
（様式１－１）

うち指定管理事業

当期経常増減額 -125,565 -

経常収益 14,261,621 7,133,820

10,500,755 7,133,820

0 0

14,387,185 -
14,357,413 7,001,759

うち人件費 5,000,126 2,599,485
29,773 -

うち管理費 22,534 -
当期経常外増減額 164,727 -

209,383 175,024
44,657 -

-16,290 -
55,452 -
7,704 -

10,008,052 -

当期増加額 5,865,768 -

0 -

当期減少額 5,104,549 -

10,769,270 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定 委託 株式会社全日警 552,000
特定 委託 公益社団法人東大和市シルバー人材センター2,982,900
特定 委託 公益社団法人世田谷区シルバー人材センター3,621,910
特定 委託 株式会社生態計画研究所 3,339,600
特定 委託 公益社団法人品川区シルバー人材センター3,840,000
特定 委託 公益社団法人武蔵野市シルバー人材センター2,562,480
特定 委託 公益社団法人あきる野市シルバー人材センター2,515,968
特定 委託 社会福祉法人山鳩会 2,870,000
特定 委託 公益社団法人シルバー人材センター江戸川区高齢者事業団838,832
特定 委託 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 3,900,000
競争 委託 株式会社吉野清掃 3,453,000
競争 委託 株式会社加藤商事 3,993,000
競争 委託 株式会社調布清掃 3,216,000
競争 委託 ビソー工業株式会社 22,128,000

うち 都からの補助金等

管理費

文化財庭園　コロナ休業補償金経常外収益
経常外費用

経常費用

資産（期末残高）

当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

事業費

2021年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

うち 都からの委託料

項目

①令和３年度における都立東白鬚公園外２０公園の管理に要する費用に関する協定
②令和３年度における都立神代植物公園の管理に要する費用に関する協定
③令和３年度における都立浜離宮恩賜庭園外８公園の管理に要する費用に関する協定
④令和３年度における東京都多磨霊園外７霊園の管理に要する費用に関する協定
⑤令和３年度における東京都瑞江葬儀所の管理に要する費用に関する協定

収支

団体　計

①都立東白鬚公園外２０公園の運営管理
②都立神代植物公園の運営管理
③都立浜離宮恩賜庭園外８公園の運営管理
④東京都多磨霊園外７霊園の運営管理
⑤東京都瑞江葬儀所の運営管理

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 2021年度　旧岩崎邸庭園機械警備委託

法人税等（再掲）

2 2021年度東大和南公園園地等清掃委託
3 2021年度蘆花恒春園園地等清掃委託
4 2021年度小峰公園環境教育プログラム運営業務委託
5 2021年度林試の森公園園地等清掃委託
6 2021年度武蔵野中央公園園地等清掃委託
7 2021年度秋留台公園園地等清掃委託
8 ２０２１年度東村山中央公園園地清掃委託
9 2021年度瑞江葬儀所児童公園清掃その他作業委託
10 2021年度瑞江葬儀所夜間受付業務委託（複数年契約）継続
11 2021年度多磨霊園一般廃棄物処理委託（単価契約）
12 2021年度　代々木公園産業廃棄物収集運搬処分委託（単価契約）
13 2021年度小金井公園一般廃棄物処理委託（単価契約）
14 2021年度　城北中央公園ほか5公園　日中警備委託（複数年契約）（単価契約）
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競争 委託 全協ビル管理連合協同組合31,500,000
競争 委託 株式会社ナビック 15,200,000
競争 委託 株式会社ＭＳＫ 20,723,000
競争 委託 株式会社大和総建プロテック10,008,200
競争 委託 株式会社中田興業 12,000,000
競争 委託 株式会社エベサービス 15,467,656
競争 委託 株式会社新東美装 16,437,501
競争 委託 日建管財株式会社 33,800,000
特定 委託 三菱電機ビルソリューションズ株式会社462,000
特定 委託 公益財団法人東京しごと財団　府中派遣事務所1,339,560
競争 委託 日本サービス株式会社 3,193,000
競争 委託 株式会社三栄コーポレーション8,831,900
競争 委託 株式会社エクシズ 12,960,000
競争 委託 エクレ株式会社 85,265,760
競争 委託 株式会社中田興業 8,357,000
競争 委託 関東管財株式会社 10,986,500
競争 委託 株式会社大和総建プロテック11,100,000
競争 委託 関東警備保障株式会社 20,209,000
競争 委託 株式会社拓進総合管理 10,715,608
競争 委託 株式会社田邉商店 45,015,000
競争 委託 中高年事業団やまて企業組合5,242,928
競争 委託 株式会社サンライズ 8,773,460
競争 委託 小笠原グリーン株式会社 4,215,000
特定 委託 公益財団法人東京しごと財団　あきる野派遣事務所889,920
競争 委託 株式会社柳島寿々喜園 3,900,000
競争 委託 多摩川緑花株式会社 3,400,000
競争 委託 植松種苗緑化株式会社 5,500,000
競争 委託 企業組合労協センター事業団12,845,088
競争 委託 株式会社プラント 16,300,000
競争 委託 株式会社ＥＬＳ 14,730,000
競争 委託 東栄興業株式会社 5,878,488
競争 委託 株式会社ＪＳＫ 4,468,414
競争 委託 株式会社中田興業 7,476,000
競争 委託 【指名停止4.6.28～4.9.28】株式会社セルク13,322,500
競争 委託 日盛運輸株式会社 84,180,000
競争 委託 株式会社スターリング 8,793,675
競争 委託 株式会社大和総建プロテック9,233,576
競争 委託 株式会社フォレスト 14,620,000
競争 委託 京成バラ園芸株式会社 3,800,000
競争 委託 株式会社高木造園 4,180,000
競争 委託 株式会社オーシャン 3,000,000
競争 委託 中央ベックス株式会社 2,948,000
競争 委託 株式会社ジェビック 2,720,000
競争 委託 株式会社ネット 2,601,120
競争 委託 株式会社アミック 3,707,836
競争 委託 環境保全株式会社 3,388,354
競争 委託 都市環境整美株式会社 3,580,000
競争 委託 特定非営利活動法人東京高齢者就労福祉事業団2,608,275
競争 委託 株式会社三協メンテナンス 3,557,600
競争 委託 有限会社ケイズエンタープライズ2,995,488
特定 委託 山崎情報産業株式会社 2,400,000
競争 委託 日本環境衛生工業株式会社7,691,380
競争 委託 株式会社アーバンビルメンテナンス9,317,477
競争 委託 株式会社エクシズ 8,465,730
競争 委託 日本サービス株式会社 2,600,000
競争 委託 株式会社丸松 3,560,000
競争 委託 株式会社緑興 4,700,000
競争 委託 株式会社麻生園 3,600,000
競争 委託 桜ヶ丘造園株式会社 4,112,424
競争 委託 株式会社丸三興業 34,400,000
競争 委託 株式会社イゾイ 38,650,000
競争 委託 株式会社星光 4,491,200
競争 委託 有限会社スポーツ・ファンダメンタルズ5,993,040
競争 委託 株式会社加藤商事 3,189,920

15 2021年度小金井公園ほか6公園開放公園日中警備委託
16 2021年度　東白鬚公園ほか4公園運動施設ほか管理業務委託（単価契約）
17 2021年度 代々木公園日中警備委託（複数年契約）【単価契約】
18 2021年度　旧岩崎邸庭園　警備委託
19 2021年度雑司ケ谷霊園ほか1霊園園地等清掃委託
20 2021年度青山霊園ほか1霊園園地等清掃委託
21 2021年度小金井公園園地清掃委託
22 2021年度　代々木公園園地等清掃委託
23 2021年度　雑司ヶ谷霊園崇祖堂エレベーター設備保守委託
24 2021年度 府中の森公園労働者派遣契約（運動施設夜間管理業務上半期）（単価契約）
25 2021年度八柱霊園一般廃棄物処理委託（単価契約）
26 2021年度合葬埋蔵施設で使用する遺骨袋製作委託
27 2021年度　光が丘公園園地清掃委託
28 2021年度東白鬚公園ほか6公園日中警備委託（複数年契約）
29 2021年度瑞江葬儀所建物清掃委託
30 2021年度　光が丘公園ほか5公園　夜間巡回警備委託（複数年契約）（単価契約）
31 2021年度木場公園ほか６公園夜間巡回警備委託（複数年契約）
32 2021年度　戸山公園ほか6公園開放公園警備委託
33 2021年度小金井公園建物清掃委託
34 2021年度多磨霊園ほか2霊園発生枝処理委託（単価契約）
35 2021年度　光が丘公園建物清掃委託
36 2021年度多磨霊園ほか2霊園事務所等清掃委託
37 2021年度大神山公園園地清掃委託
38 2021年度　秋留台公園労働者派遣契約（運動施設運営業務上半期）（単価契約）
39 ２０２１年度日比谷公園花壇・花装飾管理等委託(単価契約）
40 2021年度神代植物公園花壇保護管理委託
41 2021年度日比谷公園花壇保護管理委託
42 2021年度日比谷公園園地清掃委託
43 2021年度　駒沢オリンピック公園園地等清掃委託
44 2021年度水元公園園地他清掃作業委託
45 2021年度舎人公園建物清掃委託
46 2021年度日比谷公園建物等清掃委託
47 2021年度水元公園管理事務所ほか3箇所建物等清掃委託
48 2021年度小金井公園他6公園夜間巡回警備委託（複数年契約）
49 2021年度芝公園ほか38箇所一般廃棄物収集運搬処理委託（単価契約）
50 2021年度浮間公園ほか2公園運動施設管理業務委託(単価契約)
51 2021年度　砧公園ほか3公園運動施設管理業務委託（単価契約）
52 2021年度木場公園ほか39箇所資源ゴミ回収処理委託（単価契約）
53 ２０２１年度日比谷公園バラ園保護管理委託
54 2021年度秋留台公園バラ園保護管理委託
55 2021年度林試の森公園植込地等保護管理委託
56 2021年度神代植物公園大温室設備保守委託
57 2021年度多磨霊園みたま堂ほか空調設備等保守管理委託
58 2021年度葛西臨海公園展望レストハウスその他清掃委託
59 2021年度八柱霊園建物清掃委託
60 2021年度祖師谷公園園地等清掃委託
61 2021年度木場公園水施設清掃委託
62 2021年度戸山公園建物清掃委託
63 2021年度桜ヶ丘公園ほか4公園事務所等清掃委託
64 2021年度赤塚公園建物清掃委託
65 2021年度霊園課問合わせ業務に係るチャットボット業務委託
66 2021年度　砧公園園地等清掃委託
67 2021年度芝公園ほか1公園園地等清掃委託
68 ２０２１年度城北中央公園園地その他清掃委託
69 2021年度八柱霊園設備等保守管理委託
70 2021年度秋留台公園ほか1公園草刈作業委託
71 2021年度神代植物公園展示作業委託（単価契約）
72 2021年度神代植物公園ばら園植込地保護管理委託
73 2021年度府中の森公園草刈作業委託
74 2021年度舎人公園ほか19箇所剪定枝葉収集運搬処理委託（単価契約）
75 2021年度日比谷公園ほか19箇所剪定枝葉収集運搬処理委託（単価契約）
76 2021年度・2022年度　神代植物公園警備委託（複数年契約）
77 2021年度　日比谷公園ほか2公園運動施設等管理業務委託（単価契約）
78 2021年度小山内裏公園ほか２公園廃棄物収集運搬処理委託（単価契約）
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競争 委託 株式会社八景園 3,500,000
特定 委託 公益社団法人東村山市シルバー人材センター2,456,448
競争 委託 株式会社深光園 3,250,000
競争 委託 小笠原グリーン株式会社 3,150,992
競争 委託 小平石材協同組合 3,976,500
特定 委託 東京瓦斯株式会社 810,890
競争 委託 日建管財株式会社 7,000,000
競争 委託 株式会社オールマン 7,240,000
競争 委託 株式会社蛭田植物園 9,511,084
競争 委託 有限会社農芸緑化サービス7,820,000
競争 委託 小笠原グリーン株式会社 3,500,000
競争 委託 株式会社ＭＳＫ 25,081,000
競争 委託 名都ワールド株式会社 5,234,416
競争 委託 株式会社中田興業 6,108,000
競争 委託 株式会社中田興業 6,180,000
競争 委託 株式会社スリー・ウッド 6,300,000
競争 委託 アゴラ造園株式会社 31,330,000
競争 委託 株式会社フクシ・エンタープライズ6,138,000
特定 委託 公益社団法人府中市シルバー人材センター11,043,000
競争 委託 株式会社エグゼクティブプロテクション34,826,400
競争 委託 有限会社パシフィック 4,950,000
競争 委託 上園緑地建設株式会社 3,800,000
特定 委託 公益財団法人東京しごと財団　小金井派遣事務所826,489
特定 委託 有限会社都一造園 1,200,000
特定 委託 株式会社Ｃ－ＲＯＷ 1,528,000
競争 委託 日本サービス株式会社 17,463,000
競争 委託 株式会社東京緑化 15,800,000
競争 委託 有限会社小美濃造園 7,950,000
競争 委託 株式会社ＥＬＳ 8,700,000
競争 委託 興國緑化株式会社 14,500,000
競争 委託 光商会株式会社 12,000,000
競争 委託 株式会社緑興 8,750,000
競争 委託 株式会社富沢造園 9,000,000
競争 委託 株式会社ベルウェール渋谷4,388,200
競争 委託 株式会社中田興業 3,374,400
競争 委託 日本サービス株式会社 3,000,000
特定 委託 パナソニック産機システムズ株式会社2,403,000
特定 委託 フルテック株式会社 336,900
特定 委託 富士瓦斯株式会社 936,000
特定 委託 社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会4,550,700
特定 委託 日本オーチス・エレベータ株式会社1,026,000
特定 委託 株式会社宮本工業所 4,400,000
特定 委託 特定非営利活動法人鶴見川源流ネットワーク1,013,424
競争 委託 日建管財株式会社 14,350,000
競争 委託 株式会社小西造園土木 7,900,000
競争 委託 株式会社植忠 5,600,000
競争 委託 【重複】特定非営利活動法人生態教育センター7,780,000
特定 委託 大場・協和・勇和委託業務共同企業体61,450,000
競争 委託 株式会社アート・オブ・スペース8,197,415
特定 委託 日本デジタル情報株式会社2,460,500
競争 委託 有限会社小美濃造園 3,570,000
特定 委託 株式会社愛植物設計事務所1,960,000
特定 委託 日本システムウエア株式会社2,065,200
競争 委託 株式会社須田ビルメンテナンス8,035,102
競争 委託 桜ヶ丘造園株式会社 10,026,640
競争 委託 株式会社蛭田植物園 14,800,000
競争 委託 株式会社桔梗園 6,950,000
競争 委託 東和ランドテック株式会社 12,000,000
競争 委託 有限会社友花園 5,500,000
競争 委託 株式会社東京綜合造園 9,300,000
競争 委託 株式会社アカネ 23,800,000
競争 委託 株式会社フジクリーン 11,900,000
競争 委託 株式会社エイト 8,500,000
競争 委託 上園・双葉・サンフィールド委託業務共同企業体39,680,000

79 2021年度神代植物公園東地区保護管理委託
80 2021年度東村山中央公園便所等清掃委託
81 2021年度神代植物公園自由広場ほか植込地保護管理委託
82 2021年度小笠原ビジターセンター建物清掃委託
83 2021年度小平霊園合葬埋蔵業務委託（単価契約）
84 2021年度 清澄庭園ほかGHP空調設備保守委託
85 2021年度 城北中央公園草刈作業委託
86 ２０２１年度日比谷公園植込地等保護管理委託
87 2021年度蘆花恒春園ほか1公園植込地等保護管理委託
88 2021年度大神山公園（大村中央地区）緑地管理委託
89 2021年度大神山公園緑地管理委託
90 2021年度　西部3霊園警備委託（年間・彼岸）
91 2021年度　善福寺川緑地ほか１公園建物清掃委託
92 2021年度葛西臨海公園便所等清掃委託
93 2021年度東白鬚公園ほか1公園その他清掃委託
94 2021年度木場公園園地清掃委託
95 2021年度光が丘公園ほか25箇所チップ化ほか作業委託（単価契約）
96 2021年度　清澄庭園警備委託（単価契約）（複数年契約）
97 2021年度武蔵野の森公園ほか1公園園地等清掃委託
98 2021年度　東部5霊園警備委託（年間・お盆・彼岸）
99 2021年度汐入公園草刈作業委託
100 2021年度東白鬚公園草刈作業委託
101 2021年度　労働者派遣契約（小金井公園早朝テニス管理業務）（単価契約）
102 2021年度神代植物公園仮設展示小屋内棚類取付ほか作業委託（単価契約）
103 2021年度木場公園木場ミドリアムを中心としたボランティア連携及びイベント企画等の委託
104 2021年度八柱霊園発生枝等処理委託（単価契約）
105 2021年度武蔵野の森公園草刈作業委託
106 2021年度東村山中央公園ほか1公園草刈作業委託
107 2021年度戸山公園園地清掃委託
108 2021年度小金井公園草刈作業委託
109 2021年度　代々木公園緑地保護管理委託
110 2021年度神代植物公園花木園ほか保護管理委託
111 2021年度神代植物公園水生植物園保護管理委託
112 2021年度霊園課東京都立霊園使用者の募集に係る電話受付（コールセンター）業務委託
113 2021年度篠崎公園建物清掃委託
114 2021年度八柱霊園園路清掃委託
115 2021年度瑞江葬儀所空調設備保守委託
116 2021年度瑞江葬儀所収骨室自動扉等保守委託
117 ２０２１年度代々木公園1号売店他５１箇所のガス保守点検
118 2021年度大神山公園施設点検巡回および施設清掃等委託
119 2021年度 神代植物公園大温室エレベータ設備保守委託
120 2021年度瑞江葬儀所火葬炉保守委託
121 2021年度小山田緑地梅木窪地区多様な生物に配慮した植生管理委託
122 2021年度　光が丘公園草刈作業委託
123 2021年度石神井公園ほか２公園草刈作業委託
124 2021年度神代植物公園さくら園ほか保護管理委託
125 2021年度葛西臨海公園鳥類園運営業務及び環境管理委託
126 2021年度　善福寺川緑地ほか１公園維持管理作業委託
127 2021年度石神井公園ほか4公園建物清掃委託
128 2021年度霊園課新規募集に係るインターネット申込システム・貸付事務システムの拡張開発及びサポート委託
129 2021年度神代植物公園北地区保護管理委託
130 2021年度水元公園市民参加型育成管理事業支援業務委託
131 2021年度霊園課都立霊園使用者の募集に係るインターネットデータセンター環境構築及び運用委託
132 2021年度桜ヶ丘公園他4公園警備委託
133 2021年度桜ヶ丘公園草刈ほか作業委託
134 2021年度　砧公園草刈作業委託
135 2021年度　駒沢オリンピック公園草刈作業委託
136 2021年度神代植物公園大温室植物保護管理委託
137 2021年度長沼公園ほか1公園草刈ほか作業委託
138 2021年度小山内裏公園草刈ほか作業委託
139 2021年度青山霊園ほか1霊園草刈作業委託
140 2021年度雑司ケ谷霊園ほか1霊園草刈作業委託
141 2021年度小山田緑地草刈ほか作業委託
142 2021年度多磨霊園園地保護管理委託



（様式１－１）

競争 委託 文吾林・緑化委託業務共同企業体27,700,000
特定 委託 特定非営利活動法人小笠原野生生物研究会860,000
競争 委託 株式会社ランドフローラ 27,800,000
競争 委託 株式会社小西造園土木 4,180,000
特定 委託 株式会社富士造園 57,250,000
特定 委託 アーバン・日本清掃開発委託業務共同企業体64,000,000
競争 委託 根本・大野・コンネット委託業務共同企業体36,700,000
競争 委託 株式会社小西造園土木 9,200,000
競争 委託 株式会社常緑苑 9,000,000
特定 委託 株式会社百草造園 2,870,000
特定 委託 株式会社桂造園 45,150,000
特定 委託 三菱電機ビルソリューションズ株式会社442,200
特定 委託 株式会社都村製作所 560,000
特定 委託 横浜エレベータ株式会社 1,619,100
特定 委託 アズビル株式会社 1,168,000
特定 委託 文化シヤッターサービス株式会社200,000
特定 委託 ナブコシステム株式会社 684,000
特定 委託 株式会社神戸製鋼所 6,207,000
特定 委託 一般財団法人関東電気保安協会11,502,409
競争 委託 有限会社ハイライフ 19,620,000
競争 委託 株式会社施設管理サービス7,240,000
競争 委託 株式会社楽天地セルビス 8,044,200
競争 委託 株式会社東京ドームファシリティーズ4,567,631
競争 委託 東栄興業株式会社 5,992,851
競争 委託 株式会社楽天地セルビス 3,207,427
競争 委託 株式会社ジェイ・ティ・エム 3,396,352
競争 委託 株式会社フジクリーン 25,500,000
競争 委託 株式会社日本グリーン企画 9,900,000
競争 委託 株式会社伍楽園 48,500,000
競争 委託 株式会社アーバンエクステリア21,300,000
特定 委託 株式会社吉村造園 4,600,000
特定 委託 平山園 459,000
競争 委託 株式会社丸山製作所 10,060,000
特定 委託 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 969,600
特定 委託 道機産業株式会社 601,800
特定 委託 株式会社前島植物園 3,450,000
競争 委託 株式会社東緑化 9,800,000
特定 委託 ボニンインタープリター協会8,642,820
競争 委託 株式会社玉川造園 4,600,000
競争 委託 特定非営利活動法人生態工房8,900,000
特定 委託 稲亀・中田興業委託業務共同企業体34,000,000
競争 委託 特定非営利活動法人生態工房4,519,000
特定 委託 富士植・箱根委託業務共同企業体33,600,000
特定 委託 加勢造園株式会社 7,350,000
特定 委託 富士植・箱根委託業務共同企業体6,070,000
競争 委託 株式会社田邉商店 2,662,310
特定 委託 焔光景デザイン 3,905,000
特定 委託 椎名和美 716,000
特定 委託 株式会社都市計画研究所 1,106,286
特定 委託 公益財団法人東京しごと財団　東大和派遣事業所507,778
特定 委託 公益財団法人東京しごと財団　武蔵野派遣事業所451,597
緊急 委託 木口総合保全株式会社 2,850,000
競争 委託 株式会社栄代興業 4,273,500
競争 委託 株式会社東緑化 17,500,000
特定 委託 焔光景デザイン 8,280,000
特定 委託 公益社団法人葛飾区シルバー人材センター760,608
特定 委託 公益社団法人葛飾区シルバー人材センター837,850
競争 委託 株式会社サンフィールド 3,800,000
特定 委託 都市環境整美株式会社 3,927,000
特定 委託 東栄興業株式会社 607,632
特定 委託 株式会社ポプラ社 1,000,000
特定 委託 有限会社フローラ 2,274,700
競争 委託 株式会社田邉商店 20,604,000
競争 委託 株式会社双葉苑 3,100,000

143 2021年度八王子霊園園地保護管理委託
144 2021年度大神山公園生物調査他業務委託
145 2021年度　神代植物公園バラ保護管理委託
146 2021年度戸山公園草刈作業委託
147 2021年度舎人公園維持管理作業委託
148 2021年度葛西臨海公園維持管理作業委託
149 2021年度小平霊園園地保護管理委託
150 2021年度赤塚公園ほか１公園草刈作業委託
151 ２０２１年度芝公園植込地等保護管理委託
152 2021年度殿ヶ谷戸庭園緑地管理委託
153 2021年度水元公園はなしょうぶ栽培委託
154 2021年度神代植物公園植物会館エレベーター設備保守委託
155 2021年度　駒沢オリンピック公園SS広場セクション保守委託
156 2021年度多磨霊園みたま堂エレベータ設備保守管理委託
157 2021年度 神代植物公園大温室中央監視装置設備保守委託
158 2021年度 神代植物公園正門シャッターほか保守委託
159 2021年度 神代植物公園自動ドア設備保守委託
160 2021年度舎人公園非常用発電設備運転業務及び設備保守委託
161 2021年度　日比谷公園ほか自家用電気工作物保安管理業務委託
162 赤塚公園ほか5公園園地清掃委託
163 2021年度　浜離宮恩賜庭園園地清掃委託
164 2021年度浜離宮恩賜庭園建物清掃委託
165 ２０２１年度小石川後楽園園地ほか清掃委託
166 2021年度清澄庭園園地ほか清掃委託
167 2021年度旧芝離宮恩賜庭園園地ほか清掃委託
168 2021年度六義園園地ほか清掃委託
169 2021年度水元公園西側維持管理作業委託
170 2021年度水元公園東側維持管理作業委託
171 2021年度八柱霊園一般墓地保護管理委託
172 2021年度八柱霊園芝墓地ほか保護管理委託
173 2021年度六義園緑地管理作業委託
174 2021年度神代植物公園バラ14品種接ぎ木委託
175 2021年度戸山公園ほか45箇所遊器具保守点検委託
176 2021年度 台帳管理システム保守管理委託
177 2021年度小山田緑地浄化槽設備保守委託
178 2021年度旧古河庭園緑地管理作業委託
179 2021年度小山内裏公園ほか7公園チップ化ほか作業委託（単価契約）
180 2021年度小笠原ビジターセンター管理運営一部業務委託
181 2021年度神代植物公園ぼたん園ほか保護管理委託
182 2021年度　光が丘公園バードサンクチュアリ運営業務及び環境管理委託
183 2021年度篠崎公園緑地ほか管理委託
184 2021年度石神井公園ほか１公園水棲外来生物防除その他委託
185 2021年度　浜離宮恩賜庭園緑地管理作業委託
186 ２０２１年度小石川後楽園植栽地ほか管理委託
187 2021年度旧芝離宮恩賜庭園緑地管理委託
188 2021年度小平霊園一般廃棄物処理等委託
189 2021年度　旧古河庭園　「春バラのライトアップ」運営委託
190 2021年度 浜離宮恩賜庭園運営支援業務委託
191 2021年度神代植物公園開園60周年記念特別企画展準備委託
192 2021年度東大和南公園労働者派遣契約（運動施設薄暮管理業務）（単価契約）
193 2021年度武蔵野中央公園労働者派遣契約（運動施設薄暮管理業務）（単価契約）
194 2021年度 代々木公園 新型コロナウイルス対策に伴う警備委託（緊急施工）
195 令和3年度木場公園ほか1公園徒渉池管理等委託（単価契約）
196 2021年度小金井公園ほか2公園剪定枝葉収集運搬処理委託（単価契約）
197 令和3年度  浜離宮恩賜庭園ライトアップ運営委託
198 2021年度　水元公園　せせらぎ広場管理委託(単価契約）
199 令和3年度水元公園オニバス池ほか案内業務等委託（単価契約）
200 2021年度小金井公園樹木管理委託（単価契約）
201 2021年度舎人公園C地区冒険の丘等運営業務委託
202 2021年度舎人公園C地区便所兼管理棟清掃委託
203 令和3年度「TOKYO PARKS PLAY」および関連事業における「かいけつゾロリ」関連キャラクターの使用許諾契約
204 2021年度大神山公園シロアリ駆除委託
205 2021年度小平霊園廃棄物処理委託（単価契約）
206 2021年度小金井公園刈込物手入委託



（様式１－１）

競争 委託 株式会社エム・ティ・ブレーン3,001,500
競争 委託 株式会社麻生園 3,200,000
特定 委託 日本システムウエア株式会社 350,000
緊急 委託 シンテイトラスト株式会社 3,730,750
競争 委託 株式会社スガワラ 3,045,900
特定 委託 株式会社星光 780,800
特定 委託 帝国ビル管理協同組合 3,602,400
特定 委託 都市環境整美株式会社 3,397,000
特定 委託 株式会社セルコ 566,000
競争 委託 有限会社都一造園 2,780,000
競争 委託 有限会社木下造園 2,930,000
競争 工事 株式会社丸山製作所 3,374,000
競争 工事 株式会社中村製作所 3,500,000
競争 工事 東和ランドテック株式会社 3,100,000
競争 委託 株式会社伍楽園 3,700,000
競争 委託 シンテイトラスト株式会社 5,771,020
競争 委託 株式会社植文 8,000,000
緊急 委託 株式会社イーティックスデータファーム11,925,000
特定 委託 株式会社パークフル 2,100,000
特定 委託 富士通ネットワークソリューションズ株式会社244,500
特定 委託 有限会社都一造園 1,130,000
特定 委託 株式会社Ｃ－ＲＯＷ 2,328,480
競争 委託 株式会社アメニティ 4,361,650
競争 委託 株式会社野崎造園 3,282,500
特定 委託 カシオ計算機株式会社 5,000,000
競争 委託 株式会社蛭田植物園 9,000,000
競争 工事 松村園芸株式会社 2,848,000
競争 委託 株式会社緑峰 3,920,000
競争 委託 株式会社渡辺工業 4,980,000
緊急 委託 栄晃産業株式会社 4,509,593
競争 委託 株式会社東京緑化 3,100,000
競争 工事 (空白) 6,291,000
競争 委託 株式会社伍楽園 3,800,000
特定 委託 椎名和美 716,000
特定 委託 公益財団法人東京しごと財団　府中派遣事務所1,302,960
特定 委託 公益財団法人東京しごと財団　小金井派遣事務所608,266
特定 委託 株式会社安川電機 13,200,000
特定 委託 一般社団法人ＴＯＫＹＯＰＬＡＹ6,180,000
特定 委託 株式会社瀧口製作所 8,026,000
緊急 委託 株式会社瀧口製作所 3,098,000
特定 委託 株式会社ナビック 446,100
競争 工事 株式会社コトブキ 3,880,000
競争 工事 株式会社桔梗園 6,080,000
特定 委託 株式会社星光 230,400
競争 委託 株式会社東京緑化 3,800,000
競争 工事 樋田建設工業株式会社 5,905,000
競争 工事 株式会社丸山製作所 3,410,000
特定 委託 株式会社パークフル 3,100,000
競争 工事 樋田建設工業株式会社 3,620,000
特定 委託 日通ＮＥＣロジスティクス株式会社府中支店20,200
特定 委託 一般財団法人関東電気保安協会1,700,000
競争 工事 株式会社富士造園 3,300,000
競争 工事 加勢造園株式会社 3,800,000
競争 工事 株式会社白石電機 7,300,000
競争 工事 日都産業株式会社 11,364,000
競争 委託 株式会社丸三興業 15,200,000
特定 委託 株式会社グッドフェローズ 2,244,000
競争 工事 株式会社コトブキ 6,630,000
競争 工事 株式会社百草造園 3,100,000
競争 工事 株式会社門馬 2,604,000
競争 委託 株式会社高木造園 2,850,000
特定 委託 株式会社ニシ・スポーツ 265,800
競争 委託 株式会社蛭田植物園 3,900,000
競争 委託 株式会社伍楽園 3,900,000

207 戸山公園ほか3公園じゃぶじゃぶ池・噴水池監視等委託（単価契約）
208 2021年度多磨霊園小金井門周辺樹木剪定ほか委託
209 2021年度霊園課Webアプリ及びITインフラの脆弱性診断結果の対策委託
210 2021年度　代々木公園緊急事態宣言特別警備（緊急施工方式）
211 2021年度木場公園草刈作業委託
212 2021年度　神代植物公園臨時警備委託　
213 2021年度 駒沢オリンピック公園ほか1公園 じゃぶじゃぶ池等監視委託（単価契約）
214 2021年度 舎人公園C地区内冒険の丘等運営業務委託（単価契約）②
215 2021年度東京都立霊園新規募集に係る抽選会YouTubeライブ映像配信業務委託
216 2021年度神代植物公園仮設展示小屋設営撤去委託【後期】
217 2021年度谷中霊園ほか1霊園樹木剪定委託
218 2021年度八柱霊園ベンチ更新工事
219 2021年度八柱霊園野外卓更新工事
220 2021年度神代植物公園宿根草園補植工事
221 2021年度八柱霊園田中新田樹木管理委託
222 2021年度　舎人公園C地区内冒険の丘等運営業務委託（単価契約）③
223 2021年度　城北中央公園ほか１公園樹木管理委託（単価契約）
224 2021年度9庭園神代植物公園の入場予約システム運営委託（単価契約）（緊急施工）
225 2021年度　府中の森公園遊具広場の運営方針等策定業務委託
226 2021年度　秋留台公園　防災デジタルサイネージ保守点検等委託
227 2021年度神代植物公園仮設展示小屋内棚類取付ほか作業委託【後期】(単価契約)
228 2021年度　都立公園エリアマネジメント実施支援等業務委託
229 2021年度清澄庭園緑地管理委託
230 2021年度霊園課多磨霊園ほか5霊園墓所面積調査委託（令和4年度貸付分）（単価契約）
231 2021年度サーバー切り替えに伴うアプリコンテンツ改修委託（複数年契約）
232 2021年度　砧公園ほか１公園樹木管理委託（単価契約）
233 2021年度水元公園ほか2公園カラストラップ改修工事
234 2021年度　光が丘公園ナラ枯れ被害樹木処理委託
235 2021 年度 庭園縁台製作委託
236 2021年度武蔵野の森公園清掃業務委託（緊急施工）
237 2021年度多磨霊園東八道路沿い樹木剪定ほか委託
238 2021年度　光が丘公園イチョウ並木ベンチ補修工事
239 2021年度八柱霊園台風災害予防樹木管理委託
240 2021年度　浜離宮恩賜庭園運営支援業務委託
241 2021年度 府中の森公園労働者派遣契約（運動施設夜間管理業務下半期）（単価契約）
242 2021年度小金井公園下半期　労働者派遣契約（早朝テニス管理業務）（単価契約）
243 2021年度舎人公園非常用発電設備点検委託
244 2021年度　砧公園「みんなのひろば」の利用及び理解促進業務委託
245 2021年度小石川後楽園ほか植物園庭園滞留人数把握カメラカウンター設置委託
246 2021年度六義園旧古河庭園滞留人数把握カメラカウンター設置委託（緊急施工）
247 2021年度　舎人公園陸上競技場管理業務委託（単価契約）
248 ２０２１年度多磨霊園ベンチ補修ほか工事
249 2021年度代々木公園ロープ柵等補修工事
250 2021年度　神代植物公園臨時警備委託②(10月)【特命】
251 2021年度小金井公園ナラ枯れ被害木処理委託(単価契約)
252 2021年度　光が丘公園イチョウ並木ベンチ補修工事
253 2021年度　八柱霊園松飛台周辺他ベンチ更新工事
254 2021年度 府中の森公園遊具広場の利用促進等業務委託
255 2021年度水元公園バーベキュー広場前舗装補修工事
256 ２０２１年度使用不適品（パソコン　NEC）の廃棄処分委託
257 2021年度舎人公園自家用電気工作物法定点検業務委託
258 2021年度六義園出汐湊護岸補修工事
259 2021年度旧芝離宮恩賜庭園護岸その他補修工事
260 2021年度　和田堀公園ほか3公園防災照明灯バッテリー交換工事
261 2021年度戸山公園ほか14箇所遊器具補修工事
262 2021年度芝公園ほか12公園剪定枝葉収集運搬処理委託（単価契約）
263 2021・2022年度　神代植物公園　自動券売機・窓口券売機・発券システムの保守点検委託　(複数年契約)
264 2021年度小平霊園ベンチ改修工事
265 2021年度殿ヶ谷戸庭園藤棚補修工事
266 2021年度多磨霊園小金井門トイレほか補修工事
267 2021年度秋留台公園ほか1公園樹木管理委託
268 2021年度　秋留台公園陸上競技場備品点検等委託
269 2021年度蘆花恒春園ほか3公園樹木管理委託(単価契約)
270 2021年度八柱霊園枯れマツ他処理委託



（様式１－１）

競争 委託 株式会社吉村造園 2,700,000
競争 工事 株式会社アーバンエクステリア3,400,000
競争 委託 株式会社芝正園 3,087,049
特定 委託 小平石材協同組合 1,716,750
競争 委託 ナカシャクリエイテブ株式会社4,540,000
競争 工事 石原電業株式会社 6,156,700
競争 委託 株式会社サンフィールド 3,800,000
競争 工事 株式会社コトブキ 4,970,000
競争 委託 株式会社丸三興業 3,600,000
特定 委託 株式会社都市計画研究所 1,301,328
競争 委託 有限会社空園 3,980,000
競争 工事 日都産業株式会社 4,200,000
競争 工事 樋田建設工業株式会社 3,300,000
競争 工事 株式会社アーバンエクステリア5,800,000
特定 委託 カシオ計算機株式会社 1,433,000
競争 工事 尾林緑化株式会社 7,800,000
競争 工事 株式会社西部緑化 8,300,000
競争 工事 株式会社小西造園土木 5,100,000
競争 委託 有限会社木下造園 4,478,110
競争 委託 株式会社前島植物園 6,980,000
競争 委託 株式会社丸三興業 6,980,000
特定 委託 株式会社ランドフローラ 2,287,000
競争 委託 株式会社常緑苑 3,900,000
競争 委託 株式会社五嶋造園 6,460,000
競争 委託 株式会社五嶋造園 4,900,000
特定 委託 セントラル警備保障株式会社 15,941
競争 委託 シンテイトラスト株式会社 3,300,000
特定 委託 シンフォニアエンジニアリング株式会社2,640,000
特定 工事 株式会社宮本工業所 6,300,000
競争 委託 有限会社とうそうフラワー 6,290,000
競争 工事 日都産業株式会社 3,300,000
特定 委託 合同会社ニーヨリー 134,200
特定 委託 焔光景デザイン 473,500
特定 委託 株式会社文伸 555,000
緊急 工事 大澤塗装工業株式会社 3,995,000
特定 工事 株式会社水澤工務店 3,800,000
緊急 委託 株式会社イゾイ 3,034,360

件数 金額

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益社団法人東
大和市シルバー
人材センター

2,982,900

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益社団法人世
田谷区シルバー
人材センター

3,621,910

271 2021年度代々木公園松手入委託
272 2021年度六義園外周支障木処理工事
273 2021年度小平霊園樹木管理委託
274 2021年度小平霊園合葬埋蔵業務委託（単価契約）その２
275 2021年度八王子霊園図面・写真アーカイブ委託（単価契約）（複数年契約）
276 2021年度水元公園ほか2公園防災照明灯バッテリー交換工事
277 2021年度小金井公園樹木管理委託その２（単価契約）
278 2021年度　代々木公園ベンチ補修工事
279 2021・2022年度代々木公園桜花期仮設トイレ設置撤去委託(単価契約)（複数年契約）
280 2021年度神代植物公園特別企画展準備委託
281 ２０２１年度東村山中央公園ナラ枯れ処理委託
282 2021年度小金井公園遊具補修工事
283 2021年度東白鬚公園サービスセンター便所補修工事
284 2021年度葛西臨海公園樹木管理工事
285 ２０２１年度東京都公園協会セルフガイドアプリ製作委託④
286 2021年度善福寺公園園地補修工事
287 ２０２１年度石神井公園園地補修工事
288 2021年度大泉中央公園園地補修工事
289 2021年度戸山公園樹木管理委託
290 2021年度水元公園猿町口ほか樹木剪定伐採委託
291 2021・2022年度代々木公園桜花期清掃処分委託(単価契約)(複数年契約)
292 2021年度神代植物公園JRCコンクール花壇鉢上げほか作業委託
293 2021年度日比谷公園ほか1公園樹木管理委託(単価契約)
294 2021年度桜ヶ丘公園ほか２公園枯損木処理委託
295 2021年度長沼公園ほか１公園枯損木処理委託
296 2021年度　戸山公園サービスセンター新事務所　機械警備委託
297 2021年度 六義園 桜花期臨時警備委託(3・4月分)(単価契約)(複数年契約)
298 2021年度  都立9庭園窓口発券機用自動釣銭機　新500円硬貨対応改造委託
299 2021年度瑞江葬儀所火葬炉設備補修工事
300 2021年度桜ヶ丘公園ほか2公園樹林地管理作業委託
301 2021年度汐入公園野外卓補修工事
302 2021年度小金井公園桜めぐりマップ改訂作業委託
303 2021年度舎人公園桜ライトアップ運営等委託（3月・4月）（複数年契約）  
304 2021年度　多磨霊園著名人お墓めぐり「韓国語」「簡体語」版作成委託
305 2021年度小平霊園野外卓ほか補修工事（緊急施工）
306 2021年度 浜離宮恩賜庭園御茶屋屋根補修工事
307 2021年度光が丘公園剪定枝葉収集運搬処理委託（緊急施工）

非公表案件
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕

No. 契約件名

2
2021年度東大和南公園園地等清
掃委託

特命理由
公益社団法人東大和市シルバー人材センターは、「高齢者等の雇用の安定に関する法律」に基づき、国の施策に
より都知事の指定を受けて国及び地方公共団体からの補助を交付され、「高齢者労働能力活用事業」として高齢労
働者の就業に関する各種の事業を行なっている公益的、公共的性格を持つ団体である。公園の指定管理者とし
て、地域との連携は重要な課題であり、地域住民より組織されたシルバー人材センターの活用は、当協会にとって
も地域の理解を得られる利点がある。この業務は、軽易な作業であり強靭な体力を必要とせず高齢者に適した業務
であるので、過去の実績も考慮し、人材確保が確実である同センターに委託することが都の施策推進とも合致し妥
当である。また、2020年度も東大和南公園園地等清掃委託を請負い、業務遂行状態は良好である。よって本案件
についても同センターを特命とする。

No. 契約件名

3
2021年度蘆花恒春園園地等清掃
委託

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社生態計
画研究所

3,339,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益社団法人品
川区シルバー人
材センター

3,840,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益社団法人武
蔵野市シルバー
人材センター

2,562,480

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益社団法人あき
る野市シルバー人
材センター

2,515,968

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
社会福祉法人山
鳩会

2,870,000

公益社団法人世田谷区シルバー人材センターは「高齢者等の雇用の安定に関する法律」に基づき国の施策により
都知事の指定を受けて、国及び地方公共団体からの補助を交付され、高齢者労働能力活用事業として高齢労働
者の就業に関する各種の事業をおこなっている公益的、公共的性格をもつ団体である。
この事業は軽易な作業であり、強靱な体力を必要とせず、高齢者に適した業務であるので、人材確保が確実である
同センターに委託することが、都の施策推進とも合致し妥当である。

No. 契約件名

4
2021年度小峰公園環境教育プログ
ラム運営業務委託

特命理由
㈱生態計画研究所は、生態環境の保全と復元、生態教育、自然解説、自然
と共生する地域振興などに関わる調査研究及び企画・計画・設計、管理運営、コンサルティングならびに、これら業
務から得られる資源を活かした幅広い自然・環境教育事業を展開している。このように独自の調査研究の科学的
データを環境教育事業へ活用し質の高い提案を行えるシンクタンクは日本でも数少ない。さらに、㈱生態計画研究
所は、葛西臨海公園の鳥類園、都民協働基本計画検討委員会、都民協働コーディネーター研修、ボランティア研
修など東京都公園協会での実績も有するほか、国営公園の計画や運営においても多くの実績を残している。また、
㈱生態計画研究所は、本社が東村山市にあり小峰ビジターセンターとの円滑な連携を図るに適した立地にある。

No. 契約件名

5
2021年度林試の森公園園地等清
掃委託

特命理由

公益社団法人品川区シルバー人材センターは、「高齢者等の雇用の安定に関する法律」に基づき、国の施策によ
り都知事の指定を受けて、国及び地方公共団体からの補助を交付され、高齢者労働能力活用事業として高齢者労
働者の就業に関する各種の事業をおこなっている公益的、公共的性格をもつ団体である。
　この業務は軽易な作業であり、強靭な体力を必要とせず、高齢者に適した業務であるので、人材確保が確実であ
る同センターに委託することが、都の施策推進とも合致し妥当である。

No. 契約件名

6
2021年度武蔵野中央公園園地等
清掃委託

特命理由
公益社団法人武蔵野市シルバー人材センターは、「高齢者等の雇用の安定に関する法律」に基づき、国の施策に
より都知事の指定を受けて国及び地方公共団体からの補助を交付され、「高齢者労働能力活用事業」として高齢労
働者の就業に関する各種の事業を行なっている公益的、公共的性格を持つ団体である。公園の指定管理者とし
て、地域との連携は重要な課題であり、地域住民より組織されたシルバー人材センターの活用は、当協会にとって
も地域の理解を得られる利点がある。この業務は、軽易な作業であり強靭な体力を必要とせず高齢者に適した業務
であるので、過去の実績も考慮し、人材確保が確実である同センターに委託することが都の施策推進とも合致し妥
当である。また、2020年度も武蔵野中央公園園地等清掃委託を請負い、業務遂行状態は良好である。よって本案

No. 契約件名

7
2021年度秋留台公園園地等清掃
委託

特命理由
公益社団法人あきる野市シルバー人材センターは、「高齢者等の雇用の安定に関する法律」に基づき、国の施策
により都知事の指定を受けて国及び地方公共団体からの補助を交付され、「高齢者労働能力活用事業」として高齢
労働者の就業に関する各種の事業を行なっている公益的、公共的性格を持つ団体である。公園の指定管理者とし
て、地域との連携は重要な課題であり、地域住民より組織されたシルバー人材センターの活用は、当協会にとって
も地域の理解を得られる利点がある。この業務は、軽易な作業であり強靭な体力を必要とせず高齢者に適した業務
であるので、過去の実績も考慮し、人材確保が確実である同センターに委託することが都の施策推進とも合致し妥
当である。また、2020年度も秋留台公園園地等清掃委託を請負い、業務遂行状態は良好である。よって本案件に

No. 契約件名

8
２０２１年度東村山中央公園園地清
掃委託

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社ＫＤＤＩエ
ボルバ

3,900,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
公益社団法人府
中市シルバー人
材センター

11,043,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
社会福祉法人小
笠原村社会福祉
協議会

4,550,700

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社宮本工
業所

4,400,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
大場・協和・勇和
委託業務共同企
業体

61,450,000

東京都においては、福祉行政の一環として障害者の就労機会の確保をはかり自立を助けている。社会福祉法人山
鳩会は、障害者が自立した生活を営むことができるよう支援する施設で、軽作業を多く必要としている本委託は、障
害者であっても充分な施行が可能で、同会は令和２年度も東村山中央公園園地清掃委託を受託し清掃の業務を
行っている。よって、本案件についても同会を特命とすることは、都の施策目標と取組でもある「社会で生きる力を高
める支援の充実」や「障害者がいきいきと働ける社会の実現」等の推進とも合致し、障害者の就労機会を確保し、そ
の自立を助ける意味からも妥当である。

No. 契約件名

10
2021年度瑞江葬儀所夜間受付業
務委託（複数年契約）継続

特命理由
本案件の業務内容は火葬の電話予約受付であり、極めて重要な業務である。葬儀の日程は火葬日の確定後行わ
れ、それに併せて全ての段取りが組まれる。家族や親しい人を亡くした方や、遠地からの来訪者などにも周知され
る。そのため、委託先及び当所の都合による火葬日時の変更はあってはならない。また、遺族からの直接の問合せ
にも、心情や状況に配慮した高い電話応対マナーが必要である。上記業者は、平成24年度に競争入札により本業
務を受託し、固定されたオペレータを配置し、利用者や当所との信頼関係も構築している。また、業務を円滑に運
用できるようにインターネット回線を活用したシステム環境を構築した。本案件では受託者とのデータ共有は必須と
なり、この環境を引き続き利用し、滞りなく業務を運用するためには、現在の環境を維持することが重要である。この
システムの権利は相手方にあることから、特命随意契約により上記業者を契約の相手方として選定する。

No. 契約件名

97
2021年度武蔵野の森公園ほか1公
園園地等清掃委託

特命理由
公益社団法人府中市シルバー人材センターは、高齢労働者の就業に関する各種の事業を行なっている公益的、
公共的性格を持つ団体である。公園の指定管理者として、地域との連携は重要な課題であり、地域住民により組織
されたシルバー人材センターの活用は、当協会にとっても地域の理解を得られる利点がある。また、２０２０年度も武
蔵野の森公園園地等清掃委託を請負、業務遂行状態は良好である。また、府中の森公園についても永年の清掃
委託を受けている。よって上記件名について同センターを特命とする。
この業務は、軽易な作業であり強靭な体力を必要とせず高齢者に適した業務であるので、過去の実績も考慮し、人
材確保が確実である同センターに委託することが都の施策推進とも合致し妥当である。

No. 契約件名

118
2021年度大神山公園施設点検巡
回および施設清掃等委託

特命理由
小笠原村社会福祉協議会は、村立奥村運動場管理業務や地域福祉センター管理業務などの経験が豊富で、公
営施設の管理業務に長けている。
小笠原村社会福祉協議会は、高齢者のいきがい対策や障害者の自立支援事業などを実施し、「シルバー人材セン
ター」の役割を果たしており、地元の人の自立支援事業を推進している社会福祉法人で、その実績も顕著である。
地元の人（特に高齢者）の雇用促進が重要との観点から、シルバー人材センターの役割を果たしている小笠原村社
会福祉協議会と連携するとともに、小笠原村との円滑なパートナーシップを築いていくことは、公益性をそなえた公
益財団法人東京都公園協会の目指す姿であり、島民の自立支援事業の推進に寄与する。

No. 契約件名

120
2021年度瑞江葬儀所火葬炉保守
委託

特命理由
1)　株式会社宮本工業所は、昭和57年度から昭和61年度（第一期から第五期）まで現在の瑞江葬儀所火葬炉及び
附帯設備を施工した会社である。併せて工事完成後から現在まで火葬炉の保守委託を継続して受託している。
　2)　 瑞江葬儀所の火葬炉及び付帯設備は、当該事業者が独自の技術により製作した設備であり、既設設備につ
いて精通しているとともに技術力も有している。
　3)  当該事業者には火葬炉に対する技術力があることに加え、本委託は、現在使用している火葬炉を運用しなが
ら実施しなくてはならないため当該事業者でなくては履行することができない。
よって、当該事業者を特命の相手方とする。

No. 契約件名

126
2021年度　善福寺川緑地ほか１公
園維持管理作業委託



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社富士造
園

57,250,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
アーバン・日本清
掃開発委託業務
共同企業体

64,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社百草造
園

2,870,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 株式会社桂造園 45,150,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特命理由

31公協事事第554号「2020年度都立公園等維持管理業務提案事業者における二次審査結果の決定と業者通知」
の決定に基づき 、2020年2月に大場・協和・勇和委託業務共同企業体を善福寺川緑地ほか１公園維持管理作業
委託業者に決定した。
「令和2年度　第1回都立公園等維持管理業務提案事業者評価・選定委員会」の中間報告において、履行状況が
良好であると判断されたため、次年度も引き続き契約を締結する。

No. 契約件名

147
2021年度舎人公園維持管理作業
委託

特命理由

31公協事事第554号「2020年度都立公園等維持管理業務提案事業者における二次審査結果の決定と通知」の決
定に基づき、2020年2月に株式会社富士造園を舎人公園維持管理委託業者に決定した。「令和2年度第1回都立
公園等維持管理業務提案事業者評価・選定委員会」中間報告において、履行状況が良好であると判断されたた
め、引き続き契約を締結する。

No. 契約件名

148
2021年度葛西臨海公園維持管理
作業委託

特命理由

2公協事事第562号「2021年度都立公園維持管理業務提案事業における二次審査結果の決定と業者通知につい
て」の決定に基づき、アーバン・日本清掃開発委託業務共同企業体を随意契約予定者とする。

No. 契約件名

152
2021年度殿ヶ谷戸庭園緑地管理
委託

特命理由
都立庭園の指定管理は、利用料金制であることから入園者数により収入が変動し、維持管理に使える事業費が減
少する。
昨今のコロナ禍の特殊事情下にあって、一時休園や入園者数の減少が予想され、事業費の縮減が必須であり例年
通りの作業量を委託することができない。
一方、景観木や樹木地等は、長年の継続的な作業により良好な状態に保たれていることから、維持管理作業量の
減少による悪影響を最小限にとどめ、将来に及ぼさないことが必要である。
また、利用者の満足度を低下させないためにも、変化の多い利用状況を適切に日常の管理作業に反映させ、加え
て草地や樹木の状況を的確に把握して適宜施行場所や頻度を変更するなど、柔軟な維持管理作業を行うことが必
要である。
このような通常の維持管理とは異なる削減した契約作業量でメリハリをつけた作業を行える業者は、これまでプロ
ポーザル期間に業務を受託した業者のうち、植物管理業務に携わっていた業者である。これらの業者は、５年間に
わたり草刈や樹木手入れ作業に従事しており、作業区域の違いによる草の生育状況の特徴や景観を維持する上で
不可欠な樹木の手入れ作業などを熟知している。このため、生育状況に合わせて限られた契約作業量を効果的に

No. 契約件名

153
2021年度水元公園はなしょうぶ栽
培委託

特命理由

特命の相手方は、提案（コンペ）方式による提案事業者として、一次審査および二次審査を経て、随意契約予定者
として選定されたため。

No. 契約件名



（様式１－１）

委託
株式会社神戸製
鋼所

6,207,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
一般財団法人関
東電気保安協会

11,502,409

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社吉村造
園

4,600,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社前島植
物園

3,450,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

160
2021年度舎人公園非常用発電設
備運転業務及び設備保守委託

特命理由

舎人公園非常用発電設備施設の維持管理に必要不可欠な技術者の人材を有しており、確実に発災時1時間以内
に当発電設備施設に駆けつけ起動させることができる。

No. 契約件名

161
2021年度　日比谷公園ほか自家用
電気工作物保安管理業務委託

特命理由

　建設局総務部用度課長及び企画室設備管理担当課長からの平成7年3月17日付、6建総用第737号文書「特命
随意契約の取扱いについて（通知）」の別紙「電気設備保守管理委託の契約手続き区分」に準拠し、（財）関東電気
保安協会に当該自家用電気工作物の保安業務を特命で委託することとする。

No. 契約件名

173
2021年度六義園緑地管理作業委
託

特命理由
都立庭園の指定管理は、利用料金制であることから入園者数により収入が変動し、維持管理に使える事業費が減
少する。
昨今のコロナ禍の特殊事情下にあって、一時休園や入園者数の減少が予想され、事業費の縮減が必須であり例年
通りの作業量を委託することができない。
一方、景観木や樹木地等は、長年の継続的な作業により良好な状態に保たれていることから、維持管理作業量の
減少による悪影響を最小限にとどめ、将来に及ぼさないことが必要である。
また、利用者の満足度を低下させないためにも、変化の多い利用状況を適切に日常の管理作業に反映させ、加え
て草地や樹木の状況を的確に把握して適宜施行場所や頻度を変更するなど、柔軟な維持管理作業を行うことが必
要である。
このような通常の維持管理とは異なる削減した契約作業量でメリハリをつけた作業を行える業者は、これまでプロ
ポーザル期間に業務を受託した業者のうち、植物管理業務に携わっていた業者である。これらの業者は、５年間に
わたり草刈や樹木手入れ作業に従事しており、作業区域の違いによる草の生育状況の特徴や景観を維持する上で
不可欠な樹木の手入れ作業などを熟知している。このため、生育状況に合わせて限られた契約作業量を効果的に

No. 契約件名

178
2021年度旧古河庭園緑地管理作
業委託

特命理由
都立庭園の指定管理は、利用料金制であることから入園者数により収入が変動し、維持管理に使える事業費が減
少する。
昨今のコロナ禍の特殊事情下にあって、一時休園や入園者数の減少が予想され、事業費の縮減が必須であり例年
通りの作業量を委託することができない。
一方、景観木や樹木地等は、長年の継続的な作業により良好な状態に保たれていることから、維持管理作業量の
減少による悪影響を最小限にとどめ、将来に及ぼさないことが必要である。
また、利用者の満足度を低下させないためにも、変化の多い利用状況を適切に日常の管理作業に反映させ、加え
て草地や樹木の状況を的確に把握して適宜施行場所や頻度を変更するなど、柔軟な維持管理作業を行うことが必
要である。
このような通常の維持管理とは異なる削減した契約作業量でメリハリをつけた作業を行える業者は、これまでプロ
ポーザル期間に業務を受託した業者のうち、植物管理業務に携わっていた業者である。これらの業者は、５年間に
わたり草刈や樹木手入れ作業に従事しており、作業区域の違いによる草の生育状況の特徴や景観を維持する上で
不可欠な樹木の手入れ作業などを熟知している。このため、生育状況に合わせて限られた契約作業量を効果的に

No. 契約件名



（様式１－１）

委託
ボニンインタープリ
ター協会

8,642,820

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
稲亀・中田興業委
託業務共同企業
体

34,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
富士植・箱根委託
業務共同企業体

33,600,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
加勢造園株式会
社

7,350,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
富士植・箱根委託
業務共同企業体

6,070,000

180
2021年度小笠原ビジターセンター
管理運営一部業務委託

特命理由
本委託の業務内容は小笠原ビジターセンターの館内案内業務の他、小笠原の自然や文化・歴史の解説を行うもの
である。このため、小笠原に特化した豊富な知識や解説の技術・企画力が必要とされる。
本団体は自然解説を目的に設立され、解説に当たっての知識や技術・企画力を持つ多数の解説員を有する島内
唯一の団体である。平成22年度までは小笠原支庁からビジターセンターの管理運営・解説業務を受託し、また、公
園協会が指定管理者となった平成23年度からは、当協会からの委託による管理運営・解説業務を行っており、質の
高いビジターセンター運営は利用者にも高い評価を得ている。以上のことから、小笠原ビジターセンターにおける提
案事業の執行にあたり、小笠原全域および大神山公園の資源を活用した質の高いお客様サービスを継続して提供
する上で、引き続きビーアイオーのノウハウ・技術が必要であるため特命とする。

No. 契約件名

183
2021年度篠崎公園緑地ほか管理
委託

特命理由

2公協事事第562号「2021年度都立公園維持管理業務提案事業者における二次審査結果の決定と業者通知につ
いて」の決定に基づき、稲亀緑花・中田興業委託業務共同企業体を随意契約予定者とする。

No. 契約件名

185
2021年度　浜離宮恩賜庭園緑地管
理作業委託

特命理由
文化財庭園の維持管理については、例年プロポーザル提案により選定された事業者により、質の高いサービスを実
施してきたところである。
しかしながら、今般、コロナ禍における非常事態宣言により、文化財庭園の閉園等が実施される特殊事情が発生し
ており、例年通りのプロポーザル提案による選定が難しい状況である。
したがって、本年度1年間の維持管理事業者については、昨年までプロポーザル提案事業者として5年間当庭園の
維持管理に従事し、当庭園を熟知して、質の高い維持管理サービスを実施できる当該事業者を特命で選定するも
のとする。

No. 契約件名

186
２０２１年度小石川後楽園植栽地ほ
か管理委託

特命理由
都立庭園の指定管理は、利用料金制であることから入園者数により収入が変動し、維持管理に使える事業費が減
少する。
昨今のコロナ禍の特殊事情下にあって、一時休園や入園者数の減少が予想され、事業費の縮減が必須であり例年
通りの作業量を委託することができない。
一方、当園の主要景観要素である花菖蒲・杜若田等は、長年の継続的な作業により良好な状態に保たれているこ
とから、維持管理作業量の減少による悪影響を最小限にとどめ、将来に及ぼさないことが必要である。
また、利用者の満足度を低下させないためにも、変化の多い利用状況を適切に日常の管理作業に反映させ、加え
て草地やハナショウブ・カキツバタの状況を的確に把握して適宜施行場所や頻度を変更するなど、柔軟な維持管理
作業を行うことが必要である。
このような通常の維持管理とは異なる削減した契約作業量でメリハリをつけた作業を行える業者は、これまでプロ
ポーザル期間に業務を受託した業者のうち、植物管理業務に携わっていた業者である。これらの業者は、５年間に
わたり草刈や樹木手入れ作業に従事しており、作業区域の違いによる草の生育状況の特徴や景観を維持する上で
不可欠な樹木の手入れ作業などを熟知している。このため、生育状況に合わせて限られた契約作業量を効果的に

No. 契約件名

187
2021年度旧芝離宮恩賜庭園緑地
管理委託

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 焔光景デザイン 3,905,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 焔光景デザイン 8,280,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
都市環境整美株
式会社

3,927,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
帝国ビル管理協同
組合

3,602,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

都立庭園の指定管理は、利用料金制であることから入園者数により収入が変動し、維持管理に使える事業費が減
少する。
昨今のコロナ禍の特殊事情下にあって、一時休園や入園者数の減少が予想され、事業費の縮減が必須であり例年
通りの作業量を委託することができない。
一方、景観木や樹木地等は、長年の継続的な作業により良好な状態に保たれていることから、維持管理作業量の
減少による悪影響を最小限にとどめ、将来に及ぼさないことが必要である。
また、利用者の満足度を低下させないためにも、変化の多い利用状況を適切に日常の管理作業に反映させ、加え
て草地や樹木の状況を的確に把握して適宜施行場所や頻度を変更するなど、柔軟な維持管理作業を行うことが必
要である。
このような通常の維持管理とは異なる削減した契約作業量でメリハリをつけた作業を行える業者は、これまでプロ
ポーザル期間に業務を受託した業者のうち、植物管理業務に携わっていた業者である。これらの業者は、５年間に
わたり草刈や樹木手入れ作業に従事しており、作業区域の違いによる草の生育状況の特徴や景観を維持する上で
不可欠な樹木の手入れ作業などを熟知している。このため、生育状況に合わせて限られた契約作業量を効果的に

No. 契約件名

189
2021年度　旧古河庭園　「春バラの
ライトアップ」運営委託

特命理由

令和2年11月26日に旧古河庭園ライトアップ事業提案事業者のプレゼンテーション審査を実施。2公協事文442号
にて決定、通知した事業者の1年目の契約である。

No. 契約件名

197
令和3年度  浜離宮恩賜庭園ライト
アップ運営委託

特命理由
特命の本相手方は、都立文化財庭園におけるライトアップ運営において、豊富な経験・実績を有しており、往時の
庭園の雰囲気や歴史的景観の魅力を一層引き出す光の演出を得意とし、例えば六義園のライトアップでは、回遊
式築山泉水庭園の特徴を活かし、名勝八十八境を、ロウソクを模した暖かな光の中に浮かび上がらせ、柳沢吉保の
往時の庭園の魅力を体感できる演出を実現した。このように、園内の歴史的建造物・遺構・景観等を効果的に際立
たせる照明デザインは、文化財庭園の特性を熟知した本事業者でなければ提案・実装することが困難であると考え
られる。
また、特別名勝における現状変更申請等、文化財庭園におけるイベント開催時の手続きに係る実績も有しており、

No. 契約件名

201
2021年度舎人公園C地区冒険の丘
等運営業務委託

特命理由

2021年6月1日に開園予定の舎人公園C地区冒険の丘について、東京都から示される管理運営方針が現段階でも
調整中である。加えて、6月1日の開園後もこのエリアの整備は続き、施設も増加する予定であり、このエリアに係る
業務の見通しが全くつかない状態である。
当該業者は他部署で同様の施設運営業務の契約実績があり、履行状況も大変優れている。この不透明な状況に
おいて、柔軟かつ迅速に本委託業務に係る準備を進めており、6月1日の開園を可能とするためには他部署で同様
の施設運営業務の契約実績がある当該業者が不可欠であるため、随意契約を締結する。

No. 契約件名

213
2021年度 駒沢オリンピック公園ほ
か1公園 じゃぶじゃぶ池等監視委
託（単価契約）

特命理由

じゃぶじゃぶ池等の運用については、東京都からの2021年5月28日付事務連絡にて稼働の指示があるまでは未定
であったため、あらかじめ監視業務委託を行うことができなかった（2020年度は東京都の指示で中止）。東京都の指
示を受けて直ちに、過去に委託実績のある業者に依頼したが、東京2020大会及びパラリンピックに人員を割いてお
り、受託できないとの回答であった。過去に応札実績のある業者や、他エリアで委託している業者、その他プール監
視業務を行っている業者等、複数の業者に依頼を行ったが、1社を除き、同様の理由で受託できないとの回答で
あった。そのため、依頼に応じた1社を特命の相手方とする。

No. 契約件名



（様式１－１）

委託
都市環境整美株
式会社

3,397,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
カシオ計算機株式
会社

5,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社安川電
機

13,200,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
一般社団法人ＴＯ
ＫＹＯＰＬＡＹ

6,180,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
株式会社瀧口製
作所

8,026,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

214
2021年度 舎人公園C地区内冒険
の丘等運営業務委託（単価契約）
②

特命理由
2021年6月1日に開園した舎人公園C地区冒険の丘について、開園後間もない状態であり、利用者の動向の把握が
十分でないことから、東京都から示される管理運営方針が、現段階でも変更の可能性を含んでいる状態である。加
えて、開園後もこのエリアの整備は続き、施設も増加する予定であり、このエリアに係る業務の見通しがつかない状
態が続いている。
当該業者は同契約6月7月の委託契約実績があり、不透明な状況において、柔軟かつ迅速に本委託業務を遂行し
た。この不安定な状況で、安定した利用者へのサービス、安全を確保するためには当該業者が不可欠であるため、
随意契約を締結する。

No. 契約件名

231
2021年度サーバー切り替えに伴う
アプリコンテンツ改修委託（複数年
契約）

特命理由

カシオ計算機株式会社は「Tokyo Parks Play」のコンテンツ開発及び保守・運営業務の受託者であり、「Tokyo
Parks Play」に実装されているコンテンツに使用されている技術やイラストの権利を有している。今回の委託はその
技術やイラストを活用し、サーバー切り替えに伴うアプリコンテンツ改修を行う内容であるため、カシオ計算機株式会
社に特命で委託する。

No. 契約件名

243
2021年度舎人公園非常用発電設
備点検委託

特命理由

（１）　株式会社安川電機は、舎人公園非常用発電設備の施工業者であり、その設備内容を熟知している。また、監
視操作設備のシステムは株式会社安川電機の独自のシステムであり、他業者が点検を行うことは不可能である。
（２）　本施設は、災害等の停電時には日暮里・舎人ライナー、北足立市場、足立トラックターミナルへの電気を送る
ための重要な施設であり、管理には信頼性及び継続性が求められている。
（３）　これらの理由により、信頼性を低下させることなく、万全な管理を継続するためには、株式会社安川電機を特
命として契約する必要がある。

No. 契約件名

244
2021年度　砧公園「みんなのひろ
ば」の利用及び理解促進業務委託

特命理由
　本委託は、都立砧公園のみんなの広場内に整備されたインクルーシブ遊具の管理、運営に際し、同広場を障碍
の有無に関わらず全てのこどもが一緒に遊ぶことができる場とすることを目的として、コーディネーターによる遊びの
支援や、地域の障碍者、健常者相互の理解を促進するなどの取組みを定期的に実施するものである。
　同広場をだれもが一緒に遊べる場所として恒常的に維持、発展させていくためには、障碍者だけでなく健常者も
含めた地域関係者の理解や参加、協力に基づき管理運営を行うことが必要であり、その実現には、地域での活動を
通じて障碍者団体など関係者の情報に精通し良好な関係を築くとともに、障碍者、健常者間の遊びのコーディネー
トに関する信頼できる実績を備えた団体及びコーディネーターが必須である。

No. 契約件名

245
2021年度小石川後楽園ほか植物
園庭園滞留人数把握カメラカウン
ター設置委託

特命理由
(1)小石川後楽園をはじめ文化財庭園では、工作物を設置する場合、正門周辺の意匠を損なわない小型の仮設物
であることが求められている。市場に流通しているセンサーカメラの多くは大型で、小型ものがなく、屋内仕様、また
は屋根のついている場所でなければならない設置仕様になっている。また、取付工法仕様が限られており、設置す
るには、文化財への影響が多大である。
(2)株式会社瀧口製作所は、独自に基盤制御装置とカメラを分離して設置できる技術を有しており、小型軽量のUSB
カメラを完全防水仕様のカメラボックスにいれることで、文化財庭園の正門にも設置することを可能とするため、本業
務工事の相手方とする。

No. 契約件名



（様式１－１）

委託
株式会社パークフ
ル

3,100,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
シンフォニアエン
ジニアリング株式
会社

2,640,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事
株式会社宮本工
業所

6,300,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事
株式会社水澤工
務店

3,800,000

254
2021年度 府中の森公園遊具広場
の利用促進等業務委託

特命理由
府中の森公園遊具広場は、ユニバーサルデザイン遊具の設置を契機として、誰もが自分らしく輝くことのできるダイ
バーシティの実現に向けて、障がいの有無に関わらず、子ども達が安全に遊ぶことができる遊び場づくりをめざして
いる。このユニバーサルな広場づくりは、砧公園に続き先駆的な事例であり、既に府中の森公園では「2021年度 府
中の森公園遊具広場の運営方針等策定業務委託」のなかで、株式会社パークフルとともに、近隣施設や団体への
ヒアリングやアンケート調査等を通して、運営方針策定に向け取り組んでいる。なお、株式会社パークフルは、「公園
をもっと楽しく、もっと身近に」をコンセプトにパブリックスペースの企画やメディア運営・コンテンツ企画などを行って
いる。・日本全国119,500箇所の公園情報を所有しており、約60の自治体と連携し、情報発信業務などを行ってい
る。例えば、豊島区とは公園や地域の多様なデータから、公園の活用ポテンシャルを量り、小規模公園の活用を通

No. 契約件名

298
2021年度  都立9庭園窓口発券機
用自動釣銭機　新500円硬貨対応
改造委託

特命理由

令和2年3月27日にプレゼンテーション審査を行い、令和2年3月31日付31公協事文 第849号「提案方式による都立
9庭園の発券機及び自動券売機の導入の特命随意契約相手方の決定及び通知について」にて特命随意契約の相
手方として決定した業者との契約である。システムの一部である機器改造で起こりうるトラブルを未然に防止するた
め、設置導入を担当した上記特命の相手方を契約業者とする。

No. 契約件名

299
2021年度瑞江葬儀所火葬炉設備
補修工事

特命理由

書院造り、数奇屋造り、茶室、寺社仏閣等の新築又は改築工事の実績があり日本の伝統木造建築に精通してい
る。また文化財建造物(木造)の復旧又は復元工事の実績があり、浜離宮恩賜庭園における御茶屋復元工事に際し
ても、復元の方針や概要、往時の建築意図を正しく理解して適切に工事を実施するとともに、サービスセンターや東
京都関係部署、中央区文化財担当など関係者と密接にコミュニケ－ションを取るなど、文化財補修事業に対する信
頼性も高い。よって本工事を上記事業者に特命し、随意契約とする。

株式会社宮本工業所は、昭和57年度から昭和61年度（第一期から第五期）まで現在の瑞江葬儀所火葬炉及び付
帯設備を施工した会社である。併せて工事完成後から現在まで火葬炉の保守委託を継続して受託している。
瑞江葬儀所の火葬炉及び付帯設備は、当該事業者が独自の技術により製作した設備であり、既設設備について
精通しているとともに技術力も有している。当該事業者には火葬炉に対する技術力があることに加え、本工事は、現
在使用している火葬炉と調整をしながら実施しなくてはならないため当該事業者でなくては履行することができな
い。よって、当該事業者を特命の相手方とする。

No. 契約件名

306
2021年度 浜離宮恩賜庭園御茶屋
屋根補修工事

特命理由


