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うち本事業
当期経常増減額 △ 32,182 △ 5,985

経常収益 3,567,045 2,878,491

2,369,124 2,369,124

509,367 509,367

3,599,227 2,884,476
3,531,805 2,818,962

うち人件費 530,508 482,212
67,422 65,514

うち人件費 56,656 55,890
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0

1,982 0
△ 34,164 △ 5,985

△ 77 △ 115
2,307,585 －

当期増加額 161,452 －

0 －

当期減少額 △ 108,839 －
2,360,198 －

経常費用

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26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障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業委託

収支

団体　計

【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

【都からの交付を受けた補助金等に係る事業の概要】
③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２６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）

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】
③公益財団法人東京しごと財団補助金

事業費

法人税等（再掲）

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益
経常外費用

うち 都からの委託料

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）

うち 都からの補助金等
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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 ㈱ﾊﾟｿﾅ 502,313,984 

競争契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 301,595,400 

競争契約 委託
ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｷｬﾘｱｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ㈱

268,563,600

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 150,486,743 

競争契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 141,999,804 

競争契約 委託 ｱﾃﾞｺ㈱ 141,999,311 

競争契約 委託
(社福)東京都知的障害
者育成会

118,849,000 

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 104,552,564 

競争契約 委託 ｴｸﾚ㈱ 93,204,000 

特定契約 東京電力㈱ 70,595,758 

競争契約 委託
(社福)東京都知的障害
者育成会

51,238,936 

競争契約 委託
ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｷｬﾘｱｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ㈱

51,084,000

競争契約 委託 NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 35,640,000                

競争契約 委託
首都圏ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ協同
組合

32,995,836 

競争契約 委託 ｱﾃﾞｺ㈱ 25,000,000 

競争契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 25,000,000 

独占契約 東京ｶﾞｽ㈱ 20,214,562 

競争契約 委託 ㈱新東美装 17,280,000 

競争契約 委託
NPO法人育て上げネッ
ト

12,481,925 

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

11,133,288                

独占契約 東京都水道局 10,513,005 

特定契約 委託 ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 9,279,360 

特定契約 委託 ㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 8,532,000                  

特定契約 委託 ㈱ｼﾞﾘｵﾝ浜松 7,909,488 

競争契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 7,558,700 

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

21

4

1

2

6

7

8

3

5

12

13

14

9

10

11

22

18

19

15

16

17

東京都しごとセンター若年者就業支援事業
における外部施設借上げ及び支払

23

25

東京しごとｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ改修業務委
託

総務課育児時間欠員補充に係る労働者派
遣委託について

若者就職応援基金事業における外部施設
借上げ費支払いの業務委託

若者就職応援基金事業における外部施設
借上げ費支払いの業務委託

ガス需給契約

東京しごとセンター建物等清掃業務委託

就活アプローチ事業業務の委託について

24

20 職員健康診断の実施（複数単価契約）

上下水道

昇降機保守業務委託

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

平成26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

東京都緊急就職支援事業における雇用就
業支援業務の委託（東京都しごとセンター多
摩）

次期高齢者就業情報ｼｽﾃﾑに係る設計・開
発委託

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就業支援事業
業務委託

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

緊急就職支援事業（区部）における雇用就
業支援業務の委託

若者就職応援基金事業業務委託

若者就職応援基金事業業務委託

平成26年度東京ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ職場定着支援事
業 に係る報酬及び遠隔地加算報酬支払い
の業務委託（複数単価契約）

｢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



（様式１－１）

競争契約 賃借 NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 6,065,280 

競争契約 委託
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘ
ｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱

5,607,360                  

競争契約 委託 ﾋﾟｼﾞｮﾝﾊｰﾂ㈱ 5,425,952 

競争契約 委託 ㈱ｼﾞｪｲﾌﾞﾘｰｽﾞ 5,346,000 

特定契約 工事 ｴｸﾚ㈱ 5,113,346                  

競争契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 4,769,280 

特定契約 東日本電信電話㈱ 4,572,170 

特定契約 委託
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘ
ｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱

4,535,784                  

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 3,864,672 

特定契約 委託 ㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 3,832,920 

特定契約 委託
(公財)東京都道路整備
保全公社

3,711,713 

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 3,388,426 

特定契約 委託
岡部公認会計士事務
所 公認会計士 岡部雅
人

3,385,800                  

競争契約 賃借 神田通信機㈱ 3,382,560 

特定契約 工事 ㈱熊谷組 3,132,000                  

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 2,976,400 

特定契約 委託
岡部公認会計士事務
所 公認会計士 岡部雅
人

2,975,400                  

特定契約 委託
岡部公認会計士事務
所 公認会計士 岡部雅
人

2,975,400                  

特定契約 工事 ㈱熊谷組 2,883,600                  

特定契約 工事 ｼﾝﾖｰ電器㈱ 2,867,400                  

競争契約 委託 富士ソフト企画㈱ 2,721,600 

競争契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 2,640,000 

特定契約 委託 NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 2,594,700                  

特定契約 委託
ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ
㈱

2,424,816 

特定契約
ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｽﾞ㈱

2,165,311 

ｾﾝﾀｰ課事務用ﾊﾟｿｺﾝの賃借

26年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰでの賠償事故の分
析事業に関する業務委託について

東京しごとセンター託児室運営委託契約（単
価契約）

「高齢者就業情報システム」ｻｰﾊﾞ機器の借
入

27

28

29

26

30

31

32 電話

東京都しごとセンターパソコン関連講座の運
営委託

低圧動力盤用進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ交換工事

33
26年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの安全就業に関す
る調査業務委託について

34
「東京しごとｾﾝﾀｰシステム」サーバ及び端末
機等の借入(長期継続契約）

35 新しごとセンターシステム保守委託

36
東京しごとセンター業務用駐車場管理運営
委託

37 長期離職者再就職支援事業業務の委託

38
(公財)東京しごと財団における外部監査（平
成26年度会計期中監査）業務の委託（概算
契約）

39
しごとセンター課総合相談窓口等用ﾊﾟｿｺﾝ等
の賃借

40
東京しごとｾﾝﾀｰ5階ｾﾐﾅｰ室ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ改修
工事

41
女性再就職ｻﾎﾟｰﾄプログラム（地域型）の業
務委託に係る外部会場等借上げ業務の委
託（概算契約）

42
(公財)東京しごと財団における外部監査（平
成25年度会計期末監査）業務の委託（概算
契約）

43
平成25年度（公財）東京しごと財団に関する
外部監査（期末監査）業務委託（概算契約）

44
5階女性再就職支援事業受託事業者ﾊﾞｯｸ
ﾔｰﾄﾞ床改修工事

45 東京しごとｾﾝﾀｰ電話設備工事

46

47

障害者委託訓練

「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

48
次期高齢者就業情報ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ構築業務
委託

49 はつらつ(高齢)ｼｽﾃﾑの保守委託

50 電話
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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㈱

1,944,000 

特定契約 委託
檜垣綜合法律事務所
弁護士 檜垣直人

1,841,616 

特定契約 委託 ㈱ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾞﾋﾞｯﾂ 1,555,200 

特定契約 委託 ㈱ｱｻﾂｰﾃﾞｨ･ｹｲ 1,461,240                  

特定契約 工事 ｼﾝﾖｰ電器㈱ 1,404,000                  

特定契約 委託 (有)ｱﾄﾞﾚｽ 1,339,200                  

特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 1,313,280                  

特定契約 委託 ﾋﾟｼﾞｮﾝﾊｰﾂ㈱ 1,308,312 

特定契約 委託 ㈱ｱｲﾈｯﾄ 1,306,368 

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㈱

1,304,424 

特定契約 委託
高橋社会保険労務士
事務所

1,296,000                  

特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 1,244,160                  

特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 1,209,600                  

特定契約 委託 ㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 1,192,320                  

特定契約 賃借 ㈱長谷工ﾗｲﾌ 1,140,480                  

特定契約 委託 (有)ｱﾄﾞﾚｽ 1,101,600                  

特定契約 工事 ｼﾝﾖｰ電器㈱ 1,081,620                  

特定契約 工事
㈱通信設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ

1,080,000                  

特定契約 委託 ㈱熊谷組 972,000                    

特定契約 委託 (有)ｱﾄﾞﾚｽ 954,720                    

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㈱

934,416 

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

920,808 

特定契約 委託
㈱ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙ

899,640

特定契約 工事 ㈱熊谷組 788,400                    

特定契約 委託 ㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 756,000                    

51
障害者就業支援課事務用複合機消耗品の
供給等に関する契約　（複数単価契約）

52
平成26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

53 電子メール配信等のＡＳＰサービスの利用

54
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業　会員・就業拡大ﾎﾟｽ
ﾀｰの掲出について

55 東京しごとｾﾝﾀｰ電話設備工事

56
東京しごとｾﾝﾀｰWebｻｲﾄﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾊﾞｻｰﾋﾞ
ｽ終了に伴うﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾊﾞ移行業務委託
契約（その2）

57
高年齢者のための就職支援講習「ﾏﾝｼｮﾝ管
理員①」の実施に係る講習会場の借り上げ

58
東京しごとセンター託児室運営委託契約（単
価契約）

59
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

60 委託訓練班用複写機消耗品供給

61
平成26年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ労務実務支援
の実施及び業務委託について

62
高年齢者のための就職支援講習「ﾏﾝｼｮﾝ管
理員③」の実施に係る講習会場の借り上げ

63
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り上げ

64
「東京しごとｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ」端末機の増設およ
び移設による設定委託

65
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り上げ

66
東京しごとｾﾝﾀｰWebｻｲﾄﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ終
了に伴うﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾊﾞ移行業務委託

67 東京しごとｾﾝﾀｰ電話設備工事

68 講堂AV設備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ更新工事

69 東京しごとｾﾝﾀｰ地下3階機械室漏水調査

70 東京しごとｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改訂業務委託

71 シニアコーナー複写機の消耗品供給

72
平成26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

73 JR国分寺駅看板広告の掲出委託

74 外壁目地等補修

75
「東京しごとｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ」ｻｰﾊﾞSEPﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ｱｯﾌﾟ作業委託



（様式１－１）

特定契約 工事 ㈱熊谷組 723,600                    

特定契約 委託 ﾌｧｰｽﾄｻｰﾊﾞｰ㈱ 657,072 

特定契約 工事 ｴｸﾚ㈱ 642,600                    

特定契約 工事 ｴｸﾚ㈱ 595,080                    

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㈱

557,928 

特定契約 工事 ｱﾏﾉ㈱ 542,160                    

特定契約 委託
労働保険事務組合東
京経営福祉協会

540,000 

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 528,768 

特定契約 工事
東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙE-Do
㈱

502,200                    

特定契約 工事 ㈱熊谷組 486,000                    

特定契約 委託 (有)ｱﾄﾞﾚｽ 479,520                    

特定契約 委託 ㈱三ノ輪建設 475,200                    

特定契約 委託 (有)ｱﾄﾞﾚｽ 427,680                    

特定契約 工事 ｴｸﾚ㈱ 421,956                    

特定契約 工事 ｴｸﾚ㈱ 368,280                    

特定契約 委託 (有)ｱﾄﾞﾚｽ 356,400                    

特定契約 委託 ㈱ｱｲﾈｯﾄ 345,600                    

特定契約 賃借 昭和ﾘｰｽ㈱ 331,644 

特定契約 工事 ｼﾝﾖｰ電器㈱ 324,000                    

特定契約 委託 ㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 320,760                    

特定契約 委託 (有)ｱﾄﾞﾚｽ 312,120                    

特定契約 委託
(社福)東京聴覚障害者
福祉事業協会 東京手
話通訳等派遣ｾﾝﾀｰ

287,860 

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 285,120 

特定契約 委託
檜垣綜合法律事務所
弁護士 檜垣直人

270,000                    

特定契約 賃借 神田通信機㈱ 120,528 

76 外壁等漏水部分補修工事

77
財団ﾄﾞﾒｲﾝ(shigotozaidan.or.jp)用ﾚﾝﾀﾙｻｰ
ﾊﾞｰの契約

78 泡消火設備ﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事

79 火災報知器中継器交換工事

80 シニアコーナー複写機の消耗品供給

81 駐車場精算機の修理

82 労働保険事務処理委託

83
緊急就職支援事業開始に伴う「東京しごと
センターシステム」端末機等の借入れ

87
町田市シルバー人材ｾﾝﾀｰ介護予防事業実
施にかかる企画提案資料等作成委託につ
いて

88
東京しごとｾﾝﾀｰﾔﾝｸﾞｺｰﾅｰ等ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改
訂（基金事業等）業務委託契約

84 ｶﾞｽ漏れ警報器取替工事

85 6階ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物漏水補修

86
東京しごとｾﾝﾀｰ総合相談等ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改訂
業務委託

89 高圧受電盤自動力率調整装置交換工事

90
吸収式冷温水発生機3号機低圧再生器ｻｲﾄ
ｸﾞﾗｽ交換工事

91
東京しごとｾﾝﾀｰﾐﾄﾞﾙｺｰﾅｰ等ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改訂
業務委託契約

92 しごと検索ｼｽﾃﾑの改修

93 サーバー機の借り上げ（長期継続契約）

94 電話設備工事

95
「東京しごとｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ」端末機の増設によ
る設定委託

96
東京しごとｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改訂業務委託契
約

97
平成26年度東京しごとセンター手話通訳
サービス業務委託　(単価契約）

98
新「東京しごとｾﾝﾀｰ」端末機等の借入(長期
継続契約）　増員分

99
新連合ｼｽﾃﾑにおける契約書作成の委託に
ついて

100 緊急就職支援事業用複合機の賃借



（様式１－１）

特定契約 賃借 昭和ﾘｰｽ㈱ 112,320 

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 103,680 

特定契約 賃借 神田通信機㈱ 85,536 

特定契約 賃借 神田通信機㈱ 60,264 

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 12,960 

件数 金額
0 0
0 0
1 750,340

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

101 はつらつ(高齢)ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰ機の借り上げ

102
しごとｾﾝﾀｰ課事務及びｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ等の借入れ

103 紙折り機の賃借について（準備契約）

104
東京都しごとセンター用シュレッダの賃借に
ついて（準備契約）

105 シニアコーナー用複写機の賃借


