
（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 587,858 -146,017

経常収益 26,694,044 7,893,780

2,974,788 0

543,600 543,600

26,106,186 8,039,797
25,897,119 8,039,797

うち人件費 2,556,103 966,347
209,067 0

うち人件費 131,357 0
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0

470 0
587,388 -146,017

0 0

75,133,597 -

当期増加額 738,949 -

0 -

当期減少額 0 -

75,872,546 -

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

No.

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

当期指定正味財産増減額

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益

法人税等（再掲）

事業費

経常外費用

経常費用

契約件名

資産（期末残高）

当期一般正味財産増減額

令和３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）

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〕

土地区画整理事業交付金

土地区画整理事業

【本事業に含まれる都から交付された補助金等】

収支

団体　計

市町からの土地区画整理事業受託にあたり、市町への補助金相当額が東京都から交付金
として直接公社に交付され、施行地区内の工事費、補償費等に充当されることにより、土地
区画整理事業を促進

【都から交付された補助金等に係る事業の概要】

【事業の概要】
健全な市街地の造成を図り、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図ることを目
的とし、市町から土地区画整理事業を受託

うち 都からの委託料

項目



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 587,858 106,866

経常収益 26,694,044 3,500,885

2,974,788 2,813,476

543,600 0

26,106,186 3,394,019
25,897,119 3,394,019

うち人件費 2,556,103 501,681
209,067 0

うち人件費 131,357 0
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0

470 0
587,388 106,866

0 0
75,133,597 -

当期増加額 738,949 -

0 -

当期減少額 0 -
75,872,546 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争入札 委託 株式会社 四門 2,915,000

競争入札 委託 東洋技建 株式会社 2,961,200

競争入札 委託 株式会社 ＵＲリンケージ 3,300,000

競争入札 工事 有限会社 フジ興業 9,870,183

3
十条地区補助第83号線権利確定支援業務
委託

4
第一防災まちづくり地区金網柵設置その他
工事3-1（単価契約）

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
補助第46号線(原町・洗足)建物等調査積算
業務委託3-1

2
補助第46号線(原町・洗足)建物調査積算業
務委託3-2

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３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

都市機能更新事業
【本事業に含まれる都との特命随意契約等】

(1)用地取得業務の委託に関する令和３年度協定
(2)令和３年度東京都市計画道路事業補助線街路相談窓口設置・運営等に関する協定
(3)都市計画道路用地の先行取得業務の委託に関する令和３年度協定
(4)都市計画公園・緑地用地の先行取得業務の委託に関する令和３年度協定
(5)道路（東京都市計画道路補助第85号線）と東日本旅客鉄道赤羽線（埼京線）十条駅付近との
連続立体交差事業に係る用地測量業務等に関する業務委託協定書
(6)道路（東京都市計画道路補助第85号線）と東日本旅客鉄道赤羽線（埼京線）十条駅付近との
連続立体交差事業に係る用地取得業務等に関する業務委託協定書
(7)高低差補償業務の委託に関する令和３年度協定

２　事業（施設）概要

【事業の概要】
都市施設の用地取得及び道路整備工事等を受託実施する事業

【都との特命随意契約等の概要】

(1)沿道一体整備事業（1地区）及び延焼遮断帯形成事業（2地区）の道路用地取得及び補償業務
(2)延焼遮断帯形成事業（2地区）の用地取得に係る住民の生活再建支援及び相談窓口設置・運
営等
(3)第四次優先整備路線都市計画道路用地の先行取得業務
(4)優先的に整備する都市計画公園等用地の先行取得業務
(5)補助第85号線とJR埼京線十条駅付近との連続立体交差事業に係る測量・説明会及び測量業
務
(6)補助第85号線とJR埼京線十条駅付近との連続立体交差事業に係る用地測量及び事業用地
の取得・一時使用地の確保業務
(７)補助第83号線の築造工事に伴う高低差補償業務



（様式１－１）

競争入札 工事 有限会社 フジ興業 6,998,339

競争入札 工事 有限会社 フジ興業 9,075,488

競争入札 委託 株式会社 ＵＲリンケージ 32,318,000

競争入札 工事 森永建設 株式会社 3,536,745

特命随意契約 委託
一般社団法人 東京公共嘱
託登記土地家屋調査士協
会

1,199,876

競争入札 委託
パシフィックコンサルタンツ
株式会社  首都圏本社 6,006,000

競争入札 工事 ニューズ産業 株式会社 4,132,260

競争入札 委託 東洋技建 株式会社 9,680,000

件数 金額

12
十条地区補助第83号線高低差補償調査積
算業務委託（その1）

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

9
先行取得地における土地の境界確定及び
登記資料作成等作業(その3-1)

10
令和2年度十条駅付近連続立体交差事業
に係る事業効果調査（再評価）業務

11
令和３年度十条駅付近連続立体交差事業
に係る事業看板設置業務

6
第二防災まちづくり地区金網柵設置その他
工事3-1（単価契約）

7
令和３年度相談窓口補助業務委託(原町・
洗足及び志茂)

8
先行取得地における用地管理その他工事
(単価契約その3-1)

5
第一防災まちづくり地区金網柵設置その他
工事3-2（単価契約）



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 587,858 60,035

経常収益 26,694,044 9,302,799

2,974,788 21,735

543,600 0

26,106,186 9,242,764
25,897,119 9,242,764

うち人件費 2,556,103 740,725
209,067 0

うち人件費 131,357 0
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0

470 0
587,388 60,035

0 0

75,133,597 -

当期増加額 738,949 -

0 -

当期減少額 0 -

75,872,546 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

独占契約 委託
東京都下水道
サービス㈱

54,796,500

独占契約 委託
東京都下水道
サービス㈱

7,830,900

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

1
令和３年度東京都流域下水道及び
多摩地域市町下水道維持管理シ
ステム整備作業

2
令和３年度東京都多摩地域下水道
維持管理システム保守管理業務

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３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

下水道事業

【本事業に含まれる都との特命随意契約等】

東京都流域下水道維持管理システム整備の委託に関する令和３年度協定

２　事業（施設）概要

【事業の概要】
   都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、合わせて公共用水域の水質の保全
に資することを目的とし、下水道建設、維持管理業務等を都市町村から受託

【都との特命随意契約等の概要】

東京都流域下水道維持管理システム整備業務



（様式１－１）

うち本事業
当期経常増減額 587,858 0

経常収益 26,694,044 2,643,799

2,974,788 139,577

543,600 0

26,106,186 2,643,799
25,897,119 2,643,799

うち人件費 2,556,103 71,788
209,067 0

うち人件費 131,357 0
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0

470 0
587,388 0

0 0

75,133,597 -

当期増加額 738,949 -

0 -

当期減少額 0 -

75,872,546 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争入札 工事
三菱重工環境・化
学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

113,410,000

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

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
令和3年度東京都建設発生土再利
用センター大規模補修工事

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３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

東京都建設発生土再利用センター運営管理事業

【本事業に含まれる都との特命随意契約等】

令和3年度（2021年度）東京都建設発生土再利用センター運営管理に関する協定

２　事業（施設）概要

【事業の概要】
公共工事の埋戻し材料などに利用するため、主に都区内の公共工事から発生する建設発
生土の受け入れ

【都との特命随意契約等の概要】

プラントでの土質改良及び料金徴収等業務


