
うち東京都江戸東京博物館の管理運営

当期経常増減額 -160,057 -141,636

経常収益 16,295,569 3,330,395

7,340,374 2,655,368

5,168,981 0

16,455,627 3,472,031
16,430,595 3,472,031

うち人件費 2,271,896 409,299
25,032 0

うち人件費 3,028 0
当期経常外増減額 -827 -65

1,296 0
2,123 65

520 50
-161,404 -153,635
349,586 0

14,711,643 -

当期増加額 42,346,300 -

5,168,981 -

当期減少額 42,639,789 -

14,418,153 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 工事 鹿島建物総合管理㈱ 15,950,000

競争契約 工事 鹿島建物総合管理㈱ 5,830,000

競争契約 修繕 ㈱鈴木ｼｬｯﾀｰ 14,300,000

競争契約 委託 大日本印刷㈱ 47,202,000

競争契約 委託 ㈱本田工務店 31,130,000

競争契約 委託 ㈱ｾﾚｽﾎﾟ西東京支店 11,597,320

競争契約 委託 日本通運㈱関東美術支店 9,817,428

競争契約 委託 東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ㈱ 9,794,914

競争契約 委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 9,792,963

東京都江戸東京博物館分館江戸東京た
てもの園LED化工事
平成31年度江戸東京たてもの園ビジ
ターセンターシャッター更新工事
平成31年度　梱包・輸送業務に伴う東京
都江戸東京博物館収蔵資料の状態調
査委託
平成31年度江戸東京たてもの園収蔵建
造物（前川國男邸・田園調布の家）耐震
補強工事
平成31年度江戸東京たてもの園情景再
現事業の実施に伴う運営業務委託
平成31年度企画展「18世紀ソウルの日
常-ユマンジュ日記の世界-」展における
資料の輸送・展示及び付保業務委託
第18回　日中韓博物館国際シンポジウ
ムの実施に伴う運営委託
平成31年度労働者派遣契約（展示事業
係ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事務局・展示事業事務）（単
価契約）
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3
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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
平成31年度江戸東京たてもの園太鼓橋
改修工事

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 他会計振替額△11,884含む
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
【指定管理料】
2,655,368

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３1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

東京都江戸東京博物館の管理運営

【本事業に含まれる都との年度協定】
平成３１年度東京都江戸東京博物館外５施設の管理運営に関する年度協定

２　事業（施設）概要

東京都江戸東京博物館の管理運営業務

【都から特命により指定管理者の選定を受けて実施する事業】
東京都江戸東京博物館の管理運営



競争契約 委託 ㈱ｱｶｼｵ 7,931,157

競争契約 委託 日本通運㈱関東美術支店 7,690,495

競争契約 委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 6,263,499

競争契約 委託 株式会社D_CODE 6,205,700

競争契約 委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 5,505,976

競争契約 委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 5,132,716

競争契約 委託 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ㈱ 4,635,163

競争契約 委託 キャプラン株式会社 4,542,830

競争契約 委託 焔光景ﾃﾞｻﾞｲﾝ 4,026,000

競争契約 委託 ㈱日東設計事務所 3,672,000

競争契約 委託・借入 ㈱HBA 3,520,000

競争契約 委託 中央宣伝企画㈱ 3,384,450

競争契約 委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 3,294,896

競争契約 委託 ｳｰﾏﾝｽﾀｯﾌ㈱ 3,244,760

競争契約 委託
社会福祉法人東京コロ
ニートーコロ青葉ワークセ
ンター

2,958,512

競争契約 委託 ㈱日東設計事務所 2,860,000

競争契約 委託 ﾐﾂｲﾜ㈱ 2,618,000

競争契約 委託 ㈱日東設計事務所 2,530,000

競争契約 委託 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｼｱ㈱ 2,529,592

競争契約 借入 IBJL東芝リース㈱ 35,318,140

競争契約 借入 東京ｾﾝﾁｭﾘｰ㈱ 31,878,000

競争契約 借入
三井ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ
㈱

16,914,744

競争契約 物品・委託 日通商事㈱東京支店 12,980,000

競争契約 物品・委託 日通商事㈱東京支店 12,045,000

平成31年度 企画展「18世紀ソウルの日
常-ユマンジュ日記の世界-」における会
場施工業務委託

平成31年度東京都江戸東京博物館常
設展示における展示作業補助・展示資
料の運搬業務に関する委託（複数単価
契約）

平成32年度労働者派遣契約【江戸東京
たてもの園・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌの活動推進・
管理業務】（単価契約）
平成31年度「江戸東京博物館NEWS」
（日本語版・英語版）の編集・印刷製本
委託
平成31年度労働者派遣契約【都市歴研
究室・研究および国際交流事業】（単価
契約）
平成31年度労働者派遣契約【江戸東京
たてもの園・広報事務】（単価契約）
平成31年度労働者派遣契約【江戸東京
たてもの園・庶務・経理事務・広報業務
補助】（単価契約）
平成31年度　労働者派遣契約【事業推
進係・営業・広報事務】（単価契約）

平成31年度江戸東京たてもの園情景再
現事業「夜間特別開園　紅葉とたてもの
のライトアップ」実施に伴う照明器具設置
等委託

江戸東京たてもの園収蔵建造物保守点
検調査業務委託（H31）

江戸東京博物館資料情報システムに係
るデータセンターのサーバー機器設置
及び管理(平成31年度から令和2年度ま
で)
平成31年度東京都江戸東京博物館常
設展示室におけるｻｲﾝ製作委託（複数
単価契約）
平成31年度労働者派遣契約【資料係・
大規模改修工事準備のための資料管理
及び移動事務等】（単価契約）

平成21年度　労働者派遣契約【都市歴
史研究室・図書室②】（単価契約）

平成31年度発行分「江戸東京博物館
NEWS」発送委託（複数単価契約）

平成31年度江戸東京たてもの園　園内
建造物整理の為の現状把握業務（第Ⅰ
期）

平成31年度江戸東京たてもの園事務棟
内入室管理システム機器導入作業委託
平成31年度江戸東京たてもの園太鼓橋
改修工事設計委託
平成31年度労働者派遣契約【資料・梱
包・輸送業務に伴う収蔵資料の状態調
査及び移動補助等】（単価契約）

東京都江戸東京博物館入退場管理及
び観覧料収納システム機器等の借入れ
（複数年契約）

資料情報システムに係る機器調達のリー
ス（複数年）

平成31年度～平成33年度 江戸東京博
物館ホール音響設備追加機器の借入れ
（複数年契約）

外部倉庫において使用するラック（棚）の
購入及び設置委託（4階Bランク）

外部倉庫において使用するラック（棚）の
購入及び設置委託(3階Bランク）
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競争契約 物品・委託 日通商事㈱東京支店 3,312,360

特定契約 工事 鹿島建物総合管理㈱ 22,000,000

特定契約 工事 共同通信電設㈱ 8,228,000

特定契約 工事 鹿島建物総合管理㈱ 7,150,000

特定契約 工事 鹿島建物総合管理㈱ 3,456,000

特定契約 工事 ㈱ｼﾐｽﾞ・ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ 1,902,960

特定契約 工事 鹿島建物総合管理㈱ 359,700

特定契約 工事 ㈱ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 356,400

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 2,376,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 2,376,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 1,652,400

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 1,598,400

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 783,000

特定契約 修繕 ﾆﾁﾍﾞｲｻｰﾋﾞｽ㈱ 747,057

特定契約 修繕 新日空ｻｰﾋﾞｽ㈱ 583,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 16,060,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 15,876,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 2,257,200

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 1,397,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 1,353,240

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 946,000

特定契約 修繕 ㈱ｵｶﾑﾗ 922,900

特定契約 修繕 進和ﾃｯｸ㈱ 685,300

特定契約 修繕 ㈱和光ｴｰｼﾞｪﾝｼﾞｰ 660,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 432,000

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 427,680

特定契約 修繕 新日空ｻｰﾋﾞｽ㈱ 390,960

特定契約 修繕 鹿島建物総合管理㈱ 346,500

特定契約 委託 ﾃｲｹｲ㈱ 565,803,710

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 349,739,579

特定契約 委託 ㈱ｱｸﾄ･ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 211,043,950

特定契約 委託
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

48,498,800

特定契約 委託 ㈱尾林造園 33,192,700

特定契約 委託 明治座舞台㈱ 31,487,195

外部倉庫において使用するﾗｯｸの購入
及び設置委託

平成31年度東京都江戸東京博物館庇ﾊﾟ
ﾈﾙ等緊急補修工事
江戸東京博物館テロ対策に伴う防犯セ
ンサー･カメラの増設
平成31年度江戸東京博物館電気室空
調機更新工事
東京都江戸東京博物館小ﾎｰﾙ映写室ｴ
ｱｺﾝ設置工事
江戸東京博物館本館　大ﾎｰﾙ上手扉枠
追加及び床艶消し塗装工事

収蔵庫コンセント増設工事

江戸東京博物館駐車場料金システム用
光回線管路の敷設
江戸東京博物館　5・6号ELV機械室換
気設備整備
平成31年度　江戸東京博物館　空調機
等部品取替工事
江戸東京博物館　特別展示室物販ｺｰ
ﾅｰ空調機圧縮機交換他工事
江戸東京博物館　フロアヒンジ交換他整
備
東京都江戸東京博物館　特別展示室物
販ｺｰﾅｰ両開き非常口付近他修理委託

江戸東京博物館　ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ修理②

江戸東京博物館事務棟2階ウォールス
ルー空調機整備
平成31年度東京都江戸東京博物館動く
歩道(ウォーキングベルト)補修工事
東京都江戸東京博物館防犯設備交換
工事
江戸東京博物館　庇パネル落下防止対
策
江戸東京博物館　漆器収蔵庫系統空調
機冷水配管盛替
江戸東京博物館　高層冷水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ交
換作業
平成31年度江戸東京たてもの園「武居
三省堂」内火災受信機誤作動是正作業
委託
企画展示室ハイケースの照明設備交換
委託
江戸東京博物館　4階歴史収蔵庫１加湿
装置更新

広告の出稿（｢大晦日展覧会特集企画｣）

江戸東京博物館　屁パネル落下防止対
策（Ｃコア）
江戸東京博物館　1階レストラン口風除
室硝子破損修理
江戸東京博物館　事務棟ウォールス
ルー空調機整備
江戸東京博物館　7階ドレンチャー設備
アラーム弁分解清掃
平成31･32年度（2019･2020年度）東京
都江戸東京博物館警備業務委託
平成31年度（2019年度）東京都江戸東
京博物館建物設備管理及び清掃業務
委託
平成31年度（2019年度）東京都江戸東
京博物館受付案内業務委託
平成31年度東京都江戸東京博物館映
像音響システムの運用管理保守委託
平成31年度　江戸東京たてもの園設備
管理（樹林帯及び庭園等）委託
平成31年度（2019年度）東京都江戸東
京博物館舞台設備等運用管理業務委
託
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特定契約 委託 ㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所 25,866,621

特定契約 委託 ㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｱｲ･東京 24,796,335

特定契約 委託 ㈱ｵｰｲｰｼｰ東京本部 16,889,550

特定契約 委託 ㈱目白漆芸文化財研究所 8,167,500

特定契約 委託 ㈱文化財工学研究所 6,842,880

特定契約 委託 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 6,234,800

特定契約 委託
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5,035,800

特定契約 委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 4,929,244

特定契約 委託 夢からくり一座 4,850,000

特定契約 委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 4,821,456

特定契約 委託 ㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所 4,763,528

特定契約 委託 ㈱ｱｳﾞｧﾝﾃｨｽﾀｯﾌ 4,735,683

特定契約 委託 ㈱前川製作所 4,650,800

特定契約 委託 ﾃｲｹｲ㈱ 4,642,545

特定契約 委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 4,488,209

特定契約 委託 ｳｰﾏﾝｽﾀｯﾌ㈱ 4,479,504

特定契約 委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 4,454,629

特定契約 委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 4,454,629

特定契約 委託
公益財団法人元興寺文化
財研究所

4,400,000

特定契約 委託 進和ﾃｯｸ㈱ 4,016,131

特定契約 委託 若林晴子 3,682,000

特定契約 委託 松井建設㈱ 3,355,000

特定契約 委託 ㈱ｱｸﾄ･ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 3,300,444

特定契約 委託 関東港業㈱ 3,249,382

特定契約 委託 ㈱日東設計事務所 3,097,600

特定契約 委託 ㈱ｵｰｲｰｼｰ東京本部 2,899,836

特定契約 委託 日本郵便㈱ 2,518,366

東京江戸東京博物館(31)常設展示室展
示基本設計業務委託
平成31年度えどはく寄席等の出演者手
配及び運営委託
平成31年度江戸東京博物館資料情報ｼ
ｽﾃﾑ運用保守委託

平成31年度　博物館資料の修理委託
（漆工芸品）

平成31年度江戸東京たてもの園収蔵建
造物（小出邸）耐震補強工事基本計画・
実施設計委託
江戸東京博物館資料情報ｼｽﾃﾑ移行に
係るｼｽﾃﾑ導入支援業務委託
平成31年度 東京都江戸東京博物館
LAN管理等業務委託
平成31年度労働者派遣契約【江戸東京
たてもの園・教育普及事業等の活動推
進・庶務事務】（単価契約）
平成31年度えどはく寄席における夢から
くり一座公演の委託
平成31年度（2019年度）労働者派遣契
約（本館管理係・施設機械整備事務）
（単価契約）

2019年度東京都江戸東京博物館常設
展示室模型・機器の保守管理業務委託

平成31年度　労働者派遣契約【経理係・
会計事務補助】(単価契約)

平成31年度江戸東京博物館空気熱源
式スクリューヒートポンプ（R-1）修理工事

企画展｢18世紀ソウルの日常ユマンジュ
日記の世界｣展臨時警備業務追加委託

平成31年度　労働者派遣契約【事業推
進係ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ業務等】（単価契約）

平成31年度労働者派遣契約【資料係・
大規模改修工事事前準備のための資料
管理及び移動事務（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）】（単価契
約）

平成31年度労働者派遣契約【江戸東京
たてもの園・経理契約等事務】（単価契
約）
平成31年度労働者派遣契約【江戸東京
たてもの園・建築・設備関係等事務】（単
価契約）
平成31年度企画展「発掘された日本列
島2019」にかかわる実施運営業務の委
託
江戸東京博物館　平成31年度空調用化
学吸着剤詰替作業委託
平成31年度江戸東京博物館における展
示に関する英訳業務委託（複数単価契
約）
江戸東京たてもの園　植村邸他1棟瓦屋
根補修その他工事（Ｈ31）

平成31年度貸出施設の夜間貸出時に係
る受付案内業務委託（複数単価契約）

平成31年度東京都江戸博物館資料収
蔵施設保存環境調査の委託
江戸東京たてもの園収蔵建造物修復補
修工事実施設計業務委託
平成31年度江戸東京博物館静止画像
閲覧ｼｽﾃﾑ運用・保守および機器の保守
委託

平成31年度　宅急便等の業務委託（複
数単価契約）
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特定契約 委託
公益財団法人日本芸能実
演家団体競技会

2,500,000

特定契約 委託 明治座舞台㈱ 2,357,682

特定契約 委託 ㈱半田九清堂 2,323,640

特定契約 委託 ㈱CINRA 2,299,000

特定契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 2,289,210

特定契約 委託 ㈱ﾌｫﾛﾝﾃｨｱｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ 2,223,600

特定契約 委託 ㈱ﾊﾟｿﾅ 2,216,004

特定契約 委託
東京都伝統工芸技術保存
連合会

2,092,708

特定契約 委託 日本通運㈱関東警送支店 2,044,840

特定契約 委託 ｳｪｯﾄﾏｽﾀｰ㈱ 2,039,040

特定契約 委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 2,000,064

特定契約 委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 1,976,239

特定契約 委託 森平舞台機構株式会社 1,887,880

特定契約 委託 ㈱植野石膏模型製作所 1,802,900

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 1,490,400

特定契約 委託 芙蓉総合ﾘｰｽ㈱ 1,192,852

特定契約 委託 ㈱CINRA 1,191,520

特定契約 委託 ﾘｰﾄﾞｽﾋﾟｰｶｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 1,177,200

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 1,058,400

特定契約 委託 ㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｱｲ･東京 997,920

特定契約 委託 日本郵便㈱ 992,249

特定契約 委託 ㈱ﾗﾄﾞﾌｨｯｸ 981,000

特定契約 委託 ㈱日東設計事務所 978,120

特定契約 委託 ㈱尾林造園 945,000

特定契約 委託 ㈱ｲﾄｰｷ 923,400

特定契約 委託 ﾘｰﾄﾞｽﾋﾟｰｶｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 915,600

平成31年度　東京江戸東京博物館ホー
ルリニューアルに関わる館主催公演「祝・
江戸東京の芸能づくし」運営委託

江戸東京博物館大ホール日舞囲い制作
委託

平成31年度博物館資料の修理委託（装
潢、染織）
平成31年度　東京都江戸東京博物館
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用委託
平成31年度労働者派遣契約（管理係
人事給与等事務）その２

平成31年度江戸東京たてもの園ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ年間保守及び運用管理業務委託

平成31年度（2019年度）労働者派遣契
約（管理係　人事給与等事務）

平成31年度江戸東京たてもの園伝統工
芸の実演委託

平成31年度　入金機ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ集配
金業務委託

平成31年度　江戸東京博物館　加湿ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ洗浄及び交換作業委託

平成31年度･令和2年度労働者派遣契
約【経理係･契約委事務補助】(単価契
約)

平成31年度　労働者派遣契約【経理係・
契約事務補助】（単価契約）

平成３１年度　江戸東京博物館　舞台機
構設備保守点検委託
江戸東京博物館外観触察模型制作委
託
平成31年度江戸東京たてもの園情景再
現事業「夜間特別開園下町夕涼み」実
施に伴う会場施工及び清掃業務委託
江戸東京博物館資料情報ｼｽﾃﾑ機器等
の賃借（平成31年度）

江戸東京博物館ホームページトップ
ページ改修作業委託

平成31年度東京都江戸東京博物館ﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞ音声読み上げｻｰﾋﾞｽの保守運用
業務委託

江戸東京博物館　外壁清掃業務委託

江戸東京博物館ホールリニューアル記
念スペシャルイベントの出演者手配及び
運営委託

平成31年度江戸東京たてもの園宅配便
等の業務委託（複数単価契約）

平成31年度　広告の掲出（JR両国駅西
口電飾看板）

平成31年度江戸東京たてもの園太鼓橋
改修工事管理業務委託

平成31年度江戸東京たてもの園緊急危
険木処理委託（台風15号による裂傷・倒
木・連鎖倒木等の災害緊急対処）
江戸東京博物館　１階会議室椅子クリー
ニング委託
平成31年度江戸東京たてもの園ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ音声読み上げｻｰﾋﾞｽのASPｻｰﾋﾞｽ
提供委託
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特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 893,520

特定契約 委託 ㈱文協 786,500

特定契約 委託 ㈱ﾌﾞﾚｲﾝﾃｯｸ 784,800

特定契約 委託 ㈱大晃 706,320

特定契約 委託 ㈱第一ﾎﾃﾙ両国 703,200

特定契約 委託
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

692,820

特定契約 委託 ㈱情報ｾﾝﾀｰ出版局 691,200

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 660,000

特定契約 委託 ㈱ｱﾄﾞｽﾏｲﾙ 654,000

特定契約 委託 ㈱大晃 645,280

特定契約 委託
ｴﾇ･ﾃｨ・ﾃｨ･ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾌﾟ
ﾗｯﾄﾌｫｰﾑ㈱

633,156

特定契約 委託 ㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所 616,514

特定契約 委託 東京鴨治床山㈱ 596,900

特定契約 委託 ㈱文協 588,500

特定契約 委託 宮井㈱ 583,200

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 577,500

特定契約 委託 ㈱文協 557,700

特定契約 委託 ㈲鴨下畳店 550,165

特定契約 委託 ㈱文協 547,560

特定契約 委託 欧文印刷㈱ 515,460

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 382,374

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 380,160

特定契約 委託 羽島裕謹 364,020

特定契約 委託 鹿島建物総合管理㈱ 363,000

特定契約 委託 ㈱日本旅行 354,180

平成31年度　大小ホール舞台特別清掃

平成31年度江戸東京たてもの園ビジ
ターセンター大便器系統排水つまり除去
作業委託

エジプト出張に伴う現地コーディネート業
務委託

144

145

141

142

143

江戸東京博物館　大ホール楽屋他害虫
防除作業
平成31年度江戸東京たてもの園西武新
宿線花小金井駅フロア広告委託（たても
の園フェスティバル）
平成31年度　Web-OPAC（Jopac）公開
運用代行管理委託

138

139

140

平成31年度　広告の掲出（都営地下鉄
浅草橋駅電飾看板）

平成31年度企画展「18世紀ソウルの日
常-ユマンジ日記の世界」および第18回
日中韓博物館国際シンポジウム開催に
伴う招聘者宿泊業務委託

江戸東京博物館　LAN配線作業委託

平成31年度江戸東京たてもの園ボラン
ティアのための多言語対応コミュニケー
ションツール活用研修の実施委託
江戸東京博物館　事務棟階段手摺設置
作業委託

平成31年度　広告の掲出（JR両国駅東
口　柱面看板）

平成31年度西武新宿線花小金井駅上り
ﾎｰﾑ看板広告委託

136

137

平成31年度東京都江戸東京博物館（本
館・分館）における公衆無線LANサービ
ス提供業務委託
常設展示室「東京地盤模型」の修理作
業委託
平成31年度東京都江戸東京博物館常
設展示室模型「助六の舞台」のかつら部
分の保守・点検管理業務委託
平成31年度江戸東京たてもの園ＪＲ中央
線武蔵小金井駅改札外シート広告委託
（たてもの園フェスティバル）
平成31年度特集展「FUROSHIKI
TOKYO」に係る風呂敷印すインスタレー
ション及びワークショップ実施委託
平成31年度企画展「18世紀ソウルの日
常-ユマンジ日記の世界」展の会期中に
おける自働火災感知器増設工事の実施

平成31年度江戸東京たてもの園JR中央
線武蔵小金井駅改札外広告委託（紅葉
とたてもものライトアップ）

132

126

127

128

129

130

131

平成31年度　江戸東京博物館　夏期延
長開館及び隅田川花火大会に伴う業務
委託
平成31年度　東京江戸東京博物館ホー
ルリニューアルに関わる館主催公演「殺
陣公演と体験教室」における出演及び運
営委託（芸名：伊吹謙太郎）

121

122

123

124

125

135

133

134

平成31年度江戸東京たてもの園畳の表
替等作業委託（八王子千人同心組織の
家、西川家別邸、会水庵）
平成31年度　江戸東京たてもの園JR中
央線武蔵小金井駅改札外シート広告委
託（下町夕涼み）

配布型館内案内触知図の制作業務委
託



特定契約 委託 ㈱ｵｰﾊﾞﾙ 348,840

特定契約 委託 ㈱ｵｶﾑﾗ 348,800

特定契約 委託 ﾉﾑﾗﾃｸﾉ㈱ 341,120

特定契約 委託 ㈲東京修復保存ｾﾝﾀｰ 336,050

特定契約 委託 五代目面六（岡本史雄） 330,000

特定契約 委託 ㈱ﾌﾞﾚｲﾝﾃｯｸ 330,000

特定契約 委託 ㈱文協 324,000

特定契約 委託 神田古書店連盟 314,286

特定契約 委託 ㈱ﾃﾞｲﾘｰ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 302,400

特定契約 委託 ㈱尾林造園 5,995,000

特定契約 委託 共同組合伝統技法研究会 5,760,700

特定契約 委託 ㈱ｱｸﾄ･ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 3,614,028

特定契約 委託 松井建設㈱ 2,387,000

特定契約 委託 ㈱ｵｰｲｰｼｰ東京本部 1,650,000

特定契約 委託 ㈱ﾆｭｰｱﾄﾞ社 1,615,380

特定契約 委託 ｳｰﾏﾝｽﾀｯﾌ㈱ 1,613,200

特定契約 委託 江戸消防記念会 1,276,000

特定契約 借入
三井ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ
㈱

5,590,156

特定契約 借入 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ㈱ 1,205,976

特定契約 借入 IBJL東芝リース㈱ 820,556

特定契約 借入 ㈱ﾆﾁﾏｲ 319,440

特定契約 物品 広洋産業(株) 8,807,260

特定契約 物品 ㈱井出口 2,419,092

特定契約 物品 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 1,468,059

特定契約 物品 富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 1,181,508

特定契約 物品 鹿島建物総合管理㈱ 1,176,120

平成31年度　図書室ﾏｲｸﾛﾘｰﾀﾞｰの賃借
及び保守（再ﾘｰｽ）

江戸東京博物館大・小ホール車いす用
段差解消機の購入

江戸東京博物館　防災センター親時計
交換作業

資料情報システムデータ抽出委託

平成31年度ＪＲ武蔵小金井駅上りﾎｰﾑ階
段上看板広告委託

平成31年度　労働者派遣契約【都市歴
史研究室・図書室】（単価契約）

東京都江戸東京博物館映像音響システ
ムの機器等の再リース

平成31年度　江戸東京博物館　高所作
業車賃借

東京都江戸東京博物館入退場管理及
び観覧料収納システム機器等の借入れ
（再リース）

2019年度　常設展示室体験模型・纏の
保守点検委託
博物館資料（文書類）の修理委託（第2
回）
平成31年度常設展示室における季節展
示委託（菊人形）

江戸東京博物館資料情報システム変更
に伴うWeb-OPAC(Jopac)の改修委託

平成31年度江戸東京たてもの園　西武
線高田馬場駅早稲田口サイネージ広告
放映委託（下町夕涼み）

平成31年度江戸東京たてもの園収蔵建
造物（前川國男邸・田園調布の家）耐震
補強工事管理業務委託

平成31年度江戸東京たてもの園防球
ネットの設置委託

広告の出稿（JIMBOCHO古書店ＭＡＰ）

平成31年度　江戸東京たてもの園にお
ける広告の出稿<ラグビーワールドカップ
オフィシャルフリーペーパー>

平成31年度企画展「18世紀ソウルの日
常」印刷物の作成の追加
平成31年度東京都江戸東京博物館常
設展示室における手すりの保守点検委
託
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平成31年度受付案内業務ポスト追加委
託（本館）

江戸東京たてもの園子宝湯ボイラー室
屋根防水他補修工事

平成31年度えどはく寄席木遣り他実演
委託

江戸東京博物館舞台用品の購入

平成31年度　複写ｻｰﾋﾞｽの利用（複数単
価契約）
平成31年度江戸東京たてもの園複写ｻｰ
ﾋﾞｽに関する契約（複数単価契約）



特定契約 物品 ㈱井出口 936,252

特定契約 物品 森平舞台機構株式会社 864,000

特定契約 その他 丸善雄松堂㈱ 4,156,933

件数 金額

0 0

0 0

0 0

平成31年度ｵﾝﾗｲﾝ公開ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ「聞蔵
Ⅱﾋﾞｼﾞｭｱﾙ」他5種のｱｸｾｽﾗｲｾﾝｽ契約

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
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173

江戸東京博物館　小ホール見切りパネ
ルの製作他
江戸東京博物館本館　小ホール大黒
幕・一文字幕の購入



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 鹿島建物総合管理㈱ 22,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 共同通信電設㈱ 8,228,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 鹿島建物総合管理㈱ 7,150,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 鹿島建物総合管理㈱ 3,456,000

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〕

No. 契約件名

35
平成31年度東京都江戸東京博物館庇
ﾊﾟﾈﾙ等緊急補修工事

特命理由

屋上大笠木アルミ製パネルについては、平成23年度実施の大規模改修に向けた劣化調査で、交換を推奨されていたが、大
規模改修工事実施時期の調整により、延伸されてきた。老朽化の進行する中、令和元年7月8日には、笠木を構成するパネル
の固定ビス周辺の腐食等により大きく変形・垂れ下がり、10月10日には、同様の原因により、パネル4辺の内3辺が破損し落下
しかかる事態が発生し、取り外すに至っている。相次いで、同様な損傷が起きていること、パネルを取り外した部分は、設計と
異なる風圧力がパネルに働き、予期せぬ惨事も想定されるため、8か所ある屋上大笠木のうち、特に風圧のかかる4か所につ
いて、緊急補修工事を行うものである。工事施工場所は、常設展示室の直上、かつ、高さ60m近傍での高所作業であるため、
屋根材の構造や、安全施工に関して特別な知識が必要とされる。上記業者は、建設以来、斜め屋根の融雪対策、漏水対策
等、当館の重要な改修工事を行っており、館の運営に支障を来たすことなく、速やかに施工できる唯一の業者である。以上の
理由により、上記業者を特命する。

No. 契約件名

36
江戸東京博物館テロ対策に伴う防犯セ
ンサー･カメラの増設

No. 契約件名

37
平成31年度江戸東京博物館電気室空
調機更新工事

特命理由

本件は、平成27年に都施工で整備した監視カメラ設備の移設と増設を行うものである。監視カメラシステムは館内インターネッ
ト回線を利用し構築されているもので、各機器はＩＰアドレス（番地）が付与され、これを統括する通信ソフトにより画像伝送を
行っている。このため、システム全体を熟知したうえで増設を行う必要がある。上記業者は、都施行の監視カメラ整備工事を受
注した者で、システムの一部改変に当たり、監視カメラシステム全般について熟知し、責任の一貫性を維持できる唯一の業者
である。以上の理由により、上記業者を特命する。

特命理由

本件は、東京都江戸東京博物館地下電気室に設置されている空調機の更新工事であり、全4台のうち故障のため昨年うち２
台を更新、3台目の更新工事である。室外機の電源は昨年敷設済みのものを利用し、一部旧電気配線・旧冷媒配管を再利用
する内容となる。上記業者は、昨年度実施の空調機２台更新・電源敷設工事を担当し、今年度の江戸東京博物館建物設備
及び清掃業務の委託業者で当館の建築設備の日常点検、定期の法定点検等の業務を担当しており、館の運営に合わせ、本
設備を含む設備の点検を計画実施してきており、館の設備全体を熟知、精通している唯一の業者である。さらに、作業後も引
き続き、設備全般の保守点検業務を担当することから、また責任の一貫性を明確にする必要からも、上記業者を特命する。

No. 契約件名

38
東京都江戸東京博物館小ﾎｰﾙ映写室
ｴｱｺﾝ設置工事

特命理由

工事にあたり、従来ある天井ファンコイル空調機への冷温水の配管の切離し、冷温水の抜き取り、或いは新設エアコンへの電
源の確保・供給等を伴う工事であり、施工業者は既設設備について熟知していることが、工事を安全に行うために、必須条件
となる。また、既に映写室には小ホール運営のための様々な機器の設置が完了しており、中には精密な操作卓もあり、資材の
落下、万が一にも従来空調の冷温水の漏水事故など絶対に起こさないための、綿密な工事計画を立てることが重要である。
上記業者は、今年度の江戸東京博物館設備及び清掃業務委託の委託業者であり、当館設備の維持管理業務全般を担当し
ていることから、館の全体の設備に最も精通しており、今回の工事に伴う、他の設備への影響についても事前に予測すること
が可能であり、当該工事の実施にあたり、最も安全に、かつ館の運営に支障を生じさせることなく工事を実施できる唯一の業
者である。更に工事完了後も、上記業者が引続きこれら設備の保守点検を行なうことから、新旧あわせた一貫しての管理責任
を担わせることができる。よって、上記業者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

修繕 鹿島建物総合管理㈱ 16,060,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

修繕 鹿島建物総合管理㈱ 15,876,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ﾃｲｹｲ㈱ 565,803,710

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 鹿島建物総合管理㈱ 349,739,579

No. 契約件名

62
平成31･32年度（2019･2020年度）東京
都江戸東京博物館警備業務委託

特命理由

当該契約受託者については、企画提案方式により選定することとなった。　しかしながら、指名業者のうちコンペ(2月18日実施)
に参加したのはテイケイ株式会社（以下当該事業者という）1社のみであった。当該事業者の提案については、内容は求めら
れる水準を満たすものであると評価できるものだったが、唯一、提案金額が参考提示額を超えていたことから、審査の結果、不
採用となった。　時期的に、再度、競争による業者決定をする時間的余裕がないことから、契約目途額と配置ポストを見直すと
ともに、コンペに唯一参加した当該事業者と個別に減価交渉を行い、仕様内容と契約金額において合意した。当該業務は当
館の設備、構造その他事業内容も熟知している必要があるが、当該事業者は、平成26年度より当館で当該業務を行っており
当館についてのノウハウを有していることから、平成31年度当初から円滑な警備業務を期待できる。　加えて当該事業者は、こ
れまでの指定管理期間中、警備業務を確実に行っており、安全を確保する日々の警備業務はもちろん、館運営に対しても細
やかに対応・協力をしており優れた実績がある。以上の3点（①仕様内容と契約金額の合意。②競争による受託者決定が難し
いこと。③当館に対する知識・ノウハウを持っていること。）から、当該事業者に委託するものとする。

No. 契約件名

63
平成31年度（2019年度）東京都江戸東
京博物館建物設備管理及び清掃業務
委託

特命理由

「平成29・30年度東京都江戸東京博物館建物設備管理及び清掃業務委託」におけるコンペ実施の結果、鹿島建物総合管理
株式会社が最高得点を得て契約業者となった。当該業務委託では、以下のとおり履行状況が良好であることから、財団指名
業者等選定基準第５条に基づき、上記業者を特命する。東京都江戸東京博物館には、本館と分館の２施設あり、両館におけ
る建物設備管理及び清掃業務に当たっては、それぞれの施設の特徴や各催し物の内容などを把握する必要がある。また、施
設や催し物等の概要だけでなく、特に老朽化している本館においては、設備機器やその他建物全体を充分把握し、緊急な不
具合や修繕の対応をする必要がある。上記業者は、平成２９年度の全館休館及びリニューアルオープン後においても円滑に
運営が可能となるように建物設備管理を実施している。平成３１年度から本館において、特別展やホール等が再開することに
より、さらに円滑かつ柔軟に対応する必要が見込まれる。上記業者は、これまでの履行実績に基づき、次期においても良好に
履行することが期待できる。上記業者は、今年度の江戸東京博物館設備及び清掃業務委託の委託業者であり、当館設備維
持管理業務及び清掃業務全般を担当していることから、館全体に最も精通している。よって、上記業者を特命する。

No. 契約件名

49
平成31年度東京都江戸東京博物館動
く歩道(ウォーキングベルト)補修工事

特命理由

本件は、東京都江戸東京博物館西側に設置されている上り、下り、上下２本の動く歩道（ウォーキングベルト）の手すり駆動装
置の部品交換、ブレーキオーバーホール、トラス内オーバーホールを主な工事内容としている。工事の条件として、月曜日か
ら金曜日の補修工事実施、土曜日・日曜日は休工で館の運営に合わせ、来館者の利用に供することが求められる。そのため
工事スケジュール、並行して実施されるオリンピック・パラリンピック仮設工事との日々の調整等、館の運営に支障を生じさせな
いよう、様々な面での微調整が求められる工事となる。上記業者は、今年度の江戸東京博物館建物設備及び清掃業務の委
託業者で当館の建築設備の日常点検、定期の法定点検等の業務を担当しており、館の運営に合わせ、本設備を含む設備の
点検を計画実施してきており、館の設備全体を熟知、精通している唯一の業者であり、最も安全に工事を実施でき、工事実施
に必要となる要求を満たす業者である。さらに、作業後も引き続き、設備全般の保守点検業務を担当することから、責任の一
貫性を明確にする必要からも、上記業者を特命する。

No. 契約件名

50
東京都江戸東京博物館防犯設備交換
工事

特命理由

本件は、館各所設置の防犯センサー（人感センサー、マグネットセンサー）を再利用し、センター装置、各系統アクセス制御
盤、制御盤からセンター装置までのLANケーブルを更新する工事である。既存の防犯システムから新設防犯システムへ順次
切替していくため、切替期間中は新旧2系統の運用になるため、防犯システムの現状の管理運営会社の業務下で実施する必
要があり、管理契約上の防犯システムの実効性からも、管理会社を除外することは不可否である。上記業者は、今年度の江戸
東京博物館建物防犯システムを含む設備全般及び清掃業務委託の委託業者であり当館設備の維持管理業務全般を担当し
ている。従って、今回工事の新旧2系統併用させながら、開館運営に支障なく、工事エリアを含めた工事計画の策定・工事実
施可能な、唯一の業者である。さらに、この防犯設備改修工事後の当館設備全体の一貫した責任の所在を明確にする必要も
あることから、上記業者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｱｸﾄ･ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 211,043,950

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

48,498,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱尾林造園 33,192,700

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 明治座舞台㈱ 31,487,195

No. 契約件名

64
平成31年度（2019年度）東京都江戸東
京博物館受付案内業務委託

特命理由

「平成29・30年度東京都江戸東京博物館受付案内等業務委託」におけるコンペ実施の結果、株式会社アクト・テクニカルサ
ポートが最高得点を得て契約業者となった。当該業務委託では、以下のとおり履行状況が良好であることから、財団指名業者
等選定基準第５条に基づき、上記業者を特命する。東京都江戸東京博物館には、本館と分館の2施設あり、両館における受
付案内業務に当たっては、それぞれの施設の特徴や各催し物の内容などを把握する必要がある。また、施設や催し物等の概
要だけでなく、両館において展示物の紹介及び説明も行うため、多岐に渡り対応をする必要がある。このような受付案内業務
を、両館合わせて年間来館者数150万人に上る施設で円滑に支障なく進めることが求められる。平成29年度における全館休
館及びその後のリニューアルオープンや平成30年度からの多言語化対応事業の実施など、様々な業務変更が生じた。分館
における多言語化対応事業では、復元建造物を来園者へ紹介するプログラムが実施された。当プログラムは上記業者が運営
し、高度な対応を要する業務であった。このような条件または状況下で、上記業者は円滑かつ柔軟に支障なく対応し、当該受
付案内業務は良好に履行された。平成31年度から本館において、特別展やホール等が再開することにより、さらに円滑かつ
柔軟に対応する必要が見込まれる。上記業者は、これまでの履行実績に基づき、次期においても良好に履行することが期待
できる。以上により上記業者を特命する。

No. 契約件名

65
平成31年度東京都江戸東京博物館映
像音響システムの運用管理保守委託

特命理由

江戸東京博物館映像音響システムは、平成26年度に実施した企画コンペの審査結果に基づき、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱が開発したものであり、江戸東京の歴史と文化を映像･音響を利用して紹介する「展示情報システム」、来館者への施
設案内･利用案内等を行う「案内情報システム」と、これらの運用を行う「ＡＶセンター」によって構成されている。　本システムは
来館者向けの重要な情報提供システムであることから、障害が発生した際には、原因を早期に特定し、復旧作業を迅速かつ
的確に行わなければならない。　また、本システムは各業務システムが複雑な連携を行っているため、受託者はシステム全体
の構成に精通している必要があることや、本システムのプログラムは、開発者であるﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱独自
の技術やノウハウが駆使されていることから、他社が対応することはできない。よって、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱を
本業務の受託者として特命する。

No. 契約件名

66
平成31年度　江戸東京たてもの園設備
管理（樹林帯及び庭園等）委託

特命理由

1　江戸東京たてもの園の植栽管理の特殊性 江戸東京たてもの園内には、樹齢が最古のもので190年ほど、100年を超えるも
のが80本ほどなどおよそ2,000本の樹木がある。江戸東京たてもの園は、公園内に立地する野外博物館という施設の特性か
ら、これらの樹木等を整備し、来園者の安全を確保し、かつ、その中に立地する文化財である復元建造物を保存管理する責
務を有している。この責務を果たすためには、日々変化していく植栽等の自然環境を制御しながら、文化財に対する深い理解
のもと、恒久的な保存環境を整備し続けていく必要がある。2　危険樹木の対応 上記に鑑み、江戸東京たてもの園では、常に
樹木等の成育状況をモニタリングし、人的、物的被害の危険性がある部位が確認された場合、状況に応じた安全策を速やか
に講じていく必要がある。近年、暴風雨や大量の積雪などの異常気象が続く中、平成30年度には、記録的な暴風を観測した
台風24号などにより倒木などが発生し、伐採等の措置を講じた。しかし、倒れるには至らなかった樹木についても、損傷を受
け、徐々に危険が高じる可能性も認められる。こうした状況下において、園全体の樹木の損傷状況等の調査を行わなければ
ならないが、調査の実施には人員や予算の措置が必要となる。しかし来園者と復元建造物の安全を確保するためには、一刻
も早い対応が不可欠である。これらを踏まえると、平成31年度の植栽管理は、過去２年間の委託業務により、園内の樹木を適
切に管理するとともに、樹木の状態や昨年の台風による影響等も的確に把握している尾林造園に依頼するほかない。
上記の理由から、同業者に特命する。

No. 契約件名

67
平成31年度（2019年度）東京都江戸東
京博物館舞台設備等運用管理業務委
託

特命理由

当該契約受託者については、企画提案方式により選定することとなった。　しかしながら、指名業者5社すべてが辞退となっ
た。このうち①4社は応募届なしの辞退であり、②1社（明治座舞台株式会社）は応募届を提出し、次のステップである契約に係
る質問の受付・回答後の辞退であった。時期的に、再度、競争による業者決定をする時間的余裕がないことから、①のうち、直
近まで当館の舞台設備等運用業務を受託していた事業者と、②の、受託への意思が他社よりあった（応募届を提出した）事業
者からヒアリングを行った。①の事業者は、人員の確保が出来ないとの理由で契約の意志はなかった。②の事業者は、価格の
見直しにより交渉が可能とのことであった。これにより、東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」を用いて契約目途
額を見直すとともに、当該事業者と個別に交渉を行った。その結果、当該事業者から見直し後の契約目途額の範囲内の金額
が提示された。当該事業者は、舞台管理の分野を代表する業者の一つであり、多くの公共施設等の舞台管理業務を受託して
いる。今後、当館が強化していく伝統芸能公演においても実績が豊富であり、良好な舞台管理の確保が十分に期待できる。
以上の3点（(1)再提出された提示金額が妥当と判断できること。(2)競争による受託者決定が難しいこと。(3)舞台管理業務の受
託実績が豊富であり、良好な舞台管理が期待できること。）から、当該事業者に委託するものとする。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所 25,866,621

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｱｲ･東京 24,796,335

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｵｰｲｰｼｰ東京本部 16,889,550

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱目白漆芸文化財研究所 8,167,500

特命理由

本業務は、平成30年度に実施した「東京都江戸東京博物館（30）展示・建築移転改修計画策定業務」の計画に基づき、常設
展示室における展示改修にかかる基本設計を策定するものである。　㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所は、平成5年の江戸東京博物
館の常設展示室開設にあたり、基本構想をまとめる段階から参画している。その後、基本計画の策定、展示空間の設計業務
を実施し、施工にあたっては展示設計監理業務を担い、ＪＶ参加業者に対して指導、監督を行った。それとともに、当館の特徴
の一つである大型模型類の製作も行うなど、当館常設展示室の形成に深く関与し、施工、展示構成物の工法、材料、技術等
に関する情報に精通している。また、常設展示室開設時の設計監理業者として、細部に至るまで熟知しており、迅速かつ的確
な調査・設計を実施することが可能であることから、「東京都江戸東京博物館（30）展示・建築移転改修計画策定業務」を受託
した。平成29年度には展示物の搬出入に関する調査も受託しており、工事に必要な事前調査事項をすでに掌握しており、模
型類の解体および保管準備作業についても、滞りなく遂行することが可能である。以上の理由により、常設展示室展示基本設
計業務について、円滑かつ確実に遂行できる唯一の業者である㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所を受託者として特命する。

No. 契約件名

No. 契約件名

70
平成31年度江戸東京博物館資料情報
ｼｽﾃﾑ運用保守委託

特命理由

　㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｱｲ･東京は、平成31年度えどはく寄席等の出演者手配及び運営委託の入札不調後、指名業者への契約交渉
を行うなかで、唯一交渉に応じた。よって、㈱ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｱｲ･東京と特命随意契約を行う。

No. 契約件名

特命理由

１．江戸東京博物館資料情報システムは、1991年度より日本アイ・ビー・エム株式会社が機器の選定も含め独自に開発、保守
管理を行ってきた。その後、2005年度より当該システムは、上記業者が業務を引き継ぎ、保守管理を行っている。また、当該シ
ステムは、「静止画像閲覧システム」と連動しており、従来より、同一の業者が保守管理を一体的に行なうことで、包括的な運用
管理を可能としている。 ２．機器保守に関しては、障害発生時の対応や復旧などの面でシステム自体の運用と密接に関わるも
ののため、独自開発のシステムに対応できる業者を選択する必要がある。上記業者は、当システム及び機器の保守管理を長
期間継続して担当し、その履行状況は非常に良好である。よって、機器に精通した常駐スタッフによりシステムトラブル時にお
ける障害対応、機器の修理、復旧等の処置を迅速に行うことが可能である。３．江戸東京博物館資料情報システムに蓄積され
ている資料情報や寄贈者の情報といった情報資産・個人情報を安全に保持する上で、機器保守などを切り分けて別業者に委
託することは、情報流出のリスクが高まるため好ましくない。

69
平成31年度えどはく寄席等の出演者手
配及び運営委託

68
東京江戸東京博物館(31)常設展示室
展示基本設計業務委託

71
平成31年度　博物館資料の修理委託
（漆工芸品）

特命理由

本件は、高い専門的な技術を要する博物館資料漆工芸の修理を委託するものである。委託先は、制作当時の伝統的技術及
び現在の科学的根拠に基づいた修理技術を保持し、かつ豊富な経験を持った、信頼できる業者でなければならない。漆工芸
品を修復できる業者は関東以外にも存在するが、関東以外に工房を持つ遠方の業者と契約した場合、輸送費や保険料のコ
ストがかかるため、在京の業者に委託することが経費の面からも妥当である。また、財団職員が委託先の工房にて、随時、修
理状況の確認を効率的に行うためには、委託先は在京であることが望ましい。上記株式会社目白漆芸文化財研究所は、漆工
を中心とした工芸品の修理において、国宝修理を行うことができる唯一の在京業者である。優れた技術を有するスタッフを抱え
ており、文化庁・宮内庁はもとより、国公立博物館等の文化財修理を手掛けており、修復技術についての信頼性は高い。よっ
て、株式会社目白漆芸文化財研究所を特命する。

No. 契約件名



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱文化財工学研究所 6,842,880

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 6,234,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5,035,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 4,929,244

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 夢からくり一座 4,850,000

No. 契約件名

72
平成31年度江戸東京たてもの園収蔵
建造物（小出邸）耐震補強工事基本計
画・実施設計委託

特命理由

小出邸は大正14年に建てられた。著名な建築家である堀口捨己の設計による住宅であり、都の文化財建造物に指定されてい
る。本業務の実施に当たっては、当該建造物について熟知し、固有の特徴を失うことのないよう、特段の配慮を払いながら的
確に業務を行う必要がある。上記業者は当該建物を当園へ移築する際の実施設計及び監理委託を受託していることから、当
該建物の歴史的価値、構造特性、使用材料に加えて通常は建物を部分的に解体することで判明する、詳細な仕様や納まり
等についても熟知しており、効率的かつ的確な業務の進行が可能である。また、一昨年度に実施した当該建物における劣化
緊急修繕工事の実施設計についても同社によるものであり、建物の最新かつ詳細な状態を把握している。このほかにも、同社
は全国で多くの文化財や歴史的建造物の修復や耐震補強工事の設計を手掛けており、本業務に必要な修復や補強方法に
関する十分な専門的知見を有している。以上の理由により、同社は本委託業務を確実に遂行できる最適な業者である。このこ
とから上記業者を特命する。

No. 契約件名

73
江戸東京博物館資料情報ｼｽﾃﾑ移行
に係るｼｽﾃﾑ導入支援業務委託

特命理由

本件は、新システム導入に対する業務支援を委託するものである。江戸東京博物館では現在使用している資料情報システム
は導入より25年以上経過しており、新システムを導入することが決定している。この新システムを導入するにあたり、システムの
機器・ネットワーク・セキュリティ・データの移行方法など、ＩＴ・情報処理に関する専門的な知識が必要であることから、上記業
者にコンペティションの準備段階より、仕様の検討および業務要件定義・機能要件定義・非要件定義・情報提供依頼実施・要
件定義書作成・調達仕様書作成・質疑応答・評価基準表の策定・課題点の検討などの支援業務の委託をおこなった。コンペ
ティションによりシステム開発業者が決定した後も、システムの仕様及び要件定義に基づき、適切なシステム構築を行うには、
システムやＩＴ等の専門的知識だけではなく、当館のシステム構造や仕様を熟知する者に支援業務を委託することが不可欠で
ある。これが可能となるのは、システム構築のため仕様書等の作成支援業務を受託した上記業者しかいない。このことから、本
業務を上記業者に特命する。

特命理由

本件は江戸東京博物館の情報端末のウィルス対策及びネットワークLANの維持管理に関する業務である。本件業務では的
確・迅速なセキュリティ対策及びネットワーク障害発生時に原因を速やかに特定し、復旧が行えることが重要であり、館内の情
報端末の設置・運用状況やネットワーク網の現況に熟知した業者でなければならない。上記業者は平成9年度に当館のLAN
設置工事を行ったほか、その後のLAN延長工事も実施してきた実績がある。また、同時にLANの維持管理も行ってきており、
当館のLAN設置状況、接続機器の状況及びその運用状況を熟知している唯一の業者である。よって、上記業者に特命する。

No. 契約件名

74
平成31年度 東京都江戸東京博物館
LAN管理等業務委託

No. 契約件名

75
平成31年度労働者派遣契約【江戸東
京たてもの園・教育普及事業等の活動
推進・庶務事務】（単価契約）

特命理由

本件委託業務は、江戸東京たてもの園における教育普及事業等の活動推進・庶務事務を主な内容とするものである。これら
の事務を迅速・的確に処理するには、派遣スタッフが教育普及事業や庶務事務の専門的知識を有すると同時に、コンピュータ
操作の専門的技能を有することが要件となる。上記業者は、コンピュータ操作に関する業務について高い実績を持ち、教育普
及事業、庶務事務に関する専門知識を有する豊富なスタッフを擁している。新規業者が業務を円滑に進めていくためには、従
事者への教育訓練を数週間実施する必要があり、本件にはなじまない。以上の理由から、上記業者は財団の要求に応じ、豊
富な人材の中から随時必要な人材を提供することができる最適の業者である。よって上記業者を特命する。

No. 契約件名

76
平成31年度えどはく寄席における夢か
らくり一座公演の委託

特命理由

本公演の趣旨である「からくり人形の実演・体験・展示」は、常設展示の展示内容と関連させるため、江戸時代のからくり人形を
保持し、さらに実演体験は中村座前で実施することから、15体以上の人形が稼働できる状態で保管している必要がある。ま
た、江戸時代のからくり人形が多いことから、実演・体験中に故障等の事故が発生することも考慮し、不測の事態が発生して
も、公演を継続できるよう、修理に習熟している人形師がいなければならない。このすべての条件に対応できる業者は夢からく
り一座以外にいない。よって、夢からくり一座を本業務の受託者として特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 4,821,456

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所 4,763,528

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｱｳﾞｧﾝﾃｨｽﾀｯﾌ 4,735,683

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱前川製作所 4,650,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ﾃｲｹｲ㈱ 4,642,545

No. 契約件名

77
平成31年度（2019年度）労働者派遣契
約（本館管理係・施設機械整備事務）
（単価契約）

特命理由

（１）本件委託業務は、施設機械設備を対象とした業務全般を主な内容とするものである。（２）これらの事務を確実に処理する
ためには、派遣スタッフが機械設備の専門的知識を持ち、併せて博物館の状況に対して、臨機応変に対応できることが必要
である。（３）上記業者は、当該業務を遂行するにおいて高い実績を持ち、また、就業経験による専門知識を有する豊富なス
タッフを擁しており、財団の要求に応じて適切なスタッフを派遣することができ、委託業務を確実に処理することができる。よっ
て、同社を特命する。

No. 契約件名

78
2019年度東京都江戸東京博物館常設
展示室模型・機器の保守管理業務委
託

特命理由

本業務の対象となる常設展示室の模型・機器類は、詳細な考証のもとに製作された大小模型をはじめ、タイマー制御で稼働
するもの、映像・音声機器等の演出装置と連動するもの、解説機器などがある。本業務は、複雑な模型類を年間を通して最良
の状態に保ち、正確・安全に稼働させるための保守管理を行うものである。このため、本業務は、対象となる模型類の構造及
び、機器や装置の複雑な仕組みを良く理解している業者でなければならない。以上の理由から、常設展示設計監理業務また
模型類の製作等を受託した㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所を本業務の受託者として特命する。

No. 契約件名

79
平成31年度　労働者派遣契約【経理
係・会計事務補助】(単価契約)

特命理由

本件業務は、当館の経理係における会計事務を主とするものである。事務処理に当たる派遣スタッフには、会計簿記をはじめ
とする財務・経理の専門知識と、これを処理する事務用機器操作などの専門スキルが必要となる。また、東京都に準じた当財
団の契約事務処理や公益財団法人特有の会計処理、財務会計システムの操作等にも迅速かつ確実に対応できなければなら
ない。上記業者は当該事務に必要とされる財務・経理及び事務機器操作等に関する専門スキルの高い人材を豊富に有する
とともに、業務の内容にも精通していることから、当財団特有の事務処理にも即座に対応できる人材を派遣することが可能であ
る。また、同業者から派遣されたスタッフは、財務・経理事務に関する専門知識、事務用機器等の操作技能ともに申し分なく、
履行状況も非常に良好であった。以上の理由により、本件業務の迅速な対応が可能で、かつ確実に履行できる唯一の業者で
あることから、同社を特命する。

No. 契約件名

80
平成３１年度江戸東京博物館空気熱源
式スクリューヒートポンプ（R-1）修理工
事

特命理由

本件対象機器である空気熱源式スクリューヒートポンプ（修理対象のR-1号機以外にR-2～R-4号機の計４基設置）は、上記業
者の製作によるものであり、様々の技術的ノウハウで構築され、不具合の調査、原因究明、必要な部品交換の調達等、他の業
者での対応は困難である。また、故障の機器は４台の中で、３４％の能力を担っており、暖房時期の故障でもあり、全館の空調
管理において、修理のスピードも最も重要な点となる。上記業者は最短時間で、かつ最も適切な修理が可能な唯一の業者で
あり、修理後も引き続き保守点検を担当することから、機器の性能維持及び修理工事の施工責任の一元化を図れることもあ
り、上記業者を特命する。

No. 契約件名

81
企画展｢18世紀ソウルの日常ユマン
ジュ日記の世界｣展臨時警備業務追加
委託

特命理由

平成31・32年度（2019・2020年度）警備業務委託はテイケイ株式会社に委託している。
企画展の内容と国際情勢を考慮の上、来館者の安全確保、緊急時の避難誘導及び展示物の保全のための警備員の増員が
必要となったが、事故発生時等には、連絡・連携を緊密に行い、迅速かつ的確に対応していく必要があり、指揮命令系統は同
一である必要がある。このため、本館・分館における警備業務を行っている上記業者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 4,488,209

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ｳｰﾏﾝｽﾀｯﾌ㈱ 4,479,504

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 4,454,629

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 4,454,629

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益財団法人元興寺文化財研
究所

4,400,000

No. 契約件名

82
平成31年度　労働者派遣契約【事業推
進係ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ業務等】（単価契約）

特命理由

ホームページの更新については、プログラムの知識が必要であり、更新ソフトに関する専門的な知識も求められる。また、広報
用素材としてホームページに掲載する画像を加工するなど、画像処理のスキルも要求される。上記業者は、平成13年度より当
館のホームページ等の広報業務に対する人材を派遣しており、業務の履行状況は良好である。上記業者から派遣されている
職員は、当館でのホームページの更新及び広報業務の実務経験を積み、本館の広報宣伝活動に大きく貢献している。本件
業務を、継続的に依頼することで、効率的かつ円滑な業務体制を維持することができる。よって、上記会社を特命する。

No. 契約件名

83

平成31年度労働者派遣契約【資料係・
大規模改修工事事前準備のための資
料管理及び移動事務（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）】（単
価契約）

特命理由

本件の主な業務は、江戸東京博物館の大規模改修工事に係る事前準備に伴い、収蔵品の状態調査等の資料管理及び収蔵
品を外部倉庫へ移動させるための梱包等の準備作業である。貴重な博物館資料を確実かつ迅速に移動させるためには、入
念な事前準備が重要であり、派遣スタッフは博物館資料の専門的知識を持つのみならず、資料の取扱に習熟している他、当
館所蔵品を熟知していなければならない。上記会社は、平成14年から当館の博物館の資料整理に関する労働派遣契約の受
託者であり、当館の資料管理業務に精通している。また、派遣されているスタッフは、当館において資料の整理、管理等の経
験を積み、業務遂行に大きく貢献している。大規模改修工事に係る事前の準備作業及び移動業務の効率的な実施を図り、大
規模改修工事を円滑に遂行するためには、引続き上記会社から派遣されるスタッフが欠かせない。よって、上記会社を特命す
る。

No. 契約件名

84
平成31年度労働者派遣契約【江戸東
京たてもの園・経理契約等事務】（単価
契約）

No. 契約件名

86
平成３１年度企画展「発掘された日本
列島２０１９」にかかわる実施運営業務
の委託

特命理由

本件委託業務は、江戸東京たてもの園における経理契約事務を主な内容とするものである。これらの事務を迅速・的確に処
理するには、派遣スタッフが経理契約事務の専門的知識を有すると同時に、コンピュータ操作の専門的技能を有することが要
件となる。上記業者は、コンピュータ操作に関する業務について高い実績を持ち、経理契約事務に関する専門知識を有する
豊富なスタッフを擁している。新規業者が業務を円滑に進めていくためには、従事者への教育訓練を数週間実施する必要が
あり、本件にはなじまない。以上の理由から、上記業者は財団の要求に応じ、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供す
ることができる最適の業者である。よって上記業者を特命する。

No. 契約件名

特命理由

本件委託業務は、江戸東京たてもの園における建築・設備関係等の事務を主な内容とするものである。これらの事務を迅速・
的確に処理するには、派遣スタッフが建築・設備関係等の事務の専門的知識を有すると同時に、コンピュータ操作の専門的
技能を有することが要件となる。上記業者は、コンピュータ操作に関する業務について高い実績を持ち、建築・設備関係等の
事務に関する専門知識を有する豊富なスタッフを擁している。新規業者が業務を円滑に進めていくためには、従事者への教
育訓練を数週間実施する必要があり、本件にはなじまない。以上の理由から、上記業者は財団の要求に応じ、豊富な人材の
中から随時必要な人材を提供することができる最適の業者である。よって上記業者を特命する。

85
平成31年度労働者派遣契約【江戸東
京たてもの園・建築・設備関係等事務】
（単価契約）

特命理由

公益財団法人元興寺文化財研究所は、「発掘された日本列島2019」展開催にともなう主催者（文化庁、巡回開催館、全国新
聞社事業協議会）間の覚書に基づき、文化庁が公募し実施した実施業者選定審査会により選定された業者である。よって、公
益財団法人元興寺文化財研究所を本業務の受託者として特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 進和ﾃｯｸ㈱ 4,016,131

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 若林晴子 3,682,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 松井建設㈱ 3,355,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｱｸﾄ･ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 3,300,444

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 関東港業㈱ 3,249,382

No. 契約件名

87
江戸東京博物館　平成31年度空調用
化学吸着剤詰替作業委託

特命理由

本館において4階収蔵庫、5，6階常設展示室には、貴重な収蔵品が保管･展示されており、これら保管・展示品をその周辺の
空気環境（周辺空気中に含まれる酸性、アルカリ性揮発性有機化合物、その他複合臭気等のガス）の影響を軽減するため、
化学吸着剤を空調機に装備し、対象とするガスの除去を行っている。吸着できる有害ガスの種類が多く、有害ガスの除去能力
が高いという理由で、化学吸着剤の「イオケミカル」を指定しているが、現在、日本でイオケミカルの販売を行っているのは、総
代理店であり日本エアフィルター㈱の100％株主である進和テック株式会社のみである。　よって、上記業者を特命する。

No. 契約件名

88
平成31年度江戸東京博物館における
展示に関する英訳業務委託（複数単価
契約）

特命理由

若林氏は、「平成29年度江戸東京博物館における展示に関する英訳業務の委託先選定」により、翻訳トライアル指名業者とし
て決定し、「平成29年度江戸東京博物館における展示に関する翻訳トライアル結果通知について」により、最も優秀な翻訳者
として選定され、平成29年度、平成30年度には、迅速かつ安定して英訳を納品してきた実績をもつ。以上の理由により、若林
氏を本業務の受託者として特命する。

No. 契約件名

89
江戸東京たてもの園　植村邸他1棟瓦
屋根補修その他工事（Ｈ31）

特命理由

本工事は、文化財である歴史的建造物の瓦屋根の修復工事を行うものであり、補修に当たっては、各建造物の屋根周りの構
造を熟知し、各々の建造物の固有の特徴を失うことのないよう、特段の配慮を払いながら的確な施工を行う必要がある。また、
建物ごとに異なる瓦の補充及び差替えに用いる、既存のものと同等の瓦材を製作する技術・技能も必要となる。上記業者は、
現在江戸東京たてもの園にある歴史的建造物30棟のうち、15棟の復元工事を手掛けた実績を持っている。このほかにも、同
業者は全国で多くの寺社仏閣や歴史的建造物の修復や復元工事を手がけてきており、歴史的建造物の瓦屋根の修復に関
する技術・技能も豊富に有している。さらに、平成29年度には、上記理由により同業者に本工事対象建造物の屋根の現況調
査を委託しており、上記業者は、瓦の割れ・欠け・ヒビ・ずれ・凍害・形状違い等々、落下の恐れ・雨漏りの原因となる部分につ
いて、見え隠れの下地の状況から詳細に把握しており、本工事の施工に不可欠な瓦の現況ならびに納まり等、対象となる
個々の建造物の詳細な状況を的確に把握している。以上の理由により、本工事の施工を的確に遂行できる最適な業者である
ことから、上記業者を特命する。

No. 契約件名

90
平成31年度貸出施設の夜間貸出時に
係る受付案内業務委託（複数単価契
約）

特命理由

平成31年度の江戸東京博物館(本館及び分館)の「受付案内業務」は株式会社アクト・テクニカルサポートに委託している。
2019年8月から全貸出施設を再開室し夜間の貸出しも開始する。今回から旧映像ホールが小ホールとして新たに貸出対象施
設となり、従来に比べ外部団体による催事が多く催され、多くの来館者が見込まれる。これに伴い、来館者に対する館内の案
内等を夜間貸出時においても開館時間中と同様に対応する必要がある。このため、本館における受付案内業務を行っている
唯一の業者である上記業者を特命する。

No. 契約件名

91
平成31年度東京都江戸博物館資料収
蔵施設保存環境調査の委託

特命理由

本件は、平成10年度、コンペにより関東港業株式会社に委託し、以来良好な分析データを蓄積している。博物館と保存科学
に対する専門的な知識を有する上記業者の、多項目にわたる専門的な調査と分析によって、資料収蔵環境の報告をうけ、収
蔵諸施設の環境整備に有用な結果を得た。博物館運営に必要不可欠な、良好な資料保存環境の維持をはかるため、館内諸
施設における環境調査と結果の分析を行うという本件の目的、自然科学的方法に基づく、継続的な調査データの蓄積という
本件の性質から、環境調査の専門性と、データの継続性が見込める上記業者に本件を委託した場合、財団にとって有益であ
る。よって、上記業者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱日東設計事務所 3,097,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｵｰｲｰｼｰ東京本部 2,899,836

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 日本郵便㈱ 2,518,366

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益財団法人日本芸能実演家
団体競技会

2,500,000

No. 契約件名

92
江戸東京たてもの園収蔵建造物修復
補修工事実施設計業務委託

特命理由

1) 本委託業務は、平成31年度に実施した江戸東京たてもの園園内収蔵建造物保守点検調査に基づき、実施設計を行うもの
であるが、上記業者はその調査を受託したものである。このため、上記業者は園内の収蔵建造物についての破損個所、腐朽
箇所、腐朽の程度を熟知し、本実施設計策定に必要な各棟の修復方法について十分な知見を有している。本件実施設計を
同調査内容と適確に整合させ、迅速かつ効率的に本件実施設計を策定することができるのは上記業者をおいて他にはいな
い。2) また、同業者は、近代建築を中心に調査や復元設計、展示、施工の実績があり、公的な建物の新築や改修にも設計実
績を有し、公的な発注の業務に精通している。特に歴史的建造物の調査に関しては、高島屋東京店（国指定重要文化財）、
一連の同潤会アパート、横浜万国橋ビルなど重要な近代建築に関する実績があり、業務協力として、都指定文化財（小机家、
土浦邸、田無神社、蓮光院山門や三井拝島別邸など）の調査も行っている。たてもの園に収蔵されている建造物の多くは近
代建築であり、この分野においては、群を抜いた実績を有している。

No. 契約件名

93
平成31年度江戸東京博物館静止画像
閲覧ｼｽﾃﾑ運用・保守および機器の保
守委託

特命理由

１．江戸東京博物館静止画像閲覧システムは、「資料情報システム」同様、1991年度より日本アイ・ビー・エム株式会社が独自
に開発、保守管理を行ってきた。その後、2005年度より当該システムは、上記業者が業務を引き継ぎ、保守管理を行ってい
る。また、当該システムは、「資料情報システム」と連動しており、従来より、同一の業者が保守管理を一体的に行なうことで、包
括的な運用管理を可能としている。２．機器保守に関しては、障害発生時の対応や復旧などの面でシステム自体の運用と密
接に関わるもののため、独自開発のシステムに対応できる業者を選択する必要がある。上記業者は、当システム及び機器の保
守管理を長期間継続して担当し、その履行状況は非常に良好である。よって、機器に精通した常駐スタッフによりシステムトラ
ブル時における障害対応、機器の修理、復旧等の処置を迅速に行うことが可能である。３．江戸東京博物館資料情報システム
に蓄積されている資料情報や寄贈者の情報といった情報資産・個人情報を安全に保持する上で、機器保守などを切り分けて
別業者に委託することは、情報流出のリスクが高まるため好ましくない。

No. 契約件名

94
平成31年度　宅急便等の業務委託（複
数単価契約）

特命理由

本件は、江戸東京博物館におけるホールリニューアルに伴い、様々な演目を実演できる空間であることをＰＲする公演の出演
及び運営委託である。本公演は、江戸・東京で育まれた多彩な芸能の見どころを、解説を交ぜながら実演する。上記業務を迅
速かつ確実に実施するためには、多岐にわたる経験と実績があり、総合的に運用する能力を有する経験者に従事させる必要
がある。上記特命先は、公的機関や実演芸術団体等との連携のもと、実演芸術の価値を社会に広げる活動を展開している。
また、実演芸術の振興にかかる調査研究から、政府や東京都、新宿区その他の公的機関への政策提言や実演芸術団体への
啓蒙活動、広く一般に対する広報活動を行っている。こういった豊富なノウハウと実績があることに加え、業務遂行にあたって
の的確なアドバイスができ、当館の要求に応じた公演を確実に実施できる唯一の相手先である。よって上記を特命する。

特命理由

平成23年度から本件業務を委託している日本郵便株式会社は、信書を扱う郵便事業のほか、宅配業務、メール便業務を行っ
ている。それらは、料金後納制度を利用し、請求明細書を一括して受け取ることが可能である。これにより、発送業務を一本化
し、業務を効率的に行うことができるようになる。この発送業務の一本化ができる業者は日本郵便株式会社の他にない。　ま
た、日本郵便株式会社は平成30年度の宅配業務も良好に遂行し、請求等の事務も遅滞なく履行した実績がある。　よって日
本郵便株式会社に特命する。

No. 契約件名

95

平成31年度　東京江戸東京博物館
ホールリニューアルに関わる館主催公
演「祝・江戸東京の芸能づくし」運営委
託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱尾林造園 5,995,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 共同組合伝統技法研究会 5,760,700

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ｱｸﾄ･ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 3,614,028

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借入 三井ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ㈱ 5,590,156

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

物品 広洋産業(株) 8,807,260

No. 契約件名

167
江戸東京博物館大・小ホール車いす用
段差解消機の購入

特命理由

平成30年度に実施した、「ホール等改修工事」において、大・小ホール共、車いすでステージ最前列席にアクセス可能とする
ため、階段斜行型段差解消機が設置された。今般、舞台へのアクセシビリティの改善として、大ホールは舞台上手(楽屋寄り)、
小ホールは楽屋口に段差解消機を設置し、車いす利用者の舞台利用を容易にするものであるが、舞台袖の限られたスペース
で揚程1.5mをカバーできるものは、同社製しかない。ホール改修工事で設置した機材と同一メーカーに統一することにより、機
器操作が共通化され利用者・介添え者の利便向上に寄与する。また、当該機器は、建築基準法の昇降機設備のため、有資
格者による法定点検が義務付けられており、消耗部品交換、故障対応などの点検経費の合理化も図られる。以上の理由によ
り、上記業者を特命する。

特命理由

平成31年度の江戸東京博物館(本館及び分館)の「受付案内業務」は株式会社アクト・テクニカルサポートに委託している。
2019年8月からの全貸出施設の再開室、及び今後の特別展のラインナップにおいて、来館者が従来から増加することが見込
まれる。同時に、混雑時や事故発生時、クレーム発生時など緊急で対応に当たらなければならない頻度も増加することが見込
まれる。このような事案発生時における案内業務は、連絡・連携を緊密に行い、迅速かつ的確に対応していく必要があり、指揮
命令系統は同一である必要がある。このため、本館における受付案内業務を行っている唯一の業者である上記業者を特命す
る。

No. 契約件名

155
平成31年度江戸東京たてもの園防球
ネットの設置委託

No. 契約件名

163
東京都江戸東京博物館映像音響シス
テムの機器等の再リース

特命理由

本防球ネットの設置は園敷地内北側の樹木に小金井カントリー倶楽部からのゴルフボールの飛来に対して、園収蔵建造物、
来園者・スタッフ等の安全確保のために設置するものである。設置に際しては、既存の樹木を用いるため、設置に耐える樹木
の選定や生育を妨げない設置の仕方等、現在の樹木の状況に熟知していることが不可欠である。また、安全を期するため設
置後の樹木の状況や結節の点検等を日常的に行う必要がある。上記業者は、平成31年度の植栽管理を受託している業者で
あり、園の植栽状況を把握しており、また、ネット設置後の点検、補修も迅速に行うことができる最適な業者である。よって、上
記業者を特命する。

No. 契約件名

156
平成31年度江戸東京たてもの園収蔵
建造物（前川國男邸・田園調布の家）
耐震補強工事管理業務委託

特命理由

本工事は、歴史的建造物の耐震補強工事である。工事の適正な履行を確保し、設計意図に合致させるためには、監理業務
の執行者が、専門的知識と経験を有していることはもとより、設計内容に精通していることが不可欠である。　上記業者は、本
工事の設計を担当した業者であり、設計内容に精通するとともに施設概要及び施工条件等を熟知し、全体計画も十分理解し
ている唯一の業者である。よって、上記業者を特命する。

特命理由

東京都江戸東京博物館の映像音響システムの運用に必要な機器のリースは、東京都江戸東京博物館映像音響システムの再
構築に関するコンペティションにおいて採用された再構築案に基づき、三井ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ㈱より機器のリースを5年間
行った。今後、映像音響システムの運用を継続するには、同一の機器を使用する必要がある。よって、三井ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽ
ﾃﾑ㈱を再リースの受託者として特命する。

157
平成31年度受付案内業務ポスト追加
委託（本館）

No. 契約件名



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他 丸善雄松堂㈱ 4,156,933

特命理由

上記業者は、学術研究書、一般図書の出版、販売取次、大学・公立図書館等への業務支援等を主たる事業としており、明治
期創業の老舗として豊富な実績を持つ業者である。平成30年度に当館でオンライン公開データベースを導入するにあたり、契
約方法を検討した結果、導入を決定した６種の公開データベースを研究のために安定して活用するには、データベースを一
括してパッケージ化し、メンテナンスを含めた一括管理をすることが重要であるとの結論に達した。6種の内、「ざっさくプラス」
については、丸善雄松堂株式会社が総代理店であり、他社では契約ができないため、6種一括パッケージでの契約が可能な
唯一の業者である、上記業者を特命した。上記業者の平成30年度における業務の履行状況は良好であり、引き続き円滑な運
用を継続するため、上記業者を特命する。

No. 契約件名

174
平成31年度ｵﾝﾗｲﾝ公開ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ「聞
蔵Ⅱﾋﾞｼﾞｭｱﾙ」他5種のｱｸｾｽﾗｲｾﾝｽ契
約



うち東京都写真美術館の管理運営

当期経常増減額 -160,057 -21,550

経常収益 16,295,569 1,184,352

7,340,374 854,177

5,168,981 0

16,455,627 1,205,902
16,430,595 1,205,902

うち人件費 2,271,896 183,380
25,032 0

うち人件費 3,028 0
当期経常外増減額 -827 -1,265

1,296 0
2,123 1,265

520 0
-161,404 -24,473
349,586 0

14,711,643

当期増加額 42,346,300

5,168,981

当期減少額 42,639,789

14,418,153

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 ㈱ダイケンビルサービス 103,901,006

競争契約 委託
株式会社アールアンドキャ
リア

90,577,177

競争契約 委託 (有)鈴木映画 8,502,000

競争契約 委託
スーパー・ファクトリー　代
表　佐野誠

6,050,000

競争契約 委託 ㈱大和通信社 5,494,500

競争契約 委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,511,000

競争契約 委託 中央宣伝企画(株) 2,926,000

競争契約 借入 OYOアセットサービス(株) 18,103,800

競争契約 物品 富士ゼロックス㈱ 4,309,860

競争契約 物品 立石フィルター㈱ 3,080,000

競争契約 その他
東京電力エナジーパート
ナー㈱

25,404,05711 31東京都写真美術館電気需給

8
平成３１～令和６年度資料情報システム
機器リース

9 31複写サービス（単価契約）

10
ケミカルフィルターの交換および性能試
験委託

5
デジタルサイネージ交通広告の出稿（８
～１０月館広報）

6
広報業務に関する支援業務委託（単価
契約）

7
「日本初期写真史関東編」会場設営委
託

2
H31年度 東京都写真美術館受付案内
業務及び展示室看視等業務

3 31ホールの映写業務委託

4 ポーランド展会場施工等委託

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 31建物総合管理業務委託

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 他会計振替額△1,658含む
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
【指定管理料】
854,177

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３１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

東京都写真美術館の管理運営

【本事業に含まれる都との年度協定】
平成３１年度東京都江戸東京博物館外５施設の管理運営に関する年度協定

２　事業（施設）概要

東京都写真美術館の管理運営業務

【都から特命により指定管理者の選定を受けて実施する事業】
東京都写真美術館の管理運営



独占契約 その他
東京エネルギーサービス
㈱

44,048,428

特定契約 工事 セコム㈱ 409,090

特定契約 修繕 コトブキシーティング㈱ 1,658,253

特定契約 修繕 能美防災㈱ 1,210,000

特定契約 修繕 ㈱クマヒラ 1,166,000

特定契約 修繕
パナソニックシステムソ
リューションズジャパン㈱

1,073,930

特定契約 修繕 ㈱ダイケンビルサービス 847,000

特定契約 修繕 ㈱ダイケンビルサービス 540,000

特定契約 修繕 ㈱ダイケンビルサービス 495,000

特定契約 修繕 ㈱ダイケンビルサービス 462,000

特定契約 修繕 ㈱ダイケンビルサービス 448,800

特定契約 委託 ㈱住友倉庫 13,372,992

特定契約 委託 リコージャパン㈱ 6,177,600

特定契約 委託 ジェイティービー印刷㈱ 5,767,500

特定契約 委託 ㈱アヴァンティスタッフ 5,210,876

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン㈱

4,892,150

特定契約 委託 ㈱読売新聞 3,996,000

特定契約 委託 ㈱日交 3,433,500

特定契約 委託 ジェイティービー印刷㈱ 3,281,400

特定契約 委託 ジェイティービー印刷㈱ 2,921,200

特定契約 委託 ㈱オーイーシー 2,733,720

特定契約 委託 リコージャパン㈱ 2,570,400

特定契約 委託 ㈱アヴァンティスタッフ 2,499,000

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン㈱

2,464,000

特定契約 委託 ㈱ブックエンド 2,388,000

特定契約 委託 ジェイティービー印刷㈱ 2,367,480

特定契約 委託
エキソニモ　代表　千房け
ん輔

2,200,000

特定契約 委託 ㈱エヌケービー 2,064,960

特定契約 委託
Trip Advisor Singapore
Private Ltd.

1,990,000

特定契約 委託
TripAdvisor Singapore
Private Ltd.

1,990,000

特定契約 委託
TripAdvisor Singapore
Ltd.

1,990,000

特定契約 委託 ジェイティービー印刷㈱ 1,962,000

特定契約 委託 ㈱アヴァンティスタッフ 1,919,437

特定契約 委託 ㈱オーイーシー 1,795,230

特定契約 委託 ㈱ＩＭＡＧＩＣＡ　Ｌａｂ． 1,650,000

44
平成３１年度労働者派遣契約（企画経理
係②）（単価契約）

45 31資料情報システム機器保守委託

46 収蔵映像作品修復４Ｋスキャン等委託

41
トリップアドバイザーの広告出稿（11月～
1月）

42
トリップアドバイザーの広告出稿（2月下
旬～3月下旬）

43
31ホームページコンテンツ制作及び管
理

38
収蔵エキソニモ作品作品調査、実験、修
復、更新委託

39 31ＪＲ恵比寿駅電飾広告

40
トリップアドバイザーの広告出稿（８～１０
月）

35
「日本初期写真史」作品輸送、陳列、撤
去委託

36 31多言語化対応に伴う国際広報委託

37 31ホームページのサーバー利用

32 31職員端末周辺機器保守委託

33
31図書情報システムの更新ならびに保
守委託

34
平成３１年度労働者派遣契約（企画経理
係②）（単価契約）

29 31ＹＧＰスカイウォーク内電飾広告

30
31広報誌別冊「ニアィズ」制作（単価契
約）

31
31東京都写真美術館ニュースeyes企画
編集委託

26 31経理業務支援委託

27
31収蔵映像作品資料等の移送業務委
託

28 読売新聞の出稿（７月館広報）

23 31収蔵映像音響資料の保管委託

24 31資料情報システム導入支援

25 公式ホームページの部分改修委託

20 非常用発電設備修繕

21
特別収蔵庫Ｃ室除湿機ＡＣ－２９ロー
ター駆動モーター交換

22 安全弁交換作業

17 監視カメラ設備機器更新

18 収蔵庫Ｃ室系統空調機パネル保温補修

19
中央看視装置セントラルシステムＵＰＳ及
びバッテリー交換作業

14 ホール客席修繕

15 １Ｆ防煙ダンパー２不具合修繕

16 収蔵庫鍵部品交換・点検作業

12 31東京都写真美術館熱需給

13 31非常通報ボタン用配線工事



特定契約 委託 ㈱グッドフェローズ 1,645,900

特定契約 委託 ㈱ダイケンビルサービス 1,535,800

特定契約 委託
(有)イマジン・アート・プラ
ンニング

1,509,200

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン㈱

1,482,140

特定契約 委託 ㈱日交 1,308,000

特定契約 委託 木村　稔将 1,296,000

特定契約 委託 木村　稔将 1,296,000

特定契約 委託 イディオリンク㈱ 1,143,720

特定契約 委託 ㈱オーイーシー 1,127,500

特定契約 委託 ㈱クローカ 1,106,930

特定契約 委託 熊谷　篤史 1,089,000

特定契約 委託 ＨＩＧＵＲＥ１７－１５ｃａｓ㈱ 1,045,000

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン㈱

986,040

特定契約 委託 ㈱日本デザインセンター 972,000

特定契約 委託 ㈱日交 962,500

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン㈱

917,540

特定契約 委託 ㈱オーイーシー 864,915

特定契約 委託 ㈱オーイーシー 808,500

特定契約 委託 ㈱映像機器システム社 781,000

特定契約 委託 ㈱和光エージェンシー 781,000

特定契約 委託 凸版印刷㈱ 778,800

特定契約 委託 ㈱オーイーシー 654,000

特定契約 委託 ＮＴＴ－ＢＰ㈱ 578,496

特定契約 委託 ㈱いちまるよん 550,000

特定契約 委託 ㈱和光エージェンシー 540,000

特定契約 委託 (有)Ｓ．Ｉ．Ｇ． 540,000

特定契約 委託 ㈱プラプラックス 517,000

特定契約 委託 ㈱マッチアンドカンパニー 495,000

特定契約 委託 ㈱ニューアド社 484,000

特定契約 委託 田中　信至 483,650

特定契約 委託 ㈱東京光音 477,400

特定契約 委託 ㈱アール＆キャリア 469,537

特定契約 委託 近藤　学 449,837

特定契約 委託 ㈱映像機器システム社 433,080

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン㈱

399,200

80
ホールプロジェクター及びＤＣＰサー
バーパーツ延長保証

81
外部収蔵庫（住友倉庫）保管作品の輸
送委託

77
寄贈フィルム作品に関するコンディション
チェック委託

78
手荷物検査実施に伴う誘導案内業務委
託

79 ポーランド展図録掲載文翻訳

74 「森山大道」展広報印刷物デザイン委託

75
交通広告の放映中止作業委託（初期写
真展、ファッション展）

76
ポーランド展映像素材管理・技術監修・
機材設営等委託

71
朝日新聞の広告出稿（宮本展、TOPコ
レ）

72
収蔵作品等修復デジタル化コーディ
ネート委託

73
収蔵作品資料《Tool's Lofe》プログラム・
機材更新委託

68 31外部接続用ＬＡＮ回線保守委託

69 31公衆無線LANサービス提供委託

70
所蔵映像作品等修復及びデジタル化監
修業務委託

65 31ホール機材保守

66 年末年始開館告知の広告出稿

67 白川展出品出力委託

62 「ＴＯＰコレクション２」作品輸送陳列委託

63 31資料情報システム機器保守延長

64 31職員端末入替に伴う設定業務委託

59
31収蔵映像作品資料等の移送業務追
加委託

60 「ＴＯＰコレクション２」印刷物デザイン

61
ＹＧＰスカイウォーク電飾広告デザイン・
掲出

56
31寄贈予定作品（エキソニモ《The Kiss》
2019）解体輸送委託

57
日本初期写真史広報物＆図録デザイン
委託

58
収蔵高谷史郎作品作品調査、実験、修
復、更新委託

53
ポーランド展広報用印刷物、図録等デザ
イン

54 ポーランド展通訳派遣委託

55
新資料情報システム移行に伴うデータ排
出作業委託

50 「山沢栄子｣展作品輸送陳列委託

51
31ＹＧＰスカイウォーク内電飾広告コルト
ン制作（複数単価契約）

52
ポーランド展広報用印刷物、図録等デザ
イン

47 31鑑賞券発券システム保守

48 31手荷物検査実施業務委託

49 白川義員出品作品マット装委託



特定契約 委託 大西　正一 385,000

特定契約 委託 クリストファー・スティヴンズ 375,840

特定契約 委託 クリストファー・スティヴンズ 375,840

特定契約 委託 ㈱日本ファイリングテクノ 370,600

特定契約 委託 山元　史朗 356,750

特定契約 委託 ㈱アール＆キャリア 340,005

特定契約 委託 ㈱トップアート鎌倉 330,000

特定契約 委託 岩田　高明 324,000

特定契約 委託 ㈱大伸社 318,600

特定契約 委託 関東港業㈱ 303,600

特定契約 委託 ㈱丸三興業 301,210

特定契約 印刷 凸版印刷㈱ 4,032,600

特定契約 印刷 凸版印刷㈱ 3,835,000

特定契約 借入
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン㈱

27,659,840

特定契約 借入 三井倉庫㈱ 1,832,317

特定契約 借入 日立キャピタル㈱ 544,320

特定契約 物品 ㈱赤々社 2,381,400

特定契約 物品 ㈱公栄社 2,357,100

特定契約 物品 ㈱平凡社 2,041,400

特定契約 物品 ㈱ＴＫＢ 486,777

特定契約 その他 ピーピーエス通信社 783,000

特定契約 その他 ピーピーエス通信社 346,356

特定契約 その他
恵比寿新聞サービスセン
ター

337,296

件数 金額

0

6 8,469,817
9 34,155,000

104 31新聞の定期購読（概算契約）

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

101 収蔵作品用額の製作

102
「ＴＯＰコレクション１」展出品作品著作権
許諾（ユージン・スミス作品）

103
「ＴＯＰコレクション２」カタログ、広報用著
作権許諾業務②

98 山沢展図録購入

99 志賀展図録増刷

100 宮本展図録購入

95 31収蔵写真作品の保管委託

96 31映像音響資料保管委託（４～６月）

97 31資料情報システム機器再リース

92
31汚水･雑排水槽グリストラップ清掃汚泥
収集運搬（単価契約）

93 ポーランド展印刷物制作委託

94 「ＴＯＰコレクション２」印刷物制作委託

89
「ＴＯＰコレクション２」図録の編集校閲委
託

90
山沢展写真集解体及びスキャニング委
託

91 31外部収蔵庫害虫生息状況調査

86
ポーランド展機材設営等技術監修統括
委託

87
31夏期特別開館受付看視業務追加委
託

88 宮本展使用額の制作委託

83 「ＴＯＰコレクション２」図録の翻訳委託

84 「ＴＯＰコレクション２」図録の翻訳委託

85 31電動式移動書架保守点検

82
「山沢展」広報用印刷物作品リスト等デ
ザイン等委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱住友倉庫 13,372,992

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 リコージャパン㈱ 6,177,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ジェイティービー印刷㈱ 5,767,500

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〕

No. 契約件名

23 31収蔵映像音響資料の保管委託

特命理由

　東京都写真美術館では、かつて常設展示として利用していた映像音響資料、機器類及び映像作品資料類について、東京
都写真美術館収蔵庫内に収蔵することが物理的に不可能であるため、平成１６年より館外の専門倉庫施設を外部収蔵庫とし
て保管委託を行っていた。
　近年、収蔵する映像作品の大型化、多様化に伴い、現在賃借している外部収蔵庫の容積が圧迫され、作品管理上、また庫
内で安全な取扱作業を行うために必要な作業場を確保することが極めて困難となり、都民の貴重な作品資料を取り扱う環境を
整えるため、外部収蔵庫の増床が喫緊の課題となってきた。すでに42坪の外部収蔵庫使用実績があるが、現行、収蔵品の増
加に伴う収蔵スペースの不足、および適正な保管管理作業に必要な作業場の確保が困難となり、作品を安全に保管するため
に保管施設の検討を行う必要が生じた。
　受託業者の選定にあたっては、作品輸送や作業上の安全面を考慮し、交通の便がよい都内に収蔵庫を保有していること、
温度湿度の独自の厳しい管理、保管条件をクリアすることが必要である。上記業者は、財団が必要とする条件をクリアしてお
り、賃料についても都内の美術品収蔵庫の価格を下回り、温度湿度管理及びセキュリティの厳格さが必要となる都内主要美術
品保管倉庫の中でも、唯一財団が必要とする安全着実な保管作業及び坪数を確実に確保できる環境であり、都民の貴重な
作品資料、機材の有効活用が期待できる。
　よって、同社を特命とする。

No. 契約件名

24 31資料情報システム導入支援

特命理由

　東京都写真美術館は、平成30・31年度の二カ年にかけてパッケージソフトウエアの導入を行うための業者選定、契約を行うこ
ととなった。
　同社は、各省庁及び美術館博物館等のシステム運用支援に、別添一覧のとおり、長年にわたり高い実績を有している。当財
団では江戸東京博物館資料情報システム移行に関わる要件定義及び調達仕様書作成等業務支援を受託しており、東京都
写真美術館においても、30歴文写事第437号（平成30年7月27日付）で東京都写真美術館における資料情報システムのパッ
ケージシステム化移行に際して業者選定のため、提案依頼書策定支援業務を委託し、必要となる要件書類の作成支援を遅
滞なく行った。
また、30歴文写事第907号（平成30年12月5日付）で東京都写真美術館における資料情報システムのパッケージシステム移行
後、履行状況システム状況の確認等支援業務を受託し、業務を遅滞なく行った。
　　資料情報システムの導入業者確定後も引き続き履行状況の確認が必要であり、新システムへの安全な移行のためには資
料情報システムに関する高い技能を有し、プロフェッショナルのシステムエンジニアに対して、当館の資料情報システムの運用
指示、履行状況の確認が不可欠であるため、財団での実績ならびに他機関においてすぐれた実績を有する上記業者に委託
することとする。
　　よって、同社を特命とする。

No. 契約件名

25 公式ホームページの部分改修委託

特命理由

　同社は、平成31年度の当館公式ホームページのコンテンツ制作・管理・運営およびサーバー管理・保守を担当している。
　平成27年度に同業者が改修した現在のホームページは、年間をとおして、webサイトの特性を生かしたコンテンツ提供を行
い、不具合の発生も無く、年間平均約500万PVのアクセスを支える運営を行ってきた。また同社は、利用者サービスと館の業
務体制を考慮したサイト構築につとめ、CMS（館の担当者が館内からコンテンツを管理・更新できるシステム）を導入し、HTML
ページと混在したサイトツリーのプログラミングおよびオリジナル管理画面の開発など、当館に合った独自の運営・管理体制を
作りあげてきた。
　この度の部分改修は、現状のサイトの構造をできる限り利用しながら、日進月歩のネット技術や新しく登場したメディアに対応
できるサイトに部分改修するものである。仕様書にもあるように、具体的には、CMS、HTML、管理画面などは現在使用している
ものを改修することが前提であり、データ移行などの作業は行わない。新規の動画サーバーの導入も、現在のコンテンツサー
バーやサイトの構造を熟知していることで、効率的にプラットフォームの構築やプログラミングが行えることを前提としている。以
上を総合的に考えて、本件は現在の当館ホームページを熟知していることが必須条件であり、その条件を本業者はすでにクリ
アしている。他業者への継続が難しく、同業者が最も効率的かつ効果的に本業務を遂行できる業者であると判断する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱アヴァンティスタッフ 5,210,876

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン㈱

4,892,150

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱読売新聞 3,996,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱日交 3,433,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ジェイティービー印刷㈱ 3,281,400

No. 契約件名

30
31広報誌別冊「ニアィズ」制作（単価契
約）

特命理由

　同社は別冊「ニァイズ」の作成にあたり、特定の漫画家を起用した企画と制作体制を提案した唯一の業者であるため。

No. 契約件名

29 31ＹＧＰスカイウォーク内電飾広告

特命理由

　同社は、恵比寿ガーデンプレイス株式会社が所定の広告枠の販売委託をしている唯一の代理店であるため。

No. 契約件名

26 31経理業務支援委託

特命理由

　当財団の経理財務事務は、一般的な企業会計とは異なり、公益法人会計方式を採用している。そのため、本会計事務に精
通していることが必須条件である。また、財団特有の経理及び契約に関する事務処理の知識を取得し、独自のシステム等の
操作に熟練して
いくことが求められる。
　現在、上記会社から派遣されている職員は、本会計事務を熟知し、当館経理係での業務経験を積み、業務遂行に大きく貢
献している。本件業務の継続性を図ることで、効率的な業務遂行が維持され、安定した体制を整えることで、今後の経理業務
全般を向上させるため、本年度の履行実績も問題ないことから、同社を特命する。

28 読売新聞の出稿（７月館広報）

特命理由

　本件は、夏休み時期の当館への集客増を達成することを目的に、効果的な新聞紙面媒体へ広告を出稿するものである。掲
載媒体の選定に当たっては、国内や都内において最大数の発行部数がある必要がある。上記事業者は、国内最大の発行部
数を有し、かつ東京版においても部数最大の新聞社である。また、同新聞紙面に、2019年2月伊東信一郎館長と当館収蔵作
家（嶋田忠・自然写真家）との対談広告記事を掲載した際に、読者よりその内容に対する問い合わせが多数寄せられ大きな反
響を呼び、潜在的な来館が見込める読者が多数存在することが明らかになった。7月の夏休み時期に、同紙面に再びカラー
広告で強く告知することは、当館への来館を確実にし、館内回遊の起爆剤となる大変有効な広報手段であると判断する。さら
に、上記事業者は、デザインや写真作品の扱いにも高いクオリティを有しており、社内連携を生かした効果的な掲載スケ
ジュール管理にも柔軟に対応している。このため本件を上記事業者に特命するものである。

No. 契約件名

27
31収蔵映像作品資料等の移送業務委
託

特命理由

　本件の履行に当たっては、東京都の貴重な財産でありかつ大型の立体作品や機材類を含め多岐にわたる作品資料等の取
扱い及び保全方法に精通し、必要な作業を安全かつ効率よく遂行する能力を有した専門業者に委託することが必須である。
　同社は、国内の美術品輸送業務の多くを手がけその実績には定評があり、また安全対策、個々の作品の取扱い、重量等の
条件等にも習熟したスタッフを多数有している。東京都写真美術館においては、展覧会等にともなう作品輸送展示委託を例年
複数受託しているのに加え、平成26年度から28年度にかけおこなった東京都写真美術館改修にかかる作品移送を受託して
いる。その際には、収蔵作品資料移送に伴う調整等の総合業務および作品梱包、移送等を安全かつ円滑に実施した実績が
ある。また、外部収蔵庫運用にともない付保している平成30年度までに収集した収蔵作品を対象としたオールリスクの動産保
険は、同社の業務品質の実績に基づき、付保する作品の輸送、取扱い等を同社請け負う場合に限り、低廉な価格が適用され
ている。
　以上の理由から、本業務を適切に遂行し、必要な保険適用条件を満たすことができる唯一の業者として、本委託業務を同社
に特命する。

No. 契約件名



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ジェイティービー印刷㈱ 2,921,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱オーイーシー 2,733,720

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 リコージャパン㈱ 2,570,400

No. 契約件名

33
31図書情報システムの更新ならびに保
守委託

特命理由

　図書館情報システムは、資料の管理（図書受入、目録所蔵データ登録、貸出返却、各種統計、蔵書点検等）と利用（OPAC
蔵書検索システム）を効率的に運用するために図書館運営上欠くことのできないシステムである。当システムについては多くの
システムベンダーがサービスを提供しているが、業務・蔵書検索システムの使いやすさ、システム運用の安全性、保守対応の
迅速性等、諸条件の実績が選定上の要件となる。
　同社の「リコーLIMEDIO」は当分野で発売以来20年に渡り多くの図書館の意見・要望を取り入れて発展してきたシステムであ
る。当館においても平成20年度から「Windows版」を、そして平成26年度からは「Web版クラウドサービス」という形式で運用され
てきた。業務系の機能は、画面構成がシンプルであらゆる層の業務担当者にも分かりやすいうえ、運用上の様々な要求にも応
えうる高い能力を備えている。また蔵書検索システムはインターネットを通じて館内外の様々な利用者が使用するが、表示され
るフォントが大きく、画面構成の視認性も良く、近年のGoogle, Amazon等の検索画面に慣れ親しんでいる利用者にも違和感な
く使用できるデザインとなっている。当館図書室で実施している利用者アンケート結果等からも好評価を得ている。
　システム運用の安全性については財団の情報セキュリティーポリシーを遵守した運用がなされており、保守体制においても
専任のSEに加えてサポートセンターによる対応を行うなど万全が期されている。本システム導入後も写真と映像の専門性に特
化した東京都写真美術館の蔵書資料を管理するためにシステムの最適化を重ね、図書情報の適切な維持管理に努めるな
ど、現在の履行状況にも問題がない。一方、新たに別システムを導入する場合、10万点以上に及ぶデータ移行の安全性の確
保、初期導入経費の負担などが必要となることから図書情報の安全安定的な運用と、適切な維持管理のためには現システム
を更新し、運用することが最適である。
　上記の理由により同社を特命とする。

No. 契約件名

32 31職員端末周辺機器保守委託

特命理由

　同社は、資料情報システムの保守管理を受託しており、同システムのネットワークサーバーの保守管理を行っている。同サー
バーは、ファイルサーバーとしても利用していることから、職員用端末のセットアップや障害時対応について、安全かつ迅速な
対応が期待でき、サーバーに対する責任の所在も明らかになるのは同社をおいて他にない。加えて平成23年度から30年度の
業務執行状況も良好であったことを考慮すると、引き続き管理保守業務を委託するに足る業者は上記をおいて他にない。

No. 契約件名

31
31東京都写真美術館ニュースeyes企
画編集委託

特命理由

　現在の東京都写真美術館ニュースは、同社の企画提案によりコンペで　決定したものであり、同社は積極的な取材や優れた
編集により魅力的な紙面を提供してきた。
　各号において、インタビューから学術的な記事まで、幅広いコンテンツを提案し、わかりやすい編集と親しみやすいデザイ
ン、そして、作品図版の取り扱いにも細心の注意を払っている。読者層を的確に把握し、当館の品位や専門性を熟知し優れた
デザインで表現するという使命を果たした結果、現在のニュースは一般読者からマスコミ、作家まで高い評価を得ている。
　また、同誌は同業者が起用した写真・映像における経験豊富な複数の専任ライターによって執筆されており、その内容を同
業者が制作・運営する東京都写真美術館ホームページにも反映させるなど、連動性の高いコンテンツを戦略的に制作してい
る。平成28年度にはリニューアルオープンにあわせて、同業者が構築した当館公式ホームページの新しいデザインに合わせ
て、誌面デザインも一新した。平成31年度も引き続き、この新しいブランドイメージを浸透させていく必要がある。
　同誌とホームページの連動は、館にとって欠かせない広報の体制であり、館の活動をアピールする最も重要な媒体と位置づ
けている。平成31年度もこの体制とデザインを継続し、新しい当館のブランドイメージをアピールしていくことが重要である。
　以上により、同社は、平成31年度のニュースの企画・編集を継続できる体制を整えている唯一の業者であり、最も効率的に
本業務を遂行できる業者であると判断する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 凸版印刷㈱ 4,032,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 凸版印刷㈱ 3,835,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン㈱

27,659,840

No. 契約件名

95 31収蔵写真作品の保管委託

特命理由

　同社は、平成26年度大規模改修工事に伴う収蔵作品移送・保管を下記の理由により、特命で請け負った業者である。
　東京都写真美術館は、東京都による大規模改修工事のため、平成26年9月下旬から平成28年8月末までの間、休館予定と
なる。工事着工が平成26年12月であることから、館内の作品資料収蔵庫に保管している写真・映像収蔵作品資料を平成26年
11月下旬までに館外倉庫に移送した上で、建物を東京都に引き渡す必要がある。また、改修工事に伴う休館中、3万点を超え
る収蔵作品資料等を館外倉庫に引き続き保管するとともに、作品収集活動、リニューアルオープン以降の展覧会開催準備業
務、他館の作品に換えがたい作品貸出業務、収蔵作品データの複写・アップデート等を継続していく。
ヤマトロジスティクス株式会社は、国内の美術品輸送業務の殆どを手がけ、その実績を高く評価されており、今回委託する収
蔵作品資料移送に伴う調整等の総合業務及び写真・映像収蔵作品の梱包、移送等を安全かつ円滑に実施できる。
　また、同事業者は、個室環境の美術倉庫を都内に保有しているが、当館の全写真作品を、当館が指定する温度20℃±
2℃、湿度50％±3％という独自の厳しい温湿度管理、及び空気質調査（酢酸、蟻酸、アンモニア）の条件をクリアし、倉庫内の
他エリアの影響を受けずに継続的に維持できる現状規模（106坪）の写真作品の専有使用が可能な美術倉庫では、都内唯一
の業者である。そのため、同事業者の美術倉庫においてのみ、個室内で作品保管と作品貸出等の業務を適切かつ円滑に実
施することができる。
以上のことから、収蔵作品資料の移送業務及び倉庫保管業務を、適切かつ円滑に実施可能な唯一の事業者であるヤマトロジ
スティクス株式会社を契約の相手方として特命する。

　平成28年度に本館収蔵庫に収蔵作品を戻し入れた後も、面積を縮小し、保管配置を整理しながら継続して同外部収蔵庫で
保管することが、作品輸送・配置整理、環境保全作業等の諸経費支出を抑え、作品管理運用上の安全面でも最も適した運用
であるため、平成29年度以降も継続して運用している。
今後も同様の写真作品保管方法を実施する必要があることから、上記業者を特命とし、引き続き作品保管を委託する。

No. 契約件名

特命理由

　同社は国内外の美術印刷業務において、長年にわたって国内随一の研究や実績が高く評価されている。
　東京都写真美術館の開館以来、展覧会関連印刷物において、同社は写真・映像表現の多様なあり方を最先端の印刷技術
で再現する印刷業務を手がけ、数多くの実績がある。
　特に平成15年以降、同社は当館と共同で収蔵展の広報印刷物、図録制作において、各収蔵作家の表現の特性を的確に把
握した上で、作品図版を印刷する場合の再現性を高めるため技術的ノウハウを継続的に蓄積してきた。常に高品質印刷によ
る展覧会広報物、展覧会図録を制作・提供することは、写真・映像の専門美術館としての当館が果たすべき社会的使命とも合
致している。
　「TOPコレクション イメージを読む 写真の時間」展においても、各出品作品の表現上の特性を深く理解し、印刷業者と共有し
つつ、印刷用紙の選定や画像データ補正、色調整といった技術的な選択を行いつつ印刷物制作を進める計画であり、その実
現のためには同社の技術的ノウハウが不可欠である。
　以上の理由に基づき、同社を特命とする。

93 ポーランド展印刷物制作委託

特命理由

　同社は国内外の美術印刷業務において、長年にわたって国内随一の研究や実績が高く評価されている。
　東京都写真美術館の開館以来、展覧会関連印刷物において、同社は写真・映像表現の多様なあり方を最先端の印刷技術
で再現する印刷業務を手がけ、数多くの実績がある。
　特に平成15年以降、同社は当館と共同で収蔵展の広報印刷物、図録制作において、各収蔵作家の表現特性を的確に把握
した上で、作品図版を印刷する場合の再現性を高めるため技術的ノウハウを継続的に蓄積してきた。常に高品質印刷による
展覧会広報物、展覧会図録を制作・提供することは、写真・映像の専門美術館としての当館が果たすべき社会的使命とも　合
致している。
　「ポーランド女性作家と映像」展においても、各出品作品の表現上の特性を深く理解し、印刷業者と共有しつつ、印刷用紙の
選定や画像データ補正、色調整といった技術的な選択を行いつつ印刷物制作を進める計画であり、その実現のためには同
社の技術的ノウハウが不可欠である。
　以上の理由に基づき、同社を特命とする。

No. 契約件名

94 「ＴＯＰコレクション２」印刷物制作委託



うち東京都現代美術館の管理運営

当期経常増減額 -160,057 81,761

経常収益 16,295,569 1,557,280

7,340,374 1,188,777

5,168,981 0

16,455,627 1,475,519
16,430,595 1,475,519

うち人件費 2,271,896 219,366
25,032 0

うち人件費 3,028 0
当期経常外増減額 -827 0

1,296 0
2,123 0

520 0
-161,404 81,761
349,586 0

14,711,643 -

当期増加額 42,346,300 -

5,168,981 -

当期減少額 42,639,789 -

14,418,153 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 修繕 有限会社司デザイン室 3,465,000

競争契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

9,498,180

競争契約 委託
日本写真印刷コミュニケー
ションズ株式会社

7,227,000

競争契約 委託 株式会社富士植木 2,832,523

独占契約 その他 東京都水道局 11,010,766

独占契約 その他 東京ガス株式会社 9,603,644

独占契約 その他 東京都下水道局 1,569,584

独占契約 その他 東京都水道局 395,300

特定契約 工事 株式会社ベックス 9,900,000

特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

9,460,800

東京都現代美術館　防犯カメラの増設
工事
東京都現代美術館　各所修繕工事（パ
ブリックスペース）

防火設備の改修工事

平成31年度コレクション展及び収集にお
ける作品輸送・展示等の年間委託（単価
契約）

収蔵作品目録の制作

平成31年度　植栽管理業務委託

水道・下水道料金

ガス料金

工業用下水道料金

工業用水道料金

7

8

9

10

2

3

4

5

6

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

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
【指定管理料】
1,188,777

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３１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

東京都現代美術館の管理運営

【本事業に含まれる都との年度協定】
平成３１年度東京都江戸東京博物館外５施設の管理運営に関する年度協定

２　事業（施設）概要

東京都現代美術館の管理運営業務

【都から特命により指定管理者の選定を受けて実施する事業】
東京都現代美術館の管理運営



特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

2,959,200

特定契約 修繕
ジョンソンコントロールズ株
式会社

2,427,700

特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

1,837,000

特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

1,683,000

特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

1,067,000

特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

572,000

特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

572,000

特定契約 修繕 大成建設株式会社 378,000

特定契約 修繕
株式会社竹中工務店東京
支店

372,600

特定契約 修繕
株式会社ユアテック関東
サービス

330,000

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

10,596,211

特定契約 委託
カトーレック株式会社美術
輸送東京支社

8,643,264

特定契約 委託 株式会社オーイーシー 7,259,400

特定契約 委託
マンパワーグループ株式
会社

5,323,560

特定契約 委託
パーソルテンプスタッフ株
式会社

5,087,989

特定契約 委託
パーソルテンプスタッフ株
式会社

5,038,546

特定契約 委託
パーソルテンプスタッフ株
式会社

4,602,852

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

3,911,606

特定契約 委託
エヌ・ティ・ティ・ブロードバ
ンドプラットフォーム株式

3,229,758

特定契約 委託 株式会社テラ 2,970,000

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

2,639,520

特定契約 委託
日本通運株式会社関東美
術品支店

2,451,233

特定契約 委託 日本事務器株式会社 2,409,000

特定契約 委託 株式会社ＣＯＬＳＩＳ 2,389,716

特定契約 委託
パナソニックシステムソ
リューションズジャパン株

2,090,000

特定契約 委託 株式会社協栄 2,085,696

特定契約 委託 株式会社テラ 1,716,000

特定契約 委託 株式会社協栄 1,683,000

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

1,577,880

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

1,328,800

特定契約 委託 株式会社協栄 1,322,308

特定契約 委託
NTTタウンページ株式会
社

1,209,600

特定契約 委託 株式会社ＪＶＣケンウッド 1,199,000

特定契約 委託 株式会社ブレインテック 1,111,800

東京都現代美術館　各所修繕工事（展
示室、収蔵庫）

雨水再利用制御用レベルセンサー修繕

平成31年度現代美術館及びﾄｷｮｰｱｰﾂｱ
ﾝﾄﾞｽﾍﾟｰｽ等のﾈｯﾄﾜｰｸ等運用保守管理
業務委託

常設展示室トップライトの漏水修繕工事

地下駐車場管制出庫システム改修工事

平成31年度　労働者派遣委託（管理等
業務）

美術館ホームページの維持管理及び運
営の委託

44

35

41

42

43

企画展示室トップライトの漏水修繕工事

地下駐車場管制出庫システム付帯工事

エントランス正面階段の漏水対応工事

漏水修繕工事（企画展示室、公園側エ
ントランス）
3階企画展示室ロールブラインド制御の
変更工事

東京都現代美術館　扉の補修

図書情報システムクラウド利用

収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託
平成31年度外部保管中寄託等作品の
保険更新

平成31年度　労働者人材派遣業務委託
（広報）単価契約
平成31年度　労働者人材派遣業務委託
（一般事務）単価契約
平成31年度　労働者人材派遣業務委託
（経理事務及び一般事務）単価契約

東京都現代美術館手荷物検査警備委
託
収蔵作品の額縁・マット製作（オノサト・ト
シノブ）
券売・改札・誘導・監視業務に係る追加
契約（秋期展覧会における繁忙期対策
業務）
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託

平成31年度　外部保管先預入作品の保
険更新①
平成31年度　公衆無線LANサービス提
供業務委託
収蔵作品の額縁・マット製作（オノサト・ト
シノブ）
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託
平成31年度外部保管先預入先作品の
保険更新

平成31年度　警備、清掃、案内等業務
に係る追加委託

案内代行サービスの利用

講堂AVシステム保守委託

32

33

34

38

39

40

平成31年度　チケット販売等管理システ
ムの保守

27

28

平成31年度　Ｗｅｂ版蔵書検索システム
の運用委託

29

30

31

36

37

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

12

13

14

15

16

11



特定契約 委託
マンパワーグループ株式
会社

1,046,650

特定契約 委託
日本通運株式会社関東美
術品支店

1,021,504

特定契約 委託 株式会社オーイーシー 990,000

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

872,490

特定契約 委託
日本通運株式会社関東美
術品支店

866,579

特定契約 委託
株式会社デザインアートセ
ンター

852,500

特定契約 委託
株式会社エレクトロニック・
ライブラリー

840,000

特定契約 委託 ＴＲＣ-ＡＤＥＡＣ株式会社 784,800

特定契約 委託
株式会社デザインアートセ
ンター

781,000

特定契約 委託 株式会社日広通信社 766,488

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

712,288

特定契約 委託
有限会社東京パブリッシン
グハウス

693,000

特定契約 委託 山川冬樹 660,000

特定契約 委託
日本通運株式会社関東美
術品支店

651,240

特定契約 委託 株式会社ブレインテック 648,000

特定契約 委託
日本通運株式会社関東美
術品支店

632,500

特定契約 委託
カトーレック株式会社美術
輸送東京支社

622,580

特定契約 委託 大谷一郎 588,816

特定契約 委託 株式会社総宣アド 588,600

特定契約 委託 旭シンクロテック㈱ 577,500

特定契約 委託
NPO法人エイブル・アー
ト・ジャパン

562,320

特定契約 委託
日本通運株式会社関東美
術品支店

554,400

特定契約 委託 大谷一郎 547,360

特定契約 委託
日本通運株式会社関東美
術品支店

532,400

特定契約 委託
ＮＰＯ法人エイブル･アー
ト･ジャパン

499,950

特定契約 委託 株式会社総宣アド 490,000

特定契約 委託 株式会社東京スタデオ 483,397

特定契約 委託 株式会社東京スタデオ 462,220

特定契約 委託 梅沢和木 453,200

特定契約 委託 日本事務器株式会社 421,200

特定契約 委託 株式会社協栄 420,750

特定契約 委託
株式会社メトロアドエー
ジェンシー

395,016
東京ﾒﾄﾛ東西線「木場」駅電飾看板の広
告委託

72

73

74

75

76

63

64

65

66

67

71

68

69

70

56

57

58

59

60

61

62

55

50

51

52

53

54

47

48

49

45

46

労働者派遣委託(広報追加分）単価契約

収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託（平塚市美術館)

屋外設置サインの追加製作

新聞記事クリッピングサービスの利用

平成31年度　デジタルアーカイブシステ
ム「ＡＤＥＡＣ」の利用

ＰＣ端末入替に伴うデータ移行及び設定
等作業委託
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託（屋外彫刻ダン・グレア
ム作品)

収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託（三井倉庫)

屋外用サイン看板等の追加製作

都営大江戸線「清澄白河」駅、都営新宿
線「菊川」駅のサイボード広告委託
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業

Web版蔵書検索システムの改修委託（平
成31年度)
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託
平成31年度　外部保管中収蔵・寄託作
品の保険更新

収蔵作品目録の制作に伴う編集業務委
託
特別支援学校・学級を対象にしたアー
ティストの1日訪問校の決定と講師（山川
冬樹）の委託

手話による美術館案内動画の制作委託

収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託（東京都美術館、江戸
東京博物館倉庫)

収蔵作品写真撮影委託

電柱広告委託（NTT電柱/巻・袖電柱）

屋外排水（A～J系統）詰まり調査委託

MOTコレクション第2期展示に係るディス
プレイの追加委託
MOTコレクション第4期展示に係るディス
プレイの追加委託

収蔵作品写真撮影委託

収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託（三井倉庫)
ＭＯＴサテライト2019関連プログラム「手
話で味わう美術鑑賞！知らない世界の
歩き方」の実施及び委託

アーティストの1日学校訪問校の決定と
講師の委託（梅沢和木）
図書情報システムのおけるＷｅｂ版蔵書
検索システムへの出力項目変更作業

受付案内等業務の追加委託について

東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅電飾
看板の広告委託



特定契約 委託
カトーレック株式会社美術
輸送東京支社

393,250

特定契約 委託 株式会社東京スタデオ 385,550

特定契約 委託
カトーレック株式会社美術
輸送東京支社

353,100

特定契約 委託 郡山　遥 313,500

特定契約 委託 株式会社協栄 295,504

特定契約 委託
カトーレック株式会社美術
輸送東京支社

244,200

特定契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

152,900

特定契約 委託 日本広告株式会社 146,496

特定契約 委託 東邦電通株式会社 143,880

特定契約 委託
株式会社エレクトロニック・
ライブラリー

99,000

特定契約 委託 株式会社協栄 22,440

特定契約 印刷 株式会社ユーホウ 341,280

特定契約 物品
東京西サトー製品販売株
式会社

2,553,100

特定契約 物品 リコージャパン株式会社 608,874

特定契約 物品
株式会社ニューアートディ
フュージョン

396,000

特定契約 物品 リコージャパン株式会社 304,894

特定契約 その他
東京電力エナジーパート
ナー株式会社

176,682,915

特定契約 借上
株式会社ザイマックスアル
ファ

43,157,130

特定契約 借上
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

35,316,000

特定契約 借上 三井倉庫㈱関東支社 35,002,080

特定契約 借上
カトーレック株式会社美術
輸送東京支社

6,452,600

特定契約 借上 三井倉庫㈱関東支社 6,278,400

特定契約 借上
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン株式会社

5,136,516

件数 金額
4 11,986,487

6 37,904,523〇公表することで、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

平成31年度外部倉庫における屋外彫刻
作品等の保管
平成31年度外部倉庫における当館収蔵
彫刻作品等の保管

外部美術倉庫における作品保管委託

収蔵作品保管用外部倉庫の賃借

平成31年度外部倉庫における屋外彫刻
作品等の保管

非公表案件

98

97

平成31年度　事務室　美術図書室　複
写サービス（単価契約）

電気料金

平成31年度休館中貸与作品及び二次
資料等保管用倉庫の賃借

反射材キーホルダー（スマホ画面ふき付
き）購入

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

93

94

95

96

収蔵作品等の戻し入れに伴う作品輸送
及び整理作業委託
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託

電柱広告委託（東電電柱/巻電柱）

「MOTコレクション第2期」解説リーフレッ
トの増刷
チケット用紙の印刷及びインクリボンの購
入
平成31年度　事務室　複写サービス（単
価契約）

新聞記事クリッピングサービスの利用（追
加）
アートポスター展夜間開館に伴う監視等
会場管理業務委託

収蔵作品等の戻し入れに伴う作品輸送
及び整理作業委託
MOTコレクショ第3期展示に係るディスプ
レイの追加委託
収蔵作品等の戻し入れに伴う作品輸送
及び整理作業委託

特別支援学校・学級を対象にしたアー
ティストの1日訪問校の実施記録パンフ
レット作成委託（2019バリアフリー）

夜間会館に伴う受付・監視・券売・階差s
津・警備・清掃等業務などに係る追加契
約

電柱広告委託（NTT電柱/巻・袖電柱）

84

85

86

87

88

99

89

90

91

92

78

79

80

81

82

83

77



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 株式会社ベックス 9,900,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

修繕 株式会社竹中工務店東京支店 9,460,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

修繕 株式会社竹中工務店東京支店 2,959,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン株式会社

10,596,211

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〕

No. 契約件名

9
東京都現代美術館　防犯カメラの増設
工事

No. 契約件名

21
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託

特命理由

　当該の山九倉庫、三井倉庫とイーストスクエアに保管している作品は、大規模改修工事に伴い、ヤマトグローバルロジスティ
クスジャパン株式会社が当館から当該倉庫に輸送し、保管に関わる保険も同社が付保している。また、当館で保管している作
品で、今回富士倉庫へ移送するものも、上記山九倉庫と三井倉庫からヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社が当
館に戻し入れたものである。料率の低い運送保険を適用する上で、当館への輸送に際しては同社が行うことが条件であるとと
もに、万が一の際には、責任の所在を明確にするためにも他の業者に請け負わせることは不可能である。
　以上の理由から、本件をヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社に特命する。

特命理由

　本件は、既設の防犯カメラでは警備上不足している部分を補充する目的で実施するものである。
　防犯上の観点から、既設システムの情報を外部に漏らすことはできず、入札を実施するとなると既設システムとの接続やシス
テムの全体像を仕様書に記載しなければならず、結果的にシステム情報を外部に公表することとなり、入札になじまない案件
である。
　本件の特命先は、既設システムを設置及び保守業務を行っている業者であり、本件を受注した場合、既設システムの情報を
外部に開示する必要はなく、防犯上最もふさわしい業者である。
　また、設置のメンテナンスも実施し、その実績は良好である。
　よって、同社を特命する。

No. 契約件名

10
東京都現代美術館　各所修繕工事（パ
ブリックスペース）

特命理由

　株式会社竹中工務店は、多くの実績を有する、大手建設会社の一つであり、平成７年の美術館竣工時の施工業者且つ幹
事社として、全工程の調整役として関与する等、建設工事の中心的な役割を担った業者である。
　昨年度実施した改修工事では、計画時点において確認できた不具合箇所及び改善要望箇所の改修計画に則った工事で
あり、本件のように、工事着工後、劣化が進行し、修繕や補強等が必要になった箇所や、建物引渡し後に安全性の向上等の
理由からの追加措置等は含まれていない、よって、これらの工事を行うためには、建物全体の構造を熟知しているものか若しく
は、綿密な調査を行ったうえでの作業ということが絶対条件となる。
　同社は、元施工業者であるがゆえ、今回の改修工事の対象になっていない箇所も含めた建物全体の特性、構造、材質に至
るまでを最も熟知している唯一の業者であるため、現地調査等の手間を最低限にとどめ、計画立案から工事までを最短で請け
うことの出来る業者であることから、お客様サービスの向上はもちろんのこと、工数減に伴うコスト削減が可能となるメリットも大き
い。
　以上の理由を鑑み、株式会社竹中工務店を特命することとする。

No. 契約件名

11
東京都現代美術館　各所修繕工事（展
示室、収蔵庫）

特命理由

　株式会社竹中工務店は、多くの実績を有する、大手建設会社の一つであり、平成７年の美術館竣工時の施工業者且つ幹
事社として、全工程の調整役として関与する等、建設工事の中心的な役割を担った業者である。
本件は、展示の入れ替え期間という限られた日程の中で、更に展示品の撤収、設営、各種メンテナンス作業と重複しないよう
綿密な調整のうえでの作業となるため、作業効率はもちろんのこと、美術館関係者と緊密な連携が取れる業者でないとならな
い。
　同社は、元施工業者であるがゆえ、今回の改修工事の対象になっていない箇所も含めた建物全体の特性、構造、材質に至
るまでを最も熟知している有一の業者であるため、現地調査等の手間を最低限にとどめ、計画立案から工事まで最短で請け
負うことの出来る業者であることから、お客様サービスの向上はもちろんのこと、工数減に伴うコスト削減が可能となるメリットも
大きい。
　以上の理由を鑑み、株式会社竹中工務店を特命することとする。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
カトーレック株式会社美術輸送
東京支社

8,643,264

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社オーイーシー 7,259,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 マンパワーグループ株式会社 5,323,560

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
パーソルテンプスタッフ株式会
社

5,087,989

特命理由

　大規模改修工事の実施に際し、収蔵庫内に保管中の作品は、平成28年度中に全て外部の美術品専用倉庫等に移送し、工
事の完了まで保管を行っている。美術館旧要綱及び都要綱に基づき、所蔵者より寄託を受けて当館収蔵庫内で保管していた
作品についても、所蔵者の意思を確認の上で、現在上記業者の美術品専用倉庫内において保管中である。また、当館収蔵
作品のうち、搬入経路や倉庫の天井高の都合で他の契約中絵画用倉庫への預入れが不可能な一部の大型絵画作品につい
ても、受入れ可能な当該倉庫内にスペースを確保して預け入れを行っている。昨年8月末の改修工事完了後、展示室や収蔵
庫の環境測定やクリーニング、追加工事等を実施する都合上、年度内に全ての収蔵作品を当館収蔵庫に戻し入れることは物
理的に不可能であったことから、東京都とも協議の上で、開館記念展に出品予定の作品を除く外部保管中の収蔵作品の館内
戻し入れ作業は、リニューアル・オープン後、平成31年度に段階的に実施することとした。このため、平成31年度についても、
引き続き当該倉庫を賃借し、作品の預け入れを継続することとした。上記倉庫において保管中の作品を、新たに別途倉庫を
確保して預け替えを行うことは、輸送費等余分な支出が増えるばかりではなく、作品の保全上も好ましくない。よって、現在の
契約を平成31年度も継続することとし、公益財団法人東京都歴史文化財団財務規程第43条1項１号に基づき、カトーレック株
式会社美術輸送東京支店を特命業者として指名する。

No. 契約件名

22
平成３１年度大規模改修工事に伴う寄
託等作品等保管用倉庫の賃借

No. 契約件名

23
平成31年度現代美術館及びトキョー
アーツアンドスペース等のネットワーク
等運用保守管理業務委託

特命理由

　本件契約は、東京都現代美術館の電子データを保管するサーバーやＯＡ機器の運用保守管理業務を委託するものであ
る。
　電子データには、個人情報等の極めて機密性の高い情報資産が含まれており、セキュリティ上、契約の性質や目的が、毎年
度、単純な価格競争により本件契約の相手方を決定する競争入札には適さない。
　本件の相手方である株式会社オーイーシーは、平成28年度に東京都現代美術館及びトーキョーアーツアンドスペースの移
転に伴うネットワーク及びサーバー等の移設、機器設置作業を行った。両施設のネットワーク等保守業務においては、平成20
年度よりトーキョーアーツアンドスペース、平成28年度より東京都現代美術館のネットワーク等保守業務を開始し、両施設の
ネットワーク環境及びＯＡ機器の設定状況を熟知している。また、当該事業者は平成29年度に両施設のネットワーク統合を行
い、同時に情報セキュリティ対策を強化するなど、履行状況、保守内容ともに良好であった。
　事務及び保守の効率化を図るため、平成31年度も引続き上記業者を特命することで、最も効率的な保守運営が可能となり、
トラブル時の対応等も的確かつ迅速に対応することができる。

No. 契約件名

24
平成31年度　労働者人材派遣業務委
託（広報）単価契約

特命理由

　本業務は、当館の広報業務（印刷物作成･発送、プレス対応、広告出稿計画立案･実施等）を主な内容とするものである。
　上記業者は、現在、本業務の派遣委託を受託しているが、当館の広報業務に精通し業務を円滑に進めており、高い実績を
上げている。本業務の継続的かつ安定的な運営のためには、引続き、上記業者から派遣職員を採用することは、大変有益で
ある。
　また、上記業者は安定した経営を行っており、当館の要求に応じ、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供することが可
能である。
　よって、上記業者へ特命する。

No. 契約件名

25
平成31年度　労働者人材派遣業務委
託（一般事務）単価契約

特命理由

　本業務は、当館の管理運営にかかる庶務事務を主な内容とするものである。
　上記業者は、現在、本業務の派遣委託を受託しているが、当館の管理運営業務に精通し業務を円滑に進めており、高い実
績を上げている。本業務の継続的かつ安定的な運営のためには、引続き、上記業者から派遣職員を採用することは、大変有
益である。
　また、上記業者は安定した経営を行っており、当館の要求に応じ、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供することが可
能である。
　よって、上記業者へ特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
パーソルテンプスタッフ株式会
社

5,038,546

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
パーソルテンプスタッフ株式会
社

4,602,852

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン株式会社

3,911,606

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンド
プラットフォーム株式会社

3,229,758

No. 契約件名

26
平成31年度　労働者人材派遣業務委
託（経理事務及び一般事務）単価契約

特命理由

　本業務は、当館の経理及び契約事務（契約原議･契約書作成・物品台帳管理等）を主な内容とするものである。
　当財団が公益法人会計を採用しているため、業務の遂行には、本会計事務に精通し、なおかつ財団特有の経理及び契約
に関する事務処理の知識を取得していることが求められる。
　上記業者は、現在、本業務の派遣委託を受託しているが、当館の経理及び契約事務に精通し業務を円滑に進めており、高
い実績を上げている。本業務の継続的かつ安定的な運営のためには、引続き、上記業者から派遣職員を採用することは、大
変有益である。
　また、上記業者は安定した経営を行っており、当館の要求に応じ、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供することが可
能である。
　よって、上記業者を特命する。

No. 契約件名

27
平成31年度　労働者派遣委託（管理等
業務）

特命理由

　本業務は、当館の管理運営にかかる庶務事務を主な内容とするものである。
　上記業者は、現在、本業務の派遣委託を受託しているが、当館の管理等業務を間違いなく円滑に進めており、高い実績を
上げている。本業務の継続的かつ安定的な運営のためには、引続き、上記業者から派遣職員を採用することは、大変有益で
ある。
　また、上記業者は安定した経営を行っており、当館の要求に応じ、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供することが可
能である。
　よって、上記業者を特命する。

No. 契約件名

28
平成31年度　外部保管先預入作品の
保険更新①

特命理由

　今回更新手続きが必要となる作品は、当館からの指示に基づき全て上記業者が梱包の上、各保管先に搬入を行ったもので
ある。保険料の算定は梱包や保管の状態、輸送業者によって料率が異なり、状態を把握していない他社に本件を委ねること
は、経費的な点からみて現実的ではない。
　また、出庫時期が未確定かつ長期に渡り移動を伴わない作品への保険付与は動産保険が適用され、保険料も高額となる
が、上記業者に本件を委ねることで、同社と保険請負会社との特約により、運送保険の料率のまま更新手続きが可能となる。
　よって、本業務を上記業者に特命により委託することとする。

No. 契約件名

29
平成31年度　公衆無線LANサービス提
供業務委託

特命理由

　本業務では、都が電気通信事業者（以下「事業者」という。）に委託し、電気通信事業法などの関連法令に基づき、利用者に
対して通信役務の提供を行うものである。
　本業務で提供するＷｉ－Ｆｉサービスについては、利用者の確認や捜査機関の利用者追跡性確保の観点から、利用開始時
にメールアドレスの入力等、登録手続きが必要である。この登録情報を事業者の保有するネットワーク側で認識することで、複
数の施設の間で共通に利用できる。登録情報については、事業者が異なる場合は共有されないため、サービス全体で同一の
事業者である必要があることに加え、継続するには、同じ方法で利用できる同一の事業者のサービスを選択することが、旅行
者の利便性の向上につながるものである。また、サービスの開始に当たっては、通信役務の提供を行う事業者が所有するアン
テナ等機器の設置や施設内配線を行っており、他業者のサービスに変更する場合は、改めて機器類の設置等が必要になる
など、本業務の継続が困難になる。
　以上の理由により、本契約を円滑かつ効率的・合理的に継続して履行できるのは、唯一、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプ
ラットフォーム株式会社のみであることから、同事業者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社テラ 2,970,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン株式会社

2,639,520

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

物品
東京西サトー製品販売株式会
社

2,553,100

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他
東京電力エナジーパートナー
株式会社

176,682,915

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借上 株式会社ザイマックスアルファ 43,157,130

No. 契約件名

94
平成３１年度休館中貸与作品及び二次
資料等保管用倉庫の賃借

特命理由

　上記業者が管理する当該物件は、本来データサーバーなど精密機器類を保管・運用する施設として建設されたものである
が、機器類の高性能化や小型化に伴って生じたスペースを近年美術作品保管用倉庫として改修し、外部への貸与を行って
いる。大手各社の美術品保管用倉庫には、現在新規に確保できる空きがない中で、当該物件は当館が必要とする面積を確
保することができることから、当館大規模改修工事の実施に際して、平成28年度より当該物件内に賃借により美術作品保管用
スペースを確保し、映像作品や二次資料作品、作品に付属するモニターや展示台など、作品に準じて取り扱わなければなら
ない物品を多数蔵置中である。
　大規模改修工事完了後、展示室及び収蔵庫内のからしや環境測定、不具合箇所の調整作業などに一定の時間を要し、平
成30年度中に全ての外部保管作品を当館内に戻し入れることは実質的に不可能であることから、東京都とも協議の上で、リ
ニューアル・オープン記念展に出品する作品を除き、現在外部倉庫において保管中の作品の戻し入れ作業は、平成31年度
中に順次段階的に実施することとした。
　現在、上記倉庫において保管中の作品を、新たに別途倉庫を確保して預け替えを行うことは、輸送費等追加の支出が増え
るばかりではなく、作品輸送時の事故や環境の変化等、作品の保全上も好ましくない。
よって、公益財団法人東京都歴史文化財団財務規程第43条1項１号に基づき、当該物件を管理している株式会社ザイマック
スアルファを特命業者として指名し、平成31年度も契約することが最適である。

特命理由

　当該作品は、すべて寄贈を受けたものである。
　2012年度のMOTコレクション展にて、寄贈を受けた作品の一部を展示した際、マットや額の新規製作を株式会社テラに委託
した。作品は額を装着したまま保管しており、それぞれが作品固有の額となっている。
　オノサト作品の額を新たに制作する際は、展示効果が上がることを考慮して、既に作成した額と調和を図る必要がある。額の
制作は、額の制作手順他の違いから、業者ごとに額の仕上がりが異なるため、上記のような調和が図れる新規額を制作するに
は同一の業者である必要がある。
　よって、既にオノサト作品の額を製作した株式会社テラを特命する。

No. 契約件名

31
収蔵作品の戻し入れに伴う作品輸送及
び整理作業委託

No. 契約件名

30
収蔵作品の額縁・マット製作（オノサト・
トシノブ）

特命理由

　当該の山九倉庫に保管している作品は、大規模改修工事に伴い、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社が当館
から当該倉庫に輸送し、保管に関わる保険も同社が付保している。
料率の低い運送保険を適用する上で、当館への輸送に際しては同社が行うことが条件であるとともに、万が一の際には、責任
の所在を明確にするためにも他の業者に請け負わせることは不可能である。
　以上の理由から、本件をヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社に特命する。

No. 契約件名

89
チケット用紙の印刷及びインクリボンの
購入

No. 契約件名

93 電気料金

　東京都現代美術館は、平成28年5月30日から平成31年3月28日まで改修工事により休館していた。電力需給契約の見積競
争は、1年程度の電力使用実績を基準に実施する必要があるが、改修工事において空調機器他を更新しているため、館再開
後１年程度経過するまでの間、公益財団法人東京都歴史文化財団財務規程第43条1項1号に基づき、東京電力エナジー
パートナー株式会社を特命業者として指名する。

特命理由

　東京都現代美術館のチケット発券システムはパナソニックシステムソリューションズジャパンであって、業者が提示したチケット
印刷機は(株)サトー製となっており、用紙・インクリボンについて純正品の使用を推奨している。
　当館では夏の繁忙期等は短時間で大量のチケット印刷が発生し、目詰まり等の故障が発生すると美術館運営の根幹にも関
わってくる。また、この印刷機に使用するチケット用紙については、不正防止が施されたロール式となっており、予めマークされ
た印刷を読み取ることで自動的に裁断する独自の様式になっており、機器を正常に稼働させるためには、サトー純正の用紙
及びインクを使用しなければならない。
　よって、(株)サトーの製品を取り扱う上記業者に特命で発注する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借上
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン株式会社東京美術品
支店

35,316,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借上 三井倉庫㈱関東支社 35,002,080

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借上
カトーレック株式会社美術輸送
東京支社

6,452,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借上 三井倉庫㈱関東支社 6,278,400

No. 契約件名

95
平成３１年度外部倉庫における屋外彫
刻作品等の保管

特命理由

　当館では、大規模改修工事に伴う収蔵作品の外部移送先として、上記業者が運営する当該倉庫に一部の収蔵作品預け入
れを実施している。平成30年8月末の改修工事完了後、展示室や収蔵庫の環境測定やクリーニング、追加工事等を実施する
都合上、年度内に全ての収蔵作品を当館収蔵庫に戻し入れることは物理的に不可能であったことから、東京都とも協議の上
で、開館記念展に出品予定の作品を除く外部保管中の収蔵作品の館内戻し入れ作業は、リニューアル・オープン後、平成31
年度に段階的に実施することとした。このため、平成31年度についても、引き続き当該倉庫を賃借し、作品の預け入れを継続
することとした。
　上記倉庫において保管中の作品を、新たに別途倉庫を確保して預け替えを行うことは、輸送費等余分な支出が増えるばか
りではなく、作品の保全上も好ましくない。よって、現在の契約を平成31年度も継続することとし、公益財団法人東京都歴史文
化財団財務規程第43条1項１号に基づき、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社東京美術品支店を本件特命業者
として指名する。

No. 契約件名

96
平成３１年度外部倉庫における当館収
蔵彫刻作品等の保管

特命理由

　当館では、大規模改修工事に伴う収蔵作品の外部移送先として、平成28年度より上記業者と契約を締結の上で、上記業者
が運営する当該倉庫に一部の収蔵作品預け入れを実施している。平成30年8月末の改修工事完了後、展示室や収蔵庫の環
境測定やクリーニング、追加工事等を実施する都合上、年度内に全ての収蔵作品を当館収蔵庫に戻し入れることは物理的に
不可能であったことから、東京都とも協議の上で、開館記念展に出品予定の作品を除く外部保管中の収蔵作品の館内戻し入
れ作業は、リニューアル・オープン後、平成31年度に段階的に実施することとした。このため、平成31年度についても、引き続
き当該倉庫を賃借し、作品の預け入れを継続することとした。
　上記倉庫において保管中の作品を、新たに別途倉庫を確保して預け替えを行うことは、輸送費等余分な支出が増えるばか
りではなく、作品の保全上も好ましくない。よって、現在の契約を平成31年度も継続することとし、公益財団法人東京都歴史文
化財団財務規程第43条1項１号に基づき、三井倉庫株式会社関東支社を特命業者として指名する。

No. 契約件名

97 外部美術倉庫における作品保管委託

特命理由

　当館は大規模改修工事前の平成27年度より、外部美術倉庫の増床運用を検討・計画してきた。館内収蔵庫と同等の環境条
件の外部美術倉庫を連動して運用することが不可欠であるため、定期的な環境測定とIPM管理（測定結果に基づいて対処を
検討・決定する管理）が必須であることなどから、都内で条件を満たす美術倉庫で安全な管理体制を維持できる業者の選定に
努めてきた。
　条件は入館・入室者管理が確実に行われていること、有人・機械警備の実施、赤外線センサー・監視カメラの設置、火災報
知器の設置、ガス消火設備等の完備、各種法令に準拠し、倒壊及び作品損壊のおそれがないこと、温度23℃±3℃、湿度
55％±5％（24時間安定稼働）の維持、同一空間で当館収蔵作品のみが保管・施錠・環境維持できること、作品点検等に際
し、必要に応じて当館職員の出入りが可能であることである。平成22年度から賃借していた外部美術倉庫及び、改修中に賃
借していた美術倉庫のいずれも上記の同一空間条件を満たしておらず、管理上の問題から他所を探さざるを得なかった。し
かしながら現在、ガス消火設備、温湿度維持、同一空間での保管・施錠・環境維持の条件を満たす美術倉庫で必要床面積を
整えることが非常に困難な状況であった。
　上記業者は、上記条件を兼ね備える美術倉庫と契約している唯一の業者である。また国内の美術品保管・輸送・取り扱い業
務においても長年の実績と信頼があり、当財団、当館の美術品輸送、展示、取り扱いにおいても多数の実績がある。以上のこ
とから、公益財団法人東京都歴史文化財団財務規程第43条1項１号に基づき、カトーレック株式会社美術輸送東京支店を特
命業者として指名する。

No. 契約件名

98 収蔵作品保管用外部倉庫の賃借

特命理由

　当館では、館内に大型立体作品を蔵置する収蔵庫が不足していることから、収蔵作品維持管理の一環として、平成22年度
から当該倉庫内にスペースを確保して作品の預け入れを行ってきた。このたびの大規模改修工事において新たに第4収蔵庫
を設置し、館内の作品収蔵スペース増床を図ったが、同収蔵庫は既存区画の改装によって措置した、前室を持たない簡易収
蔵庫であり、長期的な作品保管には適していない。また、搬入口の開口部や天井高等の制約から、当該倉庫内において保管
している大型立体作品を戻し入れることは実質的に不可能である。このため、引き続き館内に戻し入れることのできない大型
立体作品を蔵置するスペースを館外に確保する必要があるが、既に当該倉庫において預け入れを実施している作品を他の
倉庫に移動させることは、作品の保全及び経費の点からみても現実的ではない。
　以上のことから、平成31年度においても当該倉庫における作品の保管を継続することとし、公益財団法人東京都歴史文化
財団財務規程第43条1項１号に基づき、三井倉庫株式会社関東支社を特命業者として指名する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

借上
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン株式会社東京美術品
支店

5,136,516

No. 契約件名

99
平成３１年度外部倉庫における屋外彫
刻作品等の保管

特命理由

　当館では、大規模改修工事に伴う収蔵作品の外部倉庫への預け入れを実施している。当該倉庫に預け入れていた大型の
屋外彫刻作品については、大半を当館敷地内に戻し入れた上で再設置の作業を完了済みであるが、一部の作品については
作品の状態が悪く、屋外での展示を終了して収蔵庫内での保管に切り替えることとした。しかし、昨年8月末の改修工事完了
後、展示室や収蔵庫の環境測定やクリーニング、追加工事等を実施する都合上、年度内に当該倉庫保管中の作品を収蔵庫
内に戻し入れることは物理的に不可能であったことから、作品の戻し入れ作業は、リニューアル・オープン後、平成31年度に段
階的に実施することとした。このため、平成31年度についても引き続き当該倉庫を必要坪数分のみ賃借し、作品の預け入れを
継続することとした。本件について、新たに同等条件の他社倉庫を確保し、作品の移動を行うことは、必要経費や時間等を考
慮すると現実的ではなく、また、繰り返し移動することによる作品へのダメージも懸念される。
　上記業者は、平成31年度も継続して当該倉庫の提供が可能であるとともに、坪単価も平成30年度と同等条件で引き続き賃
借契約が締結できる。以上のことから、公益財団法人東京都歴史文化財団財務規程第43条1項１号に基づき、ヤマトグローバ
ルロジスティクスジャパン株式会社東京美術品支店を特命業者として指名する。



うち東京都美術館の管理運営

当期経常増減額 -160,057 79,737

経常収益 16,295,569 1,209,121

7,340,374 677,978

5,168,981 0

16,455,627 1,129,384
16,430,595 1,129,384

うち人件費 2,271,896 153,897
25,032 0

うち人件費 3,028 0
当期経常外増減額 -827 0

1,296 0
2,123 0

520
-161,404 63,279
349,586

14,711,643 -

当期増加額 42,346,300 -

5,168,981 -

当期減少額 42,639,789 -

14,418,153 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 工事 日本電設工業（株） 4,378,000

競争契約 修繕 （株）丹青ディスプレイ 3,456,000

競争契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

696,493,290

競争契約 委託 （株）図書館流通センター 20,706,163

競争契約 委託
パーソルテンプスタッフ
（株）

12,347,029

競争契約 委託
パーソルテンプスタッフ
（株）

8,338,137

競争契約 委託 （株）JTB総合研究所 4,455,000

競争契約 委託 アデコ（株） 4,111,226

競争契約 委託
パーソルテンプスタッフ
（株）

4,088,979

競争契約 借入 日通商事（株） 22,550,400

競争契約 借入 日通商事（株） 11,664,000

平成31年度労働者派遣契約（単価契
約）（その3）
平成31年度労働者派遣契約（単価契
約）（その4）

館内ネットワーク機器等のリース

ファイルサーバー機器等のリース

東京都美術館（31）企画棟展示室の壁
面及び可動壁補修工事
平成31(2019)・32(2020)年度東京都美術
館建物総合管理業務委託
平成31年度東京都美術館美術情報室
等管理運営業務委託
平成31年度労働者派遣契約（単価契
約）（その2）
平成31年度労働者派遣契約（単価契
約）（その1）
東京都美術館（31）館内サイン改修にか
かる調査及びデザイン提案業務委託

11

8

9

10

5

6

7

2

3

4

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 東京都美術館LED化工事

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 他会計振替額△16,458含む
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
【指定管理料】
677,978

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３１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

東京都美術館の管理運営

【本事業に含まれる都との年度協定】
平成３１年度東京都江戸東京博物館外５施設の管理運営に関する年度協定

２　事業（施設）概要

東京都美術館の管理運営業務

【都から特命により指定管理者の選定を受けて実施する事業】
東京都美術館の管理運営



競争契約 物品 （株）ぶんぶく 3,542,000

競争契約 その他
東京電力エナジーパート
ナー（株）

103,320,474

独占契約 その他 東京都水道局 17,735,678

特定契約 工事 綜合警備保障（株） 52,800,000

特定契約 工事
（株）JTBアセットマネジメ
ント

7,480,000

特定契約 修繕
ヤンマーエネルギーシス
テム（株）

3,790,800

特定契約 修繕 （株）中電工 2,497,000

特定契約 修繕 川本サービス（株） 1,265,000

特定契約 修繕 フルテック（株） 977,900

特定契約 修繕
日立バッテリー販売サービ
ス（株）

865,370

特定契約 修繕 （株）電巧社 734,400

特定契約 修繕 新晃アトモス（株） 550,000

特定契約 修繕
（株）パルコスペースシス
テムズ

440,000

特定契約 修繕
（株）日立システムズネット
ワークス

429,000

特定契約 委託 （大）東京芸術大学 17,160,000

特定契約 委託
パーソルテンプスタッフ
（株）

7,563,946

特定契約 委託 （株）ユニゾンベックス 4,903,910

特定契約 委託 （株）マザーズ 4,756,760

特定契約 委託
（株）ファントムグラフィック
ス

4,360,000

特定契約 委託 （株）日立システムズ 4,257,540

特定契約 委託 （株）オーイーシー 3,815,000

特定契約 委託
（株）アコースティガイド・
ジャパン

3,267,189

特定契約 委託
（株）アコースティガイド・
ジャパン

3,146,448

特定契約 委託
（株）アコースティガイド・
ジャパン

3,132,135

特定契約 委託 （株）オーイーシー 2,943,000

特定契約 委託
パーソルテンプスタッフ
（株）

2,768,700

特定契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

1,765,800

特定契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

1,727,213

特定契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

1,721,684

特定契約 委託 （株）ニッセイコム 1,408,000

特定契約 委託 （株）ユニゾンベックス 1,353,000

特定契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

971,960

特定契約 委託
ANAビジネスソリューション
（株）

961,900

特定契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

858,000

特定契約 委託
エヌ・ティ・ティ・ブロードバ
ンドプラットフォーム（株）

811,056

接遇・ユニバーサル対応・多言語対応研
修委託

２階公募展示室の蛍光灯照明器具カ
バー清掃及び管球交換委託

平成31(2019)年度 東京都美術館におけ
る公衆無線LANサービス提供業務委託

ローリングタワーの組立て及び分解作業
委託（単価契約）
手荷物検査にかかるテント及び照明等
設置業務委託(平成31年度9月分)
手荷物検査にかかるテント及び照明等
設置業務委託（平成31年度10月分）

施設予約管理システムの改修

ウェブサイトのアクセシビリティ対応改修

東京都美術館(31)防火設備定期検査業
務委託

平成31(2019)年度 館内及びデジタルサ
イネージネットワーク機器保守委託
コートールド美術館展 外国語ガイド制作
及び貸出運営等業務
ハマスホイ展　外国語音声ガイド制作及
び貸出運営等業務
ボストン展 外国語音声ガイド制作及び貸
出運営等業務委託
平成31(2019)年度 ＯＡ機器運用保守等
業務委託
令和元年度 労働者派遣契約【給与・福
利厚生・庶務事務等】（単価契約）その2

平成31(2019)年度アート・コミュニケー
ション基盤調整事業業務委託
平成31年度労働者派遣契約（単価契
約）（その2-1）
ウェブサイトの維持管理及び運用等の委
託（平成31年度）
平成31年度(2019年)東京都美術館託児
サービス業務委託（複数単価契約）

「東京都美術館ニュース」の制作委託

平成31年度東京都美術館施設予約管
理システム（りさーぶる）の保守委託

LB階正面入口及び南口の自動扉駆動
装置等交換修理
変電設備制御及び非常照明用直流電
源装置部品交換作業
特高変電室用パッケージエアコン室外
機修理
企画棟展示室系統の空調機ベアリング
等部品交換修理

コインロッカーの扉修繕

電話交換機停電補償用バッテリー交換

水道料金

東京都美術館（31）セキュリティ設備増設
工事

東京都美術館（31）サイン改修工事

東京都美術館(31)自家発電機の蓄電池
交換及び点検整備

動力盤インバーター部品の交換作業

東京都美術館（31）空調ポンプ補機更新
及び分解・修理・組立

傘たての購入

令和元・２年度東京都美術館電気需給
契約（単価契約）
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特定契約 委託 日本通運（株） 803,980

特定契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

802,813

特定契約 委託 （株）ユニゾンベックス 784,800

特定契約 委託
都市建物環境サービス協
同組合

772,200

特定契約 委託
（株）DNPアートコミュニ
ケーションズ

660,000

特定契約 委託 （株）アミット 654,000

特定契約 委託 （株）生活の友社 649,999

特定契約 委託 富士倉庫運輸（株） 583,150

特定契約 委託 （株）PIJIN 574,640

特定契約 委託 関東港業（株） 560,260

特定契約 委託 （株）opportune design 545,000

特定契約 委託 アズビル（株） 466,400

特定契約 委託
パナソニックLSエンジニア
リング（株）

405,900

特定契約 委託 早稲田システム開発（株） 392,400

特定契約 委託 （株）PIJIN 363,440

特定契約 委託 松本　力 340,560

特定契約 委託 （株）PIJIN 318,560

特定契約 印刷 （株）ルナテック 920,646

特定契約 借入 芙蓉総合リース（株） 1,047,313

特定契約 物品
（株）日立システムズネット
ワークス

2,827,000

特定契約 物品 リコージャパン（株） 2,019,552

特定契約 物品 早稲田システム開発（株） 610,500

特定契約 物品 （株）三省堂書店 485,583

件数 金額
0 0
0 0
0 0

松本力「記しを憶う」展に係る作品制作
等の委託
コレクション展ごあいさつパネル等の多
言語化コンテンツの制作及び保守管理
委託
「平成30年度東京都美術館年報」の制
作及び発行

セキュリティ設備の再リース

移動式内線電話（PHS）の購入

平成31(2019)年度 複写サービスの利用
（複数単価契約）

平成31年度環境調査の委託（企画展示
室等）

館発行ガイドリーフレットのデザイン委託

2020年夏期空調シュミレーション委託

東京都美術館（31）建物内共用部照明
制御装置保守点検委託
平成31年度図書・アーカイブズ資料・収
蔵品管理システム運用委託
「伊庭靖子展 まなざしのあわい」展示解
説文等の多言語化コンテンツの制作及
び保守管理委託

手荷物検査にかかるテント及び照明等
設置業務委託

展覧会告知のための記事広告掲載(art
scape)ｺﾚｸｼｮﾝ展、上野AP2019

平成31年度公募展カレンダー中国語版
翻訳・確認委託（単価契約）

展覧会告知のための広告等掲載(ｱｰﾄｺﾚ
ｸﾀｰｽﾞほか)ｺﾚｸｼｮﾝ展、上野AP2019

平成31(2019)年度 東京都美術館文書
保管業務委託（複数単価契約）
上野AP2019「子どもへのまなざし」展解
説文等の多言語化コンテンツの制作及
び保守管理委託

入金機の提供及び集配等委託

手荷物検査にかかるテント及び照明等
設置業務委託（平成31年度11月分）

東京都美術館(31)とびらプロジェクトウェ
ブサイトの維持管理及び運用等の委託

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

47

48

49

68 蔵書点検用ハンディターミナルの購入

69 美術図書(和書)の購入(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



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 綜合警備保障（株） 52,800,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 （株）JTBアセットマネジメント 7,480,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

修繕
ヤンマーエネルギーシステム
（株）

3,790,800

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〕

No. 契約件名

15
東京都美術館（31）セキュリティ設備増
設工事

特命理由

　本工事は、屋外侵入監視センサーの設置・屋外監視カメラの増設、公募棟展示室内の監視カメラを設置し、既存のセキュリ
ティ設備・システムと接続・連動して運用していくことが必須である。
　当館のセキュリティ設備（監視カメラシステム及び出入管理システム）は、平成23年度の建物リニューアル改修時に導入した
ものであるが、システムの設計・プログラムの構築・機器取付・設定作業は上記事業者が実施した。
　本工事では、リニューアル改修時の基本設計で想定していなかった監視カメラ・屋外侵入監視センサー等を当館セキュリティ
設備に組み込んでいく作業があるとともに、既存設備・システムとの連動調整が不可欠であり、不具合が生じた場合の迅速な
対応や責任の一貫性が必要となる。
　既存設備・システムに精通し、本工事を円滑かつ確実に施工できる事業者は唯一であることから、上記事業者に特命する。

No. 契約件名

16 東京都美術館（31）サイン改修工事

特命理由

　本件は、31歴文都企第203号「東京都美術館（31）館内サイン改修にかかる調査及びデザイン提案業務委託」において提案
されたデザインを基にし、色校正を含む校正を経て、サインを改修し施工する工事である。
　先述の指名型コンペ方式を経て提案業者に決定された「株式会社JTB総合研究所」から提案されたデザインはユニバーサ
ルデザインの原則である「公平性」「自由度」「単純性」「明確さ」「安全性」「持続性」「空間性」に則って製作され、全ての来館
者へ必要な情報を直感的に正しく伝えられるデザイン案となっている。施工する際はこの原則に則り、改修後のサインはあらゆ
る人が利用しやすい状態となっていなければならない。そのためデザイン案を正しく表示し、あらゆる人が直感的に感じられる
デザインを具現化する必要がある。
　上記特命業者は「株式会社JTB総合研究所」の関連会社であり、ユニバーサルデザイン案を作成し、館内サイン改修に向け
て現地調査の実施及び改修に必要な当館のサイン設置状況を具体的に把握している「株式会社JTB総合研究所」と密に調整
ができ、実際に館内サインを改修する際に変更や修正が発生した場合でも柔軟に対応が可能な唯一の業者である。
　また、上記事業者は、天王洲シーフォートスクエアの共用部サイン設計および工事等、公共性の高い施工をしており、実績も
十分である。
　よって財団財務規程第43条第1項に基づき、上記事業者を特命する。

No. 契約件名

17
東京都美術館(31)自家発電機の蓄電
池交換及び点検整備

特命理由

　上記事業者は、本館リニューアルに際し平成２４年度の電気設備改修工事において、本件自家発電機設備を設計・製造・施
工したものであり、また、本館建物総合管理業務委託において、消防設備保守の発電機設備の点検を請け負っている。
　以上から、上記事業者は、当該設備を熟知しており、作業を指定期間内（休館日：毎月第一・第三月曜日）に安全かつ確実
に本件交換・整備を実施することが可能である。
　また、設計・製作・試行及び保守点検を同一にすることにより、自家発電機設備に対する全ての責任の所在が明確となり、本
件契約及び保守点検業務全体の履行義務を担わせることができる。
　以上の理由により、上記事業者に本件契約を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （大）東京芸術大学 17,160,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 パーソルテンプスタッフ（株） 7,563,946

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）ユニゾンベックス 4,903,910

27
平成31年度労働者派遣契約（単価契
約）（その2-1）

No. 契約件名

26
平成31(2019)年度アート・コミュニケー
ション基盤調整事業業務委託

28
ウェブサイトの維持管理及び運用等の
委託（平成31年度）

特命理由

　本業務は、東京都美術館の公募展運営及び使用割当等の補助業務への従事のため、人材派遣により要員を配置し美術館
業務の円滑な遂行に資するものである。
　交流係は年間270近い公募展の運営や使用割当業務の補助、並びに連携展等事業補助業務を着実に行うため、美術館・
博物館での実務経験を有し、対外的な連絡調整、窓口や電話対応等の接客業務を的確に行える人材の確保が必要である。
　上記業者は、平成２３年度以降本業務を受託しており、業務の履行状況は良好である。平成23年度から平成30年度まで、当
館の施設貸出業務等に関する労働者派遣契約の受託者であり、当館の公募展運営業務に精通している。また、上記会社か
ら派遣されている職員は、当館交流係での業務経験を積み、業務遂行に大きく貢献している。本件業務の継続性を図ることで
効率的な業務遂行が維持され、安定した体制を整えることで、今後の公募展運営業務全般を向上させるため、上記会社を特
命する。

特命理由

　アート・コミュニケーション基盤調整事業とは、東京都美術館を拠点にアートを介して人と人、人と物の間のコミュニケーション
を促進し、社会関係資本（人の良い繋がり）が豊かに育まれる活動や環境をつくっていく事業である。
　東京藝術大学は、アート・コミュニケーションに関わるアートプロジェクトやコミュニケータ養成に以前より取り組んでいるうえ、
研究と教育を使命とした組織である。また、大学という組織の性質上、理論及び実践に裏付けされた事業展開が期待できる。
加えて、東京藝術大学は、当館に隣接しているという立地からも、地域における事業展開を効率的かつ効果的に行うことが出
来る。
　アート・コミュニケーション事業が、東京都美術館のみならず上野地区全体の施設の連携や活性化を目標としている点でも、
東京藝術大学は、本件の委託に非常に適している。
　当館と東京藝術大学との連携事業として2012年より始まった「とびらプロジェクト」は着実な成果をあげ、2017年度にはその成
果が評価され、公立文化施設を顕彰する「地域創造大賞」（総務大臣賞）を受賞する主たる理由となった。
　また、外部からの大きな関心も寄せられるようになり、出版社からの「とびらプロジェクト」書籍化のオファーを受けた。2018年
度に東京都美術館×東京藝術大学　とびらプロジェクト編「美術館と大学と市民がつくる　ソーシャルデザインプロジェクト」を
出版。これまでのプロジェクトの全貌を明らかにし、これまでを振り返り、これからを見据える内容の一冊となった。
　以上により、本事業を適切かつ効率的に実施できる組織は、本事業の実施に際して様々なノウハウと蓄積を持ち合わせてい
ること、並びに上野地区での事業展開が効率的に実施できる場所に位置するという点で、東京藝術大学よりほかにない。よっ
て、東京藝術大学を特命とする。

No. 契約件名

特命理由

　株式会社ユニゾンベックスは、平成25年12月に実施した企画コンペ、及び平成29年3月に実施した入札の結果、平成31年3
月31日まで東京都美術館のウェブサイトの運営・保守を委託している会社である。
　東京都美術館のウェブサイトは年間約1500万ページビューのアクセスがあり、その管理運営にあたっては、昨今ウェブサイト
を取り巻く状況を鑑み、外国人対応、障害者対応、セキュリティ強化など多岐にわたるアクセス状況を勘案しながら、安全かつ
情報が伝わり易い環境を常に維持することが重要である。
　現在、同会社には「障害者差別解消法」に基づき策定された、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のためのウェブ
アクセシビリティの向上のための改修作業も委託しており、今年度中に第一段階が終了する見込みである。
　今後、同社に引き続き運営・保守業務を委託することにより、日常的な運営・保守を適切に履行しながら、現在改修中の事項
の適切な改修、ならびに今後改修が必要な事項の整理等を円滑に実施することが可能となり、第二段階、第三段階のよりアッ
プグレードしたウェブサイトにすることができる。ちなみに、同社は平成28年度に実施したレスポンシブ化（スマートフォン画面
対応）の際にも日常の運営・保守に支障なく、良好に履行を完了した実績がある。
　以上のことから、東京都美術館ウェブサイトの運営・保守を、安全に運用でき、かつウェブアクセシビリティの観点からもより充
実させることができるのは、株式会社ユニゾンベックスをおいて他にないことから、本件の特命先とする。

No. 契約件名



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）マザーズ 4,756,760

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）ファントムグラフィックス 4,360,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）日立システムズ 4,257,540

No. 契約件名

No. 契約件名

30 「東京都美術館ニュース」の制作委託

特命理由

　本件は、平成29（2017）年3月に開館90周年を記念して20年振りに復刊した「東京都美術館ニュース」を継続的に制作し、当
館のイメージ向上と適切な情報発信を行うために委託するものである。
　特命の相手方である株式会社ファントムグラフィックスは、当館の広報誌制作業務委託に関する企画コンペで選定された業
者であり、当館が求めるデザイン力等に関する豊富な知識や経験と高い技術を有している。
　コンペ時の要項には「履行状況を評価の上、最長で平成33年3月31日まで、年度毎に契約を締結する」としており、平成30
（2018）年度において、良好な制作を行った実績が認められることから、平成31（2019）年度においても、同社に制作を委託す
るものである。

No. 契約件名

31
平成31年度東京都美術館施設予約管
理システム（りさーぶる）の保守委託

特命理由

　現行の施設予約管理システムは、平成21年度にコンペにより日立情報システムズ（現・日立システムズ、以下「同社」という）
に決定した。この施設予約管理システムを東京都美術館専用にカスタマイズしたものであり、インターネットを利用し、同社の
サーバーにあるアプリケーションを使用するASPサービス方式のシステムである。
　施設予約管理システム機能の提供契約は平成26年度までであり、当初は平成27年度以降も継続使用する予定であったが、
同社は5年間の運用期間の終了に伴いASPサービスを停止することとなり、同条件での継続使用は出来なくなった。東京都美
術館では施設予約管理システムを利用者の利便性向上のためホームページと連動させていることから、新たなシステムを再構
築するためには再度のカスタマイズによる開発時間が必要であり、同社に再構築業務を特命委託した。それに伴い、再構築し
た新たな施設予約管理システムを常時安全に稼働させるために保守業務を委託する必要が生じた。
　東京都美術館専用にカスタマイズしたソフトを扱う保守業務では、東京都美術館のセキュリティ情報を扱うため、再構築した
施設予約管理システムを熟知している業者にしかできない業務である。また、再構築した施設予約管理システムを熟知してい
ることにより、安価で委託できるとともに、万一システムに不具合が生じた際などは迅速に対応できるメリットもある。
　さらに、現行の施設予約管理システムは、システムを構築した同社の事情により2020年7月末日でサービス提供を終了するこ
とになっている。そのため、現在、2020年度から稼動を予定している新施設予約管理システムを構築中であり、2019年度に旧
システムからデータ移行するなどの業務が生じ、これは同社にしか行うことができない。
　以上の理由に基づき、サービス終了となる残り1年間の保守業務について、移行業務を含め、本業務を委託できるのは、上
記業者をおいて他にはない。よって、平成30年度から引き続き平成31年度も委託することとする。

29
平成31年度(2019年)東京都美術館託
児サービス業務委託（複数単価契約）

特命理由

（１）上記会社は、昭和62年に創業、イベント託児サービスの草分け的存在であり、業者の中でも最も豊富な経験と信頼できる
ノウハウを有している。保育施設以外で行う一時託児サービスについては、法的規制がなく、安全かつ円滑に業務を実施する
ためのノウハウは各企業の努力に負うところが大きい。上記会社には綿密な業務フロー、当日託児業務詳細フロー、保護者へ
の適切な案内、申込書兼同意書の徴収など、長年の経験を反映した十分なノウハウがある。
（２）平成20年に業界唯一のイベント託児の商標登録を得ている。
（３）多数の「美術館・博物館」施設での長期にわたる実績があり、これまで深刻な事故やトラブルも起きてないことで保険会社
から無事故証明書の報告がある。
（４）豊富な託児サービスの受注実績があり、過去に当館で託児サービスを実施した実績もあること（特別展・主催者が契約）
（５）実際に利用した者（保護者等）のサービス内容への評価が高いこと
平成30年度アンケート－サービス内容※12月迄：「満足」96．3％、「まあ満足」3．7％
（「満足」と「まぁ満足」の合計が100.0％）
「再利用希望率」が100.0％
（６）上記会社は独自の広報誌「イベント託児インフォ」を定期的に発行しており、都内の歌舞伎、展覧会、クラシックコンサート
情報などを発信している。当館の平成30年度開催の展覧会も掲載されており、今後も広報効果が期待できる。
（７）上記会社は平成26、27、28、29、30年度において、当館での託児サービス業務の運営を安全かつ円滑に実施した実績が
ある。
（８）本件は上野の文化施設の利用者に対して託児サービスを行うことを目的としている。上記会社は東京国立博物館や東京
文化会館といった上野公園内の文化施設での実績が十分にあり、また当館でも（４）で示したとおり過去の実績や、（７）で示し
たとおり平成26年度から当館の託児サービスの運営を実施している実績がある。
そのため、上野の文化施設を熟知している上記会社は本件において、託児サービスの運営を円滑に実施することが可能な事
業者である。
以上のことから、本件委託について安全に安心して任せられる業者は株式会社マザーズをおいて他にない。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）オーイーシー 3,815,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（株）アコースティガイド・ジャパ
ン

3,267,189

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（株）アコースティガイド・ジャパ
ン

3,146,448

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（株）アコースティガイド・ジャパ
ン

3,132,135

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）オーイーシー 2,943,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 パーソルテンプスタッフ（株） 2,768,700

No. 契約件名

No. 契約件名

32
平成31(2019)年度 館内及びデジタル
サイネージネットワーク機器保守委託

特命理由

　上記業者は、31歴文都企契第１号（平成３１年４月１日付）「館内ネットワーク機器等のリース」において、リース契約として当
館に設置された本契約に係る機器を納品する業者である。機器に対する保守契約は、メーカーや他の業者と結ぶことはでき
ず、納品を担当した業者としか結ぶことができない。この為、本件を遂行できるのは株式会社オーイーシーをおいて他にない。

33
コートールド美術館展 外国語ガイド制
作及び貸出運営等業務

特命理由

　本件は、株式会社アコースティガイド・ジャパンが「コートールド美術館展」の共催者である朝日新聞社と日本語版音声ガイド
の制作並びに運営業務に関する契約を結んでおり、その外国語版である本件の制作・運営の委託先は同社以外にないた
め、上記事業者を特命とする。

No. 契約件名

34
ハマスホイ展　外国語音声ガイド制作
及び貸出運営等業務

特命理由

　本件は、株式会社アコースティガイド・ジャパンが「ハマスホイとデンマーク絵画展」の共催者である読売新聞社と日本語版音
声ガイドの制作並びに運営業務に関する契約を結んでおり、その外国語版である本件の制作・運営の委託先は同社以外に
ないため、上記事業者を特命とする。

No. 契約件名

35
ボストン展 外国語音声ガイド制作及び
貸出運営等業務委託

特命理由

　本件は、株式会社アコースティガイド・ジャパンが「ボストン美術館展」の共催者である日本テレビ放送網と日本語版音声ガイ
ドの制作並びに運営業務に関する契約を結んでおり、その外国語版である本件の制作・運営の委託先は同社以外にないた
め、上記事業者を特命とする。

No. 契約件名

36
平成31(2019)年度 ＯＡ機器運用保守
等業務委託

特命理由

　本件は、東京都美術館の所有するOA機器、ファイヤーウォールを含む館内LAN回線に関する機器、メール環境等を良好な
状態に保つために委託するものである。
　特命の相手方である株式会社オーイーシーは、当館のリニューアルオープン後の事務室移転時のLANの敷設及びOA機器
の設定業者であり、平成23年度から平成30年度のOA機器運用保守業者でもある。これまでの当館のLAN回線及びOA機器
の設定状況等を熟知しており、履行状況にも問題はない。また、トラブル発生時には迅速に対応し、支障のない館運営に貢献
している。本業務を新たな業者が行うと、これまでのＬＡＮ環境設定の経緯や状況、OA機器の運用に係る様々な設定情報が
不明確になり、運用保守の責任の一貫性がなくなってしまう。また、当館側の担当者に異動があった場合も、継続的に運用保
守を受託してきた業者であれば、日々の業務を停滞させることなく運用のサポートを実施することができる。
　以上の理由により、本業務を的確に履行できるのは、当館におけるLAN回線や導入機器の設置状況を熟知している株式会
社オーイーシーをおいて他にない。

No. 契約件名

37
令和元年度 労働者派遣契約【給与・福
利厚生・庶務事務等】（単価契約）その
2

特命理由

　当該事業者は、令和元年７月１日から令和元年10月15日までの給与等事務にかかる労働者派遣契約（単価契約）締結にあ
たって見積もり競争を実施し、契約締結した相手方である。本契約における派遣労働者の担当業務は、職員の勤務シフト管
理等に応じた管理運営業務における給与・福利厚生・庶務等事務である。当該事業者の履行状況は良好であり、年度末に向
けて年末調整や異動処理等の複雑な事務処理が発生する業務について、引続き良好な履行が望める。本件業務の継続性を
図ることで、効率的な業務遂行が維持され、安定した体制を整えることで、今後の管理運営業務の向上を図るため、当該事業
者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

物品
（株）日立システムズネットワー
クス

2,827,000

特命理由

　本件は、東京都美術館の移動式内線電話ＰＨＳが使用による破損や経年劣化によって音声が途切れる等不具合が多く、ま
た充電用スタンドや修理部品が生産中止となっていることから、ＰＨＳを更新し、かつ今後増加する内線電話に対応して行くた
め、新規内線電話を設定するものである。
　東京都美術館の内線電話システムは電話交換機を介して設定されており、上記事業者は、電話交換機を設計・設置し、内
線電話システムを構築し、保守業務を担っている。これまでの内線電話システムの設定状況等を熟知しており、履行状況にも
問題はない。本件を他の事業者が行うことは、設計図はあるものの複雑な内線電話の回線を机上と現場で理解し、適切な設
定を行うことは、現実的ではない。また、内線電話に係るこれまでの様々な設定情報が不明確になり、運用保守の責任の一貫
性がなくなってしまう。
　以上の理由から、本件を適切に履行できるのは、上記事業者のみである。よって、財団財務規程第43条1項に基づき、上記
事業者を特命する。

No. 契約件名

66 移動式内線電話（PHS）の購入



うち東京文化会館の管理運営

当期経常増減額 -160,057 -15,450

経常収益 16,295,569 1,752,003

7,340,374 514,992

5,168,981 0

16,455,627 1,767,453
16,430,595 1,767,453

うち人件費 2,271,896 220,372
25,032 0

うち管理費 3,028 0
当期経常外増減額 -827 0

1,296 0
2,123 0

520
-161,404 -15,450
349,586 0

14,711,643 -

当期増加額 42,346,300 -

5,168,981 -

当期減少額 42,639,789 -

14,418,153 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 工事 ㈲下田電気商会 18,095,000

競争契約 工事 ㈱パルックス 2,528,900

競争契約 委託 ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 189,543,449

競争契約 委託 ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 62,772,442

競争契約 委託 ㈱アール＆キャリア 12,244,477

競争契約 委託 ㈱土屋建築研究所 7,700,000

競争契約 物品 富士ゼロックス㈱ 10,046,236

競争契約 物品 ㈱ミクニ商会 4,063,400

競争契約 物品 進和テック㈱ 2,538,000

競争契約 その他
東京電力エナジーパート
ナー㈱

50,185,922

独占契約 その他 東京都水道局 16,048,93111 水道

8 サイネージディスプレイの購入

9 空調用エアフィルターの購入

10 令和元・2年度電気需給契約

5 労働者派遣契約

6 屋上防水劣化調査委託

7
平成31-33年度複写サービスに関する契
約

2 LED化工事

3
平成31・32年度ホール案内・チケット取
扱業務委託

4
平成31・32年度総合案内・電話案内・会
議室等受付業務委託

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 セキュリティ設備増設工事

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
【指定管理料】
514,992

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31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

東京文化会館の管理運営

【本事業に含まれる都との年度協定】
平成３１年度東京都江戸東京博物館外５施設の管理運営に関する年度協定

２　事業（施設）概要

東京文化会館の管理運営業務

【都から特命により指定管理者の選定を受けて実施する事業】
東京文化会館の管理運営



独占契約 その他 東京ガス㈱ 4,441,401

特定契約 工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 15,400,000

特定契約 工事 清水建設㈱ 2,160,000

特定契約 工事 森平舞台機構㈱ 1,998,000

特定契約 工事 ㈱ネット 1,972,300

特定契約 修繕 ㈱松尾楽器商会 2,885,921

特定契約 修繕 ナブコシステム㈱ 627,000

特定契約 修繕 丸茂電機㈱ 620,400

特定契約 修繕 ㈱日立ビルシステム 601,700

特定契約 修繕 総合商社ベンキョウドー㈱ 369,600

特定契約 修繕 丸茂電機㈱ 358,600

特定契約 修繕 扶桑電機工業㈱ 352,000

特定契約 委託 ㈱NHKアート 124,521,600

特定契約 委託 丸茂電機㈱ 28,676,268

特定契約 委託 森平舞台機構㈱ 21,141,588

特定契約 委託 ㈱NHKアート 12,896,880

特定契約 委託 ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 8,495,874

特定契約 委託 ㈱オーエムシー 6,825,500

特定契約 委託 ヤマハサウンドシステム㈱ 6,475,300

特定契約 委託 クレド㈱ 5,143,369

特定契約 委託 アズビル㈱ 5,082,000

特定契約 委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,909,579

特定契約 委託 クレド㈱ 4,737,904

特定契約 委託 ㈱日立ビルシステム 4,349,100

特定契約 委託 ㈱オーエムシー 4,338,200

特定契約 委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,265,728

特定契約 委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,041,790

特定契約 委託
㈱明電エンジニアリング東
日本

2,178,292

特定契約 委託
㈱明電エンジニアリング東
日本

1,985,500

特定契約 委託 守谷輸送機工業㈱ 1,844,280

特定契約 委託 ㈱松尾楽器商会 1,752,200

特定契約 委託
パナソニック産機システム
ズ㈱首都圏支店

1,736,120

特定契約 委託 ㈱フクシ・エンタープライズ 1,396,857

特定契約 委託 三精テクノロジーズ㈱ 1,253,500

特定契約 委託 ㈱シイナ防災 1,002,390

特定契約 委託 ㈱ネット 892,93647
年末年始における建物維持管理業務委
託

44
テロ対策手荷物検査実施に伴う警備業
務委託

45 舞台用リフト等の保守委託

46 消防用設備等保守委託

41
リハーサル棟エレベーター設備保守委
託

42
ピアノの保守点検委託（スタインウェイ＆
サンズ社製）

43 吸収式冷温水発生機保守委託

38 労働者派遣契約

39 受変電設備監視制御装置保守委託

40 特別高圧受変電設備保守委託

35 乗用エレベーター設備他保守委託

36
ウェブサイト及びサーバーの維持管理及
び運用保守委託

37 労働者派遣契約

32 空調設備自動制御機器保守委託

33 労働者派遣契約

34 労働者派遣契約

29 ウェブサイト改修委託

30 音響設備保守管理委託

31 労働者派遣契約

26 平成31・32年度舞台昇降装置保守委託

27 舞台技術業務にかかる時間外業務委託

28
ホール案内等業務にかかる超過業務委
託

23 自動扉の修繕

24 舞台技術業務委託

25
平成31・32年度舞台照明調光装置保守
委託

20 エレベーターかご内背面鏡の修繕

21
大ホール調光操作室ITV用ブースター
の交換

22 小ホール 無停電電源装置の修繕

17 東京文化会館ピアノ修繕

18 自動扉の修繕

19 大ホール 無停電電源装置の修繕

14
ホール客席内手摺り設置及び床材交換
工事

15 大ホール舞台床切り穴新設工事

16 喫煙所改修工事

12 ガス

13
大ホールのステージ用スピーカーシステ
ム一式更新工事



特定契約 委託 ㈱オーエムシー 869,000

特定契約 委託 日本通運㈱ 850,200

特定契約 委託
㈱日本経営データ・セン
ター

726,000

特定契約 委託 東芝キヤリア㈱ 718,200

特定契約 委託 ㈱ネット 660,000

特定契約 委託 ㈱NHKアート 654,000

特定契約 委託 ㈱ネット 614,106

特定契約 委託 三峰電気㈱ 589,214

特定契約 委託
サントリーパブリシティサー
ビス㈱

518,067

特定契約 委託
㈱ヤマハミュージックリテイ
リング銀座店

493,000

特定契約 委託
サントリーパブリシティサー
ビス㈱

474,982

特定契約 委託 丸茂電機㈱ 468,720

特定契約 委託 ㈱オーデオ通信 451,440

特定契約 委託 泉電池工業㈱ 436,600

特定契約 委託 大道機電工業㈱ 420,324

特定契約 委託 シチズンTIC㈱東京支店 398,520

特定契約 委託 ㈱ギタルラ社 372,600

特定契約 委託 ㈱ネット 361,515

特定契約 委託 小俣シャッター工業㈱ 328,000

特定契約 印刷 ぴあ㈱ 605,000

特定契約 借入 ㈱テレ・ポーズ 1,420,108

特定契約 物品 ㈱松尾楽器商会 22,464,000

特定契約 物品 ヤマハサウンドシステム㈱ 2,660,040

特定契約 物品 丸茂電機㈱ 1,280,070

特定契約 物品 丸茂電機㈱ 910,980

特定契約 物品 ㈱オーデオ通信 478,500

特定契約 物品 SDLジャパン㈱ 352,000

特定契約 物品 ヤマハサウンドシステム㈱ 327,800

特定契約 物品 ヤマハサウンドシステム㈱ 312,400

特定契約 物品 ヤマハサウンドシステム㈱ 309,100

特定契約 その他 ぴあ㈱ 19,551,057

件数 金額
0 0
0 0
0 0

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

76 小ホールフライング用スピーカー更新

77
大ホール移動型パワーアンプ架機材更
新

78
票券管理システム（ASPサービス）の利用
契約(継続)

73 4階モニターの交換

74
翻訳支援ソフト｢SDL Trados Studio 2019
Professional｣の購入

75 大ホール移動型小型スピーカー更新

70
館内アナウンス多言語対応に伴う機器の
交換

71 舞台照明消耗品の購入

72 電球等消耗品の購入

67 チケット用紙の印刷

68 携帯電話抑止装置の賃貸借

69
ピアノの購入(スタインウェイ＆サンズ社
製グランドピアノ)

64 チェンバロの保守点検委託

65
設備運転管理業務にかかる時間外業務
委託(追加契約)

66 シャッター装置保守委託2

61 直流電源装置保守委託

62 自家発電設備保守委託

63 電気時計設備保守委託

58
電話案内追加業務委託(2月～3月)(単
価契約)

59
 大ホール ムービングスポットライト ラン
プ交換

60 案内表示装置保守委託

56
中止公演にかかる電話連絡業務委託
(単価契約)

53 アーカイブシステム保守委託

54
設備運転管理業務にかかる時間外業務
委託（単価契約）

55 構内電話交換設備の保守委託

50
予約システムCULTOSのデータ抽出業
務委託

51 ヒートポンプチラー保守委託（継続）

52
特定建築物定期調査及び建築設備定
期調査

48
公式ウェブサイトアクセシビリティ試験の
実施及び結果の公開等業務委託

49
入金機オンラインシステム集配金・両替
配金業務委託

57 ピアノの保守点検委託（ヤマハ社製）



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 15,400,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

修繕 ㈱松尾楽器商会 2,885,92117 東京文化会館ピアノ修繕

特命理由

株式会社松尾楽器商会は、昭和28年の創立以来、世界的著名な楽器メーカーと輸入の特約を結び、それらの輸入・販売と
共に納入後の総合的技術管理について、技術者を海外のメーカーの工房等に派遣し技術の追求と研鑽を重ねている。また、
上記業者は1997年にスタインウェイ＆サンズ社の出資による日本法人、スタインウェイ・ジャパン株式会社が設立されるまで日
本総代理店としていたが、新たにスタインウェイピアノの正規特約店として販売している。
（1） 株式会社松尾楽器商会は、スタインウェイピアノを理解し、その性能を総合的に維持管理するために、必要な資料及び、
高音弦だけではなく巻き線・ハンマー等の修繕に必要な正規純正部品を常に有し、その常備部品の品質管理も徹底してい
る。
（2） 株式会社松尾楽器商会は、全ての技術者が同一水準の技能を有しており、十分に内容を熟知し、コンサートチューナー
（調律・調整・整音）の技術だけではなく、ピアノビルダーとして保守点検・修繕・設置環境及び保管・各種検査等を迅速かつ適
切に行える唯一の会社である。
（3） 株式会社松尾楽器商会は創立以来現在に至るまでの修繕及び楽器管理においての長年の経験による信頼と技術者の
技量の水準だけではなく、会館に配備している楽器特有の個体差及び、細部に亘る部品や響板の状態を熟知している。本件
を他業者に行わせた場合、ピアノの状態を熟知していない技術者が故障時の迅速かつ適切な対応が不可能となるばかりでな
く、保証責任等が不明確になる恐れがあり、同社の修繕により、楽器管理の責任の所在が明確になる。よって、上記事業者を
特命する。

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〕

No. 契約件名

No. 契約件名

特命理由

13
大ホールのステージ用スピーカーシス
テム一式更新工事

　舞台音響設備は、多数のメーカーの専門性が高い機器を、複雑かつ緻密に組み合わせ構成されている。1つの機器を他の
機器に交換するには、その機器が導入された経緯とその運用方法並びに機器やホールの特性を熟知した上で施工する必要
がある。また、当館固有の特徴を、保守点検業務の面からも継続した観察によって理解し把握する必要性がある。音楽を主と
する当館において、舞台音響の品質及び利用者や観客の信頼を得続けるためには、これらの修理及び更新・交換は慎重に
行われなければならない。よってこの工事は競争によって成立するものではない。
（１） 東京文化会館の舞台音響設備は、上記業者が、当館用に開発し設計・製作・施工・納入したものであり、当該設備を熟知
している。旧社名時代から継続して舞台音響を専門とし、当館を始め、専門性の高い劇場や音楽専門ホールや放送局の音響
設備の設計施工を行っているため専門性が高く信頼度が高い。
（２） 上記業者は、当館の「音響設備保守管理委託」の受託者であり、過去の点検データや部品交換等の履歴を保持してお
り、設備機器の劣化等を的確に把握している。
（３）  設計・製作・施工・修繕及び保守点検者を同一にすることにより、設備に対する全ての責任の所在が明確となり本件の履
行義務を負わせることができる。
（４） 上記業者は、必要な資料・部品を有し、設備機器の老朽・劣化等の経過及び現状を把握しており、安全かつ正常な機能
を保ち、適切な修繕を行うことができるのは、上記業者が唯一無二である。よって、上記業者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱NHKアート 124,521,600

No. 契約件名

24 舞台技術業務委託

特命理由

１　上記業者（以下、「同社」という。）は、1999年以来、当館の舞台機構操作等の業務に従事している。当館の施設・設備を理
解し、舞台機構・照明・音響の諸設備を総合的に操作できる技術スタッフを配置し、安全かつ的確で効率的な施設・設備の舞
台技術運営を行っている。大事故につながりかねないような危険度の高い舞台操作等業務において、当会館の舞台機構を熟
知し、優れた技術力により、これまでの間、無事故で安全かつ円滑に業務を遂行し、施設を利用する外部舞台スタッフからも
高い評価を得ている。ホールの安全管理上の機構操作だけでなく、当館自主事業でのオペレーションにおいても、舞台技術
スタッフとして参加できる能力を当館は要求している。その点においても、同社は、当館と同じく高度な上演環境を要求され
る、専門性の高い劇場や音楽専門ホールなどの現場での経験があるスタッフがいることで、公演運営上も館の舞台管理担当と
の連携をスムーズに行っている。                                                                                                                 ２　当館
の施設には、他の劇場・ホール設備にはない特徴ある設備があり、その操作は他の同類施設に比べて難易度が高く、操作時
に出演者・舞台スタッフに対する危険性も伴う。特に大ホールは、舞台面下に格納されている音響反射板が他に類を見ない巨
大な迫り構造を持つ上、コンピュータ制御による電動バトンが４９本、電動照明ブリッジも５本を備えている。また、改修工事の
たびに、音響や照明設備は様々な新しい舞台演出の要求に応えられるよう、器材の一部は特注され、大小ホールともにＣＰＵ
による制御とネットワークでのコントロールの仕様としたので、それらの研修では、相当の習熟日数が必要であり、かつ、この習
熟に当たる技術員があらかじめ相当高いレベルでの知識と技術と現場経験を備えていることが必要であることが判明した。同
社は財団の舞台管理担当の指示のもとに微調整を加えながら、当館のニーズに合った弾力的な運用を続けるなど、当該シス
テムを熟知しており、現在も研修と習熟は続けられている。当館特有の音楽やバレエ、オペラといった特定の演目に対する知
識を有し、そのニーズと設備システムの機能を習熟している同社以外が早急に設備を使いこなすのは不可能といえる。
３　公演の成否は、舞台を下支えする機構操作スタッフの技術レベルによるところが大きい。利用者の多様な要求の中には実
現するのが難しいとも思える要求もあるが、主催者側や財団の舞台管理担当と一体となって要求の実現を図る方法を探るフレ
キシビリティ及び技術力が必要である。同社はその要求に十分応えている。当館の複雑な設備機構のハード・ソフト面を十分
に理解した上で、利用者の要求に応えられる豊富な舞台公演経験に裏打ちされた即応性を発揮するには、長い習熟期間と
高度な技術力・判断力が必要である。もし仮に、他社が引継ぎを十分に行ったとしても、請負開始後、相当な習熟期間が必要
であり、現場で対応するのは非常に難しいと考えられ、同社以外が請負開始直後から円滑に高いレベルでの舞台機構操作等
を実施するのは事実上不可能に近い。

４　日々、舞台周辺で起こりうる様々なトラブルに対処し、円滑な公演運営を支える高い技術力と実践力から得た的確な判断
力を同社は組織的に有しており、そのスタッフは日常的に実践してきている。危機管理の面でもその実践は行われており、舞
台機構の突発的な不具合に対しても、急遽全自動から手動に切り替え対処するなど、同社は過去、瞬時に対応し、主催者と
財団の舞台管理担当及びメンテナンス業者との連携により、トラブルによる被害を最小限に食い止め、公演に影響が出ないよ
う舞台運営を行うことができている。万一、舞台機構操作のトラブルにより公演中止となった場合は、主催者や入場者に精神
的・経済的な損害を与え、損害賠償等の問題も発生する。またその場合は、当館に対する都民や利用者の信頼を失ってしまう
ことにもなり、各方面への損失は計りしれない。危機管理に関する館との協力体制は公演の舞台技術にとどまらず、同社は各
スタッフに自衛消防技術及び救命救急などの講習を受講させ資格を取得させるなど、館の利用者を守る安心安全をモットーと
した会館運営を、財団の舞台管理担当とともに連携を取って行っている。他社において現在、これだけの体制を整えられる会
社はないと言える。以上の理由により、上記業者を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 丸茂電機㈱ 28,676,268

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 森平舞台機構㈱ 21,141,588

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱NHKアート 12,896,880

25
平成31・32年度舞台照明調光装置保
守委託

１ 上記業者（以下、「同社」という。）は、開館当初より、当館の舞台照明設備を施工し、保守業務に従事している。当館の施
設・設備を理解し、舞台照明設備を専門的に保守できる技術員を配置し、安全かつ的確な設備保守を行っている。製造から
設置、保守まで一貫した体制を採ることにより、故障や不具合の予知を行い、公演事故につながりかねないような事態を防ぐこ
とが出来る。また、当館と同じく高度な上演環境を要求される、専門性の高い劇場や音楽専門ホールでも同社の製品と設備、
その保守技術を用いている。
２ 当館の施設には、他の一般的劇場・ホール設備にはない特徴ある設備があり、他の同類施設に比べて専門性が高い。ま
た、改修工事のたびに、照明設備は様々な新しい舞台演出の要求に応えられるよう、器材の一部は特注され、現在では大小
ホールともにＣＰＵによる制御とネットワークでのコントロールの仕様とした。それらのシステム構築は、竣工当初からの積み重
ねと、当館ならではの特殊な環境を熟知する必要性がある。そのためには特注されている器機に関する設計から製造に関わ
る全ての情報が必要であり、かつ、この保守に当たる技術員があらかじめ相当高いレベルでの知識と技術と現場経験を備えて
いることが必要であることが判明した。同社は財団の舞台管理担当の指示のもとに日程や工程等の調整を行いながら、当館の
ニーズに合った弾力的な運用を続けるなど、当該システムを熟知しており、現在も研修と習熟は続けられてその経験が蓄積さ
れている。当館特有の音楽やバレエ、オペラといった特定の演目に対する知識を有し、そのニーズと設備システムの機能を習
熟している同社以外が早急に設備を理解することは不可能といえる。
３ 器機の保守もさることながら、修理に至っては同社に特注した器機の修理は同社以外では叶わず、類似品等で代替をする
ことは不可能である。劇場の管理は適正に保有部品を所有することも大切だが、細部にわたっての部品調達は多くの無駄を
生じることとなる。純正な保守備品を製造元として保有し、必要に応じて供給することにより、ユーザーの負担を軽減させること
が出来る。それらも保守作業の中で異常を予知・発見したその場で在庫の部品を調達し、迅速な対応を行うことが出来る。同
社はその要求に十分応えている。
４ 舞台照明設備は専門性が高い設備であり、一般の電気器具・設備とは比べ物にならないくらいに高度な光学機器や複雑
なシステムを複合的に構築させている。それらはすべてオーダーメイドであり、館の特性に合わせてつくられている。それらを
全て熟知する必要がある。他社において現在、当館に対しこれだけの体制を整えられる会社はないと言える。以上の理由によ
り、上記業者を特命する。

No. 契約件名

特命理由

特命理由

No. 契約件名

26
平成31・32年度舞台昇降装置保守委
託

１ 上記業者（以下、「同社」という。）は、開館当初より、当館の舞台昇降装置を施工し、保守業務に従事している。当館の施
設・設備を理解し、舞台昇降装置を専門的に保守できる技術員を配置し、安全かつ的確な設備保守を行っている。製造から
設置、保守まで一貫した体制を採ることにより、故障や不具合の予知を行い、公演事故につながりかねないような事態を防ぐこ
とが出来る。また、当館と同じく高度な上演環境を要求される、専門性の高い劇場や音楽専門ホールでも同社の製品と設備、
その保守技術を用いている。
２ 当館の施設には、他の一般的劇場・ホール設備にはない特徴ある設備があり、他の同類施設に比べて専門性が高い。ま
た、改修工事のたびに、舞台昇降装置は様々な新しい舞台演出の要求に応えられるよう、器材は特注され、現在ではＣＰＵに
よる制御でのコントロールを仕様とした。それらのシステム構築は、竣工当初からの積み重ねと、当館ならではの特殊な環境を
熟知する必要性がある。そのためには特注されている器機に関する設計から製造に関わる全ての情報が必要であり、かつ、こ
の保守に当たる技術員があらかじめ相当高いレベルでの知識と技術と現場経験を備えていることが必要であることが判明し
た。同社は財団の舞台管理担当の指示のもとに日程や工程等の調整を行いながら、当館のニーズに合った弾力的な運用を
続けるなど、当該システムを熟知しており、現在も研修と習熟は続けられてその経験が蓄積されている。当館特有の音楽やバ
レエ、オペラといった特定の演目に対する知識を有し、そのニーズと設備システムの機能を習熟している同社以外が早急に設
備を理解することは不可能といえる。
３ 器機の保守もさることながら、修理に至っては同社に特注した器機の修理は同社以外では叶わず、類似品等で代替をする
ことは不可能である。劇場の管理は適正に保有部品を所有することも大切だが、細部にわたっての部品調達は多くの無駄を
生じることとなる。純正な保守備品を製造元として保有し、必要に応じて供給することにより、ユーザーの負担を軽減させること
が出来る。それらも保守作業の中で異常を予知・発見したその場で在庫の部品を調達し、迅速な対応を行うことが出来る。同
社はその要求に十分応えている。
４ 舞台昇降装置は専門性が高い設備であり、一般の電気機械・設備とは比べ物にならないくらいに高度な機器や複雑なシス
テムを複合的に構築させている。それらはすべてオーダーメイドであり、館の特性に合わせてつくられている。それらを全て熟
知する必要がある。他社において現在、当館に対しこれだけの体制を整えられる会社はないと言える。以上の理由により、上
記業者を特命する。

No. 契約件名

　上記事業者は、「平成31年度東京文化会館舞台技術業務委託」の受託者であり、本件は同契約を補完する契約であるた
め、上記事業者を特命とする。

特命理由

27
舞台技術業務にかかる時間外業務委
託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 8,495,874

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱オーエムシー 6,825,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ヤマハサウンドシステム㈱ 6,475,300

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 クレド㈱ 5,143,369

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アズビル㈱ 5,082,000

　本件にかかる設備は、上記事業者が設置したものであり、上記事業者は機器の構造や性能等を充分に把握している。
　また、過去の点検データや部品交換等の履歴を保持しており、機器の劣化等を的確に把握し、障害等の予防保全を図るこ
とができる。
　よって、上記事業者を特命する。

28
ホール案内等業務にかかる超過業務
委託

　上記業者は、「平成31・32年度東京文化会館受付案内等業務委託」の受託者であり、本件は同契約を補完する契約である
ため、上記業者を特命とする。

特命理由

特命理由

No. 契約件名

29 ウェブサイト改修委託

本件は、平成30年度にリニューアルしたウェブサイトの利便性を更に向上させるため、また東京文化会館アーカイブとして過
去の公演情報を公開しているウェブサイトに今後のウェブサイトの公演情報を自動的にデータ移行・公開するために必要な「コ
ンテンツマネジメントシステム」の改修を行うものである。リニューアルしたウェブサイトは上記業者により構築されたものであり、
また「平成31年度ウェブサイト運用保守委託」も上記業者が受託している。構築・運用保守・改修を同一にし、業務を継続する
ことにより、ウェブサイトに対する全ての責任の所在が明確となり本件の履行義務を負わせることができる。よって、上記業者を
特命する。

特命理由

No. 契約件名

特命理由

特命理由

No. 契約件名

31

No. 契約件名

　本件委託業務は、公益財団法人が指定管理者として管理する音楽ホールにおける経理事務・契約事務を主な内容とするも
のである。
　業務の精度や円滑かつ計画的な進捗を確保するには、企業会計とは異なる公益法人会計基準を理解し事務処理を行うこ
と、さらに、オペラ、コンサート等ならではの事務処理特性も踏まえつつ、各音楽事業やその財源等を理解し事務処理を行うこ
とが求められる。
　上記業者は平成25年3月に本件業務の委託を開始し、会計基準への対応等もなされ、業務の履行状況が良好である。年度
切替の繁忙期に業務の品質・速度を確保できると信頼するに足る実績と信用を有するのは他にない。よって、上記事業者を特
命する。

32 空調設備自動制御機器保守委託

労働者派遣契約

No. 契約件名

30 音響設備保守管理委託

（１） 東京文化会館の舞台音響設備は、上記事業者が、当会館用に開発し設計・製作・施工・納入したものであり、当該設備を
熟知している。従って保守点検を指定期間内（休館日）に実施することが可能である。
（２） 設計・製作・施工及び保守点検者を同一にすることにより、設備に対する全ての責任の所在が明確となり保守業務全体の
履行義務を負わせることができる。
（３） 上記事業者は、当会館の保守点検に必要な資料・部品を有し、設備機器の老朽・劣化等の経過及び現状把握ができ、
継続的に安全かつ正常な機能が保たれる。
（４） 保守に携わる技術員は、同社の教育実習・実務経験を経た者に限ることで保守点検業務の信頼性を高めることが可能で
ある。
（５） 故障・事故発生の場合においても迅速な対応が可能であり、当館の舞台運営が安全に行われることができる最適な事業
者である。以上の理由により、上記事業者に舞台音響設備保守業務を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,909,579

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 クレド㈱ 4,737,904

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱日立ビルシステム 4,349,100

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱オーエムシー 4,338,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,265,728

　上記特命業者は、「平成30年度　東京文化会館ウェブサイトのリニューアル業務委託」の決定により開催された企画提案で、
最も優れた提案であるとして採用された業者である。平成31年3月31日を履行期限として当館のウェブサイトリニューアルを受
託しており、本件の維持管理及び保守対象であるウェブサイトの全てを構築している。ウェブサイトは、当館からの情報発信の
根幹を担っており、不具合が発生した場合来館者や利用者への影響は甚大である。安定した稼動を確保するためには、構築
をした業者が維持管理及び運用保守をすることが不可欠であり、リニューアル業者を選定する際にも、「ウェブサイトリニューア
ル完了後、当財団が東京文化会館の指定管理者として東京都から運営を受託している2020年度まで、継続して運用保守契
約を結ぶことを前提とする（1年ごと更新）。」としている。　以上の理由により、本件を適切に履行・受託できる業者は、上記業
者をおいて他にない。

　本委託業務は、公益財団法人が指定管理者として管理する音楽ホールにおける事業企画課の広報に係る業務を主な内容
とするものである。
　業務の精度や円滑かつ計画的な進捗を確保するには、オペラやコンサート等に係る専門的知識のみならず、各事業の性質
や財源等を理解したうえで事務処理を行うことが求められる。
　上記業者は指名競争入札の結果平成３０年４月より受託を開始し、広報業務や多岐に渡る自主事業実施に係る補佐におい
ても的確に遂行しており、業務の履行状況が良好である。年度切替の繁忙期に業務の品質・速度を確保できると信頼するに
足る実績と信用を有するのは他にない。
　よって、上記事業者を特命する。

No. 契約件名

37 労働者派遣契約

特命理由

　本件にかかる設備は、上記事業者が設置したものであり、上記事業者は機器の構造や性能等を充分に把握している。
　また、過去の点検データや部品交換等の履歴を保持しており、機器の劣化等を的確に把握し、障害等の予防保全を図るこ
とができる。
　よって、上記事業者を特命する。

No. 契約件名

36
ウェブサイト及びサーバーの維持管理
及び運用保守委託

特命理由

　本委託業務は、公益財団法人が指定管理者として管理する音楽ホールにおける友の会の運営に係る業務を主な内容とす
るものである。
　業務の精度や円滑かつ計画的な進捗を確保するには、オペラやコンサート等に係る専門的知識のみならず、各事業の性質
や財源等を理解したうえで事務処理を行うことが求められる。
　上記業者は平成28年4月に委託を開始し、友の会運営や広報における手法や事務処理への対応もなされ、業務の履行状
況が良好である。年度切替の繁忙期に業務の品質・速度を確保できると信頼するに足る実績と信用を有するのは他にない。
　よって、上記事業者を特命する。

No. 契約件名

35 乗用エレベーター設備他保守委託

特命理由

　本件は、公益財団法人が指定管理者として管理する音楽ホールにおける営業推進（ホール貸出）の運営に係る業務を主な
内容とするものである。
　業務の精度や円滑かつ計画的な進捗を確保するには、オペラやコンサート等に係る専門的知識のみならず、各事業の性質
や財源等を理解したうえで事務処理を行うことが求められる。
　上記事業者は営業推進係の広報業務において、平成30年4月より委託を開始し、当館の業務内容を的確に把握しており、
業務履行状況が良好である。営業推進係の運営業務はホール貸出という業務の特殊性に加え、新年度開始日から履行され
ることが必要な業務であり、業務の品質・速度を確保すると信頼するに足る実績と信用を有するのは他にない。よって、上記業
者を特命とする。

No. 契約件名

34 労働者派遣契約

特命理由

No. 契約件名

33 労働者派遣契約

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,041,790

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

物品 ㈱松尾楽器商会 22,464,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

物品 ヤマハサウンドシステム㈱ 2,660,040

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他 ぴあ㈱ 19,551,057

（１） 東京文化会館の舞台音響設備は、様々な機器が複雑に組み合わされたシステム構成を成す。当件の機器交換はそのシ
ステムの一部を入れ替える工事となる。
（２） 当館の舞台音響設備は、上記業者が当館用に開発し設計・製作・施工・納入したものであり、当該設備並びにシステムを
熟知している。
（３） 上記業者は、当館の「音響設備保守管理委託」の受託者であり、過去の点検データや部品交換等の履歴を保持してお
り、設備機器の劣化等を的確に把握している。
（４） 設計・製作・施工・修繕及び保守点検者を同一にすることにより、設備に対する全ての責任の所在が明確となり本件の履
行義務を負わせることができる。
（５） 上記業者は、必要な資料・部品を有し、設備機器の老朽・劣化等の経過及び現状を把握しており、安全かつ正常な機能
を保ち、適切な修繕を行うことができるのは、上記業者が唯一無二である。よって、上記業者を特命する。

No. 契約件名

　本件は、公益財団法人が指定管理者として管理する音楽ホールにおける施設保全業務を主な内容とするものである。
　業務の精度や円滑かつ計画的な進捗を確保するには、施設保全業務に係る専門的知識を有していることに加え、公的施設
における施設保全業務の特殊性を理解し業務を行うことが求められる。
　上記事業者は東京都歴史文化財団内での施設保全業務における派遣実績を多数有しており、業務の履行状況が良好であ
る。また、公的施設における施設保全の特殊性を熟知した派遣労働者を派遣可能な事業者は上記事業者をおいて他にな
い。よって上記事業者を特命する。
　

特命理由

70
館内アナウンス多言語対応に伴う機器
の交換

特命理由

No. 契約件名

38 労働者派遣契約

69
ピアノの購入(スタインウェイ＆サンズ社
製グランドピアノ)

特命理由

株式会社松尾楽器商会は、昭和28年の創立以来、世界的著名な楽器メーカーと輸入の特約を結び、それらの輸入・販売と
共に納入後の総合的技術管理について、技術者を海外のメーカーの工房等に派遣し技術の追求と研鑽を重ねている。また、
上記業者は1997年にスタインウェイ＆サンズ社の出資による日本法人、スタインウェイ・ジャパン株式会社が設立されるまで日
本総代理店としていたが、新たにスタインウェイピアノの正規特約店としている。
（1） 株式会社松尾楽器商会は、コンサート調律（調律・調整・整音）の技術だけではなく、スタインウェイピアノを理解し、その
性能を総合的に維持管理するために、必要な資料・純正部品を有し、管理を徹底している。
（2） 株式会社松尾楽器商会は、全ての技術者が同一水準の技能を有しており、十分に内容を熟知し、保守点検・修繕・設置
環境及び保管・各種検査等を迅速かつ適切に行える唯一の会社である。
（3） 株式会社松尾楽器商会は東京文化会館に配備されているスタインウェイピアノの保守点検及び修繕等を受託しており、
本件を他会社に行わせた場合、事故、故障時の迅速かつ適切な対応が不可能となるばかりでなく、保証責任等が不明確にな
る恐れがあり、同社より購入することにより、楽器管理の責任の所在が明確になる。以上の理由により、上記業者に本件を特命
する。

No. 契約件名

特命理由

78
票券管理システム（ASPサービス）の利
用契約(継続)

　現在、票券管理システムは、ぴあ株式会社のシステムを使用している。票券管理システムは、票券販売情報を管理するだけ
ではなく、友の会及びメールマガジン等の会員情報管理、各公演チケットの清算時に必要となる売上データや取引先情報、
払戻対応時に必要となる購入者情報が蓄積されており、この連鎖したデータを他のシステムへ移行することは不可能である。
よって、現行のシステムを採用する。

No. 契約件名



うち東京芸術劇場の管理運営

当期経常増減額 -160,057 -101,113

経常収益 16,295,569 2,586,909

7,340,374 1,234,939

5,168,981 0

16,455,627 2,688,021
16,430,595 2,688,021

うち人件費 2,271,896 313,635
25,032 0

うち管理費 3,028 0
当期経常外増減額 -827 0

1,296 0
2,123 0

520
-161,404 -101,113
349,586 2,200

14,711,643 -

当期増加額 42,346,300 -

5,168,981 -

当期減少額 42,639,789 -

14,418,153 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 工事 神幸電設㈱ 12,991,000

競争契約 工事 ㈱サン工芸 2,964,500

競争契約 委託 ㈱アール＆キャリア 5,497,524

競争契約 委託 ㈱アール＆キャリア 2,750,880

競争契約 委託 太盛運輸(株) 2,633,004

競争契約 その他
東京電力エナジーパート
ナー㈱

104,134,859

独占契約 その他 西池袋熱供給 190,190,716

独占契約 その他 東京都水道局 18,994,783

特定契約 工事
三精テクノロジーズ㈱東京
支店

122,320,000

特定契約 工事 大成建設㈱東京支店 44,440,000

特定契約 工事 ㈱奥村組 10,637,00011 東京芸術劇場各所手摺り設置工事

8 劇場維持管理(31)水道料金

9
プレイハウス舞台機構設備インバーター
更新工事

10 東京芸術劇場敷地再設備工事

5
(31)一般廃棄物等処理委託の実施(単価
契約)

6 平成31・R2年度東京芸術劇場電気需給

7 (31)熱需給契約（蒸気）

2 東京芸術劇場点字案内板設置工事

3
平成31年度労働者派遣契約（事業調整
係）（単価契約）

4 (31)労働者派遣契約（一係）

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 東京芸術劇場LED化工事

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
【指定管理料】
1,234,939

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31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

東京芸術劇場の管理運営

【本事業に含まれる都との年度協定】
平成３１年度東京都江戸東京博物館外５施設の管理運営に関する年度協定

２　事業（施設）概要

東京芸術劇場の管理運営業務

【都から特命により指定管理者の選定を受けて実施する事業】
東京芸術劇場の管理運営



特定契約 工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 8,549,280

特定契約 工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 7,667,000

特定契約 工事 株式会社　トーエネック 7,480,000

特定契約 工事 ㈱奥村組東京支店 4,050,000

特定契約 工事 東洋熱工業㈱ 3,850,000

特定契約 工事 日本電気㈱ 3,413,880

特定契約 工事 東洋熱工業㈱東京本店 3,190,000

特定契約 工事 三精テクノロジーズ㈱ 2,592,000

特定契約 工事 丸茂電機㈱ 2,563,000

特定契約 工事 フルテック㈱ 2,310,000

特定契約 工事 ㈱トーエネック東京本部 1,782,000

特定契約 工事 日本電気㈱ 1,644,720

特定契約 工事 ㈱トーエネック東京本部 1,620,000

特定契約 工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 347,600

特定契約 工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 347,600

特定契約 修繕 文化シヤッター㈱ 2,417,800

特定契約 修繕 文化シヤッター㈱ 2,310,444

特定契約 修繕 ㈱西原衛生工業所 1,942,920

特定契約 修繕 ヤマハサウンドシステム㈱ 1,916,640

特定契約 修繕 ㈱マイウォール 1,804,000

特定契約 修繕 ㈱奥村組東京支店 1,490,400

特定契約 修繕 東洋熱工業㈱東京支店 1,080,000

特定契約 修繕 ㈱ユーロデザイン 899,100

特定契約 修繕 ㈱奥村組 781,000

特定契約 修繕 ㈱西原衛生工業所 779,760

特定契約 修繕 ㈱島倉鉄工所 545,600

特定契約 修繕 ㈱奥村組 475,200

特定契約 修繕 ㈱奥村組東京支店 464,400

特定契約 修繕 ヤマハサウンドシステム㈱ 456,500

特定契約 修繕 ヤマハサウンドシステム㈱ 392,040

特定契約 修繕 ㈱奥村組東京支店 340,200

特定契約 委託 明治座舞台(株) 199,453,223

特定契約 委託 丸茂電機(株) 13,415,660

特定契約 委託 アデコ㈱ 6,598,990

44
(31)舞台照明設備定期点検保守業務委
託

45 (31)労働者派遣契約(経理 その1)

41
プレイハウス サイドスピーカ ウーハーユ
ニットリコーン修理②

42
東京芸術劇場コンサートホールホワイエ
出窓ガラスフィルム張替え

43 (31)舞台技術業務委託

38
東京芸術劇場地下3階No.56駐車場天
井部漏水対策工事

39
東京芸術劇場プレイハウス小楽屋２化粧
鏡修理

40 ワイヤレスインカムベルトパック修理

35
アトリウム2階アッパー広場手摺大理石巾
木補修工事

36
東京芸術劇場５階男子トイレ１ほか５ヶ所
洗面台水栓修理

37
東京芸術劇場ストレージタンク（ST2-2）
加熱コイル修繕

32
東京芸術劇場7階コンサートホール舞台
壁補修工事

33 東京芸術劇場AHU-30他蒸気管修繕

34
東京芸術劇場コンサートホール他3ヵ所
のカウンターテーブル補修

29
東京芸術劇場地下4階汚水ポンプ補修
工事

30
コンサートホール 吊マイク装置ケーブル
交換修繕

31
5階ギャラリー1移動展示パネルレール修
理

26
シアターイースト舞台袖連絡架8chパ
ワーアンプ更新工事

27
東京芸術劇場5階シャッター修繕（その
２）

28 東京芸術劇場５階シャッター修繕

23
東京芸術劇場館内ネットワーク４階映像
倉庫へのLAV敷設工事

24
東京芸術劇場地下2階DS照明器具設置
工事

25
プレイハウス舞台袖連絡架8chパワーア
ンプ更新工事

20
東京芸術劇場プレイハウスケーブルリー
ル更新工事

21
東京芸術劇場身障者トイレ自動ドア操作
ボタン改修工事

22
東京芸術劇場2階デッキ監視カメラ改修
工事

17
東京芸術劇場館内ネットワーク ファイア
ウォール更新工事

18
東京芸術劇場地下2階ダクトスペース換
気設備設置工事

19
東京芸術劇場ギャラリー・アトリウム等の
ワイヤーロープ更新工事

14
東京芸術劇場身障者トイレ光警報装置
設置工事

15
東京芸術劇場コンサートホール通路手
摺り設置他工事

16 東京芸術劇場喫煙所改修工事

12
プレイハウス舞台音響EMG回路増設工
事

13
東京芸術劇場コンサートホールホール
他2ホール難聴者システム更新工事



特定契約 委託 (株)ﾒﾃﾞｨｱﾝｽﾌﾘｰ 6,327,450

特定契約 委託 ㈱アール＆キャリア 5,709,420

特定契約 委託
(株)リクルートスタッフィン
グ

5,445,531

特定契約 委託
日東カストディアル・サー
ビス㈱

4,182,970

特定契約 委託
日東カストディアル・サー
ビス㈱

3,719,250

特定契約 委託 ㈱メディアンスフリー 3,425,400

特定契約 委託 ㈱メディアンスフリー 3,276,240

特定契約 委託
ﾏﾙｸｶﾞﾙﾆｴｵﾙｸﾞｼﾞｬﾎﾟﾝ
(有)

3,024,600

特定契約 委託
(一社)日本舞台美術家協
会

2,992,000

特定契約 委託 ㈱メディアンスフリー 2,943,600

特定契約 委託 小林英之 2,746,800

特定契約 委託 (株)ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 2,210,520

特定契約 委託
ﾏﾙｸｶﾞﾙﾆｴｵﾙｸﾞｼﾞｬﾎﾟﾝ
(有)

2,164,637

特定契約 委託
(株)河合楽器製作所関東
支社

2,124,640

特定契約 委託 三精テクノロジーズ 1,399,964

特定契約 委託 ㈱コム・ワークスタジオ 1,334,385

特定契約 委託 ㈱コム･ワークスタジオ 1,327,491

特定契約 委託 ㈱コム･ワークスタジオ 1,313,130

特定契約 委託 ㈱コム･ワークスタジオ 1,253,340

特定契約 委託
日東カストディアル・サー
ビス㈱

1,185,840

特定契約 委託 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ(株) 1,158,920

特定契約 委託 ㈱イヤホンガイド 1,001,100

特定契約 委託
㈱日本経営データ・セン
ター

968,000

特定契約 委託 (有)STORK 968,000

特定契約 委託 ㈱Planet Movie 957,000

特定契約 委託 ㈱共和企画 949,608

特定契約 委託 (株)松尾楽器商会 912,040

特定契約 委託 ㈱共和企画 872,000

特定契約 委託 ㈱大塚商会 856,900

特定契約 委託
日東カストディアル・サー
ビス㈱

827,750

特定契約 委託 (株)共和企画 771,171

特定契約 委託 ㈱イヤホンガイド 764,500

特定契約 委託 ㈱奥村組東京支店 561,600

77
ノダマップ「Q」の英語字幕ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾀﾌﾞ
ﾙ字幕機運用委託

78
東京芸術劇場アルコープ外壁横断幕設
置その他作業

74
東京芸術劇場PC更新に伴う初期設定委
託

75 手荷物検査実施（11月）に係る業務委託

76 (31)副都心線・池袋駅電飾看板掲出

71
東京ﾒﾄﾛ･有楽町線池袋駅ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁ多
言語版劇場案内電飾看板 広告掲出委
託

72 (31)ﾋﾟｱﾉ調律管理委託(ｽﾀｲﾝｳｪｲ)

73
JR東日本･池袋駅ｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ(特額飾看
板)No1761広告掲出委託

68
東京芸術劇場施設予約管理システムに
係わるデータ移行業務契約

69
図解東京芸術劇場ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(日英版)の
制作

70 ノダマップ「Q」の英語字幕制作委託

65 手荷物検査実施（６月）に係る業務委託

66
(31)舞台音響設備定期点検保守業務委
託

67
(31)視覚障害者用音声ガイド機の借上
げ及びオペレート業務委託（単価契約）

62
季刊広報誌第30号の取材、編集、ﾃﾞｻﾞｲ
ﾝ及び制作進行管理に係る業務委託

63
季刊広報誌27号の取材･編集･ﾃﾞｻﾞｲﾝ及
び制作進行管理に係る業務委託

64
季刊広報誌第28号の取材･編集･ﾃﾞｻﾞｲﾝ
及び制作進行管理に係る業務委託

59 (31)ﾋﾟｱﾉ調律管理委託(ｶﾜｲ)

60
(31)舞台機構･ｱﾄﾘｳﾑ照明用吊物定期点
検保守

61
季刊広報誌BUZZ29号取材、編集、デザ
イン及び制作進行管理に係る業務委託

56
(31)ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ・ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌｵﾙｶﾞﾝ管理業
務（単価契約）

57 (31)ﾋﾟｱﾉ調律管理委託(ﾔﾏﾊ)

58
(31)ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ調律等業務委託（単価
契約）

53 (31)ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ保守委託

54
バリアフリー化事業(福祉S)ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ
模型製作に係る業務委託

55 東京芸術劇場HP ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ版拡充委託

50 手荷物検査実施(9月)に係る業務委託

51
HP韓国語･簡体字中国語･繁体字中国
語版の制作

52
東京芸術劇場HP アクセシビリティ対応
委託

47
(31)労働者派遣契約（庶務・人事・契約
事務）

48 (31)労働者派遣契約(広報 その1)

49 手荷物検査実施(10月)に係る業務委託

46 (31)公式HP制作管理業務委託



特定契約 委託 ㈱グローバル・デイリー 550,000

特定契約 委託 ㈱ヴォートル 536,737

特定契約 委託
（社福）東京聴覚障害者福
祉事業協会東京手話通訳
等派遣センター

518,000

特定契約 委託 ㈱イヤホンガイド 486,100

特定契約 委託 ㈱ケイエムアドシステム 461,300

特定契約 委託 ㈱メディアンスフリー 437,400

特定契約 委託 トヨタL&F東京㈱ 421,605

特定契約 委託
日東カストディアル・サー
ビス㈱

397,100

特定契約 委託 エイハン・ジャパン㈱ 349,920

特定契約 物品
㈱アコースティガイド･ジャ
パン

2,306,700

特定契約 物品
ティー・アイ・トレーディン
グ㈱

2,046,000

特定契約 物品
三精テクノロジーズ㈱東京
支店

550,000

特定契約 物品 ㈱松尾楽器商会 468,600

特定契約 その他 (株)テレ・ポーズ 2,681,400

特定契約 その他 日本経営ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 2,452,041

特定契約 その他 富士ゼロックス㈱ 2,127,320

特定契約 その他
総合商社ベンキョウドー
(株)

1,024,164

特定契約 その他 東京四社営業委員会 800,000

件数 金額
0 0
0 0
1 686,232

79
共催公演ノダマップ｢Q｣の英語字幕ｻｰﾋﾞ
ｽ海外向け広告掲載

80 公演キャンセルに伴う付加業務委託

81
(31)聴覚障害のための手話通訳・要約筆
記者の派遣業務委託（単価契約）

82
(31)聴覚障害者用ポータブル字幕機材
の借上げおよび字幕作成・オペレート業
務委託（単価契約）

83
国際興業バスの車内放送アナウンス広
告委託（池袋駅東口、西口発着分）

84 東京芸術劇場公式サイトの常時SSL化

94
（R1-R2）複写サービス(2台目)に関する
契約（モノクロ・カラー）(複数単価契約）

85 舞台用フォークリフトの保守点検委託

86
令和元年度東京芸術劇場建物総合管
理臨時会館業務委託

87
舞台用高所作業台の保守点検業務委
託

96 (31)タクシー乗車伝票の利用契約

88
バリアフリー化事業(福祉S)イヤホンガイド
購入

89 舞台用ウィンチ付安全ブロックの購入

92 (31)携帯電話機能抑止装置の賃借

93
(31)施設予約管理ｼｽﾃﾑに係わる機器の
賃借及び保守契約

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

90
プレイハウス用ギャラリーアンカーの追加
購入

91 舞台用ピアノ椅子の購入

非公表案件
〇個人情報を含む案件

95
(31)事務所内ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの借上げ
2



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 三精テクノロジーズ㈱東京支店 122,320,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 大成建設㈱東京支店 44,440,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 ㈱奥村組 10,637,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 8,549,280

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〕

契約件名

11 東京芸術劇場各所手摺り設置工事

特命理由

（１） ヤマハサウンドシステム株式会社は平成２３年度から開始した東京芸術劇場の大規模改修工事において舞台音響設備工
事を施工し、しゅん功させた。そのため、ヤマハサウンドシステム株式会社は、当劇場の舞台音響設備全般について十分内容
を熟知しており、本件工事を確実・安全にかつ短期間で行うことが出来る唯一の会社である。
（２）本工事は、プレイハウス舞台音響EMG回路増設工事であり、既存のプレイハウス舞台音響設備に接続し、一部は改造して
使用するため、現在の舞台音響設備について熟知していることが求められ、プレイハウス舞台音響EMG回路増設工事後既存
のシステムとの十分な総合調整をおこない、既存機器に対し障害が出ない様工事を行うことが必要である。ヤマハサウンドシス
テム株式会社は毎年舞台音響設備の保守点検も受託しており、工事を的確に効率良くかつ限られた時間内で終わらせること
が出来る。
（３）本工事を他会社に行わせた場合、事故、故障時の迅速かつ適切な対応が不可能となるばかりでなく、保証責任等が不明
確になる恐れがある。
以上の理由から、ヤマハサウンドシステム株式会社を特命する。

12
プレイハウス舞台音響EMG回路増設工
事

No. 契約件名

特命理由

No. 契約件名

9
プレイハウス舞台機構設備インバー
ター更新工事

特命理由

No. 契約件名

10 東京芸術劇場敷地再設備工事

（１） 東京芸術劇場のプレイハウスの機構設備は三精テクノロジーズ株式会社が当劇場専用に設計・製作・施工したものであ
り、毎年の定期保守点検作業も請負っている。このなかで、各部品の更新推奨時期の提示および赤錆発生の報告が上記業者
からあった。
（２） 本工事であるインバーターとは、三精テクノロジーズ株式会社が独自に開発した制御システムの一部に使用されており、こ
のシステム全体の特性を熟知していないと安定した設定が出来ない。
（３） 施工は、一般利用者の往来のない休館日中の限られた時間に作業することが求められ、インバーターを取替えた後の機
器相互の調整に経験と技術を要するため、システムに精通した三精テクノロジーズ株式会社が唯一施工可能である。
（４） 当劇場の舞台機構設備に熟知した三精テクノロジーズ株式会社は、過去の大規模改修工事の施工や日常の点検・修繕
を行なって来ており、当館の劇場運営にも精通しているため本工事を支障なく短時間で遂行できる唯一の会社である。
上記理由により、本案件については、三精テクノロジーズ株式会社との特命随意契約とする。

（１）本工事は、区発注の公園整備工事と並行して行う工事であり、劇場の通常運営期間中に行う工事であることから、利用者
や館運営への影響を最小限に留めるため、短時間で施工する必要がある。
（２）本工事の施工範囲は、劇場通りから駅方向に向かう通路として使用されている部分を含み、この延長には区発注の公園整
備工事の通路が工程の都合で閉鎖される見込みがあることなど両工事で工程を調整しつつ施工する必要がある。
（３）景観を統一する必要から区発注の公園再設備工事と使用部材を統一し、限られた工期で効率の良い施工をする必要があ
る。
（４）このため、区整備工事の受注者である大成建設株式会社東京支店が、本工事を支障なく遂行できる唯一の会社である。
上記理由により、本案件については、大成建設株式会社東京支店との特命随意契約とする。

特命理由

　本工事で設置する手摺りについては、椅子脚部、肘掛部、客席誘導灯との干渉をかわし、手摺り柱部を床面から立ち上げる
工法で施工するため、手摺りの取付け方や形状などの仕様を決めるに当たり、当劇場のコンサートホールの客席や階段通路の
建築的構造、材質及び周囲内装材との美的調和について熟知している会社が、目的に適した手摺り材料の選択と形状を考慮
して施工を行うことが求められる。
　株式会社奥村組は、平成22年から24年にかけて行われた改修工事の建築工事で建設企業体の幹事会社を務め、コンサート
ホールにおいては客席椅子の改修を行い、今回手摺りを取付ける個所である木質の段差がある床部分の仕上げについて充
分な知見がある。
　また、コンサートホール壁及び地下鉄連絡通路の手摺り設置工事についても壁面、床面の建築的構造、使用材料の材質及
び周囲内装材との調和について熟知している。
　これらの条件のほか、施工時間に制限がある中で館の運営に熟知し遅滞なく確実に施工が出来る唯一の会社である。
　上記の理由により、本案件については、株式会社奥村組との特命随意契約とする。

No.



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 ヤマハサウンドシステム㈱ 7,667,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 株式会社　トーエネック 7,480,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 ㈱奥村組東京支店 4,050,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 東洋熱工業㈱ 3,850,000

No. 契約件名

契約件名

（１） 本工事は、東京都受動喫煙防止条例に適合するため、劇場内空調換気設備について室内空気のバランスをとりながら２
階喫煙所の空気を廊下側に排出を防止するため排風機を設置し第三種換気システムを構築する工事である。
（２） 施工は、2階から地上階に貫通した換気経路を構築する必要があり、その経路は既存のダクトの間を縫っての施工となり建
物の構造、配管・ダクト経路について熟知している施工者が適任である。
（３） このため、施工者は館の建築・空調換気設備に熟知した当建物の空調換気設備工事の元施工者である東洋熱工業株式
会社が、過去の大規模改修工事、修繕に実績があり館の運営にも精通しており本工事を支障なく遂行できる唯一の会社であ
る。
上記理由により、本案件については、東洋熱工業株式会社との特命随意契約とする。

15
東京芸術劇場コンサートホール通路手
摺り設置他工事

16 東京芸術劇場喫煙所改修工事

No.

特命理由

特命理由

  手摺りの取付け方や形状などの仕様を決めるに当たって、階段の取り付け位置を正確に計測した後、当劇場のコンサート
ホールの客席や階段通路の建築的構造や材質それに周囲内装材との調和について熟知している者が、目的に適した手摺り
材料の選択と形状を考慮して施工を行うことが求められる。
株式会社奥村組は、都が平成２３年度から実施した劇場の大規模改修工事の建築JVの中核企業として当劇場の改修工事を
手掛け、劇場建物の構造・材質やコンサートホールの仕様など本工事に必要な内容を熟知しており、休館日の短期間で施工
が可能な唯一の業者である。
　上記理由により、本案件については、株式会社奥村組との特命随意契約とする。

特命理由

契約件名

特命理由

14
東京芸術劇場身障者トイレ光警報装置
設置工事

No. 契約件名

（１） ヤマハサウンドシステム株式会社は平成２３年度から開始した東京芸術劇場の大規模改修工事において舞台音響設備工
事の施工者である。そのため、当劇場の舞台音響設備全般について十分内容を熟知しており、本件工事を確実・安全にかつ
短期間で行うことが出来る唯一の会社である。
（２） 本工事は、各ホールの難聴者システム更新工事であり、既存の舞台音響設備に接続して使用するため、既存の舞台音響
設備について熟知していることが求められ、難聴者システムの更新工事後既存のシステムとの十分な総合調整を行い、既存機
器に対し障害が出ない様調整を行うことが必要である。
ヤマハサウンドシステム株式会社は毎年舞台音響設備の保守点検も受託しており、工事を的確に効率良くかつ限られた時間
内で終わらせることが出来る。
（３） 本工事を他会社に行わせた場合、事故、故障時の迅速かつ適切な対応が不可能となるばかりでなく、保証責任等が不明
確になる恐れがある。
以上の理由から、ヤマハサウンドシステム株式会社を特命する。

（１） 平成24年度に終了した東京芸術劇場の大規模改修工事における電気工事は、株式会社トーエネックが設計、施工し、
しゅん功させた。そのため、株式会社トーエネックは、当劇場の電気設備全般について十分内容を熟知しており、本件の電気
工事を確実・安全にかつ短期間で行うことが出来る唯一の会社である。
（２） 本工事は、身障者トイレ内に火災が発生した際避難を知らせる光警報装置を設置するものである。このため、防災セン
ター内に光警報制御装置を置き各階の身障者トイレまで信号ケーブルを敷設する必要があるが、アトリウムなど配線ルートが無
いところが多く、新たにコア抜きをして通線する必要がある。このため館内の電気設備の配線系統について熟知している会社
が、工事に伴う騒音、振動に配慮して、休館日や公演の無い日など限られた日に施工しなければならない。
株式会社トーエネックは、当館の電気設備や照明設備の工事を大規模改修工事後多数施工した実績があり、配線ルートの選
定、現場の施工方法について適切に行なうことが出来、工事にあたっても休館日に短時間で効率よくしゅん功させることが出来
る。
（３） 本工事を他会社に行わせた場合、事故、故障時の迅速かつ適切な対応が不可能となるばかりでなく、保証責任等が不明
確になる恐れがある。
以上の理由から、株式会社トーエネックを特命する。

13
東京芸術劇場コンサートホールホール
他2ホール難聴者システム更新工事

No.



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 日本電気㈱ 3,413,880

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 東洋熱工業㈱東京本店 3,190,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 三精テクノロジーズ㈱ 2,592,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 丸茂電機㈱ 2,563,000

No. 契約件名

20 プレイハウスケーブルリール更新工事

No. 契約件名

18
東京芸術劇場地下2階ダクトスペース換
気設備設置工事

特命理由

No. 契約件名

19
ギャラリー・アトリウム等のワイヤーロー
プ更新工事

No. 契約件名

17
東京芸術劇場館内ネットワーク ファイア
ウォール更新工事

特命理由

（１） 東京芸術劇場改修工事におけるネットワーク機器の納入及び設置調整工事は、上記特命業者が入札により落札し、履行
完了した。上記特命業者は工事終了後のネットワーク機器の正常動作やセキュリティの確保についての責任を帯びている。ま
た、本件のファイアウォールの更新工事を含めたアクセスポイントおよびHUBの調整を含めて設置調整作業を確実に、且つ適
正に行うことが出来る唯一の会社である。
（２） 上記特命業者は、ファイアウォールの更新工事におけるネットワークのソフトウエアのシステムを熟知しているため、本件の
ファイアウォールの更新工事およびアクセスポイントの正常動作確保調整におけるソフトウエアのシステムマッチングを確実に
行うことが出来る唯一の会社である。
以上の理由及び本件を含めた、ファイアウォールの更新工事の責任の所在を明確にするためにも、上記業者を特命する。

特命理由

（１） 東京芸術劇場の舞台照明設備は、上記特命業者が、当劇場専用に開発し設計・製作・施工したものであり当該設備を熟
知しており、過去の大規模改修工事の施工や毎年の定期保守点検作業も受託している。
（２） 本修繕であるケーブルリールとは、丸茂電機株式会社が独自に開発したシステムの一部に使用されており、このシステム
全体の特性を熟知していないと安定した電源供給が出来ない。
（３） 上記特命業者は、当館の修繕に必要な資料・部品を有し、設備機器の老朽・劣化等の現状把握ができ、当館の劇場運営
にも精通しているため本修繕を支障なく短時間で遂行できる唯一の会社である。
（４） 本修繕に携わる技術員は、同社の教育実習・実務経験を経た者に限ることで本業務の信頼性を高めることが可能である。
以上の理由により、本案件については、丸茂電機株式会社との特命随意契約とする。

特命理由

（１） 東京芸術劇場のアトリウムの機構設備は三精テクノロジーズ株式会社が当劇場専用に設計・製作・施工したものであり、毎
年の定期保守点検作業も請負っている。このなかで、各部品の更新推奨時期の提示および赤錆発生の報告が上記業者から
あった。
（２） 本工事である吊物用ワイヤーロープは、三精テクノロジーズ株式会社が独自に開発した制御システムの一部に使用されて
おり、このシステム全体の特性を熟知していないと安定した設定が出来ない。
（３） 施工は、一般利用者の往来のない休館日中の限られた時間に作業することが求められ、ワイヤーロープを取替えた後の
機器相互の調整に経験と技術を要するため、システムに精通した三精テクノロジーズ株式会社が唯一施工可能である。
（４） 当劇場の舞台機構設備に熟知した三精テクノロジーズ株式会社は、過去の大規模改修工事の施工や日常の点検・修繕
を行なって来ており、当館の劇場運営にも精通しているため本工事を支障なく短時間で遂行できる唯一の会社である。
上記理由により、本案件については、三精テクノロジーズ株式会社との特命随意契約とする。

（１）本工事は、劇場内空調換気設備について室内空気のバランスをとりながら地下２階プレイハウス奈落横のダクトスペースに
排風機を設置し第三種換気システムにより湿度改善を図る工事である。
（２）施工は、地下階から地上階に貫通した換気経路を構築する必要があり、その経路は改修工事で使用されなくなった冷却
水配管を活用するなど建物の構造、配管・ダクト経路について熟知している施工者が適任である。
（３）このため、施工者は館の建築・空調換気設備に熟知した元施工者である東洋熱工業株式会社が、過去の大規模改修工
事、修繕に実績があり、館の運営にも精通しており本工事を支障なく遂行できる唯一の会社である。
上記理由により、本案件については、東洋熱工業株式会社との特命随意契約とする。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 明治座舞台(株) 199,453,223

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 丸茂電機(株) 13,415,660

１　明治座舞台株式会社（以下、「同社」という。）は、当劇場のリニューアルオープン以来、舞台機構操作等の業務に従事して
いる。当劇場の施設・設備の改修意図を理解し、舞台機構・照明・音響の諸設備を総合的に操作できる技術スタッフを配し、安
全かつ的確で効率的な施設・設備の舞台技術運営が実行できている。
２　当劇場は4つのホールを内包する大型複合劇場であり、特にクラシックコンサート専用ホールを持つ、他に例を見ない劇場
である。
当劇場の舞台技術業務委託を受託する業者は、演劇などの舞台公演に必要な知識と技術だけでなく、クラシック音楽の知識と
技術が必要になる。
演劇などの舞台公演とクラシック音楽の知識と技術は全く別のものであり、両方のホールに対し一括して人材を擁し配備できる
業者は殆どない。同社は、当劇場が持つ4つのホールの性格を網羅している劇場及びホールへ人材を派遣している。そのた
め、4つのホール全てに対応できる人材を擁し、当劇場の舞台技術を一括して受託することができる。
３　当劇場は高い稼働率で運用されており、設備や備品の急なトラブルが起きた際に、機器の緊急対応と同時に公演の無事続
行を図らなければならない。その場合、4つのホールが別々の業者に委託されていると、相互のバックアップと連携が取れな
い。そのため、当劇場の舞台技術業務委託は、一括委託が不可欠であるが、同社は、一括受託することができる。
４　当劇場は自主・貸館ともに非常に高い技術レベルの演出を要求される。そのため、舞台・照明・音響・映像それぞれに我が
国のトップレベルの演出の要求に応えて技術対応が可能な知識とスキルを身につけた人材の配備が必要になる。しかしこれ
を、各部門で専門業者に委託すると、部門間の相互のバックアップと連携が取れない。そのため、当劇場の舞台技術業務委託
は、一括委託が不可欠である。同社は、これを一括受託できる業者である。
５　当劇場の施設は、世界で唯一のパイプオルガンと可変式反射板を備えたコンサートホール、可変速式電動バトンと照明ブ
リッジ４基の吊り物機構と４基の大迫と自走式ワゴンステージ1基の迫機構を備えたプレイハウスなど他の劇場・ホールのシステ
ムと違う特徴ある設備であり、その操作は他の同類施設に比べても難易度が高く、操作時に出演者・舞台スタッフに対する危険
性も伴う。また、改修工事の際に、音響や照明設備についても様々な新しい舞台演出の要求に応えられるよう、全ホールともに
CPUによる制御とネットワークでのコントロール仕様としたので、技術員があらかじめ相当高いレベルでの知識と技術と現場経
験を備えていることが必要である。

６　公演の成否は、舞台を下支えする舞台スタッフの技術レベルによるところが大きい。利用者の多大な要求の中には一見無
理とも思える要求もあるが、その要求の実現には、主催者側と財団の舞台管理チームが一体となって要求に応える方法を探る
フレキシビリティと技術力が必要である。
当館の複雑な設備機構のハード・ソフト面を十分に理解した上で、利用者の要求に応えられる豊富な舞台公演経験に裏打ちさ
れた即応性を発揮するには、長い習熟期間と高度な技術力・判断力が必要である。同社はその要求に十分応えている。ホー
ル事業が継続している中で他社と、もし引継ぎを充分に行えたとしても、請負開始後、安全な管理運営をするのは非常に難し
いと考えられ、相当な習熟期間が必要である。同社以外が請負開始直後から円滑に高いレベルでの舞台機構操作等を実施
するのは事実上不可能に近い。
７　日々、舞台で起こりうる様々なトラブルに対処し、円滑な公演運営を支える高い技術力と実践から得た的確な判断力を同社
は組織的に持っており、同社のスタッフは日常で実践してきている。
危機管理の面でもその実践は行われている。舞台機構の突発的な不具合に対しても、急遽手動に切り替え、制御盤室での対
処などさまざまな対応が必要となる。同社は、瞬時にこれに対応し、主催者と財団の舞台管理チーム及びメンテナンス業者との
連携による判断を用いて、トラブルによる被害を最小限に食い止め、公演に影響が出ないよう舞台運営を行うことができている。
万一舞台機構操作のトラブルにより公演中止となった場合は、主催者・入場者に精神的、経済的に損害を与え、損害賠償等の
問題も発生する。またその場合は、当劇場に対する都民や利用者の信頼を失ってしまうことにもなり、各方面への損失ははかり
しれない。
危機管理に関する劇場との協力体制は公演の舞台技術にとどまらず、同社は各スタッフに自衛消防技術及び救命救急などの
講習を受講させたり、労働安全衛生法施行令の一部改正に伴う高所作業等に対応したりするなど、劇場利用者を守る安心安
全をモットーとした劇場運営を、財団の舞台管理チームと共に連携を取って行っている。他社において現在、これだけの技術レ
ベルと安全意識をもった人数を揃えられる会社はない。
以上の理由により、同社を特命する。

No. 契約件名

44
(31)舞台照明設備定期点検保守業務
委託

特命理由

（１）東京芸術劇場の舞台照明設備は、上記特命業者が、当劇場専用に開発し設計・製作・施工したものであり当該設備を熟
知している。従って保守点検が指定期間内（休演日）に実施可能である。
（２）設計・製作・施工及び保守点検者を同一にすることにより、設備に対する全ての責任の所在が明確となり保守業務全体の
履行義務を負わせることができる。
（３）上記特命業者は、当館の保守点検に必要な資料・部品を有し、設備機器の老朽・劣化等の現状把握ができ継続的に安全
かつ正常な機能が保たれる。
（４）保守に携わる技術員は、同社の教育実習・実務経験を経た者に限ることで保守点検業務の信頼性を高めることが可能であ
る。
（５）故障・事故発生の場合においても迅速な対処が可能であり、当館の舞台運営が安全に行われることが期待できる。
以上の理由により、上記業者に舞台照明設備定期点検保守業務を特命する。

No. 契約件名

43 舞台技術業務委託

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アデコ㈱ 6,598,990

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)ﾒﾃﾞｨｱﾝｽﾌﾘｰ 6,327,450

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱アール＆キャリア 5,709,420

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)リクルートスタッフィング 5,445,53148 労働者派遣契約(広報 その1)

No. 契約件名

特命理由

  本業務は、東京芸術劇場の広報営業における広報宣伝、庶務等、主として広報営業に係る事務作業の補助業務の従事のた
めに、人材派遣により要員を配置し、劇場運営業務を円滑に遂行するためのものである。
　当劇場の運営業務にあたっては、9時から22時までの開館時間や4週8休の勤務シフト制に応じた勤務体制に従う必要があ
る。
　また、広報営業係の行う上記諸業務については、自主・共催・提携事業（音楽、演劇、人材育成・教育普及、地域連携など）
や収容人数や設備が全く異なる4つのホールや展示施設、リハーサルルーム、会議室等で行われる事業の広報営業を行いつ
つ、さらに日々のウェブサイトや館内サイネージなどの運用や、広報宣伝に係る資料の整理、事業への招待関係者の管理とり
まとめなども必要とされる事務業務である。
　本業務には、こうした勤務体制の中でこのような事務に従事する人員の派遣を受ける必要があるが、上記事業者は、平成29
年度の指名業者による入札により契約先となって以降、劇場運営業務に精通した人員を継続して派遣し、その勤務状況も良好
であることから、引続き必要な人材の提供が期待できる。よって、上記業者を特命する。

47
労働者派遣契約（庶務・人事・契約事
務）

No. 契約件名

特命理由

　本業務は、東京芸術劇場の管理運営業務における庶務・人事・契約事務等の補助業務への従事のため人材派遣により要員
を配置し、劇場運営業務を円滑に遂行するためのものである。
　当劇場の運営業務にあたっては、9時から22時までの開館時間や4週8休の勤務シフト制に応じた勤務体制に従う必要があ
る。
　また、管理係の庶務・人事・契約業務については、自主事業（音楽、演劇、人材育成・教育普及、地域連携など）や収容人数
や設備が全く異なる４つのホールをはじめ、4つの展示施設、リハーサル室・会議室等の貸出施設の管理運営業務、さらにテナ
ント等の管理業務にかかる庶務・人事・契約事務の補助業務をこなしながら、来館者等への対応なども必要とされる事務であ
る。
　本業務には、こうした勤務体制の中でこのような事務に従事する人員の派遣を受ける必要があるが、上記事業者は、平成28
年度の指名業者による入札により契約先となって以降、劇場運営業務に精通した人員を継続して派遣し、その勤務状況も良好
であったことから、引続き必要な人材の提供が期待できる。よって、上記業者を特命する。

46 公式HP制作管理業務委託

No. 契約件名

特命理由

　本件は、平成23年12月2日付企画提案方式により採用された上記業者の企画案に基づき、平成23年12月15日付契約締結し
た「東京芸術劇場　新ホームページの制作委託業務」にて制作された内容のホームページの運用管理を行うとともに、その更
新作業を継続するものである。上記企画提案にあたり、参加各社に運用にかかる内容を含めて企画案を提出してもらい、採用
している。また、新ホームページ制作の際には専用サーバーを構築している。同サーバーを運用管理するためのハード機器の
利便性や効率性、さらには、PC版及びスマートフォン・タブレット用ホームページのコンテンツ更新作業を頻繁かつ迅速に対応
するにあたり、ホームページそのもののプログラミングに熟知している必要がある。以上のような条件を踏まえ、本件の業務内容
の円滑な履行を実施可能な業者は、上記業者のみである。上記理由により、株式会社メディアンスフリーを特命とし、随意契約
とする。

45 労働者派遣契約(経理 その1)

No. 契約件名

特命理由

　上記事業者は、平成27年度に指名競争入札を実施した結果に基づき労働者派遣契約を締結している。
　芸術劇場は年間契約件数が約2,000本あり、経理係では契約原議の作成から、入金処理、執行管理等、業務量が膨大かつ
多岐にわたっている。とりわけ、年々増える海外送金や煩雑な仕訳伝票の作成等、確認に時間を要する業務も増えている。
　上記事業者より派遣されている職員は、業務に精通しており、上記の事務処理が迅速かつ適確である。業務の継続性を考慮
すると引き続き同じ職員が派遣されることが経理係の安定的な業務執行に欠かせない。
　上記業者は継続して同じ職員を派遣することが可能であるため、平成３０年度に続き労働者派遣契約を締結する。
　上記理由により特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 日東カストディアル・サービス㈱ 4,182,970

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 日東カストディアル・サービス㈱ 3,719,250

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱メディアンスフリー 3,425,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱メディアンスフリー 3,276,240

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ﾏﾙｸｶﾞﾙﾆｴｵﾙｸﾞｼﾞｬﾎﾟﾝ(有) 3,024,600

No. 契約件名

52

特命理由

No. 契約件名

53 ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ保守委託

特命理由

(1)  東京芸術劇場大ホールパイプオルガンは、フランス・マルクガルニエオルガン製作所が設計・製作し、取り付けたものであ
る。
(2)  マルク ガルニエ オルグ ジャポン有限会社は、国内のマルク・ガルニエ製作のオルガンを管理するために設置された会社
である。また、製作者との意思疎通が容易なだけでなく、保守技術も優秀であり、ガルニエ製オルガンの保守を行える国内唯一
の専門会社である。
(3)  東京芸術劇場パイプオルガンの保守に必要な設計図、部品等に精通しており、緊急時の障害や修理に対応できる。
(4)  東京芸術劇場パイプオルガンに熟知した、専門技術者を有しており、的確な保守に携わることができる。
(5)  故障発生の場合に、速やかな処理が明確な責任のもとに行われる。
上記の理由によりマルク ガルニエ オルグ ジャポン有限会社を特命する。

　本件は、当館ホームページのJIS-X8341-3:2016に基づくWEBアクセシビリティ試験の結果をもとに、試験結果が基準を満た
していない項目の具体的な対応方法を提案し、2019年度中に実施できる対応を行うものである。
　①平成23年12月2日付企画提案方式により採用された上記業者の企画案に基づき、平成23年12月15日付契約締結した「東
京芸術劇場　新ホームページの制作委託業務」にて制作された内容のホームページの運用管理を行うとともにその更新作業
を継続する。②現在の当館HPの仕様を熟知しており、かつ制作作業を円滑、迅速に対応するにあたり、ホームページそのもの
のプログラミングに熟知している必要がある、という二つの条件を条件を踏まえ、本件の業務内容の円滑な履行を実施可能な
業者は、上記業者のみである。

東京芸術劇場HP アクセシビリティ対応
委託

契約件名

51
HP韓国語･簡体字中国語･繁体字中国
語版の制作

No.

特命理由

手荷物検査実施(9月)に係る業務委託

No. 契約件名

特命理由

特命理由

　本件は、当館ホームページの多言語化を推進するにあたり、ホームページの一部内容の韓国語版、簡体字中国語版、繁体
字中国語版を制作するものである。
　①平成23年12月2日付企画提案方式により採用された上記業者の企画案に基づき、平成23年12月15日付契約締結した「東
京芸術劇場　新ホームページの制作委託業務」にて制作された内容のホームページの運用管理を行うとともにその更新作業
を継続する。②現在の当館HPの仕様を熟知しており、かつ制作作業を円滑、迅速に対応するにあたり、ホームページそのもの
のプログラミングに熟知している必要がある、という二つの条件を踏まえ、本件の業務内容の円滑な履行を実施可能な業者は、
上記業者のみである。
　上記理由により、株式会社メディアンスフリーを特命とし、随意契約とする。

50

　日東カストディアル・サービス株式会社は東京芸術劇場の建物総合管理業務を平成25年4月から受託し良好な成績を収めて
おり、熟練した従事者が多数在籍している。そのため、不慮の事故があった際にも手荷物検査従事者以外の警備員や防災セ
ンターとの連携が速やかに確保できる。さらに、平成30年度及び令和元年6月に行われた手荷物検査においても、上記事業者
にて行い、滞りなく終了している。
　今回の手荷物検査は東京芸術劇場の入り口で、全来館者に対して行うため、劇場の特性をより理解している事業者が行うこ
とが望ましい。
　円滑且つ確実な検査を行うためにも、上記業者を特命する。

  上記事業者は東京芸術劇場の建物総合管理業務を平成25年4月から受託し良好な成績を収めており、熟練した従事者が多
数在籍している。そのため、不慮の事故があった際にも手荷物検査従事者以外の警備員や防災センターとの連携が速やかに
確保できる。さらに、平成30年度及び令和元年6月および9月に行われた手荷物検査においても、上記事業者にて行い、滞り
なく終了している。
  今回の手荷物検査は東京芸術劇場の入り口で、全来館者に対して行うため、劇場の特性をより理解している事業者が行うこ
とが望ましい。
  円滑且つ確実な検査を行うためにも、上記業者を特命する。

49 手荷物検査実施(10月)に係る業務委託

No. 契約件名



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (一社)日本舞台美術家協会 2,992,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱メディアンスフリー 2,943,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 小林英之 2,746,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他 (株)テレ・ポーズ 2,681,400

No. 契約件名

No. 契約件名

55 公式HP ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ版拡充委託

特命理由

92
東京芸術劇場携帯電話機能抑止装置
の賃借

特命理由

　携帯電話機能抑止装置の設置にあたっては、上記業者は、コンパクトで高機能な機器を賃借できる唯一の業者である。
上記業者の携帯電話機能抑止装置は、国内で多くの劇場・ホールに導入の経験から、ホールの運用に支障なく且つ装置の機
能を充分に稼動可能な場所（シーリング、キャットウォーク等）に設置できるサイズであり、また、稼動時に他の無線機器（ワイヤ
レスマイクやトランシーバー、インカム等ホールの運用に不可欠な電波機器）に影響を及ぼすことが無い対策を施している。
　また、上記業者は、国内の無線通信機器業者との間で携帯電話機能抑止装置を設置運用することについての電波干渉実験
を実施し、その成績は財団法人日本品質保証機構（ＪＱＡ）の基準を満たしている等、ホール内の無線機器及び来場者の医療
機器の使用に対し、信頼性がある。
　また、東京文化会館をはじめ当館と同等規模のホールにも多数の納入実績があり、すぐれた評価を得ている。
　以上の理由から、上記業者は、本件の契約の相手方となりうる事実上の唯一の業者であることから、上記業者に特命する。

No. 契約件名

56
ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ・ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌｵﾙｶﾞﾝ管理業務
（単価契約）

特命理由

　平成7年1月25日、東京芸術劇場で行なわれた「東京芸術劇場オルガン管理業務に関する委託契約者選定委員会」におい
て、受託オルガニストの選定が行われた。今回特命する小林氏は、上野学園大学で後進の指導に当たるなど、オルガンに関
する知識は充分であり、演奏技術に関しては国内のオルガニストの中でも第一人者である。また、ドイツ留学の経験を有してい
るのでドイツ語の能力も専門的な打合せ等にも不自由しない。第２回武蔵野市国際オルガンコンク－ル（平成４年）の実行委員
長を務めるなど、事務処理能力も充分である。このことから同委員会は、小林英之氏をオルガン管理業務委託者として決定し
た。
以上の理由により、上記の者を特命する。

　本件は、当館ホームページの利便性向上を推進するにあたり、ホームページのスマートフォン版ページを拡充するものであ
る。
　①平成23年12月2日付企画提案方式により採用された上記業者の企画案に基づき、平成23年12月15日付契約締結した「東
京芸術劇場　新ホームページの制作委託業務」にて制作された内容のホームページの運用管理を行うとともにその更新作業
を継続する。②現在の当館HPの仕様を熟知しており、かつ制作作業を円滑、迅速に対応するにあたり、ホームページそのもの
のプログラミングに熟知している必要がある、という二つの条件を踏まえ、本件の業務内容の円滑な履行を実施可能な業者は、
上記業者のみである。
　上記理由により、株式会社メディアンスフリーを特命とし、随意契約とする。

54
バリアフリー化事業(福祉S)ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ
模型製作に係る業務委託

特命理由

  一般社団法人 日本舞台美術家協会は、舞台芸術の視覚的・美術的要素を担う全国の舞台美術デザイナー、舞台美術関連
の技術者、舞台美術教育・研究者が所属する職能団体であり、1958年の発足以来、日本の舞台芸術全般の発展に寄与してき
た。障害者団体の提案を受けて2014年に「『触る模型』委員会」を設立し、視覚障害者が手で触れて劇場空間を理解することの
できる舞台模型の研究・開発に取り組んできた。これまでに、世田谷パブリックシアターにおける演劇公演の舞台模型、ミュー
ザ川崎シンフォニーホールのコンサートホール模型、あうるすぽっとの劇場客席模型など、さまざまな模型の制作を手掛け、実
績を積んでいる。
　劇場および舞台美術に関する専門性の高い知識と技術と、舞台芸術関係の模型制作に関する豊富な経験とノウハウを併せ
持つ組織は他になく、同協会が東京芸術劇場と長年にわたり良好な信頼関係を築き上げていることからも、パイプオルガンの
模型制作にあたっては、同協会に業務を委託することが必要不可欠である。

No. 契約件名



うち上記事業
当期経常増減額 -160,057 -41,808

経常収益 16,295,569 5,532,535

7,340,374 214,143

5,168,981 5,168,981

16,455,627 5,574,343
16,430,595 5,549,311

うち人件費 2,271,896 771,947
25,032 25,032

うち管理費 3,028 3,028
当期経常外増減額 -827 504

1,296 1,296
2,123 792

520 470
-161,404 -11,774 他会計振替額30,000含む
349,586 347,386

14,711,643 -

当期増加額 42,346,300 -

5,168,981 -

当期減少額 42,639,789 -

14,418,153 -

経常外収益
経常外費用

資産（期末残高）

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

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

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

事業費

【補助金、負担金、出捐金及び助成金】
①    1,088,618
②    181,522
③    2,871
④    37,803
⑤　  6,866
⑥　  25,015
⑦　  49,632
⑧　  249,024
⑨  　3,514,071
⑩　　13,560

平成31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

公益財団法人東京都歴史文化財団自主事業

【本事業に含まれる東京都からの補助金、負担金、出捐金及び助成金】
①　平成31年度公益財団法人東京都歴史文化財団自主事業に係る運営費補助金
②　東京都負担金（都民芸術フェスティバル及び子供向け舞台芸術参加・体験プログラム）
③　東京都負担金（東京文化プログラム等データベース構築事業）
④　東京都負担金（「アート＆エコ風呂敷プロジェクト「FUROSHIKI TOKYO展」」）
⑤　東京都負担金（アール・ブリュット等振興における普及啓発事業）
⑥　東京都負担金（東京2020オリンピック・パラリンピック公式アートポスター展示事業）
⑦　東京都負担金（「Tokyo Contemporary Art Award」）
⑧　東京都負担金（「オペラ夏の祭典2019-20 Japan⇔Tokyo⇔World」事業）
⑨　東京都補助金、負担金及び出捐金（アーツカウンシル東京）
⑩　東京都助成金（「Workshop Workshop! 2020 on stage & legacy」 、「エブリ・ブリリアント・シン
グ」）

２　事業（施設）概要

公益財団法人東京都歴史文化財団自主事業

【都から交付を受けた補助金、負担金、出捐金及び助成金に係る事業の概要】
①　東京都庭園美術館、トーキョーアーツアンドスペース等
②　都民芸術フェスティバル及び子供向け舞台芸術参加・体験プログラム
③　東京文化プログラム等データベース構築事業
④　「アート＆エコ風呂敷プロジェクト「FUROSHIKI TOKYO展」」
⑤　アール・ブリュット等振興における普及啓発事業
⑥　東京2020オリンピック・パラリンピック公式アートポスター展示事業
⑦　「Tokyo Contemporary Art Award」
⑧　「オペラ夏の祭典2019-20 Japan⇔Tokyo⇔World」事業
⑨　アーツカウンシル東京
⑩　「Workshop Workshop! 2020 on stage & legacy」 、「エブリ・ブリリアント・シング」



契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託
(株)ADKマーケティング・ソ
リューションズ

245,921,800

競争契約 委託 株式会社乃村工藝社 147,915,916

競争契約 委託 （株）ダイケンビルサービス 126,912,720

競争契約 委託 (株)ムラヤマ 114,343,789

競争契約 委託 (株)ムラヤマ 54,749,926

競争契約 委託 アクティオ株式会社 54,500,000

競争契約 委託 西武緑化管理（株） 25,414,600

競争契約 委託 株式会社ヴォートル 17,694,600

競争契約 委託
株式会社電通パブリックリ
レーションズ

17,176,800

競争契約 委託 (株)テレパック 11,979,000

競争契約 委託 ケイスリー(株) 8,915,885

競争契約 委託 株式会社Rockaku 7,610,072

競争契約 委託 (株)東急エージェンシー 7,607,570

競争契約 委託 中央宣伝企画（株） 7,480,000

競争契約 委託
日本通運（株）関東美術品
支店

6,951,087

競争契約 委託 クレド株式会社 6,078,527

競争契約 委託
特定非営利活動法人　Art
Bridge Institute

5,791,402

競争契約 委託
特定非営利活動法人　舞
台芸術制作者オープン
ネットワーク

4,997,755

競争契約 委託
(株)メディア・デザイン研究
所

4,949,208

競争契約 委託 （株）丹青ディスプレイ 4,818,000

競争契約 委託 株式会社JTB 4,363,092

競争契約 委託 株式会社キタウチ 4,263,192

競争契約 委託 丸新運輸株式会社 4,161,624

21
「六本木アートナイト2019」の開催に伴う
バスの借上げ及びバス運行等に伴う警
備委託

22
2019・2020・2021年度パソコンの入替え
及び増員に伴う物品のリース契約

23
平成31年度財団内文書搬送業務の委託
(複数単価契約）

18
平成31年度アーツアカデミー事業の企
画制作及び事務局運営業務委託

19
平成31年度企画戦略事業メディアアート
国際シンポジウムの運営等業務委託

20 コレクション展会場施工

15
「アジアのイメージ」展輸送展示作業委
託

16
平成31年度労働者派遣契約の実施につ
いて（単価契約）

17
平成31年度「Tokyo Art Research Lab」
事業の実施に係る企画運営業務の委託

12
平成31年度東京アートポイント計画「発
信事業」におけるコミュニケーション業務
等の委託

13
令和元年度アーツカウンシルフォーラム
運営等業務委託

14 「アジアのイメージ」展会場施工

9
「東京キャラバン」に係る平成31年度広
報事務局業務及び平成32（2020）年度
事業実施に係る準備等の委託

10
事業映像撮影・編集業務及び映像等を
活用したPR企画・実施の業務委託

11
助成プログラムの成果検証及び調査に
係る業務委託

6
アーツカウンシル東京事業実施に関する
支援業務委託

7
平成31年度～32年度東京都庭園美術
館植込地管理委託

8
「大江戸寄席と花街のおどり　その九」の
企画運営等の委託

平成31年度伝統文化・芸能事業におけ
る事務局業務等の委託

3
平成31年度～令和2年度　東京都庭園
美術館建物管理業務委託

4

平成31年度Tokyo Tokyo FESTIVALプ
ロモーション・ブランディング事業に係る
プロモーションイベントの企画・実施業務
委託

5 東京大茶会2019企画運営等の業務委託

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

平成31年度Tokyo Tokyo FESTIVALプ
ロモーション・ブランディング事業に係る
プロモーション施策の企画・実施業務及
び次年度準備業務委託

2



競争契約 委託 (株)丹青ディスプレイ 4,158,000

競争契約 委託 株式会社エフエム 3,839,000

競争契約 委託 株式会社リサーチ東京 3,604,562

競争契約 委託 中央印刷事務器（株） 3,311,616

競争契約 委託
ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン（株）

2,988,700

競争契約 委託 中央印刷事務器（株） 2,511,486

競争契約 借入 株式会社JECC 12,247,200

競争契約 借入 日通商事（株） 7,372,200

競争契約 その他
東京電力エナジーパート
ナー(株)

21,105,220

競争契約 委託 スーパーファクトリー 13,731,410

競争契約 印刷 ジェイティービー印刷(株) 4,939,000

競争契約 委託 株式会社アール＆キャリア 15,778,125

競争契約 委託 株式会社ダブルボックス 15,000,000

競争契約 委託 株式会社東京スタデオ 6,028,000

競争契約 委託 株式会社東京スタデオ 5,724,000

競争契約 委託 株式会社アンティオ 5,636,219

競争契約 委託
パーソルテンプスタッフ株
式会社

5,575,428

競争契約 委託
株式会社ＳＵＮデザイン研
究所

4,730,000

競争契約 委託 スーパー・ファクトリー 3,867,710

競争契約 委託
日本ビル・メンテナンス株
式会社

3,607,355

競争契約 委託
HOGURE17-15cas株式会
社

3,592,671

競争契約 委託 カトーレック株式会社 3,480,25745

東京都渋谷公園通りギャラリーグランド
オープン記念事業　展覧会「あしたのお
どろき」に係る出展作品輸送・保管およ
び展示・撤去等業務委託

42
「国際文化交流展」展示設営及び撤去
業務委託

43
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペー本郷・レジデンシー清掃業務委託
（単価契約）

44 「ACT」展展示設営及び撤去業務委託

39
東京都渋谷公園通りギャラリーウェブサ
イトのリニューアル及び保守運用に係る
業務委託

40
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース労働者派遣委託（レジデンス運営
業務）（単価契約）

41
グランドオープン記念式典等運営業務委
託

36
東京都渋谷公園通りギャラリー什器及び
サインの製作・設置業務委託

37
東京都渋谷公園通りギャラリーグランド
オープン記念事業に係る会場設営等業
務委託

38
平成31年度レジデンス成果展展示設営
及び撤去業務委託

33 第12回恵比寿映像祭会場施工委託

34
恵比寿映像祭広報印刷物およびパンフ
レットの印刷委託

35
平成31年度、令和2年度　東京都渋谷公
園通りギャラリー　受付案内等業務委託
（単価契約）

30 財務会計システムの運用に係るリース

31
東京都庭園美術館販売管理システムの
更新及び保守業務並びにシステム機器
等の借入れ(複数年契約）

32
令和元・2年度東京都庭園美術館電気
需給契約（単価契約）

27
令和2年度広報用印刷物他の発送（概算
契約）

28 「コレクション」展輸送展示作業

29
平成31年度　展覧会広報用印刷物の発
送（概算契約）

24 「1933年の室内装飾」展　会場施工委託

25
勤怠管理システムの開発・導入等業務委
託

26
平成31年度「アーツカウンシル東京芸術
文化創造・発信事業」アンケートに係る業
務委託（複数単価契約）



競争契約 委託 株式会社東京スタデオ 3,245,000

競争契約 委託 株式会社スタッフサービス 2,756,220

競争契約 委託 株式会社セレスポ 2,689,200

競争契約 借入 NTTファイナンス株式会社 94,047,360

競争契約 物品 リコージャパン株式会社 3,379,200

競争契約 物品 株式会社第一文眞堂 3,234,980

独占契約 その他 東京都水道局 3,866,858

独占契約 その他
東京電力エナジーパート
ナー㈱

3,220,132

特定契約 工事 AGC硝子建材（株） 3,461,700

特定契約 工事 (株)ミリオンテック 990,528

特定契約 工事 （株）フロムトゥ 913,000

特定契約 修繕
（株）目白漆芸文化財研究
所

2,098,800

特定契約 修繕 錦光園　後藤成克 1,573,000

特定契約 修繕 （株）ダイケンビルサービス 891,000

特定契約 修繕 （株）ビーファクトリー 792,396

特定契約 修繕 （株）ダイケンビルサービス 495,000

特定契約 修繕 （株）ダイケンビルサービス 473,000

特定契約 修繕 （株）ビーファクトリー 353,430

特定契約 委託 株式会社ムラヤマ 190,083,249

特定契約 委託 ブリティッシュ・カウンシル 177,170,000

特定契約 委託
（株）フクシ・エンタープラ
イズ

109,033,451

特定契約 委託 (株)小学館 100,000,000

特定契約 委託 (株)東急エージェンシー 91,404,000

特定契約 委託
公益財団法人東京都交響
楽団

60,000,000

特定契約 委託 (株)東急エージェンシー 49,995,000

69
平成31年度「プレミアムコンサート～未来
へのハーモニー」の企画運営及び演奏
業務等の委託

70
Tokyo Tokyo FESTIVAL　スペシャル13
映像制作及び広報PR業務委託

66
平成31年度(2019年度）東京都庭園美術
館警備・受付案内等業務委託

67
Tokyo Tokyo FESTIVAL企画公募事業
「漫画「もしも東京」展」の実施委託

68
「東京文化プログラム構築事業」事務局
運営に係る業務委託

63
東京都庭園美術館　旧朝香宮邸正門
レール修理

64

「東京キャラバン」事業の実施に係る平
成31年度事業制作及び運営業務並びに
平成32（2020）年度事業の実施に係る準
備等の委託

65
Tokyo Tokyo FESTIVAL企画公募事業
「The Constant Gardeners」の実施委託

60
東京都庭園美術館　旧朝香宮邸外倉庫
鋼製引戸修理及びクリーニング

61 非常用発電機バッテリー交換

62 自動ドア部品交換修理

57 茶室机の補修及び塗装塗り直し業務

58
東京都庭園美術館　日本庭園池（西洋
庭園側流れ）補修工事

59 空冷チラーファンモーター交換工事

54
東京都庭園美術館（1階受付他3部屋・2
階若宮寝室他3部屋）　複層ガラス化工
事

55
東京都庭園美術館レストラン周辺照明増
設等工事

56
東京都庭園美術館レストラン照明看板設
置工事

51 文化共生課　事務室用什器等の購入

52 東京都庭園美術館水道使用

53 電気需給(H31.5.1-R2.4.30)

48
「Tokyo contemporary Art Award 2019-
2021」授賞式等運営業務委託

49
平成31～令和5年度事務用パソコン及び
プリンタのリース

50
東京都渋谷公園通りギャラリー複写サー
ビスに関する契約（単価契約）

46
フィールド⇔ワーク展に係る会場設営等
業務委託

47
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース労働者派遣委託（経理等業務）
（単価契約）



特定契約 委託 キャメルアーツ株式会社 29,520,000

特定契約 委託
特定非営利活動法人アー
トネットワーク・ジャパン

27,100,000

特定契約 委託
株式会社NHKエンタープ
ライズ

24,154,976

特定契約 委託
医療法人社団 こころとから
だの元氣プラザ

16,967,702

特定契約 委託 清泉監査法人 15,400,000

特定契約 委託 (株)J-WAVE 13,482,000

特定契約 委託
株式会社オーイーシー東
京本部

13,297,842

特定契約 委託 株式会社国書刊行会 9,592,000

特定契約 委託 （株）東京スタデオ 8,761,082

特定契約 委託 (株)SETENV 8,611,000

特定契約 委託
株式会社JTBコミュニケー
ションデザイン

7,802,951

特定契約 委託 株式会社スプー 6,296,780

特定契約 委託 一般社団法人NOOK 5,993,713

特定契約 委託 アデコ（株） 5,881,100

特定契約 委託
株式会社電通パブリックリ
レーションズ

5,497,440

特定契約 委託 クレド株式会社 5,493,954

特定契約 委託 (株)オフィス宮崎 4,939,880

特定契約 委託 株式会社スタッフサービス 3,864,471

特定契約 委託 (株)キタウチ 3,716,028

特定契約 委託 株式会社ラボラトリーズ 3,297,600

特定契約 委託 （株）エキープ・エスパス 3,010,700

特定契約 委託
キャノンマーケティングジャ
パン(株)

2,948,232

90
「東京キャラバン」事業ウェブサイトの改
善及び保守管理に係る業務委託

91
東京都庭園美術館庭園の図面の作成及
び管理作業の立会い等

92
複写ｻｰﾋﾞｽの利用（複数単価契約）九段
ＦＰ

87
平成31年度アーツカウンシル東京事業
翻訳業務委託

88
平成31年度　労働者派遣契約【経理事
務（契約係）】（単価契約）

89 コンピュータシステム運用保守業務委託

84 平成31年度労働者派遣契約

85
「東京キャラバン」記者懇親会の実施及
び「東京キャラバンin埼玉」広報業務の
委託

86
労働者派遣契約（単価契約）【企画室管
理課経理業務】

81 「FUROSHIKI TOKYO展」広報業務委託

82
平成31(2019)年度公益財団法人東京都
歴史文化財団ウェブサイトのコンテンツ
及び財団広報誌制作委託

83
Tokyo Art Research Lab研究・開発「リ
サーチ・アセンブル１：厄災に向き合う術
としてのアート」の企画運営業務

78
平成31(2019)年度　ﾄｰｷｮｰ･ｱｰﾄ･ﾅﾋﾞｹﾞｰ
ｼｮﾝのｺﾝﾃﾝﾂ制作・運営委託

79 ルネ・ラリック展会場施工及び撤収委託

80
平成31年度WEBサイト及びメールニュー
ス等の維持管理及び運用業務委託

75 平成31年度会計に係る監査の契約

76
Tokyo Tokyo FESTIVALプロモーション・
ブランディング事業に係るラジオ情報番
組の実施及びそれに伴う業務委託

77
平成31(2019)年度 ｢ﾄｰｷｮｰ･ｱｰﾄ･ﾅﾋﾞｹﾞｰ
ｼｮﾝ」に係るｼｽﾃﾑ運用委託

72

東京芸術祭2020特別公演ファンタス
ティック・サイト　フィルム＆パフォーマン
ス「Undercurrentsアンダーカレント」に係
わる制作及び運営業務委託

73
平成31（2019）年度アーツカウンシル東
京「伝統芸能普及公演」企画運営等業
務の委託

74
平成31年度　健康診断等、産業医業務
及び職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽに関する業務等委
託（概算契約）

71

東京芸術祭2020特別公演ファンタス
ティック・サイト大駱駝艦・天賦典式
Crazy Camel Gardenに係わる公演制作
業務委託



特定契約 委託 キャプラン株式会社 2,926,313

特定契約 委託 株式会社デモ 2,871,000

特定契約 委託 (有)アルカ 2,779,500

特定契約 委託 渡邊　祐子 2,720,640

特定契約 委託
特定非営利活動法人 藪
会

2,666,400

特定契約 委託 株式会社デモ 2,522,254

特定契約 委託 みずほ情報総研株式会社 2,476,006

特定契約 委託 アクティオ株式会社 2,441,600

特定契約 委託
一般社団法人谷中のお
かって

2,020,220

特定契約 委託 株式会社ワイオーユー 1,865,992

特定契約 委託 西武緑化管理（株） 1,804,000

特定契約 委託 岡村桂三郎 1,650,000

特定契約 委託 田中信行 1,650,000

特定契約 委託 （株）リトゥンアフターワーズ 1,650,000

特定契約 委託
合同会社ヴァイナルソユー
ズ

1,595,990

特定契約 委託
ピースリーマネジメント有
限会社

1,594,538

特定契約 委託
（株）フクシ・エンタープラ
イズ

1,474,663

特定契約 委託 株式会社ミライロ 1,455,736

特定契約 委託 光写真印刷株式会社 1,452,600

特定契約 委託 西武緑化管理（株） 1,452,000

特定契約 委託
一般財団法人日本システ
ム開発研究所

1,329,794

特定契約 委託 株式会社ワイオーユー 1,305,229

特定契約 委託 （株）ワイオーユー 1,291,344

特定契約 委託 満喜株式会社 1,237,872

114
大容量データファイル用交換サービス委
託

115 平成31年度ITコンサルティング業務委託

116
平成31年度財務会計システムに係る
データセンターの運用保守委託

111
都立文化施設紹介パンフレット「TOKYO
TO　GO」改訂版作成における編集・翻
訳委託

112 台風15号による庭園等の被害処理

113
平成31年度旅費精算システムの保守運
用業務委託

108
Tokyo Art・ Rsearch Lab研究・開発「リ
サーチ・アセンブル３：アーカイブを再生
（play）する」の企画運営業務

109
平成31年度手荷物検査の実施と警備業
務

110
平成31年度都立文化施設バリアフリー化
推進に係る調査及び研修委託

105 「アジアのイメージ」展展示作品制作

106 「アジアのイメージ」展展示作品制作

107
Tokyo Art Research Lab研究・開発「リ
サーチ・アセンブル２：OUR MUSIC 心技
体を整える（仮）」の企画運営業務

102
平成31年(2019年)度ITシステムの保守
業務委託

103 台風15号による庭園等の被害処理

104 「アジアのイメージ」展展示作品制作

99
平成31年度給与計算業務委託（複数単
価契約）

100
「アーツカウンシル東京事業実施に関す
る支援業務委託」その2

101
Tokyo Art Research Lab思考と技術と対
話の学校「東京プロジェクトスタディ２」に
係る企画運営業務の委託について

96
2019年度「Museum Startあいうえの」運
営に関する支援業務（プログラム・オフィ
サー）委託

97 東京都庭園美術館　樹勢回復業務委託

98
平成31(2019)年度公益財団法人東京都
歴史文化財団ウェブサイト運用業務委託

93
平成31年度　労働者派遣契約【経理事
務（予算係）】（単価契約）

94
東京文化プログラム等データベース構築
事業委託

95
平成31年度東京都庭園美術館ウェブサ
イト保守管理委託



特定契約 委託
公益財団法人東京都交響
楽団

1,166,000

特定契約 委託 （株）大晃 1,157,580

特定契約 委託 日本通運（株） 1,134,020

特定契約 委託
一般財団法人東京都人材
支援事業団

962,000

特定契約 委託 満喜株式会社 958,003

特定契約 委託 西武緑化管理（株） 788,400

特定契約 委託 （株）ユニゾンベックス 725,760

特定契約 委託
（株）フクシ・エンタープラ
イズ

678,942

特定契約 委託 （株）ダイケンビルサービス 658,000

特定契約 委託 株式会社ラボラトリーズ 654,000

特定契約 委託
エヌ・ティ・ティ・ブロードバ
ンドプラットフォーム（株）

653,546

特定契約 委託 （株）アドスマイル 627,840

特定契約 委託 株式会社デモ 583,000

特定契約 委託 (株)キタウチ 538,876

特定契約 委託 中央宣伝企画（株） 521,400

特定契約 委託
株式会社ワンビシアーカイ
ブズ

516,660

特定契約 委託

社会福祉法人　東京聴覚
障害者福祉事業協会
東京手話通訳等派遣セン
ター

515,000

特定契約 委託 株式会社ムラヤマ 495,000

特定契約 委託 須山悠里 494,400

特定契約 委託
（株）フクシ・エンタープラ
イズ

480,975

特定契約 委託 錦光園　後藤成克 477,950

特定契約 委託
日本ロジステックサポート
株式会社

453,353

特定契約 委託
キャノンマーケティングジャ
パン(株)

398,940

特定契約 委託 (株)丹青ディスプレイ 385,884

138
文書保存箱保管等委託（複数単価契
約）

139
複写ｻｰﾋﾞｽの利用（複数単価契約）三番
町ＡＢＣビル

140
「1933年の室内装飾」展　追加会場施工
委託

135
「アジアのイメージ」展広報用印刷物デザ
イン

136
東京都庭園美術館夜間開館（11,12月）
に伴う警備・受付案内業務追加委託

137 日本庭園池清掃委託

132
平成31(2019)年度　文書保管業務委託
（複数単価契約）

133
平成31（2019）年度企画戦略事業に関
する手話通訳業務委託（複数単価契約）

134
「東京キャラバンin富山」の実施に係る展
示設営及び撤去業務

129
東京都歴史文化財団ウェブサイトにおけ
る「参加型体験事業ページ」の制作業務
委託

130

旧東京文化発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室及び旧ｱｰﾂ
ｶｳﾝｼﾙ東京及びｱｰﾂｶｳﾝｼﾙ東京什器
備品等の再リース契約並びに旧ｱｰﾂｶｳﾝ
ｼﾙ東京什器備品等の再ﾚﾝﾀﾙ契約

131 「アジアのイメージ」展会場施工追加

126
「Tokyo Art Research Lab」ウェブサイト
運営に係る保守・サポートサービス

127
平成31年度　東京都庭園美術館におけ
る公衆無線LANｻｰﾋﾞｽ提供業務委託

128 地下鉄白金台駅案内看板掲出委託

123
Museum Startあいうえのウェブサイト改修
業務委託（その２）

124
平成31年度東京都庭園美術館　夜間開
館（サマーナイトミュージアム2019）に伴う
警備・受付案内業務追加

125 自動制御機器交換作業

120
平成31年度 監理団体等職員研修事務
の委託（概算契約）

121
平成31年度　財務会計システムの運用
保守

122 西洋庭園の枯損木の伐採

117 2020年度プレミアムコンサート羽村公演

118 JR目黒駅案内看板掲出委託

119 「アジアのイメージ」展保険の付保



特定契約 委託 （株）ユニゾンベックス 379,500

特定契約 委託
株式会社アイムシステム
サービス

345,600

特定契約 委託 (株)ソフィアネットワーク 343,200

特定契約 委託 ロアラブッシュ（株） 330,000

特定契約 委託 ロアラブッシュ（株） 330,000

特定契約 委託 （株）廣済堂 327,000

特定契約 委託 ロアラブッシュ（株） 324,000

特定契約 委託 表示灯（株） 300,840

特定契約 印刷 （株）公栄社 1,072,500

特定契約 印刷 アベイズム（株） 522,720

特定契約 印刷 （株）D_CODE 522,500

特定契約 印刷 （株）公栄社 486,000

特定契約 印刷 （株）公栄社 427,680

特定契約 借入 NTTファイナンス株式会社 2,400,544

特定契約 借入 NTTファイナンス株式会社 1,900,800

特定契約 借入 株式会社デモ 673,620

特定契約 借入 （株）ダスキン木村 496,155

特定契約 借入 （株）ダスキン木村 475,308

特定契約 借入
日本アイ・ビー・エム株式
会社

447,026

特定契約 物品 （株）ブレーントラスト 1,700,352

特定契約 物品 （株）NHKプロモーション 1,478,400

特定契約 物品 （株）東京美術 1,293,600

特定契約 その他 東京四社営業委員会 1,965,836

特定契約 その他 満喜株式会社 1,433,300

特定契約 その他 富士ゼロックス株式会社 947,116

特定契約 その他 みずほ情報総研株式会社 275,811

165
平成31(2019)年度　複写サービスの利用
(複数単価契約)

166
平成31年度　個人番号管理システム（ﾏｲ
ﾅBANK）の利用（複数単価契約）

162
「アジアのイメージ」展カタログ兼関連書
籍の購入

163
平成31年度　タクシー乗車伝票の利用
について

164
財務会計システムクライアントライセンス
の追加

159
平成31(2019)年度「ﾄｰｷｮｰ･ｱｰﾄ･ﾅﾋﾞｹﾞｰ
ｼｮﾝ」に係るｼｽﾃﾑ機器及びﾈｯﾄﾜｰｸ機器
の再ﾘｰｽ

160 「キスリング展」図録の購入

161 ルネ・ラリック展　関連書籍の購入

156
平成31年度「東京都歴史文化財団ウェ
ブサイト運用」に係るサーバー機器の
リース

157
平成31年度 足拭きマット賃借（10月～3
月）

158
平成31年度 足拭きマット賃借（4月～9
月）

153
小冊子「旧朝香宮邸のアール・デコ」日
本語版増刷

154
事務用パソコン及びプリンタのリース(再
リース)

155
事務用パソコン用ソフトウェア(Microsoft
Office Standard)のリース(再リース)

150
「アジアのイメージ」展　チラシの追加印
刷

151 「ルネ・ラリック」展　ハンドアウト制作

152 「アジアのイメージ」展招待状の制作

147
「キスリング」展特別鑑賞会におけるケー
タリング委託

148 ＪＲ目黒駅周辺案内図への広告掲出

149 アジアのイメージ展ハンドアウト印刷

144
「アジアのイメージ」展特別鑑賞会におけ
るケータリング委託

145
「ルネ・ラリック」展特別鑑賞会における
ケータリング委託

146
平成31年度東京都庭園美術館公式ｱﾌﾟﾘ
保守管理業務

141
平成31年度 Museum Startあいうえの
ウェブサイト改修業務委託

142 企業情報登録ｼｽﾃﾑ改修等業務委託

143
平成31年度助成事業管理データベース
改修について



特定契約 その他
東京都個人タクシー協同
組合

193,490

特定契約 委託 社会福祉法人愛成会 53,462,650

特定契約 委託 凸版印刷株式会社 23,072,280

特定契約 委託
特定非営利法人アーツ・イ
ニシアティヴ・トウキョウ

15,378,450

特定契約 委託
㈱オリハルコンテクノロ
ジーズ

11,330,000

特定契約 委託 ㈱メディアンスフリー 6,913,500

特定契約 委託
パーソルテンプスタッフ株
式会社

5,086,628

特定契約 委託 ㈱東京MDE 4,584,000

特定契約 委託 アルフォンソ・フローレス 4,000,000

特定契約 委託 ㈱ロボット 3,986,158

特定契約 委託 ㈱ザ・スタッフ 3,875,300

特定契約 委託 株式会社アール＆キャリア 3,494,812

特定契約 委託 株式会社スターリング 3,417,680

特定契約 委託 ㈱ザ・スタッフ 3,013,200

特定契約 委託
シュック・カステーイス・イ
カート

3,000,000

特定契約 委託 株式会社パソナ 2,766,144

特定契約 委託 (有)STORK 2,695,000

特定契約 委託 レッドトーチ・シアター 2,402,141

特定契約 委託
特定非営利法人アーツ・イ
ニシアティヴ・トウキョウ

2,307,420

特定契約 委託 ㈱ｻﾞ･ｽﾀｯﾌ 2,209,680

特定契約 委託 ㈲ﾓﾏ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 2,122,200

特定契約 委託 ﾀﾜｰﾚｺｰﾄﾞ㈱ 2,060,100

特定契約 委託 ㈱松尾楽器商会 2,048,650

特定契約 委託
一般社団法人Arts
Society Asian Network

1,997,000

特定契約 委託 ㈱和光エージェンシー 1,978,350

189 ピアノ調律委託(複数単価契約)

190
アールブリュット等振興における普及啓
発事業　作品展示「Artists-在り続ける表
現者たち」の企画運営業務委託

191 第12回恵比寿映像祭告知広告の掲出

186
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ﾌｪｽﾀ<夏>舞台監
督委託

187
｢東京文化会館ｵﾍﾟﾗBOX｣及び｢ｵﾍﾟﾗを
つくろう!｣衣裳委託

188
｢intoxicate｣への広告掲載委託(単価契
約)

183
第12回恵比寿国際映像祭　パンフレット
編集制作委託

184 「三人姉妹」公演に係る輸送費

185
「Tokyo contemporary Art Award 2019-
2021」シンポジウム企画運営業務委託

180
｢東京文化会館ｵﾍﾟﾗBOX｣舞台監督およ
び｢ｵﾍﾟﾗをつくろう!｣舞台監督‣講師委託

181 衣裳デザイン業務契約

182
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース労働者派遣委託（経理等業務）
（単価契約）

177
ミュージック・ワークショップ・フェスタ<冬>
舞台監督委託

178
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース本郷受付案内等業務委託（単価
契約）

179
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペースレジデンシー夜間等警備委託（単
価契約）

174
自主事業に関する「ぶらあぼ」への広告
掲載委託(複数単価契約)

175 舞台美術デザイン業務契約

176
第12回恵比寿映像祭公式ウェブサイト
フェスティバル情報制作委託

171
第12回恵比寿映像祭オフサイト展示360
度映像投影屋外ドーム手配

172
H31･R2年度芸ﾌｪｽ公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄの制
作･運用･管理及びﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委託

173
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース労働者派遣委託（「新たな現代美
術の賞」運営業務委託等）（単価契約）

168
アールブリュット等振興における普及啓
発事業　2020年度特別展の企画立案業
務委託

169
東京２０２０公式アートポスター展の運営
業務

170
「Tokyo Contemporary Art Award 2020-
2022」選考会等運営委託

167
平成31年度　タクシー乗車伝票の利用
について



特定契約 委託 ㈱和光エージェンシー 1,978,350

特定契約 委託 ㈱マアルト 1,960,000

特定契約 委託 ＨＩＧＵＲＥ１７－１５ｃａｓ㈱ 1,923,255

特定契約 委託 株式会社協栄 1,894,376

特定契約 委託 ウルス・シェーネバウム 1,800,000

特定契約 委託 ㈱日交 1,782,000

特定契約 委託 東急ｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ㈱ 1,743,100

特定契約 委託 東宝舞台㈱ 1,717,200

特定契約 委託 ㈱ｱﾄﾞｽﾏｲﾙ 1,573,000

特定契約 委託 ＨＩＧＵＲＥ１７－１５ｃａｓ㈱ 1,535,405

特定契約 委託 ＨＩＧＵＲＥ１７－１５ｃａｓ㈱ 1,535,405

特定契約 委託 ㈱ﾌｪｲｽ 1,532,000

特定契約 委託 ＨＩＧＵＲＥ１７－１５ｃａｓ㈱ 1,456,169

特定契約 委託 株式会社アンティオ 1,443,810

特定契約 委託
ＫｙｏｔｏＤＵ有限責任事業
組合

1,389,850

特定契約 委託 (有)ダムタイプオフィス 1,369,540

特定契約 委託 株式会社オーイーシー 1,342,000

特定契約 委託
株式会社ドットアーキテク
ツ

1,320,000

特定契約 委託
ｱｰﾄ‣ｽﾃｰｼﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ‣ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

1,317,600

特定契約 委託 ﾓ･ｸｼｭﾗ株式会社 1,306,800

特定契約 委託 ㈱NHKｱｰﾄ 1,303,560

特定契約 委託 glassy㈱ 1,232,000

特定契約 委託
エヌ・ティ・ティ・ブロードバ
ンドプラットフォーム株式
会社

1,181,702

特定契約 委託 上野中央通り商店街 1,134,000

特定契約 委託 ｳﾞｫｰｶﾙ㈱ 1,122,120216
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
契約(助演)

213
広報用印刷物のデザイン及び印刷用
データ作成

214
東京都渋谷公園通りギャラリーにおける
公衆無線LANサービス提供業務委託
（H31～R2)

215
上野中央通り商店会街路灯PRﾌﾗｯｸﾞの
製作及び掲出委託

210
｢東京文化会館ｵﾍﾟﾗBOX｣及び｢ｵﾍﾟﾗを
つくろう!｣照明委託

211
｢Workshop Workshop!2020on stage &
legacy ｣の平成31年度活動報告書に係
る編集委託

212
ｵﾍﾟﾗ｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣舞台技術業務(増員)
委託

207 映像祭日仏展示作品制作委託

208
東京都渋谷公園通りギャラリーネットワー
ク環境構築作業委託

209
東京都渋谷公園通りギャラリーグランド
オープン事業に係る会場構成コンサル
ティング業務委託

204
映像祭屋外ドーム作品内装施工・サイン
手配設置等委託

205
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペースホームページの保守管理運用サ
ポート業務委託

206
映像祭上映プログラム字幕・素材制作委
託

201
第12回恵比寿映像祭インスタレーション
監修設営委託

202
第12回恵比寿映像祭インスタレーション
監修設営委託

203
｢ぴあｸﾗｼｯｸ｣への広告制作及び掲載委
託(単価契約)

198 出演団体の宿泊手配

199
｢東京文化会館ｵﾍﾟﾗBOX｣および｢ｵﾍﾟﾗ
をつくろう!｣大道具製作･設置･撤去委託

200
東京ﾒﾄﾛ銀座線上野駅ﾎｰﾑ前電飾看板
への広告掲出(複数単価契約)

195
アートポスター展警備、監視等会場整理
業務

196 照明デザイン業務契約

197
恵比寿映像祭スカイウォークバナー広告
掲載

192 第12回恵比寿映像祭告知広告の掲出

193
第12回恵比寿映像祭オフサイト展示映
像手配企画制作

194
第12回恵比寿映像祭・日仏会館展示会
場施工委託



特定契約 委託 大西正一 1,111,000

特定契約 委託 株式会社美術出版社 1,080,000

特定契約 委託 上野中央通り商店会 1,049,950

特定契約 委託 ㈱ロボット 1,046,400

特定契約 委託 綜合警備保障株式会社 1,007,160

特定契約 委託 株式会社アンティオ 995,500

特定契約 委託 ㈱大丸松坂屋百貨店 993,300

特定契約 委託 成田眞 972,000

特定契約 委託
株式会社メトロアドエー
ジェンシー

970,920

特定契約 委託
株式会社岡本健デザイン
事務所

946,000

特定契約 委託 ㈱ｻﾞ･ｽﾀｯﾌ 942,700

特定契約 委託 スザナ・ゴメス 940,000

特定契約 委託 ㈱ぱど 932,400

特定契約 委託
株式会社岡本健デザイン
事務所

928,800

特定契約 委託 宮川印刷㈱ 915,600

特定契約 委託
ドゥービー・カンパニー株
式会社

907,500

特定契約 委託 渡邊　琢磨 897,300

特定契約 委託 ㈱アール＆キャリア 895,497

特定契約 委託 ㈱ﾚｯﾂｴﾝｼﾞｮｲ東京 880,000

特定契約 委託 ㈱エイチ・アイ・エス 873,390

特定契約 委託 ㈱エイチ・アイ・エス 873,390

特定契約 委託 ㈱ﾊｰｽﾄ婦人画報社 864,000

特定契約 委託 ㈱ｴﾌｴﾑ東京 864,000

特定契約 委託 ㈱川本舞台照明 823,500

特定契約 委託 (有)ルフトツーク 812,900

240
｢Jazz meets Classic｣照明ﾃﾞｻﾞｲﾝ業務委
託

241
第12回恵比寿映像祭ライヴ・イヴェント運
営等委託

237 第12回恵比寿映像祭招聘委託

238
雑誌『婦人画報』における広告掲載委託
(平成31年4月30日発売号)

239
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
契約(児童合唱)

234 第12回恵比寿映像祭受付看視等委託

235
芸ﾌｪｽに係る広告委託(東京ﾒﾄﾛ駅構内
掲出ﾎﾟｽﾀｰ)

236 第12回恵比寿映像祭招聘委託

231 特設ｳｪﾌﾞｻｲﾄの運営・保守管理委託

232 広報印刷物デザイン委託

233
第12回恵比寿映像祭・スペシャル上映
《ECTO》出演、制作運営委託

228 演出補業務契約

229
｢まみたん｣への広告制作及び掲載委託
(複数単価契約)

230
「Tokyo Comtemporary Art Award 2019-
2021」賞状等デザイン等業務委託

225
東京メトロ駅貼りポスター広告掲載（ＴＯ
ＫＡＳレジデンス2019成果発表展「予兆
の輪郭」展）

226
「Tokyo Contemporary Art Award 2020-
2022」授賞式等に係るデザイン業務委託

227
東京文化会館ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(10
月､11月)における舞台監督等委託

222 ホームページ及びCMSの改修業務委託

223
松坂屋上野店における懸垂幕の製作及
び掲出(ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝｶﾞｰ)

224
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
契約

219
上野中央通り商店街路灯PRﾌﾗｯｸﾞの製
作及び掲出（ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝ
ｶﾞｰ）

220
31恵比寿映像祭ウェブサイトサーバー・
ドメイン保守管理委託

221
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース本郷警備業務委託

217
東京都渋谷公園通りギャラリー平成29年
度･平成30年度事業報告書作成業務委
託

218
「Tokyo Comtemporary Art Award」タイ
アップ記事制作委託（美術手帖）



特定契約 委託 ㈱ダイケンビルサービス 778,580

特定契約 委託 東急ステイサービス㈱ 763,516

特定契約 委託 ㈱大丸松坂屋百貨店 758,160

特定契約 委託 増田信吾 748,000

特定契約 委託 ㈱丸善 745,200

特定契約 委託 ㈱ｶｰｺﾞﾗｲﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 737,800

特定契約 委託 田中　信至 726,000

特定契約 委託
㈱ｱｰﾄ･ｽﾃｰｼﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ

672,100

特定契約 委託 株式会社オーイーシー 669,600

特定契約 委託 ㈱東京MDE 660,000

特定契約 委託 OTTAVA㈱ 655,200

特定契約 委託 ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 643,992

特定契約 委託 ﾀﾞﾝｽﾓﾝｽﾀｰ(古賀豊) 573,480

特定契約 委託 ㈱和光ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 561,600

特定契約 委託 ㈱GOOGAぐーが 561,000

特定契約 委託 ON STAGE(前田竜治) 550,800

特定契約 委託
㈱トリプルセブン・クリエイ
ティブストラテジーズ

550,000

特定契約 委託 有限会社アルカ 550,000

特定契約 委託 スーパー・ファクトリー 543,290

特定契約 委託 スーパー・ファクトリー 543,290

特定契約 委託 有限会社アルカ 537,408

特定契約 委託 株式会社オーイーシー 532,400

特定契約 委託 京王観光㈱ 530,760

特定契約 委託 ㈱旅工房 528,150

264 国内移動・宿泊手配

265
ｶﾝﾊﾟﾆｰﾒﾝﾊﾞｰ(3名)の渡航手配業務委
託

261 第12回恵比寿映像祭会場施工追加

262
「Tokyo Comtemporary Art Award」ウェ
ブサイトインタビューページ制作業務委
託

263
トーキョーアーツアンドスペースPC端末
OSバージョンアップ及びメモリ増設作業
委託

258 恵比寿映像祭ウェブサイト制作監修委託

259
「Tokyo Contemporary Art Award」ウェ
ブサイト更新及び新規ページ制作業務
委託

260 第12回恵比寿映像祭会場施工追加

255 新聞広告制作及び掲載委託

256
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ｢今日
はｵﾍﾟﾗの日｣出演契約(ﾄｰｸｹﾞｽﾄ)大和悠
河

257
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
契約(助演)

252
「OTTAVA」への広報用番組制作及び放
送委託（単価契約）

253
自主事業公演におけるﾚｾﾌﾟｼｮﾆｽﾄ案内
業務委託(単価契約）

254
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
契約(助演)

249
｢ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ﾌｪｽﾀ<冬>｣にかか
る照明委託

250
レジデントwifi用ルータ更改作業及び機
器保守委託

251 ｢ぶらあぼ｣広告掲載委託

246
｢東京文化会館ｵﾍﾟﾗBOX｣及び｢ｵﾍﾟﾗを
つくろう!｣ﾍｱﾒｲｸ委託

247 運搬業務委託

248
第12回恵比寿映像祭映像素材管理・技
術監修等委託

243 出演団体の宿泊手配

244
松坂屋上野店における懸垂幕の製作及
び掲出

245
東京都渋谷公園通りギャラリー　什器及
びサインの製作・設置に係る監理業務委
託

242
第12回恵比寿映像祭に伴う臨時警備業
務委託



特定契約 委託 株式会社美術出版社 495,000

特定契約 委託 株式会社アートイット 495,000

特定契約 委託 寺井恵司 486,000

特定契約 委託 ㈱NHKｱｰﾄ 479,600

特定契約 委託 有限会社キタハラ商会 459,383

特定契約 委託 ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 445,750

特定契約 委託 株式会社アンティオ 440,000

特定契約 委託 有限会社オアシス 440,000

特定契約 委託 望月　章宏 437,250

特定契約 委託 タカ・イシイギャラリー 410,898

特定契約 委託 ㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 402,840

特定契約 委託 タワーレコード株式会社 388,800

特定契約 委託 プレイタイム　斉藤陽 385,000

特定契約 委託 有限会社アルカ 378,208

特定契約 委託
株式会社DNPアートコミュ
ニケーション

378,000

特定契約 委託 京王観光㈱ 369,340

特定契約 委託 森垣賢 360,200

特定契約 委託 スーパーファクトリー 351,543

特定契約 委託 富士倉庫運輸株式会社 346,445

特定契約 委託 社会福祉法人太陽会 340,790

特定契約 委託
(特非)アーツイニシアティ
ブトウキョウ

336,270

特定契約 委託
(特非)アーツイニシアティ
ブトウキョウ

336,270

特定契約 委託
㈱オリハルコンテクノロ
ジーズ

330,000

特定契約 委託 スリー・デイ株式会社 330,000

288
第12回恵比寿映像祭オフサイト展示屋
外ドーム付属ゲートの製作設置等委託

289
ひらく、つながる　ラ蓮沼執太ライブに係
る出演委託契約（小山田圭吾）

285
「あしたのおどろき」関連イベントに関す
る出演委託契約（otto)

286 映像祭ガイドツアー企画立案運営委託

287 映像祭ガイドツアー企画立案運営委託

282
平成31年度「オープン・スタジオ｣におけ
るチラシ・ポスター・ウェブサイト用バナー
のデザイン委託

283
TOKAS本郷3階展示室の仮設壁設置委
託

284
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース文書保管業務委託（単価契約）

279
平成31年度「Tokyo Comtemporary Art
Award」ウェブサイト保守管理運用サポー
ト業務委託

280 「ａｒｔｓｃａｐｅ」バナー広告掲載について

281
出演者マネージャーアメリカ公演視察航
空券、宿泊代

276
｢小曽根真ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣及び｢Jazz meets
Classic｣にかかるﾋﾟｱﾉ運搬及び調律委託

277
「ローザス」intoxicate（タワーレコード販
促フリーペーパー）広告掲出

278 上映パブリシティ業務委託

273
ひらく　つながる　蓮沼執太ライブ公演に
係る音響業務委託

274
第12回恵比寿映像祭パブリシティ業務
委託

275
第12回恵比寿映像祭木村友紀作品ク
レート作成及び作家接遇渡航手配委託

270
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペースレジデンシー宿泊室リネン類のク
リーニング委託（単価契約）

271
 自主事業公演における前売券販売業務
委託（単価契約）

272
トーキョーアーツアンドスペースホーム
ページにおけるイベント参加予約フォー
ムの構築業務委託

267

「Tokyo Contemporary Art Award 2020-
2022」受賞者発表バナー広告掲出およ
びタイアップ記事制作・掲載委託(ART
iT)

268
平成３１年度レジデンス成果展広報物デ
ザイン委託

269
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ﾌｪｽﾀ<冬>にかかる
音響操作等の委託

266
ウェブ版「美術手帳」ニュース記事タイ
アップ及びバナー広告掲載（ACT展）



特定契約 委託 (株)フジ弘報社 330,000

特定契約 委託 （公財）国際文化会館 325,100

特定契約 委託 株式会社スマイルズ 324,000

特定契約 委託 ㈱朝日エージェンシー 324,000

特定契約 委託
株式会社ルームコンポジッ
ト

309,960

特定契約 委託 株式会社アンティオ 308,000

特定契約 委託 ㈱ｻﾞ･ｽﾀｯﾌ 308,000

特定契約 委託 綜合警備保障株式会社 304,557

特定契約 委託 （有）深雪印刷 300,300

特定契約 委託
ﾏﾙｾ･ﾙｹｯﾃｨ･ｶﾞﾘｪｺﾞ（仮
読）

300,000

特定契約 借入 ㈱ｻﾞ･ｽﾀｯﾌ 1,090,100

特定契約 借入 住友不動産㈱ 899,032

特定契約 借入 住友不動産㈱ 846,967

特定契約 借入 住友不動産㈱ 776,387

特定契約 借入 住友不動産㈱ 762,193

特定契約 借入 住友不動産㈱ 689,032

特定契約 借入 住友不動産㈱ 673,720

特定契約 借入 住友不動産㈱ 623,483

特定契約 物品
キャノン・マーケティング・
ジャパン株式会社

1,074,740

特定契約 その他 総合商社ベンキョードー 537,588

特定契約 その他 蓮沼執太 462,000

309
アーツアカデミーに係るパーソナルコン
ピュータの借上げ(研修生用)

310
グランドオープン記念事業　交流プログ
ラム　ひらく、つながる　ライブ公演に関
わる出演委託契約

306
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
者(ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ役A)にかかるﾏﾝｼｮﾝ賃貸
契約

307
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
者(ｶﾗﾌ役B)にかかるﾏﾝｼｮﾝ賃貸契約

308
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペースオフィス・本郷・レジデンシー複写
サービスに関する契約（単価契約）

303
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
者(ﾃｨﾑｰﾙ役A)にかかるﾏﾝｼｮﾝ賃貸契約

304
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
者(ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ役B)にかかるﾏﾝｼｮﾝ賃貸
契約

305
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
者(ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ役ｶｳﾞｧｰ)にかかるﾏﾝｼｮﾝ
賃貸契約

300
｢ｱｳﾄﾘｰﾁ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣における備品の借
用(1～2月分)

301
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
者(ﾘｭｰ役A)にかかるﾏﾝｼｮﾝ賃貸契約

302
ｵﾍﾟﾗ夏の祭典2019-20｢ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ｣出演
者(ｶﾗﾌ役A)にかかるﾏﾝｼｮﾝ賃貸契約

297
トーキョーアーツアンドスペース本郷機械
警備システムのリニューアル

298 当日パンフレット印刷業務委託

299 衣裳助手業務契約

294

トーキョーアーツアンドスペース全体パン
フレット中国語（簡体字）版及び韓国語
版並びに全体パンフレット日英版及びレ
ジデンシーパンフレット改定のデザイン
委託

295
トーキョーアーツアンドスペースホーム
ページにおけるイベント参加フォーム改
修の業務委託

296
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟin立川における舞台
監督委託(2月1日～2日)

291
第12回恵比寿映像祭参加者の宿泊手配
委託

292
「Tokyo Contemporary Art Award 2019-
2021」授賞式レセプションにおけるケータ
リングサービスの委託

293
｢TACT/FESTIVAL2019｣公演に係る広
告掲出業務委託

290 広告委託『ﾒﾄﾛｶﾞｲﾄﾞ』12月5日発行号



件数 金額

6 8,535,952

41 312,315,479

67 105,571,078

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



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 AGC硝子建材（株） 3,461,700

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社ムラヤマ 190,083,249

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ブリティッシュ・カウンシル 177,170,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）フクシ・エンタープライズ 109,033,451

特命理由

　東京都庭園美術館は、平成25年に竣工した新館、および重要文化財であり昭和8年に竣工した本館には美術館機能（収蔵
庫を含む）を有している。また、本館と同じく重要文化財である茶室・外倉庫・車庫・チケット売場、平成30年に竣工したレストラ
ン、および庭園を含め広範囲に渡り管理運営を行っており、特殊性が非常に高い。
　株式会社フクシ・エンタープライズは「平成29年度～平成30年度　東京都庭園美術館警備・受付案内業務等業務委託」の企
画コンペにおいて採用された業者である。同社は、施設の重要性と運用上の特殊性を充分把握し、火災、盗難、破壊行為を
未然に防止するとともに、利用者の安全確保と快適なサービス提供に成果をあげている。平成31年度契約においてもポイント
の増加以外大幅な仕様の変更はなく、今後も継続して良好な履行が期待できる。
　よって、上記業者を特命する。

特命理由

　本事業は、2017年11月に企画アイディアを広く公募し、2,400件を超える企画の応募があり、書類審査及び企画プレゼン
テーションを経て13件の実施企画を採択したもののうちの1プログラムである。採択にあたっては審査会を設置し、企画アイディ
アの独自性、予算、実施体制を含む実現性を評価した上で厳正な審査を行っている。上記業者は、本プログラムの企画提案
者であるJason Bruges Studioが実施統括団体として指名した団体であり、企画段階から日本国内の実施団体として緊密な関
係性を有していることから、Tokyo Tokyo FESTIVAL企画公募事業の主旨を十分に理解している業者である。また、採択され
たプログラムと類似の事業実施の実績を有しており、本プログラムの円滑な運営が可能である。よって、上記業者は本プログラ
ムの内容に精通し、熟知している唯一無二の業者であり、なおかつ、安定したプログラム運営を確保できる業者でもある。
 　以上の理由により、本委託業務を担える事業者は他に存在しないため、上記事業者を特命する。

No. 契約件名

66
平成31年度(2019年度）東京都庭園美
術館警備・受付案内等業務委託

特命理由

　アーツカウンシル東京が展開している、東京2020公認文化オリンピアードである「東京キャラバン」は、東京都及び共催都市
の自治体等との共催事業であるため、東京都を含め多様な関係者との調整を要するという事業上の特性があることから、事業
の内容に精通し、熟知している必要がある。また、委託内容が多岐かつ広範囲に及ぶことから、これらの業務を確実に履行で
きる体制を有していることが必要となる。
上記事業者は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの「『東京キャラバン』の実施に係る平成30年度事業制作及び運
営業務並びに平成31年度事業の実施に係る準備等の委託」において、平成31年度の事業実施も見据えた上で企画コンペ審
査委員会で企画が採用され、契約を締結した業者であるが、平成30年度の履行状況は良好であり、事業関係団体等との交渉
を含む連絡調整業務及び綿密な情報収集並びに調査等を経て、平成31年度事業の実施計画を策定しており、その内容から
本事業に精通し熟知していることが裏づけられている。上記の理由から、上記業者は本件を受託する業者として最適である。
よって上記業者を相手方として特命する。

No. 契約件名

65
Tokyo Tokyo FESTIVAL企画公募事
業「The Constant Gardeners」の実施委
託

特命理由

　今回実施する複層ガラス化工事は、AGC硝子建材株式会社製「アトッチ」を予定しており、九州国立博物館をはじめ、トヨタ
博物館などにおいて導入実績が挙げられる。
　「アトッチ」は、既存窓の上からLow-Eガラスと呼ばれる遮熱性、断熱性能が高いガラスをそのまま貼りつけるなど容易に施工
が可能であり重要文化財であるため建材等を交換することが難しい当館において最適な建材である。
　平成29年度、30年度と当館においても小客室・喫煙室・第一応接室・妃殿下居間・姫宮寝室・姫宮居間で施工済みであり、
冬場の結露軽減に大変効果を上げている。
　以上の理由から上記業者を特命する。

No. 契約件名

64

「東京キャラバン」事業の実施に係る平
成31年度事業制作及び運営業務並び
に平成32（2020）年度事業の実施に係
る準備等の委託

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〕

No. 契約件名

54
東京都庭園美術館（1階受付他3部屋・
2階若宮寝室他3部屋）　複層ガラス化
工事



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)小学館 100,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)東急エージェンシー 91,404,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 公益財団法人東京都交響楽団 60,000,000

特命理由

　本件「プレミアムコンサート～未来へのハーモニー～」は、音楽芸術の普及・浸透を図ることを目的として、本格的なクラシック
演奏に親しむ機会が少ない都内多摩地域・島しょ地域の各所で音楽に親しみが持てる環境を作るとともに、東京2020オリン
ピック・パラリンピック開催が決定したことに伴い、文化の祭典としての気運の盛り上げに寄与するため、東京都と公益財団法
人東京都歴史文化財団の共催で実施するものである。
公益財団法人東京都交響楽団（以下「都響」という。）は、1964年の東京オリンピックの記念文化事業として1965年に東京都が
設立したオーケストラであり、定期演奏会等の主催公演のほか、年間120回を超える他団体との共催・依頼公演、50回を超える
音楽鑑賞教室を実施している。その設立経緯はオリンピックと深く結びついており、設立趣意及び事業内容は、首都東京の文
化発展と、文化を通じた教育活動に重点を置いている。
2020年のオリンピック・パラリンピックの開催にあたっては、オリンピック憲章の根本原則である、スポーツを文化や教育と一体
にして人間性を高めるという趣旨を鑑み、文化的なプログラムを通じて継続的なオリンピック気運を盛り上げるとともに、1964年
から2020年に向けた東京の歩みやレガシーを伝えることも本事業の重要な目的のひとつであるが、2020年オリンピック・パラリ
ンピック招致活動の際には、内閣総理大臣主催での公式歓迎・東京オリンピック開催50年記念夕食会や2020年オリンピック・
パラリンピック開催都市決定100日前記念イベントにおいて、都響が演奏した。
多摩・島しょ地域の振興という面でも、地元の学校と共演する曲目や地元に馴染みのある曲目を盛り込むなど地域と密着した
プログラムを各自治体と協力し実施している。さらに、平成25年10月の台風26号により甚大な被害を受けた伊豆大島の復興支
援イベントにおいても地元の意向を踏まえた公演を実施した上、以降も平成27年度まで大島で公演を継続し、好評を得てい
る。
また都響は、都の外郭団体として、都の政策目的をよく理解して事業を展開するとともに、平成24年度から7年間アーツカウン
シル東京事業（平成26年度まで東京文化発信プロジェクト事業）「プレミアムコンサート」の企画運営を受託しており、適切な事
業運営を行っている。
以上の理由から、都響はオリンピック気運の盛り上げに資する背景を持ち、都民参加型の事業実績やノウハウを十分に蓄積し
ており、東京都の政策目的を踏まえ、本財団と連携して本事業を実施できる団体であり、尚且つ、その設立経緯や設立趣意か
ら、オリンピック開催に向けた東京都の文化的な取組のアピールや、東京都と密接に連携しつつオリンピック気運を盛り上げる
ことが可能な団体でもある。また、演奏技術の面や事業展開能力の面でも秀でており、本事業を効果的に実施するための実
力を十分に具備している。そのため、本件を受託する業者として最適である。よって、公益財団法人東京都交響楽団を契約の
相手方として特命する。

特命理由

　東京文化プログラム構築事業は、多様な関係者との調整を要するという事業上の特性があることから、事業の内容に精通し、
熟知している必要がある。また、委託内容が多岐かつ広範囲に及ぶことから、これらの業務を確実に履行できる体制を有して
いることが必要となる。
上記事業者は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの「『東京文化プログラム構築事業』事務局運営に係る業務委託」
において、平成31年度以降の事業実施も見据えた上で契約を締結した業者である。
上記事業者の平成30年度の履行状況は良好であり、都民パフォーマーズコーナー及び企画公募事業については、特に広
報・PR面で自社グループ媒体等を活用した優位性のある取り組み、効果的な施策の提案と実施を行い、より多くの人が参加
できるという東京文化プログラムの実現に繋げている。また平成31年度準備業務においても当財団と協議の上、既に採択企画
の実施業務に着手しているほか、採択企画を総合的に広報するウェブサイトの制作及び運営、企画案のデータベース構築及
び運用・管理を開始しており、事業内容に精通し熟知していることから、他の事業者に比べてそのノウハウや運営面での優位
性が高く、平成31年度事業運営において確実な履行が期待できる。また、本業務での業務経験から国内外の行政機関及び
協力団体等とのネットワークが構築されるなど、その蓄積に基づく業務への貢献度が高く、平成31年度の事業実施に当たり有
益な提案等も期待できる。
　　以上の理由により、上記業者を特命する。

No. 契約件名

69
平成31年度「プレミアムコンサート～未
来へのハーモニー」の企画運営及び演
奏業務等の委託

特命理由

　本事業は、2017年11月に企画アイディアを広く公募し、2,400件を超える企画の応募があり、書類審査及び企画プレゼン
テーションを経て13件の実施企画を採択したもののうちの1プログラムである。採択にあたっては審査会を設置し、企画アイディ
アの独自性、予算、実施体制を含む実現性を評価した上で厳正な審査を行っている。なお、上記業者はTokyo Tokyo
FESTIVAL企画公募事業の主旨を十分に理解した上で本プログラムを提案し、採択された業者である。また、採択されたプロ
グラムと類似の事業実施の実績を有しており、本プログラムの円滑な運営が可能である。よって、上記業者は本プログラムの内
容に精通し、熟知している唯一無二の業者であり、なおかつ、安定したプログラム運営を確保できる業者でもある。
 　以上の理由により、本委託業務を担える事業者は他に存在しないため、上記事業者を特命する。

No. 契約件名

68
「東京文化プログラム構築事業」事務局
運営に係る業務委託

No. 契約件名

67
Tokyo Tokyo FESTIVAL企画公募事
業「漫画「もしも東京」展」の実施委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)東急エージェンシー 49,995,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 キャメルアーツ株式会社 29,520,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
特定非営利活動法人アート
ネットワーク・ジャパン

27,100,000

特命理由

　本プロジェクトは、東京芸術祭の総合ディレクターから提案された企画を同ディレクターが指名した本プロジェクトのディレク
ターが制作するものである。
特命先である特定非営利活動法人アートネットワーク・ジャパンは、総合ディレクターが指名した本プロジェクトのディレクター
である河合千佳氏が所属する団体であり、河合千佳氏が実施する全てのプロジェクトの企画及び制作を司ってきた団体である
ため、同氏と連携しながら同氏の意向を汲みとり制作及び運営を遂行し、滞りなく業務を履行できる唯一無二の事業者である
と言うことができる。以上の理由から、本委託契約は当該事業者に特命するものとする。

特命理由

　本プロジェクトは、東京芸術祭の総合ディレクターから提案された企画を同ディレクターが指名した舞踏団体が行うものであ
る。
特命先であるキャメルアーツ株式会社は、総合ディレクターが指名した舞踏団体である大駱駝艦が所属する会社であり、大駱
駝艦が出演する全てのプロジェクトの企画及び制作を司ってきた団体であるため、本公演の制作及び運営を遂行し、滞りなく
業務を履行できる唯一無二の事業者であると言うことができる。以上の理由から、本委託契約は当該事業者に特命するものと
する。

No. 契約件名

72

東京芸術祭2020特別公演ファンタス
ティック・サイト　フィルム＆パフォーマン
ス「Undercurrentsアンダーカレント」に
係わる制作及び運営業務委託

特命理由

　「Tokyo Tokyo FESTIVALスペシャル13」映像制作及び広報PR業務委託は、広報PR業務の一環としてプロモーション動画を
制作し、Webを中心とした媒体等で展開するものである。本業務においては、個別事業のコンセプトを理解しアピールポイント
を把握していること、及び動画制作に必要な素材（動画、静止画等）の状況を把握し効率的に収集する必要がある。上記事業
者は、本事業実施当初から現在まで「東京文化プログラム構築事業」の運営に携わっていること及び令和２年度の実施計画書
を策定しており、「Tokyo Tokyo FESTIVALスペシャル13」の企画内容を熟知しているうえに企画者との調整が可能であること
から、最大限の効果を発揮することができる。
上記事業者は、平成30年4月1日から「東京文化プログラム構築事業」事務局運営業務及び広報事務局業務を受託しており、
当該業務においては盤石な執行体制のもと履行状況は良好である。特に広報・PR面で自社グループ媒体等を活用した優位
性のある取り組み、効果的な施策の提案と実施を行い、より多くの人が参加できるという東京文化プログラムの実現に繋げてい
る。尚且つ、Web媒体を活用したPR実績も有している。
　以上の理由により、上記業者を特命する。

No. 契約件名

71

東京芸術祭2020特別公演ファンタス
ティック・サイト大駱駝艦・天賦典式
Crazy Camel Gardenに係わる公演制
作業務委託

No. 契約件名

70
Tokyo Tokyo FESTIVAL　スペシャル
13映像制作及び広報PR業務委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社NHKエンタープライズ 24,154,976

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
医療法人社団 こころとからだの
元氣プラザ

16,967,702

特命理由

　平成２６年４月１日付２６歴文事財契第１７号に基づき「医療法人社団こころとからだの元氣ﾌﾟﾗｻﾞ」と締結した委託契約書の仕
様書により、本契約は履行状況が良好な場合、最大５回まで契約を更新することができることとしている。
　昨年度の履行状況をみたところ、当該業者は指定した検査項目を適切に実施しており、また、健診日の割り振り・変更にも柔
軟に対応している。さらに健診結果の報告も速やかに行っており、契約内容を適切に履行していると認められる。
　よって、上記契約に基づき平成31年度健康診断等を当該業者に委託する。

特命理由

　アーツカウンシル東京で実施している伝統芸能普及公演事業（以下「伝統公演事業」という。）は、日本の伝統文化・芸能を
国内外へ広く発信するとともに、次世代への普及・継承のため、特に若い世代や外国人といった、伝統芸能に馴染みのない
層に伝統芸能の魅力を感じていただくことを目的として、創意工夫を凝らした「本格的な伝統芸能公演を分かりやすく見せる」
企画内容・構成による公演を実施することとしている。
そのため、実施に当たっては、伝統芸能公演を制作するための専門知識及び豊富なノウハウを活かした事業実績が必要であ
る。
株式会社ＮＨＫエンタープライズ（以下「同業者」という。）は、平成30（2018）年度の伝統公演事業の受託者であり、2018年度
公演の際の審査会において、『平成30年度アーツカウンシル東京「伝統芸能普及公演」企画運営等業務の委託　企画コンペ
実施要領』に基づき、2020年度に至るまでの公演を視野に入れた提案を行っている。2019年度から2020年度に向けては、
2018年度と同様に若手実演家を起用した本格的な伝統芸能普及公演であることに加え、人間国宝の実演家を起用するなど、
さらに発展させた内容となっている。伝統芸能の魅力を発信するために、本格的な内容を実現しながら、映像等による演出を
活用した伝統芸能を分かりやすく見せるよう工夫されており、伝統公演事業として相応しいものとなっている。実施場所につい
ても、都内でも特に若い世代や外国人が多く集まる渋谷区内の公演会場を提案しており、当事業の目的を実現しつつ、一層
効果を高めるものとなっている。
また、同業者は、平成21年度から平成26年度まで、「東京発・伝統ＷＡ感動」事業における実行委員会の構成団体として、人
間国宝の実演家を起用した本格的な伝統芸能公演のほか、初心者向けの解説と実演を組み合わせた公演等を実施している
ことから、伝統公演事業の趣旨を理解し、公益性の観点を逸脱することなく事業を実施した十分な実績があるとともに、企画・
立案・運営等に係る豊富なノウハウを有している。
　さらに、同業者は、これまでにアーツカウンシル東京の主催事業である「Ｊ－ＣＵＬＴＵＲＥ　ＦＥＳＴ連携事業」として、平成２８
年度及び平成２９年度にそれぞれ実施した「ＦＯＲＭ」及び「ＦＯＲＭⅡ」について、ＮＨＫ（Ｅテレ）の「にっぽんの芸能」におい
て特集番組として制作された実績も有している。
以上の理由から、同業者は当事業を実施する上で必要となる専門知識及び豊富なノウハウを活かした事業実績を十分に有し
ており、ＮＨＫ（Ｅテレ）の番組として制作される可能性を有していることから、当財団と連携して伝統公演事業を実施していく上
で最適であるため、同業者を契約の相手方として特命する。

No. 契約件名

74
平成31年度　健康診断等、産業医業
務及び職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽに関する業務
等委託（概算契約）

No. 契約件名

73
平成31（2019）年度アーツカウンシル東
京「伝統芸能普及公演」企画運営等業
務の委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 清泉監査法人 15,400,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)J-WAVE 13,482,000

特命理由

　上記事業者は、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬の1都6県全域をカバーしているFMラジオ局である。かつて
「国際都市ＴＯＫＩＯ発」をキーワードにしていたこともあり、東京や海外の話題やリアルタイムの情報、そして幅広いジャンルの
音楽を都市生活者に発信しており、本事業の放送を予定している土曜日の午前11時台は、20～49歳の男女の聴取率が東京
キー局6社の中で1位であるため、最も効果的に都民にアピールできると考えられる。尚且つ、放送予定のプログラムは
「RADIO DONUTS」番組内のプログラムの1つであり、本番組は2007年にスタートしたワイド番組で土曜日の午前8時から正午
にかけて放送し、ナビゲーターのトークはリスナーから高い評価と人気を得ている。また、アーツカウンシル東京のラジオ情報
番組「ARTS COUNCIL TOKYO CREATIVE FILE」を平成29年4月1日から平成31年3月31日まで請け負っており、現在まで
の番組がリスナーから好評であったと同時に業務運営状況も良好である。
以上の理由から、本件を受託する業者として最適である。よって、上記業者を相手方として特命する。

特命理由

　当財団は平成21年度まで監査法人による外部監査を実施してきた。これは、「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚
会議幹事会申合せ（平成13年2月9日）」により一定規模以上の公益法人に対して、外部監査が要請されていることによるもの
である。
　平成22年4月からは、財団法人から公益財団法人への移行に伴い、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律」（以下「法」という。）等に則った運営をすることとなった。公益認定の基準の一つとして、法第5条12号において「会計監
査人を置いているものであること」と規定されているが、同号ただし書きでは「政令で定める基準に達しない場合は、この限りで
ない」旨規定されており、当財団は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令」第6条の基準に達して
おらず、必置法人ではない。
　しかし、先般の公益法人制度改革では、法人の運営・会計処理に従来にも増して厳格さが求められることから、会計の公正
妥当性を担保するため引き続き監査法人による外部監査を実施する。
　清泉監査法人は、平成19年度まで監査契約を結んできた東陽監査法人の担当者辺土名会計士が中心となり平成20年7月
に設立された公益法人及び一般法人を専門とする監査法人で、公益法人会計のみならず、公益法人制度全般にも精通して
いる。
　また、当財団は平成22年4月に公益財団法人に移行し、平成22年度からは、適用する公益法人会計基準も平成20年に改正
された会計基準（以下「20年基準」という。）に変更することとなったが、清泉監査法人は、当財団の会計基準変更の前後の年
度に監査及び会計指導を行い、20年基準適用への円滑な対応に寄与してきた。引き続き財務管理の安定的な運用を図って
いくためには、期中及び期末監査はもとより、当財団の財務管理を熟知した上での適切な会計指導を継続的に受けることが重
要となる。よって、今年度の監査及び会計指導については、当財団の事業及び公益財団法人への移行期における財務管理
を熟知している清泉監査法人が最も相応しい契約先であると考えられる。
　以上のことから、清泉監査法人を特命する。

No. 契約件名

76

Tokyo Tokyo FESTIVALプロモーショ
ン・ブランディング事業に係るラジオ情
報番組の実施及びそれに伴う業務委
託

No. 契約件名

75 平成31年度会計に係る監査の契約



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社オーイーシー東京本
部

13,297,842

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社国書刊行会 9,592,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）東京スタデオ 8,761,082

特命理由

　本件契約はルネ・ラリック展の会場施工と終了後の撤収を委託するものであり、出展作品の大部分がガラスを素材としている
ため、委託先事業者は安全面や効果的な見せ方において同素材の展示具制作に豊富な実績を有する必要がある。
　今回の主な作品借用先である北澤美術館からは、同館収蔵作品の展覧会を多数手がけてきた上記会社の起用を依頼され
ている。
　以上のことから、上記会社は本件契約先として最適であるため、上記会社を特命する。

特命理由

　平成28年度の企画提案コンペにより「平成29年度トーキョー・アート・ナビゲーションのコンテンツ制作・運営委託」の委託事
業者として、株式会社国書刊行会を選定し、同業務を委託した。
　同社は、トーキョー・アート・ナビゲーション（以下「TAN」）のコンテンツとして、芸術文化に興味のある層に展覧会等の情報を
周知するためのコラム「アーティスト解体新書」や、異なる分野のアーティスト同士の対談である「異分野×アーティスト～対話
から生まれる化学反応～」、NPO等による地域に根ざした活動やイベントを紹介する「NEXT TOKYO 発見隊！」など、多様化
するアート・カルチャーシーンにおけるさまざまな視点に立った新しいコラムを企画し、運用してきた。それぞれのコンテンツは
内容も濃く、ＳＮＳチケットキャンペーンの際に収集したアンケート結果でも読者から高評価を得た。このような質の高いコンテ
ンツを制作し続けるためには、芸術文化に精通するライターや編集者、アート作品の撮影に長けたカメラマンなど専門的な人
材が必要となるが、これを実行できたのは同社の持つ独自の人的ネットワークや企画力によるものである。
　また、TANはアーティスト支援制度の発信や一般の投稿者が登録したイベントのピックアップなど、毎週のコンテンツ更新が
あり、定期的に、確実に情報を配信するには、同業務を熟知した上で、継続的に実施できる体制が求められる。
　同社が制作した連載コラム等のコンテンツは、すでに一定の愛好者を獲得しており、ＴＡＮのアクセス件数の増加にも寄与し
ている。その内容を大きく変更することは、利用者の混乱を招くばかりでなく、効果的な広報情報伝達の妨げになる恐れがあ
る。そのため、平成31年度も引き続き同等の品質でコンテンツを継続的に制作することが望ましく、同内容で履行可能な事業
者は同社をおいて、他にない。以上の理由により、本件の委託先として、株式会社国書刊行会を特命する。

No. 契約件名

79 ルネ・ラリック展会場施工及び撤収委託

特命理由

○システム開発の経緯
 「トーキョー・アート・ナビゲーション」のシステムは、平成18年8月17日に開催した「トーキョー・アート・ナビゲーション（仮称）構
築等の委託に係わる提案競技会」において、日本アイ・ビー・エム株式会社の提案書が最優秀評価を受け採用されたため、同
社に構築を委託した。
○運用委託の協議
 平成19年度4月より上記システムを運用するにあたり、運用委託契約を、システムの構造及び運営のノウハウを熟知しており、
開発機器、プログラム等の特許権ほか諸権利を有する唯一の業者である日本アイ・ビー・エム株式会社と締結する旨を協議し
たところ、同社から、協力関係にある株式会社オーイーシーに業務を委譲したいとする申し入れがあった。
○当初委託先の選定
 株式会社オーイーシーは、日本アイ・ビー・エム株式会社との協業による官公庁向けのシステム販売の実績が多数あり、財団
においても、日本アイ・ビー・エム株式会社が開発した江戸東京博物館及び東京都写真美術館の資料情報システムに関する
機器保守、システム運用等の実績があり、財団の業務内容に精通している業者である。
 このため当該業務を株式会社オーイーシーに委託した場合、業務の迅速正確な履行が期待できるとして、同社にシステム運
用を特命した。
○良好な業績とシステム改修のノウハウ
 上記業者は19年度のシステム運用委託に関し、日常の運用管理はもとより、軽微な改修業務にも柔軟に対応し、システム障
害、セキュリティ障害等の不測な事態に対しても、迅速かつ正確な対応を図るなど、履行状況が非常に良好であったため、20
年度の契約を特命した。
 また同社は、システム全体を熟知し、プログラムの改修を行った実績や、平成28年度と平成30年度に実施したネットワーク機
器の経年更新の際のネットワークの切り替え作業も円滑に行うなど、当該システム及びプログラムを熟知する唯一の業者である
ため、平成21年度～30年度分のシステム運用を特命し、本システムの安定稼働の実績を残している。平成31年度も、システム
の安定稼働のためには、現行の委託を受託している同社による運用が不可欠である。
 よって、本件の確実な履行が見込まれる唯一の業者である上記業者を特命する。

No. 契約件名

78
平成31(2019)年度　ﾄｰｷｮｰ･ｱｰﾄ･ﾅﾋﾞ
ｹﾞｰｼｮﾝのｺﾝﾃﾝﾂ制作・運営委託

No. 契約件名

77
平成31(2019)年度 ｢ﾄｰｷｮｰ･ｱｰﾄ･ﾅﾋﾞ
ｹﾞｰｼｮﾝ」に係るｼｽﾃﾑ運用委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)SETENV 8,611,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社JTBコミュニケーション
デザイン

7,802,951

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社スプー 6,296,780

No. 契約件名

81
「FUROSHIKI TOKYO展」広報業務委
託

特命理由

 昨年度、東京都と共催事業として、パリで風呂敷をテーマにしたアートイベント「FUROSHIKI PARIS」を実施し、今年度は
「アート＆エコ風呂敷プロジェクト」としてパリで実施した「FUROSHIKI PARIS」の成果を都民に紹介する報告展「FUROSHIKI
TOKYO」を東京都と実施する。
　本委託では、報告展「FUROSHIKI TOKYO」のうち日本橋で開催予定である「NIHONBASHI MEGURU FES」のプログラムの
一つとして実施する「FUROSHIKI TOKYO展」の広報業務等を実施するものである。
 上記事業者は、平成30年度に「パリ東京文化タンデム2018」広報業務等委託を企画コンペにより受託し、「FUROSHIKI
PARIS」のパリでの事務局設置・運営、ノベリティグッズの作成・配布、広報物の提案・作成等を実施している。また、東京都の
「風呂敷プロジェクト業務委託」を受託し、風呂敷プロジェクトの全体事務局および全体管理を実施した実績がある。
 本委託を実施するにあたっては、東京都と調整を密に行いながら、パリで行われた「FUROSHIKI PARIS」を十分に理解したう
えで、風呂敷という1枚の布を繰り返し使う日本の文化や美意識、知恵を伝えることが必要であり、これらを踏まえた広報等が必
要となる。特に、本委託で作成予定の風呂敷は、「FUROSHIKI PARIS」で作成した風呂敷のデザイナーとの調整や製作過程
等を十分認識したうえで、「FUROSHIKI PARIS」のデザインを踏襲しつつ「FUROSHIKI TOKYO」に相応しいものでなくてはな
らない。
 以上のように、「FUROSHIKI PARIS」の報告展である「FUROSHIKI TOKYO」展を実施するためには、「アート＆エコ風呂敷プ
ロジェクト」の目的と内容を十分理解し、パリ市で実施した「FUROSHIKI PARIS」の広報や事業運営等のノウハウが必要不可欠
となるため、同社を本件契約における相手方として特命する。

No. 契約件名

特命理由

　上記事業者は、平成27年4月1日のアーツカウンシル東京と東京文化発信プロジェクト室の組織統合に伴い実施したアーツ
カウンシル東京WEBサイトの改修業務を請け負い、異なる管理システムとサーバで運用してきた2つのWEBサイトを統合的に
整理し、ソーシャルネットワークサービスとの連動など、新たなWEBコミュニケーションにも対応できるサイトを開発した。その際
に、情報発信のための更新システム（CMS）や独自のサイト内の検索機能等を開発したほか、アーツカウンシル東京のウェブマ
ガジン及びメールニュースの構築から運用・機能追加等においても同様にシステムを開発してきており、それらを包括的に維
持管理及び運用ができるのは、それらのシステムを熟知している作成者である上記事業者のみである。
また、上記事業者はアーツカウンシル東京WEBサイトの維持管理及び運用に係る業務を平成27年4月1日から請け負ってお
り、現在までの業務運営状況について良好である。
以上の理由により、上記業者を特命する。

82
平成31(2019)年度公益財団法人東京
都歴史文化財団ウェブサイトのコンテン
ツ及び財団広報誌制作委託

特命理由

　平成28年度に開催した企画提案コンペにより「平成29年度公益財団法人東京都歴史文化財団ウェブサイトのコンテンツ及
び財団広報誌制作委託」の事業者として、株式会社スプーを選定した。
　同社は、平成29年度及び平成30年度、「東京都歴史文化財団ウェブサイトのコンテンツ」(以下「ウェブコンテンツ」)におい
て、各館を横断する記事や各館の有する専門人材を活用した記事を新規テーマとして、立案・実施した。また、「財団広報誌」
（以下、ANTという）については、デザイン、内容構成・特集記事の新規案の立案・作成を行った。それぞれの制作状況、内容
共に大変良好であり、ＡＮＴのチケットキャンペーンの際に収集したアンケート結果でも読者から、デザイン及びコンテンツ内容
について高評価を得た。またＡＮＴの配送・広報状況についても、都営地下鉄の主要駅等への公共空間への配架も消化率が
良好で、積極的に新規配布先の拡大に努めた。また、ウェブコンテンツの配信ではgoogleを活用した広告を行うなど、多様化
する広報媒体を効果的に活用し、ウェブサイトのアクセス数増加に寄与した。
　ウェブコンテンツとＡＮＴの制作、編集、運営にあたっては、より良いコンテンツを制作するため、財団の１１施設等からの膨大
な情報の収集と取材対応が求められ、複雑な調整が必要であるが、各施設等と充分に連携がとれ、館との信頼関係も構築で
きている。また、ウェブコンテンツの定期的な配信とＡＮＴの安定的な品質保持のためには、継続的に実施できる体制が求めら
れる。
　株式会社スプーが制作した広報媒体のデザインは、広範囲での広報活動により周知の効果がみられているだけでなく、財
団ウェブサイトのイメージアップにも寄与している。そのイメージを変更することは、利用者の混乱を招くばかりでなく、効果的な
広報情報伝達の妨げになる恐れがある。そのため、平成31年度も引き続き同様のイメージで広報媒体を制作することが望まし
く、同内容で履行可能な事業者は同社をおいて、他にない。
以上の理由により、本件の委託先として、株式会社スプーを特命する。

No. 契約件名

80
平成31年度WEBサイト及びメール
ニュース等の維持管理及び運用業務
委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 一般社団法人NOOK 5,993,713

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アデコ（株） 5,881,100

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社電通パブリックリレー
ションズ

5,497,440

No. 契約件名

85
「東京キャラバン」記者懇親会の実施及
び「東京キャラバンin埼玉」広報業務の
委託

特命理由

　アーツカウンシル東京が展開している、東京2020公認文化オリンピアードである「東京キャラバン」は、東京都及び共催都市
の自治体等との共催事業であるため、東京都を含め多様な関係者との調整を要するという事業上の特性があることから、事業
の内容に精通し、熟知している必要がある。
上記事業者は、平成31（2019）年4月1日から平成32（2020）年3月31日までの「『東京キャラバン』に係る平成31年度広報事務
局業務及び平成32（2020）年度事業実施に係る準備等の委託」において、平成32年度の事業実施も見据えた上で企画コンペ
審査委員会で企画が採用され、契約を締結した業者であるが、事業関係団体等との交渉を含む連絡調整業務及び綿密な情
報収集並びに調査等を経て、平成31年度事業の広報戦略及びスケジュールを策定しており、その内容から本事業に精通し
熟知していることが裏づけられている。また策定した広報戦略の下で一体的かつ合理的な広報活動が可能になるほか、本事
業実施に当たり有益な提案等も期待できる。上記の理由から、上記業者は本件を受託する業者として最適である。よって上記
業者を相手方として特命する。

No. 契約件名

84 平成31年度労働者派遣契約

特命理由

　上記会社は、当該業務および諸条件に応じた人材確保等が可能であり、前年度の実績においてもたいへん優れており、信
用と実績を兼ね備えていることから、上記会社と契約を締結する。

特命理由

　本プログラムでは、Art Support Tohoku-Tokyo「ラジオ下神白」の成果を活用し、東京での新たな文化活動、映像及び冊子
の制作を行うこと、Tokyo Art Research Lab 思考と技術と対話の学校「東京プロジェクトスタディ４：部屋しかないところからラボ
を建てる（以下、スタディ４）」の成果及び参加者を活用し、東京の厄災の調査及び展示を行う。
特命相手先である一般社団法人NOOK（以下、NOOK）は、2011年の東日本大震災直後から被災地で活動を展開したアー
ティスト、研究者、ディレクターなどが設立した組織である。土地の人々と協働した記録や表現が特徴で、写真・映像・冊子・展
示など多様なメディアを活用しながら、調査・記録・制作を行っている。
・ 設立時からのメンバーで代表理事の瀬尾と小森は、震災直後から被災地の人々に話を聞き、作品を制作してきた。2012年
に水戸芸術館現代美術ギャラリーの展覧会『3.11とアーティスト：進行形の記録』で紹介されたことを皮切りに現在も東日本大
震災後を代表するアーティストであり、二人に代表される活動を実施するNOOKは本業務に必要となる被災地の現状やアート
プロジェクトに対する見識をもっており、東日本大震災後の手法を扱う本業務で制作する映像、冊子、展示などの成果を広く
普及する発信力をもつ。
・ 2017年度からは仙台市の生涯学習施設「せんだいメディアテーク」主催の拠点「東北リサーチとアートセンター」の運営及び
厄災や心身のハンディなどから立ち上がっていくための「立ち上がりの技術」をテーマとした展示の企画制作を年数回実施し
ている実績を有しており、本業務において公的な事業として、震災の経験を他の厄災の手法に応用する企画運営の能力があ
る。
・ 震災直後から活動する瀬尾と小森はArt Support Tohoku-Tokyoと並走するように活動を展開しているが、瀬尾はArt
Support Tohoku-Tokyoのトークセッション出演や本事業発行のジャーナル『FIELD RECORDING』への寄稿、小森は「ラジオ
下神白」に映像記録役として良質な映像記録を残しており、同事業の活動成果を活用することを目的とする本業務を遂行する
ことができる。
・ 2018年度は公募の参加者と陸前高田で滞在制作を行い、映像作品「二重のまち／交代地のうたを編む」を発表し、震災を
題材に、震災を体験していない参加者を交え、震災の経験を広く伝える作品制作のノウハウがある。
・ 2018年度はスタディ４の企画運営を行い、震災以降に培った「きく」という表現手法を参加者に技法として伝えることを行って
おり、スタディ４の成果を引き継ぐ本業務を遂行するため必須となる。
・ 来年度にArt Support Tohoku-Tokyoで計画している本事業10年を総括するシンポジウム等では、東日本大震災後の代表
的な事例や他の厄災への応用事例等を紹介するが、これまでの事業を踏まえた上でNOOKの出演が必須であり、本業務を担
う必要がある。
以上のことから、本業務において、一般社団法人NOOKが適任である。

No. 契約件名

83
Tokyo Art Research Lab研究・開発「リ
サーチ・アセンブル１：厄災に向き合う
術としてのアート」の企画運営業務



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 クレド株式会社 5,493,954

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)オフィス宮崎 4,939,880

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社スタッフサービス 3,864,471

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (株)キタウチ 3,716,028

No. 契約件名

89
コンピュータシステム運用保守業務委
託

特命理由

　アーツカウンシル東京内におけるコンピュータシステムはコンピュータ・ソフトウェア・制御設備を一体としてシステム化したも
のであり、本件はその機能を発揮するために必要な運用保守業務である。
　　本業務委託では、上記の目的を果たすために、システムの運用状況に熟知している必要がある。また、障害発生時などの
復旧作業や緊急な修理への対応、保守作業中の機能停止範囲・期間も業務への影響を最小限にできるバックアップ体制がと
れている必要がある。
　　株式会社キタウチは、旧アーツカウンシル東京と文化発信プロジェクトの統合の際に現行システムへの環境設定を行った
者であり、これら全ての条件を満たし、これまで当該システムの保守業務を行ってきた。
　以上のことから、本件は当該システムに精通した株式会社キタウチに特命随意契約を行うものである。

No. 契約件名

88
平成31年度　労働者派遣契約【経理事
務（契約係）】（単価契約）

特命理由

　当財団の経理事務は、一般的な企業会計とは異なり公益法人会計方式を採用しているため、本会計事務に精通しているこ
とが必須条件となっている。また、財団特有の経理及び契約に関する事務処理の知識を取得し、独自のシステム等操作に熟
練していくことが求められる。上記業者は平成30年度に入札によって決定しており、財団事務局の経理及び契約業務に精通
し、業務遂行に大きく貢献している。また、上記業者は、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供することが可能である。本
件業務の継続性を図ることで、効率的な業務遂行が維持され、安定した体制を整えることで今後の経理業務全般を向上させ
るため、上記会社を特命する。

No. 契約件名

87
平成31年度アーツカウンシル東京事業
翻訳業務委託

特命理由

　本業務委託は、翻訳の質を担保し、アーツカウンシル東京の事業を多言語で広く周知するために実施するものである。その
ため、履行に当たっては、芸術文化への十分な理解とアート・文化芸術分野における多数の翻訳実績が必要であり、かつ、翻
訳を行う者と翻訳をチェックする者を含めて最低3ポスト以上での履行体制が必要である。さらに、原稿によって発注文字数が
大きく異なるため、ミニマムチャージを設けずに対応できる必要がある。
上記業者においては、昭和59年の創立から文化芸術分野を中心に書籍の翻訳やウェブ翻訳を多数行っており、長年の経験
と実績により、一般的な翻訳だけでなく、その文化的背景を熟知している翻訳者によるローカライズ化（直訳ではなく、対象言
語に適合するように工夫し、文化的に適切な文章にすることでより読んでもらいやすくすること）も可能としている。
さらに、上記業者は平成30年度にアーツカウンシル東京事業の翻訳業務を請け負っており、迅速かつ正確で質の高い翻訳を
行い、3文字から20,000文字まで文字数の異なる原稿にも都度柔軟に対応し、業務運営も良好に行ってきた実績を有してい
る。
このように、上記業者は、30年以上にわたりアート・文化芸術分野における多数の翻訳実績を有し、年間を通して文字数の多
少に関わらず良質な翻訳を実施できる体制を有した唯一の業者である。

No. 契約件名

86
労働者派遣契約（単価契約）【企画室
管理課経理業務】

特命理由

　アーツカウンシル東京は公益財団法人東京都歴史文化財団（以下、「当財団」という。）の組織下であるため、当財団が定め
る財務規程及び会計方針に則り、会計処理を行っており、当財団の規程等に精通している者が経理業務を行うことで膨大な
業務量を処理している。また、共催団体等に交付した負担金の精算業務については、公益性の観点から書類を確認すること
が必要である。よって、当財団の関係規程や公益性の観点での事務処理知識を取得しなければならない。
平成30年度に見積競争によって決定した同業者から現在派遣されている労働者は、本業務に必要な知識を持ち合わせてお
り、尚且つ業務遂行に大きく貢献していることから、同労働者が派遣された場合、継続性を図ることで効率的な業務遂行が維
持され、安定した体制を整えることができる。
平成30年度の履行実績も問題ないことから、現労働者の継続を前提として、クレド株式会社を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社ラボラトリーズ 3,297,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）エキープ・エスパス 3,010,700

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
キャノンマーケティングジャパン
(株)

2,948,232

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 キャプラン株式会社 2,926,313

No. 契約件名

93
平成31年度　労働者派遣契約【経理事
務（予算係）】（単価契約）

特命理由

　当財団の経理事務は、一般的な企業会計とは異なり公益法人会計基準を採用しているため、本会計事務に精通しているこ
とが必須条件となっている。また、財団特有の経理及び会計処理に関する事務処理の知識を取得し、独自の財務会計システ
ム等の操作に熟練していくことが求められる。
　上記業者は平成25年度に入札により決定しており、財団事務局の経理及び財務業務に精通し、業務遂行に大きく貢献して
いる。また、上記業者は、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供することが可能である。本件業務の継続性を図ること
で、効率的な業務遂行が維持され、安定した体制を整えることで今後の経理業務全般を向上させるため、上記会社を特命す
る。

No. 契約件名

92
複写ｻｰﾋﾞｽの利用（複数単価契約）九
段ＦＰ

特命理由

　履行状況が良好であるため、平成30年3月6日付29歴文ア管第1124号「平成30年度複写サービスの利用（複数単価契約）」
仕様書の9（5）により、平成31年度複写サービスの利用契約相手をキャノンマーケティングジャパン株式会社とする。

No. 契約件名

91
東京都庭園美術館庭園の図面の作成
及び管理作業の立会い等

特命理由

　上記業者は、平成23年から東京都庭園美術館の各種植栽の設計・監理等に携わり、次のとおり業務を行ってきた。
　　平成23年10月　庭園及びレストラン改修
　　平成24年　4月　改修設計作成-1
　　平成25年　4月　改修設計作成-2
　　平成26年　4月　管理棟庭園設計・監理／6月　芝生広場設計・監理／11月　正門前植栽整備委託
　　平成27年　4月　日本庭園設計・監理／8月 茶室耐震補強工事監理／10月 茶室現場調査・外構設計監理
　　平成28年　4月　日本庭園整備プラン作成／8月　西洋庭園設計・監理
　　平成29年　9月　レストラン庭園設計・監理
　　平成30年　3月　全庭園改修計画完了
　　平成31年　3月　樹木の管理指針作成等の委託業務を完了
　これまでの業務実績は良好であり、専門的な知識を有する技術師の組織である。
　この長きにわたる業務内容の蓄積を生かした本委託業務は、他の業者では行うことができない。
　よって、上記業者を特命する。

No. 契約件名

90
「東京キャラバン」事業ウェブサイトの改
善及び保守管理に係る業務委託

特命理由

　既存の「東京キャラバン」公式ウェブサイトは、平成30年度に株式会社ラボラトリーズにリニューアルを委託し、「東京キャラバ
ン」の事業理念を体現することを目的にアーツカウンシル東京と協議の上、作成された。その際に情報発信の独自システムを
開発しており、既存のウェブサイトを踏まえて効率的な改善及び保守管理を行うことができるのは、そのシステムを熟知してい
る株式会社ラボラトリーズのみである。また、上記事業者は「東京キャラバン」事業ウェブサイトの保守管理に係る業務を平成30
年4月1日から請け負っており、現在までの業務運営状況について良好であることから、上記業者に対する特命により、本件を
実施する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社デモ 2,871,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （有）アルカ 2,779,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 渡邊　祐子 2,720,640

No. 契約件名

96
2019年度「Museum Startあいうえの」運
営に関する支援業務（プログラム・オ
フィサー）委託

特命理由

　本件委託は、「Museum Start あいうえの」事業の運営を効果的に行うための事業運営等の支援業務委託である。
　２2019年度に事業７年目を迎える「Museum Start あいうえの」事業に関するプログラム・オフィサー業務については、上野恩
賜公園に集積する文化教育施設の連携を図るため、芸術文化活動の現場経験と、学術的な知見を合わせ持つ専門家のスキ
ルが必要不可欠である。特に、次の項目についての経験が求められる。
　①子供との創作活動に関わる経験と、教育機関に関わる経歴の双方を持つこと。
　②アートとコミュニティに関する学術的な知見を活かした創造的なプログラムの提案と実施や、学芸員等との調整を行なうこと
を求めるため、美術に関する分野において博士号を持つ、もしくはそれと同等の経歴を持つ者。
　③文化教育施設における連携について経験知があること。
　①②③の専門性や実践的経験を持ちながら、本プロジェクトについての知見を持ち、当財団職員と密接な意見交換を行い、
当財団職員の意向及び現状を把握し、問題点を分析した上で行われる必要がある。
　渡邊祐子氏は、東北大学大学院 教育学研究科 成人継続教育論 博士課程後期課程にて、平成28年3月に「美術館の教育
的役割に関する理論的研究」をテーマとした論文で博士号を取得。学術的な知見に基づいた問題の分析と企画の提案を行
なうことができる。また、平成２６、27年度の2年間、「Museum Start あいうえの」の各プログラムについてのリサーチに携わって
おり、本プロジェクトの運営等についての理解を持っている。また、平成28年度以降現在に至るまで、プログラム・オフィサーと
して勤務し、プログラムの運営、ウェブサイトの改修などを行っている。
　これらの実績は、「Museum Start あいうえの」事業の趣旨・目的がもとめる人材像と合致するものである。以上のことから、本
件委託については、渡邊祐子氏を相手方とすることが最も効果的であるため、同氏を本件契約における相手方として特命す
る。

No. 契約件名

95
平成31年度東京都庭園美術館ウェブ
サイト保守管理委託

特命理由

　上記業者は、平成26年度の美術館のウェブサイトリニューアルにあたり、情報発信のための更新システム（CMS）やサイト内
における美術館のコレクションの検索機能等を開発してきている。これらを包括的に維持管理及び運用し、さらにサイト上のコ
ンテンツ更新作業について、的確かつ迅速に対応できるのは、本ウェブサイトを構築した上記業者のみである。よって上記業
者を特命する。

No. 契約件名

94
東京文化プログラム等データベース構
築事業委託

特命理由

　東京文化プログラムデータベース（以下「ＤＢ」という。）は、財団ウェブサイトのシステムに蓄積されている財団主催事業情報
（イベント情報等。開催期間やジャンル、概要、チラシ画像データ等）を基礎データとして活用することが最も効率的であり、将
来的に東京文化プログラムのアーカイブ情報を財団ウェブサイトで公開する予定があるため、これらを踏まえると、ＤＢの構築
は財団ウェブサイトシステムを改修・拡張して実施することが最適であった。
　現状の財団ウェブサイトシステムに導入済みのシステム環境を活用し、財団ウェブサイトのパフォーマンスに影響が出ないよ
うに設計するためには、財団ウェブサイトのシステム全体を熟知した事業者に委託する必要があり、財団ウェブサイトの運用及
びウェブサーバーの保守業務を行っている上記事業者にＤＢ構築業務を委託した。
　本年度についても、ＤＢの運用は、財団ウェブサイトのシステムを活用して行う。システムに不具合等が生じた場合の対応や、
ＤＢへの入力作業および検索作業にかかる操作性の改善等のためのシステムの更新及び軽微な改修を行うため、当該業務
については、ＤＢを構築した業者のみしか業務を行うことができない。
従って、同社を本件契約における相手方として特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 特定非営利活動法人 藪会 2,666,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社デモ 2,522,254

No. 契約件名

98
平成31(2019)年度公益財団法人東京
都歴史文化財団ウェブサイト運用業務
委託

特命理由

　平成28(2016)年度に開催した企画提案コンペにより「公益財団法人東京都歴史文化財団ウェブサイトのリニューアル及び運
用業務委託」について委託事業者として、株式会社デモを選定し、同業務を委託した。
　同社は、東京都歴史文化財団ウェブサイトについて、スマートフォンをはじめとしたマルチデバイス対応を想定し、画像を多
用した可変に富んだデザインや職員が自らコンテンツを更新できるＣＭＳのシステム（以下「ＣＭＳ」）、財団側からの細かいリク
エストに迅速に対応できる実施体制について企画案を立案した。財団ウェブサイトの大きな特徴である都立文化施設のイベン
ト情報の発信については、同社オリジナルのシステムを構築するとともに、ＣＭＳのシステムについても、財団職員が容易に更
新できるように、同社がカスタマイズしたものである。また、ウェブサイトのセキュリティ対策も、ウェブサーバーを管理する業者と
の連携も強固で万全の対策を構築し、今後、ウェブサイトの安全かつ安定的な運用のためには、継続的に実施できる体制が
求められる。
　同社は、「平成30年度公益財団法人東京都歴史文化財団ウェブサイト運用業務委託」において、リニューアル後も財団から
の細かい要望に迅速かつ、決め細やかに対応しているとともに、ウェブサイトのページビュー数は、リニューアル前に比して大
幅に増加し、好評を博して、履行実績は大変良好である。
　今後も、さまざまなコンテンツを発信していくためには、同サイトの構造を最も熟知し、機敏な対応ができる業者にサイト運用
を委託することが望ましく、同内容で履行可能な事業者は同社をおいて、他にない。
以上の理由により、本件の委託者として、株式会社デモを特命する。

No. 契約件名

97
東京都庭園美術館　樹勢回復業務委
託

特命理由

　上記団体は、樹木の自然回復力を活用した樹勢回復について平成12年より組織的に研究を継続し、実地施工の実績を積
み重ねてきた。平成18年には特定非営利活動法人（略称NPO法人）として認可を受け、非営利事業として各地の樹木の樹勢
回復治療を行っている。
　都立公園や環境省所管の新宿御苑、千鳥ヶ淵公園など、サクラ（ソメイヨシノ）の名所での治療経験も豊富であり、10年以上
にわたる経過観察や適切な対応により樹勢を回復させた実例も多いことから、団体の技術における信頼性は非常に高い。ま
た、自主的に3年ごとに経過観察を行うなど、自ら行った治療に責任をもって継続的に関わり、営利を目的としない非営利団体
として樹勢回復事業をとおして環境保全に寄与している。
　確かな技術をもち、継続的に適切な対応が可能であることから、最も適切であると判断し、同団体を特命する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 社会福祉法人愛成会 53,462,650

No. 契約件名

168
アールブリュット等振興における普及啓
発事業　2020年度特別展の企画立案
業務委託

特命理由

　本展は、東京都との共催事業で、より多くの都民がアール・ブリュット等の作品に触れることができるよう、令和２年４月から９
月までの期間で都内６箇所を巡回する展覧会である。また令和２年度に開催されるオリンピック・パラリンピックの開催に向け
て、国内外で評価の高いアール・ブリュット作家の作品の展覧会を開催し、ダイバーシティの理解促進にもつなげる。
　展覧会は、会場ごとに一部作品を入れ替えながら都内を巡回し、併せて、多様な分野の専門家（心理学、人類学、精神医
学、美術関係者などの専門家）による異なる視点からのトークイベント等を実施することにより、アール・ブリュットの魅力を紹介
する予定である。
　本契約は、上記の内容・概要に沿った展覧会を企画・運営するもので、アール・ブリュットの作家や作品に関する情報を熟知
し、展覧会を多数企画する必要がある。また、実施に当たっては、各展覧会会場の条件に合わせて、テーマに沿う作家・作品
を選定する必要があり、展覧会の会期に合わせた出品依頼や製作依頼をしなければならない。さらに、会期に合わせたトーク
イベント他の関連事業も実施することから、これらの出演依頼も必要であり、事業全体に渡って選定された作家との出品、出演
交渉を頻繁に行うことが求められる。よって、作家との良好な関係を築いていることが、事業の円滑な実施に必須である。
　社会福祉法人愛成会は、本展覧会の内容に類似する国内外でのアール・ブリュット作品の企画展示を多数手掛けており、
パリ東京文化タンデム2018の企画展「アール・ブリュット　ジャポネⅡ展」の開催や海外美術館におけるアール・ブリュット巡回
展の日本事務局を務めるなど、実績も豊富である。アール・ブリュット ジャポネ展等は海外でも高い評価を受けており、同団体
は、長年のアール・ブリュット事業の振興に携わる中で、海外の作家を含む数多くのアール・ブリュット作家との良好な関係を築
き上げていることから、本事業に相応しい作品の出品、出演交渉において最適な団体である。また、本事業では、当ギャラリー
のほか、八丈町を含む巡回施設において短い期間で展示設営・撤去を行うこととなるため、100点を超える作品を熟知し、確実
に輸送・保管ができなければならない。同団体は、所有する施設やギャラリーなどの固定的な場所だけでなく、貸与スペース
等のさまざまな場所においてアール・ブリュット展示を数多く行っており、本展覧会の趣旨を理解し企画立案を行い、展示まで
を含む事業全般に渡って受託する能力を持ち合わせており、本事業を委託するに当たり、最適な団体である。
　以上の理由から、公益財団法人東京都歴史文化財団規程第43条第1項第1号に基づき、上記業者を特命事業者として指名
する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 凸版印刷株式会社 23,072,280

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
特定非営利法人アーツ・イニシ
アティヴ・トウキョウ

15,378,450

　加えて、本委託では授賞式時に開催されるシンポジウムの運営業務も委託する。委託にあたっては、内容の企画、選考委員
や受賞者等登壇者の選定・連絡調整やシンポジウム全体の運営を支障なく行うことのできる経験、実績を持つことが必須であ
る。特定非営利活動法人アーツ・イニシアティヴ・トウキョウは、昨年度の「Tokyo Contemporary Art Award」のシンポジウム企
画運営委託の受託者として、これまで選考委員や受賞者との連絡調整を行ってきた経験があり、またこれまでも海外選考委員
のような副館長及びディレクター級の立場にある方へのアテンド経験が豊富なため、参加者の依頼からとりまとめまで、円滑な
運営を行うことができる。また、長期間に渡って選考に関わってきたことから、本賞の趣旨を熟知し、本賞の選考のポイント、今
後の作品プランや活動の展望について、受賞者や選考委員の発言を適切に引き出すことが可能である。さらに、本法人は国
内外の現代美術の状況に精通し、その企画立案にも信頼がおける。これまでも、本法人は「dear Me フェス！」（日本財団と共
催）、「AIT ARTIST TALK」、「MADスクール」等、現代アートに関するシンポジウムやトークの豊富な企画運営実績を持ち、他
の追随を許さない。
　上記のことから、本件委託業務の委託先として特定非営利活動法人アーツ・イニシアティヴ・トウキョウは最適であり、確実か
つ円滑な事業実施ができ、また本件委託業務を遂行できる事業者は他には無いことから、特定非営利活動法人アーツ・イニ
シアティヴ・トウキョウに特命する。

No. 契約件名

170
「Tokyo Contemporary Art Award
2020-2022」選考会等運営委託

特命理由

　　本件は、東京都が平成２７年に策定した「東京文化ビジョン」の文化戦略に基づき、海外で活躍する意欲とポテンシャルの
ある中堅アーティストを継続的に支援することを目的とした「Tokyo Contemporary Art Award」の運営に係る委託業務である。
本事業は平成30年度より、東京都と共催で実施している。
　本事業は継続的にアーティストを支援するため3年間を1サイクルとし、1年目に受賞アーティストの選考及び決定並びに授賞
式（平成30年度は次年度に授賞式開催）、2年目に海外派遣等の活動支援を行い、3年目に東京都現代美術館での展覧会を
開催する。
 今年度は「Tokyo Contemporary Art Award」２回目の受賞アーティスト選考、決定、授賞式を行い、その選考方法は昨年度同
様公募と選考委員の推薦の2通りで実施する。公募業務については、多種の公募事業での経験、実績を持つトーキョーアーツ
アンドスペース事業課が行うが、選考会運営全般について、円滑かつ効率的に実施するため業務を委託することとする。
　本事業の遂行に当たっては、①国内外の美術館等の館長、副館長等との連絡調整ならびに信頼関係の構築、②受賞アー
ティストへの助言・対応、③本事業の目的である国内アーティストを海外へ押し出すための提案・対応、など事業の特殊性に適
切に対応する必要がある。したがって、委託にあたっては、選考委員候補者の選定・連絡調整や受賞候補アーティストとの各
種調整業務、選考委員会の運営等を滞りなく行うことのできる経験、実績や国内外のアート業界にネットワークを持つことが必
須である。
　特定非営利活動法人アーツ・イニシアティヴ・トウキョウは国内のみならず、①語学力や海外での活動実績をもつ人材を活か
し、海外のアート業界にも強固なネットワークを持っているため、幅広い人脈やアートに関する情報の蓄積があり、国内外の美
術機関等で活躍し知名度のある選考委員候補者との交渉力がある。②また国内のアーティストの状況にも精通し、これまでも
本法人自身がアーティスト支援や展覧会企画なども行っており、アーティストへの細やかな対応に実績があるため、受賞候補
アーティストのリサーチについても、選考委員の補助等を確実に行うことが出来る。③さらに、これらの実績とネットワークによ
り、本事業の目的でもある国内アーティストを海外へ押し出すための助言、対応が可能である。加えて、本事業は継続的に
アーティストを支援するため３年間を１サイクルとしており、選考委員も連続してアーティストを支援することが不可欠なため、本
年度も昨年度と同じ委員に依頼することが必須である。本法人に、昨年度の「Tokyo Contemporary Art Award」選考会等運営
業務を委託しているため、本事業の趣旨を十分把握しており、昨年度の選考委員と本法人との信頼関係は既に構築されてい
るため、円滑な業務遂行が可能である。また、本法人は「日産アートアワード」等、アーティストへの海外支援を含んだ大規模
な本業務類似事業の事務局運営の実績を持つ唯一の機関であり、本件委託業務を行う事業者として最も適している。

No. 契約件名

169
東京2020公式アートポスター展の運営
業務

特命理由

　東京2020アートポスターは、東京2020オリンピック・パラリンピック開催都市に決定後、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）と東京
都、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が締結した開催都市契約に定められた要件の一つとして実施する「東京2020公式アートポ
スター・プロジェクト」の一環で、国内外のアーティストがオリンピックまたはパラリンピックをテーマにした芸術作品を制作し、東
京2020大会のポスターとして活用していくものである。今回は、国内外で活躍する19人のアーティストが選定され、20点のポス
ターが制作され、その20点のポスターを国内で初めて公開する機会として本展を開催する。
　この展示の開催にあたって、展示物としてのポスターは公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック組織委員会がアーティ
ストの選定後に行うポスターの制作とほぼ同時に行うことになり、あわせてポスターの内容は、公開初日まで厳密に管理する必
要がある。さらに、広報印刷物や配布物の制作および関連事業の実施については、選定アーティストとの連絡調整が必須とな
る。
　これらの業務を行うにあたり、当該事業者は、入札により公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック組織委員会によるポス
ター制作の委託を受けたものであり、ポスター制作のスケジュールを管理し、また各アーティストの個人情報の管理の上から
も、ポスター制作と同じ事業者が今回の運営にあたる必要がある。
　よって、財務規程第43条第1項第1号に該当するものと考え、本件を適切に履行するために、上記業者を特命業者として指
名する。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱オリハルコンテクノロジーズ 11,330,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱メディアンスフリー 6,913,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
パーソルテンプスタッフ株式会
社

5,086,628

　本業務は、新たな現代美術の賞の運営に係る業務（公募業務、広報業務、各種資料等作成業務、等）を主な内容とするもの
である。
　上記業者は、現在、本業務の派遣委託を受託しているが、前述の各業務において、正確かつ円滑に業務を進めており、高
い実績を上げている。本業務の継続的かつ安定的な運営のためには、引き続き、上記業者からの派遣職員を採用すること
は、大変有益である。
　また、上記業者は安定した経営を行っており、当館の要求に応じ、豊富な人材の中から随時必要な人材を提供することが可
能である。
　よって、上記業者へ特命する。

　株式会社メディアンスフリー（1991年設立）は、セールスプロモーション・ＩＴ関連事業を主たる事業内容としており、東京芸術
劇場ウェブサイトの企画・制作・運営・システム開発や東京文化会館ウェブサイトの制作・運営をはじめ、東京都や公益法人等
における各種事業のウェブサイト制作・運営に数多くの実績を有している。
平成26年度「都民芸術フェスティバル等事業公式ウェブサイトの制作・運用・管理及びプロモーション委託」に係る東京芸術劇
場企画コンペにおいては、審査の結果、同社の企画案が採用された。なお、公式ウェブサイトとしてその内容を充実させ、閲
覧者数の維持増加を図るため、この企画コンペの条件として「委託期間完了時、良好な実績が認められる場合、都民芸術フェ
スティバル等事業予算に変更等が生じない限りにおいて、以降4回まで契約更新を可能とする。」とし、平成30年度まで契約を
更新してきた。
　今年度は、都民寄席において観覧申込にweb申込を導入することが決まっており、既に民俗芸能大会で運用しているweb観
覧申込と同様な形で進める事が望ましいこと、来年度、現代演劇部門の公演時期の移行が確定しており、情報解禁や広報の
時期等が現在と大幅に変更されることから、来年度は内容の見直しが必要となることから契約更新時期を1年延期し、平成31
年度において契約を更新することとする。

No. 契約件名

173

平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース労働者派遣委託（「新たな現代
美術の賞」運営業務委託等）（単価契
約）

特命理由

　本業務は、屋外に直径13メートルの半球状大型ドームスクリーンを設置し、その内部において15日間の会期にわたり、高解
像度による360度映像を歪みや継ぎ目なく投影することを要する。ドーム内の居住性、花火体験の臨場感を再現するため、大
型プロジェクター1台を中央に設置するのではなく、複数台（６台）のプロジェクターからの投影映像を精密にブレンドし、360度
1面の映像として投影する必要がある。仮設ドームの環境で、複数台プロジェクターの投影補正を短期間で仕上げ、求められ
る映像の質を15日間の会期中維持するには、複数台プロジェクターによる360度映像投影に特化したシステムと、ドーム投影
に習熟した専門技術者による技術監修調整が必須である。
　株式会社オリハルコンテクノロジーズは、国立天文台4D2Uプロジェクトや科学技術館「シンラドーム」などの最先端の大型可
視化システムの構築プロジェクトに携わるとともに、リアルタイム映像ソフトウェアや特殊投影技術の開発を進めているエンジニ
ア/専門技術者である高幣俊之氏を代表とし、大型映像施設のシステム構築を数多く手がけてきた。特に近年の次世代プラネ
タリウムやプロジェクションマッピングのための基盤技術を開発し、独自の先進的なリアルタイム映像、投影補正技術やシア
ター制御システムなどを提供している。なかでも、本業務遂行に最適な、大規模かつ高精細な360度ドーム映像の投影を可能
とする専用技術、アマテラスドームプレイヤーを独自開発し、そのライセンス権を保持している。
　株式会社オリハルコンテクノロジーズは、本業務の遂行に不可欠な独自技術のライセンス権と、開発者として同技術による
ドーム投影に精通した専門技術者を派遣することができる唯一の業者である。加えて必要なサイズを有し、屋外に仮設するた
めの要件を満たしたドームスクリーンを手配することもできる。
以上の理由から、本業務を同社に特命する。

No. 契約件名

172
H31･R2年度芸ﾌｪｽ公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄの制
作･運用･管理及びﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委託

特命理由

No. 契約件名

171
第12回恵比寿映像祭オフサイト展示
360度映像投影屋外ドーム手配

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱東京MDE 4,584,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アルフォンソ・フローレス 4,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ロボット 3,986,158

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ザ・スタッフ 3,875,300

「ワークショップ・リーダー育成プログラム」及び「ミュージック・ワークショップ・フェスタ」は、ミュージック・プログラム・トーキョー
Workshop!Workshop!の一環として実施する主催事業である。本事業は本格的に教育普及事業を取り組む劇場としてヨーロッ
パで注目を集めているポルトガルのCasa da Música （カーザ・ダ・ムジカ）と連携し、同劇場で実施されている最先端のワーク
ショップを実践しながら、ワークショップ・リーダーを育成するだけでなく、日本の土壌にふさわしいワークショップ作品を創作す
ることを目的する。
そのため、本事業実施においては、様々なジャンルにおける経験と幅広い知識を備えた舞台監督が求められる。そうした舞台
監督業務に定評のある複数の舞台監督と交渉したところ、田中義浩氏の調整が唯一可能であった。田中義浩氏は長年オペ
ラ、バレエを中心に大小様々なコンサートやイベントの舞台制作・舞台監督業務に携わり、楽器から照明・音響・小道具等全般
のコーディネートについて豊富な知識と経験を備え、新国立劇場はじめ都内主要ホールでの信用を得ている人物である。また
同氏は昨年度の国際連携企画においても舞台監督も担当し的確な業務で実績を有しており、本事業の業務遂行において最
も適任と思われるため、同氏が所属する株式会社ザ・スタッフを特命する。

　恵比寿映像祭では、その年のフェスティヴァル情報のみならず、過去のデータを再度整理しながら、アーカイブ再掲をする
必要がある。その一連の作業は、①フェスティヴァルサーバーの管理運営を行いながら、②第12回恵比寿映像祭の情報を適
切に掲載し、かつ、③過去データを移築出来る状況にある業者が作業にあたらなければならない。複数社がこの作業にあたる
とデータの上書き事故が起きかねず、そのような状態に陥れば、フェスティヴァル運営の根幹に支障をきたしかねない。
　同社は、立上げ時からウェブサイト制作及びサーバ・ドメイン管理の年間運用業務委託を請け負っている。安定的な運用は
もとより、初回から当館および監修者とのコミュニケーションを丁寧に理解し、フェスティヴァルのブランディングにも寄与してお
り、かつまた上記①～③を踏まえることのできる唯一の事業者である。また協力の観点やセキュリティ管理（SSL取得委託をおこ
なっている）の面からも、同社をおいて他にはみとめられないため、上記すべてを満たす同社に特命とする。

No. 契約件名

177
ミュージック・ワークショップ・フェスタ＜
冬＞舞台監督委託

特命理由

本事業は、東京2020大会の文化プログラムとして、平成31年7月12日から8月4日にかけて、東京文化会館、新国立劇場、び
わ湖ホール、札幌文化芸術劇場での公演を予定している。本件は、プッチーニ作曲のオペラ「トゥーランドット」のプランに関わ
る舞台美術デザイナーについて、新国立劇場との共同制作契約書に基づく契約となり、業務の性質・特殊性において競争入
札には適さない。Alfons Flores（アルフォンソ・フローレス）氏は、演出家のAlex Olle’（アレックス・オリエ）氏が指名し、また、打
ち合わせが開始される公演初日の18ヶ月以前から公演最終日までの長期間のスケジュール調整が可能であった。よって、
Alfons Flores（アルフォンソ・フローレス）氏を特命する。

No. 契約件名

176
第12回恵比寿映像祭公式ウェブサイト
フェスティバル情報制作委託

特命理由

　当館主催事業のPRを効果的に行うには、顧客がチケット購入の際に参考にする情報誌への広告掲載が有効である。都内及
び近郊の各ホール、CD販売店、楽器店等で幅広く配布するクラシック専門のフリーペーパーとして唯一の冊子が月刊「ぶらあ
ぼ」であり、その編集・発行元は株式会社東京MDEである。同誌は、当館主催事業の広告宣伝媒体として最適であることから、
株式会社東京MDEを特命する。

No. 契約件名

175 舞台美術デザイン業務契約

特命理由

No. 契約件名

174
自主事業に関する「ぶらあぼ」への広告
掲載委託(複数単価契約)

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社アール＆キャリア 3,494,812

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社スターリング 3,417,680

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱ザ・スタッフ 3,013,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 シュック・カステーイス・イカート 3,000,000

　本事業は、東京2020大会の文化プログラムとして、平成31年7月12日から8月4日にかけて、東京文化会館、新国立劇場、び
わ湖ホール、札幌文化芸術劇場での公演を予定している。本件は、プッチーニ作曲のオペラ「トゥーランドット」のプランに関わ
る衣裳デザイナーについて、新国立劇場との共同制作契約書に基づく契約となり、業務の性質・特殊性において競争入札に
は適さない。Lluc Castells Icart（リュック・カステーイス・イカート）氏は、演出家のAlex Olle’（アレックス・オリエ）氏が指名し、ま
た、衣裳デザイン画、衣裳点数、生地プラン、ヘアメイクに係る資料等を平成30年5月中旬までに提示及び打ち合わせが可能
であり、公演初日までの長期間のスケジュール調整も可能であった。よって、Lluc Castells Icart（リュック・カステーイス・イカー
ト）氏を特命する。

「東京文化会館オペラBOX」は、東京音楽コンクール入賞者支援の一環として位置づけられる東京文化会館の主催公演で、
質の高い自主制作のオペラ公演である。また、それに付随して行われる「オペラをつくろう！」は、次世代を担う若者に舞台芸
術の魅力を伝え、それを支える人材の育成を目的とするワークショップである。演出家の久恒秀典氏が、演目に適した信頼の
おける舞台監督およびワークショップ講師の要件を満たす者として、田中義浩氏を指名した。よって、田中義浩氏が所属する
株式会社ザ・スタッフを特命する。

No. 契約件名

181 衣裳デザイン業務契約

特命理由

　本件については、平成30年度から、見積競争により上記事業者に委託しており、年間を通じて当館が提示した業務内容を
円滑に遂行しており、業務上の大きなトラブル等もなく、業務内容全般において良好な運営結果であった。
　これらの実績及び当館の運営方針や施設設備への十分な理解を考慮すると、上記事業者の今後の業務履行に対する信頼
性は高いといえる。
　以上の理由により、平成31年度における本業務委託については、公益財団法人東京都歴史文化財団指名業者等選定基準
第５条に基づき、上記事業者に継続して特命委託することとする。

No. 契約件名

180
｢東京文化会館ｵﾍﾟﾗBOX｣舞台監督お
よび｢ｵﾍﾟﾗをつくろう!｣舞台監督‣講師
委託

特命理由

　上記事業者は、国内における様々な美術館、博物館等の受付業務の実績を有しており、文化施設等の受付業務において
のノウハウ等を十分兼ね備えている。
　本件については、平成25年度、平成27年度及び平成30年度に行った見積競争の結果、平成25年度より、上記事業者に委
託しており、年間を通して当館が提示した業務内容を円滑に遂行している。
　具体的には、受付案内業務において、来館者サービスの対応について当館の指示に従い的確な対応を行うとともに、日々
の業務において気づいた部分については自主的に工夫するなど、積極的に業務内容を履行してきている。
　また、事務補助業務においても、正確かつ迅速な作業対応を行い、円滑な業務運営を行った。
　業務上の大きなトラブル等も無く、業務内容全般において良好な運営結果が継続されている。
　その他東京都現代美術館文化共生課での受付案内業務委託も平成29年度に委託しており、問題なく業務を遂行した。
　これらの実績及び当館の運営方針や施設設備への十分な理解と対応を考慮すると、上記事業者の今後の業務履行に対す
る信頼性は十分に高いといえる。
　以上の理由により、平成31年度における本業務委託については、公益財団法人東京都歴史文化財団指名業者等選定基準
第5条に基づき、上記事業者に継続して特命委託することとする。

No. 契約件名

179
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペースレジデンシー夜間等警備委託
（単価契約）

特命理由

No. 契約件名

178
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース本郷受付案内等業務委託（単価
契約）

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社パソナ 2,766,144

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (有)STORK 2,695,000

　第9回から第11回までパンフレットの制作委託は別の事業者としてきた。人文・社会科学・美術・批評等を専門とし、北川フラ
ム氏を代表とする出版社で、数多くの条件を叶えられる唯一の委託先であった。しかしその会社が体制変更となり、恵比寿映
像祭のパンフレット制作委託を引き受けられない旨の連絡があった。同条件を実現出来る出版社や制作会社を十数社調査し
たところ、条件を叶えられる会社として同社が候補としてあがった。
　同社は美術を専門とする書籍・図録の装丁や、ポスターなど宣伝物の企画編集・デザインを行なう2001年設立の会社であ
り、多数の展覧会図録編集の実績がある。過去に「文化庁メディア芸術祭20周年企画展―変える力」ガイドブック、最近では
「瀬戸内国際芸術祭2019 公式ガイドブック」などの編集も手掛け、フェスティバルについて熟知した会社である。また同社の竹
見氏は、第9回から第11回までの恵比寿映像祭パンフレットの制作体制において編集者として核となる役割を担った人物であ
るため、継続関与が望まれる。担当者との面談から、限られた期間内にアート専門の翻訳業者及びネイティブチェック確認者、
校閲者などを体制に組込みつつ、時間差進行を集約し、期日までに精度の高い恵比寿映像祭のパンフレット制作を実現でき
る唯一の会社と認められたため、同社に特命委託する。

特命理由

　　本件委託業務は、当館経理事務に関する以下の業務を主な内容とするものである。
　　（１）収入・支出事務（書類作成及び審査、執行管理）
　　（２）銀行口座管理、支払（振込、払込、海外送金、前渡金、税金等）（金融窓口及びインターネットバンキング）、収入金管
理、小口現金管理
　　（３）源泉徴収事務
　　（４）財務会計システム入力（仕訳）出力事務
　　（５）資産管理事務（貯蔵品等）
　　（６）契約事務
　　（７）月次・年次決算事務
　　（８）文書管理事務（ファイリング等）
　　（９）その他経理事務等で、指揮命令者が指示する業務
　これらの業務を的確に処理するためには、民間企業あるいは公益法人における３年以上の経理経験・入出金管理業務経
験・簿記2級あるいは同等の能力・業務に関連するパソコン操作（表計算、ワープロ等）能力を有することが要件となる。特に公
益法人会計における上記業務に習熟した職員が必要である。
　上記業者は、平成25年度から本業務の派遣委託を受託しているが、トーキョーアーツアンドスペースの事業運営に精通し業
務を円滑に進めており、高い実績を上げている。本業務の継続的かつ安定的な運営のためには、引き続き、上記業者からの
派遣職員を採用することは、大変、有益である。
　さらに、上記業者は安定した経営を行っており、トーキョーアーツアンドスペースの要求に応じ豊富な人材の中から随時必要
な人材を提供することが可能である。
　よって、上記業者へ特命する。

No. 契約件名

183
第12回恵比寿国際映像祭　パンフレッ
ト編集制作委託

No. 契約件名

182
平成31年度トーキョーアーツアンドス
ペース労働者派遣委託（経理等業務）
（単価契約）

特命理由


