
平成31年度契約結果（全案件）

件数（件） 金額（円）税込 比率 備考

合計 1,219 8,233,150,331 100.0%

競争契約 281 7,280,828,778 88.4% 競争入札、コンペ等競争性のある契約

独占契約 250 89,060,758 1.1% 公共料金（電気、水道）等に関する契約

緊急契約 0 0 0.0% 災害等緊急性を要する契約

小額契約 376 51,985,645 0.6% ３０万円未満の契約

特定契約 312 811,275,150 9.9% 設備保守等に関する契約



平成31年度契約結果内訳（競争契約）
【契約金額２５０万円以上】

No. 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 委託 平成３１年度 消防用設備等の点検整備委託（八重洲駐車場ほか５場） 高千穂防災工業㈱

2 委託 歩道詳細設計（３１都道３１８－柿の木坂二２工区） 宏栄コンサルタント㈱

3 委託 平成３１年度　財務局所管保有財産の警備業務等委託（多摩区域内） ㈱シーアンドピー

4 委託 歩道詳細設計（３１都道３１８－高砂） 宏栄コンサルタント㈱

5 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（２の１／財務局・建設局所管）八王子市内　旧大柳用地 立山産業㈱

6 委託 歩道詳細設計（３１都道３１８－南千束１工区） ㈱テクニカルエイト

7 委託 多摩支所のレイアウト変更及び什器購入 ㈱三和エフエムデザイン

8 委託 建物等調査委託（単価契約）その２＜R1-172＞ ㈱四門

9 委託 歩道詳細設計（３１都道３１８－奥戸２工区） 株式会社双葉

10 委託 平成３１年度　都庁来庁者用自転車駐輪場及び都庁オートバイ専用駐車場管理業務委託（単価契約） 公益社団法人新宿区シルバー人材センター

11 委託 平成３１年度　財務局所管保有財産の警備業務等委託（２３区域内） ㈱NSG

12 委託 歩道詳細設計（３１都道３１８－野沢） ㈱サンテックインターナショナル

13 委託 平成３１年度　乾式空気ろ過装置保守管理委託 ゼナン株式会社

14 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（３の２／財務局・建設局所管）江東区ほか９区内 ㈱古澤オフィス

15 委託 歩道詳細設計（３１都道３１８－上一色２工区） 宏栄コンサルタント株式会社

16 委託 建物等調査委託（単価契約）【その３】（桜上水駅） 東洋技建株式会社

17 委託 歩道詳細設計及び測量調査（３１都道３１３－東日暮里） ㈱エーアイ設計工房

18 委託 平成３１年度　歩行者・車両誘導及びバイク駐車場の整理業務委託（錦糸町パークタワー）（単価契約） 株式会社イー・アール

19 委託 道路詳細設計（３１特別区道１１０６－六本木） ㈱エーアイ設計工房

20 委託 平成３１年度　洗濯の委託（単価契約）＜丸ノ内鍛冶橋駐車場他１２箇所＞ ㈱安田商会

21 委託 平成３１年度　清掃業務委託【丸ノ内鍛冶橋駐車場、歌舞伎町観光バス駐車場】 株式会社新東美装

22 委託 平成３１年度　樹木管理除草清掃等委託 （仲六郷第三駐車場他３０場） 株式会社後藤造園

23 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（２の２／財務局・建設局所管）江東区ほか９区内 ㈱サンフィールド

24 委託 歩道詳細設計（３１都道３１８－松本３工区及び大杉１工区） ㈱クリエート

25 委託 補助第５２号線補足用地測量ほか１箇所（単価契約その３） 画地測量設計株式会社

26 委託 平成３１年度　駐車場管理業務委託【錦糸町パークタワー】（単価契約） 株式会社スターリング

27 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（３の６／財務局・建設局所管）町田市ほか４市内 ㈱東緑化

28 委託 地質調査委託（１－東村山３・４・１０） 川崎地質㈱首都圏事業本部

29 委託 用地測量（３１東３・３・８本町・久米川）（単価契約） 東洋技建㈱

30 委託 用地測量（３１東３・３・８久米川）（単価契約） 有限会社プラン・メジュール

31 委託 用地測量（３１立３・２・４）（単価契約） 株式会社大輝

32 委託 補助第１７２号線補足用地測量ほか２箇所（単価契約その１） 株式会社測地コンサルタント

33 委託 補助第９０号線補足用地測量ほか１箇所（単価契約その４） 有限会社ファースト測量

34 委託 井荻・練馬トンネル受配電設備点検整備委託 D－パワーシステムズ㈱

35 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（２の５／財務局・建設局所管）西東京市ほか１３市内 多摩川緑花㈱

36 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（１の５／財務局・建設局所管）西東京市ほか１３市内 ㈱玉川造園

37 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（３の５／財務局・建設局所管）西東京市ほか１３市内 ㈱五嶋造園

38 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（１の７／財務局・建設局所管）八王子市ほか３市内 ㈱野口造園

39 委託 用地測量（３１災防一２０６－７４上斜面） 三和測量設計㈱

40 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（２の７／財務局・建設局所管）八王子市ほか３市内 ㈱野口造園

41 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（１の６／財務局・建設局所管）町田市ほか４市内 ㈱東緑化

42 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（３の７／財務局・建設局所管）八王子市ほか３市内 ㈱野口造園

43 委託 平成３１年度　都有地の草刈等委託（２の６／財務局・建設局所管）町田市ほか４市内 ㈱東緑化

44 委託 用地測量（３１災防一２０６－８１上斜面） ㈱小橋　東京支店

45 委託 用地測量（３１災防一２０５－１６上斜面・８下斜面） 三和測量設計㈱

46 委託 用地測量（３１災防一２０４－６４・６５上斜面） ㈱プランニングマップ

47 委託 新宿副都心西口広場等受変電設備点検整備委託 株式会社日本電力サービス

48 委託 用地測量（３１災防一２０４－６８上斜面） 大和測量設計㈱

49 委託 国分寺市橋梁点検業務委託 MKエンジニアリング株式会社

50 委託 用地測量（３１災防一２０４－３３上斜面・３５下斜面） ㈱奈賀里測量設計

51 委託 平成３１年度　東京都八重洲駐車場全面打診調査委託＜都営駐車場営業所＞ ㈱保全工学研究所

52 委託 放射第２号線補足用地測量ほか１箇所（単価契約その２） 双葉航測株式会社

53 委託 道路台帳補正測量（３１都道４５２－湯島）他２件 ㈱協振技建

54 委託 道路台帳補正測量（３１都道３１３－町屋三丁目、他１件） 昭和㈱東京支店

55 委託 道路詳細設計及び電線共同溝修正設計（３１千５７８－多町大通り南外７路線） 宏栄コンサルタント㈱

56 委託 平成３１年度　駐車場被服の作製委託（単価契約） 株式会社タカクラ

57 委託 用地測量（３１災防一２０５－５９上斜面） ㈱測地コンサルタント

58 委託 平成３１年度　交通誘導業務委託（丸ノ内鍛冶橋駐車場）（単価契約） スターリング株式会社

59 委託 「道で咲かせよう東北の花」プロジェクト 植栽の維持管理業務等の委託（平成３１年度） 株式会社松竹園

60 委託 平成３１年度　歌舞伎町観光バス駐車場の交通誘導業務委託 株式会社スターリング



平成31年度契約結果内訳（競争契約）
【契約金額２５０万円以上】

No. 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

61 委託 平成３１年度　駐車場管理業務及び歩行者誘導業務の委託（都庁前駅駐車場） 関東警備保障株式会社

62 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道３１８－柿の木坂一１工区） ㈱クリエート

63 委託 建物等調査及び非木造建物等積算委託（その１）（単価契約）（東村山３・３・８ 他） 東洋技建㈱

64 委託 平成３１年度　八重洲・昭和通り駐車場等の防犯警備業務の委託（単価契約） 東京警備保障株式会社

65 委託 東京都八重洲駐車場地下排水槽清掃委託 ㈱新東美装

66 委託 電線共同溝詳細設計及び試掘調査（３１都道３１８－青井２工区） ジーアンドエスエンジニアリング㈱東京支社

67 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道２９－福島町１～２工区） 三和建設コンサルタンツ㈱東京支店

68 委託 電線共同溝予備設計及び試掘調査（３１都道４９－西保木間） 株式会社中央技術コンサルタンツ

69 委託 平成３１年度　都営駐車場等の清掃委託（都営駐車場及び都営駐車場営業所） 株式会社新東美装

70 委託 電線共同溝予備設計及び試掘調査（３１都道４４５－桐ヶ丘） 株式会社中央技術コンサルタンツ

71 委託 平成３１年度　駐車場施設の清掃等業務委託 アーバン環境管理事業協同組合

72 委託 平成31年度路外時間貸駐車場施設調査の実施及び都内オートバイ駐車場MAP’20の作成 北海道地図㈱東京支店

73 委託 電線共同溝予備設計及び試掘調査（３１都道１５－大沼町） ㈱東光コンサルタンツ　本社事業部

74 委託 電線共同溝予備設計及び試掘調査（３１都道１４-新川） ㈱テクニカルエイト

75 委託 電線共同溝予備設計及び試掘調査（３１都道５８－扇） 通信土木コンサルタント㈱

76 工事 平成３１年度　電気自動車用急速充電器設置工事 加積産業㈱

77 工事 平成３１年度　東京都新京橋駐車場施設改修工事（サイン工事） 多摩標識㈱

78 工事 令和元年度　錦糸町パークタワー監視設備改修工事 ヒビノアークス株式会社

79 工事 平成３１年度　用地管理施設維持工事（単価契約／２３区域内）その２ 天龍造園建設㈱東京支店

80 工事 平成３１年度　施設維持工事（電気）東地区（単価契約） ㈱関東コーワ

81 工事 平成３１年度　施設維持工事（電気）西地区（単価契約） 加積産業株式会社

82 工事 平成３１年度　施設維持工事（看板）（単価契約） 多摩標識㈱

83 工事 事業用地管理施設設置及び維持委託（京王線連続立体交差）（単価契約） ライチ㈱

84 工事 二・五・六建管内における電線共同溝整備事業（公社委託）に係わる道路維持工事（単価契約） 常盤工業㈱東京支店

85 工事 平成３１年度　施設維持工事（建設）東地区（単価契約） 三井住建道路㈱関東支店

86 工事 平成３１年度　施設維持工事（建設）西地区（単価契約） ニューズ産業㈱

87 工事 平成３１年度　用地管理施設維持工事（単価契約／２３区域内） 天龍造園建設㈱東京支店

88 工事 平成３１年度　用地管理施設維持工事（単価契約／多摩区域内） ㈱野口造園

89 工事 「電線共同溝設置工事（３１国立市道北第１号線）」 ㈱興栄

90 工事 小島町歩道橋ほか１橋撤去工事（その２） 株式会社ティーディーイー

91 工事 事業用地管理施設設置及び維持委託（環状第５の１号線他３箇所）（単価契約） ㈱植寿園

92 工事 事業用地管理施設設置及び維持委託（東村山３・３・８号線他２路線）（単価契約） 前田道路㈱東京支店

93 工事 飛田給スタジアム前歩道橋橋面補修工事（その２） ㈱エージーテクノス

94 工事 特例都道４１３号付替えに伴う補償代行工事（１－京王線） ㈱小川建設

95 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３０都道３０６－文花） 大林道路株式会社関東支店

96 工事 木密事業用地管理施設設置及び維持委託Ⅰ(補助第２６号線他２箇所)（単価契約） ニューズ産業㈱

97 工事 木密事業用地管理施設設置及び維持委託Ⅱ（放射第２号線他１箇所）（単価契約） 前田道路㈱東京支店

98 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１都道３１８－江北３工区） ㈱歩土建工業

99 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１都道３１７－大崎） ピュアロード㈱

100 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１都道３１６－東海１工区） (有)東松建設

101 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１都道４７５－東陽Ⅱ） 常盤工業㈱東京支店

102 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１都道３１３－東日暮里） 株式会社千広興業

103 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１都道３０６－大島） ㈱歩土建工業

104 工事 佃大橋（取付部）長寿命化工事（その４） 大木建設㈱東京土木支店

105 工事 電線共同溝設置工事（３１都道１５８－小山町２工区） ㈱最上建工　八王子営業所

106 工事 電線共同溝整備に伴う道路排水管切り回し工事及び試掘調査（３１都道２９－柴崎町３・４工区） 新開工業㈱

107 工事 電線共同溝設置に伴う道路整備工事（３１都道４６１－千住宮元町） 戸田道路株式会社

108 工事 電線共同溝設置工事（３１都道１５８－南大沢１工区） エクシオインフラ㈱

109 工事 電線共同溝設置工事（３１都道１８－本宿町１工区） ㈱しんでん

110 工事 電線共同溝設置工事（３１都道３１８－南馬込） 株式会社ミライト・テクノロジーズ　東京支店

111 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１都道３１８－青井１・３工区） 常盤工業㈱東京支店

112 工事 電線共同溝設置工事（３１都道１８－関戸１工区） ㈱最上建工　八王子営業所

113 工事 交通広場等街路築造工事（１－国分寺駅北口）（その１） 多摩ふるさと建設業協同組合

114 工事 交通広場等街路築造工事（１－国分寺駅北口）（その２） ㈱せきど

115 工事 電線共同溝設置に伴う歩道整備工事（３１－深川２工区）及び（３１－大和橋２工区） 三井住建道路㈱関東支店

116 工事 電線共同溝設置工事（３０都道３１８－南千束３工区） 大林道路・エクシオインフラ建設共同企業体

117 物品その他 「道で咲かせよう東北の花」プロジェクト　園芸資材の提供＜H31春＞ 株式会社カインズ

118 物品その他 放置自転車削減啓発活動支援に係る支援物品（カラーコーン他６点）の作製 川口産業㈱

119 物品その他 平成３１年度　蛍光灯等の購入（道路施設課） 広友物産㈱

120 物品その他 平成３１年度　複写機用紙等の購入（単価契約） コニカミノルタジャパン株式会社



平成31年度契約結果内訳（競争契約）
【契約金額２５０万円以上】

No. 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

121 物品その他 令和元年度　２D作図ソフト及びDocuWorksの購入（みちづくり推進課） ㈱モリイチ

122 物品その他 資産管理ソフトウェアの導入 ㈱大塚商会

123 物品その他 平成３１年度　駐車場に係る損害保険の加入（自動車管理者賠償責任保険他６種） 損害保険ジャパン日本興亜㈱

124 物品その他 一軸圧縮試験機（改良土）の購入 テスコ株式会社

125 物品その他 放置自転車削減啓発活動支援に係る支援物品（シャープペンシル他9点）の作製 ㈱金由

126 物品その他 都庁大型バス駐車場の精算機器類の入れ替え及び機器リース 三菱電機クレジット㈱

127 物品その他 平成３１年度　貸与被服（作業服・巡視服）の購入（単価契約） 株式会社タカクラ

128 物品その他 ノートパソコンのリース（平成３１年度　本社他１７０台） 興銀リース㈱

※ただし、物品購入については契約金額が１６０万円以上



平成31年度契約結果内訳（独占契約）

No. 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 電気利用料金（２２５件） 東京電力（株）

2 電気利用料金（　　３件） 東京ガス㈱

3 水道利用料金（　２２件） 東京都水道局



平成31年度契約結果内訳（緊急契約）
【契約金額２５０万円以上】

No. 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

※ただし、物品購入については契約金額が１６０万円以上

該当なし



平成31年度契約結果内訳（特定契約）
【契約金額２５０万円以上】

No. 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 委託 平成３１年度　車室別満空システムの保守点検等委託（東京都八重洲駐車場他４場） 株式会社ニチゾウテック

2 委託 平成３１年度メールシステムの運用委託（単価契約） 株式会社大塚商会

3 委託 「都営駐車場の指定管理者公募に向けた事業計画素案作成業務」委託 株式会社交通総合研究所

4 委託 平成３１年度　新宿西口広場大型デジタルサイネージ等の保守点検委託 シャープマーケティングジャパン株式会社

5 委託 平成３１年度　新宿駅西口広場大型デジタルサイネージ等に係る鉄道運行情報提供委託 株式会社ＪＲ東日本アイステイションズ

6 委託 平成３１年度　料金計算装置の保守点検委託（東小金井駅前第一・第二駐輪場及び丸ノ内鍛冶橋駐輪場） 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

7 委託 平成３１年度　売上金の回収業務委託（東部営業所) 株式会社アサヒセキュリティ

8 委託 新宿西口地下４号街路光壁に係る行政情報シート制作及びガラス面への掲出委託 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

9 委託 平成３１年度　料金計算装置の保守点検委託（単価契約）（東京仕事センター駐車場 他５場） アマノ株式会社

10 委託 平成３１年度　定期駐車料金集金代行業務の委託（単価契約） SMBCファイナンスサービス株式会社

11 委託 新宿西口地下４号街路光壁に係る行政情報シート制作及びガラス面への掲出委託（東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会） 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

12 委託 大規模改修工事に伴う車室別満空システム設備の撤去＜東京都八重洲駐車場＞ 株式会社ニチゾウテック

13 委託 平成３１年度　給与等に関する計算事務の委託（単価契約） みずほ情報総研株式会社

14 委託 平成３１年度　料金計算機装置の保守点検委託（単価契約）（下落合三丁目駐車場 他１０場） 株式会社アイテック

15 委託 平成３１年度　用地取得に伴う調査業務委託（単価契約） 一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会

16 委託 平成３１年度　三菱プレシジョン製一次処理装置・管理計算機の入替更新および日報システム改修（本社・都営駐車場営業所・東京都日本橋駐車場他３場） 三菱プレシジョン株式会社

17 委託 道路予備修正設計委託（１－東村山３・４・１０ほか１路線） ジーアンドエスエンジニアリング株式会社　東京支社

18 委託 公益財団法人東京都道路整備保全公社６０年史作成の委託 株式会社京王エージェンシー

19 委託 佃大橋（取付）橋台・橋脚基礎工修正設計 株式会社エイト日本技術開発　東京支社

20 委託 平成３１年度　新宿西口広場大型デジタルサイネージ等の配信管理委託 シャープマーケティングジャパン株式会社

21 委託 平成３１年度　駐車場管理業務の一部委託（東京しごとセンター駐車場）（単価契約） 光管財株式会社

22 委託 平成３１年度　公社広報誌『TR-mag.』の作成委託 株式会社京王エージェンシー

23 委託 土地鑑定評価委託（東京都市計画道路事業環状第５の１号線　神宮前Ⅱ期） ①㈱五明不動産鑑定

24 委託 土地鑑定評価委託（東京都市計画道路事業環状第５の１号線　神宮前Ⅱ期） ②㈲共立鑑定所

25 委託 土地鑑定評価委託（東京都市計画道路事業環状第５の１号線　神宮前Ⅱ期） ③㈱日本総合不動産鑑定

26 委託 土地鑑定評価委託（東京都市計画道路事業環状第５の１号線　神宮前Ⅰ期） ①㈱新宿不動産鑑定

27 委託 土地鑑定評価委託（東京都市計画道路事業環状第５の１号線　神宮前Ⅰ期） ②㈲KY不動産鑑定事務所

28 委託 土地鑑定評価委託（東京都市計画道路事業環状第５の１号線　神宮前Ⅰ期） ③㈱日本総合不動産鑑定

29 委託 平成３１年度　s-parkシステム保守作業委託 株式会社ゴーガ

30 委託 ネットワークサーバのリプレイスに伴う機器調達及び設計・構築作業の委託 株式会社アールワークス

31 委託 平成３１年度　本社事務所の清掃委託
（小田急第一生命ビル２０階、１７階、及び６階） 小田急不動産株式会社

32 委託 道路溝詳細設計及び路床土調査（３１国立３・４・１０－南工区②） ジーアンドエスエンジニアリング株式会社　東京支社

33 委託 平成３１年度　料金計算機装置等の保守点検委託（八重洲・昭和通り駐車場及び板橋四ツ又駐車場） 三菱プレシジョン株式会社

34 委託 電線共同溝詳細設計（３１国道４１１－秋川１工区） ジーアンドエスエンジニアリング株式会社　東京支社

35 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道１８－本宿町３工区） 株式会社新日本コンサルタント　東京本社

36 委託 平成３１年度　公共嘱託登記に係る権利官益調査及び測量業務等の委託（財務局所管／単価契約） 一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会

37 委託 平成３１年度　公共嘱託登記に係る権利官益調査及び測量業務等の委託（建設局所管／単価契約） 一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会

38 委託 平成３１年度 公社ＷＡＮの保守作業委託 株式会社アールワークス

39 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道３１８－大森東１工区） 株式会社中央技術コンサルタンツ

40 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道３１８－羽根木１工区） 株式会社近代設計　東京支社

41 委託 平成３１年度　新宿駅西口広場コインロッカーに係る管理業務委託 株式会社小田急ビルサービス

42 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道２９－熊川１工区） フクシコンサルタント株式会社

43 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道３－大蔵町） 株式会社近代設計　東京支社

44 委託 電線共同溝詳細設計委託（３１都道２９－柴崎町３工区） ㈱中央技術コンサルタンツ

45 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道１５８－南大沢３工区） 株式会社新日本コンサルタント　東京本社

46 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道２９－福生２工区） 株式会社セリオス東京支店

47 委託 電線共同溝詳細設計（３１都道５－新町３工区） 株式会社東光コンサルタンツ　本社事業部

48 委託 国分寺駅北口交通広場等補足設計（その３） 株式会社千代田コンサルタント首都圏営業部

49 委託 平成３１年度 定期健康診断及び新規採用職員の健康診断の委託（単価契約） 医療法人社団　同友会

50 委託 平成31年度　西新宿第四駐車場の警備業務の委託 株式会社エグゼクティブプロテクション

51 委託 「夢のみち」事業２０１９実施に伴う企画運営作業の委託 株式会社京王エージェンシー

52 委託 平成３１年度　料金計算装置の保守点検委託（都議会議事堂駐車場 他１１３場）（単価契約） 三菱プレシジョン株式会社

53 工事 東京都新京橋駐車場の再開場に伴う精算機器類の復旧工事 三菱プレシジョン株式会社

54 工事 平成３１年度　東京都新京橋駐車場通信設備工事 三光設備株式会社

55 工事 東京都八重洲駐車場の閉場に伴う精算機器類の撤去 三菱プレシジョン株式会社

56 工事 平成３１年度 船堀橋西駐車場内建物の空調機取替工事 株式会社シミズ・ビルライフケア

57 工事 平成３１年度　満空システム機器及び満空カメラ更新工事＜東京都新京橋駐車場＞ 株式会社ニチゾウテック

58 工事 電線共同溝整備工事（区道第８７０号 都道取付部） 桐井電設工業株式会社

59 工事 平成３１年度　駐車場管制機器（精算機等）工事（単価契約） 三菱プレシジョン株式会社

60 物品その他 平成３１年度 アスファルト抽出溶剤の購入（単価契約） ウィルヴィー株式会社

61 物品その他 平成３１年度　駐車場の賃借料 独立行政法人都市再生機構

62 物品その他 建設局土木設計積算システム機器装置等の賃貸借（みちづくり推進課本社及び多摩南部地中化工事事務所） 富士通リース株式会社

63 物品その他 平成３１年度　複合機の保守及び消耗品の供給（富士ゼロックスDocuCentreⅤ１台、ApeosPortⅥ２台 本社・単価契約） 富士ゼロックス株式会社

64 物品その他 平成３１年度　複合機の保守及び消耗品の供給（CANON iR-ADVC5560他５台　本社、多摩支所・単価契約） キヤノンマーケティングジャパン株式会社

65 物品その他 平成３１年度　駐車場管理消耗品の作製及び購入（単価契約）新橋三丁目オートバイ専用駐車場　外６場 アマノ株式会社

66 物品その他 平成３１年度　駐車場管理消耗品の購入（単価契約）（八重洲・昭和通り駐車場及び板橋四ツ又駐車場） 株式会社富士ダイナミクス

67 物品その他 コインロッカーの設置（新宿駅西口広場） 株式会社アルファロッカーシステム

68 物品その他 平成３１年度　駐車場管理消耗品の作製及び購入（単価契約）丸ノ内鍛冶橋駐車場外１１４場 株式会社富士ダイナミクス

69 物品その他 平成３１年度　食事補助券の購入（単価契約） 株式会社エデンレッドジャパン

※ただし、物品購入については契約金額が１６０万円以上



平成31年度　東京都管理職OB及び公社管理職OBの再就職者数
【特定契約のうち契約金額が１億円以上】

No. 種別 契約件名 契約相手方 東京都管理職OB 公社管理職OB

該当なし


