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うち本事業
当期経常増減額 △ 5,163 △ 30,943

経常収益 5,729,272 3,432,652

2,767,402 2,767,402

677,554 665,250

5,734,435 3,463,595
5,714,979 3,445,737

うち人件費 566,135 529,265
19,456 17,858

うち管理費 7,425 7,321
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0

2,719 0
△ 7,882 △ 30,943

△ 52 △ 89

4,635,808 －

当期増加額 840,598 －

264 －

当期減少額 △ 6,019 －

5,470,387 －資産（期末残高）

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29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

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
③中小企業障害者雇用応援連携事業委託
④中小企業採用力向上支援事業委託
⑤企業による保育施設設置支援事業委託

【本事業に含まれる都からの補助金等】
⑥公益財団法人東京しごと財団補助金

２　事業（施設）概要

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、高年齢者のいきがい・社会
参加支援、並びに事業主に対する人材の確保・育成、雇用環境の整備の支援

【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
③東京都や国などの関係機関との連携による雇用率未達成企業への訪問、障害者雇用
に関する情報提供、相談対応、求人開拓等の実施
④人材確保に関する相談窓口の設置、セミナー、コンサルティング等の実施
⑤企業内保育施設の設置に関する相談、セミナー、見学会等の実施

【都からの交付を受けた補助金等に係る事業の概要】
⑥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
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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 621,739,432

競争契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 332,000,000

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㈱

302,929,200

競争契約 委託 光管財㈱ 170,191,551

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 137,000,000

競争契約 委託
(社福)東京都知的障
害者育成会

113,000,000

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 82,000,000

特定契約 東京電力㈱ 58,892,926

競争契約 委託
(社福)東京都知的障
害者育成会

52,394,040

特定契約 工事 住友不動産㈱ 46,440,000

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 32,400,000

競争契約 委託 ㈱新東美装 26,827,200

特定契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 23,494,767

特定契約 賃借 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 19,843,488

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 18,500,000

競争契約 委託
認定特定非営利活
動法人育て上げネッ
ト

18,450,000

特定契約 賃借 ﾋｭｰﾘｯｸ㈱ 18,151,224

独占契約 東京ｶﾞｽ㈱ 13,879,332

17
雇用環境整備課事務所の賃借料につ
いて

18 ガス需給契約

14
しごとセンター課複写サービスの契約
について（複数単価契約）

15
中小企業採用力向上支援事業におけ
る外部施設借上げ費支払の業務委託
について

16
就活アプローチ事業業務の委託につ
いて

11
中小企業採用力向上支援事業におけ
る専門家派遣コンサルティングに係る
業務委託（単価契約）

12
東京しごとセンター建物等清掃業務委
託

13
企業による保育施設設置支援事業の
業務委託について

9
平成29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

10
新事務所開設に伴う間仕切り設置等工
事について(住友不動産千代田ファー
ストビル南館5F)

7
平成29年度中小企業採用力向上支援
事業業務委託

8 電気需給契約

4
東京しごとセンター建物等警備及び総
合案内及び設備保守業務委託

5
東京都しごとセンター女性再就職支援
事業の業務の委託

6
平成29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）

3
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

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

1
東京都しごとセンターにおける中高年
者雇用就業支援業務委託

2
東京都しごとセンター若年者就業支援
事業業務委託
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特定契約 賃借 ㈱ﾊﾟｿﾅﾃｷｰﾗ 13,789,440

競争契約 委託
㈱イーダブリュエム
ジャパン

12,787,524

競争契約 賃借
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮ
ﾝ㈱

12,400,128

独占契約 東京都水道局 11,863,285

特定契約 委託
医療法人社団こころ
とからだの元氣ﾌﾟﾗｻﾞ

11,846,682

特定契約 委託 ㈱ｼﾞﾘｵﾝ浜松 10,816,632

競争契約 賃借 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 10,622,016

特定契約 委託 ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 9,720,000

競争契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ 9,207,200

競争契約 委託 ㈱ｼﾞｪｲﾌﾞﾘｰｽﾞ 9,180,000

競争契約 物品購入 とら屋事務㈱ 8,627,806

特定契約 賃借 ㈱長谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ 7,371,000

特定契約 東日本電信電話㈱ 6,635,137

競争契約 委託 ㈱明日香 6,568,020

競争契約 委託 凸版印刷㈱ 6,145,200

特定契約 委託 特非)WEL'S新木場 5,798,520

競争契約 委託 ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ㈱ 5,767,200

特定契約 委託 特非)わかくさ福祉会 5,503,68036
「平成29年度中小企業障害者雇用応
援連携事業」個別訪問業務の委託に
ついて

35

「平成29年度生涯現役社会推進事業
の実施に係る業務委託について」に係
る外部施設借上費支払業務の業務委
託について

32
東京しごとセンター託児室運営委託契
約（単価契約）

33
平成29年度生涯現役社会推進事業実
施に係る広報業務委託について

34
「平成29年度中小企業障害者雇用応
援連携事業」個別訪問業務の委託に
ついて

29
事務所移転に係る什器等の購入につ
いて

30

平成29年度　55歳以上の方のための
就職支援講習「マンション管理員」の実
施に係る講習会場の借り上げ（複数単
価契約）

31 電話

26 昇降機保守業務委託

27
「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
払い」の業務委託(概算契約)

28
東京都しごとセンターにおけるパソコン
講座の運営委託について

23
平成29年度　健康診断の実施委託に
ついて（複数単価契約）

24 情報ｼｽﾃﾑ運用等に係る人材派遣契約

25
しごとセンター課複写サービスの契約
について（複数単価契約）

20
しごとセンター課ホームページ改修の
実施について

21
しごとセンター課パソコン教室の機器等
のリース

22 上下水道

19
しごとセンターシステム28」ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮ
ﾝｻｰﾋﾞｽの利用申し込み
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特定契約 委託 (特非)まひろ 5,500,000

特定契約 委託
(社福)多摩棕櫚亭協
会

5,500,000

特定契約 委託
(特非)青少年自立援
助ｾﾝﾀｰ

5,500,000

特定契約 委託 (社福)JHC板橋会 5,480,622

競争契約 物品購入 理想科学工業㈱ 5,389,200

競争契約 委託 ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ㈱ 5,119,200

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 5,100,000

特定契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 5,080,000

競争契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 5,022,000

特定契約 委託
岡部公認会計士事
務所

4,514,400

特定契約 委託
岡部公認会計士事
務所

4,514,400

競争契約 賃借 日通商事㈱ 4,121,280

特定契約 委託
(公財)東京都道路整
備保全公社

3,711,713

特定契約 賃借
NRI社会情報ｼｽﾃﾑ
㈱

3,101,760

特定契約 委託
NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
㈱

2,891,700

競争契約 委託 ㈱綜研情報工芸 2,829,600

特定契約 委託
檜垣綜合法律事務
所
弁護士　檜垣直人

2,762,424

競争契約 物品購入 ㈲ｲﾄﾀﾞﾈｰﾑ 2,759,999

53
平成29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

54 ジャンパーの作成

50 新連合システムに関する契約

51
「高齢者就業情報ｼｽﾃﾑ」改修委託に
ついて

52
東京しごとｾﾝﾀｰ及び東京しごとｾﾝﾀｰ
多摩利用者満足度調査に係る業務委
託について

47
（公財）東京しごと財団における外部監
査（平成29年度会計期中監査）業務委
託（概算契約）

48 しごとセンター課カラー印刷機の賃借

49
東京しごとセンター業務用駐車場管理
運営委託

44
平成29年度企業による保育施設設置
支援事業における外部施設借上げ費
支払いの業務委託

45

「東京都しごとｾﾝﾀｰ女性再就職支援
事業の業務委託」に係る謝礼支払業務
(女性再就職ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)の委託（単
価契約）

46
（公財）東京しごと財団における外部監
査（平成28年度会計期末監査）業務の
委託（概算契約）

41
印刷機用消耗品（EX・FW用インク）の
購入（複数単価契約）

42
平成29年度生涯現役社会推進事業の
実施に係る業務委託について

43

「東京都しごとｾﾝﾀｰ女性再就職支援
事業の業務委託」に係る「子育て女性
向けｾﾐﾅｰ」及び「女性再就職ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ(地域型)」の実施に伴う外部施設
借上げ費支払業務の委託(概算契約)

38
「平成29年度中小企業障害者雇用応
援連携事業」個別訪問業務の委託に
ついて

39
「平成29年度中小企業障害者雇用応
援連携事業」個別訪問業務の委託に
ついて

40
「平成29年度中小企業障害者雇用応
援連携事業」個別訪問業務の委託に
ついて

37
「平成29年度中小企業障害者雇用応
援連携事業」個別訪問業務の委託に
ついて
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競争契約 委託 三東運輸㈱ 2,567,052

競争契約 賃借 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 2,559,600

特定契約 委託 ㈱パソナテキーラ 2,008,908

特定契約 委託 ㈱ｱｲﾈｯﾄ 1,967,328

特定契約 委託
NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
㈱

1,963,008

特定契約 委託
（公社）町田市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

1,881,608

特定契約 委託 ㈱ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾞﾋﾞｯﾂ 1,879,200

特定契約 工事 ｼﾝﾖｰ電器㈱ 1,806,840

特定契約 委託
（公社）八王子市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

1,692,662

特定契約 委託
㈱ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅ
ｼｮﾅﾙ

1,566,000

特定契約 工事
㈱熊谷組首都圏支
店

1,555,200

特定契約 委託
ファーストサーバー
㈱

1,250,640

特定契約 委託
労働保険事務組合
東京経営福祉協会

1,192,320

特定契約 委託 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 1,118,448

特定契約 委託
（公社）あきる野市ｼ
ﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

1,117,319

特定契約 委託
㈱ｷｮｳｴｲｱﾄﾞｲﾝﾀｰﾅ
ｼｮﾅﾙ

1,079,568

特定契約
ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝｽﾞ㈱

1,062,783

特定契約 委託 （株）ディスコ 989,600

特定契約 委託
（公社）青梅市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

971,61173
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

70
平成29年度　JR国分寺駅電飾看板の
掲出について

71 電話

72
企業交流会事業周知のためのダイレク
トメール発送作業の委託

67 労働保険事務処理委託

68
損害保険代理業用賃借複合機の保守
管理委託（単価契約）

69
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

64
平成29年度　JR立川駅電飾看板の掲
出について

65
東京しごとセンター５階障害者就業事
業情報ｺｰﾅｰの天井設置工事について

66
ｻｲﾎﾞｳｽﾞofficeのバージョンアップ
（office8→office10)の作業委託につい
て

61
電子メール配信等のＡＳＰサービスの
利用

62
東京しごとセンター電話設備工事につ
いて

63
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

58
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

59 高齢者就業情報システムの保守委託

60
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

55
東京しごとセンター　ゴミ処理作業委託
（複数単価契約）

56
東京しごとセンター情報コーナー履歴
書・職務経歴書作成用パーソナルコン
ピューター等借入

57
しごとセンターシステム28の追加改修
について
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特定契約 工事 光管財㈱ 943,758

特定契約 工事 須賀工業㈱ 933,282

特定契約 委託
税理法人ｱｰﾁ
代表社員　上村恒雄

920,808

特定契約 工事 光管財㈱ 915,840

特定契約 委託 税理士法人アーチ 864,000

特定契約 委託
（公社）日野市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

855,360

特定契約 委託
（公社）小金井市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

840,628

特定契約 委託
㈱KDDIウェブコミュ
ニケーションズ

776,304

特定契約 委託
（公社）小平市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

762,825

特定契約 委託
特定非営利活動法
人 日本ｾﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ

758,631

特定契約 委託 東京ビルサービス㈱ 729,409

特定契約 委託
（公社）三鷹市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

707,616

特定契約 委託
(公社)武蔵野市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

689,029

特定契約 工事 ｼﾝﾖｰ電器㈱ 664,200

特定契約 委託 ﾌｧｰｽﾄｻｰﾊﾞｰ㈱ 657,072

特定契約 委託
（公社）東村山市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

655,948

特定契約 委託
（公社）立川市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

653,184

特定契約 委託
高橋雅和社会保険
労務士事務所

648,000

特定契約 委託
NRI社会情報ｼｽﾃﾑ
㈱

648,000

91
平成29年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ労務実
務支援業務委託

92
人材情報ﾊﾞﾝｸ保守業務委託契約につ
いて

88
財団ﾄﾞﾒｲﾝ(shigotozaidan.or.jp)用ﾚﾝﾀ
ﾙｻｰﾊﾞｰの契約

89
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

90
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

85
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

86
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

87
東京しごとｾﾝﾀｰ2階ﾐﾄﾞﾙｺｰﾅｰの電話
工事について

82
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

83
平成29年度障害者雇用支援月間案内
ﾁﾗｼの発送について

84
平成29年度　雇用環境整備課執務室
「ﾋｭｰﾘｯｸ飯田橋」清掃業務委託につい
て

79
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

80
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

81
東京しごとセンターWebサイトホスティン
グサーバレンタルについて

76
平成29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

77 火災報知設備不具合箇所修繕

78
平成２９年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業運
営に係る会計点検指導の実施につい
て

74 給水及び給湯ﾎﾟﾝﾌﾟ部品交換工事

75
東京しごとｾﾝﾀｰ給湯用量水器交換に
ついて



（様式１－１）

特定契約 委託 ㈱大塚商会 578,880

特定契約 委託
（公社）昭島市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

558,057

特定契約 委託
（公社）調布市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

552,096

特定契約 賃借
コニカミノルタジャパ
ン㈱

544,968

特定契約 賃借
ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ㈱

527,040

特定契約 工事 須賀工業㈱ 518,400

特定契約 物品購入 松本徽章工業㈱ 518,400

特定契約 委託
（公社）国分寺市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

509,637

特定契約 委託
（公社）西東京市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

488,073

特定契約 工事
㈱通信設備ｴﾝｼﾞﾆｱ
ﾘﾝｸﾞ

460,080

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 446,472

特定契約 工事 光管財㈱ 414,072

特定契約 委託
林材業労災防止協
会

412,000

特定契約 委託
（公社）武蔵村山市ｼ
ﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

410,572

特定契約 委託 ㈱ﾏｲﾅﾋﾞ 410,400

特定契約 賃借
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮ
ﾝ㈱

401,544

特定契約 委託
（公社）東大和市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

380,343

特定契約 工事
㈱通信設備ｴﾝｼﾞﾆｱ
ﾘﾝｸﾞ

376,920

特定契約 賃借 日通商事㈱ 356,400111
障害者就業支援課委託訓練推進班事
務用ﾊﾟｿｺﾝの借入

108
平成29年度　情報コーナー用パソコン
等の借入（再リース）

109
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

110
東京しごとｾﾝﾀｰ　監視ｶﾒﾗ設備工事に
ついて

105

平成29年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ職域拡
大技能講習「刈払機作業従事者安全
衛生教育講習」の実施に係る業務委託
について

106
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

107
平成30年度固有職員採用に係る新卒・
転職求人ｻｲﾄへの広告掲載委託につ
いて

102 東京しごとｾﾝﾀｰ監視ｶﾒﾗ設備工事

103
平成29年度シルバー人材センター課
事務用パソコンの借入れ

104 駐車場管理室ﾀﾞﾝﾊﾟｰ修繕

99
転倒事故防止に関する意識高揚ｸﾞｯｽﾞ
（のぼり旗）の購入

100
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

101
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

97
若年者就業支援係の複写サービス契
約

98
東京しごとｾﾝﾀｰ冷温水配管ﾊﾞﾙﾌﾞ交換
工事

94
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

95
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

96
しごとセンター多摩複写サービス契約
について（複数単価契約）（再リース）

93
東京都ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼの改修（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ対応）について



（様式１－１）

特定契約 委託
（公社）狛江市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

351,086

特定契約 委託
（公社）稲城市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

349,056

特定契約 委託
（公社）福生市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

344,736

特定契約 工事 光管財㈱ 340,200

特定契約 委託 ㈲アドレス 338,040

特定契約 委託 MFAｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 327,801

特定契約 委託
SOMPOﾘｽｹｱﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄ㈱

325,080

特定契約 委託
（公社）清瀬市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

324,846

特定契約 委託 ㈱アイデム 318,600

特定契約 委託 ㈱アイデム 318,600

特定契約 委託 ㈱アイデム 314,928

特定契約 委託 ㈱アイデム 314,928

特定契約 委託 ㈱アイデム 314,928

特定契約 委託 ㈱アイデム 306,072

特定契約 委託 ㈱アイデム 306,072

特定契約 委託 ㈱アイデム 306,072

特定契約 委託 ㈱アイデム 306,072

特定契約 委託 （株）アイデム 306,072

特定契約 委託 ㈱アイデム 281,448

117
平成29年度55歳以上の方のための就
職支援講習「保育補助員①」に係る「幼
児安全法」講習の委託について

118

119

120

121

114
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

115 冷却塔（CT-1-2)補修

116
しごとセンターホームページの改修に
ついて

112
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

113
平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

122

123

124

125

126

127

128

129

130

平成29年度ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの「植木
剪定就業に関する安全就業研修会」の
実施に係る業務委託について

平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

地域連携事業　第10回　地域就職面
接会(調布）の広告掲載について（アイ
デム）

地域連携事業　第12回　地域就職面
接会（武蔵野）の広告掲載について（ア
イデム）

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
1回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（アイデム)

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
2回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（アイデム)

多摩地域若者・中小企業交流事業（17
回交流会）の実施に係る広告掲載につ
いて（アイデム）

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
6回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（ジョブアイデム)

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
10回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（ジョブアイデム)

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
14回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（ジョブアイデム）

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
16回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（ジョブアイデム）

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
19回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（ジョブアイデム）

多摩地域若者・中小企業交流事業（第
11回交流会）の実施に係る広告掲載に
ついて（ジョブアイデム)



（様式１－１）

特定契約 委託 ㈱アイデム 279,936

特定契約 委託
（公社）羽村市ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

271,845

特定契約 委託
（公社）文京区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

266,521

特定契約 委託
（公社）豊島区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

257,604

特定契約 賃借 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 241,056

特定契約 委託
（公社）東久留米市ｼ
ﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

233,571

特定契約 賃借 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 223,560

特定契約 委託
（公社）文京区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

222,599

特定契約 委託
（公社）瑞穂町ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

211,235

特定契約 委託 ﾌｧｰｽﾄｻｰﾊﾞｰ㈱ 181,872

特定契約 賃借 ㈱カントー 163,296

特定契約 委託
（公社)千代田区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

161,218

特定契約 委託
（公社）世田谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

150,505

特定契約 委託
（公社）豊島区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

142,570

特定契約 委託
NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
㈱

140,400

特定契約 委託
（公社）日の出町ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

138,678

特定契約 委託
（公社)千代田区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

137,685

特定契約 委託
（公社）世田谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

133,800

特定契約 賃借 ㈱カントー 118,908

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

多摩地域若者・中小企業交流事業（18
回交流会）の実施に係る広告掲載につ
いて（アイデム）

平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

平成２９年度第２回全統ﾏｰｸ模試会場
案内業務の委託について

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

事務局用ファクシミリの賃借及び保守
消耗品供給について

平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

事務用ファクシミリの賃借及び保守消
耗品供給について

平成29年度第１回全統マーク模試平
成29年度第１回全統記述模試会場案
内業務の委託について

平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

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

ファクシミリの賃借及び保守消耗品供
給について（H29年8月－Ｈ30年3月）

平成２９年度第２回全統ﾏｰｸ模試会場
案内業務の委託について

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

高齢者就業情報ｼｽﾃﾑ用機器の設定
作業委託

平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

平成29年度第二種電気工事士下期試
験及び平成29年度第一種電気工事士
試験案内・設営業務の委託について

平成29年度　総合案内事務用パソコン
等の借入（再リース）



（様式１－１）

特定契約 委託
（公社）新宿区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

117,166

特定契約 委託
（公社）品川区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

112,602

特定契約 委託
（公社）渋谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

111,980

特定契約 委託
（公社)千代田区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

100,247

特定契約 委託
（公社）世田谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

82,675

特定契約 委託
（公社）文京区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

76,904

特定契約 委託
（公社）渋谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

72,230

特定契約 委託
（公社）豊島区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

72,186

特定契約 委託
（公社）渋谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

72,181

特定契約 委託
（公社）三宅村ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

71,928

特定契約 賃借 興銀ﾘｰｽ㈱ 69,984

特定契約 委託
(公社）調布市ｼﾙﾊﾞｰ
人材ｾﾝﾀｰ

64,712

特定契約 委託
（公社）渋谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

64,652

特定契約 委託
（公社）渋谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

59,870

特定契約 委託
（公社）江東区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

59,460

特定契約 委託
（公社）豊島区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

58,914

特定契約 委託
（公社）杉並区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

57,281

特定契約 賃借 日通商事㈱ 51,840

特定契約 委託
（公社）世田谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

51,648

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

平成２９年度第２回全統ﾏｰｸ模試会場
案内業務の委託について

平成29年度第二種電気工事士下期試
験及び平成29年度第一種電気工事士
試験案内・設営業務の委託について

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

平成29年度第１回全統マーク模試平
成29年度第１回全統記述模試会場案
内業務の委託について

平成２９年度第２回全統ﾏｰｸ模試会場
案内業務の委託について

平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

障害者就業支援課事務用ノートパソコ
ンの借入れ（準備契約）　＜パソコン17
台＞

平成29年度第二種電気工事士下期試
験及び平成29年度第一種電気工事士
試験案内・設営業務の委託について

平成29年度第１回全統マーク模試平
成29年度第１回全統記述模試会場案
内業務の委託について

平成29年度全統高2・高1記述模試・平
成29年度全統ﾏｰｸ高2模試会場案内
業務の委託について

平成29年度第二種電気工事士下期試
験及び平成29年度第一種電気工事士
試験案内・設営業務の委託について

平成29年度全統高2・高1記述模試・平
成29年度全統ﾏｰｸ高2模試会場案内
業務の委託について

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

シルバー保険業務室の事務用ﾌﾟﾘﾝﾀの
借入

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて



（様式１－１）

特定契約 委託
(公社)新宿区ｼﾙﾊﾞｰ
人材ｾﾝﾀｰ

51,604

特定契約 委託
（公社）杉並区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

51,376

特定契約 委託
（公社）江東区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

50,015

特定契約 委託
（公社）文京区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

48,292

特定契約 委託
（公社）新宿区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

47,530

特定契約 委託
（公社）渋谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

43,704

特定契約 委託
（公社）新島村ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

41,681

特定契約 賃借 昭和ﾘｰｽ㈱ 41,592

特定契約 賃借 興銀ﾘｰｽ㈱ 41,472

特定契約 委託
（公社）中野区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

40,837

特定契約 賃借 日通商事㈱ 40,176

特定契約 委託
（公社）江東区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

35,204

特定契約 委託
（公社）文京区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

35,204

特定契約 委託
（公社）文京区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

30,096

特定契約 委託
（公社）中野区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

26,982

特定契約 委託
（公社）江東区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

26,938

特定契約 委託
（公社）世田谷区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

26,938

特定契約 委託
（公社)千代田区ｼﾙ
ﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

26,339

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 25,488
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181

170

171

172

173

174

175

183

184

185

186

187

176

177

178

179

180

182

平成２９年度第２回全統ﾏｰｸ模試会場
案内業務の委託について

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

平成29年度全統高2・高1記述模試・平
成29年度全統ﾏｰｸ高2模試会場案内
業務の委託について

平成29年度第二種電気工事士下期試
験及び平成29年度第一種電気工事士
試験案内・設営業務の委託について

平成30年度用交通災害共済加入申込
書付ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布業務の委託につい
て

しごとセンター課ｼﾆｱｺｰﾅｰ受付用PC
等のリース

総務課事務用パソコンのリース(再ﾘｰｽ
11台）

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

総務課事務用ﾊﾟｿｺﾝの借入

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

平成29年度全統高2・高1記述模試・平
成29年度全統ﾏｰｸ高2模試会場案内
業務の委託について

平成29年11月模試会場案内業務の委
託について

平成29年度第3回全統記述模試及び
全統ﾏｰｸ模試会場案内業務の委託に
ついて

平成２９年度第２回全統ﾏｰｸ模試会場
案内業務の委託について

平成29年度第１回全統マーク模試平
成29年度第１回全統記述模試会場案
内業務の委託について

平成29年度第１回全統マーク模試平
成29年度第１回全統記述模試会場案
内業務の委託について

損害保険代理業用複合機の賃借契約



（様式１－１）

特定契約 賃借 日通商事㈱ 23,328

特定契約 賃借 昭和ﾘｰｽ㈱ 17,496

特定契約 賃借 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 16,200

特定契約 賃借 神田通信機㈱ 12,960

件数 金額

0 0

0 0

1 402,170

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

188

189

190

191

総務課事務用パソコンの借入れ

総務課OA機器賃借

総務課用パソコンの賃借(再ﾘｰｽ2回
目）

総務課ＯＡ賃借（ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC3台）（再
ﾘｰｽ）



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

東京電力㈱ 58,892,926

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 住友不動産㈱ 46,440,000

　雇用環境整備課の所管事業規模の拡大等のため、これまでの事務室から住友不動産千代田ファーストビル南館
5階（住所：千代田区西神田3-2-1、所有者：住友不動産株式会社）に移転し、新事務所に於ける事業開始を平成
30年3月26日（予定）としている。
　このことから、当該物件に係る賃貸借契約の締結（1月下旬）に向けて現在準備中である一方、平成30年3月末ま
でに、移転先当該物件の執務環境整備（間仕切り設置、内装工事、電話及びLAN配線工事等）を完了するための
準備・調整を進めているところである。
　先般、賃貸人である住友不動産株式会社より移転先当該物件の設備改変等について、平成29年12月13日付で
当財団理事長あてに「内装標準仕上げ、標準設備の変更、内装間仕切の増設等、弱電設備の変更等」について
は、指定業者による工事施工とする旨の通知（別紙）を受領しており、下記事項に係る本工事契約を締結するにあ
たり、賃貸人である住友不動産株式会社より提示された賃貸契約書第11条にも「甲または甲の指定する設計者およ
び施行者により行うものとする」と規定されている。
（1）本貸室内に間仕切、内装、その他の諸造作を新設し、付加し、またはこれを変更すること。
（2）電気、水道、空気調和設備等の諸造作を新設、付加し、またはこれを変更すること。

　以上のことから、雇用環境整備事業の執務室環境整備に係る工事契約に関しては、賃貸人であり、指定工事業
者である住友不動産株式会社に特命で依頼する。

No. 契約件名

2
新事務所開設に伴う間仕切り設置
等工事について(住友不動産千代
田ファーストビル南館5F)

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 電気需給契約

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 23,547,050

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 19,843,488

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ﾋｭｰﾘｯｸ㈱ 18,151,224

特命理由
　２か年の賃貸契約を締結しており、平成29年度は２年目にあたるため。

特命理由
・これまでの実績では機器設置や機器不良時の対応等、履行状況が迅速かつ良好であったこと
・継続することにより、撤去・新設の作業が不要となり、業務が円滑に継続できること

No. 契約件名

5
雇用環境整備課事務所の賃借料
について

特命理由
　「一億総活躍の推進」に向け、女性をはじめ多様な人材の活用を進めることが社会的にも重要である。特に、育児
中の女性の活用においては、子供を安心して預け、働ける環境を作る必要があるが、保育施設は十分確保されて
いるとは言えない状況にある。このため企業が主導的に、女性が働き続けやすい環境を自ら整備すべく保育施設を
設置し、女性の活用を推進して行くことは、人材確保の有効な手段であり、さらに保育施設を併設した企業であるこ
とが、採用において強い訴求力を持つことになる。
　今回実施予定の事業は、人材確保相談窓口や企業による保育施設設置に関する相談窓口と連携しながら企業
内保育施設設置セミナーや、既に企業内保育施設を設置している企業への見学会等を実施することで、企業によ
る保育施設設置促進に向けた普及啓発を図ることを目的としている。
　しかし、相談窓口だけで保育施設設置を働きかけても企業の理解を得ることは困難である。そのため、人材確保
支援を目的とする「中小企業採用力向上支援事業」において、個社ごとの状況を踏まえた専門家によるコンサル
ティング等により企業内保育施設の設置を促しセミナー等に誘導することや、「女性しごと応援テラス」において、再
就職を考える女性の活用に関心のある企業に対し企業内保育所設置に向けたセミナーを共催するなど、これらの
事業と一体となって推進していくことが、事業効果を相乗的に高め、本事業を成功させる上で必要不可欠である。
　また、人材の採用について権限を有する経営者や人事担当者に対して、企業による保育施設設置に関する関心
を高め、設置に係る支援事業や設置に向けたノウハウ等を伝授することは、企業による保育施設設置促進に向けた
普及啓発を図る上で重要である。そのためセミナー等を通じて企業の理解を得、満足度を高めるためにも、企業に
よる保育所設置に係る支援制度を熟知し、企業内保育施設の開設、企業の女性活用に関する豊富な知識・経験を
有する事業者に委託することが最も高い事業効果を得られると考える。
　今回、委託先とする株式会社パソナは、「中小企業採用力向上支援事業」の受託事業者であるととともに、東京し
ごとセンターの「女性しごと応援テラス」において、女性の再就職支援、求人開拓、女性の活用を考えている企業向
けの啓発セミナー等を実施する、平成29年度の受託事業者でもある。さらに、大阪府においては企業主導型保育
事業（内閣府）の普及啓発、企業内保育施設の設置を推進するためのセミナーの開催、保育施設設置に関心を持
つ企業の開拓実績を有する一方、パソナグループ内では企業内保育施設に係るコンサルティングや25か所の保育
施設の運営を行うなど豊富な知識や経験を持っており、企業側、利用している保護者双方からの評判も高い。
　こうしたことから、本委託事業を適切かつ効果的に履行することができる唯一の事業者である。

　以上により、本契約を履行できる業者は上記契約先以外にはないことから、上記契約先を特命する。

No. 契約件名

4
しごとセンター課複写サービスの契
約について（複数単価契約）

No. 契約件名

3
企業による保育施設設置支援事業
の業務委託について



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借 ㈱ﾊﾟｿﾅﾃｷｰﾗ 13,789,440

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
医療法人社団ここ
ろとからだの元氣
ﾌﾟﾗｻﾞ

11,846,682

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｼﾞﾘｵﾝ浜松 10,816,632

特命理由
労働者派遣契約において業務の継続性・安定性を確保するために、昨年度の契約相手である同社と契約する。

特命理由
　当財団では、労働安全衛生法による雇入れ時の健康診断及び定期健康診断、「VDT作業における労働安全衛
生管理のためのガイドライン」によるVDT作業健康診断を実施している。
　これらは、受託事業者の指定の会場で実施するため、交通の利便性が高い環境を提供することが受診率の維持
において重要である。この点において、当該事業者の会場は東京しごとセンターから徒歩圏内（千代田区飯田橋三
丁目６番５号）に位置しており、しごとセンター多摩勤務の職員を含めた全職員が勤務時間内に全項目を受診し往
復が可能である。また、平成26年５月に健診フロアの拡大とともに男女別のフロアにリニューアルされ、快適な受診
空間が提供されている。
　更に、VDT作業健康診断は市ヶ谷のほか多摩地区（最寄が西国分寺駅及び小平駅）の会場があり、しごとセン
ター多摩勤務職員に対する利便性も高い。

　また、雇入れ時及び定期健康診断は第一次健康診断と第二次健康診断の２つで構成されており、第一次健診で
は労働安全衛生法に準拠した項目のほか、当財団の自主計画によるがん検診項目（消化器系、婦人、肺、その他
がんのリスク健診等のオプション項目）の同時実施が可能である。そして、第一次健診の結果、精密検査・再検査が
必要とされた受診者の第二次検査のほか、雇入れ時・定期健康診断結果に基づく保健指導も同一会場にて実施
可能である。

　加えて、当該事業者は、東京都をはじめ特別区、市町村の健康診断も数多く手掛けるなど実績と信頼があり、当
財団においても、前身である（財）高齢者事業振興財団時より本業務を委託してきた。
　これは、生活習慣病の予防や悪性疾患の早期発見という健康診断の実施目的上、前年度の健診結果により必要
な第二次健診項目を第一次健診と同時に行うなど、データの継続性があることにより効果的な履行が可能となるか
らである。
　継続によるメリットは健康診断結果報告書にもあり、過去２回の全検査項目の数値及び過去４回の主なデータのグ
ラフを併記しているほか、運動、食事、生活状況をライフチャートに表して明確に提供されるため、経時的・総合的な
健康状態の把握において、事業主・職員双方の事後措置に大きく寄与している。

　以上の理由により、引き続き当該事業者に委託することが望ましいと判断する。

No. 契約件名

8
情報ｼｽﾃﾑ運用等に係る人材派遣
契約

特命理由
　平成28年1月より使用している「しごとｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ28」は、Web上のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽで稼働するｼｽﾃﾑであり、ﾕｰｻﾞｰID
ごとに保守管理も含めて課金するｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝサービス方式により使用しているものである。
　そのため、平成29年度も引き続き利用するにあたって、別添ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ個別契約を条件としてサービスを
利用する。

No. 契約件名

7
平成29年度　健康診断の実施委託
について（複数単価契約）

No. 契約件名

6
しごとセンターシステム28」ｻﾌﾞｽｸﾘ
ﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽの利用申し込み



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 9,720,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借 ㈱長谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ 7,371,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

東日本電信電話
㈱

6,635,137

特命理由
　本施設は、財団が東京都から指定管理者の指定を受けて、管理運営を行っている。
　なかでも昇降機設備は、利用者の安全に直接関わる設備であり、これらを保守点検する委託業者の選定にあたっ
ては最大限の注意をしていかなければならない。
　また、昇降機設置後20年目を迎え、設備の予防保全的見地から、今後は部分的補修等が必要になってくると思わ
れる。
　さらに昇降機は、その製造会社別にその保守管理を行う会社が系列化しており、他系列の会社に委託した場合
は、部品、オイル、設計図等の入手が困難であり、事故発生の際の責任の所在が不明確となる恐れがある。そのた
め、保守委託に当たって、当設備を製造した株式会社日立製作所の唯一の製造系列の保守会社である株式会社
日立ビルシステムに特命する。

特命理由

特命理由
　講習のｶﾘｷｭﾗﾑである「建物・設備の仕組みと維持管理」、「ﾏﾝｼｮﾝの諸設備の故障と一次対応」および「ﾏﾝｼｮﾝの
清掃法」を実施するにあたり、東京しごとｾﾝﾀｰ内では関連設備を備えた施設がなく、実施できない。
　「株式会社長谷工ﾗｲﾌ　HCM技術研修ｾﾝﾀｰ」は、
①清掃・機器管理　等の関連設備を必要とする講習を実施できる施設であること
②40名を超える講習生が一度に実習することが可能であること
③本ｺｰｽの協働関係団体である「一般社団法人ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会」から推薦された講師が施設内容・機器等を熟
知していること
以上3点の理由により、本講習を効果的かつ効率的に行うにあたり、最も適した施設である。

また一般社団法人ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会からも研修先としての推薦がある。（28東しセ第1197号『平成29年度 55歳以
上の方のための就職支援講習「ﾏﾝｼｮﾝ管理員」ｺｰｽ 外部施設の推薦依頼について」により推薦状受領』

No. 契約件名

11 電話

No. 契約件名

10

平成29年度　55歳以上の方のため
の就職支援講習「マンション管理
員」の実施に係る講習会場の借り
上げ（複数単価契約）

No. 契約件名

9 昇降機保守業務委託



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(特非)WEL'S新木
場

5,798,520

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(特非)わかくさ福
祉会

5,503,680

特命理由
　「中小企業障害者雇用応援連携事業」個別訪問業務の実施にあたっては、都や東京労働局及びﾊﾛｰﾜｰｸ等の関
係者による連絡会を設置し、国の障害者雇用指導に関する情報をもとに、支援計画の検討や支援対象企業の選定
等を行う。また、個別の企業の支援においては、当該事業において地域の就労支援機関に配置する雇用支援員
が、計画に基づき企業を訪問、きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うとともに都や関係機関の障害者就業支援策、国の職業紹
介につなげる。
　このため、本事業における個別企業支援を行う地域の就労支援機関については、下記のような要件を具備する必
要がある。
①地域における障害者就業支援事業を実施しており、障害者就業支援に関する専門的な知識やﾉｳﾊｳを有してい
ること。
②企業に対する障害者雇用支援の実績があり、支援ﾉｳﾊｳを有すること。
③地域の障害者の就労支援機関等とのﾈｯﾄﾜｰｸを有し、地域における円滑な支援が可能であること。ただし、広域
の事業を実施することが可能な団体であること。
　障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰは、障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定、国及び都道府県の委託により、
障害者就業支援と生活支援を一体的に実施するものである。
　東京においては、都内6か所の社会福祉法人等を指定、地域の障害者の就業支援や職場定着支援に加え、企業
への障害者雇用支援も行うなど、地域の実状に応じた障害者の雇用就業支援を担っている。
　今回の個別訪問業務については、法定雇用率未達成企業に対する各企業の状況に応じた障害者雇用に向けた
きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽなどの支援を行うものであることから、国の障害者雇用に対する知識や障害者就業支援に関す
る専門的な知識・ﾉｳﾊｳが必要であり、これらの業務を行えるのは国の障害者雇用施策を担う障害者就業・生活支
援ｾﾝﾀｰの委託団体しかない。
　また、支援においては国や都の障害者就業支援策につなげるほか、特別支援学校や地域の障害者支援機関な
ど、地域の機関につなげる場合もあるが、それには地域の障害者就業支援ﾈｯﾄﾜｰｸが必要であるが、これらのﾈｯﾄ
ﾜｰｸを活かし効果的に支援できるのは、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの委託団体が最も適当である。
　なお、地域の障害者支援機関は、主に区市町村域内を対象に福祉的就労などの支援を行うものが多く、企業へ
の障害者雇用支援を広域で実施できる団体は、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの受託団体しかいない。
　上記の理由により、本契約の目的に沿って、円滑かつ効果的に履行できる団体であることから、同者に特命する。

特命理由
　「中小企業障害者雇用応援連携事業」個別訪問業務の実施にあたっては、都や東京労働局及びﾊﾛｰﾜｰｸ等の関
係者による連絡会を設置し、国の障害者雇用指導に関する情報をもとに、支援計画の検討や支援対象企業の選定
等を行う。また、個別の企業の支援においては、当該事業において地域の就労支援機関に配置する雇用支援員
が、計画に基づき企業を訪問、きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うとともに都や関係機関の障害者就業支援策、国の職業紹
介につなげる。
　このため、本事業における個別企業支援を行う地域の就労支援機関については、下記のような要件を具備する必
要がある。
①地域における障害者就業支援事業を実施しており、障害者就業支援に関する専門的な知識やﾉｳﾊｳを有してい
ること。
②企業に対する障害者雇用支援の実績があり、支援ﾉｳﾊｳを有すること。
③地域の障害者の就労支援機関等とのﾈｯﾄﾜｰｸを有し、地域における円滑な支援が可能であること。ただし、広域
の事業を実施することが可能な団体であること。
　障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰは、障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定、国及び都道府県の委託により、
障害者就業支援と生活支援を一体的に実施するものである。
　東京においては、都内6か所の社会福祉法人等を指定、地域の障害者の就業支援や職場定着支援に加え、企業
への障害者雇用支援も行うなど、地域の実状に応じた障害者の雇用就業支援を担っている。
　今回の個別訪問業務については、法定雇用率未達成企業に対する各企業の状況に応じた障害者雇用に向けた
きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽなどの支援を行うものであることから、国の障害者雇用に対する知識や障害者就業支援に関す
る専門的な知識・ﾉｳﾊｳが必要であり、これらの業務を行えるのは国の障害者雇用施策を担う障害者就業・生活支
援ｾﾝﾀｰの委託団体しかない。
　また、支援においては国や都の障害者就業支援策につなげるほか、特別支援学校や地域の障害者支援機関な
ど、地域の機関につなげる場合もあるが、それには地域の障害者就業支援ﾈｯﾄﾜｰｸが必要であるが、これらのﾈｯﾄ
ﾜｰｸを活かし効果的に支援できるのは、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの委託団体が最も適当である。
　なお、地域の障害者支援機関は、主に区市町村域内を対象に福祉的就労などの支援を行うものが多く、企業へ
の障害者雇用支援を広域で実施できる団体は、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの受託団体しかいない。
　上記の理由により、本契約の目的に沿って、円滑かつ効果的に履行できる団体であることから、同者に特命する。

No. 契約件名

13
「平成29年度中小企業障害者雇用
応援連携事業」個別訪問業務の委
託について

No. 契約件名

12
「平成29年度中小企業障害者雇用
応援連携事業」個別訪問業務の委
託について



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (特非)まひろ 5,500,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(社福)多摩棕櫚亭
協会

5,500,000

特命理由
　「中小企業障害者雇用応援連携事業」個別訪問業務の実施にあたっては、都や東京労働局及びﾊﾛｰﾜｰｸ等の関
係者による連絡会を設置し、国の障害者雇用指導に関する情報をもとに、支援計画の検討や支援対象企業の選定
等を行う。また、個別の企業の支援においては、当該事業において地域の就労支援機関に配置する雇用支援員
が、計画に基づき企業を訪問、きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うとともに都や関係機関の障害者就業支援策、国の職業紹
介につなげる。
　このため、本事業における個別企業支援を行う地域の就労支援機関については、下記のような要件を具備する必
要がある。
①地域における障害者就業支援事業を実施しており、障害者就業支援に関する専門的な知識やﾉｳﾊｳを有してい
ること。
②企業に対する障害者雇用支援の実績があり、支援ﾉｳﾊｳを有すること。
③地域の障害者の就労支援機関等とのﾈｯﾄﾜｰｸを有し、地域における円滑な支援が可能であること。ただし、広域
の事業を実施することが可能な団体であること。
　障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰは、障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定、国及び都道府県の委託により、
障害者就業支援と生活支援を一体的に実施するものである。
　東京においては、都内6か所の社会福祉法人等を指定、地域の障害者の就業支援や職場定着支援に加え、企業
への障害者雇用支援も行うなど、地域の実状に応じた障害者の雇用就業支援を担っている。
　今回の個別訪問業務については、法定雇用率未達成企業に対する各企業の状況に応じた障害者雇用に向けた
きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽなどの支援を行うものであることから、国の障害者雇用に対する知識や障害者就業支援に関す
る専門的な知識・ﾉｳﾊｳが必要であり、これらの業務を行えるのは国の障害者雇用施策を担う障害者就業・生活支
援ｾﾝﾀｰの委託団体しかない。
　また、支援においては国や都の障害者就業支援策につなげるほか、特別支援学校や地域の障害者支援機関な
ど、地域の機関につなげる場合もあるが、それには地域の障害者就業支援ﾈｯﾄﾜｰｸが必要であるが、これらのﾈｯﾄ
ﾜｰｸを活かし効果的に支援できるのは、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの委託団体が最も適当である。
　なお、地域の障害者支援機関は、主に区市町村域内を対象に福祉的就労などの支援を行うものが多く、企業へ
の障害者雇用支援を広域で実施できる団体は、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの受託団体しかいない。
　上記の理由により、本契約の目的に沿って、円滑かつ効果的に履行できる団体であることから、同者に特命する。

特命理由
　「中小企業障害者雇用応援連携事業」個別訪問業務の実施にあたっては、都や東京労働局及びﾊﾛｰﾜｰｸ等の関
係者による連絡会を設置し、国の障害者雇用指導に関する情報をもとに、支援計画の検討や支援対象企業の選定
等を行う。また、個別の企業の支援においては、当該事業において地域の就労支援機関に配置する雇用支援員
が、計画に基づき企業を訪問、きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うとともに都や関係機関の障害者就業支援策、国の職業紹
介につなげる。
　このため、本事業における個別企業支援を行う地域の就労支援機関については、下記のような要件を具備する必
要がある。
①地域における障害者就業支援事業を実施しており、障害者就業支援に関する専門的な知識やﾉｳﾊｳを有してい
ること。
②企業に対する障害者雇用支援の実績があり、支援ﾉｳﾊｳを有すること。
③地域の障害者の就労支援機関等とのﾈｯﾄﾜｰｸを有し、地域における円滑な支援が可能であること。ただし、広域
の事業を実施することが可能な団体であること。
　障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰは、障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定、国及び都道府県の委託により、
障害者就業支援と生活支援を一体的に実施するものである。
　東京においては、都内6か所の社会福祉法人等を指定、地域の障害者の就業支援や職場定着支援に加え、企業
への障害者雇用支援も行うなど、地域の実状に応じた障害者の雇用就業支援を担っている。
　今回の個別訪問業務については、法定雇用率未達成企業に対する各企業の状況に応じた障害者雇用に向けた
きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽなどの支援を行うものであることから、国の障害者雇用に対する知識や障害者就業支援に関す
る専門的な知識・ﾉｳﾊｳが必要であり、これらの業務を行えるのは国の障害者雇用施策を担う障害者就業・生活支
援ｾﾝﾀｰの委託団体しかない。
　また、支援においては国や都の障害者就業支援策につなげるほか、特別支援学校や地域の障害者支援機関な
ど、地域の機関につなげる場合もあるが、それには地域の障害者就業支援ﾈｯﾄﾜｰｸが必要であるが、これらのﾈｯﾄ
ﾜｰｸを活かし効果的に支援できるのは、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの委託団体が最も適当である。
　なお、地域の障害者支援機関は、主に区市町村域内を対象に福祉的就労などの支援を行うものが多く、企業へ
の障害者雇用支援を広域で実施できる団体は、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの受託団体しかいない。
　上記の理由により、本契約の目的に沿って、円滑かつ効果的に履行できる団体であることから、同者に特命する。

No. 契約件名

15
「平成29年度中小企業障害者雇用
応援連携事業」個別訪問業務の委
託について

No. 契約件名

14
「平成29年度中小企業障害者雇用
応援連携事業」個別訪問業務の委
託について



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(特非)青少年自立
援助ｾﾝﾀｰ

5,500,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (社福)JHC板橋会 5,480,622

特命理由
　「中小企業障害者雇用応援連携事業」個別訪問業務の実施にあたっては、都や東京労働局及びﾊﾛｰﾜｰｸ等の関
係者による連絡会を設置し、国の障害者雇用指導に関する情報をもとに、支援計画の検討や支援対象企業の選定
等を行う。また、個別の企業の支援においては、当該事業において地域の就労支援機関に配置する雇用支援員
が、計画に基づき企業を訪問、きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うとともに都や関係機関の障害者就業支援策、国の職業紹
介につなげる。
　このため、本事業における個別企業支援を行う地域の就労支援機関については、下記のような要件を具備する必
要がある。
①地域における障害者就業支援事業を実施しており、障害者就業支援に関する専門的な知識やﾉｳﾊｳを有してい
ること。
②企業に対する障害者雇用支援の実績があり、支援ﾉｳﾊｳを有すること。
③地域の障害者の就労支援機関等とのﾈｯﾄﾜｰｸを有し、地域における円滑な支援が可能であること。ただし、広域
の事業を実施することが可能な団体であること。
　障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰは、障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定、国及び都道府県の委託により、
障害者就業支援と生活支援を一体的に実施するものである。
　東京においては、都内6か所の社会福祉法人等を指定、地域の障害者の就業支援や職場定着支援に加え、企業
への障害者雇用支援も行うなど、地域の実状に応じた障害者の雇用就業支援を担っている。
　今回の個別訪問業務については、法定雇用率未達成企業に対する各企業の状況に応じた障害者雇用に向けた
きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽなどの支援を行うものであることから、国の障害者雇用に対する知識や障害者就業支援に関す
る専門的な知識・ﾉｳﾊｳが必要であり、これらの業務を行えるのは国の障害者雇用施策を担う障害者就業・生活支
援ｾﾝﾀｰの委託団体しかない。
　また、支援においては国や都の障害者就業支援策につなげるほか、特別支援学校や地域の障害者支援機関な
ど、地域の機関につなげる場合もあるが、それには地域の障害者就業支援ﾈｯﾄﾜｰｸが必要であるが、これらのﾈｯﾄ
ﾜｰｸを活かし効果的に支援できるのは、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの委託団体が最も適当である。
　なお、地域の障害者支援機関は、主に区市町村域内を対象に福祉的就労などの支援を行うものが多く、企業へ
の障害者雇用支援を広域で実施できる団体は、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの受託団体しかいない。
　上記の理由により、本契約の目的に沿って、円滑かつ効果的に履行できる団体であることから、同者に特命する。

特命理由
　「中小企業障害者雇用応援連携事業」個別訪問業務の実施にあたっては、都や東京労働局及びﾊﾛｰﾜｰｸ等の関
係者による連絡会を設置し、国の障害者雇用指導に関する情報をもとに、支援計画の検討や支援対象企業の選定
等を行う。また、個別の企業の支援においては、当該事業において地域の就労支援機関に配置する雇用支援員
が、計画に基づき企業を訪問、きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うとともに都や関係機関の障害者就業支援策、国の職業紹
介につなげる。
　このため、本事業における個別企業支援を行う地域の就労支援機関については、下記のような要件を具備する必
要がある。
①地域における障害者就業支援事業を実施しており、障害者就業支援に関する専門的な知識やﾉｳﾊｳを有してい
ること。
②企業に対する障害者雇用支援の実績があり、支援ﾉｳﾊｳを有すること。
③地域の障害者の就労支援機関等とのﾈｯﾄﾜｰｸを有し、地域における円滑な支援が可能であること。ただし、広域
の事業を実施することが可能な団体であること。
　障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰは、障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定、国及び都道府県の委託により、
障害者就業支援と生活支援を一体的に実施するものである。
　東京においては、都内6か所の社会福祉法人等を指定、地域の障害者の就業支援や職場定着支援に加え、企業
への障害者雇用支援も行うなど、地域の実状に応じた障害者の雇用就業支援を担っている。
　今回の個別訪問業務については、法定雇用率未達成企業に対する各企業の状況に応じた障害者雇用に向けた
きめ細かいｱﾄﾞﾊﾞｲｽなどの支援を行うものであることから、国の障害者雇用に対する知識や障害者就業支援に関す
る専門的な知識・ﾉｳﾊｳが必要であり、これらの業務を行えるのは国の障害者雇用施策を担う障害者就業・生活支
援ｾﾝﾀｰの委託団体しかない。
　また、支援においては国や都の障害者就業支援策につなげるほか、特別支援学校や地域の障害者支援機関な
ど、地域の機関につなげる場合もあるが、それには地域の障害者就業支援ﾈｯﾄﾜｰｸが必要であるが、これらのﾈｯﾄ
ﾜｰｸを活かし効果的に支援できるのは、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの委託団体が最も適当である。
　なお、地域の障害者支援機関は、主に区市町村域内を対象に福祉的就労などの支援を行うものが多く、企業へ
の障害者雇用支援を広域で実施できる団体は、障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰの受託団体しかいない。
　上記の理由により、本契約の目的に沿って、円滑かつ効果的に履行できる団体であることから、同者に特命する。

No. 契約件名

17
「平成29年度中小企業障害者雇用
応援連携事業」個別訪問業務の委
託について

No. 契約件名

16
「平成29年度中小企業障害者雇用
応援連携事業」個別訪問業務の委
託について



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 5,080,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
岡部公認会計士
事務所

4,514,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
岡部公認会計士
事務所

4,514,400

No. 契約件名

18
企業による保育施設設置支援事業
における外部施設借上げ費支払業
務委託について

特命理由
　平成20年公益法人会計基準に従い、財団は日々の会計処理を行っている。この基準は以前の平成16年会計基
準と比べて、事業区分別内訳表の作成、他会計振替等複雑化しており、会計処理上の疑問点や不明点が生じるこ
とが多い。
　財団運営において、収支相償の問題や計算書類における情報開示などの制度上の諸問題の外、東京都の財政
援助団体として適正な予算執行や様々な監査への対応、さらに補助金、受託金や基金ごとに費用を計上すること
による財務諸表作成の困難さなど、年々会計処理が複雑化している。
　財団が責任ある事業運営体制の構築を一層推進するためには、事業区分別内訳表の作成、他会計振替等当財
団の現状・実態を踏まえた具体的な助言ができる外部監査人が求められる。
  岡部公認会計士は、平成19年度より当財団の外部監査を委託しているため、当財団の事業運営や会計処理に深
く精通し、かつ上記の諸問題を踏まえながら、適正な会計処理の枠組みやルールを共に作ることができる唯一の公
認会計士である。
  さらに、平成29年度においては、雇用環境整備課に関する事業が新たに3事業増えるなど、予算規模の拡大及び
会計区分の増加など、会計処理が煩雑になる。そのため、外部監査人が変更になった場合、経理事務に重大な支
障が及び、それによって会計処理が滞るなど、財団全体にリスクが波及する恐れがある。
  このことから、岡部公認会計士を外部監査人とし、引き続き指導を仰ぐことが、適正かつ精度の高い効果的な会計
監査が期待できるため、平成29年度会計の外部監査を岡部公認会計士に委託する。

特命理由
　現在、財団では平成20年公益法人会計基準に従い日々の会計処理を行っているが、この制度は、従来の平成16
年会計基準と比較して複雑さ（事業区分別内訳表の作成、他会計振替等）が増しているため疑問や不明な点が生
じることが多く、また内閣府の公益認定等委員会と東京都の公益認定等審議会の見解が異なるなど、公益法人会
計基準を巡り様々な問題が生じている。
　責任ある事業運営体制の構築に向けた取組をすすめるためには、収支相償の問題や正味財産増減計算書等の
計算書類における情報開示のあり方など、制度上の問題のほか、東京都の財政援助団体監査への対応により年々
複雑化する会計処理や、補助金、受託金ごとに費用を計上させることによる財務諸表への表示の困難さなど、当財
団の実情を踏まえた具体的な助言が外部監査人には求められる。
　そのため、当財団の事業運営や会計処理に深く精通し、かつ、上記の諸問題を踏まえながら、平成20年公益法
人会計基準に基づく、適正な会計処理の枠組みやルールを共に作ることができる公認会計士が、外部監査人とし
て最も適格だと考える。
  さらに平成28年度は定款変更を行い、事業の拡大に対応する新たな課を設置するとともに会計区分を増やすな
ど、より会計処理が煩雑になることから外部監査人が変更になった場合、経理事務に重大な支障が及ぶ可能性が
ある。これらのことから、岡部公認会計士に外部監査人として引き続き指導を仰ぐことが、より精度が高く効果的な会
計監査が期待できると考え、平成28年度会計の外部監査を委託する。

No. 契約件名

20
（公財）東京しごと財団における外
部監査（平成29年度会計期中監
査）業務委託（概算契約）

No. 契約件名

19
（公財）東京しごと財団における外
部監査（平成28年度会計期末監
査）業務の委託（概算契約）

特命理由
　企業による保育施設設置支援事業は、既に「平成29年度「企業による保育施設設置支援事業」業務委託につい
て（28東し雇第426号）」及び「企業による保育施設設置支援事業に係る業務委託における業者選定委員会の開催
結果について（特命随意契約の相手方の選定）（28東し総第2549号）」に基づき、当該事業者と契約締結しており、
外部施設借上げ費支払業務及び付帯事務についても、同契約「仕様書」11受託者が確保する施設・会場等により
別途契約する旨、定められているところである。

従って、事業の円滑な運営を図るため、株式会社パソナと特命随意契約を締結することとする。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(公財)東京都道路
整備保全公社

3,711,713

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借
NRI社会情報ｼｽﾃ
ﾑ㈱

3,101,760

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ㈱

2,891,700

特命理由
　本件で導入予定である「新連合システム」（以下「本システム」という。）は、ＮＲＩ社会情報システム株式会社（以下
「ＮＲＩ」という。）が平成９年に構築、運用を開始したシステムである。平成１４年には「新連合システム」としてリニュー
アルを行い、現在３８府県のシルバー人材センター連合（以下「連合」という。）で利用されている。
本システムは、連合の事務処理をサポートする唯一のシステムである。
インターネット機能を利用することで、連合と各シルバー人材センター間の様々な情報連携が可能となり、例えば、
従来紙ベースでやりとりしていた統計情報が、各シルバー人材センター（以下「センター」という。）から新連合システ
ムに直接入力することが出来るようになるなど、各種報告作業に係る作業負担が大幅に軽減することは、連合及び
各センター双方にとってメリットが大きいと考える。
　さらに、東京しごと財団とＮＲＩが共同で開発した「エイジレス８０」を利用している各シルバー人材センターは、新連
合システムにボタン１つでデータ送信が完了するなど、より密接なデータ連携が可能となる。
　また、平成２７年度から派遣事業を開始することにより、ＮＲＩの派遣システム「Ｃｏｌｌａｂｏ８０＋」を活用する。このシス
テムの特徴は、①会員情報、②受注・契約状況、③就業実績、④請求・入金把握、⑤給与処理、⑥統計を一括管
理することができるため、派遣事務の効率化につながるとともに、シルバー人材センターとのデータ連携が可能とな
る。平成２８年度からは、派遣事業における契約金額に対する従量課金方式とする。
　
　以上の理由、ＮＲＩ社会情報システム株式会社に特命をし、「連合システム」を活用する。

特命理由
　公益財団法人東京都道路整備保全公社は、東京しごとセンター地下１階から地下３階にある計128車室を有する
駐車場のうち、73車室について、駐車場駐車管理運営業務を東京都の行政財産使用許可を受けて実施予定であ
る。そのため、残り55車室の東京しごとセンター業務用駐車場についても一体的に管理運営することで円滑な業務
が可能となる。
　また、同一の建物内にある駐車場を他の業者に管理を委託した場合、責任の所在が不明確となる恐れがあるた
め、公益財団法人東京都道路整備保全公社に特命する。

No. 契約件名

22 新連合システムに関する契約

No. 契約件名

21
東京しごとセンター業務用駐車場
管理運営委託

No. 契約件名

「高齢者就業情報ｼｽﾃﾑ」改修委託
について

特命理由
当該事業者は、高齢者就業情報システムの開発・保守受託者である。
本件は、システム開発者にしかできない改造、改良、検証等を行うもので、同一の者以外にプログラムの増設・追加
等をさせると、既存のシステム運用に著しく支障が生じるほか、障害発生時の責任区分が不明確になり、原因究明
や障害対応が困難になる。このため、上記事業者を特命する。

23



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
檜垣綜合法律事
務所
弁護士　檜垣直人

2,762,424

特命理由
　公益社団法人であるシルバー人材センター（以下、「センター」という）に対する発注者や会員からの期待や要求
レベルは高まっており、発生する諸問題も年々複雑かつ多様化傾向にある。

　さらに、平成２７年度から試行開始されたシルバー派遣事業も平成２８年度より本格稼働となり、今後、契約件数の
増加とともに、より複雑かつ専門的な諸問題の発生が懸念されている。

　これらの複雑な諸問題に対し、関係法令を遵守した上で、センターの適正な事業運営を支援していくためには、
高度専門家による助言・指導等の専門相談体制の強化が必須となっている。

　こうした中、檜垣弁護士は、財団（連合）が実施してきた各研修や法律相談の担当弁護士として、１１年間継続して
センターを支援していることから、債権回収訴訟、会員とのトラブル、就業中の事故対応、職員問題等のセンター特
有の諸問題や過去の経緯について深く把握している。

　また、このような複雑な諸問題に対して、法律的な見地にとどまらず、センターの基本理念や事業実態を踏まえた
適切な助言指導や経営支援を行うことでセンターの円滑な事業運営に貢献してきた。

　加えて、平成２１年度からシルバー総合保険に関する法律相談業務も委託しており、センターの損害保険に関す
る諸問題についても深く精通していることから、法律問題等が発生した際も迅速な対応が可能である。

　これらのことから、法律相談業務を当該弁護士に委託することが適当である。

No. 契約件名

24
平成29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


