
３　収支状況（単位：千円）

うち本事業

824,098 -411,508

22,559,188 1,054,959

21,887,095 799,164

21,735,090 1,466,467

20,790,036 1,432,927

うち人件費 9,525,233 418,528

945,054 33,540

うち人件費 401,669 14,255

3,854

9,882

6,028

827,952

4,849

312,197

510,906

13,870,489

当期増加額 71,149,939

0

当期減少額 71,733,564

13,286,864

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 パシフィックコンサルタンツ㈱ 20,172,240

特定契約 委託 日本工営㈱ 19,712,160

特定契約 委託 日本工営㈱ 8,532,000

特定契約 委託 日本工営㈱ 10,260,000

特定契約 委託 日本工営㈱ 23,952,240

特定契約 委託 特装技術研究所 1,663,200

特定契約 委託 日本ヒューム㈱ 3,132,000

特定契約 委託 日本工営㈱ 13,716,000

特定契約 委託 ㈱ホープ 2,052,000

特定契約 委託 アイレック技建㈱ 11,813,040

・下水道土木・設備技術に係る調査及び民間企業との共同研究業務
・産業財産権の維持管理業務
・下水道研修センターの運営・民間向け研修企画業務等

平成２７年度　非競争契約型受託等事業運営状況報告書

１　事業（施設）名

調査研究及び研修事業

２　事業（施設）概要

・下水道調査研究業務
・特許関連業務
・下水道研修センター業務

項目

収支

備考
団体　計

営業利益

営業収益

うち　都からの委託料

営業費用

売上原価

販売費・一般管理費

営業外利益

営業外収益

営業外費用

うち 都からの補助金等

世田谷区成城二、三丁目付近浸透型雨水管渠実証調査委
託

経常利益

特別損失

法人税等

当期利益

資産（期首残高）

6 コンパクトシールド模型の修繕・改良作業委託

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全特定契約契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕　1/3

No. 契約件名

2
自由断面SPR工法による目黒川幹線ほか１幹線再構築調査
及び構造解析委託

1

3

4

5

円形管における耐震照査の効率化に関する調査委託

谷端川幹線一般部施工方法実証調査委託

自由断面SPR工法による江東区亀戸五、六丁目付近再構築
調査及び構造解析委託

8
粒度調整灰を活用した増強材による下水道管路施設の強度
復元・向上効果に関する検討作業

9 防護コンクリート管の切断実験に関する作業委託

10 下水道本管周辺の空洞探査機の製作に関する作業委託

7 既設人孔の健全性に関わる調査委託



契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 日本工営㈱ 7,776,000

特定契約 委託 日本工営㈱ 5,832,000

特定契約 委託 ㈱太平洋コンサルタント 399,600

特定契約 委託 日本ヒューム㈱ 3,186,000

特定契約 委託 日本工営㈱ 540,000

特定契約 委託 メタウォーター㈱ 18,819,000

特定契約 委託 （一社）東京下水道設備協会 6,156,000

特定契約 委託 （一社）東京下水道設備協会 12,744,000

特定契約 委託 （一社）東京下水道設備協会 8,208,000

特定契約 委託 メタウォーター㈱ 756,000

特定契約 委託
（学法）産業能率大学総合研
究所

3,121,200

特定契約 委託
東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ㈱

5,821,200

特定契約 委託
（一社）日本下水道光ファイ
バー技術協会

31,320,000

特定契約 委託 ㈱環境管理センター 8,316,000

特定契約 委託 積水化学工業㈱ 8,532,000

特定契約 委託 ㈱日水コン 17,172,000

特定契約 委託 ㈱明電舎 3,888,000

特定契約 委託 イービストレード(株) 7,128,000

特定契約 委託 日本工営㈱ 1,112,400

特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 290,520

特定契約 委託 （一社）東京下水道設備協会 1,512,000

特定契約 委託 ㈱明電舎 2,592,000

競争契約 委託 日本工営㈱ 30,802,680

競争契約 委託 日水コン㈱ 19,980,000

競争契約 委託 日本工営㈱ 23,544,000

競争契約 委託 日本水工設計㈱ 23,614,200

競争契約 委託 日本水工設計㈱ 31,860,000

競争契約 委託 ㈱日水コン 22,140,000

競争契約 委託 日本工営㈱ 17,820,000

競争契約 委託 ㈱日水コン 26,884,440

競争契約 委託 日本工営㈱ 21,299,760

競争契約 委託 日本水工設計㈱ 15,444,000

競争契約 委託 ㈱日水コン 24,516,000

競争契約 委託 日本工営㈱ 32,940,000

競争契約 委託 日本工営㈱ 25,665,120

競争契約 委託 日本工営㈱ 40,392,000

競争契約 委託 日本水工設計㈱ 38,772,000

競争契約 委託 日本工営㈱ 28,582,200

競争契約 委託 日本工営㈱ 8,964,000

競争契約 委託 日本水工設計㈱ 31,752,000

46
自由断面SPR工法による北沢幹線再構築調査及び構造解析
委託

47
自由断面SPR工法による下赤塚幹線再構築調査及び構造解
析委託

35

36

37

自由断面SPR工法による和田本町幹線再構築その２調査及
び構造解析委託

自由断面SPR工法による大泉東幹線ほか１幹線再構築調査
及び構造解析委託

自由断面SPR工法による宇田川幹線再構築その３調査及び
構造解析委託

自由断面SPR工法による九品仏幹線ほか１幹線再構築調査
及び構造解析委託

自由断面SPR工法による台東区清川一丁目、橋場二丁目付
近再構築調査及び構造解析委託

自由断面SPR工法による志村幹線再構築調査及び構造解析
委託

自由断面SPR工法による立会川幹線再構築その３調査及び
構造解析委託

自由断面SPR工法による馬込東幹線再構築その２調査及び
構造解析委託

自由断面SPR工法による田柄川幹線再構築その２調査及び
構造解析委託

41

42

45

38

39

40

43

44
自由断面SPR工法による十二社幹線再構築その３調査及び
構造解析委託

自由断面SPR工法による浅草幹線ほか３幹線再構築調査及
び構造解析委託

48
自由断面SPR工法による砂幹線ほか４幹線再構築調査及び
構造解析委託

49 幹線再構築に伴う履歴図作成業務委託

50
自由断面SPR工法による江東区亀戸一、七丁目付近再構築
調査及び構造解析委託

32

33

34

メタン濃度計を用いた消化ガスの連続測定技術の開発に関
する調査委託その４

29

30

31

26

27

28

25
下水道機器等の振動・騒音対策に関する基礎技術調査委託
その２

焼却炉の閉塞抑制制御技術の開発に関する焼却灰調査委
託

下水道施設における特定小電力無線技術基礎調査

スカムの破壊・流動効果に関する調査委託

土木実習テキストの修正作業

下水道技術実習センター実習用ポンプ設備保守点検作業

設備実習テキストの修正作業

下水道技術実習センター実習用電気設備保守点検作業

自由断面SPR工法による谷端川上幹線再構築調査及び構造
解析委託

自由断面SPR工法による文京区千駄木四丁目、台東区谷中
三丁目付近再構築調査及び構造解析委託

11
シールド工法による下水道管きょ再構築に関する作業委託
その３

下水道設備設計標準化作業委託

18 新砂ポンプ所ほか２か所電気設備再構築基礎調査

４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）〔対象：①全特定契約契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕　2/3

No. 契約件名

19 監視制御設備データ通信基礎調査

23 光ファイバーセンシングボックスの実用化に向けた技術調査

24

12 蓋かけ管きょの再構築工法検討委託

13 エポキシ系補強材の付着強度試験

14
腐食劣化による下水道管きょの耐荷性能減少に関する基礎
実験作業委託

15 新２号モルタル破壊エネルギー試験

16 高度処理施設の特性調査に係る業務委託その２

17

焼却灰用途拡大技術に関する分析業務委託その２

20
硝酸計とアンモニア計を用いた風量制御技術の浅槽反応槽
への適用調査に係る業務委託

21 立体映像を用いた水処理施設の説明映像の作成業務委託

22



契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 ㈱ビッグトラスト 3,780,000

件数 金額

0 0
0 0
0 0

85

86

87

83

84

64

55

56

65

69

70

77

78

79

80

81

66

67

68

60

61

62

63

57

58

59

82

71

72

73

74

75

76

No. 契約件名

51 未閉塞取付管閉塞工法の模型製作作業委託

52

53

54

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

非公表案件

〇個人情報を含む案件

４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）〔対象：①全特定契約契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕　3/3


