このような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、また、人件費等の経費節減を行う上でｋ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。

・ 東京都受託事業「平成３０年度東京農業先進技術活用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「東京型統合環境制御生産システム」（以下、東京型
システム）を普及拡大するため、新たにＩＣＴを活用した施設管理の省力化技術の開発として遠隔監視制御システム
の構築を行うこととなっている。
 
・ 東京型システムの中核となる環境制御コンピューターは，従来の環境制御手法である設定値によるON-OFF制御
とは異なり，植物生理モデルを使用した日射量基準のリアルタイム制御で，常に植物の最適環境を創出するもの
で，高い生産性を実現している。この仕組みを取り入れているシステムは，国内では「株式会社ダブルエム」社製の
「DM-ONE」のみである。東京型システムで使用しているコンピューターは「DM-ONE」を基礎に改良を加えた独自
仕様となっている。
 
・ 遠隔監視制御システムは、東京型システムの中核となる環境制御コンピューターと密接に連動するものであり、内
部仕様を詳細に把握した上で開発にあたる必要があるが、「DM-ONE」の内部仕様については企業秘密に係わるこ
とから開示されていない。

・ 株式会社アグリＯＮＥは株式会社ダブルエムと業務提携契約を締結しており、「DM-ONE」の内部仕様について
の情報を共有している。

・ 株式会社アグリＯＮＥは農業･農産物及び食品関連システムの設計、開発及び販売を手がけており、温室見守り
サービスや生産者向け栽培管理サービス等において開発実績を有する。

・ 以上の理由により、株式会社アグリワンは，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、当該企業を特命するものである。

No. 契約件名

20 珪藻用肥料の購入



平成30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 借入 自走式堆肥攪拌機の賃借（長期継続契約） 株式会社信栄 34,643,340
2 競争契約 借入 液体クロマトグラフ質量分析計の賃借 日立キャピタル株式会社 20,405,520
3 競争契約 借入 乳成分測定器の賃借（長期継続契約） ニッセイ・リース株式会社 8,988,360
4 競争契約 委託 平成30年度PCR検査（PED）委託（単価契約）（準備契約） エス・エム・シー株式会社 8,294,400
5 競争契約 購入 クレーン付トラックの購入 フジックス有限会社 7,163,512
6 競争契約 委託 平成30年度奥多摩さかな養殖センター建物管理委託（準備契 株式会社星光 6,447,600

7 競争契約 委託
平成30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 5,583,600

8 競争契約 修繕 平成30年度温室修繕整備 有限会社エヌアイシステム 4,935,600
9 競争契約 購入 高速液体クロマトグラフ 竹田理化工業株式会社 3,834,000
10 競争契約 購入 ３本ロールミルの購入（その２） アイメックス株式会社 3,715,200
11 競争契約 購入 アミノ酸分析試料調整基本機器一式の購入 アズサイエンス株式会社 3,578,158
12 競争契約 委託 紫外線殺菌装置保全業務委託 株式会社マツイ 3,337,200

13 競争契約 委託
奥多摩さかな養殖センター地下水開発調査
（電気探査）業務委託

平塚地質株式会社 3,110,400

14 競争契約 委託 貝類飼育用器材の製作委託 株式会社樟陽商会 2,989,332
15 競争契約 修繕 ガラス温室の修繕 株式会社山本産業 2,916,000
16 競争契約 購入 純水・超純水製造装置の購入 株式会社チヨダサイエンス 2,667,600
17 特定契約 購入 配合飼料の購入（複数単価契約） 株式会社MACフィールド 4,147,200
18 特定契約 委託 取水機械設備保全業務委託 有限会社那知設備 4,104,000
19 特定契約 委託 Ｈ30温室遠隔監視制御システムプログラム作成及び試験用サーバー構築委託 株式会社アグリONE 3,732,480
20 特定契約 購入 珪藻用肥料の購入 株式会社不動テトラ 3,564,000
21 特定契約 委託 平成30年度ふるさとの杜活力調査事業の委託 東京樹木医会 2,250,720
22 特定契約 委託 平成30年度へい獣等の収集・運搬及び処理委託（単価契約）【準備契約】 富士化学株式会社 1,706,400
23 特定契約 委託 平成30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 1,554,574
24 特定契約 委託 平成30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 1,442,880
25 特定契約 修繕 横型ロータリー式攪拌機修繕 株式会社テクノ・バークシャー 1,350,000
26 特定契約 その他 平成30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協会 1,296,000
27 特定契約 購入 牛糞堆肥の購入（単価契約） 加藤畜産　加藤雅孝 1,285,200
28 特定契約 委託 平成30年度日の出林業試験林維持管理委託（その2） 協同組合東京・杣人の連 1,188,000
29 特定契約 購入 繁殖豚（ﾄｳｷｮｳX）飼料の購入 株式会社成瀬商店 870,912
30 特定契約 購入 繁殖豚（ﾄｳｷｮｳX）飼料の購入 株式会社成瀬商店 870,912
31 特定契約 委託 平成30年度日の出林業試験林維持管理委託 協同組合東京・杣人の連 851,040
32 特定契約 購入 繁殖豚（トウキョウX）飼料の購入 株式会社　成瀬商店 847,584
33 特定契約 修繕 攪拌機の修繕 株式会社トーチク 819,568
34 特定契約 購入 可搬式コンテナベンチの購入 群馬県森林組合連合会 799,200
35 特定契約 委託 高速アミノ酸分析計の保守点検委託 株式会社日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 784,760
36 特定契約 購入 リース備品の購入（原子吸光光度計外２点） オリックス・レンテック株式会社 784,512
37 特定契約 委託 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 783,000
38 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 766,454
39 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX(豚)指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 755,438
40 特定契約 修繕 キャピラリー電気泳動システムの修繕 西川計測株式会社 755,973
41 特定契約 委託 Ｈ30採種園・採穂園の育成管理及び種子採取業務等の委託 協同組合東京・杣人の連 724,680
42 特定契約 購入 ウィノワー（風選機）の購入 株式会社イース 702,000
43 特定契約 委託 ブルーベリー育成系統の三鷹市における栽培管理委託（単価契約）（長期継続契約）（準備契約） 吉野康雄 700,000
44 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 692,485
45 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 642,816
46 特定契約 委託 ブルーベリー育成系統の日野市における栽培管理委託（単価契約）（長期継続契約）（準備契約） 阿川　希 600,000
47 特定契約 委託 平成30年度採種園・採穂園の育成管理及び種子採取業務等の委託（下刈り） 協同組合東京・杣人の連 589,680
48 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX (豚)指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 571,439
49 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 566,578
50 特定契約 購入 トウキョウX指定飼料購入 株式会社　ゼンケイ 555,401
51 特定契約 借入 三菱キャンターDX（八400せ6075)再リース 三菱オートリース株式会社 508,032
52 特定契約 委託 第38回「木と暮しのふれあい展」におけるキャラクターショーの委託 東映株式会社 540,000
53 特定契約 修繕 日立ホイールローダキャビン後部ガラス等修繕 日立建機日本株式会社 506,761
54 特定契約 購入 夏花の購入 花き産地間連携生産協議会 502,200
55 特定契約 委託 排水処理施設 膜分離装置分解洗浄委託 共和メンテナンス株式会社 502,200
56 特定契約 購入 純水製造装置Milli-SATサポートプラスの購入 株式会社池田理化 494,640
57 特定契約 委託 平成30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 483,300
58 特定契約 購入 子豚用保温ﾏｯﾄ外2点 株式会社ファインテック 453,600
59 特定契約 委託 ブルーベリー育成系統の小平市における栽培管理委託（単価契約）（長期継続契約）（準備契約） 島村速雄 450,000
60 特定契約 修繕 ミルキングパーラーの修繕 ﾃﾞﾗﾊﾞﾙ株式会社 437,616
61 特定契約 購入 繁殖豚（トウキョウX）飼料の購入 株式会社成瀬商店 435,456
62 特定契約 購入 繁殖豚（ﾄｳｷｮｳX）飼料の購入 株式会社成瀬商店 435,456
63 特定契約 購入 繁殖豚(ﾄｳｷｮｳX)飼料の購入 株式会社成瀬商店 435,456
64 特定契約 購入 繁殖豚（ﾄｳｷｮｳX）飼料の購入 株式会社成瀬商店 435,456
65 特定契約 購入 繁殖豚（ﾄｳｷｮｳX）飼料の購入 株式会社成瀬商店 435,456
66 特定契約 購入 繁殖豚（ﾄｳｷｮｳX）飼料の購入 株式会社成瀬商店 435,456
67 特定契約 購入 繁殖豚（トウキョウX）飼料の購入 株式会社　成瀬商店 423,792
68 特定契約 購入 繁殖豚（トウキョウX）飼料の購入 株式会社　成瀬商店 423,792
69 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 421,200
70 特定契約 委託 可搬式大型コンテナのミスト装置メンテナンス委託 株式会社いけうち 413,424
71 特定契約 修繕 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄにおける可搬式大型ｺﾝﾃﾅの灌水とミストの配管修繕 株式会社いけうち 410,400



№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
72 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 383,227
73 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 383,227
74 特定契約 購入 トウキョウX指定飼料購入 株式会社ゼンケイ 380,959
75 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX(豚)指定飼料の購入 株式会社ゼンケイ 380,959
76 特定契約 購入 トウキョウX指定飼料購入　【準備契約】 株式会社　ゼンケイ 370,267
77 特定契約 購入 トウキョウX指定飼料購入 株式会社　ゼンケイ 370,267
78 特定契約 修繕 サイロクレーン誤作動調査及び電線交換 有限会社岡本製作所 309,755
79 特定契約 修繕 フォークリフト（02-6FGL15・02-8FD25）の特定自主検査 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 299,851
80 特定契約 修繕 ジョブサン（3SDK4）の特定自主検査 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 297,950
81 特定契約 修繕 横型ロータリー式発酵機年次メンテナンス 株式会社テクノ・バークシャー 289,008
82 特定契約 委託 平成31年度緑化運動ポスター原画･標語募集に係る業務委託 社会福祉法人東京コロニー 288,875
83 特定契約 修繕 避難口誘導灯交換修繕 有限会社野村防災設備 270,000
84 特定契約 購入 複写サービスに関する契約（単価契約） リコージャパン株式会社 246,240
85 特定契約 委託 植物ウイルス（TYLCV）の検出及び接種試験委託 株式会社インプランタイノベーションズ 243,000
86 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 217,080
87 特定契約 その他 遺伝子解析装置の再リース契約について 日立キャピタル株式会社 201,916
88 特定契約 委託 可搬式大型コンテナの改修に係る委託 群馬県森林組合連合会 196,560
89 特定契約 修繕 高所作業車（多摩800せ9366）の修繕 株式会社立川ヂーゼルオートサービス 160,920
90 特定契約 その他 嫌気性菌培養装置の再リース契約について ＪＡ三井リース株式会社 122,731
91 特定契約 その他 窒素分析装置の再リース契約について ＪＡ三井リース株式会社 119,076
92 特定契約 その他 テーブルサイレントカッター外2点の再リース契約について 日立キャピタル　株式会社 118,843
93 特定契約 その他 脂肪抽出器の再リース契約について ニッセイ・リース株式会社 96,757
94 特定契約 修繕 炭素窒素分析装置の修繕 ヤナコテクニカルサイエンス株式会社 91,584
95 特定契約 その他 脂肪抽出器の再リース契約について ＪＡ三井リース株式会社 87,868
96 特定契約 借入 フォークリフトＦＤ２５Ｔの再リース 三菱ＵＦＪリース株式会社 74,520
97 特定契約 購入 香りシクラメン培養苗の購入（単価契約） 株式会社インプランタイノベーションズ 69,120
98 特定契約 その他 分光光度計の再リース契約について ＪＡ三井リース　株式会社 68,532
99 特定契約 その他 遠心機の再リース契約 JA三井リース株式会社 47,822
100 特定契約 借入 温水高圧洗浄機の再リース【準備契約】 日立キャピタル株式会社 29,808
101 特定契約 その他 顕微鏡撮影装置の再リース契約について 日立キャピタル株式会社 29,230
102 特定契約 その他 中央処理装置及びディスプレイ装置の再リース契約について ニッセイ・リース株式会社 27,766
103 特定契約 その他 分光光度計の再リース契約について 日立キャピタル　株式会社 25,401
104 特定契約 借入 高圧温水洗浄機の再リース 三菱ＵＦＪリース株式会社 14,696
105 特定契約 その他 処理判断検査器（GCデータ解析装置）の再リース契約について ＪＡ三井リース株式会社 14,592



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -2,280 0

経常収益 2,905,783 30,206

1,173,369 0

669,965 9,722

2,908,063 30,206
2,742,763 30,206

うち人件費 501,350 5,840
165,300 0

うち管理費 120,248 0
当期経常外増減額 1,620 0

21,958 0
20,338 0

0 0
-660 0

-24,331 -4,579

8,191,722 －

当期増加額 －

当期減少額 -194,090 －

7,997,631 －

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

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成30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



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -2,280 3,833

経常収益 2,905,783 169,133

1,173,369 0

669,965 164,719

2,908,063 165,300
2,742,763 0

うち人件費 501,350 0
165,300 165,300

うち管理費 120,248 120,248
当期経常外増減額 1,620 0

21,958 0
20,338 0

0 0
-660 3,833

-24,331 -323
8,191,722 －

当期増加額 －

当期減少額 -194,090 －
7,997,631 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

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

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

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成30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

財団管理運営事業

２　事業（施設）概要

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
営を

行う

別紙のとおり



平成30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 購入
複写サービスに関する契約（立川農業振興課外14か所）（複数単価契約）（長期継続
契約）（準備契約）

富士ゼロックス株式会社 21,853,668

2 競争契約 委託 平成30年度一般定期健康診断、特殊健康診断業務委託（複数単価契約） 医療法人社団進興会立川北口健診館 5,224,014
3 競争契約 委託 平成30年度立川庁舎産業廃棄物収集運搬処分業務委託（複数単価契約）（準備契約） 株式会社田邉商店 2,671,920
4 特定契約 借入 LAN接続用パソコン及びサーバー機器の賃借（再リース） ㈱富士通リース 4,419,096
5 特定契約 委託 H30社会保険・労働保険事務業務委託（準備契約） 社会保険労務士法人東京労務 912,600
6 特定契約 委託 H30マイナンバー収集管理業務委託（複数単価契約）（準備契約） 社会保険労務士法人東京労務 712,800
7 特定契約 委託 H30年度給与支給明細発行サービスの業務委託（単価契約）(準備契約） アマノビジネスソリューションズ㈱ 554,904
8 特定契約 委託 H30年度運転講習業務委託（単価契約） ㈱トヨタ東京教育センタードライビングスクール東京486,000
9 特定契約 委託 平成30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 328,320
10 特定契約 委託 H30年度アマノ社製給与事務・勤怠管理ソフト「TimePro-XG」保守委託契約（準備契約）㈱アマノ 324,648
11 特定契約 借入 LAN接続用パソコン１３台の賃借（再リース） 井上事務機事務用品㈱ 304,944
12 特定契約 委託 H30年度身分証明書用ICカードの作成委託（単価契約）(準備契約） アマノ㈱ 245,160
13 特定契約 借入 就業・給与管理システム用サーバの賃借（再リース） 日立キャピタル㈱ 186,624
14 特定契約 委託 H30破傷風予防接種の業務委託青梅 青梅市立総合病院 106,040


