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うち本事業
当期経常増減額 1,728 5,179

経常収益 2,877,808 2,447,682

2,041,488 2,041,488

406,194 406,194

2,876,080 2,442,503
2,812,211 2,380,079

うち人件費 527,322 459,684
63,869 62,424

うち人件費 51,821 51,354
当期経常外増減額 △ 380 △ 380

0 0
380 380

2,599 0
△ 1,250 4,799
△ 2,798 0

2,169,426 －

当期増加額 253,428 －

0 －

当期減少額 △ 56,995 －

2,365,859 －

うち 都からの補助金等

経常外収益
経常外費用

資産（期末残高）

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）

経常費用
事業費

うち 都からの補助金等

管理費

法人税等（再掲）

働く意欲のある都民への雇用就業相談、講習、能力開発支援、並びに高年齢者のいきが
い・社会参加支援

【本事業に含まれる都からの補助金等】
⑤公益財団法人東京しごと財団補助金

【都との特命随意契約等の概要】
①指定管理者として、東京都や国などの関係機関との連携による総合的な就業支援並び
に各年齢層の求職者を対象とした就業相談やｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等雇用就業に関する一体的
なサービスの実施
②都が実施する中小企業障害者雇用支援助成対象企業に対する巡回相談等の支援
③民間機関等を活用した障害者への多様な委託訓練の実施
④当該事業による職業訓練修了者で未就職者への就職支援

【都からの交付を受けた補助金等に係る事業の概要】
⑤区市町村ごとに設置されたシルバー人材センターの支援等により、高齢者の就労を通じ
たいきがい・社会参加の促進並びに障害者の一般就業に向けた普及啓発、職場体験実
習、東京ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁによる職場定着支援などの総合ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業の実施

平成２３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）

うち 都からの委託料

項目

雇用就業・いきがい就労支援事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
①平成23年度東京都しごとセンターの管理運営に関する基本協定
②中小企業障害者雇用支援助成事業における訪問相談事業委託
③障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業委託
④東京都就職チャレンジ支援事業相談室管理運営業務委託（平成23年８月末事業終了）

収支

団体　計
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契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 ㈱パソナ 488,150,000

競争契約 委託 ㈱インテリジェンス 270,000,000

競争契約 委託 ㈱日本マンパワー 232,620,045

競争契約 委託
（社福）東京都知的障
害者育成会

182,490,000

競争契約 委託
全協ビル管理連合協
同組合

97,650,000

特定契約 東京電力㈱ 54,137,038

競争契約 委託
ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ･ﾄﾞﾚｰｸ･ﾋﾞｰ
ﾑ･ﾓﾘﾝ㈱

26,775,000

競争契約 委託 国際警備㈱ 25,175,565

競争契約 委託 ㈱メディカルアソシア 18,492,000

独占契約 東京ガス㈱ 16,049,837

競争契約 委託 ㈱新東美装 15,162,000

競争契約 委託 ㈱ジェイブリーズ 12,600,000

競争契約 委託
NPO法人「育て上げ」
ﾈｯﾄ

12,127,600

競争契約 委託 ㈱日本マンパワー 11,496,450

特定契約 委託
医療法人社団こころと
からだの元気プラザ

9,578,562

特定契約 委託 ㈱日立ビルシステム 9,021,600

独占契約 東京都水道局 7,031,459

競争契約 委託
（社福）東京都知的障
害者育成会

5,700,000

競争契約 委託 ﾋﾟｼﾞｮﾝﾊｰﾂ㈱ 5,493,369

特定契約 東日本電信電話㈱ 3,907,142

特定契約 委託
日立情報システムズ㈱
（現：㈱日立システム
ズ）

3,726,450

特定契約 賃借
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
㈱

3,704,400

特定契約 委託
(公財)東京都道路整備
保全公社

3,689,853

特定契約 委託
公認会計士事務所
公認会計士岡部雅人

3,591,000

特定契約 工事 須賀工業㈱ 3,518,550

東京都しごとセンターにおける中高年者等
の雇用就業支援業務委託

東京都しごとセンター若年者向けｶｳﾝｾﾘﾝ
ｸﾞ・ｾﾐﾅｰ等業務委託

平成23年度東京都しごとセンター多摩にお
ける雇用就業支援等の業務委託

平成23年度東京ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ職場定着支援事
業 業務の委託

東京しごとセンター建物等設備管理及び保
守業務委託

電気需給契約

｢東京都しごとセンターにおける女性の雇用
就業支援業務」の委託

東京しごとセンター建物等警備及び総合案
内業務委託

東京都就職ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援事業雇用就業業
務（区部）業務委託

ガス需給契約

東京しごとセンター建物等清掃業務委託

東京都しごとセンターパソコン関連講座の運
営委託

就活アプローチ事業業務の委託

ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援事業雇用就業業務（市町村
部）業務委託

24

25

23

23年度職員健康診断

昇降機保守業務委託

上下水道

平成23年度東京ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ人材養成研修事
業 業務の委託

東京都しごとセンター託児室運営委託契約
（単価契約）

電話

新しごとセンターシステム保守委託

人材開発コース・能力開発コース等講習用
パーソナルコンピュータ等の借入れ（準備契
約）

東京しごとセンター業務用駐車場管理運営
委託

平成23年度（公財）東京しごと財団に関する
外部監査（期中監査）業務の委託（概算契
約）

中層系統貯湯槽更新工事

22

18

19

15

16

17

20

21

4

5

12

13

14

9

10

11

1

2

6

7

8

3

契約件名
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.
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特定契約 委託
(公財)東京都中小企業
振興公社

3,434,491

競争契約 委託 ㈱インテリジェンス 2,700,000

特定契約
エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ㈱

2,619,302

特定契約 工事 ㈱日立ビルシステム 2,488,500

特定契約 工事 ＴOTOﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱ 2,467,500

特定契約 委託
シャープシステムプロダ
クト㈱

2,366,280

特定契約 委託 ﾋﾟｼﾞｮﾝﾊｰﾂ㈱ 2,330,193

特定契約 委託
公認会計士事務所
公認会計士岡部雅人

2,294,250

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 2,126,250

特定契約 委託 ㈱日立情報ｼｽﾃﾑｽﾞ 1,767,675

特定契約 委託 ｼｬｰﾌﾟｼｽﾃﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ㈱ 1,701,000

特定契約 工事 ㈱熊谷組 1,627,500

特定契約 委託 ㈱パイプドピッツ 1,512,000

特定契約 委託
上村公認会計士事務
所
公認会計士　上村恒雄

1,470,000

特定契約 賃借 ㈱カントー 1,301,160

特定契約 委託
アイエックス・ナレッジ
㈱

1,197,000

特定契約 委託
㈱ジェイアール東日本
企画

1,058,400

特定契約 賃借 昭和リース㈱ 1,031,940

特定契約 工事 寺岡ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱ 945,000

特定契約 委託 ㈱日本ケアプラザ 940,000

特定契約 委託
檜垣綜合法律事務所
弁護士　檜垣直人

895,230

特定契約 委託
上村公認会計士事務
所
公認会計士　上村恒雄

895,230

特定契約 委託 ㈱日立情報ｼｽﾃﾑｽﾞ 849,450

特定契約 工事 大明㈱ 810,390

特定契約 委託 ㈲ｱﾄﾞﾚｽ 809,550

48
新しごとｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ端末（増員分）の設定
委託

49 電話回線自動音声案内設備（1.2.3.5階）

50
ｾﾝﾀｰHPの一部改修（緊急就職支援事業新
着ｲﾍﾞﾝﾄ情報等の追加）

45
平成23年度中小企業向け人材開発ｺｰｽ（高
年齢者のための就職支援講習）「実践的ﾍﾙ
ﾊﾟｰ2級①及び②」の事務委託

46

47

平成23年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業運営に
関する法律相談業務委託

平成23年度公益法人制度改革に係るシル
バー人材センター会計指導業務委託

42
平成23年度　JR国分寺駅サインボード広告
の掲出委託

43 サーバー機の借上げ（PCA用ｻｰﾊﾞ）

44
しごとｾﾝﾀｰ1階自動扉駆動装置等交換工
事

39
平成23年度会計実務指導の実施及び業務
委託の締結

40
東京しごとセンター多摩事務用端末等の賃
借について（財務規程第45条第1項による
長期継続契約）

41
しごと検索ｼｽﾃﾑの運用に係るﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰ
ﾊﾞ等の利用及び専用回線等の運用管理契
約

36 高年齢者就業情報システムの改修委託

37 6階アルミ水切補修工事

38 電子メール配信等のＡＳＰサービスの利用

33
平成22年度（財）東京しごと財団に関する外
部監査（期末監査）業務の委託

34
新システムサーバ及び端末機等の借入(長
期継続契約）　増員分

35 「東京しごとセンターｼｽﾃﾑ」改修

30

31

32
東京都しごとセンター託児室運営委託契約
（単価契約）

東京しごとｾﾝﾀｰ昇降機かご上ｴｱｺﾝ取替工
事

ﾄｲﾚ設備及び水石鹸付自動水栓部品交換
工事

26 起業創業相談等の業務委託契約

27

28

29

はつらつ(高齢)ｼｽﾃﾑの保守委託

「東京しごとｾﾝﾀｰ若年者向けｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
事業における受入企業への謝礼支払｣の業
務委託

電話
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特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 786,240

特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 766,080

特定契約 委託
労働保険事務組合東
京経営福祉協会

756,000

特定契約 工事 ㈱熊谷組 735,000

特定契約 委託 東京商工会議所 682,500

特定契約 委託 東京商工会議所 682,500

特定契約 委託 東京商工会議所 682,500

特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 665,280

特定契約 委託 ㈲ｱﾄﾞﾚｽ 659,400

特定契約 賃借 ㈱カントー 633,780

特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 624,960

特定契約 委託 ﾌｧｰｽﾄｻｰﾊﾞｰ㈱ 604,590

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 595,476

特定契約 賃借 ㈱カントー 578,340

特定契約 物品購入
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰ
ｼｮﾝｽﾞ㈱

542,430

特定契約 工事 大明㈱ 541,800

特定契約 委託
㈱キョウエイアドイン
ターナショナル

500,220

特定契約 工事 ㈱熊谷組 472,500

特定契約 工事 ㈱熊谷組 472,500

特定契約 賃借 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 423,990

特定契約 委託 ㈱カントー 409,500

特定契約
NPO法人ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝ
ｸﾞ協会

367,500

特定契約 賃借 ㈱カントー 352,800

特定契約 物品購入
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰ
ｼｮﾝｽﾞ㈱

347,445

特定契約 賃借 ㈱カントー 343,98075
事務局用ファクシミリの賃借及び保守消耗
品供給

72
職員派遣研修「ｷｬﾘｱ・ｶｳﾝｾﾗｰ養成ｺｰｽ」の
実施内容変更

73
ネットワーク機器(ファイアーウォール機能付
ルーター)の賃借（準備契約）

74 委託訓練班用複写機消耗品供給

69 6階EPS内柱の補修及び屋外階段改修工事

70
しごとセンター課複写サービスに関する契
約（複数単価契約）

71
しごとｾﾝﾀｰ飯田橋事務用ﾈｯﾄﾜｰｸ及びしご
とｾﾝﾀｰ多摩事務用ﾈｯﾄﾜｰｸのVPN設定構
築委託

66 3階ﾔﾝｸﾞｺｰﾅｰ電話設備工事

67 立川バスへの看板広告掲載

68 3～4階手摺補強及び5階手摺改修工事

63
総務課・障害就業支援課・シニア就業支援
事業等

64
平成23年度　しごとセンター多摩能力開発
コース講習用パソコンの賃借

65 シニアコーナー複写機の消耗品供給

60
カラー複写機の賃借契約(単価契約）（財務
規程第45条第1項による長期継続契約）

61
高年齢者のための就職支援講習｢ﾏﾝｼｮﾝ管
理員④」の実施に係る講習会場の借上げ

62
財団ﾄﾞﾒｲﾝ(shigotozaidan.or.jp)用ﾚﾝﾀﾙｻｰ
ﾊﾞｰの契約

57
「平成23年度第6階企業向けｾﾐﾅｰ」のﾁﾗｼ
を東商ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ配送することについて

58
高年齢者のための就職支援講習「ﾏﾝｼｮﾝ管
理員②」の実施に係る講習会場の借上げ

59 東京しごとｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改定業務委託

54 天井パネル補修工事

55
職場体験実習「面談会」と「受入れ企業登
録」のﾁﾗｼを東商ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ配送する

56
中小企業への東京ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ職場定着支援
事業の普及啓発のための広報の実施

51
高年齢者のための就職支援講習「ﾏﾝｼｮﾝ管
理員③」の実施に係る講習海上の借り上げ

52
就職支援講習「ﾏﾝｼｮﾝ管理員①」講習会場
借上

53 労働保険事務処理委託



（様式１－１）

特定契約 賃借 ㈱カントー 337,365

特定契約 委託 ㈱ワープストリーム 302,400

特定契約 賃借 ㈱カントー 260,820

特定契約 委託
（公社）千代田区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

250,740

特定契約 物品購入 ㈱カントー 228,900

特定契約 修繕 ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ㈱ 194,460

特定契約 賃借 ㈱カントー 179,550

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 165,564

特定契約 賃借 昭和リース㈱ 163,800

特定契約 賃借 ㈱カントー 134,820

特定契約 賃借 ㈱カントー 133,770

特定契約 賃借 神田通信機㈱ 117,180

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 105,840

特定契約 賃借 東銀リース㈱ 105,000

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 103,824

特定契約 賃借 ㈱カントー 95,040

特定契約 賃借
東京センチュリーリース
㈱

83,724

特定契約 賃借 ㈱カントー 81,270

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 75,600

特定契約 賃借 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 70,665

特定契約 賃借 ㈱カントー 63,000

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 54,936

特定契約 賃借 日立キャピタル㈱ 47,628

件数 金額
0 0
0 0

3 964,500

96
1階総合相談及び3階ﾔﾝｸﾞｺｰﾅｰのﾌﾟﾘﾝﾀ賃
借

97
プラズマ放映及びデータ編集用パソコン等
のリース

98 8階しごとセンター課パソコン賃借

93
総務課及び就職チャレンジ支援事業用ノー
トパソコンの賃借契約

94
平成23年度　しごとセンター多摩職員事務
用パソコンの賃借（増員分）

95
しごとセンター課複写サービスに関する契
約（複数単価契約）

90 総合相談ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ

91
SC事業・能力開発事業用パソコンの賃借の
保守管理委託

92
平成23年度委託訓練推進班用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿ
ｺﾝ賃借

87
東京都就職チャレンジ支援事業用複合機
の賃借契約

88 8階しごとｾﾝﾀｰ課ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀの賃借契約

89 総務課パソコン等の賃借

84
はつらつ(高齢)ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰ機の借り上
げ

85
ファクシミリの賃借及び保守契約（単価契
約）（財務規程第45条第1項による長期継続
契約）

86 総務課等のノートパソコン賃借

81
空調機用加湿ﾊﾞﾙﾌﾞﾓｰﾀｰ（OHU-10-1）交
換

82 しごとセンター課総合相談係パソコンの賃借

83
平成23年度　しごとセンター多摩職員事務
用パソコンの賃借

78 情報ｺｰﾅｰ用ファイアーウォールの賃借

79
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に係る業務統計入力
委託

80
しごとｾﾝﾀｰ情報検索ｺｰﾅｰ用ﾌｧｲｱｰｳｫｰﾙ
URLﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能のﾗｲｾﾝｽ更新

76
しごとｾﾝﾀｰ飯田橋事務用ﾈｯﾄﾜｰｸ及びしご
とｾﾝﾀｰ多摩事務用ﾈｯﾄﾜｰｸのVPN機器賃
借

77
東京ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ支援事業運用管理ｼｽﾃﾑの
ｻｰﾊﾞｰ管理委託

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


