
Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）

No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

1 258 特定契約 委託 香港フィルマート2019出展に係る出展業務委託契約 公益財団法人　ユニジャパン 2,566,080
公益財団法人ユニジャパン・JETROによる「ジャパンブース」での出展を行うにあたっては、運営事務局
である当該財団法人との委託契約を行う必要があるため。

2 259 特定契約 委託 令和元年度東京観光財団コーポレートサイトのシステム改修等業務委託契約 株式会社電通パブリックリレーションズ 2,678,638
株式会社電通パブリックリレーションズは東京観光財団コーポレートサイトの構築・運営管理業務を受
託しており、同サイト内の構造及びCMSの内容を熟知している為、適切なシステム改修を行うことが可
能であるため。

3 260 特定契約 工事
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に
係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷設工事③

東日本電信電話株式会社 2,681,579
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）は、歩道上に設置しており、使用するネットワーク回線イ
ンフラは東日本電信電話株式会社のみ提供しているものである。同社はこれまでも回線敷設工事の施
工実績があり、安定的な稼働を実現するためには、同社が継続して施工をする必要があるため。

4 261 特定契約 委託 平成31年度　メール接続に関する契約 日本マイクロソフト株式会社 2,687,256
メール配信について日本マイクロソフト株式会社と契約しているところであるが、強固なセキュリティ・大
容量のメールボックス・価格・高い稼働保障・充実したサポート体制等の理由により、引き続き同社との
契約を継続する。

5 262 特定契約 委託 「カンヌ・フィルム・マーケット」出展に係る出展業務委託 公益財団法人ユニジャパン 2,728,000
平成31年度フィルムコミッション事業においてカンヌ・フィルム・マーケットのジャパンブースに出展する
にあたり、運営事務局である公益財団法人ユニジャパンへの出展申込みが必須であるため、当該事
業者と契約する。

6 263 特定契約 委託 平成31年度屋内型観光案内デジタルサイネージ端末の保管・配送業務委託 株式会社HMKロジサービス 2,970,000
株式会社HMKロジサービスは、平成29年度に価格競争入札にて落札し、平成30年度も評価審査会を
経て契約継続した。平成31年度についても、評価審査会を実施し、審査の結果、同社が同業務委託契
約契約継続に資する評価を得たため、契約を締結し、適切な保管及び配送を行う。

7 264 特定契約 委託 平成31年度給与計算業務委託契約 株式会社MDS 3,099,300

給与計算は社会保険手続、マイナンバー収集管理、労働保険手続と一体で手続を進める必要があ
る。　①社会保険業務委託　②マイナンバーサービス業務委託　③労働保険業務委託は社会保労務
士東京労務及び同法人の関係団体に委託しており、同法人が出資する株式会社MDSが社会保険等
手続と給与計算業務を一体的に行える唯一の団体であるため、給与計算業務については同社と契約
する。

8 265 特定契約 委託 令和元年度労働者派遣（総務事務補助）（単価契約）に係る労働者派遣契約 アデコ株式会社 3,314,388
経理業務が増え、7月以降も派遣労働者が必要になった。現派遣社員は、すでに1年以上経理事務に
携わっており、的確に業務を遂行していることから、現派遣労働者の派遣元との契約を継続するため
特定契約とする。

9 266 特定契約 委託 監査契約（令和元年度） 網谷公認会計士事務所 3,387,000
網谷公認会計士事務所公認会計士は、平成28年度第3回評議員会にて選任された会計監査人である
ため、引き続き特定契約を締結する。

10 267 特定契約 委託 平成31年度　年間システム保守及びハードウェア保守サポート契約 有限会社エクティエルシステム 3,735,720
 本契約の対象となるハードウエア（サーバー、ノートPC等）、ネットワーク、ウィルス対策、会計システム
等はいずれも有限会社エクティエルシステムを通じて導入、あるいは同社が構築したものであり、シス
テム環境を熟知する唯一の会社であるため、本業務を同社に委託する。

11 268 特定契約 委託
欧米豪市場からの外国人旅行者誘致及び東京から
沖縄への広域周遊の促進業務契約

株式会社AAB 4,000,000
本事業は内閣府沖縄総合事務局、沖縄観光コンベンションビューロー、東京観光財団の合計３団体で
行うプロモーション事業であり、沖縄総合事務局の企画競争公示により委託先として決定した事業者と
契約する必要があるため、株式会社AABと特定契約を締結する。

12 269 特定契約 委託 情報セキュリティ対応体制の構築業務委託契約 三井物産セキュアディレクション株式会社 4,019,400

三井物産セキュアディレクション株式会社は、平成30年度から都CSIRTへのアドバイザリー業務の受託
者として、都のサイバーセキュリティポリシー・インシデント対応ハンドブックの作成、政策連携団体管理
体制強化支援等を担当しており、都のインシデント対応への準拠、政策連携団体として求められる都
への報告タイミング・内容を踏まえた対応体制の提案が可能である。
また同社は、当財団のサイバーセキュリティ相談顧問契約先であり、WEBサイトのセキュリティレベル
やインシデント発生時の初動へのアドバイス等を担当している。サイバーセキュリティ対策においては、
サイトごとに求められるセキュリティレベルやインシデント発生時の対応策についてあるべき姿が１通り
ではないことから、セキュリティ対応体制構築を行う業者と体制に基づいて初動等に関するアドバイス
を行う業者が異なると、考え方の違いによる不都合が生じる可能性があり、一貫性を保持するために
同社と契約する。

13 270 特定契約 工事
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係る
ネットワーク回線（フレッツ光）の敷設工事①

東日本電信電話株式会社 4,113,889
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）は、歩道上に設置しており、使用するネットワーク回線イ
ンフラは東日本電信電話株式会社のみ提供しているものである。同社はこれまでも回線敷設工事の施
工実績があり、安定的な稼働を実現するためには、同社が継続して施工をする必要がある。

14 271 特定契約 委託 平成31年度労働者派遣（MICE情報発信等事務補助）に係る契約（3年目） 株式会社シグマスタッフ 4,159,159
コンベンション事業部における業務が増え、4月以降も派遣労働者が必要になった。現派遣社員は、こ
れまでも的確に業務を遂行していることから、現派遣労働者の派遣元との契約を継続するため特定契
約とする。
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15 272 特定契約 委託 平成31年度SNSアカウント(タイ語によるFacebook)運営業務委託 株式会社Relation 4,285,202

株式会社Relationは、平成28年度に企画審査会により採択され、当該言語のSNSアカウントの運営を
担当してきた事業者であり、現地市場のソーシャルメディアの利用トレンドや訪日旅行動向に精通して
いるほか、自社タイオフィスとの連携体制を活かし、Facebook上で効果的かつ効率的に情報発信でき
るノウハウ・実施体制を有している。東京の観光資源や魅力をネイティブ目線で発信し、各市場の特性
に応じた安定的なSNSの運用を行うためには、引き続き同社に業務委託することが効率的であるた
め。
また、評価審査会の結果、契約継続に資するという評価を得ているため。

16 273 特定契約 委託
平成31年度労働者派遣（観光情報事務補助）
（単価契約）に係る労働者派遣契約

アデコ株式会社 4,291,549
観光情報業務が増え、4月以降も派遣労働者が必要になった。現派遣社員は、観光情報事務に5ヵ月
間携わっており、的確に業務を遂行していることから、現派遣労働者の派遣元との契約を継続するた
め特定契約とする。

17 274 特定契約 委託 平成31年度 BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（北米）委託 New Solution Holdings Pty. Ltd. 4,300,000
評価審査会の結果、特に訪問営業事業において、財団担当者と密に連絡を取り、現地での財団との共
同プロモーション活動に貢献したことが評価されたほか、同業務委託継続に資する評価を得たため、
New Solution Holdings Pty. Ltd. (Gaining Edge) と契約する。

18 275 特定契約 委託 ABTA2019 Travel Convention国内イベントパートナー契約締結 ABTA2019 Travel Convention実行委員会 4,320,000
平成31年度「ビッグイベントを活用した観光PR」の国際会議等を活用したPRについて、対象の国際会
議等は東京都からの通知により、ABTA2019 Travel Conventionに決定している。そのため、イベント主
催者であるABTA2019 Travel Convention実行委員会と特定契約を締結する。

19 276 特定契約 委託
観光経営力強化事業（令和元年度第１回支援決定事業）に係る
経営アドバイザー業務委託（複数単価契約）

一般社団法人東京都中小企業診断士協会 4,358,200

本委託の実施に当たっては、知識や経験に加え、質・量ともに確実・効率的に事業執行できる体制の
確保が不可欠である。一般社団法人東京都中小企業診断士協会は、当該業務に必要な経営支援能
力を有する中小企業診断士を、公平な立場で迅速に人選し、派遣を実施できる唯一の機関であるた
め。

20 277 特定契約 委託 平成30年度労働者派遣（総務事務補助）（単価契約）に係る労働者派遣契約 アデコ株式会社 4,495,176
経理業務が増え、7月以降も派遣労働者が必要になった。現派遣社員は、すでに1年以上、経理事務
に携わっており、的確に業務を遂行していることから現派遣労働者の派遣元との契約を継続するため
特定契約とする。

21 278 特定契約 委託
観光経営力強化事業（令和元年度第２回支援決定事業）に係る
経営アドバイザー業務委託（複数単価契約）

一般社団法人東京都中小企業診断士協会 4,507,800

本委託の実施に当たっては、知識や経験に加え、質・量ともに確実・効率的に事業執行できる体制の
確保が不可欠である。一般社団法人東京都中小企業診断士協会は、当該業務に必要な経営支援能
力を有する中小企業診断士を、公平な立場で迅速に人選し、派遣を実施できる唯一の機関であるた
め。

22 279 特定契約 委託 平成31年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の通信契約 東日本電信電話株式会社 4,524,000

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の通信については、平成28年度より東日本電信電話株
式会社と契約を締結している。デジタルサイネージは歩道上に設置しており、設置場所の地域に即した
情報配信を行っている。本観光案内標識は通信ネットワークを使用して、リアルタイム操作及び情報の
取得が可能で、かつLアラート情報を表示する機能を有しているため、災害時にも安定的に通信を行う
必要がある。同社はこの状況を維持し、通信回線サービスを提供することができる唯一の業者である
ため。

23 280 特定契約 委託 東京ロケーションボックスオフィシャルサイトの管理・運営等の委託 株式会社インフォネット 4,576,000

本業務委託の内容は、サーバーの借り上げ、セキュリティ対策等、ウェブサイトの維持に関わる専門的
業務であり、その運営を他社に委託した場合には、高額のサーバー移行費が発生するうえ、サーバー
移設に伴う不具合等に対応するためにさらなる費用が生じるリスクも高いため、株式会社インフォネット
と引き続き特定契約を締結する。

24 281 特定契約 委託
令和元年度東京都MICE情報発信の展開事業海外メディア招聘
（MICEメディアファムトリップ）に係る広告出稿のための媒体申込

株式会社パシフィックビジネス　 4,670,100
株式会社パシフィックビジネスは、本年度事業計画によりMICEメディアファムにおける広告出稿が決定
したTTGmice、M&ITの唯一の広告業務日本代表窓口企業であるため。

25 282 特定契約 委託
地域資源発掘型実証プログラム「外国人誘客事業
「インバウンド向け日本文化体験プログラム開発」」実施委託契約

松竹株式会社 4,702,500

以下の理由により松竹株式会社と特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源発掘による特産品の開発やイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的か
つ継続的な取組が行えることを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域資
源の観光利用としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において高評価
を得た企画案である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を協同で行う旨、次年度以降も継続的に
本事業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は当事業内容の核ともなる「日本文化」について様々な実績を有し、インバウンド向けの企画・運
営にも精通している。また実施地域である中央区に本社を有し、当事業以外でも多くの地域住民参加
型イベントの企画・運営を行っている実績から、地域と一体となり継続的な地域支援が可能な事業者と
して最適である。
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26 283 特定契約 委託 Connections Tokyo 2020の開催に伴うホストホテルの業務委託 アンダーズ東京 4,773,750
Conections Luxury (Connections Tokyo 2020)を東京で開催するにあたり、当該イベント主催者である
Connectionsがイベントの趣旨等に合ったホストホテルを厳選し指定したホテルとの契約が求められる
ため、Connectionsから指定を受けたアンダーズ東京と特定契約にて契約する。

27 284 特定契約 委託 地域資源発掘型実証プログラム「新紙幣の顔CHANGE　諭吉→栄一」実施委託 株式会社　KITABA 4,890,000

以下の理由により、株式会社KITABAと特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源の発掘によるイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的かつ継続的な取
組が行えることを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域資源の観光利用
としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において高評価を得た企画案
である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を協同で行う旨、次年度以降も継続的に
本事業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は北区の観光に精通した、まちづくり事業者であり、区内においてさまざまな事業経験を持つ。地
域資源実証プログラム事業の本旨である地域における自主的・継続的取組を支援する事業者としては
最適である。

28 285 特定契約 委託 平成31年度BUSINESS EVENTS TOKYOウェブサイト管理運営業務委託 株式会社インクルード 4,900,000
当ウェブサイトの管理運営業務に必要とされるシステム・サーバーの保守能力、SEO対策のノウハウと
いったウェブ関連の知見と、英語ネイティブ人材を採用しているほか、評価審査会の結果契約継続に
資するという評価を得たため、株式会社インクルードと契約を締結する。

29 286 特定契約 委託
令和元年度 欧米豪を中心とした富裕層向け旅行エージェント招聘
FAMトリップの企画運営業務委託

リージェンシー・グループ株式会社 5,160,057

本事業の実施にあたっては、当該コンソーシアム（Traveller Made）に加盟するDMCを旅行手配業者と
して選定する必要がある。現在、Traveller Madeに加盟する日本のDMC2社のうち1社京都の事業者、
もう1社は都内事業者であるリージェンシー・グループ株式会社である。本事業を企画運営する上で、
旅行手配業者との綿密な連絡・調整が必要となり、遠隔地の事業者とは密な連携が困難なため、リー
ジェンシー・グループ株式会社と契約する。

30 287 特定契約 委託
平成31年度(2019年度)簡体字SNSアカウント
(Weibo／新浪微博・WeChat／微信)運営業務委託

株式会社クロスシー 5,320,600

株式会社クロスシーは、企画審査会により採択され、平成29年度より中国語簡体字のSNSアカウント
の運営を担当してきた事業者であり、現地市場のソーシャルメディアの利用トレンドや訪日旅行動向に
精通しているほか、自社北京オフィスとの連携体制を活かし、中国独自のSNSであるWeibo及びWeChat
上で効果的かつ効率的に情報発信できるノウハウ・実施体制を有している。東京の観光資源や魅力を
ネイティブ目線で発信し、各市場の特性に応じた安定的なSNS運用を行うためには、引き続き同社に業
務委託することが効率的であるため。
また、評価審査会の結果、契約継続に資するという評価を得ているため。

31 288 特定契約 委託
地域資源発掘型実証プログラム
「コガアニ戦略推進拠点整備プロジェクト」実施委託

株式会社サプラニア 5,545,437

以下の理由により、株式会社サプラニアと特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源の発掘による特産品の開発やイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的
かつ継続的な取組が行えることを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域
資源の観光利用としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において審査
し、高評価を得た企画案である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を協同で行う旨、次年度以降も継続的に
本事業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は地域の特性を活かしたまち歩きイベント等の周遊性を持たせたアニメコンテンツと地域自治体と
のコラボ事例を多数有しており、当該実施エリアでの実施経験も持っている。また事業所自体も同実施
エリア近傍に位置しており、このエリアに対する理解も深く、地域資源実証プログラム事業の本旨であ
る地域における自主的・継続的取組を支援する事業者としては最適である。

32 289 特定契約 委託
地域資源発掘型実証プログラム「岩蔵温泉ルーラルツーリズム・プロジェクト
～多様な主体による滞在型観光地づくり～」実施委託

まちづくりラボ・サルベージ株式会社 5,545,455

以下の理由により、まちづくりラボ・サルベージ株式会社と特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源の発掘による特産品の開発やイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的
かつ継続的な取組が行えることを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域
資源の観光利用としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において高評
価を得た企画案である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を協同で行う旨、次年度以降も継続的に
本事業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は青梅市の観光に精通した、まちづくり事業者であり、西多摩地区においてさまざまな事業経験を
持つ。地域資源発掘型実証プログラムにおいても吉野梅郷および青梅宿での実績を有している。ま
た、岩蔵温泉を含む青梅東部地域観光活性化計画（平成29年2月）の策定業務にも関わっていること
から地域資源実証プログラム事業の本旨である地域における自主的・継続的取組を支援する事業者と
しては最適である。
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Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）

No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

33 290 特定契約 委託 平成31年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の電気供給契約 東京電力エナジーパートナー株式会社 5,916,000

東京電力エナジーパートナー株式会社は平成28年度より現状の高機能型観光案内標識（デジタルサ
イネージ）25基の電力引込工事から電力供給に至るまでを安定的に実施している。また本機はLアラー
ト情報を表示する機能を有し、災害時にも安定して電力が供給される必要がある。同社はこの状況を
維持することができる唯一の業者である。

34 291 特定契約 委託
地域資源発掘型実証プログラム「村民協働による持続可能な特産品づくり
～山村の食文化を活かしたひのはらスイーツ開発～」実施委託

まちづくり・ラボ・サルベージ株式会社 6,000,000

以下の理由により、まちづくりラボ・サルベージ株式会社と特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源の発掘による特産品の開発やイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的
かつ継続的な取組が行えることを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域
資源の観光利用としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において審査
し、高評価を得た企画案である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を協同で行う旨、次年度以降も継続的に
本事業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は地域特性を活かした特産品の開発等の実績及び事例を有しており、当該実施エリアでの実施
経験も複数持っていることから、このエリアに対する理解も深く、地域資源実証プログラム事業の本旨
である地域における自主的・継続的取組を支援する事業者としては最適である。

35 292 特定契約 委託 地域資源発掘型実証プログラム「空・海・大地 つなぐ港Fes」実施委託 株式会社大和田組 6,004,800

以下の理由により、株式会社大和田組と特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源の発掘による特産品の開発やイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的
かつ継続的な取組を行うことを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域資
源の観光利用としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において審査し、
高評価を得た企画案である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を進める旨、次年度以降も継続的に本事
業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は地域特性を活かした特産品の開発等の実績及び事例を有しており、当該実施エリアでの実施
経験も複数持っていることから、このエリアに対する理解も深く、地域資源実証プログラム事業の本旨
である地域における自主的・継続的取組を支援する事業者としては最適である。

36 293 特定契約 委託 公益財団法人東京観光財団　令和元年度決算にかかる会計業務委託 田中義幸公認会計士事務所 6,600,000

今年度の決算作業を控え、公益法人会計の経験・知識がある職員が事業規模に比して充分にいない
こと、また当財団の予算額と事業規模がここ数年で急拡大したこと等を踏まえ、進行期の決算作業の
ほか、過去の会計処理の検証、今後の通常業務の最適化にかかる業務を委託する必要がある。 田
中義幸公認会計士事務所は公益法人会計基準及び実務ともに熟知しているとともに、開設30年の豊
富な経験を有している。また当事務所の代表は、公益法人等の会計、税務等に関する実務・専門家の
育成を目的とした「NPO会計税務研究協会」の理事長を務め、関連する講演・寄稿なども多数ある。
当該事務所は上記の通り、財団が直面する課題解決を委託するのに最も適した事務所であるため。

37 294 特定契約 委託 地域資源発掘型実証プログラム『「令和」記念！五感で味わう古典の森』実施委託 株式会社JTB 6,748,890

以下の理由により、株式会社JTBと特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源の発掘による特産品の開発やイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的
かつ継続的な取組が行えることを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域
資源の観光利用としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において高評
価を得た企画案である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を協同で行う旨、次年度以降も継続的に
本事業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は地元の立川市に支店がある観光まちづくり事業者であり、過去のコンテンツ体験やモニターツ
アーの実施等同様の実績・ノウハウを多く保有している。また日頃より国文学研究資料館、多摩信用金
庫と他の事業連携もしており、地域資源実証プログラム事業の本旨である地域における自主的・継続
的取組を支援する事業者としては最適である。

38 295 特定契約 委託
令和元年度ユニークベニュー魅力発信
（ユニークベニュー専用ウェブサイト新規施設追加掲載）業務委託

凸版印刷株式会社 6,960,000

以下の２つの理由から凸版印刷と特定契約を締結する。
１）既に発注している新規追加施設の更新（２施設分）やサイト全体の企画・編集・デザインの統一性を
担保することができる。
２）既に発注しているウェブサイトの保守管理等と一体的な管理が可能となり、業務を切り分けて発注
するよりも効率的に更新作業を進めることができる。
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No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

39 296 特定契約 委託
地域資源発掘型実証プログラム「国分寺三百年野菜
『こくベジ』を活用したインバウンド・多文化共生促進プロジェクト」実施委託

株式会社アール・ピー・アイ 7,310,000

以下の理由により、株式会社アール・ピー・アイと特定契約を行う。
本事業は「平成31年度地域資源発掘型実証プログラム事業」として採択された企画案を元とした事業
であり、観光資源の発掘によるイベント実施等の取組を支援し、地域において自主的かつ継続的な取
組が行えることを目的とした事業である。採択に当たっては事業内容の公益性、地域資源の観光利用
としての優位性、同社の事業実施者としての適正性を含め企画審査会において高評価を得た企画案
である。
また同社を含めた企画提案者達により事業推進の意思決定を協同で行う旨、次年度以降も継続的に
本事業の取組を通して地域を支援していく旨を記載した協定書を交わしている。
同社は国分寺市の観光に精通した、まちづくり事業者であり、市内においてさまざまな事業経験を持
つ。地域資源実証プログラム事業の本旨である地域における自主的・継続的取組を支援する事業者と
しては最適である。

40 297 特定契約 委託
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）15基の
災害時情報発信機能追加に関する業務委託

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 7,770,000

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の災害時情報発信機能追加に関する業務委託につい
ては、平成29年度にパナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社と特定契約を締結し、実
証実験を行った。
今回の業務委託は実証実験に基づき、今後設置されるデジタルサイネージへの災害時情報発信機能
追加の導入である。同社はシステム全体における専門的かつ技術的な知識に精通する唯一の業者で
あり、システムの一貫性を持たせ、安定的な稼働を実現するためには同社が行う必要があるため。

41 298 特定契約 委託 ILTM Cannes2019出展契約 Reed Exhibition Ltd. 8,212,232
東京都からの受託事業である「平成31年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーションの委託」に
おいて、ILTM Cannesへの出展が委託内容に指定されており、出展についてはReed Exhibitionsを
通じてのみ可能なため。

42 299 特定契約 賃借 平成31年度　財団サーバーのリース契約 昭和リース株式会社 8,268,000

既存サーバーリース契約期間の終了に伴う新たなサーバー導入に際して、旧サーバーからのデータ移
行やネットワークの再構築等が必要になる為、当財団のネットワーク及びシステム環境に熟知している
唯一の保守管理事業者を取扱店とし、同社より提案のあった昭和リース株式会社と新サーバーに関す
るリース契約を締結する。

43 300 特定契約 委託
平成31年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーションに
係るコンソーシアム（Virtuoso）加盟契約

Virtuoso 9,385,366
東京都からの受託事業である「平成31年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーションの委託」に
おいて、Virtuosoをはじめとする富裕層向け旅行会社等が加盟する団体におけるプロモーションが
委託内容に含まれており、当社はその代表格であるため。

44 301 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（マドリード）業務委託 マドリードレップ 10,408,488
評価審査会において同社が継続契約に資する評価を得たため、業務を委託することにより、現地での
プロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に発
揮できることから、同社と契約締結する。

45 302 特定契約 工事
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係る
ネットワーク回線（フレッツ光）の敷設工事②

東日本電信電話株式会社 11,426,512
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）は、歩道上に設置しており、使用するネットワーク回線イ
ンフラは東日本電信電話株式会社のみ提供しているものである。同社はこれまでも回線敷設工事の施
工実績があり、安定的な稼働を実現するためには、同社が継続して施工をする必要がある。

46 303 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（ミラノ）業務委託 IXI S.R.L. 12,688,488
評価審査会において同社が継続契約に資する評価を得たため、業務を委託することにより、現地での
プロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に発
揮できることから、同社と契約締結する。

47 304 特定契約 委託
平成31年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託
（複数単価契約）契約

株式会社日本通運株式会社 12,963,960

日本通運株式会社との本契約は複数単価契約であり、発注数量が予定数量に達した時点で期間満了
を待たずに契約を打ち切る必要があるが、今年度アジア諸国の東京観光レップが増加したことにより、
5月時点で海外発送（アジア）が予定数量を上回る見込みである。平成30年度より東京ブランドのPR
グッズの保管・配送を同社に委託しており、保管先を変更するためには費用と時間を要することから、
同社は本事業を今年度継続的かつ安定的に実施できる唯一の事業者である。よって引き続き同社と
特定契約により契約を締結する。

48 305 特定契約 工事
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係る
ネットワーク回線（フレッツ光）の敷設工事④

東日本電信電話株式会社 13,088,927
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）は、歩道上に設置しており、使用するネットワーク回線イ
ンフラは東日本電信電話株式会社のみ提供しているものである。同社はこれまでも回線敷設工事の施
工実績があり、安定的な稼働を実現するためには、同社が継続して施工をする必要があるため。
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No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

49 306 特定契約 委託 平成31年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託 株式会社日本通運株式会社 13,644,700

日本通運株式会社は平成29年度に入札（複数単価）により採択され、東京PRグッズを保管・配送して
きた事業者であり、ブランドグッズに関しての保管・配送に精通している。国内、海外の各市場の特性
に応じた配送方法をこのまま安定的に運営していくには引き続き同社に業務委託することが効率的で
あるほか評価審査会の結果、契約継続に資するという評価を得たため、引き続き同社と契約する。

50 307 特定契約 委託 平成３１年度年度免税店支援情報発信事業委託 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 14,500,000

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会は、免税店の増加を含む日本のショッピングツーリ
ズムの普及・啓蒙活動を行い、国内で唯一の各種免税制度の紹介サイトを作成運営するほか、観光庁
の免税店申請ガイドサイトの作成も受託するなど、免税制度に関し本事業に必要な随一の知識と経験
を有する事業者である。
また、同社は免税制度改正時の説明会を全国で国税庁、経産省、観光庁等から依頼を受け実施また
は共催してきた。これらの関係各所と免税制度に関する意見交換を随時行っているため、迅速・正確に
免税制度に関する情報を把握できる唯一の事業者であるため、同協会と特定契約を締結する。

51 308 特定契約 委託
平成31年度 ユニークベニュー魅力発信
（ユニークベニュー専用ウェブサイト管理・運営）業務委託

凸版印刷株式会社 15,323,000

本件は、第１四半期までに新規追加施設を2施設掲載し、施設側の都合により撮影が未了の2施設に
ついて、360°画像を撮影する必要があり緊急性を要するため、迅速に更新する必要がある。そのた
め本ウェブサイトの内容に熟知しており、短期間で効率的な対応が可能である、30年度の本事業の契
約先である凸版印刷株式会社と特定契約を締結する。

52 309 特定契約 委託
平成31年度東京都観光ボランティアポータルサイトの改修及び
保守・運営等委託

富士電機ITソリューション株式会社 17,161,980

富士電機ITソリューション株式会社は、平成30年度に企画審査会により採択され、当該サイトの構築を
担当した事業者であり、当該サイトを熟知している。当該サイトは高度で複雑な機能を備えた大規模シ
ステムであるため、他事業者が改修や保守運営を引き継ぐことは困難であるほか、評価審査会の結
果、契約継続に資するという評価を得たため、同社と契約する。

53 310 特定契約 委託 平成31年度労働者派遣（メディアサポート事務補助）（単価契約） アデコ株式会社 17,478,722
メディアサポート事務業務が増え、来期以降も派遣労働者が必要になった。現派遣労働者は、すでに1
年、メディアサポート事務に携わっており、的確に業務を遂行していることから現派遣労働者の派遣元
（アデコ株式会社）と契約を継続するため特定契約とする。

54 311 特定契約 委託
平成31年度労働者派遣（「被災地応援ツアー」に関する業務及び
「しまぽ通貨（プレミアム付き宿泊旅行商品券）」の発行に関する業務に係る
事務補助）（単価契約）

アデコ株式会社 17,478,722

「被災地応援ツアー」に関する業務及び「しまぽ通貨（プレミアム付き宿泊旅行商品券）」の発行に関す
る事務業務が増え、来期以降も派遣労働者が必要になった。現派遣労働者は、すでに1年、「被災地応
援ツアー」に関する業務及び「しまぽ通貨（プレミアム付き宿泊旅行商品券）」の発行に関する事務に携
わっており、的確に業務を遂行していることから現派遣労働者の派遣元（アデコ株式会社）と契約を継
続するため特定契約とする。

55 312 特定契約 委託 平成31年度労働者派遣（観光情報等事務補助）（単価契約） アデコ株式会社 17,478,722
観光情報事務業務が増え、来期以降も派遣労働者が必要になった。現派遣労働者は、すでに1年、観
光情報事務に携わっており、的確に業務を遂行していることから現派遣労働者の派遣元（アデコ株式
会社）と契約を継続するため特定契約とする。

56 313 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（ミュンヘン）業務委託 Lieb Management & Beteiligungs GmbH 19,090,008
評価審査会においてLieb Management & Beteiligungs GmbHが継続契約に資する評価を得たため、業
務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂
行力をより効率的且つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

57 314 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（ソウル）業務委託 株式会社FINE　ZONE 19,401,543
評価審査会において株式会社FINE　ZONEが継続契約に資する評価を得たため、業務を委託すること
により、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的
且つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

58 315 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（北京）業務委託 北京徳宝国際旅行社有限公社 20,000,000
評価審査会において北京徳宝国際旅行社有限公社が継続契約に資する評価を得たため、業務を委
託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力を
より効率的且つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

59 316 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（台湾）業務委託 日僑文化事業股份有限公司 20,000,344
評価審査会において日僑文化事業股份有限公司が継続契約に資する評価を得たため、業務を委託
することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより
効率的且つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。
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Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）

No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

60 317 特定契約 委託
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）10基の
設置準備に関する業務委託

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 21,180,000

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の組立については、平成28年度よりパナソニックシステ
ムソリューションズジャパン株式会社と特定契約を締結している。同社は本デジタルサイネージの開発
企業であり、専門的かつ技術的な知識に精通する業者である。 今回の業務委託に関しても、筐体及
びシステムの一貫性を持たせ、安定的な稼働を実現するためには、筐体設計及びシステム全体の知
識を有する同社が組立を行う必要があるため。

61 318 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（トロント）業務委託 Japan Communications Inc., 22,035,848
評価審査会においてJapan Communications Inc.,が継続契約に資する評価を得たため、業務を委託す
ることにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効
率的且つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

62 319 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（サンフランシスコ）業務委託 サンフランシスコレップ 22,297,008
評価審査会においてサンフランシスコレップが継続契約に資する評価を得たため、業務を委託すること
により、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的
且つ効果的に発揮できることから、同レップと契約締結する。

63 320 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（シドニー）業務委託 Tourism Garden Pty Ltd 22,535,848
評価審査会においてTourism Garden Pty Ltdが継続契約に資する評価を得たため、業務を委託するこ
とにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率
的且つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

64 321 特定契約 委託 Connections Tokyo 2020, Headline Sponsorship Travel Weekly Group Ltd 24,501,430

東京都から受託した、平成30年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーションの委託において、富
裕層市場向け商談イベント「Connections Luxury」の平成31年度内に東京で開催するための誘致活動
として、イベントの主催者であるTravel Weekly Groupと契約を交わす。当該イベントは主催者である
Travel Weekly Groupがネットワークを持つ有力富裕層向け旅行エージェントを招聘するため、その主催
者との契約が必須となるため。

65 322 特定契約 委託 平成31年度欧米豪を中心とした富裕層向けウェブサイト制作業務委託 株式会社ライトパブリシティ 26,114,000

株式会社ライトパブリシティは平成30年度の本事業の受託事業者であり、東京の富裕層PR事業の内
容、当事業で重要となるブランドイメージ訴求やウェブサイトの構築・運営に多くの知見を有しており、ま
た富裕層旅行事業で訴求すべき内容を選別し、適切な手法で情報発信できるノウハウ、体制を有して
いる。そのため同社と継続して契約締結することが効果的かつ効率的であるほか、業務評価審査会に
おいて、同業務委託継続に資する評価を得たため、当該事業者と契約する。

66 323 特定契約 委託 令和元年度東京観光情報データベースのコンテンツ拡充に関する業務委託 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 27,000,000

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社は、平成27年度製作の「高機能型観光案内標
識（デジタルサイネージ）」及び平成28年度製作の「屋内型観光案内デジタルサイネージ」に表示するコ
ンテンツをデータベースに蓄積し、一括管理を行っている。 既存システムにおいて専門的かつ技術的
な知見を有している唯一の業者であり、システムの一貫性及び安定的な稼働を実現するためには、本
件についても同社が行う必要があるため。

67 324 特定契約 委託 令和元年度　東京ブランドの発信にかかる新聞広告出稿業務委託 株式会社日本経済新聞社 32,764,600

東京ブランド戦略における中長期的な展開の一端として、特に民間事業者向けに、Tokyo Tokyoアイコ
ン（以下「ＴＴ」という。）の周知とさらなる活用促進を図るため、購読者層に訴求対象との親和性がある
日本経済新聞に新聞広告を出稿する。
 同紙は、世界最大の発行部数を誇る経済を中心とした総合紙であり、40代を中心とする企業の中核
層（ホワイトカラー、経営・管理職）が主たる読者層となっているため、同紙に掲載する広告は、信頼性
が高いビジネス情報として読まれる。
同紙への出稿にあたり、代理店を通さず日本経済新聞社と直接契約することにより、同社が有する複
数メディアでの効果的な広告展開を、より安価で効率的に実施することが可能となる。また、広告製作
にあたっても同社の新聞記者の知見及びノウハウを活用しなければ、ＴＴの魅力や利用メリットをわかり
やすくまとめた、訴求力のある記事体広告を出稿することは困難である。
上記理由により、日本経済新聞社と特定契約をする。

68 325 特定契約 委託 平成31年度 新たなツーリズム開発支援事業に関する業務委託 株式会社博報堂 33,799,265

本事業の業務には、関連法の確認や民間事業者の洗い出し、イベントの実施など専門知識とノウハウ
が不可欠である。博報堂は平成30年度の受託事業者であり、これらの知識とノウハウを有しており、平
成30年度に本事業で採択した４件のモデルプロジェクト実施支援及び広報支援を継続して行うため、
同事業者と特定契約を締結し、継続的に事業を実施することが不可欠であるため。
また業務評価審査会を実施した結果、契約継続に資するという評価を得ているため。
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Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）

No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

69 326 特定契約 賃借 令和元年度 賃貸物件（外部会議室用）契約 株式会社荒井商事 34,265,418

職員増に伴う執務室拡大のため、現在会議室として利用している日新ビル5階のスペースの代替施設
となる物件を探すにあたり、以下の3点を比較し、すべての条件を満たす新・荒井ビルのフロアを借りる
ため、貸主の株式会社荒井商事とその仲介業者である三幸エステート株式会社と契約する。
①現スペース（46坪）と同等以上、かつ多目的利用ができる広さ
②賃料が市場価格と同等以内
③利便性の高さ（概ね当財団より徒歩10分以内）

70 327 特定契約 委託 Connections Tokyo 2020の開催に伴うDMC業務委託 株式会社クリル・プリヴェ 39,999,740
Conections Luxury (Connections Tokyo 2020)を東京で開催するにあたり、主催者であるConnections
がイベントの趣旨等に合った企画を立案・運営できるDMCを厳選、指定したDMCとの契約が求められる
ため、Connectionsから指定を受けた株式会社クリル・プリヴェと特定契約にて契約する。

71 328 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（ロンドン）業務委託 Cross Media Limited 47,967,670
評価審査会においてCross Media Limitedが継続契約に資する評価を得たため、業務を委託することに
より、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且
つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

72 329 特定契約 賃借 日新ビル賃貸借契約 株式会社エム・エス・ビルサポート　　 48,266,598

株式会社エム・エス・ビルサポートは、当財団の本部オフィスが入居する日新ビルのプロパティ・マネジ
メント事業を手掛ける企業から指定された企業である。そのため、当財団オフィスに係る賃料、共益
費、廃棄物処理費、光熱水費については同社へ支払う必要があることから、同社と引続き契約を継続
する。

73 330 特定契約 委託
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）16基の
新型ＵＰＳ設置に関する業務委託

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 49,060,000

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）については平成29年度に東京都からの協力依頼により
災害時情報発信機能を追加するためパナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社と特定契
約を締結している。
今回の業務委託は災害時における機器の新型非常用電源装置（UPS）の設置に関するものである。同
社はデジタルサイネージの制作・設置工事における専門的かつ技術的な知識に精通する業者であり、
システムの一貫性を持たせ、安定的な稼働を実現するには同社が行う必要があるため。

74 331 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（マレーシア）業務委託 FLP YOMIKO MALAYSIA SDN BHD 50,627,720
評価審査会においてFLP YOMIKO MALAYSIA SDN BHDが継続契約に資する評価を得たため、業務を
委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力
をより効率的且つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

75 332 特定契約 委託 平成31年度東京ブランド管理事務局運営業務等委託 株式会社電通 52,063,880
現在構築中のアイコンおよびロゴ管理事務局の承認システムの運用にあたり、旧ロゴWEB申請・管理
システムより、大量の個人情報の移管作業を安全に行う必要があり、同一事業者に委託することが合
理的であるため。

76 333 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（パリ）業務委託 EXA　Partners SAS 52,700,000
評価審査会においてEXA Partners SASが継続契約に資する評価を得たため、業務を委託することに
より、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且
つ効果的に発揮できることから、同社と契約締結する。

77 334 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（ロサンゼルス）業務委託 Project M, Inc. 53,085,328
業務実績審査会において、同事業の継続契約に資する高い評価を得たため、継続して業務を委託す
ることにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効
率的且つ効果的に発揮し事業を遂行できるProject M, Inc.と特定契約を締結する。

78 335 特定契約 委託 平成31年度東京観光レップ（ニューヨーク）業務委託 Happy Triangle NY, Inc. 53,185,328
業務実績審査会において、同事業の継続契約に資する高い評価を得たため、継続して業務を委託す
ることにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効
率的且つ効果的に発揮し事業を遂行できるHappy Triangle NY, Inc.と特定契約を締結する。

8 / 10



Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）

No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

79 336 特定契約 委託 観光復興支援事業（観光誘客キャンペーン）業務委託契約 株式会社　電通 55,550,000

本事業は、①ウェブサイト「TAMASHIMA.tokyo」等を活用した情報発信、②観光PRイベント、③観光PR
ポスター等の制作、掲出等、④屋外広告・交通広告により多摩・島しょ地域への誘客に向けた観光PR
を実施することを目的とするものである。
なお、都からの仕様書上、「観光誘客キャンペーンとして一体的な内容となるよう①～④は関連付けて
実施する」ように指定されている。上記施策のうち、①は「多摩・島しょ魅力発信事業」の受託者である
株式会社電通が制作・管理する既存のウェブサイト及びSNSを拡充・活用して行うものであり、②～③
についても仕様書上、「多摩・島しょ魅力発信事業で作成した映像やポスター、ウェブサイト内のコンテ
ンツ等を活用すること」とされている。
また、契約締結してから約３か月間という限られた事業期間の中で極めて迅速な事業遂行を必要とす
るものであるため、これまでに「多摩・島しょ魅力発信事業」で収集した素材やノウハウを最大限に活用
することが不可欠である。
以上より株式会社電通と特定契約を締結する。

80 337 特定契約 委託 平成31年度多言語メニュー作成支援ウェブサイトの保守・運営等業務委託 株式会社リクルートライフスタイル 59,012,332
株式会社リクルートライフスタイルは、平成29年度に企画審査会により採択され、多言語メニュー作成
支援ウェブサイトの安定した保守・運営等を行っており、評価審査会の結果、契約継続に資するという
評価を得たため、特定契約とする。

81 338 特定契約 委託
平成31年度高機能型観光案内標識（屋外型デジタルサイネージ）の保守に
関する業務委託契約締結

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 61,770,000

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の保守については、平成28年度よりパナソニックシステ
ムソリューションズジャパン株式会社と特別契約を締結している。同社は、高機能型観光案内標識（デ
ジタルサイネージ）の開発者であり、システム内容を熟知し、専門的かつ技術的な知識を有する唯一の
業者である。安定的な稼働を実現するためには、引き続き平成31年度も契約する必要があるため。

82 339 特定契約 委託
平成31年度屋内型観光案内デジタルサイネージの保守管理及び設置に関す
る業務委託

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 67,475,400

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社は、平成２８年度に東京観光案内窓口運営支
援事業の開始以降、「屋内型観光案内デジタルサイネージ」（以下、「デジタルサイネージ」という。）の
新規製作及び保守管理並びに設置作業を担当している。
都内全域に設置しているデジタルサイネージの迅速・正確かつ安定的なシステム運用を実現するに
は、データベースの一括管理を含むシステム全体及びデジタルサイネージの筐体を熟知している同社
にしか作業を行えないため。

83 340 特定契約 委託 島しょ地域プレミアム付き宿泊旅行券発行業務等受託 株式会社JTB 93,159,000

電子旅行商品券「しまぽ通貨」の運用には、システム構築や個人情報流出等の問題における対策等、
システム運用に対する高度で専門的な知識、ノウハウが不可欠である。本業務の効果的な遂行には、
しまぽ通貨のシステムを熟知した事業者による運営が必要となる。
業務評価審査会を実施した結果、契約継続に資するという評価を得ているため、株式会社JTBと特定
契約をする。

84 341 特定契約 委託 平成31年度東京ブランドの推進業務委託におけるデザイン監修・管理業務 株式会社博報堂 100,670,427
「東京ブランドの推進事業」の東京都との仕様書において、当該のアイコン等を制作したクリエイティブ
ディレクターをデザイン監修等において起用するよう指示があったことから、当該のクリエイティブディレ
クターを有する業者である株式会社博報堂と特定契約を締結する。

85 342 特定契約 委託
平成31年度「東京と各地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係る
ウェブサイト制作業務委託

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 109,987,296
評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため、株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズと特定契約を締結する。

86 343 特定契約 委託 平成31年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」の運営管理業務委託 グローバルデザイン株式会社 177,667,677
評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため、グローバルデザイン株式会社と特定
契約を締結する。

87 344 特定契約 委託
平成31年度東京観光情報データベースの保守・運用管理に関する
業務委託契約

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 193,633,000

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社は平成27年度に製作した高機能型観光案内
標識及び平成28年度に製作した屋内型観光案内デジタルサイネージ（以下、「デジタルサイネージ」と
いう。）のデータベースの保守・運用を担っており、観光情報とコンテンツをデータベースに蓄積し、一括
管理を行ってきた。
デジタルサイネージの安定稼働においては、データベースを安定的に運用することが必要であり、デー
タベースの一括管理を含むシステム全体及びデジタルサイネージの筐体を熟知した上で作業できるの
は同社のみであるため。
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Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）

No. 契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額 契約理由

88 345 特定契約 委託 平成31年度東京都観光ボランティア活動管理運営業務等委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 310,931,500

株式会社JTBコミュニケーションデザインは、平成29年度に企画審査会により採択された。当事業は、
ボランティア活動時に使用する控所を管理するなど多数のスタッフを要する事業であるため、事業者の
変更・引継ぎ等は容易ではない。また、約3000名のボランティアと共に推進していく事業であり、一定の
継続性があることから、評価審査会の結果、同社は契約継続に資するという評価を得たため、特定契
約を締結する。

89 346 特定契約 委託 平成31年度 東京観光情報センター管理運営業務等委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 414,155,660

株式会社JTBコミュニケーションデザインは、平成30年度に企画審査会により採択され、東京観光情報
センターの管理運営業務を担当した事業者であり、当該施設全般について熟知している。
東京観光情報センターでは国内外からの旅行者に対し、多様なニーズに対応し、きめ細かく観光情報
を提供するとともに、都内全域の魅力をミニイベントや展示など様々な切り口で最大限に伝え、旅行者
の満足度の向上に寄与している。こうした旅行者に対する効果的な観光情報の提供は、旅行者の満足
度と再訪率の一層の向上に不可欠である。
上記のサービスを提供するにあたり、旅行者のニーズを捉えた効果的かつ効率的な観光案内サービ
スと安定的かつ継続的な管理運営を遂行するため、評価審査会の結果契約継続に資するという評価
を得た同社と契約する。
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