
（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 220,192 981

経常収益 5,875,618 594,047

2,831,421 593,950

130,636 0

5,655,426 593,066
5,317,900 543,097

うち人件費 1,697,747 141,619
337,526 49,969

うち人件費 199,990 29,062
当期経常外増減額 △ 102,591 △ 3,168

52,762 0
155,353 3,168

270 0
117,331 △ 2,187
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 賃借 東銀ﾘｰｽ株式会社 43,113

特定契約 賃借
JA三井ﾘｰｽ株式会
社

81,216

特定契約 賃借 興銀ﾘｰｽ株式会社 4,050,000

特定契約 賃借
ｵﾘｯｸｽ･ﾚﾝﾃｯｸ株式
会社

6,216,912

特定契約 賃借 積水ﾘｰｽ株式会社 2,773,720

特定契約 賃借
ﾑﾗﾀ計測器ｻｰﾋﾞｽ株
式会社東京支店

3,534,300

特定契約 賃借 株式会社東商店 3,194,424

特定契約 賃借
社）東京都ﾄﾗｯｸ協
会　会長　大髙一夫

2,899,270

No. 契約件名

1 ウルトラミクロ天秤の借入れ

2 原子吸光光度計借入れ（再リース)

7 図書管理システムの借入れ

8
平成27年度大型実験車の借上(その
2)

6 PM2.5ｻﾝﾌﾟﾗｰの借入れ

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

3 ﾍﾞｰﾀ線式PM2.5自動計測器の借入れ

4 グローバルサンプラーの借入れ

5 多項目水質計の借入れ

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〕

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

平成２７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

環境調査研究事業

２　事業（施設）概要

①　調査研究
東京都の環境施策の展開に必要な科学的知見の提供を目的として、環境の改善・向上に
資する幅広い調査研究を実施した。
②　環境技術支援等
東京都の環境施策の推進に必要な科学的知見・専門的技術等を提供し、環境施策の実
施における信頼性の確保や環境の改善・向上に資する環境技術支援等を実施した。
③　環境学習
環境に配慮した実践行動や事業活動など、都民、事業者による自主的な取組が一層推
進されるよう、「小学校教員向け環境教育研修会」や「テーマ別環境講座」等を実施した。

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等



（様式１－１）

特定契約 委託 ﾀﾞｲﾚｯｸ株式会社 894,132

特定契約 修繕・整備 西川計測株式会社 654,480

特定契約 委託
紀本電子工業株式
会社

791,640

特定契約 委託
紀本電子工業株式会
社

825,120

特定契約 賃借
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会
社

3,571,344

特定契約 修繕・整備
日本ｶﾉﾏｯｸｽ株式会
社

2,007,720

特定契約 賃借
東京ﾔｻｶ観光ﾊﾞｽ株
式会社

1,394,280

特定契約 賃借 積水ﾘｰｽ株式会社 4,491,936

特定契約 賃借
東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ株
式会社

4,860,000

特定契約 賃借
JA三井ﾘｰｽ株式会
社

5,922,720

特定契約 賃借
ｵﾘｯｸｽ･ﾚﾝﾃｯｸ株式
会社

1,550,016

特定契約 賃借 興銀ﾘｰｽ株式会社 2,118,960

特定契約 賃借
総合商社ﾍﾞﾝｷｮｳﾄﾞｰ
株式会社

1,328,400

特定契約 委託
株式会社明電ｴﾝｼﾞ
ﾆｱﾘﾝｸﾞ東日本

18,241,200

特定契約 修繕・整備
株式会社堀場製作
所

1,075,680

競争契約 賃借 第一ﾘｰｽ株式会社 5,374,764

競争契約 委託 株式会社Ｆ－Power 33,773,452

競争契約 物品買入 株式会社ｶﾞｽ研 2,536,920

競争契約 委託
株式会社日本海洋
生物研究所

3,888,000

競争契約 委託 ｽｶｲﾏｯﾌﾟ株式会社 3,587,836

競争契約 委託
株式会社エヌ・ティ・
ティデータＣＣＳ

3,218,400

競争契約 委託
株式会社堀場製作
所

33,593,400

競争契約 修繕・整備
株式会社TAKｲｰ
ｳﾞｧｯｸ

6,739,200

競争契約 委託
株式会社ﾄｰｶﾝｵﾘｴ
ﾝｽ

33,987,600

競争契約 委託
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ株
式会社

3,186,000

競争契約 物品買入 相互産業株式会社 7,286,760

競争契約 修繕・整備
ジョンソンコントロー
ルズ株式会社

6,372,000

競争契約 修繕・整備 ｸﾎﾞﾀ化水株式会社 10,206,000

競争契約 修繕・整備
株式会社ﾔﾏﾄ東京
支店

3,024,000

競争契約 賃借
総合商社ﾍﾞﾝｷｮｳﾄﾞｰ
株式会社

20,567,520

36
東京都環境科学研究所実験排水処
理装置整備

37 空調給排水設備修繕

38
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ及びﾈｯﾄﾜｰｸﾚｰｻﾞｰﾌﾟ
ﾘﾝﾀｰの借入れ

33
ダイオキシン等分析室空調設備の点
検保守委託

34 集中配管用高圧ガスの買入れ

35 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類等分析室空調設備修繕

30
平成27年度自動車排出ｶﾞｽ分析装置
の定期点検委託

31
東京都環境科学研究所受変電設備
整備

32
東京都環境科学研究所建物管理委
託

28 航空機による地表面画像撮影委託

29
BVOC排出量推計のための都内緑地及び
街路樹の樹種及び葉重量推定調査委託

24 ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ型蛍光Ｘ線分析計の借入

25
東京都環境科学研究所で使用する電
力の需給（単価契約）

27 液化ガスの買入れ

23
大型自動車排出ｶﾞｽ計測ｼｽﾃﾑ空気
精製装置の修理

18
ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟ、ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ装置付きｶﾞ
ｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の借入れ

19 ｻﾙﾌｪｲﾄﾓﾆﾀｰの借入れ

20
大気ｴｱﾛｿﾞﾙ化学成分連続自動分析
装置の借入れ

27 多摩川河口部の浅場・干潟調査委託

9 オゾン濃度計の定期点検委託

10 ICP質量分析装置の修理

11
大気エアロゾル化学成分連続自動分
析装置の運転保守作業委託

21 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ外3点の借入　再ﾘｰｽ

22
平成27年度大型ｼｬｼﾀﾞｲﾅﾓﾒｰﾀ等の
保守点検委託

15
平成27年度大型実験車の借上(その
3)

16
窒素・リン連続自動分析装置の借入
れ

17 ﾅﾉ粒子連続自動分析装置の借入れ

12 八丈島におけるＰＭ2.5観測作業委託

13
二重収束型高分解能質量分析計の
借入（再ﾘｰｽ）

14 ナノ粒子測定装置の修理
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競争契約 賃借
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会
社

7,607,520

件数 金額

39 高速溶媒抽出装置の借入れ

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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うち本事業
当期経常増減額 220,192 4,728

経常収益 5,875,618 13,752

2,831,421 13,752

130,636 0

5,655,426 9,024
5,317,900 8,084

うち人件費 1,697,747 7,616
337,526 940

うち人件費 199,990 640
当期経常外増減額 △ 102,591 △ 1

52,762 0
155,353 1

270 0
117,331 4,727
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

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
〇個人情報を含む案件

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

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

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

平成２７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

環境普及等事業

区市町村との連係による地域環境力活性化事業

２　事業（施設）概要

東京の広域的環境問題への対応や、東京の地域特性を活かした魅力ある環境の創出を
図ることを目的として、東京都と連携し、地域の実情に即した取組を実施する区市町村に
対し、その経費の一部を補助した。
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うち本事業
当期経常増減額 220,192 179,009

経常収益 5,875,618 855,735

2,831,421 630,904

130,636 130,522

5,655,426 676,726
5,317,900 621,853

うち人件費 1,697,747 309,862
337,526 54,873

うち人件費 199,990 32,491
当期経常外増減額 △ 102,591 △ 781

52,762 0
155,353 781

270 0
117,331 178,228
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 特定契約
株式会社ワンビシアー
カイブズ

1,385,553

委託 特定契約 アネックス株式会社 2,047,680

委託 特定契約 国際航業株式会社 1,490,400

2
平成２７年度住宅用太陽エネルギー利用
機器導入促進事業等管理システムの保守
業務委託

3
平成２７年度「東京ソーラー屋根台帳」維
持管理業務委託

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

1
平成２７年度　補助金交付申請書類の保
管委託（単価契約）

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

管理費

経常外収益
経常外費用

平成２７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

地球温暖化防止活動事業への温暖化対策等支援事業

①　中小規模事業所への温暖化対策等支援事業
②　家庭部門における温暖化対策等支援事業
③　中小規模事業所省エネ促進・クレジット創出プロジェクト事業
④　ＣＯ2排出削減設備導入促進プロジェクト事業

⑤　中小テナントビル省エネ改修見える化プロジェクト事業
⑥　中小規模事業所のクラウド利用による省エネ支援事業
⑦　住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業
⑧　集合住宅等太陽熱導入促進事業
⑨　スマートエネルギー都市推進事業
⑩　太陽エネルギー普及促進事業
⑪　ソーラーカーポート普及促進モデル事業
⑫　既存住宅における再エネ・省エネ促進事業
⑬　シティーチャージ普及促進事業

２　事業（施設）概要

東京における中小規模事業所及び家庭部門の地球温暖化対策の拠点として、東京都及
び区市町村等と連携して普及啓発に取り組むとともに、都民や中小事業者が行う地球温
暖化防止活動や省エネ対策を支援する活動を展開した。また、スマートエネルギー都市を
目指した取り組みとして各種助成事業の運用事務を適切に実施した。太陽エネルギー普
及促進事業では、太陽エネルギーの普及促進を目的として、太陽光発電等に関する多様
な相談に応じるとともに、東京ソーラー屋根台帳など、効果的な情報発信を行うウェブサイ
トの運営や太陽光発電の普及に向けたセミナーを開催した。さらに、再生可能エネルギー
の普及拡大に向け、新規事業を立ち上げ、都内３カ所にソーラー充電スタンド（シティー
チャージ）を設置した。

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

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



（様式１－１）

委託 特定契約
株式会社ワンビシアー
カイブズ

1,581,120

委託 特定契約
株式会社エックス都市
研究所

2,451,600

委託 特定契約 アネックス株式会社 1,010,880

委託 特定契約
一般財団法人日本エ
ネルギー経済研究所

12,433,781

委託 特定契約
一般財団法人日本エネ
ルギー経済研究所 320,349

委託 特定契約 アネックス株式会社 972,000

委託 特定契約
株式会社ワンビシアー
カイブズ

528,984

委託 特定契約 ヒトワット合同会社 1,490,400

委託 特定契約
エス・アンド・アイ株式
会社

324,000

委託 特定契約
東日本電信電話株式
会社

8,349

委託 特定契約
住友不動産建物サー
ビス株式会社

904,608

委託 特定契約 株式会社日本設計 972,000

委託 独占契約 東京電力株式会社 28,327,320

委託 独占契約
住友不動産建物サー
ビス株式会社

42,744,564

委託 独占契約 アズビル株式会社 4,924,800

委託 独占契約
住友不動産建物サー
ビス株式会社

7,344,000

委託 独占契約
住友不動産建物サー
ビス株式会社

9,828,000

委託 独占契約
住友不動産建物サー
ビス株式会社

3,294,000

委託 競争契約
東京ソーラーカーポー
ト共同連合・国光施設
工業株式会社

39,960,000

委託 競争契約
株式会社エックス都市
研究所

3,780,000

委託 競争契約
株式会社日立システム
ズ

10,640,160

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
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

11
省エネルギー対策アニメーション映像コン
テンツ作成業務委託

12
地球温暖化報告書制度運用業務等にお
ける東京都環境局サーバとの回線管理委
託

13 受付内線電話追加工事

地球温暖化防止活動推進センター入居設
備工事委託（その２）

21
地球温暖化防止活動推進センター入居設
備工事委託（その３）

23
既存住宅の再エネ・省エネリフォームエネ
ルギー削減効果調査委託

24
東京都地球温暖化防止活動推進センター
ウェブサイトリニューアル業務委託

7
グリーンエネルギー認証センターによるグ
リーン電力の認証・認定に関する業務委託

8
グリーンエネルギー認証センターによるグ
リーン熱の認証・認定に関する業務委託

9
平成２７年度家庭の創エネ・エネルギーマ
ネジメント促進事業管理システムの改修業
務委託

10
平成２７年度文書保管業務委託（単価契
約）

非公表案件

14
東京都地球温暖化防止活動推進センター
清掃業務委託

15
東京都中小テナントビル省エネ改修効果
見える化プロジェクト「省エネ改修評価書
（自己評価版）」作成等業務委託

16
住宅用太陽エネルギー利用機器導入促
進事業に伴う太陽光発電システム総発電
電力量等の検針業務委託（単価契約）

22
ソーラーカーポート普及促進モデル事業
実施委託

17
東京都地球温暖化防止活動推進センター
事務所移転プロジェクトマネージメント業務
委託

18
事務所移転に伴うBefore＆Afterに係るコ
ンサルティング及び計測業務委託

19
地球温暖化防止活動推進センター入居設
備工事委託（その１）

20

4
平成２７年度東京都中小規模事業所省エ
ネ促進・クレジット創出プロジェクト申請書
類等の文書保管業務委託

5
集合住宅等太陽熱導入促進事業における
新技術等審査委員会の運営及び技術支
援等委託

6
平成２７年度家庭の創エネ・エネルギーマ
ネジメント促進事業管理システムの保守業
務委託



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 220,192 1,629

経常収益 5,875,618 84,335

2,831,421 84,335

130,636 0

5,655,426 82,706
5,317,900 77,629

うち人件費 1,697,747 38,571
337,526 5,077

うち人件費 199,990 2,786
当期経常外増減額 △ 102,591 △ 23

52,762 0
155,353 23

270 0
117,331 1,606
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 多摩川緑花㈱ 3,338,167

競争契約 委託 ㈲田中園 3,776,787

競争契約 委託 ㈱昭立造園 6,408,567

競争契約 委託 ㈱マイナビ 9,120,060

競争契約 委託 ㈱マイナビ 2,916,000

競争契約 委託 立川造園㈱ 5,535,327

件数 金額

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

森林･緑地保全活動情報ｾﾝﾀｰ事業
周知用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の制作

6 保全地域維持管理工事/その2

非公表案件
〇個人情報を含む案件

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

1
南多摩地区　保全地域維持管理委託
（概算契約）

2
北多摩地区　保全地域維持管理委託
（概算契約）

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

3
保全地域維持管理工事（概算契約）
について

4
森林・保全活動情報センター情報発
信用WEBサイトの構築等について

5

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

平成２７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

自然環境の保全等事業

２　事業（施設）概要

貴重な自然環境が残る保全地域（※1）の適正な管理、活用を図ることを目的として、保全
地域において緑地保全活動を行うボランティア人材の育成業務、ボランティアに関する情
報発信や人材登録等を担う情報センター業務、並びに保全地域の維持管理業務を東京
都から受託し、実施した。



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 220,192 △ 7,948

経常収益 5,875,618 6,676

2,831,421 6,676

130,636 0

5,655,426 14,624
5,317,900 12,395

うち人件費 1,697,747 7,039
337,526 2,229

うち人件費 199,990 1,320
当期経常外増減額 △ 102,591 0

52,762 0
155,353 0

270 0
117,331 △ 7,948
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

平成２７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

環境普及等事業(講習会)

２　事業（施設）概要

条例で設置が義務付けられている産業廃棄物管理責任者を対象として、排出事業者の責
任に関する知識や理解を深め、適正処理等の意識向上を図るとともに、産業廃棄物管理
責任者としての責務が果たせるよう人材育成を目的として産業廃棄物管理責任者講習会
を実施した。

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

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

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



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 220,192 1,054

経常収益 5,875,618 36,043

2,831,421 36,037

130,636 0

5,655,426 34,989
5,317,900 31,543

うち人件費 1,697,747 13,514
337,526 3,446

うち人件費 199,990 1,955
当期経常外増減額 △ 102,591 0

52,762 0
155,353 0

270 0
117,331 1,054
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

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
〇個人情報を含む案件

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

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

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

平成２７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

廃棄物分野における国際協力プロモーション事業

２　事業（施設）概要

東京都が実施する廃棄物分野における国際協力事業の事務局として、アジアの諸都市へ
廃棄物処理・リサイクルに関する情報発信、研修等の支援を実施した。



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 220,192 1,752

経常収益 5,875,618 9,453

2,831,421 9,451

130,636 0

5,655,426 7,701
5,317,900 6,544

うち人件費 1,697,747 5,286
337,526 1,157

うち人件費 199,990 611
当期経常外増減額 △ 102,591 △ 79

52,762 0
155,353 79

270 0
117,331 1,673
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

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
〇個人情報を含む案件

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

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

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

平成２７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
微量ＰＣＢ廃棄物処理支援事業

２　事業（施設）概要

有害物質であるＰＣＢ廃棄物の処理促進を目的として、都内中小企業者から発生した微量
ＰＣＢを含む廃絶縁油等の処分や微量ＰＣＢを含むおそれのある絶縁油の濃度分析を実
施する者に対して、その経費の一部を助成した。



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 220,192 8,040

経常収益 5,875,618 1,068,671

2,831,421 1,068,375

130,636 0

5,655,426 1,060,631
5,317,900 1,004,877

うち人件費 1,697,747 232,872
337,526 55,754

うち人件費 199,990 35,656
当期経常外増減額 △ 102,591 0

52,762 0
155,353 0

270 0
117,331 8,040
44,179 0

28,817,480 -

当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -

39,251,557 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 中島運輸㈱ 1,065,312

特定契約 委託 ㈱大東運輸 1,611,360

特定契約 委託 ㈱大東運輸 32,324,400

特定契約 委託 中島運輸㈱ 215,687,124

特定契約 委託 ㈱大東運輸 298,207,656

特定契約 委託 中島運輸㈱ 22,954,968

特定契約 委託 ㈱大東運輸 10,567,800

特定契約 委託 ㈱大東運輸 137,101,680

競争契約 物品買入 ㈱大倉 25,250,400

競争契約 委託
新日本ﾛｰﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ
㈱

31,644,540

件数 金額

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

9 路盤材の購入

10 散水業務委託（単価）

非公表案件
〇個人情報を含む案件

6 最終覆土作業委託

7 仮設道路造成等作業委託

8 防火・警備等業務委託

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

1
受入管理施設整備土砂運搬委託　そ
の1

2
受入管理施設整備土砂運搬委託　そ
の2

3
飛散ごみ対策等環境保全業務委託
（単価）

4
新海面処分場外埋立作業委託（その
1）

5
新海面埋立処分場他埋立作業委託
（その2）

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

平成２７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

中防外側諸事業及びスーパーエコタウン事業

２　事業（施設）概要

①東京都中央防波堤外側埋立処分場における廃棄物処理を安全かつ安定的に行うこと
を目的として、廃棄物の受入、埋立作業及び環境保全対策など、管理運営に関する業務
を実施した。
②都民及び小学生を対象に中央防波堤埋立処分場の状況や環境問題に対する理解を
深めてもらうため、スーパーエコタウン各種リサイクル施設などの見学案内業務を実施し
た。



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 220,192 3,706

経常収益 5,875,618 421,891

2,831,421 420,812

130,636 0

5,655,426 418,185
5,317,900 397,989

うち人件費 1,697,747 137,262
337,526 20,196

うち人件費 199,990 11,947
当期経常外増減額 △ 102,591 0

52,762 0
155,353 0

270 0
117,331 3,706
44,179 0

28,817,480 -
当期増加額 10,776,392 -

130,636 -

当期減少額 342,315 -
39,251,557 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 賃借 伊澤造船㈱ 11,404,800

特定契約 委託
社）台東区ｼﾙﾊﾞｰ人
材ｾﾝﾀｰ

920,281

特定契約 賃借 本橋発動機㈱ 1,425,600

特定契約 委託 成栄海運㈱ 114,517,800

特定契約 委託 ㈱ｱｻﾋｾｷｭﾘﾃｨ 686,880

競争契約 物品買入 横浜ﾏﾘﾝ石油㈱ 3,900,960

競争契約 物品買入 大和田石油㈱ 3,956,688

競争契約 物品買入 和栄石油㈱ 4,117,500

競争契約 物品買入 横浜ﾏﾘﾝ石油㈱ 3,861,000

競争契約 修繕・整備 伊澤造船㈱ 8,340,086

競争契約 修繕・整備 ㈱大戸造船所 10,510,333

9 船舶用軽油の購入（第一四半期分）

10 第一みどり丸の修繕

11 河清機第２７号の修繕(手入れ）

6
船舶用軽油の購入（第4四半期　単価
契約）

7
船舶用軽油の購入(第２四半期　単価
契約）

8
船舶用軽油の購入（第3四半期分　単
価）

4 河川清掃履行補助

5 厩橋分室及び潮見分室の警備

1 バックホウ台船の借上げ

2 厩橋分室の清掃委託

3 連絡船の借り上げ

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

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等435千円を収益として計上している。

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

平成２７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

河川環境保全事業

２　事業（施設）概要

東京都心内部河川の環境保全を目的として、都知事が管理する隅田川を始めとする30河
川の浮遊ごみ等清掃除去業務を実施した。
また、河川内の船舶等事故発生時の緊急対応、災害等発生時における物資輸送の機能
等の訓練を併せて実施した。



（様式１－１）

競争契約 委託 ㈱ﾀﾞｲﾆﾁ 3,564,000

競争契約 修繕・整備 隅田船舶工業㈱ 4,127,112

競争契約 修繕・整備 山陽造船企業㈱ 5,103,000

競争契約 修繕・整備 隅田船舶工業㈱ 6,943,320

競争契約 修繕・整備 伊澤造船㈱ 25,218,000

競争契約 委託 伊澤造船㈱ 8,694,000

競争契約 賃借 東京ﾌﾟｯｼﾔｰ㈱ 4,115,880

競争契約 修繕・整備 ㈲木村造船所 3,907,494

件数 金額

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

18 押船の借り上げ

19 ちどり3号の修繕

非公表案件
〇個人情報を含む案件

15 台船「うまや7号」の修繕

16 第一すみだ丸の修繕

17
第一すみだ丸ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄの製作委
託

12 潮見分室台船防護ネット取付工事

13 ちどり4号の修繕（手入れ）

14 台船「うまや6号」の修繕


