
<分野：福祉・保健医療＞

所管局 法人名 事業の概要 団体HP

公益財団法人東京都福祉保健財団

（１）福祉保健医療人材の育成に関する事業

（２）福祉保健医療に関する相談及び情報提供並びに福祉サービス評価に関する事業

（３）ＮＰＯ法人及び社会福祉法人等に対する支援事業

（４）日雇労働者に対する無料職業紹介等の就労支援に関する事業

（５）日雇労働者に対する生活総合相談等の生活向上に関する支援事業

（６）行政職員等研修及び行政機関支援に関する事業

（７）その他法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.fukushizaidan.jp/

公益財団法人東京都医学総合研究所

（１）重要疾患の原因解明、予防、診断や治療方法の開発に係るプロジェクト研究及び特別研究

（２）国、地方自治体、大学及び民間企業等との共同研究及び受託研究

（３）講演会、シンポジウム及びセミナー等の開催による研究成果の普及

（４）大学及び研究機関等との連携、交流

（５）産業界等との連携

（６）研究成果の特許取得及び実用化

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.igakuken.or.jp/index.html

社会福祉法人東京都社会福祉事業団 都立施設（児童養護・障害）１0施設の施設経営及び自主運営施設（障害）２施設の施設経営 https://www.jigyodan.org/

病院経営本部 公益財団法人東京都保健医療公社

（１）開放型病院の設置及び運営

（２）地域医療に関する調査研究及びその成果の普及

（３）地域医療情報の収集及び提供

（４）がん検診に関する事業

（５）保健医療福祉に関する事業

（６）その他公社の目的達成に必要な事業

http://www.tokyo-hmt.jp/about/outline/index.html

福祉保健局

東京都政策連携団体の概要

https://www.fukushizaidan.jp/900zaidan/setsuritsu/
https://www.igakuken.or.jp/labo/laboratory.html
https://www.jigyodan.org/about/profile/
http://www.tokyo-hmt.jp/about/outline/index.html


<分野：産業・労働・経済＞

所管局 法人名 事業の概要 団体HP

公益財団法人東京都中小企業振興公社

（１）総合支援事業　　　　　　　　　　  （２）マーケティング支援事業

（３）創業支援事業　　　　　　　　　　  （４）経営革新等支援事業

（５）事業承継・再生支援強化事業　（６）下請企業等振興事業

（７）知的財産活用支援事業　　　　  （８） 国際化支援事業

（９）助成金事業　　　　　　　　　　　　  （１０）企業人材育成事業

（１１）ものづくり事業化支援事業　　  （１２）資金等活用支援事業

（１３）企業福利厚生支援事業       （１４）地域産業情報収集・提供等事業

（１５）地域産業振興事業             （１６）中小企業世界発信プロジェクト事業

（１７）産業貿易センター事業          （１８）施設運営管理事業

（１９）共済事業

https://www.tokyo-kosha.or.jp/

公益財団法人東京しごと財団

（１）「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）」に規定されるシルバー

         人材センター事業など高年齢者のいきがいの充実及び社会参加の促進を図るために必要な事業

（２）雇用・就業に関する相談、講習、能力開発等の事業、並びに、女性・高年齢者・障害者等の

         就業に関する個別支援事業

（３）事業主に対する人材の確保・育成及び雇用環境の整備等の支援に関する事業

（４）損害保険の代理業

（５）その他、この財団の目的を達成するために必要な事業

https://www.shigotozaidan.or.jp/index.html

公益財団法人東京都農林水産振興財団

（１）後継者等対策事業

（２）経営安定対策事業

（３）森林整備事業

（４）緑の募金・緑化推進事業

（５）試験研究・成果還元事業

（６）生産安定対策事業

https://tokyo-aff.or.jp/

公益財団法人東京観光財団

（１）東京都をはじめ本邦への来訪者とコンベンションの誘致に関する事業

（２）東京都内の観光振興に関する事業

（３）観光情報の発信に関する事業

（４）旅券申請に関する事業

（５）物品販売に関する事業

（６）賛助会員に関する事業

https://www.tcvb.or.jp/jp/

株式会社東京国際フォーラム

（１）東京国際フォーラムのホール・会議室等の管理運営

（２）東京国際フォーラムのサービス施設の管理運営

（３）国際交流促進等のための催事の企画、制作、実施及びその受託

（４）その他上記に付帯する一切の業務

https://www.t-i-forum.co.jp/

産業労働局

https://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/gaiyo.html
https://www.shigotozaidan.or.jp/outline/index.html
https://tokyo-aff.or.jp/site/aboutus/list19.html
https://www.tcvb.or.jp/jp/organization/organization/
https://www.t-i-forum.co.jp/company/


<分野：環境＞

所管局 法人名 事業の概要 団体HP

環境局 公益財団法人東京都環境公社

（１）環境に係る調査研究及び技術開発等事業

（２）環境に係る広報、普及啓発及び支援等事業

（３）地球温暖化防止活動の支援等事業

（４）自然環境の保全等事業

（５）資源の循環利用事業

（６）廃棄物の適正処理及び処理技術の支援等事業

（７）その他、公益目的事業の推進に資するための事業

https://www.tokyokankyo.jp/

水道局 東京水道株式会社

（１）お客さまサービス事業

（２）水道技術事業

（３）ソリューション推進事業

https://www.tokyowater.co.jp/

下水道局 東京都下水道サービス株式会社

（１）下水道施設の維持管理等に関する事業

（２）下水道管の故障処理及び排水設備調査等のサービス事業

（３）下水道に関する研究及び調査業務等

https://www.tgs-sw.co.jp/

https://www.tokyokankyo.jp/about
https://www.tokyowater.co.jp/
https://www.tgs-sw.co.jp/company/c02/


<分野：教育・文化＞

所管局 法人名 事業の概要 団体HP

公益財団法人東京都歴史文化財団

（１）国指定重要文化財等を活用した芸術文化の振興

（２）江戸及び東京期を中心とした都市の歴史と文化の振興

（３）写真及び映像文化の振興

（４）現代美術を中心とした芸術文化の振興

（５）美術を中心とした芸術文化の振興と表現活動拠点の提供

（６）音楽、演劇、歌劇、舞踏等の芸術文化の振興

（７）若手芸術家の育成、支援及び芸術家と都民との交流の振興

（８）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.rekibun.or.jp/

公益財団法人東京都交響楽団

（１）公開演奏

（２）青少年のための演奏

（３）その他の音楽芸術普及事業

（４）その他上記の目的を達成するために必要な事業

https://www.tmso.or.jp/

一般財団法人東京都つながり創生財団

（１）多文化共生社会づくりに関する事業

（２）共助社会づくりに関する事業

（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.tokyo-tsunagari.or.jp/

オリンピック・パラリンピック準備局、

教育庁
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

（１）スポーツ等の振興

（２）埋蔵文化財の調査研究、保存、公開活用及び知識の普及

（３）東京都及びその関係団体から受託するスポーツ等に関する事業

（４）東京都の施設等の管理運営

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.tef.or.jp/index.jsp

一般財団法人東京マラソン財団

（１）東京マラソンの企画運営に関する事業

（２）東京マラソンの魅力を向上するための事業

（３）ランニングスポーツの普及振興に関する事業

（４）その他この法人の設立目的を達成するための事業

https://tokyo42195.org/

株式会社東京スタジアム

（１）スポーツ施設の運営及び管理

（２）駐車場及び商業施設の経営及び管理

（３）競技場施設内における広告スペースの販売

https://www.ajinomotostadium.com/

教育庁 一般財団法人東京学校支援機構

（１）学校教育の支援に関する事業（職業紹介事業である人材バンク事業を含む。）

（２）教職員に対する支援事業

（３）学校における事務及び施設の管理に関する事業

（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.tepro.or.jp/

生活文化局

オリンピック・パラリンピック準備局

https://www.rekibun.or.jp/about/outline/greet/
https://www.tmso.or.jp/j/tmso/management/
https://www.tokyo-tsunagari.or.jp/about/
https://www.tef.or.jp/message.jsp
https://tokyo42195.org/aboutus/
https://www.ajinomotostadium.com/corp/
https://www.tepro.or.jp/about/overview.html


<分野：都市づくり＞

所管局 法人名 事業の概要 団体HP

公益財団法人東京都都市づくり公社

（１）土地区画整理事業

（２）下水道事業

（３）地域活性化事業など

https://www.toshizukuri.or.jp/index.html

多摩都市モノレール株式会社
（１）軌道法に基づく一般運輸業

（２）上記に付帯する事業
https://www.tama-monorail.co.jp/

東京臨海高速鉄道株式会社

（１）鉄道事業法に基づく第一種鉄道事業

（２）不動産の売買、賃貸及び管理

（３）駐車場の管理及び運営

https://www.twr.co.jp/

株式会社多摩ニュータウン開発センター
（１）商業ビル及び複合ビルの管理運営

（２）駐車場経営
https://www.tama-nc.co.jp/

住宅政策本部 東京都住宅供給公社
（１）賃貸住宅等事業

（２）公営住宅等の管理受託事業
https://www.to-kousya.or.jp/

公益財団法人東京都道路整備保全公社

（１）道路及び公有地に関する整備、施設管理及び普及啓発

（２） 駐車場に関する利用促進及び普及啓発

（３）防災対応、道路環境の改善等、東京都等の道路行政の補完に資する事業

（４）警備業法に基づく警備業

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（６）上記事業の推進に資するために行う収益事業等

https://www.tmpc.or.jp/

公益財団法人東京動物園協会

（１）飼育展示、野生生物保全等の東京都立動物園及び水族園における管理運営

（２）動物及び動物園に関する教育普及・情報発信・支援協力・調査研究

（３）動物及び動物園等に関する国並びに地方公共団体からの受託

（４）動物園付帯事業の経営

http://www.tzps.or.jp/

公益財団法人東京都公園協会

（１）都市緑化及び公園緑地等に関する普及啓発、利用促進及び防災機能の強化

（２）東京都都市緑化基金の造成、管理及び運用

（３）河川及び水辺環境に関する普及啓発、利用促進、施設管理及び防災機能の強化

（４）都立公園・庭園、霊園等における売店、駐車場等の管理運営

http://www.tokyo-park.or.jp/profile/index.html

港湾局、産業労働局 株式会社東京臨海ホールディングス

（１）株式を所有することによるグループ各社の経営管理

（２）経営企画、総務、財務関連業務等のグループ各社からの受託

（３）グループ各社の資金の運用等

https://www.rinkai-hd.co.jp/

交通局 東京交通サービス株式会社
（１）駅務施設事業

（２）技術事業
https://www.tokyo-koutsu-service.com/index.html

都市整備局

建設局

https://www.toshizukuri.or.jp/profile/index.html
https://www.tama-monorail.co.jp/company/outline.html
https://www.twr.co.jp/enterprise/tabid/201/Default.aspx
https://www.tama-nc.co.jp/company/
https://www.to-kousya.or.jp/corporate/index2.html
http://www.tzps.or.jp/organization/
http://www.tokyo-park.or.jp/profile/bussiness/guide.html
https://www.rinkai-hd.co.jp/company_info/overview/
https://www.tokyo-koutsu-service.com/corporate/index.html


<分野：財政・税務＞

所管局 法人名 事業の概要 団体HP

主税局 公益財団法人東京税務協会

（１）地方税財政の制度に関する調査研究

（２）講演会、研修会の実施等

（３）研究雑誌、図書、印刷物等の頒布

（４）納税者に対する税知識の普及啓発

https://www.zeikyo.or.jp/

https://www.zeikyo.or.jp/07_association/association_03/


<分野：その他＞

所管局 法人名 事業の概要 団体HP

公益財団法人東京都人権啓発センター

（１）普及啓発に関する事業

（２）講演・講座・研修等及び相談に関する事業

（３）情報収集・提供、調査研究等に関する事業

（４）出版物等の発行に関する事業

（５）都及び区市町村等の行う人権に関する教育・啓発に係る事業

（６）人権啓発関係施設の管理運営

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.tokyo-jinken.or.jp/index.html

公益財団法人東京都島しょ振興公社

（１）地域振興に係る特産品の開発、普及、観光の振興、人材育成及び助成

（２）特産品に係る展示販売、斡旋及び通信販売

（３）情報・資料の収集及び提供、マスメディアやホームページ等を通じた広報宣伝

（４）ヘリ・コミューターによる島しょ間運航の企画及び支援

（５）災害対策用備蓄木炭の保管管理

https://www.tokyoislands-net.jp/corporation

東京消防庁 公益財団法人東京防災救急協会

（１）防火管理者、危険物取扱者等の防災業務関係者を育成するための事業

（２）防災思想の普及及び防災行動力向上のための事業

（３）火災を予防し、地震等の災害による被害を軽減するための事業

（４）応急手当及び救急についての普及啓発に関する事業

（５）救急車の適正利用等の救急需要対策に関する事業

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

https://www.tokyo-bousai.or.jp/

総務局

https://www.tokyo-jinken.or.jp/outline/organization.html
https://www.tokyoislands-net.jp/corporation
https://www.tokyo-bousai.or.jp/association_new

