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うち本事業

10,655,397 498,480

10,058,490 482,581

7,666,779

1,059,495 480,609

82,767 239
514,140 15,660

10,357,946 495,921
9,737,493 494,446

1,509,498

管理費 2,124,967 219,271
うち人件費

105,987 999
514,466 476
297,451 2,559

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託

社会保険労務士法

人大槻経営労務管

理事務所

2,811,600

物品 東京新聞高田馬場 37,200

物品
読売新聞北新宿販

売所
52,800

委託 東京水道株式会社 2,123,814

物品

第一法規㈱　㈱ぎょ

うせい新日本法規

㈱

431,500

委託

多久島岩崎法律事

務所　弁護士　多久

島　耕司

1,056,000

委託 東京水道株式会社 13,218,975

特定

特定

「読売新聞」の購読

4 特定
令和3年度　個人番号制度対応業務

委託の実施について

5 特定

令和2年度における「注解　社会福祉

六法」ほか１７点の加除式書籍の追録

の購入について

特定

特別支出

2

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〕

収支

事業活動支出

事業費

契約方法

受取都補助金を計上うち　都からの補助金等

事業活動外支出

令和3年度電子計算機による給与計

算処理業務委託
7

特定

3

「東京新聞」の購読

令和3年度東京都社会福祉事業団社

会保険関係事務委託

特別収入

うち拠点区分間繰入150千円

契約件名

1

うち人件費

No.

令和３年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔社会福祉法人〕

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団が行う社会福祉事業等の円滑な運営を図り、もって

収入

うち　都からの委託料

社会福祉法人東京都社会福祉事業団運営費補助事業

収支

団体　計

都民の福祉の充実と発展に寄与する。

拠点区分間繰入

項目

事業活動収入

事業活動外収入

支出

令和2年度顧問弁護士委託

特定

6
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物品 ㈱イーエスシー 990,000

委託 ㈱清光社 880,052

委託
（医社）こころとから

だの元氣プラザ
2,169,200

委託
（医社）こころとから

だの元氣プラザ
24,773,859

委託 （一社）日本健康倶楽部 8,323,755

委託
（医社）こころとから

だの元氣プラザ
3,440,505

委託 （一社）日本健康倶楽部 2,255,440

委託 （医法財）立川中央病院 2,948,528

委託 リトルスタジオインク㈱ 4,224,000

賃貸借及び光

熱水費

ニュータウンオークボ管

理組合
10,737,324

委託 エン・ジャパン㈱ 605,000

委託
(社福）恩賜財団東

京都同胞援護会
266,530

手数料 株式会社ディスコ 440,000

手数料 ㈱リクルート 508,200

委託 東陽監査法人 6,105,000

委託
株式会社ビーコン

ラーニングサービス
825,000

委託
リコージャパン株式

会社
1,757,800

手数料 ㈱リクルート 77,000

委託
株式会社ビーコン

ラーニングサービス
495,000

委託 リコージャパン株式会社 2,079,000

手数料 株式会社マイナビ 880,000

18

特定

特定

特定

特定

マイナビ福祉介護就職準備フェア東

京及び福祉・介護業界就職セミナー

（東京）の出展及び出展料

令和3年度予算書外2点の印刷

特定

特定

特定

特定

特定

消耗品（事務用品）の購入

11

15

16

13
令和3年度健康診断（乳がん・子宮が

ん検診）業務の委託（単価契約）

令和３年度メンタルヘルス相談等の委

託（単価契約）

令和3年度健康診断業務の委託（単

価契約）

令和3年度健康診断業務の委託（単

価契約）

大久保庁舎管理協定に基づく管理費

及び光熱水費の支出

12

10

14

社会福祉法人東京都社会福祉事業

団ホームページ管理保守業務委託

令和3年度健康診断（乳がん・子宮が

ん検診）業務の委託（単価契約）

17

「インターネット求人サイト」への掲載

委託（日野療護園）

令和3年度健康診断（乳がん・子宮が

ん検診）業務の委託（単価契約）

9 特定
東京都社会福祉事業団事務局使用

建物管理委託

8 特定

19

令和３年度社会福祉法人東京都社会

福祉事業団職級別研修の実施に伴う

業務委託

東京都社会福祉事業団ネットワーク等

の環境整備に伴うＶＰＮ網の構成変更

及びＳＢ終端装置の保守管理業務の

委託について

23 特定

東京都社会福祉事業団の勤怠管理シ

ステムの利用サービスに関する契約に

ついて

特定

22 特定 会計監査人監査契約

20 特定
「日本社会事業大学就職イベント参

加」

21 特定
「リクナビ2022」及び「介護業界特集」

への求人掲載委託契約

24 特定

25 特定
「インターネット求人サイト」への掲載

委託

26 特定

令和３年度東京都社会福祉事業団職

級別研修「サブマネージャー現認研

修③コーチング」の実施に伴う業務委

託

27 特定

28 特定
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手数料 株式会社マイナビ 770,000

手数料 株式会社マイナビ 220,000

委託 リコージャパン株式会社 1,040,930

工事 株式会社地質士 56,991,000

工事 株式会社NTT東日本 504,900

手数料 京王エージェンシー 1,512,500

手数料 エン・ジャパン株式会社 605,000

委託 リコージャパン株式会社 1,386,000

委託 リコージャパン株式会社 633,600

委託 社会福祉法人尚徳福祉会 44,630,300

委託 株式会社イエスウィキャン 1,562,000

工事 株式会社鴻池組 1,386,000

委託
株式会社ビーコン

ラーニングサービス
495,000

委託 リコージャパン株式会社 1,506,428

委託 リコージャパン株式会社 3,788,400

工事 株式会社鴻池組 1,100,000

手数料 株式会社リクルート 2,178,000

手数料 株式会社マイナビ 484,000

委託 東京水道株式会社 6,075,000

物品 コクヨマーケティング株式会社 534,380

手数料 株式会社ディスコ 440,000特定
「キャリスタ福祉フォーラムへの参加」

委託

収納システム型のユニット金庫の購入

49

43 特定
東京都社会福祉事業団勤怠管理シス

テムのサービス利用

44 特定

47 特定

奨学金支援制度導入及び令和4年度

給与制度改正に伴う給与システム改

修

45 特定
インターネット求人サイトへの掲載委

託

46 特定
インターネット求人サイトへの掲載委

託

48 特定

41 特定

令和3年度東京都社会福祉事業団職

層別研修【経営層研修】の実施及び

委託

42 特定

東京都社会福祉事業団資産管理

サーバー用ソフトウェアのライセンスの

購入

特定
東京都小山児童学園における養育困

難児童の受入業務委託

39 特定

東京都社会福祉事業団支援記録シス

テム開発要件定義等業務のプロポー

ザルの選定結果通知書の送付

40 特定
（仮称）日野療護園新築工事に伴う既

存フェンス撤去工事

東京都船形学園急傾斜対策工事の

契約

東京都社会福祉事業団電話交換設

備等の改修工事

特定

東京都社会福祉事業団ネットワーク等

の整備業務の運用・保守業務委託

(ADサーバー）

「マイナビ2023」及び「医療福祉ナビ」

への求人掲載委託

30 特定
令和5年4月採用に向けたPR活動の実

施

29

31 特定

32 特定

33 特定

特定
東京都社会福祉事業団議事録作成

支援アプリケーションの導入

38

35 特定
インターネット求人サイトへの掲載委

託（日野療護園）

（仮称）日野療護園新築工事に伴う地

中障害物撤去工事の契約締結

34 特定

社会福祉法人東京都社会福祉事業

団職員募集用ポスターの電車内窓上

掲示委託

36 特定

東京都社会福祉事業団のバックアップ

サーバーの設置に係るデータセン

ターの利用

37
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工事 株式会社鴻池組 2,849,000,000

委託 リコージャパン株式会社 19,071,470

物品 キングラン・メディケア株式会社 8,140,000

物品 国立厨房ｻｰﾋﾞｽ株式会社 23,100,000

物品 キングラン・メディケア株式会社 198,713,900

委託 ヤマト運輸株式会社 3,363,954

委託 パーソルテンプスタッフ 7,894,501

委託 株式会社ウチダシステム 9,262,770

物品 株式会社ウチダシステム 6,101,194

委託 株式会社新環境設計 24,530,000

委託 株式会社新環境設計 77,000,000

件数 金額

契約相手方 契約金額（円）

社会保険労務士法

人大槻経営労務管

理事務所

2,811,600

契約相手方 契約金額（円）

東京水道株式会社 13,218,975

契約相手方 契約金額（円）

非公表案件

〇個人情報を含む案件

52 競争
（仮称）日野療護園新築工事に伴う業

務用洗濯機・乾燥機の購入の契約

55 競争
令和3年度巡回便業務委託（単価契

約）

54

58 競争
東京都社会福祉事業団事務局の器

具什器の購入

56 競争
令和３年度庶務関係事務の人材派遣

委託契約

57 競争

東京都社会福祉事業団事務局LAN

配線の更新及びサーバー等の移設に

よる執務室環境整備委託

競争

（仮称）日野療護園新築工事に伴う介

護リフト・特殊浴槽・リハビリ設備の購

入の契約

　社会福祉法人東京都社会福祉事業

団（仮称）日野療護園新築工事の契

約

53 競争
（仮称）日野療護園新築工事に伴う厨

房設備の購入の契約

50 競争

51 競争
東京都社会福祉事業団のウイルス対

策サーバーの導入

特命理由

　当該事業者が開発したシステムであり、当該事業者と契約することが最も効率的かつ効果的であるため

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.

No. 契約種別 契約件名

59 競争
日野療護園建設工事に伴う積算業務

委託の契約

60 競争 建築工事監理業務委託契約

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

契約種別 契約件名

1 委託
令和3年度東京都社会福祉事業団社

会保険関係事務委託

特命理由

　当該事業者は当法人の給与規定に応じた給与データを活用できるシステムを構築しており、当該事業者と契約することが

最も効率的かつ効果的であるため

No. 契約種別 契約件名

7 委託
令和3年度電子計算機による給与計

算処理業務委託
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（医社）こころとから

だの元氣プラザ
24,773,859

契約相手方 契約金額（円）

（一社）日本健康倶楽部 8,323,755

契約相手方 契約金額（円）

（医社）こころとから

だの元氣プラザ
3,440,505

契約相手方 契約金額（円）

（医法財）立川中央病院 2,948,528

契約相手方 契約金額（円）

リトルスタジオインク㈱ 4,224,000

契約相手方 契約金額（円）

ニュータウンオークボ管

理組合
10,737,324

契約相手方 契約金額（円）

特命理由

　当該機関は、従来から健康診断を委託している検査機関であり、職員の健康記録を保有していることから、必要な健康状

態の把握が不可欠であり、かつ履行状況も良好であるため

No. 契約種別

11 委託
令和3年度健康診断業務の委託（単

価契約）

No. 契約種別

No. 契約種別 契約件名

17 賃借料及び水道光熱費
大久保庁舎管理協定に基づく管理費

及び光熱水費の支出

特命理由

　当該機関は、従来から健康診断を委託している検査機関であり、職員の健康記録を保有していることから、必要な健康状

態の把握が不可欠であり、かつ履行状況も良好であるため

契約件名

12 委託
令和3年度健康診断業務の委託（単

価契約）

特命理由

　当該機関は、従来から健康診断を委託している検査機関であり、職員の健康記録を保有していることから、必要な健康状

態の把握が不可欠であり、かつ履行状況も良好であるため

No. 契約種別 契約件名

13 委託
令和3年度健康診断（乳がん・子宮が

ん検診）業務の委託（単価契約）

契約件名

15 委託
令和3年度健康診断（乳がん・子宮が

ん検診）業務の委託（単価契約）

特命理由

　当該機関は、従来から健康診断を委託している検査機関であり、職員の健康記録を保有していることから、必要な健康状

態の把握が不可欠であり、かつ履行状況も良好であるため

No. 契約種別

契約件名

16 委託
社会福祉法人東京都社会福祉事業

団ホームページ管理保守業務委託

特命理由

　当該事業者が開発したシステムであり、当該事業者と契約することが最も効率的かつ効果的であるため

No. 契約種別

特命理由

　当該テナントの管理に関するものであり、適切な契約相手が他に存在しないため

契約件名
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東陽監査法人 6,105,000

契約相手方 契約金額（円）

株式会社地質士 56,991,000

契約相手方 契約金額（円）

社会福祉法人尚徳福祉会 44,630,300

契約相手方 契約金額（円）

リコージャパン株式会社 3,788,400

契約相手方 契約金額（円）

東京水道株式会社 6,075,000

　当該事業者は、当法人の給与計算システムを構築し処理を行っているため、運営業務内容に精通するとともに、仕様内容

を熟知している。当該事業者と契約することが最も効率的かつ効果的であるため

特命理由

　当該事業者は千葉県館山市では唯一の地盤解析専門企業である。当該急傾斜地の地質等について熟知しているため適

切な対策工事を行うことができるため

22 委託 会計監査人監査契約

特命理由

　当法人の評議員会において、選任された会計監査人と会計監査を実施する必要があるため

No. 契約種別 契約件名

32 工事
東京都船形学園急傾斜対策工事の

契約

契約件名

38 委託
東京都小山児童学園における養育困

難児童の受入業務委託

特命理由

　当該事業者は、これまで保育所、病児保育事業の経営に係る業務を行い、保育に係るノウハウだけでなく、感染症に対す

る正しい知識や豊富な経験を有しているため

No. 契約種別

No. 契約種別 契約件名

43 委託
東京都社会福祉事業団勤怠管理シス

テムのサービス利用

特命理由

※　記載事項を満たせば任意様式の使用可

特命理由

　当該事業者は、当法人の人事管理システムと連携し要求機能に対する適合率が高いため

No. 契約種別 契約件名

47 委託

奨学金支援制度導入及び令和4年度

給与制度改正に伴う給与システム改

修
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うち本事業

10,655,397 2,374,760

10,058,490 2,345,760

7,666,779 2,325,495

1,059,495 2,477

82,767 28,850

514,140 150

10,357,946 2,356,463

9,737,493 2,275,512

1,509,498 461,368

管理費 2,124,967 359,386

うち人件費

105,987 80,891

514,466 60

297,451 18,297

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借 ㈱セコム 894,960                

賃借

富士フイルムビジネ

スイノベーションジャ

パン㈱

1,572,120             

賃借 ㈱千葉測器 732,600                

賃借 貸主　佐久間いをり 4,050,000             

その他物品 ㈱堀江商店 799,040                

その他物品 ㈱堀江商店 1,234,200             

その他物品 ㈱アイホー 345,290                

その他物品 ㈱新平 1,117,380             

委託

特定非営利活動法

人市民シンクタンク

ひと・まち社

572,000                

令和３年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔社会福祉法人〕

１　事業（施設）名 東京都児童養護施設の管理に関する協定

２　事業（施設）概要

東京都石神井学園、東京都船形学園、東京都勝山学園、東京都八街学園、

東京都小山児童学園及び東京都片瀬学園の管理代行

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

収入

事業活動収入

うち　都からの委託料

うち　都からの補助金等 受取都補助金を計上

事業活動外収入

特別収入 拠点区分間繰入

支出

事業費

うち人件費

事業活動外支出

特別支出 拠点区分間繰入

収支

事業活動支出

栄養管理システム

4 特定 住宅の賃貸借

7 特定 調理室　包丁まな板殺菌庫購入

8

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. 契約方法 契約件名

1 特定 防犯カメラシステムの賃貸借

カラー複合機賃貸借2 特定

5 特定 プロパンガス購入（前期）

6 特定 プロパンガス購入（後期）

3 特定

特定 管理棟会議室用イス購入

9 特定
令和３年度福祉サービス第三者評価

の業務委託
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委託
サクマエンジニアリ

ング
968,000                

修繕 電通工業㈱ 379,280                

水道光熱費
東京電力エナジー

パートナー㈱
6,112,920             

水道光熱費 三芳水道企業団 3,449,820             

食材購入 ㈱ときわや 6,054,000             

食材購入 ㈲本間商店 6,054,000             

食材購入 ㈲相川商店 4,602,000             

委託 館山商事㈱ 3,036,000             

賃借 ㈱嶋田商会 3,247,200             

工事 ㈱鎌田電機 8,800,000             

工事 ㈱石井工務店 6,765,000             

食材購入 魚司 3,600,000             

食材購入
有限会社　市東肉

店
4,600,000             

食材購入 花木青果　有限会社 5,500,000             

食材購入
有限会社　三浦屋

漬物店
5,100,000

食材購入 桑山商店 250,000                

食材購入
有限会社　堀部牛

乳店
2,010,000             

食材購入
有限会社　齋藤精

米所
1,574,500

食材購入 株式会社　ノダ 1,300,000

食材購入 有限会社　生生堂 1,200,000

食材購入 株式会社　美濃忠 1,200,000

委託 セコム　株式会社 1,636,800

委託

公益社団法人　八

街市シルバー

人材センター

1,533,108

委託
有限会社　カンダ事

務機
1,815,000

水道光熱費
東京電力　株式会

社
7,799,000

水道光熱費
ヴェオリア・ジェネッ

ツ　株式会社
5,184,000

その他物品 （有）魚タカ 6,843,222

その他物品 田中青果 6,430,008

その他物品 ㈲杉並青果 5,436,040

その他物品 ㈲丸愛 4,667,897

その他物品 ㈲丸正畜産 4,865,098

10 特定
電灯設備改修工事（１期工事）監理業

務委託

11 特定 職員公舎インターフォン修繕工事

12 独占 電気

13 独占 水道

14 競争 乾物類購入

15 競争 青果類購入

16 競争 肉類購入

東京都船形学園電灯設備改修工事

（１期工事）

20

17 競争 洗濯および被服補修等業務委託

18 競争 軽自動車の賃貸借

東京都船形学園建具改修工事

学習用ﾉｰﾄPCﾈｯﾄﾜｰｸの整備

電気料金の支出

上下水道料金の支出

19 競争

菓子・パン類のの購入について

園内環境整備等作業委託

29 特定

競争

21 特定 魚介類の購入について

22 特定 精肉類の購入について

23 特定 青果類の購入について

24 特定

25 特定 卵の購入について

乾物・豆腐類の購入について

牛乳類の購入について

27 特定 内地米他1点の購入について

28 特定 業務用調味料の購入について

26 特定

特定 冷凍食品の購入について

31 特定 機械警備委託

32 特定

30

33 特定

34 独占

35 独占

36 特定 魚介類ほかの購入

37 特定 野菜類ほかの購入

38 特定 野菜類ほかの購入

39 特定 精肉類ほかの購入

40 特定 精肉類ほかの購入
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その他物品 斉藤商店 6,613,735

その他物品 ㈲木村屋 1,049,622

その他物品 ㈲近藤食品 1,873,202

その他物品 ㈲越中屋豆腐店 864,938

その他物品 ㈲村上朝日製麺所 532,188

その他物品 ㈱ヨコショク 930,204

その他物品 ㈲カワサキ森田屋 989,064

その他物品
㈲朝日コミュニ

ティーサービス
447,495

その他物品
読売センター石神

井公園
254,400

委託 ㈱ジムオール 462,000

委託 東都タクシー無線協同組合 1,516,950

その他物品 NTTコミュニケーションズ（株） 1,219,308

貸借
日本カーソリュー

ションズ株式会社
2,798,400

その他物品
ソフトバンクモバイ

ル(株)
1,079,702

委託 セコム㈱ 1,021,906

委託

社団法人　練馬区

シルバー人材セン

ター

1,514,700

その他物品 東京センチュリー・リース㈱ 55,836

委託 パーソルテンプルスタッフ株式会社2,389,471

委託 東日本建物管理㈱ 594,000

その他物品 大塚商会 704,959

委託 東京しごと財団 140,548

委託 関東電気保安協会 447,744

委託 藤島建設株式会社 396,000

委託
株式会社地域計画

連合
600,000

委託 大泉生協病院 514,800

委託 株式会社ワンストップコミュニケーションズ463,430

その他物品 東京電力（株） 10,962,748

その他物品 東京都水道局　・　東京都下水道局4,186,380

その他物品 東京ガス（株） 3,142,102

委託
キャノンシステムア

ンドサポート㈱
312,000

委託
東久留米市シル

バー人材センター
1,766,894

電気料金の支出

41 特定 乾物類ほかの購入

42 特定 パン類ほかの購入

43 特定 牛乳類ほかの購入

44 特定 豆腐類ほかの購入

45 特定 麺類ほかの購入

46 特定 米類ほかの購入

47 特定 米類ほかの購入

48 特定 朝日新聞ほかの購読

49 特定 読売新聞の購読

50 特定 「処遇記録システム」保守委託

51 特定
令和3年度　タクシーチケットの利用締

結

52 特定 電話料金

53 特定 乗用自動車3台の借入れ

54 特定
令和3年度　職員携帯電話関連費の

支出

55 特定
東京都石神井学園8物件機械警備業

務委託

56 特定 石神井学園の清掃業務（単価契約）

57 特定 栄養管理システム機器の賃貸借

58 特定 人材派遣（給与事務等）

59 特定 消防用設備定期点検保守委託

60 特定 複写サービス

61 特定 人材派遣（はくちょう寮・調理）

62 特定
自家用電気工作物保安管理業務委

託

63 特定 道路補正オーバーレイ工事

64 特定 第三者評価業務委託

65 特定

66 特定

インフルエンザワクチン委託

卒園・卒業を祝う会

67 独占

68 独占

69 独占

70 特定

71 特定

水道料金の支出

ガス料金の支出

令和3年度複写サービスに関する契

約

令和3年度東京都小山児童学園夜間

休日等施設管理業務委託
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委託
東久留米市シル

バー人材センター
2,058,564

委託
東久留米市シル

バー人材センター
662,400

委託
（財）関東電気保安

協会
206,580

委託 (株)ジムオール 462,000

委託 (株)カナメ商事 380,226

委託
㈱アヴァンティスタッ

フ
3,725,568

賃貸 冨澤淳 1,320,000

委託 OKIクロステック(株) 541,200

委託
セントラル警備保障

(株)
904,200

委託
富士通エフ・アイ・

ピー(株)
79,200

修繕 PFUITサービス㈱ 605,000

物品
ホシザキ東京（株）

西東京営業所
628,100

修繕 (株)アベジュウ建設 1,322,200

修繕 (株)アベジュウ建設 1,043,680

修繕 久留米設備工業㈱ 385,000

修繕
東京ガスライフバル

西東京
501,138

委託
認定NPO市民シン

クタンクひと・まち社
572,000

修繕 ダイキン工業(株) 495,000

修繕 久留米設備工業㈱ 4,180,000

修繕 ダイキン工業(株) 440,000

工事 (株)アベジュウ建設 711,150

水道光熱費 東京電力㈱ 5,500,000

水道光熱費 東京都 3,700,000

食材購入 ㈲荒川青果 3,888,000

食材購入 (株)肉のｶﾜﾍﾞ 3,292,000

食材購入 齊藤商店 3,110,400

食材購入 齊藤商店 4,884,600

委託 ㈱オーエスサービス 5,280,000

食材購入 ㈲荒川青果 3,888,000

72 特定

73 特定

74 特定
令和3年度自家用電気工作物定期点

検保守委託

75 特定
令和3年度東京都小山児童学園処遇

記録システムの保守点検委託

76 特定
令和3年度消防用設備等定期点検保

守委託

77 特定
令和3年度経理関係事務の人材派遣

委託

78 特定
令和3年度グループホーム建物賃貸

借契約

79 特定
令和3年度構内交換電話設備保守委

託

80 特定
令和3年度東京都小山児童学園機械

警備委託

81 特定
令和3年度栄養管理システム保守委

託

82 特定 松寮LAN修繕工事

83 特定
冷凍冷蔵庫、テーブル形冷凍庫の購

入

84 特定 松寮キッチン修繕工事

85 特定
桜寮階段修繕・床タイル修繕・竹寮階

段修繕工事

86 特定 調理室配管修繕工事

87 特定 菊寮キッチンガス台修繕工事

88 特定
令和３年度福祉サービス第三書評価

業務委託

89 特定 菊寮ダイキンエアコン修繕工事

90 特定 事務棟２階女子トイレ改修工事

91 特定
菊・竹寮（B４室側）ダイキンエアコン修

繕

92 特定 厚生室外壁補強工事（緊急修繕）

93 独占 令和3年度電気料金

94 独占 令和3年度水道料金

95 競争 令和3年度(上半期)青果類の購入

96 競争 令和3年度(上半期)肉類の購入

97 競争 令和3年度菓子類の購入

98 競争 令和3年度乾物・調味料類の購入

99 競争
令和3年度東京都小山児童学園洗濯

業務委託

100 競争 令和3年度(下半期)青果類の購入

令和3年度東京都小山児童学園事務

補助業務委託

令和3年度東京都小山児童学園登下

校付添業務委託
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食材購入 (株)肉のカワベ 3,292,000

その他  物品
石井青果店　石井

健一
5,400,000

その他  物品 （有）佐平治商店 3,240,000

その他  物品 （有）渡辺米店 1,320,000

その他  物品 （有）池田商店 1,200,000

その他  物品 （株）中村屋 1,200,000

その他  物品 （有）沼福商店 1,200,000

その他  物品
生活協同組合コー

プみらい
900,000

賃借料 リコーリース（株） 360,360

委託 東亜警備保障（株） 620,400

賃借料 リコージャパン㈱ 324,720

その他 （株）有研 315,480

賃借料 （株）千葉測器 750,420

賃借料
（有）鋸南自動車整

備工場
537,240

修繕 （有）濵田電業社 3,300,000

修繕
（有）鋸南自動車整

備工場
379,401

その他  物品 ホシザキ関東㈱ 1,065,020

修繕 （株）鈴木工務店 363,000

修繕 （有）ゆみや防災 396,000

修繕 （株）鈴木工務店 1,149,137

委託
アーザスエンジニア

リング（株）
726,000

委託
富山造園　椎津佑

介
440,000

その他  物品 リコージャパン㈱ 853,160

公共 東京電力（株） 5,544,000

公共 鋸南町役場 3,326,580

その他物品 乾物類の購入について （有）池田商店 5,400,000

その他物品 肉類の購入について （有）相川商店 2,550,000

委託 館山商事（株） 3,392,400

委託
（株）日本プラント建

設
2,527,800

その他物品 児童用家具購入 （有）福本家具 8,749,980

その他物品 肉類の購入について 松喜　石崎文英 2,820,000

業務委託
セントラル警備保障

㈱
818,400

126 競争

101 競争 令和3年度(下半期)肉類の購入

102 特定 野菜類の購入について

103 特定 魚介類の購入について

104 特定 精米類の購入について

105 特定 菓子類の購入について

106 特定 食パン類の購入について

107 特定 乳類の購入について

108 特定 冷凍食品ほかの購入について

109 特定 複写機の賃貸借について

110 特定 夜間等機械警備委託について

111 特定
電子複写サービスに関する契約につ

いて

112 特定 検便検査委託について

113 特定
業務用パーソナルコンピュータ賃貸

借に係る支出について

114 特定 軽自動車のリースについて

115 特定 屋外LED照明器具交換修繕

116 特定 庁有車（セレナ）修理について

117 特定 業務用冷蔵庫・ピーラー購入

118 特定 西側フェンス追加工事

119 特定 熱感知器交換修繕

120 特定

121 特定

122 特定

127 競争

128 競争

123 特定

124 独占

125 独占

車庫屋根改修工事

エアーコンディショナーほか保守点検

業務委託

東京都勝山学園植木剪定業務委託

タブレット一式の購入について

電気料金の支出について

水道料金の支出について

129 競争

130 競争

131 競争

132 特定 機械警備及び夜間巡回警備委託

清掃及び洗濯等業務委託について

汚水処理装置保守点検委託について



（様式１－３）

工事 大樹電設 319,000

業務委託 （株）地域計画連合 599,456

工事 職員宿舎１階和室床修繕 大春工務店 649,000

業務委託 管理棟　清掃委託
マルコービルワーク

㈱
7,350,000

その他物品 野菜･乾物類の購入 ㈱八百峰商店 3,600,000

その他物品 野菜･乾物類の購入 八百雅商店 3,600,000

その他物品 肉類の購入 肉のネムラ 5,200,000

その他物品 魚類の購入 東京中央食品(株) 4,200,000

その他物品 下水道料金 神奈川県企業庁 3,141,631

その他物品 電気料金 東京電力 3,210,189

件数 金額

3 8,820,000

契約相手方 契約金額（円）

貸主　佐久間いをり 4,050,000             

契約相手方 契約金額（円）

魚司 3,600,000             

契約相手方 契約金額（円）

有限会社　市東肉

店
4,600,000             

契約相手方 契約金額（円）

花木青果　有限会社 5,500,000             

133 特定

134 特定

135 特定

136 競争

137 競争

138 競争

139 競争

140 競争

141 独占

142 独占

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　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. 契約種別 契約件名

4 賃借 住宅の賃貸借

特命理由

　平成17年4月1日よりグループホームとして賃貸契約を結んでおり、当園のグループホームとしての運営・活動が地域に認

知され地区との関わりも継続している。また住居に関する不具合時の対応も適切であるため

No. 契約種別 契約件名

21 食材購入 魚介類の購入について

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

22 食材購入 精肉類の購入について

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

23 食材購入 青果類の購入について

特命理由

児童棟無線LANアクセスポイント増設

工事
令和3年度福祉サービス第三者評価

契約
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契約相手方 契約金額（円）

有限会社　三浦屋

漬物店
5,100,000

契約相手方 契約金額（円）

（有）魚タカ 6,843,222

契約相手方 契約金額（円）

田中青果 6,430,008

契約相手方 契約金額（円）

㈲杉並青果 5,436,040

契約相手方 契約金額（円）

㈲丸愛 4,667,897

契約相手方 契約金額（円）

㈲丸正畜産 4,865,098

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

乾物・豆腐類の購入について

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

24 食材購入

36 その他物品 魚介類ほかの購入

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

37 その他物品 野菜類ほかの購入

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

38 その他物品 野菜類ほかの購入

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

39 その他物品 精肉類ほかの購入

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

40 その他物品 精肉類ほかの購入

特命理由
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契約相手方 契約金額（円）

斉藤商店 6,613,735

契約相手方 契約金額（円）

日本カーソリュー

ションズ株式会社
2,798,400

契約相手方 契約金額（円）

㈱アヴァンティスタッ

フ
3,725,568

契約相手方 契約金額（円）

久留米設備工業㈱ 4,180,000

契約相手方 契約金額（円）

石井青果店　石井健一 5,400,000

契約相手方 契約金額（円）

（有）佐平治商店 3,240,000

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別

特命理由

41 その他物品 乾物類ほかの購入

特命理由

特命理由

　当該事業者は当園の給排水設備のメンテナンス及び修繕を請負っており、当園全体の配管設置状況を把握している。修

理実績も十分であることから、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

契約種別 契約件名

53 その他物品 乗用自動車3台の借入れ

特命理由

　施設近隣で選定された車種を扱う唯一の販売店であるため

No. 契約種別 契約件名

事務棟２階女子トイレ改修工事

No. 契約種別 契約件名

77 委託
令和3年度経理関係事務の人材派遣

委託

特命理由

　当該業務内容に精通するとともに、業務に必要とされるスキルを有するスタッフを適切に本法人に派遣している実績がある

ため

No.

102 その他物品 野菜類の購入について

契約件名

103 その他物品 魚介類の購入について

90 修繕
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契約相手方 契約金額（円）

（有）濵田電業社 3,300,000

※　記載事項を満たせば任意様式の使用可

No. 契約種別

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約件名

特命理由

　当該事業者は当園の電気設備の修繕を請負っており、電気設備全般に関し正確に把握している。当該事業者と契約する

ことが最も効率的かつ効果的で安全な対応ができるため

115 修繕 屋外LED照明器具交換修繕
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うち本事業

10,655,397 7,797,967

10,058,490 7,230,149

7,666,779 5,341,284

1,059,495 576,409

82,767 53,678

514,140 520,369

10,357,946 7,505,562

9,737,493 6,967,535

1,509,498 1,048,130

0

管理費 2,124,967 1,546,310

うち人件費 0

105,987 24,097

514,466 535,970

297,451 292,405

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品 オリィ研究所 1,959,882

委託 花輪病院 513,513

委託 （株）エスレコ 1,696,420

委託
ｉ＆ｉＦｏｏｄＣｏｍｍｕ

ｎｉｔｙ㈱
25,903,340

その他物品 ㈱イーエスシー 3,980,000

委託
（公社）日野市シル

バー人材センター
3,092,120

委託
（公社）日野市シル

バー人材センター
976,126

委託
（社福）日野青い鳥

福祉会
672,100

賃借
㈱ダイワコーポレー

ション
567,600

令和３年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔社会福祉法人〕

１　事業（施設）名 東京都障害者(児)施設の管理に関する協定、日野療護園、希望の郷　東村山の運営

２　事業（施設）概要

東京都七生福祉園、東京都東村山福祉園、東京都千葉福祉園、東京都八王子福祉園の

管理代行及び日野療護園、希望の郷　東村山の運営

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

収入

事業活動収入

うち　都からの委託料

うち　都からの補助金等 受取都補助金を計上

事業活動外収入

事業活動外支出

特別収入 うち拠点区分間繰入6,229千円

支出

事業費

特別支出 うち拠点区分間繰入21,830千円

収支

事業活動支出

うち人件費

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. 契約方法 契約件名

1 特定
分身ロボットOriHime・意思伝達装置

OriHime eye+Switch　一式の購入

利用者「秋の一般健康診断」業務委

託（単価契約）

3 特定 PCR検査委託契約

4 特定 給食材料購入委託（特命随意契約）

2 特定

5 特定 日用品等の購入（概算契約）

6 特定 園内洗濯業務委託

7 特定 除草・建物外清掃業務委託

8 特定 清掃業務（建物外）委託

9 特定 施設ランドリー機器の賃借契約
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委託 ㈱ケアコム 561,000

委託 モリタ宮田工業 377,300

委託 根古警備保障㈱ 999,771

その他 電気料金 3,586,000

その他 上下水道料金 8,878,000

その他 ガス料金 11,649,000

委託
i&i foodcommunity

㈱
63,305,000

その他物品 イワツキ㈱ 3,047,055

委託 姉ヶ崎タクシー㈱ 1,400,000

委託 ㈱千葉測器 854,040

委託 ㈱オーヤラックス 1,069,200

委託
さつき会（袖ヶ浦さ

つき台病院）
2,300,000

委託 アサヒプリテック㈱ 803,000

その他物品 新生食品(株) 7,800,000

その他物品 文明商事㈱ 7,200,000

その他物品 (有)藤田食品 31,000,000

その他物品 (有)大塚青果 31,000,000

その他物品 (株)すずとみフーズ 6,200,000

その他物品 (有)根本畜産 6,200,000

その他物品 渡辺精肉店 6,200,000

その他物品 (有)姉崎松月堂 1,500,000

その他物品 (株)新松月 1,500,000

その他物品 大森鮮魚店 14,000,000

その他物品 (有)魚正商店 14,000,000

その他物品 大橋屋蔵波店 1,500,000

その他物品 安藤清蔵商店 2,200,000

その他物品 (株)富士食品 9,000,000

その他物品 (株)美濃忠 21,000,000

その他物品 (株)富士食品 21,000,000

その他物品 読売センター姉ヶ崎 482,400

10 特定 ナースコール設備保守委託

11 特定
パッケージ型自動消火設備保守点検

委託

12 特定
日野療護園における運送委託に係る

付帯契約

13 独占 東京電力㈱

14 独占 東京都水道局

15 独占 東京電力㈱

16 競争
日野療護園給食業務委託（令和３～４

年度）

園内LAN保守業務契約について（特

命随意契約）

20

17 競争 紙おむつ・尿取パッドの購入

18 特定
乗用自動車（タクシー）供給契約につ

いて（特命随意契約）

特定
飲料水滅菌液購入契約について（特

命随意契約）

令和3年度　魚類の購入（概算契約）

令和3年度　豆腐類の購入（概算契

約）
令和3年度　パン類の購入（概算契

約）

令和3年度　野菜類の購入（概算契

約）
特定

特定
令和3年度　菓子類の購入（概算契

約）

19 特定

令和3年度　肉類の購入（概算契約）

令和3年度　魚類の購入（概算契約）

29 特定

30

21 特定
医療協力委託契約（袖ヶ浦さつき台

病院）について（特命随意契約）

26

22 特定

全窒素・全リン計測 試薬廃液他 収集

運搬処分委託について（特命随意契

約）

23 特定
令和3年度　乾物類１の購入（概算契

約）

24 特定

25 特定
令和3年度　野菜類の購入（概算契

約）

令和3年度　乾物類２の購入（概算契

約）

31 特定
令和3年度　菓子類の購入（概算契

約）

27 特定 令和3年度　肉類の購入（概算契約）

28 特定 令和3年度　肉類の購入（概算契約）

32 特定

33 特定

34 特定

35 特定

36 特定
令和3年度　医療食品類の購入（概算

契約）

37 特定
令和3年度　冷凍食品類の購入（概算

契約）

38 特定
令和3年度　冷凍食品類の購入（概算

契約）

39 特定 令和3年度　読売新聞ほか1点の購読
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委託 (株)スタッフサービス 894,692

賃貸借 ㈱千葉測器 1,170,840

修繕
新明和オートセール

ス(株)
116,600

工事
(有)オート・ドア　ス

テーション
412,830

工事 (株)エバラデンキ 8,580,000

修繕 新明和オートセールス(株) 563,211

委託 (株)スタッフサービス 410,412

修繕
防災技術センター

(株)
1,595,000

修繕
(有)オート・ドア　ス

テーション
2,272,600

工事 (株)関電工 495,000

工事 (株)篠田設備工業 374,110

委託 (株)スタッフサービス 1,358,095

委託 (株)スタッフサービス 462,841

委託
(株)千葉住宅サー

ビス社
605,000

委託 Claris 1,467,180

工事
キング通信工業

（株）
1,248,060

その他物品 (株)サクラサクネット 509,300

委託
一般社団法人　労

働保健協会
3,607,560

委託 宇野クリニック 309,540

委託 (株)スタッフサービス 427,889

その他物品 (株)千葉測器 356,950

工事
共和メンテナンス

(株)
3,120,700

工事 ナブコシステム(株) 2,532,200

工事 (株)エバラデンキ 858,000

工事 (株)中村自工 8,305,000

工事 (株)エバラデンキ 4,290,000

委託 (株)スタッフサービス 1,340,619

工事 新生ビルテクノ(株) 2,064,150

修繕
新明和オートセール

ス(株)
173,910

工事 エネサーブ(株) 1,650,000

特定

52 特定

業務用パーソナルコンユータの賃貸

借について

自動ドア部品交換工事

A-11棟空調設備更新工事

62 特定

63 特定

64

44

47 特定

特定

総合訓練センタートイレ改修工事50

労働者派遣契約（庶務事務）（概算契

約）

非常用自家発電設備修理（浄化槽

棟）

48

40 特定
労働者派遣契約（経理事務）（概算契

約）

特定 厨房用モートラック2号車扉修理

46 特定

41 特定

42

43 特定

労働者派遣契約（庶務事務）（概算契

約）

厨房用モートラック4台の保守点検・整

備・修理

涼山寮自動ドアオートロック化工事

特定 A-1、A-2棟空調設備更新工事

45

特定 A-5棟自動ドア修繕

49 特定 園内電気設備改修工事

51 特定
労働者派遣契約（経理事務）（概算契

約）

ソフトウェアライセンス（ファイルメー

カー）の更新
シルエット型見守りセンサ用Wi-Fi構

築工事

総合訓練棟入口養生足場組立

57 特定

53 特定

54 特定

55 特定

58 特定
令和３年度利用者子宮がん検診委託

(単価契約)

令和３年度千葉福祉園利用者一般健

康診断の委託(複数単価契約）

56

労働者派遣契約（庶務事務）（概算契

約）
59 特定

特定 栄養管理ソフト「プロカロリー」の購入

60 特定 栄養管理システム用パソコンの購入

61 特定
浄化槽自動微細目スクリーン交換工

事

65 特定

66 特定

特定
東京都千葉福祉園（R3）非常用発電

機用別置ラジエータ更新工事

健康管理室診療室空調設備更新工

事

67 特定

特定 モートラック１号車フロントガラス修理

労働者派遣契約（庶務事務）（概算契

約）

A-6棟誘導灯設備更新工事

68

69 特定 エネセン内既存不具合OCR更新工事
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工事 エネサーブ(株) 319,000

工事 エネサーブ(株) 429,000

工事 エネサーブ(株) 759,000

その他物品 (株)千葉測器 705,650

工事
ジョンソンコントロー

ルズ(株)
506,000

工事
ジョンソンコントロー

ルズ(株)
407,000

委託 エネサーブ(株) 535,700

工事
ジョンソンコントロー

ルズ(株)
1,045,000

工事 川重冷熱工業（株） 16,687,000

修繕 (株)アクト冷熱工業 495,000

工事 空研工業(株) 1,540,000

委託 (株)スタッフサービス 1,323,142

工事 川重冷熱工業(株) 2,153,800

委託
キング通信工業

（株）
2,145,000

工事 (株)エバラデンキ 462,000

修繕
(有)オート・ドア　ス

テーション
644,490

工事 (株)エバラデンキ 9,680,000

修繕
ジョンソンコントロー

ルズ(株)
913,000

修繕
ジョンソンコントロー

ルズ(株)
418,000

修繕
ジョンソンコントロー

ルズ(株)
418,000

委託 加藤商事(株) 473,000

修繕
新明和オートセール

ス
469,040

工事
共和メンテナンス

(株)
12,941,500

委託 （医）平山医院 805,000

工事 新生ビルテクノ(株) 1,361,690

委託 (株)スタッフサービス 777,414

修繕
新明和オートセール

ス（株）
116,600

修繕 新生ビルテクノ(株) 377,520

その他物品 (株)千葉測器 693,000

修繕 (株)篠田設備工業 944,900

委託 (株)スタッフサービス 1,323,142

75 排煙濃度計他交換工事

園内高圧架空設置機器目視点検作

業

77

76

特定

A-5棟空調設備更新工事

70 特定 P-6キュービクル低圧盤AS更新工事

サブセンA内既存不具合OCR更新工

事
71 特定

72 特定
サブセンB内既存不具合OCR更新工

事

73 特定 モバイルWi-Fiの購入

特定

78 特定

光メディアコンバータ交換工事

アクチュエータ他交換工事

74 特定

79 特定

特定

特定 冷却塔配水箱交換工事

東京都千葉福祉園（R3）吸収冷温水

機高温胴等取替工事
サブエネルギーセンターB貯湯槽バル

ブ類修理

80

81 特定
労働者派遣契約（庶務事務）（概算契

約）

82 特定

シルエット型見守りセンサの設置

84 特定
警備室監視カメラ用同軸ケーブル布

設工事

吸収冷温水機バーナモータ取替他

85 特定 A-6棟自動ドア修繕

83 特定

87 特定 総合訓練センターAHU修繕

特定86

88 特定 ひまわり寮AHU修繕

89 特定

90 特定
高濃度PCB安定器荷姿登録及びLED

交換修繕業務委託

A-10棟AHU修繕

91 特定
厨房用モートラック4台の保守点検・整

備・修理

92 特定
東京都千葉福祉園（R3）し尿浄化槽

機器交換工事

93 特定 インフルエンザ予防接種委託

94 特定
総合訓練センター消防用設備改修工

事

95 特定
労働者派遣契約（庶務事務）（概算契

約）

96 特定 厨房用モートラック4号車扉修理

97 特定
A-5棟（スプリンクラー室）加圧ポン

プ修繕

98 特定 活援用ノートパソコンの購入

99 特定
総合訓練センター横道路下（5号道

路）漏水修繕

100 特定
労働者派遣契約（経理事務）（概算契

約）
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委託 (株)楠山設計 7,920,000

貸借 みずほリース(株) 184,690

工事 (株)エバラデンキ 3,520,000

委託 (株)スタッフサービス 1,109,462

工事 新生ビルテクノ(株) 764,500

工事 新生ビルテクノ(株) 610,500

その他物品 大信電気サービス 1,326,787

その他物品 山利産業（株） 366,025

その他物品 新生ビルテクノ(株) 1,147,168

その他物品 大信電気サービス 149,710

その他物品 山利産業（株） 431,062

その他物品 (株)千葉測器 523,600

委託 ㈱マルイチ 2,632,850

その他物品
(株)宝生堂サカキバ

ラ
2,871,099

委託
㈱江東微生物研究

所
3,347,300

その他物品 (株)ナナミ 3,762,720

委託
㈱江東微生物研究

所
3,775,200

委託
㈱江東微生物研究

所
3,778,500

その他物品 (有)サンイチ商事 4,366,008

委託 ㈱ビー・エム・エル 4,388,203

委託 ㈱須山歯研 8,863,800

その他物品 山利産業(株) 13,523,112

委託
㈱スターロードシス

テム
28,477,625

委託 傷友環境㈲ 36,764,310

委託 ㈱ホワイト 51,084,000

委託 共和メンテナンス㈱ 58,850,000

その他物品 （株）山利産業 2,625,876

工事 (株)角井 2,684,000

101 特定
東京都千葉福祉園（R3）厨房棟改築

に係る法適合調査等委託

102 特定
睡眠計測センサー（眠りスキャン）等の

借入れ

103 特定 A-6棟空調設備更新工事

104 特定
労働者派遣契約（庶務事務）（概算契

約）

105 特定
汚水排水槽№1　№2ポンプ交換工

事

106 特定
汚水排水槽№2　№1ポンプ交換工

事

107 特定 有圧換気扇の購入

108 特定 寮用「ニトリルグローブ」の購入(2月分)

109 特定
エネルギーセンター熱源水1次ポンプ

オーバーホール

110 特定
ふじみ寮用「衣類乾燥機」ほか5点の

購入

111 特定 寮用「ニトリルグローブ」の購入(3月分)

112 特定 業務用パソコンの購入

113 競争
寝具洗濯業務委託契約について（令

和3年度）（複数単価契約）

114 競争
令和3年度上期　トイレットペーパーほ

か16点の購入(複数単価契約)

115 競争
腸内細菌検査委託契約について（複

数単価契約）

116 競争
令和３年度上期　米類の購入（単価契

約）

117 競争
給食従事者腸内細菌検査委託契約

について（複数単価契約）

118 競争
専用水道に係る水質検査委託契約に

ついて（複数単価契約）

119 競争
令和3年度上期　乳製品類①の購入

（単価契約）

120 競争
血液等検査委託契約について（複数

単価契約）

121 競争
歯科技工委託契約について（複数単

価契約）

122 競争
令和3年度上期　オムツほか24点の購

入(複数単価契約)

123 競争

自動車運転管理業務委託契約につ

いて（令和3～7年度）（複数単価契

約）

124 競争
ごみ収集運搬業務委託契約について

（令和3～7年度）（複数単価契約）

125 競争
余剰汚泥排出業務委託契約について

（令和3～7年度）（単価契約）

126 競争
し尿浄化槽施設管理業務委託契約に

ついて（令和3～7年度）〔2回目〕

127 競争

令和３年度下半期　園共通消費物品

トイレットペーパーほか13点の購入(複

数単価契約)

128 競争 プール改修工事
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その他物品 山利産業（株） 2,705,054

委託 千葉造園土木(株) 2,915,000

工事 (株)大鐵建設 2,970,000

その他物品
伊丹産業(株)千葉

支店
3,488,940

その他物品 (株)美濃忠 3,824,172

その他物品 山利産業（株） 12,720,719

その他物品 （株）タカサ 13,323,750

その他物品 (株)メディセオ 349,371

その他物品 (株)メディセオ 388,190

工事 石川建設㈱ 399,300

工事 石川建設㈱ 517,000

工事 石川建設㈱ 1,012,000

委託 大和リース㈱ 1,042,800

工事 石川建設㈱ 517,000

工事 雨宮工業㈱ 326,700

保守 リコージャパン㈱ 935,770

人派 ㈱ニチイ学館 10,647,569

委託 ㈱ニチイ学館 462,000

保守
キャノンITSメ

ディカル
1,192,884

保守 リコージャパン㈱ 1,896,224

その他物品 (株)メディセオ 308,000

保守 日本光電工業㈱ 311,630

その他物品 ㈱LEOC 34,948,000

委託
東京都理容生活衛

生同業組合
504,000

賃借
㈱トヨタレンタリース

多摩
816,000

業務委託 東京交通㈱ 18,844,650

その他物品 パワーメディカル㈱ 11,942,150

その他物品 ＬＳＩメディエンス 8,439,354

その他物品
フランスベッド　株式

会社
4,366,312

その他物品 （株）イーエスシー 9,900,000

129 競争
令和3年度上期　トイレットペーパーほ

か16点の購入(複数単価契約)

130 競争 生活寮周辺ほか除草業務委託

131 競争
つくし寮・もくせい寮厨房入り口引き戸

改修工事（カバー工法）

132 競争
令和３年度下半期　米類の購入(単価

契約)

133 競争
令和３年度下半期　乳製品類①の購

入(単価契約)

134 競争
令和3年度上期　オムツほか24点の購

入(複数単価契約)

135 競争
令和３年度第３四半期　オムツほか24

点の購入(複数単価契約）

136 特定 N95マスクの購入

137 特定 N95マスクの購入

138 特定
すみれ・あさひユニット利用者居室修

繕

139 特定
くるみユニット利用者居室テレビ収納

棚設置修繕

140 特定
すみれユニット廊下及び利用者居室

修繕

141 特定
東村山福祉園生活棟クリーニング業

務委託

142 特定 うみユニット利用者居室修繕

143 特定 あさひ・わかくさユニット空調機の修繕

144 特定
PC及びモニターの保守委託更新（そ

の2）

145 特定
健康推進科 医療事務労働者派遣契

約

146 特定
健康推進科 歯科診療報酬事務業務

委託

147 特定
電子カルテシステム保守委託（機器・

ソフトウェア）

148 特定
ソフトウェア「ほのぼの」の使用及び保

守委託

149 特定
ID NOW新型コロナウィルス2019の購

入

150 特定 全身麻酔器の保守点検委託

151 特定 利用者等給食材料の購入

152 特定
令和3年度　利用者の調髪委託につ

いて

153 特定
令和3年度　軽自動車の賃貸借契約

（再リース）

154 競争
令和3年度から５年旅客自動車運転業

務委託

155 競争
令和3年度紙おむつの購入（複数単

価契約）

156 競争 令和3年度医学検査委託

157 競争
令和3年度寝具の借上げ（複数単価

契約）

158 特定 日用品の購入（概算契約）
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その他物品 岩谷新聞販売 533,244

その他物品 桝屋米穀㈱ 3,000,000

その他物品 ㈲福原食品工業 864,000

その他物品 メグミルク百草販売所 3,480,000

その他物品 ㈲アイグラン 2,760,000

その他物品 ㈱紀の国屋 696,000

その他物品 ㈱マルミ屋 4,500,000

その他物品 ㈱肉の健雄 4,440,000

その他物品
高幡まんじゅう松盛

堂
264,000

その他物品 ㈱魚タカ 3,300,000

その他物品 ㈲魚久 3,600,000

その他物品 ㈲齋藤青果店 6,000,000

その他物品
㈲ベジタブルサー

ビス
6,060,000

その他物品
㈱スーパーヤマザ

キ
2,640,000

その他物品 ㈱代田清水屋 4,560,000

その他物品 ㈲三上鰹節店 2,280,000

その他物品 増田禎司 3,480,000

その他物品 野口鶏卵 432,000

その他物品 ヘルシーフード㈱ 1,644,000

その他物品 柏木商事㈱ 2,796,000

その他物品 百草食品 624,000

その他物品 ㈱メフォス 60,693,482

委託 金丸隆則 294,400

委託
東京都理容生活衛

生同業組合
998,500

委託 リコージャパン㈱ 1,826,000

委託
医療法人社団中川

クリニック
493,000

その他物品 ㈱アペックス 771,100

工事
㈶関東電気保安協

会
693,000

その他物品 にしたんクリニック 6,380,000

委託
（公社）日野市シル

バー人材センター
1,098,240

159 特定 朝日新聞等の購入

160 特定
給食材料の購入（米穀類）（単価契

約）

161 特定 給食材料の購入（めん類）（単価契約）

162 特定
給食材料の購入（市乳類）（単価契

約）

163 特定 給食材料の購入（パン類）（単価契約）

164 特定
給食材料の購入（和洋菓子類）（概算

契約）

165 特定
給食材料の購入（肉類）・偶数月（概

算契約）

166 特定
給食材料の購入（肉類）・奇数月（概

算契約）

167 特定
給食材料の購入（和菓子類）（単価契

約）

168 特定
給食材料の購入（魚類）・偶数月（概

算契約）

169 特定
給食材料の購入（魚類）・奇数月（概

算契約）

170 特定
給食材料の購入（青果類）・奇数月

（概算契約）

171 特定
給食材料の購入（青果類）・偶数月

（概算契約）

172 特定
給食材料の購入（菓子・家庭用調味

料類）（概算契約）

173 特定
給食材料の購入（乾物・業務用調味

料類）（概算契約）

174 特定
給食材料の購入（海産干物・豆類）

（概算契約）

175 特定
給食材料の購入（冷凍食品類）（概算

契約）

176 特定 給食材料の購入（卵類）（概算契約）

177 特定
給食材料の購入（治療食類）（概算契

約）

178 特定
給食材料の購入（冷凍野菜・主要調

味料類）（概算契約）

措置児童の理髪委託(幼児・学齢児)

179 特定
給食材料の購入（豆腐類）（単価契

約）

180 特定 利用者等給食材料の購入(概算契約)

東京都七生福祉園　利用者見守り業

務委託(単価契約)

183 特定 業務用パソコンの保守業務委託

181 特定
措置児童の理髪委託(クラス・高年寮

小学部)

182 特定

184 特定
職員B型肝炎抗原抗体検査及び予防

接種委託(単価契約)

185 特定
つばき寮とろみ自動調理サーバーの

購入

186 特定 南地区変電設備部品交換

187 特定 PCR検査キットの購入

188 特定
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工事
日立グローバルライ

フソリューションズ㈱
447,882

委託
㈱人材総合サービ

ス
374,000

委託

医療法人社団平成

優和会百草の森ふ

れあいクリニック

909,600

工事 ㈱フジマック 499,950

委託 中川クリニック 585,000

工事
㈲プライムエステー

ト
5,850,000

委託 ㈱酒井設計 2,077,900

工事
日立グローバルライ

フソリューションズ㈱
332,823

工事
㈱日立システムズ

フィールドサービス
431,750

工事 三菱重工冷熱㈱ 618,420

工事 三菱重工冷熱㈱ 921,360

光熱水費 東京ガス株式会社 44,081,000

光熱水費 東京電力株式会社 42,439,140

光熱水費 東京都水道局 18,294,720

賃借
（社福）東京リハビリ

協会
10,519,621

委託 南観光交通（株） 78,344,090

その他物品

／工事

（株）セキュリティハ

ウス西東京
3,410,000

その他物品

／工事

（株）セキュリティハ

ウス西東京
3,586,000

その他物品

／工事
リコージャパン（株） 6,414,210

委託 （株）ショウテック 4,620,000

工事 功匠建設（株） 3,355,000

消耗器具備品費 (株)トマト 690,800

業務委託費
㈱フェニックス・フー

ドサービス
72,462,705

業務委託費 ㈱ハチオウ 422,334

保守料
京ｾﾗﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｿﾘｭｰ

ｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
785,400

保守料 (株)ライオン事務器 132,000

保守料
日本オーチス・エレ

ベータ㈱
756,360

209 競争

プリンター複合機保守委託

202 独占

競争 寝具の借り入れ（単価契約）

高年児寮トイレ改修工事

特定

電気料金の支払い

特定旅客及び特種用途自動車による

運送委託

上下水道料金の支払い

203

200 独占

201 独占

ガス料金の支払い

ひいらぎ寮GHP空調機の修理

成人調理棟スチームコンベクション

オーブンの修理

求人募集情報掲載委託

191

職員インフルエンザ予防接種業務委

託（単価契約）

ひいらぎ寮GHP空調機の修理

194 特定

特定
利用者インフルエンザ予防接種業務

委託（単価契約）

189 特定

190 特定

192 特定

193 特定

けやき寮廊下改修外工事

195 特定
東京都七生福祉園（R3)低年1寮改修

工事追加実施設計

196 特定

198 特定 かしわ寮空調機修理

199 特定 高年１寮空調機修理

低年１寮PHSアンテナ設置197

204 競争

205 競争 見守りカメラの買入れ（児童寮）

見守りカメラの買入れ（成人寮）206 競争

207 競争 見守りカメラの買入れ（屋外）

208 競争
児童寮及びサービス等空調機分解洗

浄

電動昇降式トイレベッドの買入れ

211 特定
東京都八王子福祉園利用者等給食

材料の購入委託（概算契約）

212 特定

210 特定

医療廃棄物収集運搬処分業務委託

（単価契約）

213 特定

214 特定

特定 エレベータ定期保守点検業務委託

サーバー保守点検業務委託（S1)

215
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保守料 ホシザキ東京(株) 415,800

賃借料
日通リース＆ファイ

ナンス㈱
4,290,000

賃借料
日通リース＆ファイ

ナンス㈱
2,419,560

賃借料
㈱日産フィナンシャ

ルサービス
444,000

賃借料
㈱トヨタレンタリース

多摩
3,940,920

賃借料
日通リース＆ファイ

ナンス㈱
32,120

教育指導費 南観光交通(株) 1,709,400

派遣職員費 （株）キャリア 16,405,744

派遣職員費
マンパワーグループ

（株）
4,228,042

派遣職員費
（株）スタッフサービ

ス
4,864,365

派遣職員費 （株）ネオキャリア 4,146,862

福利厚生費
(株)江東微生物研

究所
721,600

福利厚生費
(株)江東微生物研

究所
394,625

福利厚生費
(株)江東微生物研

究所
315,700

研修研究費
京王ユース・プラザ

(株)
546,430

手数料 （株）日本生活介護 935,000

修繕費
東日本電信電話

（株）
4,895,000

日用品費 （株）成玉舎 18,404,100

日用品費 （株）成玉舎 4,803,106

消耗器具備品

費
㈱日栄東海 4,713,357

被服費
（社福）　東京リハビ

リ協会
8,531,875

修繕費 (株)ショウテック 3,520,000

業務委託費 三和興業(有) 5,045,040

業務委託費 ㈱完山金属 3,415,500

業務委託費 おかかえ運転手㈱ 3,842,300

光熱費 (株)日本エネルギー 4,573,800

燃料費 (株)日本エネルギー 3,449,600

燃料費 ㈱トーネン 3,795,000

燃料費 ㈱トーネン 4,461,600

燃料費 (株)日本エネルギー 4,246,770245 競争

233 競争

のい改修工事

令和３年度第４四半期灯油の買入れ

(単価契約)

221 特定

人材派遣　スタッフサービス

令和3年度 紙おむつの購入（複数単

価契約）

寝具の借入（単価契約）

自動車運転業務委託

一般廃棄物収集運搬業務委託（単価

契約）

239

234 競争

事務用パソコンの追加借入れ（2台）

人材派遣　マンパワー

検体検査業務委託（福祉施設におけ

るＰＣＲ検査の実施）

人材派遣　ネオキャリア

227

222 特定

216 特定

217 特定 事務用パソコンの借入れ

事務用パソコンの借入れの（追加分）

（1年目）
218 特定

食器洗浄機保守委託

219 特定
相談支援室ポレポレ用車両の借入れ

に係る継続支出（再リース）

220 特定
送迎用自動車の賃貸借(再リース)の継

続支出（あおぞら号、てくてく2,3号）

リフト付バス借上げ

223 特定 人材派遣　キャリア

224 特定

225 特定

226 特定

特定
検体検査業務委託（福祉施設におけ

るＰＣＲ検査の実施）

228 特定

229 特定
検体検査業務委託（福祉施設におけ

るＰＣＲ検査の実施）
チームビルディング研修（チーフ向

け）
230 特定

231 特定 福祉サービス第三者評価業務委託

232 緊急
八王子福祉園（R3）電話設備改修工

事

令和3年度 布おむつの賃貸借契約

（単価契約）

235 競争 臨床化学自動分析装置の買入れ

236 競争

237 競争

238 競争

競争
産業廃棄物収集運搬処分業務委託

（単価契約）

240 競争

241 競争
令和３年度プロパンガスの買入れ（単

価契約）
令和３年度第１四半期灯油の買入れ

(単価契約)
242 競争

243 競争
令和３年度第２四半期灯油の買入れ

(単価契約)

244 競争
令和３年度第３四半期灯油の買入れ

(単価契約)
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委託
(株)エムビックらい

ふ
4,646,400

委託
(一財)日本介護福

祉施設健診協会
686,400

委託 (株)スーパーナース 1,624,420

委託 (株)リクルート 308,000

その他
セコム保険サービス

(株)
420,000

委託 (株)スタッフサービス 2,195,280

委託 添田康平 50,000

賃貸借
(株)トヨタレンタリー

ス多摩
2,239,200

委託 (有)エイ・エス・ケイ 2,110,680

委託 (有)エイ・エス・ケイ 561,000

委託 比留間運送(株) 343,200

物品 (株)イーエスシー 3,600,000

委託
(一財)関東電気保

安協会
677,820

委託 セコム(株) 250,800

委託 (特非)どらやき 32,000,000

その他 神田通信機(株) 396,000

賃貸借

富士フイルムビジネ

スイノベーションジャ

パン(株)

2,118,600

物品 富士産業(株) 40,718,340

水道光熱費 東京電力(株) 22,500,000

水道光熱費 東京ガス(株) 4,600,000

水道光熱費 東京都 3,000,000

委託
ワタキューセイモア

(株)
27,192,000

賃貸借
ワタキューセイモア

(株)
28,743,066

物品
キングラン・メディケ

ア(株)
3,717,490

件数 金額

契約相手方 契約金額（円）

ｉ＆ｉＦｏｏｄＣｏｍｍｕ

ｎｉｔｙ㈱
25,903,340

競争

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〕

4

257 特定

緊急時職員招集システム

特命理由

紙おむつの買入269

求人広告委託

委託 給食材料購入委託（特命随意契約）

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

事務用品の通信販売購入

ＧＨどらやき世話人及び生活支援員

業務委託

電気料金

複写サービスに関する契約

263

258 特定

看護師人材派遣委託契約

絵画活動作品撮影委託

令和3年度　希望の郷　東村山　火災

保険

251

246 特定 ＰＣＲ検査委託(単価契約)

247 特定 利用者健康診断委託(複数単価契約)

248 特定

249 特定

250 特定

特定 介護職員人材派遣委託

252 特定

253 特定 送迎車賃貸借契約(再リース)

廃棄物収集運搬処理委託(可燃物)254 特定

255 特定 廃棄物収集運搬処理委託(資源ごみ)

256 特定 廃棄物処理委託(不燃物)

自家用電気工作物保安管理業務委

託

259 特定 機械警備委託

260 特定

261 特定

262 特定

特定 給食材料買入委託(概算契約)

264 独占

265 独占 ガス料金

水道料金266 独占

267 競争 洗濯業務委託

268 競争 寝具の借り上げ(複数単価契約)

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

No. 契約種別 契約件名
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契約相手方 契約金額（円）

㈱イーエスシー 3,980,000

契約相手方 契約金額（円）

（公社）日野市シル

バー人材センター
3,092,120

契約相手方 契約金額（円）

新生食品(株) 7,800,000

契約相手方 契約金額（円）

文明商事㈱ 7,200,000

契約相手方 契約金額（円）

(有)藤田食品 31,000,000

契約相手方 契約金額（円）

(有)大塚青果 31,000,000

令和3年度　野菜類の購入（概算契

約）

特命理由

No.

令和3年度　乾物類１の購入（概算契

約）

特命理由

No.

特命理由

25 その他物品

日用品等の購入（概算契約）

特命理由

No.

特命理由

No.

26 その他物品
令和3年度　野菜類の購入（概算契

約）

23 その他物品

特命理由

No.

24 その他物品
令和3年度　乾物類２の購入（概算契

約）

5 その他物品

No.

6 委託 園内洗濯業務委託

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　法人割引制度があり、当該事業者と契約することが有利であるため

契約種別 契約件名

　高齢者の雇用促進・拡大を図り、地域との関係を深めるため、業務の知識と経験を持った高齢者を派遣することが可能で

ある団体であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため



（様式１－３）

契約相手方 契約金額（円）

(株)すずとみフーズ 6,200,000

契約相手方 契約金額（円）

(有)根本畜産 6,200,000

契約相手方 契約金額（円）

渡辺精肉店 6,200,000

契約相手方 契約金額（円）

大森鮮魚店 14,000,000

契約相手方 契約金額（円）

(有)魚正商店 14,000,000

契約相手方 契約金額（円）

(株)富士食品 9,000,000

令和3年度　魚類の購入（概算契約）

特命理由

No.

令和3年度　肉類の購入（概算契約）

特命理由

No.

特命理由

33 その他物品

令和3年度　肉類の購入（概算契約）

特命理由

No.

特命理由

No.

36 その他物品
令和3年度　医療食品類の購入（概算

契約）

29 その他物品

特命理由

No.

32 その他物品 令和3年度　魚類の購入（概算契約）

27 その他物品

No.

28 その他物品 令和3年度　肉類の購入（概算契約）

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため
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契約相手方 契約金額（円）

(株)美濃忠 21,000,000

契約相手方 契約金額（円）

(株)富士食品 21,000,000

契約相手方 契約金額（円）

(株)エバラデンキ 8,580,000

契約相手方 契約金額（円）

一般社団法人　労

働保健協会
3,607,560

契約相手方 契約金額（円）

共和メンテナンス

(株)
3,120,700

契約相手方 契約金額（円）

ナブコシステム(株) 2,532,200

令和3年度　冷凍食品類の購入（概算

契約）

特命理由

No. 契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

特命理由

特命理由

No. 契約種別 契約件名

44 工事 A-1、A-2棟空調設備更新工事

特命理由

No.

特命理由

No.

57 委託
令和３年度千葉福祉園利用者一般健

康診断の委託(複数単価契約）

37 その他物品

No.

38 その他物品
令和3年度　冷凍食品類の購入（概算

契約）

契約種別 契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約件名

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

契約種別 契約件名

　当該事業者は、当園の設備の点検・修繕等を誠実に履行した実績がるため、当園の設備に関する十分な知識をもってい

る。当該事業者に発注することが最も安全で確実である

61 工事
浄化槽自動微細目スクリーン交換工

事

　当該機関は、従来から健康診断を委託している検査機関であり、利用者の健康記録を保有していることから、必要な健康

状態の把握が不可欠であり、かつ履行状況も良好であるため

契約種別

　当該事業者は、当施設の建物管理他業務委託の実施事業者であり、本件業務の実施事業者でもある。当該設備の点検・

修繕等を誠実に履行した実績があり、当園の運営上、当該事業者に発注することが最も安全かつ確実であるため

No. 契約種別 契約件名

62 工事 自動ドア部品交換工事

特命理由
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契約相手方 契約金額（円）

(株)中村自工 8,305,000

契約相手方 契約金額（円）

(株)エバラデンキ 4,290,000

契約相手方 契約金額（円）

川重冷熱工業（株） 16,687,000

契約相手方 契約金額（円）

(株)エバラデンキ 9,680,000

契約相手方 契約金額（円）

共和メンテナンス

(株)
12,941,500

契約相手方 契約金額（円）

(株)楠山設計 7,920,000

　当該事業者は、当園の当該設備の自動ドア点検保守整備業務の実施事業者である。また過去には、当該設備の点検・修

繕等を誠実に履行した実績がるため、当該事業者に発注することが最も安全で確実である

No. 契約種別 契約件名

64 工事
東京都千葉福祉園（R3）非常用発電

機用別置ラジエータ更新工事

特命理由

　当該事業者は、今回工事対象とするラジエータの製造業者であるため、既設ラジエータの規格等を正確に把握している。

当園の運営上、当該事業者に発注することが最も安全かつ確実であるため

No. 契約種別 契約件名

65 工事 A-11棟空調設備更新工事

特命理由

　当該事業者は、当園の当該設備の点検・修繕等を誠実に履行した実績がるため、当園の設備に関する十分な知識をもっ

ている。当該事業者に発注することが最も安全で確実である

No. 契約種別 契約件名

78 工事
東京都千葉福祉園（R3）吸収冷温水

機高温胴等取替工事

特命理由

　当該事業者は、当施設の吸収冷温水機分解整備工事の実施事業者であり、当該工事を誠実に履行した実績がある。本件

は当該工事と密接に関連するものであるため、同一事業者による施行が最も安全かつ確実であるため

No. 契約種別 契約件名

86 工事 A-5棟空調設備更新工事

特命理由

　当該事業者は、当園の当該設備の点検・修繕等を誠実に履行した実績がるため、当園の設備に関する十分な知識をもっ

ている。当該事業者に発注することが最も安全で確実である

No. 契約種別 契約件名

92 工事
東京都千葉福祉園（R3）し尿浄化槽

機器交換工事

特命理由

　当該事業者は、当施設のし尿浄化槽施設管理業務委託の実施事業者であり、当該設備の点検・修繕等を誠実に履行した

実績がある。当園の運営上、当該事業者に発注することが最も安全かつ確実であるため

No. 契約種別 契約件名

101 委託
東京都千葉福祉園（R3）厨房棟改築

に係る法適合調査等委託

特命理由



（様式１－３）

契約相手方 契約金額（円）

(株)エバラデンキ 3,520,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱ニチイ学館 10,647,569

契約相手方 契約金額（円）

㈱LEOC 34,948,000

契約相手方 契約金額（円）

（株）イーエスシー 9,900,000

契約相手方 契約金額（円）

桝屋米穀㈱ 3,000,000

契約相手方 契約金額（円）

メグミルク百草販売所 3,480,000

　当該事業者は当施設の厨房棟改築工事の基本設計業務を受託した事業者であり、今後、局による実施設計業務の発注

を予定しているため、当該事業者と契約することが一貫して業務を履行できるため。

No. 契約種別 契約件名

103 工事 A-6棟空調設備更新工事

特命理由

　当該事業者は、当園の当該設備の点検・修繕等を誠実に履行した実績がるため、当園の設備に関する十分な知識をもっ

ている。当該事業者に発注することが最も安全で確実である

No. 契約種別 契約件名

145 人派
健康推進科 医療事務労働者派遣契

約

特命理由

　当該事業者は、専門的知識は社会的な評価及び信頼を得ている。またH29年度業務委託契約受託事業者であり、丁寧か

つ正確で適切であり、高い接遇能力を有し評価が非常に高いため

No. 契約種別 契約件名

151 その他物品 利用者等給食材料の購入

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

158 その他物品 日用品の購入（概算契約）

特命理由

　法人割引制度があり、当該事業者と契約することが有利であるため

No. 契約種別 契約件名

160 その他物品
給食材料の購入（米穀類）（単価契

約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

162 その他物品
給食材料の購入（市乳類）（単価契

約）

特命理由



（様式１－３）

契約相手方 契約金額（円）

㈲アイグラン 2,760,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱マルミ屋 4,500,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱肉の健雄 4,440,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱魚タカ 3,300,000

契約相手方 契約金額（円）

㈲魚久 3,600,000

契約相手方 契約金額（円）

㈲齋藤青果店 6,000,000

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

163 その他物品 給食材料の購入（パン類）（単価契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

165 その他物品
給食材料の購入（肉類）・偶数月（概

算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

166 その他物品
給食材料の購入（肉類）・奇数月（概

算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

168 その他物品
給食材料の購入（魚類）・偶数月（概

算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

169 その他物品
給食材料の購入（魚類）・奇数月（概

算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

170 その他物品
給食材料の購入（青果類）・奇数月

（概算契約）

特命理由



（様式１－３）

契約相手方 契約金額（円）

㈲ベジタブルサービス 6,060,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱スーパーヤマザキ 2,640,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱代田清水屋 4,560,000

契約相手方 契約金額（円）

増田禎司 3,480,000

契約相手方 契約金額（円）

柏木商事㈱ 2,796,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱メフォス 60,693,482

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

171 その他物品
給食材料の購入（青果類）・偶数月

（概算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

172 その他物品
給食材料の購入（菓子・家庭用調味

料類）（概算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

173 その他物品
給食材料の購入（乾物・業務用調味

料類）（概算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

175 その他物品
給食材料の購入（冷凍食品類）（概算

契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

178 その他物品
給食材料の購入（冷凍野菜・主要調

味料類）（概算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

180 その他物品 利用者等給食材料の購入(概算契約)

特命理由



（様式１－３）

契約相手方 契約金額（円）

にしたんクリニック 6,380,000

契約相手方 契約金額（円）

㈲プライムエステー

ト
5,850,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱フェニックス・フー

ドサービス
72,462,705

契約相手方 契約金額（円）

日通リース＆ファイ

ナンス㈱
4,290,000

契約相手方 契約金額（円）

㈱トヨタレンタリース

多摩
3,940,920

契約相手方 契約金額（円）

（株）キャリア 16,405,744

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

187 その他物品 PCR検査キットの購入

特命理由

　当該クリニックは、過去にも実績があり、検査キット注文から結果通知までが非常に迅速かつ確実であり信頼できるため

No. 契約種別 契約件名

194 工事 けやき寮廊下改修外工事

特命理由

　当該事業者は、現在同寮の工事を施工中である。当該事業者と契約することが、工事を一体的に監理、調整しつつ安全

かつ円滑に行うことができるため

No. 契約種別 契約件名

211 業務委託費
東京都八王子福祉園利用者等給食

材料の購入委託（概算契約）

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

No. 契約種別 契約件名

217 賃貸料 事務用パソコンの借入れ

特命理由

当該事業者は、現在当園の事務用パソコンのリース契約業者である。性能的な劣化もなく支障なく使用できる状態であるた

め、当該事業者と再リース契約をすることが最も経済的であるため

No. 契約種別 契約件名

220 賃借料
送迎用自動車の賃貸借(再リース)の継

続支出（あおぞら号、てくてく2,3号）

特命理由

　当該事業者は、現在当園で使用している車両の業者であり、メンテナンスについても適切かつ迅速に対応し、常に適切に

整備された状態で提供されているため

No. 契約種別 契約件名

223 派遣職員費 人材派遣　キャリア

特命理由



（様式１－３）

契約相手方 契約金額（円）

マンパワーグループ

（株）
4,228,042

契約相手方 契約金額（円）

（株）スタッフサービ

ス
4,864,365

契約相手方 契約金額（円）

（株）ネオキャリア 4,146,862

契約相手方 契約金額（円）

（株）エムビックらい

ふ
4,646,400

契約相手方 契約金額（円）

(株)イーエスシー 3,600,000

契約相手方 契約金額（円）

(特非)どらやき 32,000,000

　当該業務内容に精通するとともに、業務に必要とされるスキルを有するスタッフを適切に本法人に派遣している実績がある

ため

No. 契約種別 契約件名

224 派遣職員費 人材派遣　マンパワー

特命理由

　当該業務内容に精通するとともに、業務に必要とされるスキルを有するスタッフを適切に本法人に派遣している実績がある

ため

No. 契約種別 契約件名

225 派遣職員費 人材派遣　スタッフサービス

特命理由

　当該業務内容に精通するとともに、業務に必要とされるスキルを有するスタッフを適切に本法人に派遣している実績がある

ため

No. 契約種別 契約件名

226 派遣職員費 人材派遣　ネオキャリア

特命理由

当該業務内容に精通するとともに、業務に必要とされるスキルを有するスタッフを適切に本法人に派遣している実績があるた

め

No. 契約種別 契約件名

246 委託 PCR検査委託（単価契約）

特命理由

　当該事業者は、施設の特性上、唾液の採取が困難な利用者対応の鼻腔検査が実施可能であり、また採取した検体を即日

持込可能であり、迅速な検査を実施できるため

No. 契約種別 契約件名

257 物品 事務用品の通信販売購入

特命理由

特命理由

　法人割引制度があり、当該事業者と契約することが有利であるため

No. 契約種別 契約件名

260 委託
ＧＨどらやき世話人及び生活支援員

業務委託



（様式１－３）

契約相手方 契約金額（円）

富士産業(株) 40,718,340

特命理由

　食材を納入可能な事業者が少なく、価格・品質を検討した結果、当該事業者と契約することが最も効率的であるため

※　記載事項を満たせば任意様式の使用可

No. 契約種別 契約件名

263 物品 給食材料買入委託(概算契約)

　生活援助事業の実施にあたり、実施可能な者と契約する必要があるため


