
（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -65,474 -4,191

経常収益 2,537,164 241,187

1,632,405 0

904,759 219,909

3,907,524 245,378
3,660,216 245,378

うち人件費 558,953 32,156
247,308 0

うち管理費 140,140 0
当期経常外増減額 0 0

46,872 0
46,872 0

0 0
-65,474 -4,191

2,287,338 2,226

8,527,140 －
当期増加額 2,342,813 －

当期減少額 －
10,869,953 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
競争契約 委託 株式会社ジェイトップ 3,748,800
特定契約 委託 ㈱ITS 51,354,600
特定契約 委託 株式会社ＪＴＢパブリッシング 8,374,300

件数 金額

事業費

項目
収支

うち 都からの委託料

令和2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）

自主研究活動の奨励、配偶者確保の支援等を実施。

団体　計

将来の農林水産業を担う後継者等に対し、資金貸付、各種研修への参加、

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〕

法人税等（再掲）

後継者対策事業

契約件名
1

資産（期末残高）

うち 都からの補助金等

令和２年度無料情報誌のパンフレットラックへの配架業務委託【準備契約】
2

当期指定正味財産増減額

当期一般正味財産増減額

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益

経常費用

資産（期首残高）

経常外費用

令和２年度東京の農林水産総合ウェブサイト「とうきょうの恵みＴＯＫＹＯ ＧＲＯＷＮ」運営管理委託(準備契約)

No.

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

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

東京農業情報発信事業に係わる情報誌制作(日本語版制作、外国語版増刷)および配送業務委託

〇個人情報を含む案件

3
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ITS 51,354,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社ＪＴＢパブリッシング 8,374,300

特命理由

　公開中のウェブサイト｢とうきょうの恵み TOKYO GROWN｣について、平成30年９月のリニューアル時から、上記
の契約相手方が運営管理を行っている。

　令和２年２月７日に実施した「平成31年度東京の農林水産総合ウェブサイト運営管理業務委託評価審議会」の
結果、対象事業者は仕様書で契約更改する条件として定められた「良好な履行」を行っていると判断された。従っ
て、令和２年度の運営管理業務委託先として特命で契約した。

No. 契約件名
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〕

　上記契約相手方は、令和元年度の「東京農業情報発信事業」において無料情報誌「東京の農林水産」英語版、
中国語（簡体字）版、中国語（繁体字）版、韓国語版、タイ語版、マレー語版、フランス語版の制作を委託した事業
者である。

  本件は、当財団と上記の事業者が共同で著作権を保有する既刊誌「東京の農林水産」のコンテンツを利用して、
別版を制作するものである。また、同じく共同で著作権を保有する既刊の情報誌を増刷するものである。従って、
上記以外の事業者が本件委託業務を履行することはできないため、上記事業者を契約者として特定した。

No. 契約件名

2
東京農業情報発信事業に係わる
情報誌制作(日本語版制作、外国
語版増刷)および配送業務委託

特命理由

1

令和２年度東京の農林水産総合
ウェブサイト「とうきょうの恵みＴＯＫ
ＹＯ ＧＲＯＷＮ」運営管理委託(準
備契約)



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -65,474 -10,239

経常収益 2,537,164 138,326

1,632,405 63,860

904,759 49,404

3,907,524 148,566
3,660,216 148,566

うち人件費 558,953 33,345
247,308 0

うち管理費 140,140 0
当期経常外増減額 0 0

46,872 0
46,872 0

0 0
-65,474 -10,239

2,287,338 1,980,408

8,527,140 －
当期増加額 2,342,813 －

当期減少額 －
10,869,953 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額非公表案件
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

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

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

令和2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

経営安定対策事業

２　事業（施設）概要

農業経営の安定による生産・供給の安定と公益的機能の高い農地の保全を図る

目的で「農地と担い手マッチング事業」及び「農地保有合理化事業」を実施
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うち本事業
当期経常増減額 -65,474 -51,874

経常収益 2,537,164 1,511,461

1,632,405 220,427

904,759 122,209

3,907,524 1,563,336
3,660,216 1,563,336

うち人件費 558,953 81,108
247,308 0

うち管理費 140,140 0
当期経常外増減額 0 0

46,872 46,872
46,872 46,872

0 0
-65,474 -51,874

2,287,338 306,285

8,527,140 －
当期増加額 2,342,813 －

当期減少額 －
10,869,953 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額非公表案件
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

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
別紙のとおり

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

令和2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

森林整備事業

２　事業（施設）概要

林業の低迷により増加している手入れの行き届かない森林を整備するため、分収契約や
森林

整備協定などにより森林所有者や都市住民などと協働した事業を実施。また、スギ等の伐
採

による花粉の少ない森づくりや伐採した木材の需要拡大により林業活性化を図る。
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 123,529,502

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 35,610,000

特命理由

No. 契約件名

２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例
の統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

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
森林循環促進事業（主伐・地拵）委
託（西多摩郡檜原村南郷5942番
外）

特命理由

2
令和2年度とうきょう林業サポート隊
指導業務委託(準備契約）

本業務は、とうきょう林業サポート隊（以下「サポート隊」という。）が年間を通して週２回（毎回１２名）の活動を行うた
め、サポート隊活動においての森林作業の技術指導、安全講習のほか、事前の森林現況調査、森林整備作業等
の業務を行うものである。サポート隊活動は、標準で３班各４名での活動を行っており、少なくとも３名以上の指導
員を配置しなければならない。当該指導員は、手工具類の取り扱いに熟知し、かつ安全管理、指導を十分に行え
ることが求められる。東京都森林組合の指導員らは、６年間の活動において、的確な指導を行い、大きな事故なく
実施してきた。また、サポート隊同様の森林ボランティア活動として、東京都水道局で実施している「多摩川水源森
林隊」においては、指導員４名が従事している実績がある。
このことから、本業務に必要な技量を備えた人員を確保でき、かつ長年の経験を持つ技術者を確実に配置できる
専門指導体制を構築し、業務を安全に円滑に遂行できる事業者は、東京都森林組合しかない。
ついては、「とうきょう林業サポート隊指導業務」に適している東京都森林組合を特定することとする。
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 34,870,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 多摩木材センター協同組合 34,501,500

特命理由
（１）　本委託の主要業務である多摩地域内の山林から主伐事業で伐採搬出された木材の在庫管理においては、
有効利用を図るため伐り出した木材を木材の用途別に貯木場に受入れ（入荷）、仕分、検知、集積、出荷等を行
い、かつ、出荷の各段階においては、認証林産物と非認証林産物とが混在しないよう分別・表示して管理しなけれ
ばならない。このため、持ち込まれる原木丸太の入荷に際しては、売買契約を締結している事業者のニーズ毎、ま
た、住宅建材、公共工事用材、合板材、チップ材等木材の用途に適した原木丸太を選別して材積計測や材の質
を見極める検地作業を行うとともに、径級別、長さ別、森林認証別、FIT認証別に出荷するため、山別に荷積みを
行わなければいけない。原木丸太の入出荷及び仕分けについて、これら同様の業務を行なっている者は、都内唯
一の原木市場を運営している多摩木材センター協同組合以外に存在しない。
（２）　（公財）東京都農林水産振興財団（委託者）は、主伐事業により伐採搬出した多摩産材について、市場を混
乱させないよう市場のニーズに即して供給する必要があるが、そのためには、多摩地域内外の木材事情に精通
し、原木市場と密接に連携して需要に速やかに対応できる事業者を受託者とすることが不可欠である。多摩木材
センター協同組合は原木市場を運営している都内唯一の事業者であり、同組合に委託することにより、効率的な
木材供給が図られる。
（３）　本委託の実施にあたっては、木材市場や原木丸太の選別、検知、掽積（積み重ねること）に関する専門的知
識と経験が必要であるが、多摩木材センター協同組合は熟練者を雇用しており、迅速かつ円滑な業務を効果的
に実施できる。
（４）　多摩木材センター協同組合は、平成20年度から継続して貯木場管理運営委託業務を受託し、適正かつ効
率的に実施しており、取引業者等からも高い評価を得ている。

令和２年度多摩産材等の魅力発信拠点（仮称）整備・運営業務委託の履行場所として、令和２年６月１６日付２産
労農森第３６７号により都が承認したリビングデザインセンターOZONE（東京都新宿区西新宿三丁目７－１　新宿
パークタワー内）の賃貸借契約にあたり、東京ガスコミュニケーションズ株式会社（以下「甲」という）と公益財団法人 
東京都農林水産振興財団（以下「乙」という)の賃貸借契約書に次のとおり規定されている。

〇乙が貸室内の造作・設備等の新設、付加、増設、模様替（天井、壁、床等の塗装替、張替を含む）、更新、改
造、除去その他原状を変更する工事にかかる設計ならびに施工に際して、乙は甲の指定する設計者ならびに施
工者に発注すること（賃貸借契約書第14条③）
〇「ショールーム」として使用する貸室内には、リビングデザインセンターOZONEの開館日ならびに開館時間中
は、説明員スタッフを常駐させなくてはならない。乙は、自社で説明員スタッフを常駐できない場合は、甲へ同業務
を委託すること。（賃貸借契約書第３条②）

したがって、東京ガスコミュニケーションズ株式会社を特定契約先とするものである。

No. 契約件名

4
令和2年度貯木場管理運営委託
【準備契約】

No. 契約件名

3
令和2年度多摩産材等の魅力発信
拠点整備業務委託

特命理由
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 32,262,869

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 25,875,559

契約件名

6
森林循環促進事業（主伐・地拵）委
託（青梅市御岳二丁目541番1外）

特命理由
２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例
の統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

No.

２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例
の統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

No. 契約件名

5
森林循環促進事業（主伐・地拵）委
託（あきる野市戸倉字星竹西畑萩
ノ1222番外）

特命理由
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借入 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 25,850,547

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 24,530,000

特命理由

令和２年度多摩産材等の魅力発信拠点（仮称）整備・運営業務委託の履行場所として、令和２年６月１６日付２産
労農森第３６７号により都が承認したリビングデザインセンターOZONE（東京都新宿区西新宿三丁目７－１　新宿
パークタワー内）の賃貸借契約にあたり、東京ガスコミュニケーションズ株式会社（以下「甲」という）と公益財団法人 
東京都農林水産振興財団（以下「乙」という)の賃貸借契約書に次のとおり規定されている。

〇「ショールーム」として使用する貸室内には、リビングデザインセンターOZONEの開館日ならびに開館時間中
は、説明員スタッフを常駐させなくてはならない。乙は、自社で説明員スタッフを常駐できない場合は、甲へ同業務
を委託すること。（賃貸借契約書第３条②）

したがって、東京ガスコミュニケーションズ株式会社を特定契約先とするものである。

No. 契約件名

令和２年度多摩産材等の魅力発信拠点（仮称）整備・運営業務委託の履行場所については、東京都が指定する
場所となっている。委託契約書仕様書の５委託内容（１）ア及びイの規定に基づき承認申請（※）を行ったところ、
令和２年６月１６日付２産労農森第３６７号により承認された。

したがって、東京ガスコミュニケーションズ株式会社を特定契約先とするものである。

※農振財森第５４４号令和２年６月１６日付「令和２年度多摩産材等の魅力発信拠点（仮称）整備・運営業務
  拠点開設場所の選定について」
開設場所の選定理由
（１）当施設は新宿駅から徒歩１０分であり、また、新宿駅からの巡回バスも運行されており、利便性が高いこと。
（５委託内容（１）アの要件に該当）
（２）当施設には、家具やインテリア用品、住宅設備、建材まで個性豊かな３０余りのショールームとショップが集積
しており、住宅関連の製品カタログや書籍、雑誌のライブラリーをはじめとする情報フロアが設置されている。また、
建築関係のセミナーの開催なども実施しており、集客を効果的に行うことが可能な施設であること。
（５委託内容（１）アの要件に該当）
（３）面積が150㎡程度であること。
（５委託内容（１）イの要件に該当）
　　都内主要駅付近で、当施設のような建築関係の多様なショールームを集約しており、同等以上の集約を見込
める施設で、賃貸借可能な場所はほかにはないため、リビングデザインセンターＯＺＯＮＥを選定する。

8
令和2年度多摩産材等の魅力発信
拠点運営業務委託

No. 契約件名

7

令和2年度多摩産材等の魅力発信
拠点（仮称）整備・運営委託ショー
ルームスペースの借り入れ

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 11,183,335

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 6,666,000

特命理由
　　「枝打ち」等森林整備業務委託に関する特例の３（長期受委託契約に係る森林整備業務）※に該当するため。

※　「森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整
備を適切に行う必要があるため。」

特命理由
２農振財森第６０２号：主伐（樹種更新）事業実施要領第１５別記及び枝打ち等森林整備業務委託に関する特例
の統一及び改正について

森林循環促進事業において長期受委託契約に係る森林整備業務（特定契約）
森林所有者が森林の施業管理を委託している事業者がいる場合、森林所有者が行った契約を考慮して整備を適
切に行う必要があるため。

No. 契約件名

10
森林循環促進事業（下刈）委託（西
多摩郡檜原村南郷5974番2外4箇
所）

No. 契約件名

9
森林循環促進事業（主伐・地拵）委
託（あきる野市乙津字谷向1146番
外）



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他 株式会社スタッフサービス 6,208,536

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都森林組合 6,000,000

No. 契約件名

特命理由
・花粉の少ない森づくり運動では、令和2年4月1日により、都派事務職員1名が欠員となった。
・直ちに、東京都産業労働局（以下「当局」という。）に人員補充の働きかけを行ったが、都派事務職員の補充は困
難との見解が示されたため、令和2年度中はやむを得ず人材派遣会社から労働者を補充し事業対応を行ってき
た。
・そこで、令和3年度の人員体制についても、当局に対し都派事務職1名の人員補充を継続的に働きかけてきた
が、新型コロナウイルス感染症対策に伴う人員不足から、令和３年度においても補充は困難という見解が示され
た。
・花粉の少ない森づくり運動では、個々の森地状況の把握や各事業関係者との面識が事業を円滑に遂行するた
めに非常に重要なものであることから、現指定業者の派遣労働者に対し、きめ細やかな指導・育成を行い、事業を
実施してきた。
・また、花粉の少ない森づくり運動では、実施事業上、個人情報に接する事も多いことから、この取り扱いに関して
は特に厳格に現指定業者の派遣労働者に対し指導を行ってきた。こうした過程により、情報セキュリティーの安全
を確保しつつ、日々の業務を円滑・的確に遂行するに至っている。
・指定業者は、財団事業の趣旨を良く理解し、また、現在派遣されている派遣労働者の勤務態度も良好であること
から、令和3年4月1日からの労働者派遣について、同事業者を指定し委託することとする。

特命理由
 各々の対象地は急勾配の地域が多く、作業も高所で行うため、安全で効率的な作業を行うにはそれぞれ現地の
地形、森林状況を熟知している必要がある。
 本事業は多摩地域全域と広範囲に及び、施業箇所の規模にばらつきが大きく、個別の契約には適さない。その
ため一括での契約が望ましい。
 枝打ちは適期（秋～冬）の作業が最も重要であり、年間の作業期間が制限される。そのため短期に作業を集中し
て行う必要があるが、枝打ち作業はかかる作業員の人数が多く必要なため、一定の規模の事業体が対象となる。
 東京都森林組合は、枝打ち業務についての専門知識や熟練した技術を持つ事業体であり、都行造林業務につ
いても植栽準備工、植栽工、下刈り、間伐、枝打ち等の一連の業務の全てを平成１０年までの５０年以上都から受
託していた実績がある。そのため造林地の所在、境界、施業履歴などの森林の状況を最も熟知している。また多
摩地区各所に支社を持ち、必要な規模の作業員を短期間で編成する事が出来る。そのため各対象地までの移動
時間を短縮できるので、時間のロスが少なく、十分な作業期間を、余裕を持って確保する事ができる。
 上記全ての条件を満たす事業体は東京都森林組合以外ないので、東京都森林組合との契約とする。

12

No. 契約件名

11
労働者派遣（花粉の少ない森づく
り運動事業事務）（単価契約）

令和2年度都行造林枝打委託



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 サクラインターナショナル株式会社 2,838,00013 多摩産材利用拡大フェア2020に係るコロナ対策等業務委託

特命理由

本件契約は、サクラインターナショナル株式会社との間で既に契約を締結しこれまでに事業を実施している「多摩
産材利用拡大フェア2020」（以下、利用拡大フェアという。）の開催に関連して、新たに行う新型コロナウィルス感染
拡大防止対策（以下、コロナ対策という。）として実施する追加業務を別途契約するものである。
本件契約は、今年度多摩産材情報センターが主催する「多摩産材利用拡大フェア2020」の受託者との間で締結
することが必要である。
既契約及び今契約においてDMやe-mailなど個人情報に係る業務が発生するため確実に実施するには、多摩産
材利用拡大フェア2020運営等業務委託の受託者以外にはない。
　よって、多摩産材利用拡大フェア2020の運営業務と同イベントコロナ対策業務とは、一体かつ不可分のものであ
るため、サクラインターナショナル株式会社を契約相手先として特定契約を締結する。

No. 契約件名



令和2年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（森林整備事業）　別紙

№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
1 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（西多摩郡檜原村字南郷6179番1外） 沖倉木材 61,050,000
2 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（西多摩郡檜原村字神戸8185番1外2箇所） 東京都森林組合 55,000,000
3 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（町田市相原町字権現谷5060番1外） 伊藤組 44,000,000
4 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（青梅市成木7丁目1110番外） 有限会社塩野産業 37,400,000
5 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡檜原村神戸8185番1） 東京都森林組合 19,800,000
6 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（あきる野市戸倉字金堀谷千ヶ沢2421番1） 有限会社三幸 15,510,000
7 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡檜原村字樋里8802番1外） 東京都森林組合 13,853,400
8 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（西多摩郡檜原村字神戸7880番イ） 株式会社山恵 13,750,000
9 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（八王子市西寺方町1010番1外）その1 東京都森林組合 13,530,000
10 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（八王子市西寺方町1010番1外）その3 立山産業株式会社 11,203,500
11 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡檜原村字神戸8185番1外2箇所） 東京都森林組合 11,110,000
12 競争契約 委託 立木評価のための調査・測量委託（複数単価契約） 一般社団法人森林計画センター 10,804,200
13 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（青梅市柚木町1丁目933番外） 有限会社三幸 10,505,000
14 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（八王子市南浅川町4225番1外）その1 ユニバーサル林業株式会社 9,889,000
15 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（西多摩郡檜原村字神戸8185番3外1箇所） 株式会社木林士 9,625,000
16 競争契約 委託 令和2年度都行造林間伐業務委託（さす沢） 協同組合東京・杣人の連 9,130,000
17 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（八王子市南浅川町4225番1外）その2 株式会社山恵 9,130,000
18 競争契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（青梅市日向和田二丁目369番1の一部） 東京都森林組合 8,778,000
19 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（八王子市西寺方町1010番1外）その2 株式会社東京チェンソーズ 8,459,000
20 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡檜原村人里6707番イ外） 東京都森林組合 8,340,000
21 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（青梅市柚木町1丁目941番1外） 立山産業株式会社 7,700,000
22 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（あきる野市戸倉字金堀谷千ヶ沢2423番外） 有限会社三幸 7,260,000
23 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡檜原村字樋里8777番4外） 東京都森林組合 7,139,000
24 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡奥多摩町境字本谷入718番外1箇所） 有限会社三幸 7,040,000
25 競争契約 委託 多摩産材利用拡大フェア2020運営等業務委託 サクラインターナショナル株式会社 6,479,000

26 競争契約 委託
森林循環促進事業（下刈）委託（八王子市上恩方町1834番外外3箇
所）

東京都森林組合 5,720,000

27 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（あきる野市戸倉字盆堀谷千ヶ沢2425番1） 協同組合東京・杣人の連 5,500,000
28 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（あきる野市乙津字穴場827番ハ2外） ユニバーサル林業株式会社 5,263,500
29 競争契約 委託 森林循環促進事業（シカ被害地造林対策）委託（西多摩郡檜原村神戸8074番） 株式会社東京チェンソーズ 5,115,000
30 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡檜原村字神戸7880番イ外） 東京都森林組合 5,000,000
31 競争契約 委託 令和2年度都行造林間伐業務委託（きわの沢） 東京都森林組合 4,620,000
32 競争契約 委託 令和2年度都行造林間伐業務委託（明王） 株式会社東京チェンソーズ 4,528,810
33 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（西多摩郡奥多摩町境字本谷入718番） 有限会社三幸 4,070,000
34 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（あきる野市深沢字伊勢山623番1外） 興國緑化株式会社 3,850,000
35 競争契約 委託 森林循環促進事業（除伐）委託（西多摩郡日の出町大久野4666番1） 株式会社山恵 3,850,000
36 競争契約 委託 令和2年度都行造林間伐業務委託（宮の入） 東京都森林組合 3,795,000
37 競争契約 委託 令和2年度都行造林間伐業務委託（東土代） 東京都森林組合 3,377,000
38 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市畑中二丁目1018番外） 協同組合東京・杣人の連 3,003,000
39 競争契約 委託 森林循環促進事業（植栽）委託（青梅市畑中二丁目1018番外） 協同組合東京・杣人の連 2,717,000
40 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（青梅市御岳二丁目548番2外） 株式会社山恵 2,585,000
41 競争契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡檜原村人里6765番イ外外1箇所） 立山産業株式会社 2,574,000
42 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（西多摩郡檜原村南郷5942番外） 東京都森林組合 123,529,502
43 特定契約 委託 令和2年度とうきょう林業サポート隊指導業務委託(準備契約） 東京都森林組合 35,610,000
44 特定契約 委託 令和2年度多摩産材等の魅力発信拠点整備業務委託 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 34,870,000
45 特定契約 委託 令和2年度貯木場管理運営委託【準備契約】 多摩木材センター協同組合 34,501,500
46 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（あきる野市戸倉字星竹西畑萩ノ1222番外） 東京都森林組合 32,262,869
47 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（青梅市御岳二丁目541番1外） 東京都森林組合 25,875,559

48 特定契約 委託
令和2年度多摩産材等の魅力発信拠点（仮称）整備・運営委託ショー
ルームスペースの借り入れ

東京ガスコミュニケーションズ株式会社 25,850,547

49 特定契約 委託 令和2年度多摩産材等の魅力発信拠点運営業務委託 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 24,530,000
50 特定契約 委託 森林循環促進事業（主伐・地拵）委託（あきる野市乙津字谷向1146番外） 東京都森林組合 11,183,335
51 特定契約 委託 森林循環促進事業（下刈）委託（西多摩郡檜原村南郷5974番2外4箇所） 東京都森林組合 6,666,000
52 特定契約 その他 労働者派遣（花粉の少ない森づくり運動事業事務）（単価契約） 株式会社スタッフサービス 6,208,536
53 特定契約 委託 令和2年度都行造林枝打委託 東京都森林組合 6,000,000
54 特定契約 委託 多摩産材利用拡大フェア2020コロナ対策等業務委託 サクラインターナショナル株式会社 2,838,000

55 特定契約 委託
令和2年度東京林業サポート隊WEBサイト　新サイトシステム再構築業
務委託

デザイン東京事業協同組合 2,165,075

56 特定契約 その他 労働者派遣（花粉の少ない森づくり運動事業事務）（単価契約） 株式会社スタッフサービス 1,922,778
57 特定契約 委託 令和2年度奥多摩・武蔵野の森　森林整備等委託 東京都森林組合 1,174,813
58 特定契約 委託 令和2年度「緑の雇用　集合研修及び「中間技術者育成研修」メンテナンス イワフジ工業 1,105,214
59 特定契約 委託 SGEC認証審査委託（更新審査） 一般社団法人日本森林技術協会 968,000
60 特定契約 購入 施工管理システム（デキスパート）の購入 株式会社建設システム 880,000
61 特定契約 委託 令和2年度花粉の少ない森づくり運動ＷＥＢサイト保守管理更新等業務委託【準備契約】 デザイン東京事業協同組合 666,600
62 特定契約 委託 ＳＧＥＣ認証審査委託（定期審査）【準備契約】 一般社団法人日本森林技術協会 638,000
63 特定契約 委託 令和2年度「緑の雇用」事業に係る高性能林業機械等による造材・集材研修の委託 東京都森林組合 630,000
64 特定契約 委託 令和2年度貯木場機械警備業務委託【準備契約】 セコム株式会社 574,200
65 特定契約 その他 木材利用促進事業に係る新聞広告掲出 エクスナレッジ 550,000
66 特定契約 委託 中・大規模建築物の木造木質化設計支援事業に係る新聞広告掲出 日刊建設工業新聞社 330,000
67 特定契約 その他 木材利用促進事業に係る新聞広告掲出 日刊建設工業新聞社 330,000
68 特定契約 その他 「国産木材の魅力発信拠点MOCTION」コンセプトブックの増刷 西川コミュニケーションズ 288,200
69 特定契約 委託 令和2年度林業技術者の育成研修事業（新規就労者対象）に係る安全指導業務委託 林災防東京支部 281,352



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -65,474 -1,033

経常収益 2,537,164 213,929

1,632,405 179,222

904,759 12,678

3,907,524 214,962
3,660,216 214,962

うち人件費 558,953 14,918
247,308 0

うち管理費 140,140 0
当期経常外増減額 0 0

46,872 0
46,872 0

0 0
-65,474 -1,033

2,287,338 0

8,527,140 －
当期増加額 2,342,813 －

当期減少額 －
10,869,953 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額非公表案件
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

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
別紙のとおり

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

令和2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

緑の募金・緑化推進事業

２　事業（施設）概要

緑の募金による森林の整備・街の緑化、東京を緑豊かな都市とするための苗木生産供給

事業等を実施



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京都植木農業協同組合 42,388,465

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 全国農業協同組合連合会東京都 23,004,409

　本購入は、一般市場では流通の極めて少ない稚苗をほ場に定植した状態で購入するものであり、また、購入す
る稚苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　稚苗の調達は、主に都内各地の農業協同組合からの調達となり、また、納品場所である財団指定場所について
も都内各地の農業協同組合毎のほ場であるため、納品場所の所管の各農業協同組合と調整し、円滑かつ効率的
に行う必要がある。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は都内の農業協同組合が組織する団体であり、稚苗の調達から、納品
（定植）までを統括して実施できる唯一の団体である。
　以上の特性から、稚苗の購入を円滑かつ効率的に行うため、全国農業協同組合連合会東京都本部と特定契約
を行う。

次の理由により、都内の各農業協同組合との特定契約とする。
　(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせ
るため。
　(2) 令和元年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
　(3) 令和元年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

No. 契約件名

2
令和2年度苗木生産供給事業にお
ける緑化用苗木の稚苗の購入（10
月購入分）（複数単価契約）

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
令和2年度苗木の栽培管理委託（4
月委託分）（複数単価契約）【準備
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 東京みどり農業協同組合 17,657,526

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 全国農業協同組合連合会東京都本部 16,590,7644
令和2年度苗木生産供給事業にお
ける緑化用苗木の稚苗の購入（3
月購入分）（複数単価契約）

特命理由
　本購入は、一般市場では流通の極めて少ない稚苗をほ場に定植した状態で購入するものであり、また、購入す
る稚苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　稚苗の調達は、主に都内各地の農業協同組合からの調達となり、また、納品場所である財団指定場所について
も都内各地の農業協同組合毎のほ場であるため、納品場所の所管の各農業協同組合と調整し、円滑かつ効率的
に行う必要がある。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は都内の農業協同組合が組織する団体であり、稚苗の調達から、納品
（定植）までを統括して実施できる唯一の団体である。
　以上の特性から、稚苗の購入を円滑かつ効率的に行うため、全国農業協同組合連合会東京都本部と特定契約
を行う。

No. 契約件名

3
令和2年度苗木の栽培管理委託（4
月委託分）（複数単価契約）【準備
契約】

特命理由
次の理由により、都内の各農業協同組合との特定契約とする。
　(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせ
るため。
　(2) 令和元年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
　(3) 令和元年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

No. 契約件名



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 西東京農業協同組合 14,621,047

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 全国農業協同組合連合会東京都本部 9,826,2196
令和2年度苗木生産供給事業にお
ける緑化用苗木の稚苗の購入（12
月購入分）（複数単価契約）

特命理由
　本購入は、一般市場では流通の極めて少ない稚苗をほ場に定植した状態で購入するものであり、また、購入す
る稚苗は、大量かつ樹種・品種とも多岐にわたっている。
　稚苗の調達は、主に都内各地の農業協同組合からの調達となり、また、納品場所である財団指定場所について
も都内各地の農業協同組合毎のほ場であるため、納品場所の所管の各農業協同組合と調整し、円滑かつ効率的
に行う必要がある。
　全国農業協同組合連合会東京都本部は都内の農業協同組合が組織する団体であり、稚苗の調達から、納品
（定植）までを統括して実施できる唯一の団体である。
　以上の特性から、稚苗の購入を円滑かつ効率的に行うため、全国農業協同組合連合会東京都本部と特定契約
を行う。

5
令和2年度苗木の栽培管理委託（4
月委託分）（複数単価契約）【準備
契約】

特命理由
次の理由により、都内の各農業協同組合との特定契約とする。
　(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせ
るため。
　(2) 令和元年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
　(3) 令和元年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

No. 契約件名

No. 契約件名



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 東京都植木農業協同組合 4,740,560

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社　ITS 3,412,2008
東京の食の魅力発信イベント
「TOKYO GROWN WINTER 
FESTA」企画運営業務委託

特命理由
本委託業務は、WEBにて東京の農林水産物と農林水産総合サイト「TOKYO GROWN」をPRするイベントの企画
運営である。
WEBサイトでの情報収集や買い物が日常化した現代社会において、都民及び国内外の観光客に対して、効果的
かつ効率的に東京の農林水産物をPRするには、豊富な現場取材に基づく記事や各種SNSによる発信が充実し、5
言語にも対応する「TOKYO GROWN」の活用が不可欠である。
新型コロナウイルスの感染拡大により、海外からの観光客が大幅に減少する一方で、緊急事態宣言中は都内の直
売所が売り上げを伸ばすなど、地産地消への関心が都民の間で高まっている。国内の訪都観光客も徐々に回復
しており、1年延期となった東京2020大会の開催を見据え、東京の豊かな農林水産物をPRするタイミングとして好
機であることから、「TOKYO GROWN」の更なるPRと活用を促進するため、「TOKYO GROWN」に特化したWEB
キャンペーンを開催するものである。
キャンペーンでは「TOKYO GROWN」サイト内に特設ページを開設し、アンケート回答者へ「TOKYO GROWN」で
紹介している生産者の野菜や加工品等のプレゼントを行うことから、「TOKYO GROWN」に精通した事業者でなけ
れば効果的な運営は担えない。
株式会社ITSは、「TOKYO GROWN」運営管理業務の受託者にプロポーザル方式で選定され、平成30年5月から
業務に当たっている。現在の「TOKYO GROWN」の全てに精通した唯一の業者であるほか、仕様書に定められた
記事作成のため、同社は現在まで150件以上の取材をこなし、生産者等との関係を深めてきた。サイト閲覧者から
新たな注文が入るなど、取材先の生産者等からの評判も良く、着実に良好な関係を築いている。プレゼント品に関
する全ての生産者情報を把握しており、WEB上での説明も的確に行うことができる。
また、キャンペーンのプレゼント商品は、多くの生産者等から、野菜や加工品、乳製品、穀類など多数の品目を十
分な数量調達することが必要であり、生産者等との調整は最重要の業務である。さらに、生鮮品は新鮮さが求めら
れるため、生産者等と信頼関係が構築されており、確実に調整できる者でなければならない。
「TOKYO GROWN」に最も精通し、同サイト掲載の生産者等から短期間で確実に食材等を調達できるのは、上記
の理由から株式会社ITSが唯一の業者である。

7
苗木の購入（ユキヤナギ外10樹
種）10～12月

特命理由
次の理由により、東京都植木農業協同組合との特定契約とする。
　(1)東京都植木農業協同組合は、都内の植木農家が組合員となっている唯一の団体であり、都内の農地で栽培
された苗木を供給できるため。
　(2) 都内全域の植木農家と常に連絡を取り、その栽培状況等を把握しているので、苗木の調達から納品までを統
括して実施することができ、また、供給に必要な苗木の要望に迅速に対応することができるため。
　(3) 都内の農地で栽培された苗木を購入し活用することで、農地の保全、緑化の推進に資することができるた
め。

No. 契約件名

No. 契約件名



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京みらい農業協同組合 3,402,734

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 東京都島しょ農業協同組合 3,170,750

9
令和2年度苗木の栽培管理委託（4
月委託分）（複数単価契約）【準備
契約】

特命理由
次の理由により、特定契約とする。
　(1)東京都から都内産の指定があること。
　(2)購入する樹種の生産は、八丈町以外ではほぼないこと。
　(3)八丈町においてまとまった数量を購入できるのは、東京島しょ農業協同組合以外にないこと。

特命理由
次の理由により、都内の各農業協同組合との特定契約とする。
　(1) 東京都苗木生産供給事業実施要領第３の４に基づき都内各農業協同組合へ苗木の栽培管理を請け負わせ
るため。
　(2) 令和元年度の栽培管理契約から引き続き圃場にて苗木の栽培管理を行う必要がある。
　(3) 令和元年度の３月の苗木の購入契約で定めた圃場において栽培管理を行う必要がある。

No. 契約件名

10
フェニックス・ロベレニー及びストロ
レチア・ノンリーフの鉢物の購入

No. 契約件名



令和2年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（緑の募金・緑化推進事業）　別紙

№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
1 競争契約 委託 令和2年度東京農業アカデミー八王子研修農場公報等業務委託 アグリコネクト株式会社 16,970,000
2 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（区部東部）（複数単価契約）【準備契約】 東和ランドテック株式会社 7,703,251
3 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（区部南部）（複数単価契約）【準備契約】 株式会社大進緑建 7,539,591
4 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（区部北部）（複数単価契約）【準備契約】 東和ランドテック株式会社 7,499,033
5 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（北多摩西部）（複数単価契約）【準備契約】 株式会社大進緑建 7,350,567
6 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（北多摩東部）（複数単価契約）【準備契約】 有限会社空園 6,898,969
7 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（南多摩）（複数単価契約）【準備契約】 株式会社道心 6,880,544
8 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（区部西部）（複数単価契約）【準備契約】 桜ヶ丘造園株式会社 6,575,471
9 競争契約 委託 令和2年度苗木の掘取運搬委託（西多摩）（複数単価契約）【準備契約】 有限会社田中園 5,970,945
10 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 東京都植木農業協同組合 42,388,465

11 特定契約 購入
令和2年度苗木生産供給事業における緑化用苗木の稚苗の購入（10月購入
分）（複数単価契約）

全国農業協同組合連合会東京都 23,004,409

12 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 東京みどり農業協同組合 17,657,526

13 特定契約 購入
令和2年度苗木生産供給事業における緑化用苗木の稚苗の購入（3月購入
分）（複数単価契約）

全国農業協同組合連合会東京都本部 16,590,764

14 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 西東京農業協同組合 14,621,047
15 特定契約 購入 令和2年度苗木生産供給事業における緑化用苗木の稚苗の購入（12月購入分）（複数単価契約） 全国農業協同組合連合会東京都本部 9,826,219
16 特定契約 購入 苗木の購入（ユキヤナギ外10樹種）10～12月 東京都植木農業協同組合 4,740,560
17 特定契約 委託 東京の食の魅力発信イベント「TOKYO GROWN WINTER FESTA」企画運営業務委託 株式会社　ITS 3,412,200
18 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 東京みらい農業協同組合 3,402,734
19 特定契約 購入 フェニックス・ロベレニー及びストロレチア・ノンリーフの鉢物の購入 東京都島しょ農業協同組合 3,170,750
20 特定契約 委託 令和２年度チャレンジ農業支援ｾﾝﾀｰ特殊サブサイト作成業務委託 福泉株式会社 2,486,000
21 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 東京むさし農業協同組合 1,937,135
22 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 八王子市農業協同組合 1,918,184
23 特定契約 委託 令和２年度東京都内等における援農ボランティア実態調査委託 アグリタウン研究会代表井原満明 1,644,000
24 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業における支柱の設置委託（3月購入分）(複数単価契約) 東京都植木農業協同組合 1,104,286
25 特定契約 委託 観葉植物の装飾業務委託 株式会社　指田園 861,850
26 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 西多摩農業協同組合 671,014
27 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 東京都植木農業協同組合 659,094

28 特定契約 委託
東京都大島町差木地字ハギ山6番２号に係る測量・文筆登記（嘱託）業務委
託

土地家屋調査士　柴山清和 619,136

29 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 西東京農業協同組合 568,240
30 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（4月委託分）（複数単価契約）【準備契約】 秋川農業協同組合 556,395
31 特定契約 委託 令和2年度就農相談員の設置委託（準備契約） 一般社団法人東京都農業会議 550,000
32 特定契約 購入 苗木の購入（ユキヤナギ外5樹種）12～3月 東京都植木農業協同組合 536,910
33 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 東京むさし農業協同組合 454,593
34 特定契約 委託 令和2年度苗木の栽培管理委託（10月追加委託）（単価契約） 秋川農業協同組合 453,555
35 特定契約 委託 農地保有合理化事業の契約に係る農地の鑑定評価委託 株式会社ときそう 440,000
36 特定契約 購入 苗木の購入（トキワマンサク）施126 東京都植木農業協同組合 417,100
37 特定契約 借入 軽四輪自動車の再リース（準備契約) 日立キャピタルオートリース株式会社 406,560
38 特定契約 購入 苗木の購入（カラタネオカダマ（ポートワイン））八王子研修農場 東京都植木農業協同組合 361,900
39 特定契約 購入 苗木の購入（トキワマンサク、ケヤキ）施143 東京都植木農業協同組合 325,600
40 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業における支柱の設置委託（3月購入分）(複数単価契約) 東京みどり農業協同組合 242,760
41 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（12月新規委託分）（複数単価契約） 東京むさし農業協同組合 137,150
42 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 西多摩農業協同組合 113,647
43 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（12月新規委託分）（複数単価契約） 東京都植木農業協同組合 71,065
44 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 秋川農業協同組合 56,823
45 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 八王子市農業協同組合 56,823
46 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（10月新規委託分）（複数単価契約） 東京みどり農業協同組合 56,823
47 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（12月新規委託分）（複数単価契約） 八王子市農業協同組合 54,663
48 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（12月新規委託分）（複数単価契約） 西東京農業協同組合 24,996
49 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（12月新規委託分）（複数単価契約） 東京みどり農業協同組合 24,847
50 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（12月新規委託分）（複数単価契約） 東京みらい農業協同組合 24,847
51 特定契約 委託 令和2年度苗木生産供給事業に係る苗木の栽培管理委託（12月新規委託分）（複数単価契約） 秋川農業協同組合 24,847



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -65,474 -2,478

経常収益 2,537,164 1,450,095

1,632,405 1,168,897

904,759 244,181

3,907,524 1,452,573
3,660,216 1,452,573

うち人件費 558,953 390,844
247,308 0

うち管理費 140,140 0
当期経常外増減額 0 0

46,872 0
46,872 0

0 0
-65,474 -2,478

2,287,338 -655

8,527,140 －
当期増加額 2,342,813 －

当期減少額 －
10,869,953 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額非公表案件
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

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
別紙のとおり

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

令和2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

試験研究・成果還元事業

２　事業（施設）概要

東京都の農林水産業の振興に積極的に貢献すべく、行政施策に沿った研究開発と成果
還元を

行うため、「農林総合研究センター事業」「農林水産資源拡大事業」「環境保全型農業の
推進

事業」を実施
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 株式会社中嶋製作所 14,194,708

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 大橋資材株式会社 6,875,000

栽培漁業センターで飼育している稚貝は、水槽内ポリカーボネート製の板（平版・波板）等に繁茂する珪藻類を主
な餌として成長する。珪藻類が十分に繁殖しなければ、稚貝の成長において、重大な妨げとなる。このため、当セ
ンターでは、高圧洗浄機、自動平版洗浄機、自動波板洗浄機を駆使して、適宜、ポリカーボネート板を洗浄し、良
好な状態の維持管理に努めている。自動波板洗浄機は、波板を常に良好な状態に保ち、業務の効率化を図り、
当センターが健全種苗の生産を達成するため、必要不可欠な機器である。自動波板洗浄機の製造業者は、中村
物産株式会社1者のみであり、他社製で本仕様に合致する同様の製品は存在しない。中村物産株式会社は、販
売部門を所有していないため、国内唯一同社の特約販売店である大橋資材株式会社と売買契約を締結しなけれ
ば、購入は不可能である。

本仕様記載のトラップ構造の扉を有する巣箱は株式会社中嶋製作所が昭和55年に開発し、特許を取得したもの
であり、平飼い飼育により種鶏を繁殖させ系統造成を実施している国や都道府県の公共牧場等に納品された実
績がある。既存の平飼い種鶏舎に納入されている巣箱も同社製品である。ただし、平飼い飼育による種鶏の系統
造成を実施している場所は少ないため、現在、国内外を問わず同様の機能を有する巣箱は流通製品として販売さ
れていない。しかし、軍鶏純系及びこの交雑鶏により生産される「東京しゃも」の生産のためには、平飼いによって
種鶏が自由に運動できる環境は必須であり、新規に平飼い鶏舎も建設中であることから、当該平飼い鶏舎内に専
用の集卵用巣箱を用意しなければならない。これまでの経緯から国内で同様の製品を製造した実績があり、製造
技術を保有しているのも本業者のみである。さらに、畜産専門業者として適合する巣箱サイズや段数について対
応できる製造業者は本業者1社のみであることから、本製品の購入については競争入札が適さないため。

No. 契約件名

2 自動波板洗浄機の購入

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 平飼い鶏舎用集卵ネストの購入

特命理由
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社サカタのタネ 5,104,088

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 株式会社伸栄 4,992,790

No. 契約件名

3
東京フーチャーアグリシステム環境
制御コントローラー低コスト版制作
委託

特命理由

・「東京フューチャーアグリシステム」で使用している環境制御コントローラは、国内で販売・使用されている他社シ
ステムと比較して制御ロジックが高度であり、性能面で一線を画しているため同等性能の物が無い状況である。高
性能であるため価格も高く、一般の農業施設に広く普及するためには低コスト化を図る必要がある。・低コスト化を
図るためには、同等性能の制御ロジックを組み込んだソフトウェアを開発し、既存の低コストハードウエアに実装す
る必要がある。また、開発したシステムを現場に普及するためには販売体制が整っている必要もある。・システムの
低コスト化については、「ユビキタス環境制御システム研究会」で提唱しているUECS※の採用が必要と考える。・ 
当該企業は、種苗会社大手であり都内にも販売網が幅広く根付いている。また、農業用ハウス設置コスト低減に向
けた取り組みも行っており、UECS採用の低コスト環境制御システムの販売と多数の導入実績がある。・ 当該企業
はソフトウエア開発においてシステムメーカーである株式会社ワビットと業務提携契約を締結しており低価格の汎
用基板を利用した低コスト環境制御システムのソフトウエア開発と実証試験の実績を持つ唯一の企業である。・

No. 契約件名

4 シカ柵の購入

特命理由

今回購入する「シカ柵」は、「優良大径材の生産に係る調査、試験及び管理業務委託」にて、100年の森を目指し
て、これから日の出町林業試験林に植栽する苗木をシカなどの野生動物による被害から守るために用いる。これ
まで、日の出町林業試験林では，東京都農林総合研究センターが日亜鋼業株式会社と共同で開発した東京都の
急峻な地形に適したシカ柵を試験的に設置しており、これまでシカやイノシシなどの野生動物からの被害をまった
く受けていないことが明らかとなっている。そこで、100年の森づくりを目指す本業務においても東京都農林総合研
究センターが開発した東京都に適したシカ柵を用いることにより、野生動物による被害回避を図るとともに、設置後
の耐久性を研究として継続して把握することにより、都内の林業施業地への普及を図るための基礎資料としてい
く。また、100年の森を視察に訪れた人へ開発したこのシカ柵を広くアピールすることも可能となる。東京都の急峻
な地形に適したこのシカ柵の接合部分は，タイトクロスという特殊な接合で独自の技術である。加えて，長さ10ｍの
本規格を製造販売しているのは，日亜鋼業株式会社しかない。以上の理由から、東京都農林総合研究センター
が開発したシカ柵の実証かつ普及を図るため、日亜鋼業株式会社製のシカ柵に特定する。株式会社伸栄は日亜
鋼業株式会社の東京都において東京都仕様シカ柵の唯一の代理店である。
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 協同組合東京・杣人の連 4,488,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 有限会社那知設備 4,180,000

No. 契約件名

5
優良大径材調査地の植栽準備業
務及び日の出試験林支障木処理
等業務委託

特命理由

履行場所である日の出試験林では、様々な試験研究及び育種をおこなっている。本件施行箇所でも数種の試験
区を設定しており、一般的な林業事業体の施行技術では計測対象の林木等を棄損してしまう等の事故が発生す
る可能性があり、試験林の保全が困難となり試験設定に支障をきたすことも懸念される。協同組合　東京・杣人の
連は、日の出試験林開設時より、造成、造林・保育のみならず試験研究及び育種に伴う作業に一貫して携わって
きているため試験林の状況を熟知した人材を擁している。また、日の出試験林での作業を想定した人材育成にも
注力しており、当センターの試験研究及び育種の意図・目的及び経緯を充分理解した上で、試験研究及び育種
に支障なく施行できる技術を持つ唯一の林業事業体である。また、本製品は上記業者が直接販売しているため、
他業者からの購入は不可能である。以上の理由から本業者を指名する。

No. 契約件名

6 取水機械設備保全業務委託

特命理由

栽培漁業センターは、東京都が直接行う工事及び管理委託により財団で実施する修繕等で、施設の改修を施工
しているが、経年による劣化は否めない状況である。このため事故を未然に回避し、健全種苗の生産を達成する
ためには、取水設備機械の日常的な保守点検は必要不可欠な業務である。センターの飼育水の循環系統には、
特殊な設備が多数あり、また、取水ポンプその他設備についても、特別注文によりセンター仕様で製作されたもの
を数多く含んでいる。このため、財団職員が施設の運用管理を行うためには、飼育水の循環系統全体を熟知して
いる業者の選定が必要である。本業者は、東京都が発注した取水機械設備の改修工事を受注し、施工した実績
がある。このため飼育水の循環系統の特殊な設備、その他関係機器の整備や管理についての知識を有してい
る。また、財団が発注した取水設備修繕等についての実績もある。よって、センターの飼育水の循環系統全体の
設備やその他関係機器の整備や管理について熟知し、なおかつ島内の業者であるが故に、緊急時における適切
な対応が可能である本業者を指名する。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 株式会社不動テトラ 3,630,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他 有限会社ホルトシステム 3,058,000

No. 契約件名

7 珪藻用肥料の購入

特命理由

栽培漁業センターで飼育している稚貝は、水槽内に繁茂する珪藻類を主な餌として視聴する。この珪藻類の栄養
要求の主体は、塩として供給される無機質で、その生育において、重要な要素となっている。この塩の供給は従
来、窒素、リン（燐酸）及びケイ素（珪酸）の溶液を、飼育水に混入する方法で行っていた。しかし、溶解作業が煩
雑で、珪酸を高濃度に保つことが難しい等、作業には熟練した技術を必要としていたので、専従の人員を配置し
なければならなかった。珪藻用肥料（イオンカルチャーパック）は、緩水溶性ガラスという独自の技術が用いられ、
水槽内に入れておくだけで自然に溶出して、栄養塩を供給できる画期的な固形型肥料であり、誰でも簡単に珪藻
類の培養を行うことができる。3か月の溶出型なので、使用期間も長期にわたり、また、珪藻類の繁殖も良好であ
る。このような持続的に栄養塩を供給できる溶出型肥料は、本製品以外に1社から別製品が販売されているが、含
有成分が珪酸のみである。このことから本製品は珪藻類の培養に、唯一最適な製品である。また、本製品は上記
業者が直接販売をしているため、他業者から購入することは不可能である。以上の理由から、販売元の本業者を
指名する。

No. 契約件名

8
統合環境制御温室カーテンシステ
ムの改修

特命理由

・東京都受託事業「令和２年度東京型スマート農業プロジェクトに関する試験研究業務の委託」では，東京農業イ
ノベーションプロジェクト(平成26～29年度）により開発した「東京フューチャーアグリシステム（東京型統合環境制
御生産システム）」（以下、ＴＦＡＳ）を普及拡大するため、新たに「東京フューチャーアグリシステムの新展開」として
栽培対象品目の拡大を行うこととなっている。・ ＴＦＡＳのハウス構造（東京ブライトハウス）は、骨材を太く強度を担
保することで、通常より骨材数を大幅に削減しているため一般的なハウスと構造上大きく異なる。そのため、カーテ
ンシステムの設置にはハウス構造（強度計算等）に熟知していなければいけない。・ 当該企業は「平成26年度東
京農業イノベーションプロジェクト」においてＴＦＡＳ試験ハウスの設置、及び「平成30年度次世代アグリシステム現
地実証事業」におけるＴＦＡＳ設置に関与するなど、ＴＦＡＳの構造に熟知している。・平成30年度次世代アグリシス
テム現地実証事業」におけるＴＦＡＳのカーテンシステムは今回導入予定の物と同等で施工実績がある。・ 以上の
理由により、有限会社ホルトシステムは，本事業の目的に沿って円滑かつ効果的に履行できる唯一の企業である
ことから、当該企業を特命するものである。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他 全国農業協同組合連合会東京都本部 2,664,2009
東京エコポニック栽培槽のかさ上
げ改修

特命理由

・「東京型スマート農業プロジェクト」においては「東京フューチャーアグリシステムの新展開」としてシステム低コスト
化についての研究を行うこととなっている。システムの構成要素である「東京エコポニック（養液栽培システム）」栽
培槽のかさ上げをすることで、作業労働性の改善と植物根域環境の局所制御が可能となり、労働コストと光熱費の
低コスト化が実現する。これを検証するため、既設置の「東京エコポニック」栽培槽のかさ上げを行う。・ 試験研究
計画においては、今回のかさ上げ改良型と農総研開発の従来型と、２タイプのデータを比較検討することになって
いる。・ 現在、生産現場に導入されているものは、栽培上の基本性能を満たせば部材や資材の変更を認めてお
り、施工業者によって形状等が若干異なるため、比較検討するためには農総研開発の従来型である必要があ
る。・ 当該企業は、農総研独自開発である「東京エコポニック」の研究開発段階において試作に携わり従来型につ
いての構造や特性について熟知している。・ 東京エコポニック栽培槽のかさ上げは初の試みであるが、当該企業
は、類似システム栽培槽のかさ上げにおいて実績を有する。・ 当該企業以外で従来型を施工するためには、技術
情報の取得や試作・施工が必要となりコスト高、及び、施工完了まで時間を要することとなる。・ 以上の理由によ
り、JA全農東京は，本事業の目的に沿って円滑かつ効果的に履行できる唯一の企業であることから、当該企業を
特命するものである。

No. 契約件名



№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
1 競争契約 購入 ふ卵器の購入 株式会社昭和フランキ 198,616,000
2 競争契約 購入 食鳥処理用具一式の購入 株式会社石井製作所 14,556,300
3 競争契約 購入 母豚管理システムの購入 株式会社フロンティアインターナショナル 13,640,000
4 競争契約 購入 バスケット洗浄機の購入 株式会社アイピー 11,308,000
5 競争契約 購入 果樹根域制限栽培用パイプハウス及び栽培槽等の購入 株式会社エドビ 9,350,000
6 競争契約 購入 電動フォークリフトの購入 コマツカスタマーサポート株式会社 9,158,600
7 競争契約 購入 事務用品の購入 井上事務機事務用品株式会社 8,195,000
8 競争契約 購入 豚管理システムの購入 株式会社ポータス 7,700,000
9 競争契約 委託 令和2年度奥多摩さかな養殖センター建物管理委託【準備契約】 株式会社星光 7,700,000
10 競争契約 購入 体細胞測定装置の購入 富士平工業株式会社 7,645,000
11 競争契約 購入 洗濯脱水機及び乾燥機の購入 キングラン・メディケア株式会社 7,645,000
12 競争契約 購入 令和2年度マス用養魚飼料の購入(複数単価契約）（準備契約） 株式会社マツイ 6,623,560
13 競争契約 委託 令和2年度公益財団法人東京都農林水産振興財団青梅庁舎建物管理委託【準備契約】 株式会社星光 6,600,000
14 競争契約 購入 軽四輪ダンプの購入 ダイハツ東京販売㈱ 5,247,000
15 競争契約 購入 動物用超音波診断装置の購入 森久保薬品株式会社 4,667,300
16 競争契約 購入 電動ターレットトラックの購入 青梅産業株式会社 4,400,000
17 競争契約 委託 令和2年度江戸川分場建物等清掃委託【準備契約】 株式会社エイコー 4,301,055
18 競争契約 購入 ホイールローダーの購入 青梅産業株式会社 4,158,000
19 競争契約 委託 東京型スマート農業推進に関する基礎調査委託 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 3,850,000
20 競争契約 購入 パイプハウス2棟の購入 有限会社古宮農蚕機商會 3,850,000
21 競争契約 購入 紫外線殺菌ランプ他の購入 株式会社マツイ 3,611,300
22 競争契約 委託 直売所画像撮影・送信カメラの製作委託 株式会社ＬＡｐｌｕｓｔ 3,190,000
23 競争契約 借入 軽四貨物自動車の賃借(準備契約) 日立キャピタルオートリース株式会社 3,168,000
24 競争契約 委託 貝類飼育板の製作委託 株式会社樟陽商会 3,135,000
25 競争契約 購入 自動洗卵選別機の購入 共和機械株式会社 2,953,500
26 競争契約 購入 全自動洗浄機の購入 株式会社チヨダサイエンス 2,884,310
27 競争契約 購入 回転フォークリフトの購入 コマツカスタマーサポート株式会社 2,640,000
28 競争契約 購入 小型パイプハウス5棟の購入 有限会社古宮農蚕機商會 2,420,000
29 特定契約 購入 平飼い鶏舎用集卵ネストの購入 株式会社中嶋製作所 14,194,708
30 特定契約 購入 自動波板洗浄機の購入 大橋資材株式会社 6,875,000
31 特定契約 委託 東京フーチャーアグリシステム環境制御コントローラー低コスト版制作委託 株式会社サカタのタネ 5,104,088
32 特定契約 購入 シカ柵の購入 株式会社伸栄 4,992,790
33 特定契約 委託 優良大径材調査地の植栽準備業務及び日の出試験林支障木処理等業務委託 協同組合東京・杣人の連 4,488,000
34 特定契約 委託 取水機械設備保全業務委託 有限会社那知設備 4,180,000
35 特定契約 購入 珪藻用肥料の購入 株式会社不動テトラ 3,630,000
36 特定契約 修繕 統合環境制御温室カーテンシステムの改修 有限会社ホルトシステム 3,058,000
37 特定契約 修繕 東京エコポニック栽培槽のかさ上げ改修 全国農業協同組合連合会東京都本部 2,664,200
38 特定契約 委託 多品目栽培作業スケジュール管理システム製作委託 株式会社Agrihub 2,442,000
39 特定契約 委託 令和2年度「緑と水の森林ファンド」都道府県事業（ふるさとの杜活力調査事業）の委託 東京樹木医会 2,249,500
40 特定契約 委託 種豚用ステンレス給餌槽取付等委託 株式会社フロンティアインターナショナル 2,184,600
41 特定契約 委託 ロールスクリーン取付等委託 株式会社山六 2,178,000
42 特定契約 修繕 排水処理施設中空糸膜の修繕 共和メンテナンス株式会社 1,980,000
43 特定契約 委託 東京フューチャーアグリシステム給液システムの設計・開発委託 株式会社ダブルエム 1,958,000
44 特定契約 修繕 生ごみ棟ベルトコンベア他修繕 株式会社テクノ・バークシャー 1,952,500
45 特定契約 委託 直売所支援システム製作委託 Veggie合同会社 1,925,000
46 特定契約 委託 令和3年用緑の募金資材の製作委託 ラムダ 1,807,850
47 特定契約 委託 コンセント増設委託 株式会社セイショウ 1,732,500
48 特定契約 委託 令和2年度少花粉スギ及び少花粉ヒノキ育苗管理委託 東京都山林種苗緑化樹生産組合 1,623,600
49 特定契約 工事 低温実験室改修工事 株式会社シミズ・ビルライフケア 1,595,000
50 特定契約 委託 通路遮蔽板設置委託 株式会社フロンティアインターナショナル 1,586,200
51 特定契約 委託 豚舎防護柵設置等委託 株式会社フロンティアインターナショナル 1,584,000 
52 特定契約 委託 給餌器再調整委託 株式会社大宮製作所 1,562,000
53 特定契約 購入 換気扇及び細霧冷房装置部材の購入 野村殖産株式会社 1,556,966
54 特定契約 委託 令和2年度 東京フューチャーアグリシステムイチゴ栽培適用に関する支援業務委託 株式会社ダブルエム 1,485,000
55 特定契約 委託 令和2年度管理獣医師業務委託（準備契約） 有限会社豊浦獣医科クリニック 1,469,600
56 特定契約 その他 令和2年度鶏初生雛雌雄鑑別手数料【準備契約】 畜産技術協会東部初生雛鑑別師会 1,430,000
57 特定契約 委託 令和2年度へい獣等の収集・運搬及び処分業務委託（複数単価契約）【準備契約】 富士化学株式会社 1,402,500
58 特定契約 委託 令和2年度搾乳装置等の保守点検整備委託【準備契約】 デラバル株式会社 1,382,370
59 特定契約 委託 高速アミノ酸分析計の保守点検委託 株式会社日立ハイテクフィールディング 1,375,000
60 特定契約 購入 3次元レーザースキャンデータ解析用ソフトの購入 ファロージャパン株式会社 1,310,100
61 特定契約 工事 入川護岸崩壊復旧工事 佐久間建設 1,163,250
62 特定契約 修繕 東京式養液栽培システムの改修 全国農業協同組合連合会東京都本部 1,122,000
63 特定契約 委託 新施設電話設置等委託 神田通信機株式会社 935,000
64 特定契約 購入 種豚用飼料の購入 ㈱成瀬商店 926,640
65 特定契約 借入 ホンダフリード（八王子501の113）の再リース 三菱ｵｰﾄﾘｰｽ株式会社 868,560
66 特定契約 委託 高速液体クロマトグラフ質量分析機器の保守点検 西川計測株式会社 858,000
67 特定契約 購入 豚人工授精用犠雌台ブラックの購入 株式会社フロンティアインターナショナル 855,800
68 特定契約 委託 直売所用ウェブカメラの製作委託 株式会社ＬＡｐｌｕｓｔ 814,000
69 特定契約 修繕 液体窒素製造装置の修繕 株式会社三研 803,825
70 特定契約 委託 「東京型スマート農業研究開発プラットフォーム」Web発足式で使用する動画の作成委託 有限会社ｶﾝﾉ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 792,000
71 特定契約 購入 かくはん装置の購入 株式会社愛工舎製作所 754,600
72 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 753,797
73 特定契約 委託 自家用電気工作物保安管理業務委託 杉本電気管理事務所　杉本征宣 752,400
74 特定契約 委託 令和2年度日の出試験林におけるスギ生育調査・分析委託 合同会社多摩の山守 748,000
75 特定契約 委託 スプリングバンパー取付委託 株式会社芹沢ガラス 745,954
76 特定契約 修繕 高速液体クロマトグラフの保守点検 竹田理化工業株式会社 743,325
77 特定契約 委託 令和2年度日の出試験林マツノザイセンチュウ病防除委託 株式会社三商 739,420
78 特定契約 委託 水栓増設等委託 株式会社青和施設工業所 737,000
79 特定契約 委託 豚給餌器付替え等委託 株式会社セキネ 695,420
80 特定契約 修繕 島津製作所機器のPC等更新 竹田理化工業株式会社 675,730
81 特定契約 借入 正立顕微鏡及び実体顕微鏡の再リース(準備契約) オリックス・レンテック株式会社 654,720
82 特定契約 購入 レギュラーガソリン他2点の購入 和井田商会 645,670
83 特定契約 委託 栽培漁業ｾﾝﾀｰ庁舎保全業務委託(準備契約） 株式会社オタリス 628,056
84 特定契約 購入 令和3年用緑化運動ポスター原画募集参加者記念品の追加購入 （株）イディアス 610,170
85 特定契約 購入 トウキョウX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 579,477
86 特定契約 購入 （準備）レギュラーガソリン他2点の購入（複数単価契約） 和井田商会 578,000
87 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 569,943
88 特定契約 購入 牛糞堆肥の購入(単価契約) 加藤畜産　加藤雅孝 560,000



№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
89 特定契約 購入 レギュラーガソリン他2点の購入 有限会社和井田商会 540,380
90 特定契約 購入 ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ外2点の購入 和井田商会 526,300
91 特定契約 修繕 窒素発生装置の保守点検 西川計測株式会社 517,000
92 特定契約 購入 緑の募金ノベルティ（木製ステッカー）の購入 フロンティアジャパン 508,200
93 特定契約 購入 死亡豚運搬機（母豚用）の購入 株式会社フロンティアインターナショナル 497,200
94 特定契約 購入 種豚用飼料の購入 ㈱成瀬商店 493,020
95 特定契約 修繕 ゲルマニウム半導体検出器の修繕 セイコー・イージーアンドジー株式会社 484,000
96 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 476,938
97 特定契約 購入 種豚用飼料の購入 ㈱成瀬商店 463,320
98 特定契約 修繕 ショベル(３ＳＤＫ４）他１台の特定自主検査 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 462,517
99 特定契約 委託 純水・超純水製造装置の保守点検委託 ヤマト科学株式会社 457,050
100 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 453,068
101 特定契約 購入 種豚用飼料の購入 ㈱成瀬商店 450,780
102 特定契約 購入 種豚用飼料の購入 ㈱成瀬商店 450,780
103 特定契約 購入 種豚用飼料の購入 ㈱成瀬商店 450,780
104 特定契約 購入 種豚用飼料の購入（準備契約） 株式会社成瀬商店 450,780
105 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 445,544
106 特定契約 委託 ゲルマニウム半導体検出器の定期点検 セイコー・イージーアンドジー株式会社 445,500
107 特定契約 修繕 東京フューチャーアグリシステム温・湿度センサーの交換 株式会社ダブルエム 440,000
108 特定契約 修繕 三菱キャンターDX（八王子400せ6075）の再リース 三菱オートリース株式会社 438,240
109 特定契約 委託 令和2年度Ｘ豚遺伝子型検査業務委託（単価契約）【準備契約】 一般社団法人家畜改良事業団 426,250
110 特定契約 購入 ワークフィットデスク外3点の購入 株式会社芳名堂 414,183
111 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 408,804
112 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 408,804
113 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 388,344
114 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳX指定飼料の購入（準備契約） ㈱ゼンケイ 386,298
115 特定契約 購入 ﾄｳｷｮｳＸ指定飼料の購入 ㈱ゼンケイ 379,962
116 特定契約 修繕 牛舎搾乳パーラーユニットの修繕 デラバル株式会社 368,720
117 特定契約 委託 浄化槽の掃除業務委託 タイズ工業 363,000
118 特定契約 購入 細霧冷房システムの購入 野村植産株式会社 337,590
119 特定契約 委託 令和3年用緑化運動ポスター原画募集にかかる印刷・封入・発送業務委託 社会福祉法人　東京コロニー 319,807
120 特定契約 修繕 牛舎搾乳パーラーエアタンクの修繕 デラバル株式会社 275,000
121 特定契約 委託 令和3年用緑の募金資材の発送業務委託（単価契約） ラムダ 247,500
122 特定契約 修繕 トラック車検 いすゞ自動車 132,346
123 特定契約 借入 フォークリフト(FD25T)の再リース 三菱ＵＦＪリース株式会社 75,900
124 特定契約 借入 温水高圧洗浄機の再リース 日立キャピタル株式会社 30,360
125 特定契約 借入 高圧温水洗浄機の再リース 三菱ＵＦＪリース株式会社 14,968



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -65,474 0

経常収益 2,537,164 35,402

1,632,405 0

904,759 9,037

3,907,524 35,402
3,660,216 35,402

うち人件費 558,953 6,582
247,308 0

うち管理費 140,140 0
当期経常外増減額 0 0

46,872 0
46,872 0

0 0
-65,474 0

2,287,338 -926

8,527,140 －
当期増加額 2,342,813 －

当期減少額 －
10,869,953 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額非公表案件
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

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

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

令和2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

生産安定対策事業

２　事業（施設）概要

法令等に基づき行う生産者に対する経営安定対策として、「野菜価格安定対策事業」及
び

「畜産振興事業」を実施



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 -65,474 4,341

経常収益 2,537,164 251,650

1,632,405 0

904,759 246,696

3,907,524 247,308
3,660,216 0

うち人件費 558,953 0
247,308 247,308

うち管理費 140,140 140,140
当期経常外増減額 0 0

46,872 0
46,872 0

0 0
-65,474 4,341

2,287,338 0

8,527,140 －
当期増加額 2,342,813 －

当期減少額 －
10,869,953 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額非公表案件
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

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
別紙のとおり

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

公益財団法人東京都農林水産振興財団における各事業の円滑な遂行のための管理運
営を

行う

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

令和2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

財団管理運営事業

２　事業（施設）概要



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借入 富士通リース株式会社 5,263,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 福泉株式会社 4,072,860

財団ホームページは令和元年度9月のリニューアル時に初めてCMSを導入し、職員自らが情報更新している。本
契約受託者には、職員が対応できない不具合や、操作方法への対応が求められる。当該業者は本CMSを開発し
ており、その優位性は以下の3点である。（１)CMSの操作、保守業務において、確実性・迅速性がある。（２）サイトリ
ニューアル業者選定の企画審査会では、サイト構築後の翌年度保守についても審査項目となっており、その妥当
性がすでに評価されている。（３）令和2年度は新規事業のサブサイト構築を予定しており、本CMSを使用したサブ
サイトを構築することは、他業者では不可能である。

当該事業者は、令和元年12月1日よりリースを開始した職員端末228台及びサーバ機器等の借入れ、設定及び保
守業務の受託事業者である。本契約は令和2年度新規事業の実施に伴う新たな情報基盤の整備と端末等機器の
追加である。履行にあたっては、財団の情報システム及びネットワーク等の機器構成や運用管理を熟知した専任
の技術者を充てて、既存機器と一体的に運用管理を行う必要がある。

No. 契約件名

2
令和2年度東京都農林水産振興財
団 ホームページ 運用 保守 業務
委託（準備契約）

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
端末等機器の借入れ（その１）（準
備契約）

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社ＩＴＳ 3,559,578

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 株式会社大塚商会 2,781,240

契約件名

3
「おうちで食道楽  東京産食材プ
レゼントキャンペーン」企画運営業
務委託

特命理由

当該事業者は、令和元年12月26日付31農振財契第989号により締結した「サイボウズOfficeクラウド版の移行設計
及びデータ移行業務委託」における移行設計及び保守業務の受託者であり、クラウドの利用及びライセンスの購
入にあたっては、一体となって進める必要があるため。

特命理由

・本委託業務は、令和2年度「東京農林水産フェア」に代わり、ＷＥＢを活用して財団の取組と東京産食材をＰＲすることを目的
に、「おうちで食道楽  東京産食材プレゼントキャンペーン」を企画運営し、都民に東京の豊かな農林水産物をＰＲし、利用促
進を図るものである。
主な委託内容は、特設ページの制作（応募抽選システム構築）、ＷＥＢアンケート調査の実施、プレゼント商品の調達・発送、東
京の農林水産総合サイト「TOKYO GROWN」と連携した広報活動やイベント出展（JA東京アグリパーク）によるキャンペーンＰＲ
の実施である。・本企画の提供食材は、東京都が開発した、TOKYO X、東京うこっけい卵、奥多摩やまめを予定している。いず
れも東京の農林水産総合サイト「TOKYO GROWN」掲載の東京産食材であり、都民（消費者）は同サイトを通じて生産・流通等
の販売情報を得られることから、一過性のイベントにとどまらず、会期中だけでなく開催後も継続的な購買や消費拡大が期待で
きる。また、「TOKYO GROWN」の2019年度閲覧数は157万件にのぼり、メルマガ会員も2.6万人有することから、特集記事等で
ユーザーの関心を高めることで、広範なアンケート標本数の獲得が可能となる。・プレゼント企画の実施では、生産者等との調
整・調達に時間と手間を要するが、各品目の必要量を確実にそろえることが絶対条件となる。このため、受託者は、生産者・流通
業者等と信頼関係が構築されており、確実に調整・調達できる者でなければならない。
さらに、キャンペーンＰＲ実施では、イベント会場となるJA東京アグリパーク（渋谷区）での催事運営の実績があり、関係者との調
整や効果的なイベント企画運営について十分なノウハウを有する者への委託が不可欠である。・株式会社ITSは、「TOKYO 
GROWN」運営管理業務の受託者にプロポーザル方式で選定され、平成30年5月から業務に当たっている。同サイトの特集記事
として「Tokyo grown's Producers」「農林水産体験レポ」「食材ハンター」などがあり、それぞれ月1回程度の新規取材記事を作成
している。同社は、業務開始後、現在まで150件以上の取材をこなし、取材先の都内生産者・流通業者等からの評判も良く、着
実に良好な関係を築いている。また、同社はシステム開発、印刷・広告、イベント催事業務も対応可能であり、東京産食材を活
用したイベント開催の実績もある。
特設ページの開設だけならば他のシステム業者でも可能であるが、「TOKYO GROWN」掲載の生産者等から短期間で食材等
を調達するとともに、イベントの企画運営を行えるのは、上記の理由から株式会社ITSが唯一の業者である。

No. 契約件名

4
サイボウズofficeクラウドライセンス
及びセキュアアクセスライセンスの
更新



令和2年度　非競争型受託等事業運営状況報告書（財団管理運営事業）　別紙

№． 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額(円）
1 競争契約 委託 令和2年度立川庁舎本館ほか8棟建物総合管理委託【準備契約】 株式会社アイサービス 30,140,000
2 競争契約 工事 東京都農林総合研究センター圃場フェンス改修工事 砂川建設株式会社 12,980,000
3 競争契約 委託 トウキョウX生産拡大に係るマーケティング調査業務委託 有限会社ベネット 10,450,000
4 競争契約 委託 令和2年度立川庁舎構内清掃他業務委託【準備契約】 立山産業株式会社 5,197,500
5 競争契約 委託 クラウド型ファイルサーバ移行支援業務委託 株式会社大塚商会 4,925,030
6 特定契約 借入 端末等機器の借入れ（その１）（準備契約） 富士通リース株式会社 5,263,500
7 特定契約 委託 令和2年度東京都農林水産振興財団 ホームページ 運用 保守 業務委託（準備契約） 福泉株式会社 4,072,860
8 特定契約 委託 「おうちで食道楽  東京産食材プレゼントキャンペーン」企画運営業務委託 株式会社ＩＴＳ 3,559,578
9 特定契約 購入 サイボウズofficeクラウドライセンス及びセキュアアクセスライセンスの更新 株式会社大塚商会 2,781,240
10 特定契約 委託 令和２年度社会保険・労働保険事務業務委託およびマイナンバー収集管理業務委託（準備契約） 社会保険労務士法人東京労務 2,165,680
11 特定契約 委託 令和2年度立川庁舎及び農薬保管庫機械警備業務委託(準備契約) セコム株式会社 1,148,400
12 特定契約 委託 令和2年特別運転講習(実技）の実施（単価契約） トヨタドライビングスクール東京 770,000
13 特定契約 委託 給与支給明細発行サービスの業務委託（複数単価契約）(準備契約） アマノビジネスソリューションズ株式会社 639,760
14 特定契約 借入 玄関ﾏｯﾄの再ﾘｰｽ（準備契約） 株式会社ユニマットライフ 547,008
15 特定契約 委託 Windows10 Professionalﾗｲｾﾝｽ購入及び端末の設定作業委託 株式会社富士通マーケティング 508,310
16 特定契約 委託 排水管敷設調査業務委託 株式会社環境デザイン・エイアンドエヌ 467,500
17 特定契約 修繕 植物病原培養室空調ダクト修繕 日本設備工業株式会社 452,100
18 特定契約 借入 玄関ﾏｯﾄの賃借 株式会社ユニマットライフ 410,256
19 特定契約 購入 サイボウズOfficeクラウドセキュアアクセスライセンスの追加購入 株式会社大塚商会 408,375
20 特定契約 委託 令和2年度アマノ社製給与事務・勤怠管理ソフト「TimePro-XG」保守委託契約(準備契約） アマノ株式会社 393,360
21 特定契約 委託 令和2年度給与支払報告書業務委託（単価契約） 社会保険労務士法人 東京労務 360,800
22 特定契約 購入 「楽楽精算 for PCA」オプションの追加購入 株式会社シンクキューブ 330,000
23 特定契約 委託 令和2年度身分証明書用ＩＣカードの作成委託（単価契約）(準備契約) アマノ株式会社 251,020
24 特定契約 借入 複写サービスに関する契約(複数単価契約)(管理課ＯＡ室)(準備契約) 井上事務機事務用品株式会社 224,400


