
（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 38,897

経常収益 6,270,590 704,563
3,214,667 703,482

79,156 0
6,419,321 665,666

6,398,252 665,666
うち人件費 1,974,704 202,261

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 38,897

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -
59,362,125 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 物品 紀本電子工業(株) 1,045,440

特定 委託 紀本電子工業(株) 1,056,240

特定 委託
(株)日建設計総合
研究所

26,568,000

特定 委託
(株)エヌ・ティ・ティ・
データＣＣＳ

6,064,740

特定 委託
オーチス・エレベー
タサービス(株)

648,000

特定 委託
(株)明電エンジニア
リング

19,132,200

特定 委託 (株)島津理化 1,296,000

特定 委託
三精テクノロジーズ
(株)

660,960

特定 委託 東京ダイレック(株) 777,600

特定 委託 応用地質(株) 5,998,104

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

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。

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

※団体計の経常収益には、評価損益等△2,557千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

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

2
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

3
水素蓄電を活用したまちづくりに向けた調査委
託

4
平成29年度BVOC排出量推計のための都内緑
地、街路樹の樹種及び葉重量推定調査委託（区
部2）

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
大気エアロゾル化学成分連続自動分析装置専
用試薬外2点の買入れ

8 エレベーター定期点検保守委託（自排棟）

9
平成29年度サルフェイトモニターの運転保守作
業委託

10
平成29年度地下水揚水モニタリング調査及び解
析等業務委託

5 エレベーター定期点検保守委託（本棟）

6
平成29年度大型シャシダイナモメータ等の保守
点検委託

7 廃水処理装置保守点検委託



（様式１－１）

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（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〕

No. 契約件名

特定 修理・整備
(株)明電エンジニアリン
グ

911,520

特定 修理・整備 東京ダイレック(株) 1,702,080

特定 賃借
（一社）東京都トラッ
ク協会

639,360

特定 賃借
（一社）東京都トラッ
ク協会

700,920

特定 賃借 日立キャピタル(株) 1,276,560

特定 賃借 芙蓉総合リース(株) 777,816

特定 賃借
東京ヤサカ観光バ
ス(株)

1,285,200

特定 賃借 日立キャピタル(株) 5,176,224

特定 賃借 富士ゼロックス(株) 708,912

独占 物品 東京ダイレック(株) 11,689,920

独占 委託 (株)堀場製作所 34,659,360

独占 修理・整備 (株)堀場製作所 11,450,160

競争 物品 相互産業(株) 6,316,380

競争 物品
日本分光(株)　東京
サービスセンター

4,168,800

競争 物品
ジーエルサイエンス
(株)

6,841,530

競争 委託
東京都庁輸送事業
協同組合

4,039,740

競争 委託
ジョンソンコントロー
ルズ(株)

3,186,000

競争 委託
(株)トーカンオリエン
ス

36,396,000

競争 委託 (株)堀場製作所 33,542,640

競争 委託
(株)日本海洋生物
研究所

3,348,000

競争 委託 いであ(株) 2,700,000

競争 修理・整備 (株)小川工務店 5,460,480

競争 修理・整備 (株)ヤマト東京支店 2,959,200

競争 賃借 日立キャピタル(株) 9,713,520

競争 賃借
東京センチュリー
(株)

3,052,080

競争 賃借
東京センチュリー
(株)

3,141,480

競争 賃借 日立キャピタル(株) 18,461,520

競争 賃借 積水リース(株) 6,220,800

14 平成29年度大型実験車の借上げ　その2

15
小型ガソリン車排出ガス分析装置の借入れ（再
リース）

16
ガスクロマトグラフ質量分析計２台の借入れ（再
リース）

11
大型シャシダイナモメーターフライホール用増圧
弁修理

12 サルフェイトモニター外1点の修理

13 平成29年度大型実験車の借上げ

20 カーボンアナライザーの買入れ

21
平成29年度自動車排出ガス分析装置の定期点
検委託

22
平成29年度自動車排出ガス分析装置の修繕委
託

17 平成29年度大型実験車の借上(その3)

18
二重収束型高分解能質量分析計の借入れ（再
リース）

19
平成29年度プリンタ複合機の借入れ（再リース）
（単価契約）

26
平成29年度一般貨物自動車による運送（複数単
価契約）

27 ダイオキシン等分析室空調設備の点検保守委託

28 東京都環境科学研究所建物管理委託

23 集中配管用高圧ガスの買入れ（複数単価契約）

24 フーリエ変換赤外分光光度計の買入れ

25 全自動固相抽出装置の買入れ

32
本棟・自排棟内部階段手摺設置その他補修工
事

33 活性炭吸着塔内活性炭カートリッジ更新工事

34
大気エアロゾル化学成分連続自動分析装置の
借入れ

29 平成29年度自動車排出ガス計測業務委託

30 東京都内湾における底泥試料採取等業務委託

31 住宅密集地等暑熱環境調査委託

38 PM1自動計測器の借入れ

35 超高感度SO２計の借入れ

36 超高感度CO計の借入れ

37
高周波誘導結合プラズマ励起質量分析計の借
入れ



（様式１－１）

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（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〕

No. 契約件名

競争 賃借 日立キャピタル(株) 15,195,600

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

39 イオンクロマトグラフ分析装置の借入れ

非公表案件
〇個人情報を含む案件



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(株)日建設計総合研究
所

26,568,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(株)エヌ・ティ・ティ・デー
タCCS

6,064,740

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

3
水素蓄電を活用したまちづくりに向け
た調査業務委託

特命理由

　本業務は、都包括委託研究の特別研究として平成28年度から30年度までの3ヵ年の計画として進めている
研究の一部を再委託するものである。
　平成28年度の委託業務においては、プロポーザル方式による競争契約により（株）日建設計総合研究所
を委託先業者として決定（28都環公環研第65号）し、十分な成果を得て業務を完遂したところである。
　平成29年度業務においては、（株）日建設計総合研究所が独自に作成・保有する評価ツールを活用し
て、28年度調査で対象とした福島県産CO2フリー水素の利活用に限らず、副生水素や海外からのCO2フ
リー水素等を幅広く検討対象として、28年度業務の中で作成した都内水素利活用モデルに適用させて環境
性や経済性の評価を行い、福島県産CO2フリー水素の結果との比較、考察などを行うこととしている。
　このように研究の継続性を保ち都内でのCO2フリー水素の利活用等に向けた調査研究を発展させていく
中で、本委託業務は、独自の評価ツールを保有する（株）日建設計総合研究所以外には遂行することがで
きない。
　以上の理由から、本業務の委託先を（株）日建設計総合研究所に特命する。

No. 契約件名

4
平成29年BVOC排出量推計のための
都内緑地、街路樹の樹種及び葉重量
推定調査委託（区部２）

　本調査は都内の樹木から排出されるBVOCの定量把握に必要な、都内区部全域の樹木の種類ごとの分
布と葉重量を新たに推定するものである。
　本調査は平成27年度からの継続調査であり、継続した検討方針や推定手法で調査を進める必要がある。
㈱NTTデータCCSは平成27年度調査委託について見積競争を経て契約し、要求した精度で衛星画像解析
による樹木の葉重量を広域的に推定する手法を開発した。平成28年度調査においては、都内区部の約半
分の面積を対象に本解析手法を適用した実績がある。
　この解析手法は㈱NTTデータCCS固有の技術により開発されたものであり、所期の成果目標である都内
区部全域の樹木葉重量推定を達成するためには、本調査でも継続してこの技術を採用する必要がある。本
調査の履行に必要となるこの推計プログラムは、㈱NTTデータCCSが所有しており、同社以外では実施する
ことができず履行可能な唯一の事業者である。
　以上の理由から、本委託を㈱NTTデータCCSに特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
(株)明電エンジニアリン
グ

19,132,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 応用地質(株) 5,998,104

特命理由

No. 契約件名

6
平成２９年度大型シャシダイナモ
メータ等の保守点検委託

特命理由

　当研究所は、国交省から自動車排出ガス試験ができる公的な試験機関として認定されており、道路運送
車両の保安基準に係る技術基準を遵守し、常に信頼性の高いデータを提供していく必要がある。その認定
基準を維持する保守点検技術を有するものは製造メーカー（株）明電舎のメンテナンス部門で、平成２５年１
０月１日に分社化した㈱明電エンジニアリング以外には無い。
  また、緊急対応修理が必要になった際は、本装置を停止させることなく補修用部品の迅速な提供を行わな
ければならないが、このような対応ができるのは（株）明電エンジニアリング以外に存在しない。
　以上の理由から（株）明電エンジニアリングを特命する。

No. 契約件名

10
平成29年度地下水揚水モニタリン
グ調査及び解析等業務委託

　東京都環境局では平成29年度都受託事業の実施に向けて、平成28年度に予備調査を実施している。
　この予備調査では、応用地質株式会社が、東京都環境局から観測データ（地下水揚水量及び地下水位）
を収集・管理できる環境の整備、テストモニタリングの実施、データ解析に資する基礎資料の作成を受託し
ており、本委託業務は、この予備調査の内容を引き継いで行うものである。
　本委託業務を適正かつ確実に実施するためには、過去のデータとの整合性を維持するうえで平成28年度
に応用地質株式会社が構築した観測システムを継続的に活用し、データの収集・管理を行うとともに、新た
な観測場所にも同様のシステムを採用する必要がある。また、平成28年度に実施した予備調査で得られた
結果を用いて、事業予定場所での事業調整を進める必要がある。
　以上の理由から、当該事業者は業務を的確に履行できる唯一の事業者であるため特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借 日立キャピタル(株) 5,176,224

　本件は、当初は競争により、平成２２年９月から平成２７年８月までの５年間（６０ヶ月）を条件により借り入
れ、その後再リースにより、平成２９年３月まで借り入れたものである。現在も業務に使用するため、時価に比
して著しく有利な価格で契約を締結することができる日立キャピタル（株）に再リースする。

No. 契約件名

18
二重収束型高分解能質量分析計
の借入れ（再リース）

特命理由



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 △ 5,355

経常収益 6,270,590 15,886
3,214,667 13,787

79,156 0
6,419,321 21,241

6,398,252 21,241
うち人件費 1,974,704 13,693

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 △ 5,355

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -

59,362,125 -

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

該当なし

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△2,557千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

環境普及等事業

区市町村との連携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。



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 △ 99,862

経常収益 6,270,590 26,594
3,214,667 26,165

79,156 0
6,419,321 126,456

6,398,252 126,456
うち人件費 1,974,704 22,474

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 △ 4

2,994 0

995 4

270 0

△ 147,002 △ 99,866

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -

59,362,125 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 委託 (株)乃村工藝社 42,418,080

特定 委託
デロイトトーマツコンサ
ルティング合同会社

710,372

件数 金額

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 水素情報館　東京スイソミル運営等業務委託

2
H29年度中小ガソリンスタンド等の水素ステー
ション導入支援事業に係るテキスト改訂業務委
託

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

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

項目
収支

備考
団体　計

※団体計の経常収益には、評価損益等△2,557千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

環境普及等事業（公益１事業）

①水素エネルギー普及啓発事業
②環境学習事業

２　事業（施設）概要

①水素エネルギーの普及啓発施設水素情報館　東京スイソミル」において、水素社会の
意義、技術、安全性など、都民・事業者に対し理解促進を図った。
②都からの委託事業として、本施設を利用した環境学習事業を企画・実施した。
③都からの委託事業として、中小ガソリンスタンド事業者等を対象に、水素ステーションの
基礎的知識から高圧ガス製造に必要な知識、法規制に係る知識などを習得する機会を提
供し、水素ステーション導入の支援を実施した。
④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の一層の
推進を図るため、「小学校教員向け環境教育研修会」や「テーマ別環境講座」を実施し
た。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)乃村工藝社 42,418,080

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〕

1
平成29年度水素情報館 東京スイソミ
ル運営等業務委託

特命理由

　上記事業者は、28都環公総経第45号の決定に基づき実施した、水素情報館「東京スイソミル」（以下「スイ
ソミル」という。）運営等業務委託に係る業者選定にあたり、総合評価競争契約方式により選定した事業者で
あり、スイソミルオープン時からの運営業務・ＷＥＢページの構築・運営を受託している。
　平成29年度は、28年度の業務に加えて学校団体やファミリー層の来館者数向上を図る促進策の企画や
広報ツールの作成等、戦略的な広報活動業務も追加し、委託する予定であり、その実施に当たっては、こ
れまでの経験やノウハウを活用した事業効果を発揮することが必要となる。また、上記事業者は、既に本業
務の運営体制を構築しており、運営スタッフの館内展示物の操作や来場者の案内及びＷＥＢページの運用
に関する初期的な教育訓練、それらに係る期間及び費用も必要ない。
　ついては、本業務の質を高め、円滑、確実かつ安価に委託できる唯一の事業者であるため、上記業者を
特命する。

No. 契約件名



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 185,425

経常収益 6,270,590 1,033,782

3,214,667 808,229
79,156 68,647

6,419,321 848,357

6,398,252 848,357
うち人件費 1,974,704 341,876

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 △ 221

2,994 0

995 221

270 0

△ 147,002 185,204

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -
59,362,125 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 委託 (株)ワンビシアーカイブズ 1,581,120

特定 委託 エス・アンド・アイ(株) 609,120

特定 委託 (株)ＲＳＩ 1,231,200

特定 委託 (株)日立システムズ 1,375,920

特定 委託 ヒトワット合同会社 2,019,600

特定 委託 (株)日立システムズ 680,400

特定 委託 アネックス(株) 1,399,6807
平成29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」及び「家庭におけるエネルギー利用の高度化促進
事業管理システム」の保守業務委託

6
省エネルギー診断報告書作成ツール改修業務
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29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（単価契約）

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

2
平成29年度　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

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〕

5
省エネルギー対策アニメ―ション映像コンテンツ
作成業務委託

3
「平成29年度東京都中小規模事業所のクラウド利用による省エ
ネ支援事業運営委託」における事前審査業務等の一部に関する
業務委託

4
「地球温暖化対策報告書グラフ作成ツール」の
作成委託

No. 契約件名

経常外収益

経常外費用

管理費

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

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　再生可能エネルギー普及促進事業
④　スマートエネルギー都市等推進事業

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
の実現に向けた新たな取組では、都民に対し、一層のエネルギー消費量削減意識を高
めるためのLED電球の普及拡大や既存住宅への高断熱窓製品の導入促進を図る助成
事業を実施した。

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△2,557千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）

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（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〕

No. 契約件名

特定 委託 (株)日立システムズ 723,060

特定 委託 (株)ネクスウェイ 1,267,200

特定 委託 日盛運輸(株) 23,907,420

特定 委託 共同印刷(株) 3,974,400

競争 委託 トランスコスモス(株) 86,875,200

競争 委託 共同印刷(株) 28,263,384

競争 委託 (株)シンシア 4,536,000

競争 委託 トランスコスモス(株) 8,133,134

競争 委託 日盛運輸(株) 10,850,760

競争 委託 (株)学研プラス 2,968,920

競争 賃借
ニッポンレンタカー
アーバンネット(株)

2,511,648

競争 賃借 － 5,042,500

競争 賃借 － 3,512,600

件数 金額
2〇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
「家庭におけるLED省エネムーブメント促進事
業」における広報ツールの追加製作等

平成29年度「グリーンリース実践の手引き」作成
委託

20

18 ＬＥＤ電球促進事業に係る回収車両の借上げ

19
ＬＥＤ電球促進事業に係る貸倉庫の借上げ（２３
区東地区）

8
家庭におけるＬＥＤ省エネムーブメント促進事業
に係るホームページの作成委託

9 ＦＡＸ一斉送信サービスの申込み

10
産業廃棄物（白熱電球他１点）の収集運搬及び
分別委託その２（単価契約）契約

非公表案件

ＬＥＤ電球促進事業に係る貸倉庫の借上げ（２３
区西地区）

12 コールセンター運営等業務委託

13 広報ツールの製作等委託

14
産業廃棄物（白熱電球ガラス他２点）の処分委
託（単価契約）

15
「家庭におけるＬＥＤ省エネムーブメント促進事
業」における参加協力店ＬＥＤ電球配布個数報
告集計業務委託

16
産業廃棄物（白熱電球他１点）の収集運搬及び
分別委託（単価契約）

17



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 日盛運輸(株) 23,907,420

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 共同印刷(株) 3,974,400

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

10
産業廃棄物（白熱電球他1点）の収
集運搬及び分別委託その2（単価
契約）

　　本件は、「家庭におけるLED省エネムーブメント促進事業」において、参加協力店が事業実施にあたっ
て必要となる広報ツールを追加製作等し、各参加協力店へ納品するものである。
　本業者は当該事業において、「家庭におけるLED省エネムーブメント促進事業」における広報ツールの製
作等について（29都公総地第1532号）を競争見積により契約した実績がある。
　今回の事案は、同様の物品を追加発注するものであり、上記事業者は既に版下等を保有しており、他社
に比べて安価かつ早期に納入できる唯一の事業者であることから、当該事業者を特定するものである。

　本業者は、平成29年6月30日付 29都環公総地第535号の2の決裁に基づき締結された「産業廃棄物（白
熱電球他1点）の収集運搬及び分別委託（単価契約）」において、競争見積により落札した業者である。
　しかしながら、上記契約仕様における分別作業内容において、実情と大きな乖離があり、契約の解除に
至ったものである。
　本事業においては、日々回収される白熱電球の各保管場所のスペースに限度があり、現在、回収した白
熱電球が各保管場所内で滞留している状況にある。計画的に収集運搬による搬出が行えない状況下で
は、回収業務に支障をきたす恐れがある。本事業は継続中であるため、受託業者を決定し安定した事業運
営を図ることが喫急の課題である。
　この他、本事業運営には（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム
を利用することが必須となり、これらと連動する公社独自のシステムである「電子マニフェストシステム・白熱
電球回収版」（EDI方式）を新たに登録・システム設定等の改修を行うには契約締結後、約1.5か月を要する
ものである。
　このため、上記の点を勘案すると、既に「電子マニフェストシステム・白熱電球回収版」を導入し、システム
稼働を早急に対応できる業者は、日盛運輸㈱に他無いことから特命とする。

No. 契約件名

11
「家庭におけるLED省エネムーブメ
ント促進事業」における広報ツール
の追加製作等

特命理由



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 △ 19,655

経常収益 6,270,590 80,274
3,214,667 80,266

79,156 0
6,419,321 99,929

6,398,252 99,929
うち人件費 1,974,704 38,374

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 △ 19,655

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -

59,362,125 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 委託 (株)マイナビ 3,481,552

競争 委託
(株)高尾輸送サービ
ス

2,965,302

競争 委託 (有)田中園 3,548,611

競争 委託 (株)田中緑花 3,566,309

競争 委託 (株)昭立造園 6,409,090

競争 委託 (有)田中園 3,240,064

競争 委託 (株)田中緑花 3,240,064

件数 金額

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

自然環境の保全等事業

２　事業（施設）概要

都内の貴重な自然環境が残る保全地域の適正な管理、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△2,557千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

1
森林・緑地保全活動情報センター情報発信用
Webサイトの保守管理委託について

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

2
保全地域体験プログラム等の参加者送迎業務
等委託（単価契約）

3 北多摩地区保全地域維持管理委託（概算契約）

4 南多摩地区保全地域維持管理委託（概算契約）

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

5 保全地域維持管理工事（概算契約）

6
北多摩地区保全地域維持管理委託（概算契約）
その２

7
南多摩地区保全地域維持管理委託（概算契約）
その２



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)マイナビ 3,481,552

　本Webサイトは、平成27年6月に「森林・緑地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」（27都環公事多第63号の2）において、当初競争見積により(株)マイナビ（以下「当該業者」という。）が
受託し、構築等したものであり、同Webサイトの保守管理も適切に行っているところである。
　そのため、同Webサイトを十分に熟知しており、Webサイトの機能やデザイン等を最大限生かし、保守管理
のできる唯一の業者である。また、当該Webサイトを構築した当該業者に保守管理を委託することで、一貫し
た責任を持たせる必要がある。
　以上の理由から、本案件を(株)マイナビに特命する。

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

1
森林・緑地保全活動情報センター情
報発信Webサイトの保守管理委託

特命理由



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 △ 14,873

経常収益 6,270,590 6,714
3,214,667 4,620

79,156 0
6,419,321 21,587

6,398,252 21,587
うち人件費 1,974,704 9,137

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 △ 14,873

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -

59,362,125 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

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

環境普及等事業（公益２事業）

①産業廃棄物管理責任者講習会（自主事業）
②産業廃棄物処理業者向け講習会（東京都受託事業）

２　事業（施設）概要

①東京都廃棄物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た産業廃棄
物管理責任者講習会を実施した。
②都からの委託事業として、静脈産業の重要な担い手である産業廃棄物処理業者が産業
廃棄物の適正処理、法令遵守はもとより、環境への配慮等の付加価値を兼ね備えることで
持続可能な循環型社会の発展を図るとともに、その経営の安定化や人材育成に寄与する
ことを目的として、産業廃棄物処理業者向け講習会等を実施した。

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△2,557千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

該当なし

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



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 1,439

経常収益 6,270,590 27,121
3,214,667 27,121

79,156 0
6,419,321 25,682

6,398,252 25,682
うち人件費 1,974,704 15,313

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 1,439

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -

59,362,125 -

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

該当なし

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△2,557千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

資源循環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

東京都が実施する資源循環分野における国際協力事業の事務局として、海外諸都市へ
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 △ 148,731 5,888

経常収益 6,270,590 18,703
3,214,667 18,703

79,156 0
6,419,321 12,816

6,398,252 12,816
うち人件費 1,974,704 8,809

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 5,888

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -

59,362,125 -

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

該当なし

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△2,557千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

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PCB
廃棄物について、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経費や高濃度PCB廃棄物の処理施設までの収集運搬に係る
費用の一部を助成した。



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 3,360

経常収益 6,270,590 1,137,417

3,214,667 1,136,817

79,156 0

6,419,321 1,134,057

6,398,252 1,134,057
うち人件費 1,974,704 315,609

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 3,360

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -

59,362,125 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 委託 (株)大東運輸 32,174,928

特定 委託 (株)大東運輸 138,024,788

特定 委託 (株)大東運輸 7,055,683

特定 委託 中島運輸(株) 244,104,840

特定 委託 (株)大東運輸 299,998,382

特定 委託 中島運輸(株) 24,944,328

競争 物品 (株)大倉 26,308,800

競争 委託
新日本ロードメンテ
ナンス(株)

31,952,880

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

非公表案件
〇個人情報を含む案件

1
中央防波堤埋立処分場飛散ごみ対策等環境保
全業務委託（単価契約）

2
平成29年度　防火及び警備等業務委託（単価契
約）

3
平成29年度　仮設道路造成等作業業務委託（単
価契約）

4
平成29年度　新海面処分場他埋立作業業務委
託（単価契約）その１

8 散水作業

5
平成29年度　新海面処分場他埋立作業業務委
託（単価契約）その2

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

※団体計の経常収益には、評価損益等△2,557千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

6
平成29年度　最終覆土作業業務委託（単価契
約）

7 路盤材の購入（単価契約）

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

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、環境保全対策等、管理運営に関する業務を実施し
た。
②環境への意識を高めることを目的に、都民や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。

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)大東運輸 32,174,928

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)大東運輸 138,024,788

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〕

　本業務の対象である外側・新海面処分場は、メタンガスの発生による作業上の制約や自然発火する特殊
な環境であり、警備や監視業務は常に危険を伴う。
　本件業務は、夜間全く照明が無い処分場内を車両での巡回警備する必要があり、日々変化する処分場の
道路状況を十分に把握した上に、環境の特殊性に関する知識を保有する者でなければ安全確実な履行は
不可能である。
　また、火災発生時には、軟弱な地盤の処分場内にて消火剤を満載した大型消防車を迅速・安全・確実に
運転する特殊な技能が必要である。
　上記業者は、本案件の業務の履行に不可欠な技能と十分な知識、多くのノウハウを有している。また、処
分場の特殊な環境において、消火剤を満載した大型消防車を運転する技術と、自然発火による特殊な火
災に対応出来る技術を保有しており、本案件を公社の作業計画どおり安全かつ効率的に実施できる唯一の
業者である。
　よって、本件は上記業者を特命とする。

No. 契約件名

1
中央防波堤埋立処分場飛散ごみ対策
等環境保全業務委託（単価契約）

特命理由

　本件の業務は、外側及び新海面埋立処分場において埋立事業や見学事業等における良好な環境維持
と安全確保の為に、散水、側溝のごみ及び汚泥等の収集、ドロ落とし施設の汚水収集・清掃作業等を行うも
のである。
　外側及び新海面埋立処分場は、強風によるごみ・粉じんの飛散、車両の通行に伴う土砂・粉じん等の拡散
等が発生する劣悪な環境であり、このなかで季節風や車両の導線、時間帯による通行量等多くの事項を考
慮した作業の実施が必要である。
　この業務を安全・迅速・確実に履行する為には、処分場の環境の特殊性を十分に理解するとともに、事故
が起こらない様に安全対策を施した作業車両を使用しなければならない。
　上記業者は、処分場の環境の特殊性を十分に理解しており、本案件の業務の履行に不可欠な技能と十
分な知識のほか、業務を安全・迅速・確実に履行する為の多くのノウハウを有している。また、事故を防止す
る為の特殊な対策を施した散水車や清掃作業車を保有しており、当該案件を安全かつ効率的に実施でき
る唯一の業者である。
　よって、本件は上記業者を特命とする。

No. 契約件名

2
平成29年度　防火及び警備等業務委
託（単価契約）

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)大東運輸 7,055,683

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 中島運輸(株) 244,104,840

No. 契約件名

特命理由

　本件は、埋立処分場に搬入される不燃ごみ及び粗大破砕ごみをブルドーザー等で敷き均しや転圧して埋
立てる業務と、同業務の実施に伴う残土による中間覆土等の各種業務である。
　本業務で埋め立てる破砕された不燃ごみ及び粗大ごみは、軽量、微細、塵埃などの特徴があり、破砕施
設の稼働状況等によってもごみ質が変化する。埋立作業では、この不安定な破砕ごみの上で重機を的確か
つ安全に操作し、不燃ごみと粗大破砕ごみを混ぜ合わせ均質に敷き均す必要がある。また、強風時にはご
みの飛散を極力抑える重機操作など、経験に基づく特殊な技能が必要となる。さらに、使用するブルドー
ザー等には、軟弱な地盤でも沈み込まない特殊なクローラーを装備する必要がある。
　上記事業者は、長年にわたって不燃ごみ及び粗大破砕ごみの埋立作業をしていることから、業務の履行
に不可欠な経験と技能、十分な知識・ノウハウを有している。また、作業の特殊性に対応した重機を保有し
ており、本案件を作業計画どおり安全かつ効率的に実施できる唯一の業者である。
　よって、本件は上記業者を特命とする。

3
平成29年度　仮設道路造成等作
業業務委託（単価契約）

特命理由

　本件は、港湾局の埋立竣工検査に向けて最終覆土を施す際に必要となる仮設道路の造成等の業務であ
る。
　本業務は、埋立竣工検査の実施時期に合わせて行うため、埋立終了から相当期間が経過した後の業務と
なる。その間に、ごみの圧縮やそれに伴う地盤の圧密の変化などから処分場では不等沈下や陥没が起きて
おり、最終覆土に係る仮設道路の造成においては、既設搬入路の位置や埋立履歴等を熟知するとともに、
埋め立てられたごみ質の違いに対応した特殊な道路造成技術が必要である。
　上記業者は、長年にわたって埋立処分場での搬入路の造成作業を実施していることから、業務の履行に
不可欠な技能と知識・ノウハウを有している。また、事故等を防止する為の特殊な対策を施した重機を保有
しており、本案件を安全かつ効率的に実施できる唯一の業者である。
　よって、本件は上記業者を特命とする。

No. 契約件名

4
平成29年度　新海面処分場他埋
立作業業務委託（単価契約）その
１



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)大東運輸 299,998,382

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 中島運輸(株) 24,944,3286
平成29年度　最終覆土作業業務
委託（単価契約）

特命理由

　本件は、港湾局の埋立竣工検査時に、処分場が公有水面埋立免許条件を満たす高さ及び形状となるよう
最終覆土を施す業務である。
　外側処分場は、可燃ごみ、不燃ごみ、残灰、汚泥など多種類のごみを埋め立てており、ごみの圧縮やそれ
に伴う地盤の圧密の変化などから不等沈下や陥没が起きる特殊な環境である。したがって、最終覆土後に
崩壊や陥没が発生しないよう、埋立処分場の履歴や地盤状況などに応じた覆土作業が必要になる。また、
将来の沈下幅を見積もって覆土の厚さを調整するなど、作業には長年の経験に基づく特殊な技能が必要
である。
　上記業者は、長年にわたってごみの埋立や中間覆土の作業を実施していることから、ごみや覆土の埋立
履歴など業務の履行に不可欠な知識と技能を持っている。さらに、事故等を防止する為の特殊な対策を施
した重機を保有しており、本案件を安全かつ効率的に実施できる唯一の業者である。
　よって、本件は上記業者を特命とする。

No. 契約件名

特命理由

　本件は、埋立処分場に搬入される残灰等をバックホウ等で敷き均して埋立をする業務と、同業務の実施に
伴う搬入路や踊り場の造成等の各種業務である。
　残灰等は、額縁型の埋立場所に落とし込み、バックホウ等で敷き均して埋め立てるが、残灰等で重機の足
場を固める作業後に不等沈下や陥没が発生しないよう均質に敷き均すには、残灰等の含水率、粘度、粒度
等の見極めや、経験に基づく特殊な技能が必要である。また、使用するバックホウ等には、残灰等を扱い易
いよう特殊なバケットを装備しなければならない。さらに、処分場の搬入路は残灰等を埋め立てた上に造成
し、崩落を起こさずダンプの重量に耐えられる道路とするため、上記の各ごみ質の違いに応じて、適切に造
成しなければならない。
　上記業者は、長年にわたって残灰等の埋立作業を実施していることから、業務の履行に不可欠な技能、
十分な知識・ノウハウを有している。また、作業の特殊性に対応した重機を保有しており、本案件を公社の作
業計画どおり安全かつ効率的に実施できる唯一の業者である。
　よって、本件は上記業者を特命とする。

No. 契約件名

5
平成29年度　新海面処分場他埋
立作業業務委託（単価契約）その2



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 △ 148,731 1,345

経常収益 6,270,590 395,555

3,214,667 395,476
79,156 0

6,419,321 394,210

6,398,252 394,210
うち人件費 1,974,704 140,553

21,069 0
うち人件費 10,968 0

当期経常外増減額 1,999 0

2,994 0

995 0

270 0

△ 147,002 1,345

△ 10,703 0

52,359,114 -

当期増加額 7,513,394 -

79,156 -

当期減少額 510,383 -
59,362,125 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 委託 成栄海運(株) 121,500,000

特定 委託
（公社）台東区シル
バー人材センター

957,945

特定 委託
(株)アサヒセキュリ
ティ

686,880

特定 賃借 伊澤造船(株) 11,404,800

競争 物品 和栄石油(株) 3,886,920

競争 物品 和栄石油(株) 4,004,640

競争 物品 大和田石油(株) 3,913,920

競争 物品 横浜マリン石油(株) 4,212,000

競争 修理・整備 伊澤造船(株) 6,256,487

競争 修理・整備 隅田船舶工業(株) 4,028,454

競争 修理・整備 (株)大戸造船所 8,802,00011 河川清掃船「建河清第1号」の修繕（手入れ）

9 台船「うまや1号」の修繕

6 船舶用軽油の購入（第2四半期）

10 河川清掃船「ちどり3号」の修繕（手入れ）

7 船舶用軽油の購入（第3四半期）

8 船舶用軽油の購入（第4四半期）

3 厩橋分室及び潮見分室の警備

5 船舶用軽油の購入（第1四半期）

1 平成29年度　河川水面清掃履行補助

4 バックホウ台船（荷の間付き）の借上げ

2 厩橋分室の清掃委託

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

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△2,557千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

河川環境保全事業

２　事業（施設）概要

河川における衛生的環境の確保と美観の維持を図ることを目的に、東京都の代表的な河
川である隅田川等30河川の浮遊ごみ等回収処理作業及び河川清掃に使用する船舶、
分室等の保守管理業を実施した。



（様式１－１）

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（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〕

No. 契約件名

競争 修理・整備 山陽造船企業(株) 8,649,006

競争 修理・整備 伊澤造船(株) 7,788,312

競争 工事 隅田船舶工業(株) 4,298,400

競争 工事 第一商事(株) 3,099,384

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

12 河川清掃船「第二みどり丸」の修繕（中間検査）

13 第一みどり丸及び第二みどり丸エアコン設置

15 潮見分室入口通路舗装工事

14 桟橋渡り階段等改修工事

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 成栄海運㈱ 121,500,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借 伊澤造船(株) 11,404,800

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
平成２９年度　河川水面清掃業務
履行補助契約

特命理由

　上記業者は、本件の業務仕様に適合する台船を保有しており、常に安全に使用できる状態に管理し、か
つ故障時及び保守などに迅速に対応できる業者である。また、公社の委託元である第一建設事務所の係留
施設に係留でき、作業用途に適した台船を保有している業者は東京都内および近隣地域には上記業者以
外存在しない。
　よって、上記業者を特命する。

特命理由

　本業務は、河川清掃船の操船と河川水面の浮遊ごみを回収する作業の委託である。
　河川清掃は、日々変化する天候、水位、潮流及び河川の工事等を考慮した作業方法を計画し、それに
則って鉄製の作業船を安全に操船しなければならない。実施に当たっては、幅広い河川知識と十分な操船
経験が必要となるが、河川清掃作業は、東京近郊では東京都建設局しか実施しておらず、業務経験を有し
ているのは本業務で受託実績のある上記業者だけである。
　このため、本業務を履行することができる唯一の業者である成栄海運株式会社を特命する。

No. 契約件名

4 バックホウ台船（荷の間付き）の借上げ


