
（様式１－１）

うち公益事業 うち収益事業
当期経常増減額 26,604 27,651 5,200

経常収益 297,191 242,568 42,724

179,182 143,048 36,134

105,467 87,210 6,590

270,587 214,917 37,523
252,440 214,917 37,523

うち人件費 115,549 88,914 26,635
18,147 - -

# うち管理費 18,147 - -
当期経常外増減額 -301 0 0

0 0 0
-301 0 0

1,342 0 1,272
24,961 28,902 -323 

0 0 0

329,023 71,234 10,854
当期増加額 306,482 248,290 43,828

105,467 87,210 6,590

当期減少額 272,230 214,917 43,046
363,274 104,607 11,636

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
特定 委託 （株）博報堂 16,104,000
特定 委託 ノムラテクノ㈱ 874,500
特定 委託 ㈱大晃 1,665,400
特定 委託 昭和リース㈱ 1,446,720
特定 委託 日立キャピタル㈱ 1,066,560
特定 委託 ㈱クレアコーポレイション 1,925,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 1,617,000
特定 委託 ㈱図書館流通センター 805,088
特定 委託 ㈱図書館流通センター 827,449
特定 委託 ノムラメディアス㈱ 902,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 3,190,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 1,892,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 961,153
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 1,892,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 1,188,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 902,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 2,574,000
特定 委託 一般社団法人障害攻略課 1,892,000
特定 委託 株式会社ブックマーク 288,200
特定 委託 株式会社シー・エム・エス 2,748,900
特定 委託 株式会社オーイーシー 730,400
特定 委託 株式会社オーイーシー 880,000
特定 委託 株式会社オーイーシー 473,000
特定 委託 株式会社オーイーシー 1,557,600
特定 委託 医療社団法人こころとからだの元氣プラザ 55,000
特定 委託 医療社団法人こころとからだの元氣プラザ 55,000
特定 委託 医療社団法人こころとからだの元氣プラザ 13,750
競争 委託 ㈱ラドフィック 3,478,940
競争 委託 ㈱コトノネ生活 2,418,900
競争 委託 福泉㈱ 4,252,336
競争 委託 ㈱アヴァンティスタッフ 24,901,568

件数 金額

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト」ワークショップ等実施に係る企画提案業務委託

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト2」第2回ワークショップの動画制作業務委託

（令和３年度）東京都人権プラザ展示施設保守点検業務委託

（令和３年度）東京都人権プラザ広告掲出（都営地下鉄）

図書資料室警報装置の賃借及び保守

複写機及び複合機の賃貸借契約

ウェルカムトイレの製作委託

令和３年度事務室機器OA機器の運用保守委託について

雇入時健康診断

コマッチングウォール外１点の制作委託

令和３年度第２回図書選定委員会承認資料（書籍）の購入

令和３年度第３回図書選定委員会承認資料（書籍）の購入

東京都人権プラザキヅキタウンのタブレットのバッテリー交換
体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト２」第２回・第3回ワークショップの運営等業務委託

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト」第３回ワークショップの運営等業務委託

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト」に係るプロジェクトプロデュース業務委託

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト」完成イベントの運営等業務委託

雇入時健康診断

令和３年度人権啓発ポスターの掲出（交通広告）

令和３年度人権啓発ポスターの制作

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト2」第1回ワークショップの運営等業務委託

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト」第2回ワークショップの運営等業務委託

情報誌「ＴＯＫＹＯ人権」の発行に係る編集・印刷

東京都人権プラザ展示室企画展第3期に係る展示の製作
Zoom年間契約

相談員室サーバー設置

令和３年度セキュリティソフトウェア更新

3
4
5
6
7

2

16
17

8
9
10
11
12
13

契約件名
（令和３年度）人権啓発ラジオ番組の放送

ホームページリニューアル業務委託

労働者派遣委託

14

うち 都からの委託料

項目

公益財団法人東京都人権啓発センター運営事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
東京都人権プラザの管理運営に関する基本協定

収支

団体　計

【都との特命随意契約等の概要】
東京都人権プラザの管理運営を行う。

同和問題をはじめとする人権問題の解決に資するため、人権に関する教育・啓発及び人権の擁護等の事業を実施
し、都民の人権意識の高揚を図ることを目的としている。主な事業は公益、収益に関する事業である。また、東京都
人権プラザの運営を適切に行う。

令和３年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人〕

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

　公益財団法人東京都人権啓発センターは、同和問題をはじめとする人権問題の解決に資するため、人権に関す
る教育・啓発等の事業を実施する。

【本事業に含まれる都からの補助金等】
公益財団法人東京都人権啓発センター運営費補助金

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

30

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〕

28
29

26
27

23

No.

24
25

15

1

法人税等（再掲）

22

経常外収益
経常外費用

経常費用
事業費

うち 都からの補助金等

管理費

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

18
19
20
21

雇入時健康診断

31



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 （株）博報堂 16,104,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定
一般社団法人障
害攻略課

3,190,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定
一般社団法人障
害攻略課

2,574,000

契約件名

人権啓発ラジオ番組の放送

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.

1

特命理由

　番組放送者であるＴＢＳラジオはＡＭ在京キー局として信頼性の高い放送内容を堅持しており、かつ番組製作にあたっては、同局報道セクションが中心
となって、取材・編集・放送を実施してきている。番組展開に関しては、ワイド番組の中のコーナーとして、毎週生放送の形式で実施しており、告知挿入等
を含めて構成上のフレキシビリティが高い。また、放送内容に関しても、事業の実施目的及び企画意図を十分に理解しており、東京都の人権課題に準拠
したテーマ選定と、公正性や話題性の確保など、普及・啓発に関する様々な工夫が図られている。

　以上を勘案して、令和３年度のマスメディア事業の展開にあたり、当該番組枠の確保及び、放送の継続を図ることが妥当であると考えられる。ＴＢＳラジ
オの当該番組枠に関わるスポンサー調整は（株）博報堂が代行しており、当該番組のスポンサーとなるためには（株）博報堂との契約締結が必要である。

No. 契約件名

「インクルーシブシティ東京」の実現に向けた体験・交流型の新たな事業として、障害当事者を起点とする「発明」に主眼を置いた「発明プロジェクト」を実
施し、新たな視点である「発明」をキーワードに、多様な人々が共生していくためには何が必要かを考える機会を提供することを目的とする。
本事業は、既に第１弾のテーマを「もっと人権プラザに来たくなる！多様な人々が利用できる施設づくり」として、障害当事者のニーズに基づき、障害が
あっても安心して使える、誰にでも開かれている『ウェルカムトイレ』や、課題解決に向けて企業や団体とマッチングできる仕組みとしての『コマッチング
ウォール（Co-matching Wall）』を発明し、人権プラザが「当事者のニーズが集まり、人権理解や啓発につながる発明が継続的に生まれる場所」となる環境
を整備した。
第２弾となる「発明プロジェクト２」は子供たちを対象とし、障害の有無に関わらず誰もが楽しめる新たなスポーツなどのアクティビティを発明することを通じ
て、障害当事者の課題を『自分事』にできる仕掛けづくりを目指しそのプロセスを動画で公開するとともに、完成したスポーツを人権プラザで展示・体験し
たり、都内の学校で子供たちに対して実施する人権学習会等で実施したりすることにより、誰もが楽しみながら共生社会を考え、学ぶツールとして、広く波
及させていく。
本件は、上記「発明プロジェクト２」の第２回・第３回ワークショップの実施運営及び映像記録等の業務を委託するものである。第２回・第３回のワークショッ
プでは、令和３年12月15日に実施した第１回ワークショップで議論した発明の方向性（テーマとする障害の特性）を踏まえて実施する。
第２回ワークショップは発明するアクティビティの具体的な内容やルール等の詳細を検討し、必要に応じて試作品の制作や実際の体験、実証実験等を行
う。また、多様な障害特性に対応し、可能な限り多くの当事者が楽しめるよう複数のアクティビティを開発するため、２チームに分かれて実施する。
第３回ワークショップは各チームが第２回のワークショップで検討したアクティビティについて発表し、参加者全員で共有する。発表後、両チームの改善点
等を議論し、完成に向けてのブラッシュアップを行う。

東京都人権プラザは、障害当事者の具体的なニーズに基づき開発されたものを展示し、それらの展示物を活用したイベント開催等により、新しい発明を
生み出すプロジェクトの実施を見据え、令和２年12月に展示替えを行った。体験・交流型の新たな事業は、現在の東京都人権プラザの特別展示を起点
に実施するものである。
“「社会障害を攻略」する。”をコンセプトに発足した一般社団法人障害攻略課は、バリアフリー環境の前に立ちはだかる段差や差別意識といった、社会
に潜む障害を攻略するため、誰もが使いやすい・着やすい服などの商品開発や誰もが楽しめるスポーツの企画プロデュースを行うなど、社会障害の攻略
に豊富な経験や実績を有した法人であるとともに、現在の人権プラザ特別展示の企画・提案及び前回の発明プロジェクトの企画・提案・運営を行った法
人である。
本契約は、既に実施した第１回ワークショップの内容に基づき、同ワークショップの趣旨・目的を踏まえ、同一のコンセプトを維持した上で履行する必要が
ある。このため、本契約を履行することが出来る業者としては、特別展示の企画・提案、前回の発明プロジェクト及び今回の発明プロジェクト２第１回ワーク
ショップの運営業務等委託の契約実績を有する一般社団法人障害攻略課が唯一無二の法人である。以上のことから、この業務を委託できる業者は同法
人以外には存在しないため、同法人と特命随意契約を行うものとする。

11

特命理由

体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト２」第2回・第3
回ワークショップの運営等業務委託

No. 契約件名

17
体験・交流型の新たな事業「発明プロジェクト2」第1回ワーク
ショップの運営等業務委託

特命理由

「インクルーシブシティ東京」の実現に向けた体験・交流型の新たな事業として、障害当事者を起点とする「発明」に主眼を置いた「発明プロジェクト」を実
施し、新たな視点である「発明」をキーワードに、多様な人々が共生していくためには何が必要かを考える機会を提供することを目的とする。
本事業は、既に第1弾のテーマを「もっと人権プラザに来たくなる！多様な人々が利用できる施設づくり」として、障害当事者のニーズに基づき、障害が
あっても安心して使える、誰にでも開かれている『ウェルカムトイレ』や、課題解決に向けて企業や団体とマッチングできる仕組みとしての『コマッチング
ウォール（Co-matching Wall）』を発明し、人権プラザが「当事者のニーズが集まり、人権理解や啓発につながる発明が継続的に生まれる場所」となる環境
を整備した。
第２弾となる「発明プロジェクト２」は子供たちを対象とし、障害の有無に関わらず誰もが楽しめる新たなスポーツなどのアクティビティを発明することを通じ
て、障害当事者の課題を『自分事』にできる仕掛けづくりを目指しそのプロセスを動画で公開するとともに、完成したスポーツを人権プラザで展示・体験し
たり、都内の学校で子供たちに対して実施する人権学習会等で実施したりすることにより、誰もが楽しみながら共生社会を考え、学ぶツールとして、広く波
及させていく。
本件は、上記「発明プロジェクト２」の第１回ワークショップの実施運営及び映像制作等の業務を委託するものである。

東京都人権プラザは、障害当事者の具体的なニーズに基づき開発されたものを展示し、それらの展示物を活用したイベント開催等により、新しい発明を
生み出すプロジェクトの実施を見据え、令和２年12月に展示替えを行った。体験・交流型の新たな事業は、現在の東京都人権プラザの特別展示を起点
に実施するものである。
“「社会障害を攻略」する。”をコンセプトに発足した一般社団法人障害攻略課は、バリアフリー環境の前に立ちはだかる段差や差別意識といった、社会
に潜む障害を攻略するため、誰もが使いやすい・着やすい服などの商品開発や誰もが楽しめるスポーツの企画プロデュースを行うなど、社会障害の攻略
に豊富な経験や実績を有しており、現在の人権プラザ特別展示の企画・提案を行った法人である。
本事業の主旨・目的を踏まえ、より効果的にイベントを実施・運営し、既に実施済みのプロジェクトと同一のコンセプトで発明プロジェクト２を完成させるに
は、特別展示を企画・提案し、かつ前回の発明プロジェクトの運営業務等を委託した一般社団法人障害攻略課の協力が必要不可欠かつ最適であること
から、この業務を委託できる業者は同法人以外には存在しないため、同法人と特命随意契約を行うものとする。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定
株式会社シー・エ
ム・エス

2,748,900

※　記載事項を満たせば任意様式の使用可

特命理由

本展示は令和２年度東京都人権プラザ展示室企画展第２期として実施した池田宏写真展「現代アイヌの肖像」※の内容に、新作（１～２点程度）を加え
て、再度実施するものである。
※　会期は令和２年12月18日から令和３年５月26日までであったところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、令和２年12月24日以
降は東京都人権プラザが臨時休館となったため、観覧が不可となった。

令和２年度の企画展は、池田宏氏の写真集『AINU』に掲載された写真を中心に、写真と被写体に対する池田宏氏によるインタビュー記事のパネルを組
み合わせたオリジナルの内容であり、その展示設計は同企画展のために新たに設計されたものであった。展示作品の提供者である写真家・池田宏氏
は、再度の実施にあたってもその展示コンセプトは同一とし、展示チラシのデザイン及び展示設計（配置等）について、前回を踏襲することを希望してい
る。
また、令和２年度の企画展には、会期中の開館日が５日間という短期間にも関わらず、159名の観覧者があった。また、休館期間中に再開に関する問い
合わせが多数あり、都民の同企画展に対する関心の高さが窺われた。そのため令和３年度の企画展実施にあたっても同一のコンセプト及びデザイン等
で実施することが最も効果的であると判断した。
加えて、企画展付帯事業である図録とオンラインコンテンツの作成も同一のコンセプトで実施することが適当であると考えられる。
従って、以上の条件を満たす製作業務委託を行う必要がある。
なお、前回、展示チラシのデザイン業務及び展示設計（配置等）業務を含む展示製作業務を委託した上記業者は適正かつ的確に業務を実施したと認め
られる。
以上のことから、この業務を委託できる業者は上記業者以外に存在しないため、同業者と特命随意契約を行うものとする。

No. 契約件名

20 東京都人権プラザ展示室企画展第3期に係る展示の製作


