
（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 679,648 669,285

4,097 4,097

661,802 661,802

679,648 669,285
526,347 520,993

うち人件費 227,226 227,226
153,301 148,292

うち管理費 59,393 59,039
当期経常外増減額 -40,487 -33,803 

0 0
40,487 33,803

0 0
-40,487 -33,803 

37,688 31,427

294,254 -

当期増加額 - -

-

当期減少額 -5,658 -

299,912 -

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

資産（期末残高）

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 福祉保健局4,097千円

うち 都からの補助金等 福祉保健局591,472千円、産業労働局70,330千円

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成23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

城北労働・福祉センターの運営等

２　事業（施設）概要

【都補助】「城北労働・福祉センターの運営」…山谷地区に居住する労働者の職業の安定
及び福祉の増進を図り、もってこれらの者の生活の向上に資することを目的とする。

【都委託】「応急宿泊援護事業（ＧＷ対策）」「都営住宅特別割当募集事務」「越年越冬対策
事業」

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 679,648 669,285

4,097 4,097

661,802 661,802

679,648 669,285
526,347 520,993

うち人件費 227,226 227,226
153,301 148,292

うち管理費 59,393 59,039
当期経常外増減額 -40,487 -33,803 

0 0
40,487 33,803

0 0
-40,487 -33,803 

37,688 31,427

294,254 -

当期増加額 - -

-

当期減少額 -5,658 -

299,912 -

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

資産（期末残高）

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 福祉保健局4,097千円

うち 都からの補助金等 福祉保健局591,472千円、産業労働局70,330千円

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成23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

城北労働・福祉センターの運営等

２　事業（施設）概要

【都補助】「城北労働・福祉センターの運営」…山谷地区に居住する労働者の職業の安定
及び福祉の増進を図り、もってこれらの者の生活の向上に資することを目的とする。

【都委託】「応急宿泊援護事業（ＧＷ対策）」「都営住宅特別割当募集事務」「越年越冬対策
事業」

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
競争契約 委託 ㈱サンライズ 14,385,000
特定契約 委託 (財)東京都結核予防会 114,202,104
競争契約 委託 (社福)有隣協会 49,451,730
競争契約 委託 NPO法人ふるさとの会 13,500,000
特定契約 委託 (社福)有隣協会 31,786,000
特定契約 委託 日立ビルシステム㈱ 655,200
特定契約 委託 ダイキン工業㈱ 783,300
特定契約 委託 城北旅館組合 860,100
特定契約 委託 みすず興業㈱ 1,092,000
特定契約 委託 リコー販売㈱ 533,484
特定契約 委託 城北旅館組合 129,960
特定契約 委託 アマノビジネスソリューションズ㈱ 735,315
特定契約 委託 (財)東京都結核予防会 11,051,460
特定契約 委託 (社福)有隣協会 26,000,000
特定契約 委託 (宗）救世軍 18,800,000
特定契約 委託 中高年事業団やまて企業組合 23,200,000
特定契約 委託 ㈱エムエスケイ 4,400,000
特定契約 委託 金井会計事務所 1,411,200
特定契約 委託 (社福)有隣協会 280,000
特定契約 委託 (社福)東京コロニー 189,000
特定契約 委託 (社福)東京コロニー 63,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 189,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 147,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 840,000

特定契約 工事 与倉建設㈱ 365,400
特定契約 工事 荏原テクノサーブ㈱ 336,000
競争契約 物品 三和製パン㈱ 4,700,000
特定契約 物品 (社福)東京コロニー 1,800,000
特定契約 物品 ㈱大塚商会 351,192
特定契約 賃借 中映㈱浅草新劇場 500,000
特定契約 賃借 (有)篠原演芸企画 600,000
特定契約 賃借 コムコ㈱ 791,148
特定契約 賃借 コムコ㈱ 55,188
特定契約 賃借 コムコ㈱ 777,168
特定契約 賃借 コムコ㈱ 777,168
特定契約 賃借 コムコ㈱ 36,363
特定契約 賃借 コムコ㈱ 53,852
特定契約 賃借 コムコ㈱ 289,140
特定契約 賃借 コムコ㈱ 126,252
特定契約 賃借 コムコ㈱ 64,764
特定契約 賃借 コムコ㈱ 351,540
特定契約 賃借 コムコ㈱ 471,744
特定契約 賃借 コムコ㈱ 314,496
特定契約 賃借 コムコ㈱ 157,248
特定契約 賃借 コムコ㈱ 11,743
特定契約 賃借 コムコ㈱ 86,940
特定契約 賃借 日本ビジネスリース㈱ 110,880
競争契約 委託 中高年事業団やまて企業組合 8,003,520
競争契約 委託 (社福)有隣協会 2,620,800

件数 金額

日雇労働者等技能講習に係るパソコン賃貸借契約45
パソコン（№15）賃貸借契約44

30
31
32
33
34

複写サービス（３Ｆ事務室）委託契約

23
相談援護情報管理システムデーター
復旧作業委託

ひろば等の配布委託契約

給与計算事務委託契約

山谷地域結核診療事業委託契約

センター相談・援護情報管理システムのうち
労働に係るシステム改修委託

22

非公表案件

6 エレベーター定期点検保守委託契約

7 空気清浄装置定期点検保守委託契約

庁舎敷地内ゴミ処理委託契約

10

8 庁舎周辺清掃委託契約

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

2 健康相談室運営委託契約

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

9

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

5 総合案内業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

27 食パン等詰め合わせ購入契約

公認会計士顧問委託契約

囲碁・将棋教養講座委託契約

システムプログラム改善委託契約

システムプログラム改善委託契約

分館（敬老室）の立て看板修理契約

24

冷温水ポンプの交換工事契約

1 建物管理等委託契約

3 娯楽室運営委託契約

4 敬老室運営委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

17
18
19

観賞用客席提供委託（演芸）

公益会計法人会計ソフト賃貸借契約

１Ｆデジタル複写機賃貸借契約

ビスケット購入契約

事務用文具及び印刷用品の購入契約

観賞用客席提供委託（映画）

公共カード廃止及び一般カード輪番用シス
テム改善委託

11
12
13
14
15
16

35
36
37
38

20
21

25

29
28

26

パソコン（№1）賃貸借契約

パソコン（№4）賃貸借契約

パソコン（№3）賃貸借契約

パソコン（№2）賃貸借契約

パソコン（№8）賃貸借契約

パソコン（№7）賃貸借契約

パソコン（№6）賃貸借契約

パソコン（№13）賃貸借契約

パソコン（№12）賃貸借契約

パソコン（№9）賃貸借契約
39
40
41

パソコン（№5）賃貸借契約

48
49

就労自立支援事業（第１ステップ）実施委託

就労自立支援事業（第３ステップ）実施委託

42
43

46
47

パソコン（№14）賃貸借契約

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 679,648 669,285

4,097 4,097

661,802 661,802

679,648 669,285
526,347 520,993

うち人件費 227,226 227,226
153,301 148,292

うち管理費 59,393 59,039
当期経常外増減額 -40,487 -33,803 

0 0
40,487 33,803

0 0
-40,487 -33,803 

37,688 31,427

294,254 -

当期増加額 - -

-

当期減少額 -5,658 -

299,912 -

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

資産（期末残高）

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 福祉保健局4,097千円

うち 都からの補助金等 福祉保健局591,472千円、産業労働局70,330千円

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成23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

城北労働・福祉センターの運営等

２　事業（施設）概要

【都補助】「城北労働・福祉センターの運営」…山谷地区に居住する労働者の職業の安定
及び福祉の増進を図り、もってこれらの者の生活の向上に資することを目的とする。

【都委託】「応急宿泊援護事業（ＧＷ対策）」「都営住宅特別割当募集事務」「越年越冬対策
事業」

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
競争契約 委託 ㈱サンライズ 14,385,000
特定契約 委託 (財)東京都結核予防会 114,202,104
競争契約 委託 (社福)有隣協会 49,451,730
競争契約 委託 NPO法人ふるさとの会 13,500,000
特定契約 委託 (社福)有隣協会 31,786,000
特定契約 委託 日立ビルシステム㈱ 655,200
特定契約 委託 ダイキン工業㈱ 783,300
特定契約 委託 城北旅館組合 860,100
特定契約 委託 みすず興業㈱ 1,092,000
特定契約 委託 リコー販売㈱ 533,484
特定契約 委託 城北旅館組合 129,960
特定契約 委託 アマノビジネスソリューションズ㈱ 735,315
特定契約 委託 (財)東京都結核予防会 11,051,460
特定契約 委託 (社福)有隣協会 26,000,000
特定契約 委託 (宗）救世軍 18,800,000
特定契約 委託 中高年事業団やまて企業組合 23,200,000
特定契約 委託 ㈱エムエスケイ 4,400,000
特定契約 委託 金井会計事務所 1,411,200
特定契約 委託 (社福)有隣協会 280,000
特定契約 委託 (社福)東京コロニー 189,000
特定契約 委託 (社福)東京コロニー 63,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 189,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 147,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 840,000

特定契約 工事 与倉建設㈱ 365,400
特定契約 工事 荏原テクノサーブ㈱ 336,000
競争契約 物品 三和製パン㈱ 4,700,000
特定契約 物品 (社福)東京コロニー 1,800,000
特定契約 物品 ㈱大塚商会 351,192
特定契約 賃借 中映㈱浅草新劇場 500,000
特定契約 賃借 (有)篠原演芸企画 600,000
特定契約 賃借 コムコ㈱ 791,148
特定契約 賃借 コムコ㈱ 55,188
特定契約 賃借 コムコ㈱ 777,168
特定契約 賃借 コムコ㈱ 777,168
特定契約 賃借 コムコ㈱ 36,363
特定契約 賃借 コムコ㈱ 53,852
特定契約 賃借 コムコ㈱ 289,140
特定契約 賃借 コムコ㈱ 126,252
特定契約 賃借 コムコ㈱ 64,764
特定契約 賃借 コムコ㈱ 351,540
特定契約 賃借 コムコ㈱ 471,744
特定契約 賃借 コムコ㈱ 314,496
特定契約 賃借 コムコ㈱ 157,248
特定契約 賃借 コムコ㈱ 11,743
特定契約 賃借 コムコ㈱ 86,940
特定契約 賃借 日本ビジネスリース㈱ 110,880
競争契約 委託 中高年事業団やまて企業組合 8,003,520
競争契約 委託 (社福)有隣協会 2,620,800

件数 金額

日雇労働者等技能講習に係るパソコン賃貸借契約45
パソコン（№15）賃貸借契約44

30
31
32
33
34

複写サービス（３Ｆ事務室）委託契約

23
相談援護情報管理システムデーター
復旧作業委託

ひろば等の配布委託契約

給与計算事務委託契約

山谷地域結核診療事業委託契約

センター相談・援護情報管理システムのうち
労働に係るシステム改修委託

22

非公表案件

6 エレベーター定期点検保守委託契約

7 空気清浄装置定期点検保守委託契約

庁舎敷地内ゴミ処理委託契約

10

8 庁舎周辺清掃委託契約

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

2 健康相談室運営委託契約

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

9

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

5 総合案内業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

27 食パン等詰め合わせ購入契約

公認会計士顧問委託契約

囲碁・将棋教養講座委託契約

システムプログラム改善委託契約

システムプログラム改善委託契約

分館（敬老室）の立て看板修理契約

24

冷温水ポンプの交換工事契約

1 建物管理等委託契約

3 娯楽室運営委託契約

4 敬老室運営委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

17
18
19

観賞用客席提供委託（演芸）

公益会計法人会計ソフト賃貸借契約

１Ｆデジタル複写機賃貸借契約

ビスケット購入契約

事務用文具及び印刷用品の購入契約

観賞用客席提供委託（映画）

公共カード廃止及び一般カード輪番用シス
テム改善委託

11
12
13
14
15
16

35
36
37
38

20
21

25

29
28

26

パソコン（№1）賃貸借契約

パソコン（№4）賃貸借契約

パソコン（№3）賃貸借契約

パソコン（№2）賃貸借契約

パソコン（№8）賃貸借契約

パソコン（№7）賃貸借契約

パソコン（№6）賃貸借契約

パソコン（№13）賃貸借契約

パソコン（№12）賃貸借契約

パソコン（№9）賃貸借契約
39
40
41

パソコン（№5）賃貸借契約

48
49

就労自立支援事業（第１ステップ）実施委託

就労自立支援事業（第３ステップ）実施委託

42
43

46
47

パソコン（№14）賃貸借契約

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
競争契約 委託 ㈱サンライズ 14,385,000
特定契約 委託 (財)東京都結核予防会 114,202,104
競争契約 委託 (社福)有隣協会 49,451,730
競争契約 委託 NPO法人ふるさとの会 13,500,000
特定契約 委託 (社福)有隣協会 31,786,000
特定契約 委託 日立ビルシステム㈱ 655,200
特定契約 委託 ダイキン工業㈱ 783,300
特定契約 委託 城北旅館組合 860,100
特定契約 委託 みすず興業㈱ 1,092,000
特定契約 委託 リコー販売㈱ 533,484
特定契約 委託 城北旅館組合 129,960
特定契約 委託 アマノビジネスソリューションズ㈱ 735,315
特定契約 委託 (財)東京都結核予防会 11,051,460
特定契約 委託 (社福)有隣協会 26,000,000
特定契約 委託 (宗）救世軍 18,800,000
特定契約 委託 中高年事業団やまて企業組合 23,200,000
特定契約 委託 ㈱エムエスケイ 4,400,000
特定契約 委託 金井会計事務所 1,411,200
特定契約 委託 (社福)有隣協会 280,000
特定契約 委託 (社福)東京コロニー 189,000
特定契約 委託 (社福)東京コロニー 63,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 189,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 147,000

特定契約 委託 (社福)東京コロニー 840,000

特定契約 工事 与倉建設㈱ 365,400
特定契約 工事 荏原テクノサーブ㈱ 336,000
競争契約 物品 三和製パン㈱ 4,700,000
特定契約 物品 (社福)東京コロニー 1,800,000
特定契約 物品 ㈱大塚商会 351,192
特定契約 賃借 中映㈱浅草新劇場 500,000
特定契約 賃借 (有)篠原演芸企画 600,000
特定契約 賃借 コムコ㈱ 791,148
特定契約 賃借 コムコ㈱ 55,188
特定契約 賃借 コムコ㈱ 777,168
特定契約 賃借 コムコ㈱ 777,168
特定契約 賃借 コムコ㈱ 36,363
特定契約 賃借 コムコ㈱ 53,852
特定契約 賃借 コムコ㈱ 289,140
特定契約 賃借 コムコ㈱ 126,252
特定契約 賃借 コムコ㈱ 64,764
特定契約 賃借 コムコ㈱ 351,540
特定契約 賃借 コムコ㈱ 471,744
特定契約 賃借 コムコ㈱ 314,496
特定契約 賃借 コムコ㈱ 157,248
特定契約 賃借 コムコ㈱ 11,743
特定契約 賃借 コムコ㈱ 86,940
特定契約 賃借 日本ビジネスリース㈱ 110,880
競争契約 委託 中高年事業団やまて企業組合 8,003,520
競争契約 委託 (社福)有隣協会 2,620,800

件数 金額

日雇労働者等技能講習に係るパソコン賃貸借契約45
パソコン（№15）賃貸借契約44

30
31
32
33
34

複写サービス（３Ｆ事務室）委託契約

23
相談援護情報管理システムデーター
復旧作業委託

ひろば等の配布委託契約

給与計算事務委託契約

山谷地域結核診療事業委託契約

センター相談・援護情報管理システムのうち
労働に係るシステム改修委託

22

非公表案件

6 エレベーター定期点検保守委託契約

7 空気清浄装置定期点検保守委託契約

庁舎敷地内ゴミ処理委託契約

10

8 庁舎周辺清掃委託契約

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

2 健康相談室運営委託契約

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

9

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

5 総合案内業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

27 食パン等詰め合わせ購入契約

公認会計士顧問委託契約

囲碁・将棋教養講座委託契約

システムプログラム改善委託契約

システムプログラム改善委託契約

分館（敬老室）の立て看板修理契約

24

冷温水ポンプの交換工事契約

1 建物管理等委託契約

3 娯楽室運営委託契約

4 敬老室運営委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

応急宿泊援護の宿泊業務委託契約

17
18
19

観賞用客席提供委託（演芸）

公益会計法人会計ソフト賃貸借契約

１Ｆデジタル複写機賃貸借契約

ビスケット購入契約

事務用文具及び印刷用品の購入契約

観賞用客席提供委託（映画）

公共カード廃止及び一般カード輪番用シス
テム改善委託

11
12
13
14
15
16

35
36
37
38

20
21

25

29
28

26

パソコン（№1）賃貸借契約

パソコン（№4）賃貸借契約

パソコン（№3）賃貸借契約

パソコン（№2）賃貸借契約

パソコン（№8）賃貸借契約

パソコン（№7）賃貸借契約

パソコン（№6）賃貸借契約

パソコン（№13）賃貸借契約

パソコン（№12）賃貸借契約

パソコン（№9）賃貸借契約
39
40
41

パソコン（№5）賃貸借契約

48
49

就労自立支援事業（第１ステップ）実施委託

就労自立支援事業（第３ステップ）実施委託

42
43

46
47

パソコン（№14）賃貸借契約

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 679,648 8,954

4,097 0

661,802 0

679,648 8,954
526,347 3,945

うち人件費 227,226 0
153,301 5,009

うち管理費 59,393 354
当期経常外増減額 -40,487 -59

0 0
40,487 59

0 0
-40,487 -59

37,688 44

294,254 -

当期増加額 - -

-

当期減少額 -5,658 -

299,912 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定契約 委託 ㈱光永 394,680

特定契約 委託 ㈱日立建機教習センター埼玉教習所 1,250,000

特定契約 委託 キャタピラー教習所㈱東関東教習センター 1,225,000

特定契約 委託 ㈱IHI技術教習所東京センター 710,000

特定契約 委託 ㈱足立自動車教習所 2,785,000

特定契約 委託 (社)日本ボイラ協会東京支部 148,000

特定契約 委託 (有)広和サービス 633,600

特定契約 委託 オフィスステラパソコン教室 693,000

特定契約 委託 (有)寿楽 866,800

件数 金額
9 日雇労働者等技能講習事業に伴う簡易宿所の提供

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

6 日雇労働者等技能講習の委託

7 日雇労働者等技能講習の委託

8 日雇労働者等技能講習の委託

3 日雇労働者等技能講習の委託

4 日雇労働者等技能講習の委託

5 日雇労働者等技能講習の委託

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 日雇労働者等技能講習受講者に対する傷害保険契約

2 日雇労働者等技能講習の委託

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

平成23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

日雇労働者等技能講習事業

２　事業（施設）概要

技能・資格の習得を求める労働者に対し、建築・土木関係のほか、清掃やパソコン、自動
車免許等の幅広い技能を取得させ、安定した就労の促進と就労条件の改善を図る。

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 679,648 1,409

4,097 0

661,802 0

679,648 1,409
526,347 1,409

うち人件費 227,226 0
153,301 0

うち管理費 59,393 0
当期経常外増減額 -40,487 -6,625

0 0
40,487 6,625

0 0
-40,487 -6,625

37,688 6,217

294,254 -

当期増加額 - -

-

当期減少額 -5,658 -

299,912 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定契約 委託 城北旅館組合 3,652,000

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 就労自立推進事業の実施に係る宿泊施設提供契約

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

平成23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

日雇労働者等生活支援事業

２　事業（施設）概要

○応急援護金貸付…生活に困窮する日雇労働者に対し、就労のための交通費等を貸付

○アルコール依存者回復支援事業…アルコール依存者の自立更生のため、施設デイケア経費を援助

○簡易宿所を活用した生活訓練事業…必要な者に対し、簡易宿所を活用した生活訓練の実施

挿入するテキストを入力



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 679,648 0

4,097 0

661,802 0

679,648 0
526,347 0

うち人件費 227,226 0
153,301 0

うち管理費 59,393 0
当期経常外増減額 -40,487 0

0 0
40,487 0

0 0
-40,487 0

37,688 0

294,254 -

当期増加額 - -

-

当期減少額 -5,658 -

299,912 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

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

該当なし

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

平成23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

東京都城北貯蓄組合清算業務事業

２　事業（施設）概要

平成17年3月31日限りで解散した任意団体「東京都城北貯蓄組合」の清算人（（公財）城北
労働・福祉センター所長の充て職）から、（公財）城北労働・福祉センターが受託。

受託内容は、「預金残高の適切な管理」「組合員への預金払い戻し」「組合員に対する払い
戻し等の指導・相談」等。

挿入するテキストを入力


