
うち東京都動物園
指定管理事業

当期経常増減額 -

経常収益 6,499,831

6,422,906

0

-
6,363,539

うち人件費 2,161,552
-

うち人件費 -
当期経常外増減額 -

-
-
-
-
-

-

当期増加額 0

0

当期減少額 0

-

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

② 委託 シンテイ警備㈱ 109,967,550

② 委託 日建総業㈱ 97,350,000

② 委託 ㈱丸三興業 9,978,100

① 委託 ㈱江東微生物研究所 9,990,000

② 委託 木口総合保全㈱ 12,888,150

② 委託 協和産業㈱ 9,515,000

うち 都からの委託料

項目

▲ 40,335

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3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

上野動物園　園内警備・入園者整理
業務委託

274,881

13

7,818,561

7,951,784

上野動物園　園地・園内施設清掃及
び維持管理委託

上野動物園　寝藁等運搬委託（単価
契約）

上野動物園　動物臨床検査委託（単
価契約）

上野動物園　通用門監視業務及び
夜間警備委託

上野動物園　電話交換業務委託

事業費

175,875

40,348
経常外収益
経常外費用

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）

契約件名

2

3

4

5

6

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）

東京都動物園指定管理事業

収支

団体　計

【特命随意契約等案件】
②6,422,906(管理費分含む）

▲ 408,104

6,556,445

0

8,226,665

うち 都からの補助金等

管理費

経常費用

2,703,540

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

法人税等（再掲） ▲ 4,658
▲ 448,439

7,048

3,095,668

うち 都からの補助金等

0

0

210,480

2,885,188
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.

資産（期末残高）

1



② 委託 日建総業㈱ 8,910,000

② 委託 冨士印刷㈱ 6,930,000

② 委託 にがた工機㈱ 4,279,110

② 委託 西武緑化管理㈱ 4,950,000

② 委託 ㈱呉竹造園 6,413,000

② 委託 東豊産業㈱ 4,180,000

① 委託 セコム㈱ 5,146,152

① 委託 浅野アタカ㈱ 9,999,000

① 委託 ㈱アクアプロダクト 7,918,900

② 委託 東友緑化㈱ 2,989,800

② 委託 橋本電設㈱ 2,794,000

① 委託 一般財団法人関東電気保安協会 4,079,416

① 委託 三協工業㈱ 3,586,000

① 委託 日本コムシス㈱ 1,650,000

① 委託 ㈱平和会 1,375,000

① 委託 エス・イー・シーエレベーター㈱ 594,000

① 委託 日本エレベーター製造㈱ 1,347,500

① 委託 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 851,400

① 委託 中央エレベーター工業㈱ 213,840

① 委託 シンフォニアエンジニアリング㈱ 3,795,000

① 委託 東芝エレベータ㈱ 2,226,840

25
上野動物園　バードハウス昇降装置
保守委託

26 上野動物園　自動券売機保守委託

27
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　脱出警報装置保守点
検委託

21
上野動物園　動物屍体処理委託（単
価契約）

22
上野動物園　小獣館乗用昇降装置
保守委託

23
上野動物園　動物センターほか昇降
装置保守委託

24
上野動物園　ゾウ舎昇降装置保守
委託

7
上野動物園　一般廃棄物収集運搬
委託（単価契約）

8
上野動物園　案内図印刷委託（単価
契約）

9 上野動物園　空調設備保守委託

10
上野動物園　両生爬虫類館熱帯植
物等管理委託

11 上野動物園　植込地保護管理委託

12
上野動物園　両生爬虫類館機械設
備等保守委託

13 上野動物園　機械警備委託

14
上野動物園　不忍池浄化施設定期
点検保守委託

15
上野動物園　水生動物水処理シス
テム保守委託

16 上野動物園　花壇管理委託

上野動物園　ゴリラ･トラ舎ほか油圧
扉等設備保守委託

17

18
上野動物園　自家用電気工作物保
安管理業務委託

19
上野動物園　両生爬虫類館水処理
システム保守委託

20



① 委託 アコマ医科工業㈱ 1,047,981

② 委託 東武商事㈱ 6,468,000

② 委託 ㈱京葉興業 2,970,000

② 委託 ㈱要興業 3,600,000

① 委託 三精テクノロジーズ㈱ 1,980,000

① 委託 キヤノン医療用品㈱ 2,939,640

① 委託 日立自動車交通㈱ 57,747,640

① 委託 菱電エレベータ施設㈱ 211,200

② 委託 ㈱総合整備 2,640,000

② 委託 ㈱丸三興業 3,850,000

① 委託 技研トラステム㈱ 1,425,600

② 委託 ㈱エンザ 4,301,000

② 委託 日興サービス㈱ 5,544,000

② 委託 日建総業㈱ 86,900,000

② 委託 シンテイ警備㈱ 49,998,960

② 委託 ㈱環境システムサービス 33,117,700

② 委託 京王電鉄バス㈱ 18,282,790

② 委託 ㈱環境システムサービス 8,008,220

② 委託 富士管財㈱ 8,431,500

② 委託 松村園芸㈱ 7,293,000

② 委託 風間造園㈱ 3,421,000

45
多摩動物公園　汚水処理場維持管
理委託

46 多摩動物公園　夜間警備委託

47
多摩動物公園　昆虫生態園温室植
物保護管理委託

48
多摩動物公園　七生公園樹林地保
護管理委託

40
多摩動物公園　汚泥処分委託（単価
契約）

41
多摩動物公園　園地･園内施設清掃
及び維持管理委託

42
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

43
多摩動物公園　寝藁等運搬委託（単
価契約）

44
多摩動物公園　シャトルバス運行業
務委託

35
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

36
上野動物園　産業廃棄物処分委託
（単価契約）

37
上野動物園　産業廃棄物収集運搬
委託（単価契約）

38
上野動物園　通行計数装置による
客数情報データサービス利用委託

39
多摩動物公園　寝藁等処理委託（単
価契約）

30
上野動物園　汚泥処理委託（単価契
約）

31
上野動物園　集積場枝葉等処理委
託（単価契約）

32
上野動物園　子ども動物園ほか昇
降装置保守委託

33
上野動物園　ＣＴスキャナの保守点
検委託

34
上野動物園　シャトルバス運行業務
委託（単価契約）

28
上野動物園　アコマ麻酔器３基の年
間保守委託

29
上野動物園　不忍池浄化施設汚泥
処理委託（単価契約）



② 委託 多摩興運㈱ 4,611,000

① 委託 一般財団法人関東電気保安協会 8,853,680

① 委託 アズビル㈱ 5,522,000

① 委託 ㈱江東微生物研究所 3,850,000

② 委託 ㈲森設備工業 2,933,700

② 委託 ㈲森設備工業 2,970,000

② 委託 ㈱サウンドシステム 2,567,400

① 委託 富士フイルムメディカル㈱ 147,840

① 委託 渡慶次　寛 426,067

② 委託 ㈱環境システムサービス 6,476,360

① 委託
三菱電機ビルテクノ

サービス㈱
2,112,000

① 委託 セコム㈱ 3,053,160

① 委託 ㈱南出工機 4,961,000

① 委託
冨士エレベーター工

業㈱
1,372,800

① 委託
島津メディカルシステ

ムズ㈱
330,000

① 委託 ㈱平和会 825,000

① 委託
シンフォニアエンジニ

アリング㈱
1,569,700

② 委託 ㈱サービスエース 9,993,500

② 委託 ㈱東緑化 8,800,000

② 委託
インタセクト・コミュニ

ケーションズ㈱
3,185,500

② 購入 リーフエナジー㈱ 3,209,440

68
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（井の頭）

69
多摩動物公園　灯油他２点の購入
（単価契約）４～５月分

60 多摩動物公園　機械警備委託

66 多摩動物公園　電話交換業務委託

67
多摩動物公園　集積場枝葉等処理
委託（単価契約）

61
多摩動物公園　ゾウ舎自動扉及び
天窓設備保守委託

62
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

63
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

64
多摩動物公園　動物屍体処理委託
（単価契約）

65
多摩動物公園　自動券売機保守委
託

55
多摩動物公園　視聴覚設備保守委
託

56
多摩動物公園　デジタルX線画像読
取装置の保守委託

57
多摩動物公園　動物（スイギュウ）の
運搬委託

58
多摩動物公園　清掃及び汚泥収集
運搬委託（単価契約）

59
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

50
多摩動物公園　自家用電気工作物
保安管理業務委託

51
多摩動物公園　空調用自動制御装
置保守委託

52
多摩動物公園　動物臨床検査委託
（単価契約）

53
多摩動物公園　冷暖房設備保守委
託

54
多摩動物公園　空気調和設備保守
委託

49
多摩動物公園　一般廃棄物収集運
搬委託（単価契約）



② 委託 シンテイトラスト㈱ 3,219,040

② 委託 ㈱野崎造園 16,280,000

② 委託 市川緑化土木㈱ 9,240,000

② 委託 ㈱牛走運送 4,512,200

① 委託 長生農業協同組合 13,709,842

① 委託
東京島しょ農業協同

組合
8,910,000

① 購入 酒井三彦 5,797,000

① 委託 酒井三彦 1,288,100

① 委託
東京島しょ農業協同

組合
1,540,000

① 委託 紀中森林組合 2,468,400

① 委託 紀中森林組合 19,250,000

① 委託 アコマ医科工業㈱ 1,052,832

① 委託 エムシーサービス㈱ 175,076

① 委託
㈱エレベータシステム

ズ
1,438,800

② 委託 東海汽船㈱ 176,635,800

② 委託 シンテイ警備㈱ 59,997,538

② 委託 ㈱東洋実業 57,794,000

② 委託 東武商事㈱ 6,184,200

② 委託 綜合造園㈱ 9,680,000

② 委託 ㈱アクアパルス 9,751,940

② 委託 協和産業㈱ 9,570,000

88
葛西臨海水族園　緑地保護管理委
託

89
葛西臨海水族園　海水他水質分析
委託（単価契約）

90
葛西臨海水族園　電話交換業務委
託

83
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

84
葛西臨海水族園　海水の運搬委託
（単価契約）

85
葛西臨海水族園　入園者案内誘導
及び保安警備委託

86
葛西臨海水族園　園地･園内施設清
掃及び維持管理委託

87
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）

78
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）

79
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）

80
多摩動物公園　和歌山日高川町
ユーカリ栽培管理委託

81
多摩動物公園　麻酔器および人工
呼吸器点検整備委託

82
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

73
多摩動物公園　飼料木(ユーカリ)枝
葉運搬委託（単価契約）

74
多摩動物公園　千葉長生村ユーカリ
栽培管理委託

75
多摩動物公園　八丈島ユーカリ栽培
管理委託

76
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）

77
多摩動物公園　大島ユーカリ栽培管
理委託

70
上野動物園　ジャイアントパンダ整
理券案内・誘導業務委託（単価契
約）

71
多摩動物公園　園内ユーカリ栽培管
理委託

72
多摩動物公園　城北中央公園ユー
カリ栽培管理委託



② 委託 ㈱善興社 3,498,000

② 委託 ㈱富士保安警備 5,621,000

② 委託 ㈱環境技研 3,630,000

② 委託 ㈱京葉興業 4,488,000

② 委託 ㈱東洋実業 86,110,200

① 委託 裕幸計装㈱ 6,710,000

① 委託
一般財団法人関東電

気保安協会
5,871,800

① 委託 住友精密工業㈱ 8,800,000

② 委託 ㈱環境技研 8,470,000

② 委託 ㈱京葉興業 3,366,000

② 委託 ㈱ニチノー緑化 4,554,000

① 委託 ㈱江東微生物研究所 1,540,000

② 委託 三協工業㈱ 2,728,000

② 委託 ㈱京葉興業 3,996,300

① 委託 川重冷熱工業㈱ 2,332,000

① 委託
日本オーチス・エレ

ベータ㈱
1,999,800

① 委託 ㈱前川製作所 2,640,000

① 委託 セコム㈱ 85,800

① 委託
シンフォニアエンジニ

アリング㈱
935,000

② 委託 東昭化学㈱ 3,515,600

② 委託 桜ヶ丘㈱ 3,476,220

107
葛西臨海水族園　ヒートポンプ式冷
暖房機保守委託

108 葛西臨海水族園　機械警備委託

109
葛西臨海水族園　自動券売機保守
委託

110
葛西臨海水族園　噴水池滅菌装置
保守委託

111 葛西臨海水族園　冷却塔保守委託

104
葛西臨海水族園　汚泥処理委託(単
価契約)

105
葛西臨海水族園　吸収式冷温水発
生機保守委託

106
葛西臨海水族園　エスカレーター保
守委託

103
葛西臨海水族園　予備飼育室温調
設備ほか保守委託

98
葛西臨海水族園　オゾン設備保守
委託

99
葛西臨海水族園　排水処理設備保
守委託

100
葛西臨海水族園　一般廃棄物収集
運搬委託（単価契約）

101
葛西臨海水族園　花壇保護管理委
託

102
葛西臨海水族園　動物臨床検査委
託(単価契約)

93
葛西臨海水族園　水質管理及び受
水槽清掃委託

94
葛西臨海水族園　排水処理施設汚
泥処理委託（単価契約）

95
葛西臨海水族園　電気･機械設備保
守管理業務委託

96
葛西臨海水族園　中央監視システ
ム保守委託

97
葛西臨海水族園　自家用電気工作
物保安管理業務委託

91
葛西臨海水族園　汽水池、カスケー
ド、噴水池清掃委託

92
葛西臨海水族園　搬入用通路誘導
整理委託



① 委託 ダイコー㈱ 1,070,520

② 委託 ㈱ジンダイ 31,999,999

② 委託 シンテイ警備㈱ 29,996,586

② 委託 志賀興業㈱ 7,460,400

② 委託 井之頭造園協同組合 5,390,000

② 委託 箱根植木㈱ 4,543,000

② 委託 常盤工事㈱ 3,300,000

① 委託 ㈱江東微生物研究所 2,530,000

① 委託 綜合警備保障㈱ 953,040

① 委託
一般財団法人関東電

気保安協会
656,260

① 委託 昭和エレベータ㈱ 264,000

② 委託 ㈱京葉興業 4,240,874

② 委託 富士管財㈱ 7,110,400

① 委託
㈱レゾナント・システ

ムズ
201,696

① 委託 ㈱メディア・トラスト 7,761,600

① 委託 富士通㈱ 1,353,000

① 委託 ㈱ラック 1,069,200

① 委託 デジタルクルーズ㈱ 1,320,000

① 委託
（公財）東京都道路整

備保全公社
2,145,000

① 委託 技研トラステム㈱ 594,000

② 委託
㈱イーティックスデー

タファーム
30,690,000132

入場券オンライン決裁システム導入
委託

127 動物個体管理用システム保守委託

128
苦情要望データベース運用保守委
託

129
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

130 行政情報掲示板への広告掲出委託

131
多摩動物公園　客数情報データ
サービス利用委託

122
井の頭自然文化園　彫刻館昇降機
設備保守委託

123
井の頭自然文化園　汚泥収集運搬･
処分委託（単価契約）

124 井の頭自然文化園　夜間警備委託

125
井の頭自然文化園　自動発券機保
守委託

126
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

117
井の頭自然文化園　花壇保護管理
委託

118
井の頭自然文化園　空調機･冷凍機
等設備保守委託

119
井の頭自然文化園　動物臨床検査
委託（単価契約）

120 井の頭自然文化園　機械警備委託

121
井の頭自然文化園　自家用電気工
作物保安管理業務委託

112
葛西臨海水族園　エレベーター保守
委託

113
井の頭自然文化園　園地･園内施設
清掃及び維持管理委託

114
井の頭自然文化園　園内警備･入園
者整理委託

115
井の頭自然文化園　一般廃棄物収
集運搬委託（単価契約）

116
井の頭自然文化園　植込地保護管
理委託



① 委託 富士通㈱ 963,600

② 委託 かたばみ興業㈱ 2,838,000

② 購入 セロリー㈱ 3,965,940

② 委託 アネス㈱ 3,630,000

② 購入 日本競馬飼糧㈱ 12,830,400

② 購入 ㈲三都物産 18,854,000

② 購入 東京実験動物㈱ 10,755,250

② 購入 ㈱成瀬商店 7,403,000

② 購入 ㈱月夜野ファーム 4,316,840

② 購入 マルイフーズ㈱ 3,228,500

② 購入 伊豆中央水産㈱ 10,213,940

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 5,701,740

② 購入 ㈲三都物産 19,554,150

② 購入 川商フーズ㈱ 12,135,750

② 購入 日本競馬飼糧㈱ 12,241,900

① 購入 ㈱フナバシファーム 5,717,580

② 購入 ㈲三都物産 3,206,500

① 購入
オリエンタル酵母工業

㈱
3,201,880

② 購入 ㈱フローラ 5,160,650

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,765,968

② 購入 伊豆中央水産㈱ 9,256,500

152
多摩動物公園　甘藷他３７点の購入
（単価契約）４～５月分

153
葛西臨海水族園　イサザアミ他１点
の購入（単価契約）

147
多摩動物公園　牧乾草の購入（単価
契約）４～９月分

148
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

149
多摩動物公園　竹の購入（単価契
約）４～９月分

150
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

151
多摩動物公園　あじ他４点の購入
（単価契約）４～６月分

142
上野動物園　馬肉他１点の購入（単
価契約）４～９月分

143
上野動物園　竹の購入（単価契約）
４～５月分

144
上野動物園　甘藷他３３点の購入
（単価契約）４～５月分

145
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）

146
多摩動物公園　馬肉他２点の購入
（単価契約）４～９月分

137
上野動物園　青草の購入（単価契
約）

138
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

139
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

140
上野動物園　わら他４点の購入（単
価契約）４～９月分

141
上野動物園　コオロギの購入（単価
契約）４～９月分

133
動物個体管理用システムの環境変
更対応作業委託

134
上野動物園　パンダのもり植物管理
委託

135 作業着の購入（単価契約）

136
井の頭自然文化園　空調機・冷凍機
等設備保守委託



② 購入 ㈲笈川食品 4,701,400

② 購入 ㈲笈川食品 3,128,950

② 委託 ㈱マリテックス 19,162,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,976,500

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,976,500

② 委託
㈱スリーエイ・システ

ム
3,850,000

① 委託
日産プリンス西東京
販売㈱百草園駅前店

552,390

② 委託 ㈱飛鳥 2,700,000

② 購入 伊豆中央水産㈱ 12,644,280

② 購入 ネイバーフーズ 6,124,800

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 8,526,763

② 委託 ㈱エイコー 3,597,000

② 委託 ㈱海洋リサーチ 2,916,492

① 購入 池上邦廣 1,603,756

② 委託 ㈲阿部建設 2,761,000

② 購入 ㈱フローラ 4,957,700

② 購入 ㈲笈川食品 4,719,990

② 購入 ㈲笈川食品 3,170,200

① 委託 ナブコシステム㈱ 495,000

① 購入 伊豆中央水産㈱ 9,862,600

② 委託 ㈱雅敍造園 2,750,000

172
多摩動物公園　ライオンバスステー
ション車両用電動扉システム変更工
事

173
葛西臨海水族園　クロマグロの購入
（単価契約）

174
多摩動物公園　北園植込地保護管
理委託

167
葛西臨海水族園　アカシュモクザメ
の購入（単価契約）

168
多摩動物公園　レッサーパンダ舎屋
根ほか補修工事

169
多摩動物公園　あじ他４点の購入
（単価契約）７～９月分

170
葛西臨海水族園　あじ他２点の購入
（単価契約）７～９月分

171
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

162
上野動物園　竹の購入（単価契約）
６～７月分

163
上野動物園　甘藷他３４点の購入
（単価契約）６～７月分

164
多摩動物公園　甘藷他３６点の購入
（単価契約）６～７月分

165
多摩動物公園　チンパンジー舎照明
補修工事

166
葛西臨海水族園　潜水技量維持向
上訓練委託

157
上野動物園　入場整理券電話受付
委託（単価契約）

158
葛西臨海水族園　入場整理券電話
受付委託（単価契約）

159
４園案内業務と団体台帳のシステム
統合委託

160
多摩動物公園　車両修繕委託（庁有
車 八王子400そ6286）

161
上野動物園　ハス刈り作業委託（単
価契約）

154
葛西臨海水族園　あじ他１点の購入
（単価契約）４～６月分

155
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

156
葛西臨海水族園　大水槽他保守業
務委託



② 委託 ニッセイ・リース㈱ 3,540,900

② 委託
㈱環境システムサー

ビス
2,623,500

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,861,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,861,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,861,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,861,000

② 委託 大澤塗装工業㈱ 3,905,000

② 委託 医療法人社団進興会 20,539,750

② 購入 伊豆中央水産㈱ 11,339,900

② 購入 ㈱有倉商店 6,492,629

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 8,205,923

② 委託
㈱キッズプロモーショ

ン
3,712,500

① 購入 OSC㈱ 1,937,540

① 委託
JO Nature Dive　下條

敬明
525,140

① 委託 ㈲熊谷産業 10,593,000

② 委託 ㈱リボーン 8,525,000

② 委託 ㈱加藤工務店 7,260,000

② 委託 ㈱エイコー 6,325,000

① 購入 池上邦廣 1,881,000

① 委託 ㈱南出工機 2,870,450

② 委託 ㈱コアズ 2,964,500

175
多摩動物公園　一般業務用無線の
導入（リース）

176
多摩動物公園　南北汚水処理場清
掃委託

葛西臨海水族園　ハガツオの購入
（単価契約）

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　バショウカジキの
陸上輸送用大型トラックの運転委託

葛西臨海水族園　無料休憩所ベン
チ・野外卓ほか補修工事

令和３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　竹の購入（単価契約）
８～９月分

上野動物園　甘藷他３６点の購入
（単価契約）８～９月分

多摩動物公園　甘藷他４０点の購入
（単価契約）８～９月分

上野動物園　ジャイアントパンダの
赤ちゃん命名に伴う事務処理委託

葛西臨海水族園　沖縄産大型魚等
の購入（単価契約）

181

182

183

184

185

葛西臨海水族園　借用生物一時畜
養業務委託

上野動物園　閑々亭（四阿・雪隠）補
修工事

上野動物園　西園周辺ほか野外卓
座更新工事

193

186

187

188

189

190

191

192
上野動物園　両生爬虫類館第一展
示室照明設備補修工事

194

195

上野動物園　入場整理券電話受付
委託（単価契約）７～９月分

多摩動物公園　入場整理券電話受
付委託（単価契約）７～９月分

葛西臨海水族園　入場整理券電話
受付委託（単価契約）７～９月分

井の頭自然文化園　入場整理券電
話受付委託（単価契約）７～９月分

178

179

180

177

上野動物園　ベンチ座板更新工事



② 購入 ㈲三都物産 17,894,800

② 購入 東京実験動物㈱ 10,169,500

② 購入 ㈱成瀬商店 7,468,340

② 購入 マルイフーズ㈱ 4,220,975

② 購入 ㈱月夜野ファーム 4,316,840

② 購入 加藤雅敏 3,039,300

② 購入 伊豆中央水産㈱ 11,457,600

② 購入 ㈱有倉商店 6,330,720

② 購入 川商フーズ㈱ 13,198,350

② 購入 日本競馬飼糧㈱ 12,846,900

① 購入 ㈱フナバシファーム 5,717,580

① 購入
オリエンタル酵母工業

㈱
4,466,660

② 購入 ㈲三都物産 3,206,500

② 購入 ㈱フローラ 5,102,900

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 7,340,553

② 購入 ㈲笈川食品 4,372,500

② 購入 ㈲笈川食品 3,525,500

② 委託 ㈱トーヨー建設 32,890,000

② 委託 ㈲住佳創建 3,654,200

① 委託 河原淳 660,000

② 購入 ㈱トーネン 4,811,040

206
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

207
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

208
多摩動物公園　竹の購入（単価契
約）１０～３月分

209
多摩動物公園　あじ他４点の購入
（単価契約）１０～１２月分

210
多摩動物公園　甘藷他３４点の購入
（単価契約）１０～１１月分

211
葛西臨海水族園　あじ他２点の購入
（単価契約）１０～１２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３４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

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　馬肉他１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　小魚他１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

葛西臨海水族園　きびなご他２点の
購入（単価契約）１０～１２月分

上野動物園　東園中央広場藤棚
デッキ改修工事

上野動物園　西園観察デッキ-B更
新工事

多摩動物公園　トガリネズミ類の採
集委託

多摩動物公園　灯油他２点の購入
（単価契約10月～11月分）

201

202

203

204

205

212

213

214

215

216

196

197

198

199

200



② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託 ㈱加藤工務店 13,970,000

① 委託
㈱イーティックスデー

タファーム
12,100,000

① 委託
㈱イーティックスデー

タファーム
13,365,000

② 委託
㈱ひかるアクアリュー

ム
2,541,000

② 委託 ㈱トライド・ジャパン 2,860,000

② 委託 ㈲安波工業所 3,817,000

② 購入 伊豆中央水産㈱ 12,398,100

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 7,064,090

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 7,748,807

② 購入 三井実業㈱ 9,735,960

① 委託 ボールドライト㈱ 634,700

② 購入 ㈱フローラ 5,735,400

② 購入 ㈲笈川食品 4,371,400

② 購入 ㈲笈川食品 3,264,250

② 委託 三協工業㈱ 2,530,000

① 委託 エレファント・トーク 902,000

② 委託 ㈱オリアン 3,850,000237
多摩動物公園　除雪作業委託（単価
契約）

多摩動物公園　あじ他４点の購入
（単価契約）１～３月分

233
葛西臨海水族園　あじ他２点の購入
（単価契約）１～３月分

234
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

235 多摩動物公園　５号井戸調査委託

236
上野動物園　ゾウの準間接飼育移
行等のためのメールコンサルタント
指導委託

227
上野動物園　竹の購入（単価契約）
１２～１月分

228
上野動物園　甘藷他３４点の購入
（単価契約）１２～１月分

229
多摩動物公園　甘藷他３６点の購入
（単価契約）１２～１月分

230
多摩動物公園　灯油他２点の購入
（単価契約12月～1月分）

231
プラチナマップを利用したデジタルス
タンプラリーの導入委託（単価契約）

232

葛西臨海水族園　入場整理券電話
受付委託（単価契約）10～12月分

井の頭自然文化園　入場整理券電
話受付委託（単価契約）10～12月分

上野動物園　ベンチ更新工事

上野動物園　ジャイアントパンダ観
覧抽選システム導入委託

上野動物園　ジャイアントパンダ観
覧抽選システム運用委託（単価契
約）

葛西臨海水族園　新展示開発用水
槽設置委託

葛西臨海水族園　ペンギン用スト
レーナー補修工事

葛西臨海水族園　東京の海トップラ
イトガラス補修工事

上野動物園　入場整理券電話受付
委託（単価契約）10～12月分

多摩動物公園　入場整理券電話受
付委託（単価契約）10～12月分

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226



① 委託 ㈱江東微生物研究所 1,650,000

② 委託 ㈱吉原工業 3,289,000

① 委託
シンフォニアエンジニ

アリング㈱
1,097,800

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託
ウィズ・プランナーズ

㈱
3,894,000

② 委託 KDDI㈱ 34,100,000

② 購入 三井実業㈱ 10,381,088

② 委託 ㈱サウンドシステム 3,487,000

② 購入 伊豆中央水産㈱ 13,544,300

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 6,999,520

② 購入 ㈱青果問屋まるだい 7,899,254

② 委託 鶴見金網㈱ 3,942,400

② 委託 ㈱ニッショウ 3,212,000

② 委託
㈱スリーエイ・システ

ム
3,872,000

① 委託
（公財）東京都道路整

備保全公社
544,500

② 委託 ㈲住佳創建 3,861,000

② 委託 ㈱トーヨー建設 3,993,000

② 購入 日本原料㈱ 5,445,000

② 委託
㈱TGYエンタテインメ

ント
3,718,000

257
葛西臨海水族園　１号水槽用底材
の購入

258
上野動物園　西園モノレール駅前園
路補修工事

252
葛西臨海水族園　フード等用簡易自
動消火設備補修工事

253 セキュリティシステム構築委託

254
行政情報掲示板への掲出広告更新
委託

255
葛西臨海水族園　フェアリーペンギ
ン放飼場防鳥ネット改修委託

256
上野動物園　東園無料休憩所床補
修工事

247
井の頭自然文化園　本園資料館・管
理棟間光ネットワーク工事ほか補修
工事

248
上野動物園　竹の購入（単価契約）
２～３月分

249
上野動物園　甘藷他３３点の購入
（単価契約）２～３月分

250
多摩動物公園　甘藷他３５点の購入
（単価契約）２～３月分

251
多摩動物公園　水鳥池鳥インフルエ
ンザ対策ケージ設置委託

242
多摩動物公園　入場整理券電話受
付委託（単価契約）1～3月分

243
葛西臨海水族園　入場整理券電話
受付委託（単価契約）1～3月分

244
井の頭自然文化園　入場整理券電
話受付委託（単価契約）1～3月分

245
都立動物園における5G等の先端技
術を活用した情報発信事業実証実
験実施業務に係る補助委託

246
多摩動物公園　灯油他２点の購入
（単価契約）２～３月分

238
多摩動物公園　動物臨床検査委託
（単価契約）その２

239
上野動物園　ゴリラ舎トレーニング
ゲージ設置工事

240
上野動物園　自動券売機他移設設
置委託

241
上野動物園　入場整理券電話受付
委託（単価契約）1～3月分



② 委託 箱根植木㈱ 2,904,000

② 委託 ㈲村尾造園土木 3,300,000

② 委託 ㈲エーデプラン 2,640,000

② 委託 井之頭造園協同組合 4,510,000

② 委託 ㈱吉村造園 5,181,000

② 委託 多摩協立オートドア㈱ 3,762,000

② 購入 ㈱東万 4,208,000

① 委託 阿部秀樹写真事務所 1,105,325

① 委託 ㈱昭立造園 270,000,000

件数 金額

0 0

0 0
0 0

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

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 セコム㈱ 5,146,152

No. 契約件名

1
上野動物園　動物臨床検査委託（単
価契約）

特命理由

　過去５年間(平成26年度～平成30年度）において、仕様を提示し入札を行ってきたが、応札できる業者は、本件契
約相手方のみであった。

No. 契約件名

2 上野動物園　機械警備委託

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。

266

葛西臨海水族園　特設展「暗闇で出
会う生き物たちEncounters in the
dark」展示監修及び写真素材の提
供委託

267
多摩動物公園　ナラ枯れ被害木処
理工事

261
葛西臨海水族園　１号水槽FRP製グ
レーチング組造形架台製作・設置委
託

262
井の頭自然文化園　分園ラクウショ
ウ剪定委託

263
井の頭自然文化園　本園コミュニ
ティバス通り側危険木ほか処理補
修工事

264
多摩動物公園　シフゾウ舎自動ドア
補修工事

265
上野動物園　暑熱対策用大型ミスト
ファンの購入

259
井の頭自然文化園　本園マツ枯れ
防止作業委託

260
多摩動物公園　アジアゾウ放飼場
土舗装改良委託

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〕

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

非公表案件



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 7,918,900

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
4,079,416

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 三協工業㈱ 3,586,000

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㈱
3,795,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

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。

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。

No. 契約件名

6
上野動物園　両生爬虫類館水処理
システム保守委託

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。

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。

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

特命理由

No. 契約件名

3
上野動物園　不忍池浄化施設定期
点検保守委託

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。

No. 契約件名



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 日立自動車交通㈱ 57,747,640

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
8,853,680

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アズビル㈱ 5,522,000

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

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 セコム㈱ 3,053,16013 多摩動物公園　機械警備委託

　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。

No. 契約件名

12
多摩動物公園　動物臨床検査委託
（単価契約）

特命理由

　過去５年間(平成26年度～平成30年度）において、仕様を提示し入札を行ってきたが、応札できる業者は、本件契
約相手方のみであった。

No. 契約件名

10
多摩動物公園　自家用電気工作物
保安管理業務委託

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。

No. 契約件名

11
多摩動物公園　空調用自動制御装
置保守委託

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

9
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

　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。

No. 契約件名

8
上野動物園　ＣＴスキャナの保守点
検委託

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱南出工機 4,961,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 長生農業協同組合 13,709,842

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
8,910,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 酒井三彦 5,797,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 紀中森林組合 19,250,000

　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。

No. 契約件名

18
多摩動物公園　和歌山日高川町
ユーカリ栽培管理委託

特命理由

16
多摩動物公園　八丈島ユーカリ栽培
管理委託

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

17
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

　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。

No. 契約件名

15
多摩動物公園　千葉長生村ユーカリ
栽培管理委託

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

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。

No. 契約件名

14
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



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㈱ 8,800,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱前川製作所 2,640,000

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

　過去５年間(平成26年度～平成30年度）において、仕様を提示し入札を行ってきたが、応札できる業者は、本件契
約相手方のみであった。

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。

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）

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。

No. 契約件名

21
葛西臨海水族園　オゾン設備保守
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。

No. 契約件名

19
葛西臨海水族園　中央監視システ
ム保守委託

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。

No. 契約件名

20
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

　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



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 5,717,580

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

㈱
3,201,880

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 ㈲熊谷産業 10,593,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

28
上野動物園　閑々亭（四阿・雪隠）補
修工事

特命理由

　特命相手方は重要文化財を含む、茅葺屋根工事を手掛ける全国でも数少ない事業者であり、当該工事に必要な
茅材の生産、確保を行っている。限られた期間内で茅葺技術を持った職人および、資材を確保し施工可能な業者
は当該業者のみである。

、 契約件名

　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

27
葛西臨海水族園　クロマグロの購入
（単価契約）

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。

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

　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

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

特命理由

No. 契約件名

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

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。

No. 契約件名



委託 ㈱南出工機 2,870,450

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

購入 ㈱フナバシファーム 5,717,580

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

㈱
4,466,660

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
㈱イーティックスデー

タファーム
12,100,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
㈱イーティックスデー

タファーム
13,365,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱昭立造園 270,000,00034
多摩動物公園　ナラ枯れ被害木処
理工事

　本件は、既に導入されている、入場整理券システムおよび入場券オンライン決裁システムの機能追加である。本
件特命相手は、入場券オンライン決裁システムの開発、導入業者であり、現行システムと連携した運用が可能な
のは同者のみである。

No. 契約件名

33
上野動物園　ジャイアントパンダ観
覧抽選システム運用委託（単価契
約）

特命理由

　本件は、ジャイアントパンダ観覧抽選システム導入委託にて、導入された観覧抽選システムの運用委託である。
本件特命相手は、ジャイアントパンダ観覧抽選システムの開発、導入業者であり、安定した運用が可能なのは同
者のみである。

No. 契約件名

31
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

　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
上野動物園　ジャイアントパンダ観
覧抽選システム導入委託

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。

No. 契約件名

30
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

　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

29
多摩動物公園　アフリカゾウ舎油圧
シリンダー補修工事

特命理由



特命理由

　園内にてナラ枯れ被害が拡大し、約800本の被害木が存在しており、倒木、枝折れ被害の恐れがあることから緊
急的に枯損木を処理する必要がある。指定店造園会社７者のうち、本委託について履行期間内に履行可能な業
者は特命相手方のみであった。



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 ▲ 408,104 -

経常収益 7,818,561 49,685

6,556,445 49,685

0 0

8,226,665 -

7,951,784 43,913

うち人件費 2,703,540 2,471

274,881 -

うち人件費 175,875 -

当期経常外増減額 ▲ 40,335 -

13 -

40,348 -

▲ 4,658 -

▲ 448,439 -

7,048 -

3,095,668 -

当期増加額 0

0

当期減少額 210,480

2,885,188 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託
㈱東京エイドセン
ター

16,025,800

競争契約 委託
損害保険ジャパン日
本興和㈱

7,711,900

件数 金額

0 0

0 0

0 0

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 上野動物園　動物飼育時の賠償責任保険

非公表案件

〇個人情報を含む案件

2
上野動物園　動物（ジャイアントパンダ）飼
育時の賠償責任保険

法人税等（再掲）

当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

経常外収益

経常外費用

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

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

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
飼育時の損害賠償保険の締結



うち大島公園動
物園事業

当期経常増減額 ▲ 408,104 -

経常収益 7,818,561 44,550

6,556,445 44,550

0 0

8,226,665 -
7,951,784 40,414

うち人件費 2,703,540 30,404
274,881 -

うち人件費 175,875 -
当期経常外増減額 ▲ 40,335 -

13 -
40,348 -

▲ 4,658 -
▲ 448,439 -

7,048 -

3,095,668 -

当期増加額 0

0

当期減少額 210,480

2,885,188 -

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

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5G調査事
業

当期経常増減額 ▲ 408,104 -

経常収益 7,818,561 39,304

6,556,445 39,304

0 0

8,226,665 -
7,951,784 25,547

うち人件費 2,703,540 16,463
274,881 -

うち人件費 175,875 -
当期経常外増減額 ▲ 40,335 -

13 -
40,348 -

▲ 4,658 -
▲ 448,439 -

7,048 -

3,095,668 -

当期増加額 0

0

当期減少額 210,480

2,885,188 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 ㈱KDDI 34,100,000

競争契約 委託 イプソス㈱ 1,996,500

件数 金額

0 0
0 0
0 0

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

都立動物園における5G等の先端技術を活用した情報発信事業実証実験

【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等の先端技術を活用した情報発信事業実証実験実施委託

２　事業（施設）概要
【都との特命随意契約等の概要】
令和2年度に作成した実証実験計画案に基づく、上野動物園での実証実験の実施と検証

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等の先端技術
を活用した情報発信事業実証実験実施
業務に係る補助委託

2
都立動物園における５G等の先端技術
を活用した情報発信事業実証実験実施
業務に係る補助委託その2

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


