
（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 639,172 632,166

4,121 3,358

626,991 626,991

639,172 632,166
518,152 514,209

うち人件費 235,792 235,674
121,020 117,957

うち人件費 81,463 78,757
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

1,458 1,195

239,001 -

当期増加額 3,578 -

- -

当期減少額 - -

242,579 -資産（期末残高）

当期一般正味財産増減額

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

経常外収益
経常外費用

法人税等（再掲）

事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

経常費用

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」

うち 都からの委託料 福祉保健局3,358千円

うち 都からの補助金等 福祉保健局560,761千円、産業労働局66,230千円

平成25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



（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 ㈱トーカンオリエンス 13,437,900
特定契約 委託 （公財）東京都結核予防会 104,791,500
特定契約 委託 （公財）東京都結核予防会 11,389,770
特定契約 委託 （公財）東京都結核予防会 7,669,200
特定契約 委託 （公財）東京都結核予防会 160,722
特定契約 委託 （公財）東京都結核予防会 1,558,824
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㈱ 777,000
特定契約 工事 （財）関東電気保安協会 1,417,500
特定契約 工事 コニカミノルタヘルス㈱ 362,691
特定契約 委託 城北旅館組合 857,750
特定契約 委託 みすず興業㈱ 936,000
特定契約 委託 城北旅館組合 129,960
特定契約 委託 給与計算事務委託契約 アマノビジネスソリューションズ㈱ 900,900
特定契約 委託 ㈱大塚商会 676,620
特定契約 委託 応急宿泊援護の宿泊業務委託契約 (社福)有隣協会 12,000,000
特定契約 委託 応急宿泊援護の宿泊業務委託契約 (宗）救世軍 15,200,000
特定契約 委託 応急宿泊援護の宿泊業務委託契約 中高年事業団やまて企業組合 13,600,000
特定契約 委託 応急宿泊援護の宿泊業務委託契約 ㈱エムエスケイ 3,200,000
特定契約 委託 冷温水発生機等定期点検保守委託契約テクノ矢崎㈱ 485,100
特定契約 工事 冷温水発生機部品交換工事契約 テクノ矢崎㈱ 414,750
特定契約 工事 冷温水発生機部品交換工事契約 テクノ矢崎㈱ 127,050
特定契約 委託 公認会計士顧問委託契約 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 アマノビジネスソリューションズ㈱ 113,400
特定契約 物品 (社福)東京コロニー 200,000
特定契約 物品 (社福)東京コロニー 200,000
特定契約 賃借 ㈲東京芸術センター 600,000
特定契約 賃借 (有)篠原演芸企画 720,000
特定契約 賃借 パソコン（№1）賃貸借契約 コムコ㈱ 303,156
特定契約 賃借 パソコン（№2）賃貸借契約 コムコ㈱ 742,140
特定契約 賃借 パソコン（№3）賃貸借契約 コムコ㈱ 300,132
特定契約 賃借 パソコン（№4）賃貸借契約 コムコ㈱ 300,132
特定契約 賃借 パソコン（№5）賃貸借契約 コムコ㈱ 554,400
特定契約 賃借 パソコン（№6）賃貸借契約 コムコ㈱ 646,128
特定契約 賃借 パソコン（№7）賃貸借契約 コムコ㈱ 908,712
特定契約 賃借 パソコン（№8）賃貸借契約 コムコ㈱ 71,820
特定契約 賃借 コムコ㈱ 40,068
特定契約 賃借 コムコ㈱ 164,304
特定契約 賃借 コムコ㈱ 198,444
特定契約 賃借 コムコ㈱ 132,300
特定契約 賃借 コムコ㈱ 66,144
特定契約 賃借 コムコ㈱ 86,940
特定契約 賃借 コムコ㈱ 619,788
特定契約 賃借 日本ビジネスリース㈱ 11,088
競争契約 委託 (社福)東京コロニー 3,633,000
競争契約 委託 (社福)有隣協会 2,900,000

件数 金額

33

26

6 越年対策医療援護業務委託

労働・相談援護情報管理システム改善等業務委託

24
25

38

12 受変電設備部品交換修繕工事契約

14 庁舎周辺清掃委託契約

4 健康相談地域保健事業委託契約

5 ＧＷ対策巡回診療業務委託契約

7 娯楽室運営委託契約

自動現像機修理調査契約

9

山谷地域結核診療事業委託契約

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

ひろば等の配布委託契約

32 観賞用客席提供契約（映画）

ビスケット購入契約30

システムプログラム改善委託契約

給与計算システム改善委託契約

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

非公表案件

10 エレベーター定期点検保守委託契約

11 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

観賞用客席提供契約（演芸）

3

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

8 敬老室運営委託契約

健康相談室運営委託契約

総合案内業務委託契約

建物管理等委託契約

17

1

34

19

16

囲碁・将棋教養講座委託契約27

13

20

23

31

18

28

21
22

15

29

パソコン（№12）賃貸借契約

ビスケット購入契約

パソコン（№9）賃貸借契約

37

35

39
40
41
42

36

51

公益法人会計ソフト賃貸借契約

パソコン（№15）賃貸借契約

パソコン（№13）賃貸借契約44

46
45

50

４F事務室カラーレーザープリンター保守委託契約

49 1Fデジタル複写機賃貸借契約

パソコン（№14）賃貸借契約

43

就労自立支援事業（第１ステップ）実施委託

出勤管理システム賃貸借契約
47
48



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 639,172 5,513

4,121 0

626,991 0

639,172 5,513
518,152 2,450

うち人件費 224,933 0
121,020 3,063

うち管理費 81,463 2,706
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

1,458 -9

239,001 -

当期増加額 3,578 -

-

当期減少額 - -

242,579 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定契約 委託 ㈱一成（富士火災海上保険） 138,437

特定契約 賃借 コムコ㈱ 184,836
特定契約 委託 ㈱日立建機教習センター埼玉教習所 481,000

特定契約 委託 キャタピラー教習所㈱東関東教習センター 459,000

特定契約 委託 ㈱IHI技術教習所東京センター 549,000

特定契約 委託 ㈱足立自動車教習所 932,000

特定契約 委託 (社)日本ボイラ協会東京支部 44,000

特定契約 委託 (有)広和サービス 489,495

特定契約 委託 オフィスステラパソコン教室 230,500

特定契約 委託 三幸福祉カレッジ 261,600

特定契約 委託 （社福）有隣教会 500,000

特定契約 委託 東京技能者協会 33,000

特定契約 委託 (有)寿楽 642,400

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

日雇労働者等技能講習の委託

日雇労働者等技能講習に係るパソコン賃貸借契約

10 日雇労働者等技能講習事業に伴う簡易宿所の提供

8 日雇労働者等技能講習の委託

9

3 日雇労働者等技能講習の委託

日雇労働者等技能講習の委託

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

4 日雇労働者等技能講習の委託

5

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

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〕

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

経常外収益
経常外費用

管理費

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

うち 都からの補助金等

平成25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

うち 都からの委託料

9 日雇労働者等技能講習の委託

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。

9 日雇労働者等技能講習の委託

9 日雇労働者等技能講習の委託



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 639,172 730

4,121 0

626,991 0

639,172 730
518,152 730

うち人件費 224,933 0
121,020 0

うち管理費 81,463 0
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

1,458 272

239,001 -

当期増加額 3,578 -

-

当期減少額 - -

242,579 -

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

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

うち 都からの補助金等

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〕

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）

経常外収益
経常外費用

管理費

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

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

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

平成25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



（様式１－１）

うち当該事業
当期経常増減額 0 0

経常収益 639,172 763

4,121 763

626,991 0

639,172 763
518,152 763

うち人件費 224,933 118
121,020 0

うち管理費 81,463 0
当期経常外増減額 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

1,458 0

239,001 -

当期増加額 3,578 -

-

当期減少額 - -

242,579 -

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

うち 都からの補助金等

該当なし

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）

経常外収益
経常外費用

管理費

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

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。

うち 都からの委託料 福祉保健局763千円

うち 都からの補助金等

平成25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


