
うち当該事業
当期経常増減額 -3,737 4,546

経常収益 1,194,261 148,658

1,032,573 148,658

6,023 0

1,197,997 144,112
1,186,569 144,112

うち人件費 976,782 106,167
11,429 -

うち人件費 4,248 -
当期経常外増減額 7,265 -

7,265 -
0 -

370 -
3,158 -

0 -
904,329 -

当期増加額 0 -

0 -

当期減少額 790 -
903,540 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定契約 委託 エプソンダイレクト（株） 90,200
特定契約 売買 （株）真光書店 342,144
特定契約 売買 理想科学工業㈱ 2,448,600
特定契約 売買 理想科学工業㈱ 766,612
特定契約 委託 ㈱ビーガル 275,000
特定契約 - ㈱ＡＢＣＤ Partners 147,840
特定契約 - Vimeo inc. 66,000
特定契約 - ㈱ＡＢＣＤ Partners 1,573,000

件数 金額非公表案件
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

6 東京都主税局研修聴講（会員団体対象）のWeb配信に伴うeラーニングシステムのライセンスの購入について

7 東京都主税局研修聴講（会員団体対象）のWeb配信に伴うeラーニングシステムの動画の保存等に係るストレージの購入について

8 東京都主税局研修（主税局職員対象）のWeb配信に伴うeラーニングシステムのライセンス購入について

3 印刷機(ORPHIS-GD7330)用ｲﾝｸの買入れについて(単価契約)

4 印刷機用　非再生紙の買入れ（単価契約）[研修用]

5 主税局研修及び聴講関係サイト構築に係る業務委託契約について

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 リースPCの修理について
2 所得税法規集〈令和２年７月１日現在〉の購入について

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

令和２年度　非競争型受託等事業運営状況報告書

１　事業（施設）名

研修事業受託事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約】
件名：税務職員研修業務の委託

２　事業（施設）概要

都主税局研修実施計画に掲げる研修等の実施運営を受託している。

【都との特命随意契約の概要】
教材作成、講師選定、会場確保をおこない、主税局研修所等において研修を実施をす
る。



うち当該事業
当期経常増減額 -3,737 8,423

経常収益 1,194,261 579,084

1,032,573 579,084

6,023 0

1,197,997 570,662
1,186,569 570,662

うち人件費 976,782 494,449
11,429 -

うち人件費 4,248 -
当期経常外増減額 7,265 -

7,265 -
0 -

370 -
3,158 -

0 -
904,329 -

当期増加額 0 -

0 -

当期減少額 790 -
903,540 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定契約 委託 エンジャパン㈱ 440,000
特定契約 委託 ㈱マイナビ 528,000
特定契約 委託 (一財)地方財務協会 5,019,960
特定契約 委託 ㈱NTTデータ・アイ 1,320,000
特定契約 委託 ㈱ＴＳビルシステム 19,800
特定契約 委託 ㈱NTTデータ・スマートソーシング 920,205
特定契約 委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 8,724,376
特定契約 委託 ㈱リクルートスタッフィング 3,412,201
特定契約 委託 アデコ㈱ 4,556,063
特定契約 委託 ウーマンスタッフ㈱ 3,412,201

件数 金額

8 自動車税コールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（㈱リクルートスタッフィング）

10 自動車税コールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（ウーマンスタッフ㈱）

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

6 自動車税コールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（㈱NTTﾃﾞｰﾀ･ｽﾏｰﾄｿｰｼﾝｸﾞ）

7 自動車税コールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（パーソルテンプスタッフ㈱）

9 自動車税コールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（アデコ㈱）

3 自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表に係る磁気情報の作成業務委託の契約について【準備契約】

4 コールセンタシステムのＰＢＸ（交換機）の保守契約について

5 令和３年度　自動車税照合事業所の空気環境測定委託について【準備契約】

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 有料求人広告媒体（エン転職）への掲載について（自動車税事業所　一般職員の採用）

2 有料求人広告媒体（マイナビ転職）への掲載について（自動車税事業所　一般職員の採用）

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

令和２年度　非競争型受託等事業運営状況報告書

１　事業（施設）名

自動車税業務受託事業
【本事業に含まれる都からの特命随意契約】
件名：東京都都税総合事務センターにおける業務の委託

２　事業（施設）概要

自動車税事務所の申告受付業務等を受託している。

【都との特命随意契約の概要】
自動車税事務所における申告書の受付、照合確認、電算入力、電話照会応答等の業務
受託。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 (一財)地方財務協会 5,019,960

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㈱ 8,724,376

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱リクルートスタッフィング 3,412,201

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アデコ㈱ 4,556,063
自動車税コールセンターにおける
人材派遣個別契約の締結につい
て（アデコ㈱）

特命理由

安定的な業務運営に向けて信頼性の高い事業者を選定する必要があるため。

No. 契約件名

8
自動車税コールセンターにおける
人材派遣個別契約の締結につい
て（㈱リクルートスタッフィング）

特命理由

安定的な業務運営に向けて信頼性の高い事業者を選定する必要があるため。

No. 契約件名

7
自動車税コールセンターにおける
人材派遣個別契約の締結につい
て（パーソルテンプスタッフ㈱）

特命理由

取扱業者が限定されるため。

安定的な業務運営に向けて信頼性の高い事業者を選定する必要があるため。

No. 契約件名

9

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

3

自動車税環境性能割の課税標準
基準額及び税額一覧表に係る磁
気情報の作成業務委託の契約に
ついて【準備契約】

特命理由



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ウーマンスタッフ㈱ 3,412,201

安定的な業務運営に向けて信頼性の高い事業者を選定する必要があるため。

No. 契約件名

10
自動車税コールセンターにおける
人材派遣個別契約の締結につい
て（ウーマンスタッフ㈱）

特命理由



うち当該事業
当期経常増減額 -3,737 22,630

経常収益 1,194,261 227,304

1,032,573 227,304

6,023 0

1,197,997 204,674
1,186,569 204,674

うち人件費 976,782 178,793
11,429 -

うち人件費 4,248 -
当期経常外増減額 7,265 -

7,265 -
0 -

370 -
3,158 -

0 -
904,329 -

当期増加額 0 -

0 -

当期減少額 790 -
903,540 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定契約 委託 ㈱NTTデータ・アイ 2,838,000
特定契約 委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 4,633,613
特定契約 委託 ㈱リクルートスタッフィング 3,664,235
特定契約 委託 ウーマンスタッフ㈱ 1,512,225
特定契約 委託 ㈱アデコ 3,664,238
特定契約 委託 ウーマンスタッフ㈱ 407,137
特定契約 委託 パーソルテンプスタッフ㈱ 213,262
特定契約 委託 ㈱リクルートスタッフィング 213,262

件数 金額非公表案件
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

6 新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（ウーマン）

7 新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（パーソル）

8 新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（リクルート）

3 新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（リクルート）

4 新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（ウーマン）

5 新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（アデコ）

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 業務対応に要するｺｰﾙｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑの改修に係る特命委託契約について

2 新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンターにおける人材派遣個別契約の締結について（パーソル）

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

令和２年度　非競争型受託等事業運営状況報告書

１　事業（施設）名

納税推進業務受託事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約】
件名： 令和２年度都税納税推進業務委託

件名：　新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度
分の固定資産税等の課税標準の特例措置に関するコールセンター業務委託

２　事業（施設）概要

都税の納税者等からの受電及び納税者等への架電、申請書等の受付業務等を受託して
いる。

【都との特命随意契約の概要】
口座振替、納税しょうよう及び申請による換価の猶予等の業務受託。

新型コロナウイルス感染症に係る事業用家屋及び償却資産に対する令和３年度分の固定
資産税等の課税標準の特例措置に関する事業者等からの電話問合せ対応等の業務受
託。



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱NTTデータ・アイ 2,838,000

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㈱ 4,633,613

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱リクルートスタッフィング 3,664,235

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱アデコ 3,664,238

No. 契約件名

2

新型コロナウイルス感染症に係る事業用家
屋及び償却資産に対する令和３年度分の固
定資産税等の課税標準の特例措置に関す
るコールセンターにおける人材派遣個別契
約の締結について（パーソル）

特命理由

安定的な業務運営に向けて信頼性の高い事業者を選定する必要があるため。

No.

安定的な業務運営に向けて信頼性の高い事業者を選定する必要があるため。

新型コロナウイルス感染症に係る事業用家
屋及び償却資産に対する令和３年度分の固
定資産税等の課税標準の特例措置に関す
るコールセンターにおける人材派遣個別契
約の締結について（リクルート）

特命理由

安定的な業務運営に向けて信頼性の高い事業者を選定する必要があるため。

当協会が有するｺｰﾙｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑの開発業者であるため。

No. 契約件名

5

新型コロナウイルス感染症に係る事業用家
屋及び償却資産に対する令和３年度分の固
定資産税等の課税標準の特例措置に関す
るコールセンターにおける人材派遣個別契
約の締結について（アデコ）

特命理由

契約件名

3

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

1 業務対応に要するｺｰﾙｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑの改修に係る特命委託契約について

特命理由



うち当該事業
当期経常増減額 -3,737 -14,864

経常収益 1,194,261 16,810

1,032,573 14,499

6,023 0

1,197,997 31,674
1,186,569 31,674

うち人件費 976,782 19,525
11,429 -

うち人件費 4,248 -
当期経常外増減額 7,265 -

7,265 -
0 -

370 -
3,158 -

0 -
904,329 -

当期増加額 0 -

0 -

当期減少額 790 -
903,540 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定契約 委託 アドバンテック東洋㈱ 497,420
特定契約 売買 バイタルエア・ジャパン㈱ 816,200
特定契約 賃貸借 日通商事㈱ 1,096,920
特定契約 委託 ㈱ハチオウ 411,400
特定契約 委託 アドバンテック東洋㈱ 836,000
特定契約 委託 ㈱日立ハイテクフィールディング 330,000
特定契約 委託 ㈱日立ハイテクフィールディング 632,500
特定契約 委託 竹田理化工業㈱ 520,300

件数 金額非公表案件
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

6 クマリン自動測定システム（F-2500形）保守契約について【準備契約】

7 クマリン自動測定システム（F-7100形）保守契約について【準備契約】

8 全自動ガスクロマトグラフシステムの年間保守【準備契約】

3 ガスクロマトグラフ分析機器の賃貸借契約について

4 引火性廃油の収集運搬・処分について【準備契約】

5 微量硫黄分析装置 現地点検作業の委託について

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 硫黄分析装置A機（TS-100V）電気炉の修理について

2 軽油分析用ガスの購入について【準備契約】

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

令和２年度　非競争型受託等事業運営状況報告書

１　事業（施設）名

軽油分析受託事業
【本事業に含まれる都からの特命随意契約】
件名：石油製品の分析業務委託（単価契約）

２　事業（施設）概要

東京都の「不正軽油撲滅作戦」に協力するため、軽油引取税の試料検体である検税軽油
の成分検査業務を受託している。また、他府県からも同様に分析を受託している。

【都との特命随意契約の概要】
分析予定本数：硫黄分析4,032本、ガスクロ分析4,032本、クマリン分析1,892本



うち当該事業
当期経常増減額 -3,737 5,383

経常収益 1,194,261 43,085

1,032,573 43,085

6,023 0

1,197,997 37,702
1,186,569 37,702

うち人件費 976,782 29,959
11,429 -

うち人件費 4,248 -
当期経常外増減額 7,265 -

7,265 -
0 -

370 -
3,158 -

0 -
904,329 -

当期増加額 0 -

0 -

当期減少額 790 -
903,540 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額

【都との特命随意契約の概要】
東京都が家屋所有者から借用した竣工図面、工事明細書等の写しを基に、家屋に使用さ
れている建築資材と建築設備の種類や数量等を確認する業務を行う。

家屋評価額算出の基礎となる建築資材及び建築設備の施工量等の調査業務を受託して
いる。

うち 都からの委託料

項目

家屋評価業務受託事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約】
件名： 家屋評価に係る建築資材及び建築設備の施工量等の調査業務委託

収支

団体　計

令和２年度　非競争型受託等事業運営状況報告書

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

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〕

非公表案件

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

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

契約件名

資産（期末残高）

当期一般正味財産増減額

法人税等（再掲）

事業費

経常外費用

経常費用

当期指定正味財産増減額

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

No.



うち当該事業
当期経常増減額 -3,737 9,697

経常収益 1,194,261 19,943

1,032,573 19,943

6,023 0

1,197,997 10,246
1,186,569 10,246

うち人件費 976,782 0
11,429 -

うち人件費 4,248 -
当期経常外増減額 7,265 -

7,265 -
0 -

370 -
3,158 -

0 -
904,329 -

当期増加額 0 -

0 -

当期減少額 790 -
903,540 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
競争契約 委託 ㈱アートワークス 9,925,300
特定契約 - ㈱ＡＢＣＤ Partners 300,850
特定契約 - Vimeo inc. 19,800

件数 金額非公表案件
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

3 Web講義配信に伴うｅラーニングシステムの動画の保存等に係るストレージ確保について

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 令和２年度善興自治体税務職員に向けた「Web講義」配信に伴う動画の制作業務委託に係る契約締結について

2 Web講義配信に伴うｅラーニングシステムのライセンス購入について

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

令和２年度　非競争型受託等事業運営状況報告書

１　事業（施設）名

Web講義業務受託事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約】
件名： 全国自治体税務職員向け講義のＷｅｂ配信に係る業務委託

２　事業（施設）概要

全国との共存共栄に向けた都と自治体間連携の取組として、税務講義のWeb配信業務を
受託している。
【都との特命随意契約の概要】
税務に関する講義を全国自治体職員がWeb上で受講することを可能にするため、Web講
義に係る配信環境の整備、コンテンツの制作、Web講義の配信を行う。


