
うち東京都動物園
指定管理事業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 6,161,281

6,259,076 6,120,346

0 0

8,238,586 -
7,933,577 5,932,797

うち人件費 2,753,536 1,969,903
305,008 -

うち人件費 201,881 -
当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -
29,646 -

▲ 7,788 -
▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0 0

0 0

当期減少額 260,374 0

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 シンテイ警備㈱ 89,999,800

競争契約 委託 日建総業㈱ 96,800,000

競争契約 委託 ㈱丸三興業 9,978,100

特定契約 委託 ㈱江東微生物研究所 9,990,000

競争契約 委託 ㈱ＭＳＫ 13,008,600

競争契約 委託 協和産業㈱ 9,295,000

No. 契約件名

1
上野動物園　園内警備・入
園者整理業務委託

2
上野動物園　園地・園内施
設清掃及び維持管理委託

3
上野動物園　寝藁等運搬
委託(単価契約)

4
上野動物園　動物臨床検
査委託(単価契約)

5

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

東京都動物園指定管理事業

①恩賜上野動物園外３施設の管理に関する基本協定
②令和2年度における恩賜上野動物園外３施設の管理に要する費用に関する協定

２　事業（施設）概要
①，②東京都動物園（恩賜上野動物園、多摩動物公園、葛西臨海水族園、井の頭自然
文化園）の管理運営を行う

うち 都からの委託料
【特命随意契約等案件】
②6,120,346(管理費分含む）

うち 都からの補助金等

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

経常費用
事業費

管理費

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

経常外収益
経常外費用

うち 都からの補助金等

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

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〕

上野動物園　通用門監視
業務及び夜間警備委託

6
上野動物園　電話交換業
務委託



競争契約 委託 日建総業㈱ 8,910,000

競争契約 委託 冨士印刷㈱ 9,521,600

競争契約 委託 にがた工機㈱ 7,753,900

競争契約 委託 西武緑化管理㈱ 5,500,000

競争契約 委託 ㈱呉竹造園 4,400,000

競争契約 委託 東豊産業㈱ 4,950,000

特定契約 委託 セコム㈱ 5,146,152

特定契約 委託 浅野アタカ㈱ 9,999,000

特定契約 委託 ㈱アクアプロダクト 7,324,900

競争契約 委託 東友緑化㈱ 3,487,000

競争契約 委託 ㈱西部緑化 3,383,600

競争契約 委託 橋本電設㈱ 2,794,000

特定契約 委託
一般財団法人関東電
気保安協会

4,072,266

特定契約 委託 三協工業㈱ 3,586,000

特定契約 委託 日本コムシス㈱ 1,650,000

特定契約 委託 ㈱平和会 1,375,000

特定契約 委託
エス・イー・シーエレ
ベーター㈱

594,000

特定契約 委託
日本エレベーター製
造㈱

1,347,500

特定契約 委託
三菱電機ビルテクノ
サービス㈱

805,200

特定契約 委託
中央エレベーター工
業㈱

213,840

特定契約 委託
シンフォニアエンジニ
アリング㈱

3,146,000

上野動物園　脱出警報装
置保守点検委託

上野動物園　動物屍体処
理委託(単価契約)

上野動物園　小獣館乗用
昇降装置保守委託

上野動物園　動物センター
ほか昇降装置保守委託

上野動物園　ゾウ舎昇降装
置保守委託

上野動物園　バードハウス
昇降装置保守委託

上野動物園　自動券売機
保守委託

上野動物園　不忍池浄化
施設定期点検保守委託

上野動物園　水生動物水
処理システムほか保守委託

上野動物園　花壇管理委
託

上野動物園　東園観葉植
物等管理委託

上野動物園　ゴリラ・トラ舎
ほか油圧扉等設備保守委
託

上野動物園　自家用電気
工作物保安管理業務委託

上野動物園　両生爬虫類
館水処理システム保守委託

14

15

16

17

18

7

8

9

10
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24

25

26

27

19

20

21

22

23

13
上野動物園　機械警備委
託

上野動物園　一般廃棄物
収集運搬委託(単価契約)

上野動物園　案内図印刷
委託(単価契約)

上野動物園　空調設備保
守委託

上野動物園　両生爬虫類
館熱帯植物等管理委託

上野動物園　植込地保護
管理委託

上野動物園　両生爬虫類
館機械設備等保守委託



特定契約 委託 東芝エレベータ㈱ 2,226,840

特定契約 委託 アコマ医科工業㈱ 681,945

競争契約 委託 東武商事㈱ 6,408,600

競争契約 委託 ㈱京葉興業 2,970,000

競争契約 委託 ㈱日本協力 3,600,000

特定契約 委託 三精テクノロジーズ㈱ 1,980,000

特定契約 委託 キヤノン医療用品㈱ 2,939,640

競争契約 委託 日興サービス㈱ 3,432,000

競争契約 委託 日建総業㈱ 82,500,000

競争契約 委託 シンテイ警備㈱ 49,997,623

競争契約 委託
㈱環境システムサー
ビス

32,175,000

競争契約 委託 京王電鉄バス㈱ 18,395,963

競争契約 委託
㈱環境システムサー
ビス

7,927,480

競争契約 委託 ㈱富士保安警備 9,792,585

競争契約 委託 松村園芸㈱ 7,480,000

競争契約 委託 風間造園㈱ 3,421,000

競争契約 委託 多摩興運㈱ 4,452,000

特定契約 委託
一般財団法人関東電
気保安協会

7,308,290

特定契約 委託 アズビル㈱ 5,456,000

特定契約 委託 ㈱江東微生物研究所 3,850,000

競争契約 委託 ㈲森設備工業 2,888,050
多摩動物公園　冷暖房設
備保守委託

多摩動物公園　シャトルバ
ス運行業務委託

多摩動物公園　汚水処理
場維持管理委託

多摩動物公園　夜間警備
委託

多摩動物公園　昆虫生態
園温室植物保護管理委託

多摩動物公園　七生公園
樹林地保護管理委託

多摩動物公園　一般廃棄
物収集運搬委託(単価契
約)

多摩動物公園　自家用電
気工作物保安管理業務委
託

多摩動物公園　空調用自
動制御装置保守委託

多摩動物公園　動物臨床
検査委託(単価契約)

上野動物園　不忍池浄化
施設汚泥処理委託(単価契
約)

上野動物園　汚泥処理委
託(単価契約)

上野動物園　集積場枝葉
等処理委託(単価契約)

上野動物園　子ども動物園
ほか昇降装置保守委託

上野動物園　CTスキャナの
保守点検委託

多摩動物公園　汚泥処分
委託(単価契約)

多摩動物公園　園地・園内
施設清掃及び維持管理委
託

多摩動物公園　園内警備・
入園者整理及び七生公園
警備委託

多摩動物公園　寝藁等運
搬委託(単価契約)

上野動物園　管理事務所
ほか昇降装置保守委託

上野動物園　アコマ麻酔器
3基の年間保守委託
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競争契約 委託 ㈲森設備工業 3,103,100

競争契約 委託 ㈱サウンドシステム 2,565,200

特定契約 委託
富士フイルムメディカ
ル㈱

679,140

競争契約 委託
㈱環境システムサー
ビス

3,936,900

特定契約 委託
三菱電機ビルテクノ
サービス㈱

2,016,300

特定契約 委託 セコム㈱ 3,053,160

特定契約 委託 ㈱南出工機 3,520,000

特定契約 委託
冨士エレベーター工
業㈱

1,372,800

特定契約 委託
島津メディカルシステ
ムズ㈱

330,000

特定契約 委託 ㈱平和会 825,000

特定契約 委託
シンフォニアエンジニ
アリング㈱

1,375,000

特定契約 委託
富士フイルムメディカ
ル㈱

439,890

競争契約 委託 ㈱東緑化 8,800,000

競争契約 委託 ㈱野崎造園 16,280,000

競争契約 委託 市川緑化土木㈱ 8,800,000

特定契約 委託 長生農業協同組合 13,578,788

特定契約 委託
東京島しょ農業協同
組合

9,460,000

特定契約 購入 酒井三彦 4,346,100

特定契約 委託 酒井三彦 1,281,500

特定契約 委託
東京島しょ農業協同
組合

1,100,000

特定契約 委託 紀中森林組合 1,720,400

多摩動物公園　大島産飼
料木(ユーカリ)枝葉の購入
(単価契約)

多摩動物公園　大島ユーカ
リ栽培管理委託

多摩動物公園　八丈島
ユーカリ枝葉採取発送委託
(単価契約)

多摩動物公園　和歌山日
高川町ユーカリ枝葉採取発
送委託(単価契約)

多摩動物公園　天井走行
式X線システム保守及び漏
洩線量測定委託

多摩動物公園　動物屍体
処理委託(単価契約)

多摩動物公園　自動券売
機保守委託

多摩動物公園　デジタルX
線画像診断システムの保守
委託(CR)

多摩動物公園　集積場枝
葉等処理委託(単価契約)

多摩動物公園　園内ユーカ
リ栽培管理委託

多摩動物公園　城北中央
公園ユーカリ栽培管理委託

多摩動物公園　千葉長生
村ユーカリ栽培管理委託

多摩動物公園　八丈島
ユーカリ栽培管理委託

多摩動物公園　空気調和
設備保守委託

多摩動物公園　視聴覚設
備保守委託

多摩動物公園　デジタルX
線画像診断システムの保守
委託(DR)

多摩動物公園　清掃及び
汚泥収集運搬委託(単価契
約)

多摩動物公園　昆虫生態
園ほかエレベーター設備保
守委託

多摩動物公園　機械警備
委託

多摩動物公園　ゾウ舎自動
扉及び天窓設備保守委託

多摩動物公園　ウォッチン
グセンターほかエレベー
ター設備保守委託
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特定契約 委託 紀中森林組合 18,700,000

特定契約 委託 アコマ医科工業㈱ 1,030,832

特定契約 委託 エムシーサービス㈱ 170,676

特定契約 委託
㈱エレベータシステム
ズ

1,438,800

競争契約 委託 東海汽船㈱ 176,189,750

競争契約 委託 シンテイ警備㈱ 59,999,448

競争契約 委託 ㈱東洋実業 58,212,000

競争契約 委託 ㈱マリテックス 17,446,000

競争契約 委託 東武商事㈱ 7,493,200

競争契約 委託 綜合造園㈱ 9,350,000

競争契約 委託 ㈱アクアパルス 9,476,159

競争契約 委託 協和産業㈱ 9,350,000

特定契約 委託
菱電エレベータ施設
㈱

211,200

競争契約 委託 ㈱善興社 4,092,000

競争契約 委託 ㈱オリバー 5,977,059

競争契約 委託 ㈱環境技研 2,970,000

競争契約 委託 ㈱京葉興業 3,960,000

競争契約 委託 ㈱東洋実業 86,110,200

特定契約 委託 裕幸計装㈱ 6,710,000

特定契約 委託
一般財団法人関東電
気保安協会

5,871,800

特定契約 委託 住友精密工業㈱ 8,518,840

葛西臨海水族園　搬入用
通路誘導整理委託

葛西臨海水族園　水質管
理及び受水槽清掃委託

葛西臨海水族園　排水処
理施設汚泥処理委託(単価
契約)

葛西臨海水族園　電気・機
械設備保守管理業務委託

葛西臨海水族園　中央監
視システム保守委託

葛西臨海水族園　自家用
電気工作物保安管理業務
委託

葛西臨海水族園　オゾン設
備保守委託

葛西臨海水族園　入園者
案内誘導及び保安警備委
託

葛西臨海水族園　園地・園
内施設清掃及び維持管理
委託

葛西臨海水族園　大水槽
他保守業務委託

葛西臨海水族園　汽水池
他汚泥収集運搬処分委託
（単価契約）

葛西臨海水族園　緑地保
護管理委託

葛西臨海水族園　海水他
水質分析委託(単価契約)

葛西臨海水族園　電話交
換業務委託

上野動物園　東園無料休
憩所小荷物専用昇降装置
保守委託

葛西臨海水族園　汽水池、
カスケード、噴水池清掃委
託

多摩動物公園　和歌山日
高川町ユーカリ栽培管理委
託

多摩動物公園　麻酔器およ
び人工呼吸器点検整備委
託

多摩動物公園　麻酔器保
守点検並びに気化器オー
バーホール委託

多摩動物公園　アフリカ園
無料休憩所エレベーター
設備保守委託

葛西臨海水族園　海水の
運搬委託（単価契約）
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競争契約 委託 ㈱環境技研 6,589,000

競争契約 委託 ㈱京葉興業 3,366,000

競争契約 委託 ㈱ニチノー緑化 2,959,000

特定契約 委託 ㈱江東微生物研究所 1,540,000

競争契約 委託 三協工業㈱ 2,728,000

競争契約 委託 ㈱海洋リサーチ 3,119,961

競争契約 委託 ㈱京葉興業 3,996,300

特定契約 委託 川重冷熱工業㈱ 3,038,200

特定契約 委託
日本オーチス・エレ
ベータ㈱

1,999,800

特定契約 委託 ㈱前川製作所 2,618,000

競争契約 委託 ㈱サービスエース 9,830,700

特定契約 委託 セコム㈱ 85,800

特定契約 委託
シンフォニアエンジニ
アリング㈱

948,200

競争契約 委託 東昭化学㈱ 3,470,720

競争契約 委託 ㈱総合整備 3,922,050

競争契約 委託 桜ヶ丘㈱ 3,421,220

特定契約 委託 ダイコー㈱ 1,070,520

競争契約 委託 ㈱ジンダイ 31,999,999

競争契約 委託 シンテイ警備㈱ 29,999,987

競争契約 委託 志賀興業㈱ 7,357,000

競争契約 委託 井之頭造園協同組合 5,170,000
井の頭自然文化園　植込
地保護管理委託

葛西臨海水族園　機械警
備委託

葛西臨海水族園　自動券
売機保守委託

葛西臨海水族園　噴水池
滅菌装置保守委託

上野動物園　産業廃棄物
処分委託（単価契約）

葛西臨海水族園　冷却塔
保守委託

葛西臨海水族園　エレベー
ター保守委託

井の頭自然文化園　園地・
園内施設清掃及び維持管
理委託

井の頭自然文化園　園内
警備・入園者整理委託

井の頭自然文化園　一般
廃棄物収集運搬委託(単価
契約)

葛西臨海水族園　花壇保
護管理委託

葛西臨海水族園　動物臨
床検査委託(単価契約)

葛西臨海水族園　予備飼
育室温調設備ほか保守委
託

葛西臨海水族園　潜水技
量維持向上訓練委託

葛西臨海水族園　汚泥処
理委託(単価契約)

葛西臨海水族園　吸収式
冷温水発生機保守委託

葛西臨海水族園　エスカ
レーター保守委託

葛西臨海水族園　ヒートポ
ンプ式冷暖房機保守委託

多摩動物公園　電話交換
業務委託

葛西臨海水族園　排水処
理設備保守委託

葛西臨海水族園　一般廃
棄物収集運搬委託(単価契
約)
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競争契約 委託 箱根植木㈱ 4,510,000

競争契約 委託 アネス㈱ 3,740,000

特定契約 委託 ㈱江東微生物研究所 2,530,000

特定契約 委託 綜合警備保障㈱ 953,040

特定契約 委託
一般財団法人関東電
気保安協会

656,260

特定契約 委託 昭和エレベータ㈱ 264,000

競争契約 委託 ㈱京葉興業 4,199,151

競争契約 委託 富士管財㈱ 7,426,947

特定契約 委託 ㈱メディア・トラスト 7,761,600

特定契約 委託 富士通㈱ 1,353,000

特定契約 委託 ㈱ラック 1,069,200

特定契約 委託 デジタルクルーズ㈱ 1,320,000

競争契約 購入 日本競馬飼糧㈱ 13,186,800

競争契約 購入 ㈲三都物産 20,047,500

競争契約 購入 東京実験動物㈱ 12,892,000

競争契約 購入 ㈱成瀬商店 7,511,460

競争契約 購入 マルイフーズ㈱ 3,108,600

競争契約 購入 ㈲月夜野ファーム 4,316,840

競争契約 購入 加藤雅敏 2,699,400

競争契約 購入 伊豆中央水産㈱ 10,346,600

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,834,630

上野動物園　コオロギの購
入（単価契約）４～９月分

上野動物園　小魚他１点の
購入（単価契約）４～９月分

上野動物園　竹の購入（単
価契約）４～５月分

上野動物園　甘藷他３３点
の購入（単価契約）４～５月
分

公益財団法人東京動物園
協会ウェブサイト保守運用
業務委託

令和２年度動物個体管理
用システム保守委託

苦情要望データベース運
用保守委託

ウェブサイト「東京ズーネッ
ト」動画配信サービス運用
業務委託

上野動物園　青草の購入
（単価契約）

上野動物園及び多摩動物
公園　木の葉つきの枝の購
入（単価契約）４～９月分

上野動物園及び多摩動物
公園　うさぎ他４点の購入
（単価契約）４～９月分

上野動物園　わら他４点の
購入（単価契約）４～９月分

上野動物園　馬肉他１点の
購入（単価契約）４～９月分

井の頭自然文化園　花壇
保護管理委託

井の頭自然文化園　空調
機・冷凍機等設備保守委託

井の頭自然文化園　動物
臨床検査委託(単価契約)

井の頭自然文化園　機械
警備委託

井の頭自然文化園　自家
用電気工作物保安管理業
務委託

井の頭自然文化園　彫刻
館昇降機設備保守委託

井の頭自然文化園　汚泥
収集運搬・処分委託(単価
契約)

井の頭自然文化園　夜間
警備委託
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競争契約 購入 ㈲三都物産 18,995,460

競争契約 購入 マルイフーズ㈱ 12,463,000

競争契約 購入 日本競馬飼糧㈱ 12,727,000

競争契約 購入 ㈱成瀬商店 4,681,380

特定契約 購入 ㈱フナバシファーム 4,330,260

競争契約 購入 ㈲三都物産 3,206,500

特定契約 購入
オリエンタル酵母工業
㈱

3,510,980

競争契約 購入 ㈱フローラ 4,820,750

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 7,497,490

競争契約 購入 伊豆中央水産㈱ 8,849,500

競争契約 購入 ㈱フローラ 5,764,000

競争契約 購入 ㈲笈川食品 2,687,850

特定契約 委託
（公財）東京都道路整
備保全公社

2,689,500

特定契約 委託 日立自動車交通㈱ 57,433,760

競争契約 委託 ㈱丸三興業 3,850,000

競争契約 委託 日本通運㈱ 6,996,000

競争契約 購入 ㈱有倉商店 6,731,010

競争契約 購入 伊豆中央水産㈱ 9,028,140

競争契約 購入 ㈱久世 7,143,510

競争契約 委託 ㈱雅敍造園 3,025,000

競争契約 委託 ドリコアクアサーブ㈱ 2,585,000

上野動物園　産業廃棄物
収集運搬委託（単価契約）

多摩動物公園　飼料木
(ユーカリ)枝葉運搬委託(単
価契約)

上野動物園　甘藷他３４点
の購入（単価契約）６～７月
分

上野動物園　竹の購入（単
価契約）６～７月分

多摩動物公園　甘藷他３５
点の購入（単価契約）６～７
月分

多摩動物公園　北園植込
地保護管理委託

多摩動物公園　北園汚水
処理槽流量計補修工事

多摩動物公園　竹の購入
（単価契約）４～９月分

多摩動物公園　固型飼料
（クマ用他５点）の購入（単
価契約）４～９月分

多摩動物公園　あじ他４点
の購入（単価契約）４～６月
分

多摩動物公園　甘藷他３３
点の購入（単価契約）４～５
月分

葛西臨海水族園　イサザア
ミ他１点の購入（単価契約）

葛西臨海水族園　あじ他２
点の購入（単価契約）４～６
月分

葛西臨海水族園　きびなご
他２点の購入（単価契約）４
～６月分

行政情報掲示板への広告
掲出委託

上野動物園　シャトルバス
運行業務委託（単価契約）

多摩動物公園及び井の頭
自然文化園　青草の購入
（単価契約）

多摩動物公園　馬肉他２点
の購入（単価契約）４～９月
分

多摩動物公園　牧乾草の
購入（単価契約）４～９月分

多摩動物公園　ヘイキュー
ブ他８点の購入（単価契
約）４～９月分

多摩動物公園　固型飼料
（草食獣用他４点）の購入
（単価契約）４～９月分
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競争契約 委託 ㈱エイコー 2,695,000

競争契約 購入 ㈱フローラ 4,987,950

競争契約 購入 ㈲笈川食品 5,011,600

競争契約 購入 丸六水産㈱ 2,726,900

競争契約 委託 ㈱飛鳥 2,700,000

競争契約 委託 ㈲森設備工業 2,838,000

競争契約 購入
㈱レゾナント・システム
ズ

4,372,170

特定契約 購入 伊豆中央水産㈱ 9,862,600

競争契約 委託
㈱東和コンピュータマ
ネジメント

3,872,000

競争契約 委託 ㈱エイコー 3,523,146

競争契約 委託 ㈱小林電機商会 2,992,000

競争契約 委託 三協工業㈱ 3,828,000

競争契約 委託 ㈱エヌ・アール・エヌ 3,630,000

競争契約 委託 丸電工業㈱ 2,794,000

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,628,490

競争契約 購入 伊豆中央水産㈱ 7,081,140

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 8,154,740

特定契約 購入 池上邦廣 1,493,800

特定契約 委託 医療法人社団進興会 21,697,500

特定契約 委託 セコム㈱ 568,150

競争契約 委託 ㈱トーヨー建設 7,150,000
上野動物園　猛禽舎（ハゲ
ワシエリア）鉄部塗装補修
工事

葛西臨海水族園　汽水取
水真空ポンプ補修工事

上野動物園　オカピ舎屋上
防水補修工事

上野動物園　東西旧モノ
レール駅舎内電灯用幹線
補修工事

上野動物園　甘藷他３５点
の購入（単価契約）８～９月
分

上野動物園　竹の購入（単
価契約）８～９月分

多摩動物公園　甘藷他３５
点の購入（単価契約）８～９
月分

葛西臨海水族園　アカシュ
モクザメの購入（単価契約）

令和2年度定期健康診断及
び人間ドックの実施委託(単
価契約）

上野動物園　新パンダ舎・
新レッサーパンダ舎への機
械警備機器の設置委託

葛西臨海水族園　あじ他２
点の購入（単価契約）７～９
月分

葛西臨海水族園　きびなご
他２点の購入（単価契約）７
～９月分

上野動物園　ハス刈り作業
委託（単価契約）

多摩動物公園　昆虫本館
ACP-5空調機補修工事

井の頭自然文化園への窓
口発券機の購入

葛西臨海水族園　クロマグ
ロの購入（単価契約）

井の頭自然文化園　団体
他管理台帳ファイル作成委
託

多摩動物公園　昆虫本館２
F照明補修工事

葛西臨海水族園　水槽照
明補修工事

上野動物園　西園無料休
憩所照明設備補修工事

多摩動物公園　あじ他４点
の購入（単価契約）７～９月
分
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競争契約 委託 ㈱菅谷電機 4,752,000

特定契約 委託 エルエス工業㈱ 1,544,400

競争契約 委託 ㈲村尾造園土木 2,563,000

競争契約 購入 ㈲三都物産 20,273,000

競争契約 購入 東京実験動物㈱ 12,270,500

競争契約 購入 ㈱成瀬商店 7,201,700

競争契約 購入 ㈲月夜野ファーム 4,316,840

競争契約 購入 マルイフーズ㈱ 3,753,200

競争契約 購入 伊豆中央水産㈱ 9,028,140

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,095,760

競争契約 購入 川商フーズ㈱ 12,179,750

競争契約 購入 日本競馬飼糧㈱ 13,330,900

競争契約 購入 日本競馬飼糧㈱ 5,390,000

特定契約 購入 ㈱フナバシファーム 5,177,260

競争契約 購入 ㈲三都物産 3,206,500

特定契約 購入
オリエンタル酵母工業
㈱

3,668,940

競争契約 購入 ㈱フローラ 4,984,650

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,551,303

競争契約 購入 ㈲笈川食品 4,593,600

競争契約 購入 ㈲笈川食品 2,923,250

競争契約 購入 三井実業㈱ 3,227,920

多摩動物公園　甘藷他３６
点の購入（単価契約）１０～
１１月分

葛西臨海水族園　あじ他１
点の購入（単価契約）１０～
１２月分

葛西臨海水族園　きびなご
他２点の購入（単価契約）１
０～１２月分

多摩動物公園　灯油他２点
の購入（単価契約）１０～１１
月分

上野動物園　竹の購入（単
価契約）１０～１１月分

上野動物園　甘藷他３５点
の購入（単価契約）１０～１１
月分

多摩動物公園　馬肉他２点
の購入（単価契約）１０～３
月分

多摩動物公園　牧乾草の
購入（単価契約）１０～３月
分

多摩動物公園　わらの購入
（単価契約）１０～３月分

多摩動物公園　固型飼料
（草食獣用他４点）の購入
（単価契約）１０～３月分

多摩動物公園　竹の購入
（単価契約）１０～３月分

多摩動物公園　固型飼料
（クマ用他５点）の購入（単
価契約）１０～３月分

多摩動物公園　あじ他４点
の購入（単価契約）１０～１２
月分

上野動物園　不忍池浄化
施設横車両消毒装置補修
工事

上野動物園　ゾウの屍体処
理委託

多摩動物公園　モウコノウ
マ舎サブパドック補修工事

上野動物園及び多摩動物
公園　木の葉つきの枝の購
入（単価契約）１０～３月分

上野動物園及び多摩動物
公園　うさぎ他４点の購入
（単価契約）１０～３月分

上野動物園　わら他４点の
購入（単価契約）１０～３月
分

上野動物園　コオロギの購
入（単価契約）１０～３月分

上野動物園　馬肉他１点の
購入（単価契約）１０～３月
分
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競争契約 委託
㈱東和コンピュータマ
ネジメント

2,613,600

競争契約 委託 ㈱エイコー 3,399,000

競争契約 委託 ㈱三新電業社 3,850,000

競争契約 委託 ㈱散田管工 3,634,400

競争契約 委託 松嶋建設工業㈱ 8,727,400

競争契約 委託 ㈱アプラス 3,173,500

競争契約 委託 並木産業㈱ 11,550,000

競争契約 購入 ㈱大塚商会 3,488,606

競争契約 購入 ㈱有倉商店 6,496,490

競争契約 購入 伊豆中央水産㈱ 9,417,540

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,746,663

競争契約 委託 ㈱オリアン 3,850,000

競争契約 委託
日本通運㈱　関東警
送支店

3,085,500

競争契約 委託
日本通運㈱ 関東警
送支店

3,047,000

競争契約 購入 三井実業㈱ 6,778,280

競争契約 委託 裕幸計装㈱ 3,676,200

特定契約 購入 ㈲丸櫂 506,000

競争契約 委託 凸版印刷㈱ 14,905,000

競争契約 委託
㈱東和コンピュータマ
ネジメント

2,888,600

競争契約 購入 ㈱フローラ 5,072,650

多摩動物公園　灯油他２点
の購入（単価契約）１２～１
月分

葛西臨海水族園　30号水
槽二方弁ほか補修工事

葛西臨海水族園　スマの購
入（単価契約）

都立動物園における５G及
び先端技術を活用した事
業調査に係る補助業務委
託

葛西臨海水族園　生物搬
入管理台帳ファイル作成委
託

多摩動物公園　あじ他４点
の購入（単価契約）１～３月
分

入園料QR決済導入に伴う
加盟店契約及び連動する
POSシステムの改修（上野・
多摩・葛西）

多摩動物公園　洋便器取
替ほか補修工事

タブレット端末の購入

上野動物園　甘藷他３４点
の購入（単価契約）１２～１
月分

上野動物園　竹の購入（単
価契約）１２～１月分

多摩動物公園　甘藷他３７
点の購入（単価契約）１２～
１月分

多摩動物公園　除雪作業
委託（単価契約）

上野動物園　警送運送業
務委託

井の頭自然文化園　警送
運送業務委託

情報セキュリティ監査の実
施委託

上野動物園　東園高圧
ケーブル補修工事

井の頭自然文化園　本園
モルモットコーナーほか照
明補修工事

多摩動物公園　園内水道
メーター補修工事

葛西臨海水族園　洋便器
取替ほか補修工事

214

215

209

210

211

212

213

204

205

206

207

208

199

200

201
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196

197
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競争契約 購入 ㈲笈川食品 4,670,600

競争契約 購入 ㈲笈川食品 3,078,350

競争契約 委託 ㈱サンメック 2,574,000

競争契約 委託 ㈱サンメック 2,574,000

競争契約 委託 ㈱リボーン 3,927,000

競争契約 委託 ㈱東京綜合造園 24,860,000

競争契約 委託
Nature
Communication
Display

4,697,000

競争契約 委託 ㈲栄組 6,160,000

競争契約 購入 伊豆中央水産㈱ 9,764,700

競争契約 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,303,110

競争契約 購入 ㈱久世 6,757,410

競争契約 購入 ㈱トーネン 7,423,760

競争契約 委託
㈱ひかるアクアリュー
ム

3,548,380

競争契約 委託 ㈱クボタ計装 3,443,000

競争契約 委託 ㈲タグ・クルー 9,462,079

競争契約 委託 ㈱エヌ・アール・エヌ 3,410,000

競争契約 委託 ㈱敏鉄工 3,300,000

競争契約 委託 ㈱キクチ科学研究所 3,910,500

特定契約 委託 ㈱南出工機 2,029,500

競争契約 委託 ㈱シーズンハウス 9,658,000

競争契約 委託 ㈱加藤工務店 3,850,000

葛西臨海水族園　特設展
示場水槽及び設備室改修
工事

上野動物園　ゾウ舎ほか体
重計補修工事

葛西臨海水族園　令和３年
度特設展｢イキモノマヂカ｣
展示施工委託

上野動物園　サイ舎屋上防
水補修工事

井の頭自然文化園　本園
ハビタットイノシシ舎外周柵
設置委託

葛西臨海水族園　令和３年
度特設展示映写室施工委
託

多摩動物公園　アフリカゾ
ウ舎油圧シリンダー補修工
事

葛西臨海水族園　令和３年
度特設展｢イキモノマヂカ｣
展示施工委託

上野動物園　総合案内所
周辺ベンチ更新工事

葛西臨海水族園　入場整
理券電話受付委託（１月～
３月分）（単価契約）

葛西臨海水族園　無料休
憩所ラインカウンターB天井
補修工事

多摩動物公園　旧類人猿
舎前ほかベンチ･野外卓更
新工事

葛西臨海水族園　ふれあい
コーナー｢タッチンフィーリ
ン｣の撤去および展示場の
修復工事

上野動物園　不忍池周辺
ベンチ更新工事

上野動物園　竹の購入（単
価契約）２～３月分

上野動物園　甘藷他３３点
の購入（単価契約）２～３月
分

多摩動物公園　甘藷他３６
点の購入（単価契約）２～３
月分

多摩動物公園　灯油他２点
の購入（単価契約）２～３月
分

葛西臨海水族園　あじ他１
点の購入（単価契約）１～３
月分

葛西臨海水族園　きびなご
他２点の購入（単価契約）１
～３月分

上野動物園　入場整理券
電話受付委託（１月～３月
分）（単価契約）
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競争契約 委託 ㈱サウンドシステム 3,179,000

競争契約 委託 ㈱菅谷電機 4,774,000

競争契約 委託 ㈱吉村造園 4,950,000

競争契約 委託 井之頭造園協同組合 4,510,000

競争契約 委託 ㈱日汽 3,795,000

競争契約 委託 ㈱トーヨー建設 3,025,000

競争契約 委託 ㈱東京エイドセンター 14,767,200

競争契約 委託 箱根植木㈱ 2,970,000

競争契約 委託 ㈱リボーン 2,970,000

競争契約 委託
㈱TGYエンタテインメ
ント

2,827,000

競争契約 委託 ㈱エイコー 2,745,710

競争契約 委託 ㈲タグ・クルー 3,273,050

特定契約 委託
東京島しょ農業協同
組合

286,000

競争契約 委託 ㈱FullDepth 7,810,000

競争契約 委託 ㈱グリーバル 2,750,000

特定契約 購入 ㈱由布島 550,000

件数 金額
- -
- -

- -

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱江東微生物研究所 9,990,000

井の頭自然文化園　本園ア
トリエ館周辺園路補修工事

多摩動物公園　マレーバク
舎照明補修工事

多摩動物公園　ライオンバ
ス発着場展示物制作・設置
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

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〕

多摩動物公園　サイ舎光
ネットワーク接続工事

上野動物園　サイ舎ほか照
明設備補修工事

井の頭自然文化園　本園
北西側危険木ほか処理補
修工事

井の頭自然文化園　分園ラ
クウショウ剪定委託

井の頭自然文化園　本園こ
もれび広場手洗い器設置
工事

上野動物園　池之端門前
園路補修工事

上野動物園　動物飼育時
の賠償責任保険

井の頭自然文化園　本園ツ
シマヤマネコ舎周辺植栽基
盤補修工事

葛西臨海水族園　本館事
務所前天井撤去ほか補修
工事
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239
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243

237

238

No. 契約件名

1
上野動物園　動物臨床検
査委託(単価契約)

249
多摩動物公園　八丈島
ユーカリ枝葉採取発送委託
（単価契約）その２

250
葛西臨海水族園　水中撮
影システムの構築委託

251
多摩動物公園　北園ライオ
ン舎管理エリア舗装補修工
事

252
多摩動物公園　動物（スイ
ギュウ）の購入



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 セコム㈱ 5,146,152

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 浅野アタカ㈱ 9,999,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱アクアプロダクト 7,324,900

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
一般財団法人関東電
気保安協会

4,072,266

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 三協工業㈱ 3,586,000

特命理由

6
上野動物園　両生爬虫類
館水処理システム保守委託

No. 契約件名

5
上野動物園　自家用電気
工作物保安管理業務委託

No. 契約件名

　特命相手方は、当該システムを計画・設計し、製造設置した業者から平成24年に環境・水処理関連事業の全部
を譲り受け、人員・体制等を引き継いだ。そのため当該システムを充分に熟知し、システムに関する専門的知識も
豊富に有している事から、緊急時の対応を確実に行う事ができる。

特命理由

　電気事業法により当施設は電気主任技術者を選任することが義務付けられているが、資格を有する職員が配置
されていない。特命相手方は、調査及び保安管理業務の実施機関として経済産業大臣から指定された財団法人
であり、多数の経験豊富な技術者を有している。そのため、保安管理業務を委託することで、自家用電気主任技術
者の選任を行うことができる。

3
上野動物園　不忍池浄化
施設定期点検保守委託

No. 契約件名

4
上野動物園　水生動物水
処理システム保守委託

特命理由

　特命相手方は、当該施設を計画・設計・施工設置した業者の自社製品のアフターサービスを行うメンテナンス専
門会社であり、機器及びシステムの内容を充分に熟知し、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急
時に対応可能な体制を整えている。

特命理由

No. 契約件名

2
上野動物園　機械警備委
託

No. 契約件名

　過去５年間において、使用を提示し入札を行ってきたが、応札できる業者は、本特命相手方のみであった。

特命理由

　当該施設には、特命相手方の警備システムが設置されており、この警備システムを取り扱うことができるのは同社
のみである。従って、受託者の変更によって既設の設備機器類を取り外し、新たな機器を設置することは、委託料
の上昇につながるほか、円滑な警備業務の継続に支障をきたす恐れがある。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
シンフォニアエンジニ
アリング㈱

3,146,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 キヤノン医療用品㈱ 2,939,640

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
一般財団法人関東電
気保安協会

7,308,290

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アズビル㈱ 5,456,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱江東微生物研究所 3,850,000

No. 契約件名

11
多摩動物公園　動物臨床
検査委託(単価契約)

　特命相手方は、当該装置を設計、施工した業者であり、機器及びシステム内容を充分に熟知している。また製造
元でもあることから、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急時に対応可能な体制を整えている。

9
多摩動物公園　自家用電
気工作物保安管理業務委
託

No. 契約件名

10
多摩動物公園　空調用自
動制御装置保守委託

特命理由

　電気事業法により当施設は電気主任技術者を選任することが義務付けられているが、資格を有する職員が配置
されていない。特命相手方は、調査及び保安管理業務の実施機関として経済産業大臣から指定された財団法人
であり、多数の経験豊富な技術者を有している。そのため、保安管理業務を委託することで、自家用電気主任技術
者の選任を行うことができる。

特命理由

No. 契約件名

8
上野動物園　CTスキャナの
保守点検委託

No. 契約件名

　特命相手方は、当該装置納入した業者であり、機器のハードウエア及びソフトウェア双方の内容を充分に熟知し
ている。また納入元でもあることから、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急時に対応可能な体制
を整えている。

特命理由

　特命相手方は、当該装置の製造元の子会社であり、同装置の保守点検ができる唯一の会社である。

No. 契約件名

7
上野動物園　自動券売機
保守委託

特命理由

　特命相手方は、当該装置を設計、施工した業者であり、機器及びシステム内容を充分に熟知している。また製造
元でもあることから、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急時に対応可能な体制を整えている。

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 セコム㈱ 3,053,160

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱南出工機 3,520,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 長生農業協同組合 13,578,788

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
東京島しょ農業協同
組合

9,460,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 酒井三彦 4,346,100

15
多摩動物公園　八丈島
ユーカリ栽培管理委託

No. 契約件名

16
多摩動物公園　大島産飼
料木(ユーカリ)枝葉の購入
（単価契約）

特命理由

　市場で流通のない飼料であり、また、安定供給の観点から複数地にて調達をする必要がある。同地域において安
定的に栽培管理が可能なのは特命相手方のみである。

No. 契約件名

14
多摩動物公園　千葉長生
村ユーカリ栽培管理委託

No. 契約件名

　特命相手方は、当該装置を設計、施工した業者であり、機器及びシステム内容を充分に熟知している。また製造
元でもあることから、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急時に対応可能な体制を整えている。

特命理由

　市場で流通のない飼料であり、また、安定供給の観点から複数地にて調達をする必要がある。同地域において安
定的に栽培管理が可能なのは特命相手方のみである。

12
多摩動物公園　機械警備
委託

No. 契約件名

13
多摩動物公園　ゾウ舎自動
扉及び天窓設備保守委託

特命理由

　当該施設には、特命相手方の警備システムが設置されており、この警備システムを取り扱うことができるのは同社
のみである。従って、受託者の変更によって既設の設備機器類を取り外し、新たな機器を設置することは、委託料
の上昇につながるほか、円滑な警備業務の継続に支障をきたす恐れがある。

特命理由

No. 契約件名

特命理由

　過去５年間において、使用を提示し入札を行ってきたが、応札できる業者は、本特命相手方のみであった。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 紀中森林組合 18,700,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 裕幸計装㈱ 6,710,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
一般財団法人関東電
気保安協会

5,871,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 住友精密工業㈱ 8,518,840

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 川重冷熱工業㈱ 3,038,20021
葛西臨海水族園　吸収式
冷温水発生機保守委託

No. 契約件名

20
葛西臨海水族園　オゾン設
備保守委託

No. 契約件名

　電気事業法により当施設は電気主任技術者を選任することが義務付けられているが、資格を有する職員が配置
されていない。特命相手方は、調査及び保安管理業務の実施機関として経済産業大臣から指定された財団法人
であり、多数の経験豊富な技術者を有している。そのため、保安管理業務を委託することで、自家用電気主任技術
者の選任を行うことができる。

特命理由

　特命相手方は、当該装置を設計、施工した業者であり、機器及びシステム内容を充分に熟知している。また製造
元でもあることから、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急時に対応可能な体制を整えている。

18
葛西臨海水族園　中央監
視システム保守委託

No. 契約件名

19
葛西臨海水族園　自家用
電気工作物保安管理業務
委託

特命理由

　特命相手方は、当該装置を設置した業者であり、機器製造者の特約店であることから機器及びシステム内容を充
分に熟知しており、緊急時に対応可能な体制を整えている。

特命理由

No. 契約件名

17
多摩動物公園　和歌山日
高川町ユーカリ栽培管理委
託

No. 契約件名

　市場で流通のない飼料であり、また、安定供給の観点から複数地にて調達をする必要がある。同地域において購
入が可能なのは特命相手方のみである。

特命理由

　市場で流通のない飼料であり、また、安定供給の観点から複数地にて調達をする必要がある。同地域において安
定的に栽培管理が可能なのは特命相手方のみである。

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱前川製作所 2,618,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱江東微生物研究所 2,530,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱メディア・トラスト 7,761,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 ㈱フナバシファーム 4,330,260

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入
オリエンタル酵母工業
㈱

3,510,980

No. 契約件名

26
多摩動物公園　固型飼料
（クマ用他５点）の購入（単
価契約）４～９月分

　市場で流通のない飼料であり、購入可能なのは特命相手方のみである。

24
公益財団法人東京動物園
協会ウェブサイト保守運用
業務委託

No. 契約件名

25
多摩動物公園　固型飼料
（草食獣用他４点）の購入
（単価契約）４～９月分

特命理由

　特命相手方は、当該ウェブサイト開設以来、保守運用を受託しており、ウェブサイトの状態や保守運用作業の詳
細を熟知している。安全かつ確実な維持運用ができるのは、同社のみである。

特命理由

No. 契約件名

23
井の頭自然文化園　動物
臨床検査委託(単価契約)

No. 契約件名

　特命相手方は、当該装置を設計、施工した業者であり、機器及びシステム内容を充分に熟知している。また製造
元でもあることから、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急時に対応可能な体制を整えている。

特命理由

　過去５年間において、使用を提示し入札を行ってきたが、応札できる業者は、本特命相手方のみであった。

No. 契約件名

22
葛西臨海水族園　ヒートポ
ンプ式冷暖房機保守委託

特命理由

　特命相手方は、当該装置を設計、施工した業者であり、機器及びシステム内容を充分に熟知している。また製造
元でもあることから、保守に必要な部品等を円滑に調達できるとともに、緊急時に対応可能な体制を整えている。

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（公財）東京都道路整
備保全公社

2,689,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 日立自動車交通㈱ 57,433,760

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 伊豆中央水産㈱ 9,862,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 医療法人社団進興会 21,697,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 ㈱フナバシファーム 5,177,260

30
令和2年度定期健康診断及
び人間ドックの実施委託(単
価契約）

No. 契約件名

31
多摩動物公園　固型飼料
（草食獣用他４点）の購入
（単価契約）１０～３月分

特命理由

　データの蓄積と経年比較の必要があるため、入札の落札者と翌年以降２年間（通算３年間）特定契約を結ぶ条件
を付して、令和元年度に公募による指名競争入札を実施し、特命相手方が落札をしたものである。

No. 契約件名

29
葛西臨海水族園　クロマグ
ロの購入（単価契約）

No. 契約件名

　特命相手方は、上野動物園が立地する台東区において区が発注するコミュニティバスの運行業務を受託してお
り、運行エリアにおいて行政・警察との連携体制が確立しており、交通事情にも大変精通している。

特命理由

　生きたまま市場での取引がのない生物であり、購入可能なのは特命相手方のみである。

27
行政情報掲示板への広告
掲出委託

No. 契約件名

28
上野動物園　シャトルバス
運行業務委託（単価契約）

特命理由

　本件の広告掲出先である掲示板は特命相手方が占有し、設置・所有するものであり、掲出の取り扱いができるの
は、特命相手方のみである。

特命理由

No. 契約件名

特命理由

　市場で流通のない飼料であり、購入可能なのは特命相手方のみである。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入
オリエンタル酵母工業
㈱

3,668,940

　市場で流通のない飼料であり、購入可能なのは特命相手方のみである。

特命理由

　市場で流通のない飼料であり、購入可能なのは特命相手方のみである。

No. 契約件名

32
多摩動物公園　固型飼料
（クマ用他５点）の購入（単
価契約）１０～３月分

特命理由



うちジャイアントパ
ンダ繁殖研究関連

事業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 7,546

6,259,076 7,546

0 0

8,238,586 -

7,933,577 4,905

うち人件費 2,753,536 1,367

305,008 -

うち人件費 201,881 -

当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -

29,646 -

▲ 7,788 -

▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0

0

当期減少額 260,374

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

0 0

0 0

0 0

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

ジャイアントパンダ繁殖研究関連事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
恩賜上野動物園ジャイアントパンダ繁殖研究プロジェクトに係る業務委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
ジャイアントパンダ保護資金の使用状況の調査、パンダ繁殖研究プロジェクトの状況報告書の作成

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

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

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

非公表案件

〇個人情報を含む案件



うちジャイアントパン
ダ保護研究関連事業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 341

6,259,076 341

0 0

8,238,586 -

7,933,577 222

うち人件費 2,753,536 59

305,008 -

うち人件費 201,881 -

当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -

29,646 -

▲ 7,788 -

▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0

0

当期減少額 260,374

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

0 0

0 0

0 0

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

ジャイアントパンダ保護研究関連事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
恩賜上野動物園ジャイアントパンダ保護研究プロジェクトに係る業務委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
ジャイアントパンダ繁殖研究プロジェクトの状況報告書の作成、延長協定書に基づく保険への加
入、延長協定書に基づく会議及び研修等の実施、連絡通信業務

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

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

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

非公表案件

〇個人情報を含む案件



うち大島公園動
物園事業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 43,120

6,259,076 43,120

0 0

8,238,586 -
7,933,577 39,102

うち人件費 2,753,536 29,422
305,008 -

うち人件費 201,881 -
当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -
29,646 -

▲ 7,788 -
▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0

0

当期減少額 260,374

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

0 0
0 0
0 0

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

大島公園動物園関連事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
大島公園動物園動物飼育管理業務委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
飼育施設点検・維持、動物健康チェック、員数確認、給餌・給水、清掃、来園者対応等

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

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

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

非公表案件

〇個人情報を含む案件



うち情報発信
強化事業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 3,976

6,259,076 3,976

0 0

8,238,586 -
7,933,577 2,585

うち人件費 2,753,536 465
305,008 -

うち人件費 201,881 -
当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -
29,646 -

▲ 7,788 -
▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0

0

当期減少額 260,374

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 ㈱メディア・トラスト 1,320,000

特定契約 委託 凸版印刷㈱ 2,403,500

件数 金額

0 0
0 0
0 0

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

都立動物園の情報発信強化

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
都立動物園の情報発信強化に係る業務委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
特設webページの作成・維持管理
電子書籍等の作成・配信

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

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

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 SNSページ、電子書籍ページ制作委託

1 電子書籍作成委託



うちバーチャル
ガイドツアー

ページ作成事
業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 36,498

6,259,076 36,498

0 0

8,238,586 -
7,933,577 23,724

うち人件費 2,753,536 15,421
305,008 -

うち人件費 201,881 -
当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -
29,646 -

▲ 7,788 -
▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0

0

当期減少額 260,374

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 VRIO合同会社 2,299,000

特定契約 委託 ㈱ZIZO 9,999,880

特定契約 委託 ヨシダシゲル 1,100,000

特定契約 委託 とみながまい 2,100,000

特定契約 委託 サキタハヂメ 1,800,000

件数 金額

0 0
0 0
0 0

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

都立動物園バーチャルガイドツアーページ作成

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
環境学習等に関する新たな手法を用いた情報発信業務委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
都立動物園のVR映像作成・東京ZOOVIEサイト作成

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

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

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

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

3
「東京Zoove Map & Tours」のための動
画作成委託

4
「東京Zoove Map & Tours」のための動
画及び楽曲作成委託

5
「東京Zoove Map & Tours」のための楽
曲作成委託

資産（期末残高）
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

1 都立動物園におけるVR映像制作委託

2 東京ズーネット内特設サイト制作委託

非公表案件

〇個人情報を含む案件



うち5G調査事
業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 18,252

6,259,076 18,252

0 0

8,238,586 -
7,933,577 11,865

うち人件費 2,753,536 7,569
305,008 -

うち人件費 201,881 -
当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -
29,646 -

▲ 7,788 -
▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0

0

当期減少額 260,374

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 凸版印刷㈱ 14,905,000

件数 金額

0 0
0 0
0 0

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

都立動物園における5G及び先端技術を活用した事業調査

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
都立動物園における5G及び先端技術を活用した事業調査委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
国内外の動物園・水族館における5G及び先端技術活用事例の調査・5G及び先端技術の活用に
よる事業案の検討

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

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

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
都立動物園における５G及び先端技術
を活用した事業調査に係る補助業務委
託

非公表案件

〇個人情報を含む案件



うち都立動物園トイ
レ洋式化事業

当期経常増減額 ▲ 561,409 -

経常収益 7,677,177 28,997

6,259,076 28,997

0 0

8,238,586 -

7,933,577 20,277

うち人件費 2,753,536 0

305,008 -

うち人件費 201,881 -

当期経常外増減額 ▲ 24,940 -

4,706 -

29,646 -

▲ 7,788 -

▲ 586,348 -

10,871 -

3,356,042 -

当期増加額 0

0

当期減少額 260,374

3,095,668 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 松嶋建設工業㈱ 8,727,400

競争契約 委託 並木産業㈱ 11,550,000

件数 金額

0 0

0 0

0 0

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

都立動物園トイレ洋式化事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
都立動物園トイレ洋式化事業委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
都立動物園内トイレの和式便器の洋式化

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

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

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
葛西臨海水族園　洋便器取替ほか補修工
事

2 多摩動物公園　洋便器取替ほか補修工事


