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うち受託事業
当期経常増減額 60,035 -

経常収益 2,348,409 1,415,249

1,415,249 1,415,249

- -

2,288,374 1,427,943
2,216,191 1,408,179

うち人件費 1,274,862 1,018,225
72,183 19,764

うち管理費 56,467 17,163
当期経常外増減額 △307 -

8,210 -
8,517 -

39,069 -
20,659 -

△8,833 -

2,581,055
当期増加額 -

-

当期減少額 484

2,580,571

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 ㈱第一印刷所 6,619,726

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 27,732,240

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 14,761,440

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 11,994,750

特定契約 委託
㈱パナックスジャ
パン東京営業所

2,180,700

特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 2,292,420

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 3,145,950

【公益事業】

団体　計

①177,263　　②64,538　　③590,471　　④114,302
⑤378,582　　⑥13,526　　⑦76,567

うち 都からの補助金等

令和元年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

うち 都からの委託料

項目
収支

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〕

No. 契約件名

1

2

3

4

法人税等（再掲）

経常費用
事業費

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）

経常外収益
経常外費用

うち 都からの補助金等

5

6

7

SEFETY LIFE ＴＯＫＹＯ(９号ー１２
号)の編集、印刷、製本、発送等の
業務委託
書籍「消防関係法令集(2019年版)
の印刷
書籍「消防計画の作成」の印刷
2019年度保安実務編テキストほか
５点の印刷

地震体験室の点検保守委託

こども防災体験広場及び救出救助
コーナーの点検保守委託

防災教育機器の点検保守委託

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
①防火管理講習及び防災管理講習業務委託
②危険物取扱者保安講習及び消防設備士講習業務委託
③応急手当講習普及業務委託
④東京消防庁消防防災資料センター業務委託
⑤東京消防庁池袋都民防災教育センターほか２か所業務委託
⑥起震車運用業務委託
⑦東京都福祉保健局緊急自動車運行委託

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
①防火管理講習及び防災管理講習業務
②危険物取扱者保安講習及び消防設備士講習業務
③応急手当講習普及業務
④東京消防庁消防防災資料センター業務
⑤東京消防庁池袋都民防災教育センターほか２か所業務
⑥起震車運用業務
⑦東京都福祉保健局緊急自動車運行業務



（様式１－１）

特定契約 委託 ㈱丹青社 2,836,610

特定契約 委託
㈱トータルメディア
開発

2,734,300

特定契約 委託 ㈱東洋コンサルタント 457,800

特定契約 保険料
損害保険ジャパン
日本興亜㈱

1,239,160

特定契約 委託 ㈱電算システム 7,591,696

特定契約 委託 ルネプラニング㈱ 141,372

特定契約 委託
医療法人こころとか
らだの元気プラザ

2,410,027

特定契約 委託
医療法人社団立
川中央病院

1,140,801

特定契約 委託 平成３１年度システム保守委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

16,487,070

特定契約 賃借料
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

4,577,900

特定契約 賃借料
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

4,309,200

特定契約 賃借料 遠隔操作システムの使用 ㈱Ｎｅｔｙ 253,069

特定契約 委託 所属品管理システム保守委託 ㈱廣済堂 654,000

特定契約 委託
NECネクサソ
リューションズ㈱

5,101,200

特定契約 委託
NECネクサソ
リューションズ㈱

1,464,960

特定契約 委託
NECネクサソ
リューションズ㈱

165,240

特定契約 賃借料 ネットワーク回線の使用
ソニービズネット
ワークス㈱

3,728,454

特定契約 委託 煙体験コーナーの点検保守委託 ㈱SPフォーラム 1,526,000

特定契約 委託 防災教育機器の点検保守委託 ㈱丹青社 22,325,598

特定契約 委託 アクサス㈱ 1,317,810

特定契約 委託 防災教育機器の点検保守委託 ㈱SPフォーラム 1,734,850

特定契約 委託 通報訓練機器の点検保守委託 ㈱ﾍﾞｲ･ｻｲﾄﾞ･ｳｲﾝｽﾞ 403,300

特定契約 委託 物品等の運送委託 ㈱牛走運送 321,831

特定契約 物品購入 ポケットマスクの買入れ
レールダルメディ
カルジャパン㈱

3,159,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 66,515,042

特定契約 委託 電話機器等の移設換え委託
㈱日立システムズ
フィールドサービ

2,808,000

特定契約 委託 教育技法研修の実施委託
㈱シンメトリー・
ジャパン

1,117,600

特定契約 委託 富士ビジネス㈱ 3,996,000

特定契約 物品購入
(一財)日本消防設
備安全センター

498,960

特定契約 印刷製本 ㈱アスター・ブレイン 285,195

特定契約 修繕 ㈱丹青社 348,840

特定契約 委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

13,981,410

特定契約 物品購入 無線LAN親機ほか６点の買入れ
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

2,547,612

特定契約 修繕 ㈱丹青社 1,512,000

特定契約 委託
NECネクサソ
リューションズ㈱

2,373,300

特定契約 修繕 市街地浸水体感フロアの修繕 ㈱SPフォーラム 702,000

特定契約 物品購入 ㈱東洋ノーリツ 489,456

平成３１年度Microsoft Azure EA契
約

8

9

10

20

11

37

38

41

17

18

19

39

43

44

40

12

13

14

15

16

42

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

平成３１年度システム保守ライセン
スの借入れ

地震・救助救出及び地域防災力
コーナーの点検保守委託

消防防災資料センターほか３か所
の施設賠償保険の加入(集合)

展示装置等の点検保守委託

決済代行業務委託(複数単価契
約)

定期健康診断委託(その１)(複数単
価契約)
定期健康診断委託(その２)(複数単
価契約)

床清掃委託

防火安全技術講習及び防火管理
技能講習の受講者管理システム

平成31年度受講管理システム保
守委託
平成31年受講管理システムデータ
センター運用委託
平成31年受講管理システムデータ
センター用ファイアーウォール保守
委託

来館者管理システム点検保守委
託(集合)

普通救命講習テキストほか１１点
の印刷

消防設備士講習用テキスト(特殊
消防用設備等)の買入れ

本部事務所改修工事設計監理等
業務委託

危険物安全週間用ポスターの印
刷
地震コーナーの震度階表示用LED
表示器ほか1ヶ所の修繕
パソコン2点の設定委託及びﾈｯﾄ
ﾜｰｸ機器等の設定作業委託(集合)

地震体験装置リニアガイド部ほか
１ヶ所の修繕
OCR機器更新に伴う受講管理シス
テムの設定委託

コピー用紙(A4)ほか8点の買入れ
(集合)
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特定契約 衛生管理費
医療社団こころとか
らだの元気プラザ

322,272

特定契約 委託 愛三建設㈱ 3,348,000

特定契約 委託 LANケーブル配線敷設工事
㈱日立システムズ
フィールドサービ

976,320

特定契約 委託 監査法人との監査契約 良公監査法人 3,300,000

特定契約 物品購入 ㈱トーヨー 2,125,200

特定契約 修繕 レジェンド消防士の修繕 ㈱SPフォーラム 1,047,600

特定契約 委託 ルネプラニング㈱ 315,018

特定契約 物品購入 インクカートリッジほか4点の買入れ浅野商事㈱ 489,564

特定契約 印刷製本 ㈱アスター・ブレイン 293,639

特定契約 委託 電気子メーター取付工事 愛三建設㈱ 474,120

特定契約 委託 展示装置等の点検及び清掃委託 ㈱コスモワーク 435,600

特定契約 物品購入
(公財)東京連合防
火協会

310,800

特定契約 修繕 ㈱ＳＰフォーラム 935,000

特定契約 委託 ㈱三栄企画 440,660

特定契約 委託 ㈱ジーク 1,376,892

特定契約 委託
㈱キョウエイアドイ
ンターナショナル

440,000

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 2,365,000

特定契約 委託 TSP太陽㈱ 1,950,999

特定契約 委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

495,000

特定契約 委託 愛三建設㈱ 371,800

特定契約 印刷製本 鈴企画印刷㈲ 312,444

特定契約 委託 ㈲ファイン・サービス 547,800
特定契約 物品購入 浅野商事㈱ 491,040

特定契約 委託 ㈱三栄企画 648,230

特定契約 印刷製本 ㈱アイネット 814,000

特定契約 物品購入 ㈱松村薬品商会 407,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 4,345,000

特定契約 印刷製本 ㈱第一印刷所 3,465,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 1,980,000

特定契約 修繕 ㈱SPフォーラム 484,000
件数 金額非公表案件

令和２年春の火災予防運動に伴う
「消防フェスティバル2020in神宮外
苑エリア」の会場設営委託

68

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

標本（車両）の清掃委託

煙体験制御装置ほか1ヶ所の修繕

書籍「防火・防災管理の知識」の印
刷（増刷）

書籍「消防関係法令集(令和元年
度)」の印刷（増刷）

書籍「防火・防災管理の実務」の印
刷（増刷）

67

70

74

69

72

66

書籍「消防計画の作成」の印刷（増
刷）

73

インクカートリッジ４点の買入れ

71

45

46

47

川の手防災体感コーナーほか２ケ
所の点検保守委託
令和２年東京消防出初式屋内展
示設営委託
情報セキュリティ事故に伴うサー
バログ調査委託
３階サーバ室用電気子メーター取
付工事

49

50

51

65

53

48

63

64

57

58

59

52

煙体験コーナー体感学習エリアの
修繕
令和元年秋の火災予防運動に伴
う応急救護訓練等の会場設営委
託

アルシュ麹町４階原状回復工事

看板広告の掲示委託

54

55

56

ポスター「春の火災予防運動」の
印刷

折紙の買入れ

床清掃委託

ストレスチェック委託(複数単価契
約)

ポスター「秋の火災予防運動」の
印刷

手指消毒剤ほか１点の買入れ

本部事務所ネットワーク等配管工
事

消防錦絵カレンダーの買入れ(集合)

60

61

62
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱第一印刷所 6,619,726

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 27,732,240

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 14,761,440

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. 契約件名

特命理由
　本書籍は、様々な消防計画の作成例と解説を記したものであり、防火管理者及び防災管理者が消防計画を作
成する際に参考とすることを目的としたものである。消防計画は、消防法施行令第３条の２及び第４８条に基づき、
防火管理者及び防災管理者がそれぞれ作成することを義務付けられている制度であり、事業所の実態に適合し
た防火管理及び防災管理についてあらかじめ計画を立てておく必要があるものである。防火防災管理新規講習
では、消防計画の作成についての講義が行われており、本書籍を教材として販売し、講習内で活用している。こ
のため、本書籍は教材としての消防関係法令に関する正確性が求められ、かつ現行の法令に消防計画の作成例
の内容が符合しているかどうか等の整合性を確認する能力が編集者に求められる。当該業者は進行管理を行う
編集管理者、全体紙面を監修する校正担当者のほか、１０名からなる消防関係法令の専門チームを有しているだ
けでなく、過去１０年以上の官報、東京都広報、総務省の通知、通達、各種告示をもとに構築した独自の法令
データベースや関連書籍のライブラリを有しており、専門知識への精通度は非常に高いため、原稿の不備や問題
点に対して具体的な指摘や提案が可能となっており、当協会の業務負担の軽減について寄与している。また、本
書籍は原稿の内容について講習教材として東京消防庁の承認を要するため校正期間が限られており、校正期間
中に講習事業の内容に変更が生じた場合に書籍の内容に反映させる必要がある。この点については前述のとお
り分化された専門性の高い編集体制が確立されているため校了直前まで本書籍の内容に反映させることが可能
であり、講習に使用する教材としての質を確保することに貢献している。その他に、本書籍は内容を毎年改定する
後読本としての性質があり、講習事業への影響を及ぼさないためにも同等の品質を確保するほか、履行期限まで
に迅速・確実に納品を行うことが必要不可欠である。当該業者は各省庁において出版物に関する実績が多数あ
り、特に各種法令に関する書籍については顕著である。当協会においても不備なく校了し、品質を確保しつつ納
品を行っている実績を有しているほか、独自の保管倉庫を有しており、かつ確実な運搬体制を確保しいてることか
ら講習の安定した運営についても寄与している。
　これらの理由から、講習事業の運営に必要な要件を満たしており、確実な調達を行うことができることから当該業
者を特定する。

3 書籍「消防計画の作成」の印刷

No. 契約件名

2
書籍「消防関係法令集(2019年版)
の印刷

特命理由
　本書籍は、消防関係法令を集めたものである。防火管理者及び防災管理者が消防関係法令を広く理解すること
を目的としたものであり、新規防火防災管理者講習において活用されている。本書籍の特徴は、見やすい紙面や
関係条文を検索し易くするなどの工夫がされていること、東京都内の防火・防災管理者を対象としているため、東
京都火災予防条例についても併記されていることである。このため、本書籍は消防関係法令に関する条文の正確
性が求められ、かつ政令条文から規則や告示などがスムーズに参照できる構成が求められる。
　当該業者は進行管理を行う編集管理者、全体紙面を監修する校正担当者のほか、１０名からなる消防関係法令
の専門チームを擁しており、過去１０年以上の官報、東京都広報、総務省の通知、通達、各種告示をもとに構築し
た独自の法令データベースや関連書籍のライブラリを有している。これらのデータを基に消防法令の検索、質疑
応答等の内容を消防本部や一般企業に対し提供する消防実務情報サービス「サポート１１９」も事業として展開し
ている。また、当該事業者の「消防関係法令集」の特色として「解説」や「参照」等を付記し政令から規則等へ至る
法体系も、読む人に理解しやすく、見やすい紙面構成となっており、受講者にも好評である。さらに、本書籍に掲
載されている火災予防条例についても「参照」に加えて「罰則」などが付記されており、政令条文と同様に見やす
く、理解されやすい構成となっている。その他に、本書籍は内容を毎年改定する後続本としての性質があり、講習
事業への影響を及ぼさないためにも同等の品質を確保するほか、履行期限までに迅速・確実に納品を行うことが
必要不可欠である。当該業者は各省庁において出版物に関する実績が多数あり、特に各種法令に関する書籍に
ついては顕著である。当協会においても不備なく校了し、品質を確保しつつ納品を行っている実績を有している
ほか、管理の徹底された独自の保管倉庫を有しており、かつ確実な運搬体制を確保しいてることから講習の安定
した運営についても寄与している。
　これらの理由から、本書籍の正確性及び消防関係法令を広く理解する目的及び講習事業の運営に必要な書籍
の確実な調節を行うことができることから、当該業者を特定する。

1
SEFETY LIFE ＴＯＫＹＯ(９号ー１２
号)の編集、印刷、製本、発送等の
業務委託

特命理由
　本情報誌の特色の一つである「救急医学コーナー」については、医療に関する専門情報を読者が理解できる適
切な文章に校正して届けるため「メディカルチェック」の実施が不可欠であり、本情報誌の契約には一定の制約が
あり、特殊性への対応が必須条件であるが、当該業者は、本条件について適正に対応し、かつ、信頼関係を構築
してきた実績ある業者である。
　校正、校閲について、外部の専属校閲者２名により原稿の誤字、脱字等を適正かつ的確に最終確認を行ってい
る。
　本情報誌は、年間購読を主体として、休刊を生じさせることなく継続的に発行することが大原則である。そのた
め、年度当初に発行する第９号に要する編集等の期間を考慮すると、入札による業者設定では、迅速性、確実性
に齟齬が生じる可能性が高く、読者との信頼関係を損なう危険性がある。
　上記の理由から、当該業者を特定する。

No. 契約件名



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 11,994,750

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱ＳＰフォーラム 3,145,950

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱丹青社 2,836,610

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
㈱トータルメディア
開発

2,734,300

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱電算システム 7,591,696

　消防講習は、危険物取扱者の保安講習と消防用設備士講習がある。危険物保安講習は危険物取扱者が危険
物規制の法令内容を再確認し、最新の事故事例を学び危険物施設の事故防止に寄与するため法令に定められ
たものである。保安講習では「保安実務編」を使用しており本書籍は、東京都内の危険物数や事故件数及び事故
事例をまとめたもので、講習内において活用している。消防設備士講習は、消防設備士に対して、近年の法令改
正概要を確認し、法令に適合する工事、維持管理が実施されるように再認識を促すもので、特殊消防用設備等、
消火設備、警報設備、避難設備・消火器に４区分に細分化されている。当該事業者が作成している書籍は、この
区分に応じてそれぞれ別冊で構成されている。各々の書籍は消防関係法令に関する条文の正確性が求められ、
各々の設備の区分に応じて東京都火災予防条例の内容についても掲載されていることが必要であり、編集者に
は法令と条例との整合性を確認する能力が求められる。当該業者は進行管理を行う編集管理者、全体紙面を監
修する校正担当者のほか、１０名からなる消防関係法令の専門チームを擁しており、過去１０年以上の官報、東京
都公報、総務省の通知、通達、各種告示をもとに構築した独自の法令データベースや関連書籍のライブラリを有
している。法文等専門知識への精通度は非常に高く、原稿の不備等に対して具体的な指摘や提案ができることか
ら、当協会の業務負担の軽減について寄与している。また、これらの書籍は原稿の内容について東京消防庁の
承認を要するため、校正期間が限られており、校正期間中に法改正や講習事業の内容に変更が生じた場合に書
籍の内容に反映させる必要がある。当該業者は前述のとおり分化された専門性の高い編集体制が確立されてい
るため、校了直前まで書籍の内容に反映させることが可能であり、書籍を作成する際に臨機応変な対応ができ
る。
当該業者は各省庁において出版物に関する実績が多数あり、特に各種法令に関する書籍については定評があ
る。当協会においても不備なく校了し、品質を確保しつつ納品を行っている実績を有しているほか、独自の保管
倉庫を有しており、かつ確実な運搬体制を確保していることから講習の安定した運営についても寄与している。
これらの理由から、講習事業の運営に必要な要件を満たしており、確実な調達を行うことができることから当該業
者を特定する。

No. 契約件名
2019年度保安実務編テキストほか
５点の印刷

特命理由

4

No. 契約件名

5
こども防災体験広場及び救出救助
コーナーの点検保守委託

特命理由

　当該業者は、両コーナーの本装置の設計・製作・設置に携わり、メカ装置やシステムプログラムなど、特殊機器
全体を熟知している。また、設置以来、点検保守及び修繕を実施しており、機器の分解、清掃、消耗品交換、緊
急時の修理、修復を迅速に行うことは他社では困難であることから当該業者を特定する。

No. 契約件名

6
地震・救助救出及び地域防災力
コーナーの点検保守委託

特命理由

 池袋都民防災教育センターの地震・救助救出及び地域防災コーナーは、株式会社丹青社により設計及び制作
されたものであり既製品ではないこと及び個々の体験装置は、複合的にコントロールされているシステムであること
から、維持管理、早期の診断、処理を行うことが可能なのは当該業者のみである。

No. 契約件名

7 展示装置等の点検保守委託

特命理由

　本案件は、置物「からくりオブジェ」、模型「消防活動と救急活動」の点検・保守委託である。点検・保守を行ううえ
で、設計施工図面等の解読及び配線等の熟知並びに調整をする必要がある。また、置物「からくりオブジェ」は、
きわめて希少で制御システム等の専門的な技術及び経験を有する必要があり、当該業者は本全ての対応に実績
があり、極めて優れた技術をもちシステム等を熟知していることから信頼性が高い。このことから、当該業者を特定
とする。

No. 契約件名

8
決済代行業務委託(複数単価契
約)

特命理由

　本件業務は、協会が実施する応急手当講習会の受講に関わる教材費の支払いについて、受講者のコンビニエ
ンスストアにおける事前決済を導入することで、受講者の利便性向上及び協会職員の業務負担の軽減を図るもの
で、払込票の作成及び発送、教材費の徴収を確実に履行するため、受講者管理システムとの整合性が強く求め
られる。システムとの整合性については、払込票の作成及び発送はシステムからのデータ転送、教材費の徴収は
システムへのデータ転送と整合性が図られたシステムで運用を行うことが不可欠であるが、他の業者に変更する
場合には、協会システムとの調整のため多大な時間と費用が必要となる。当該業者は、平成２９年１０月１日から
６ヶ月の試験運用を行い、平成３０年４月１日から約１０ケ月の運用期間で、これまでに講習業務に支障をきたす事
案の発生がないなど、極めて高い信頼性を有している。また、当協会のシステムに適合するように調整した独自の
システムを運用し、他企業との多くの実績と信頼性を持つ当該業者を特定とする。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

16,487,070

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

4,577,900

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

4,309,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
NECネクサソ
リューションズ㈱

5,101,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
ソニービズネット
ワークス㈱

3,728,454

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱丹青社 22,325,598

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
レールダルメディ
カルジャパン㈱

3,159,000

No. 契約件名

9 平成３１年度システム保守委託

特命理由
　当該業者は平成２６年度に新情報システムを構築した実績業者であり、当協会のインフラ整備状況や運用方
法、各システム間の複雑な連携状況等に精通している。本件を実施するには、システム構築を担い、インフラ整備
状況や運用方法、各システム間の複雑な連携状況等細部に至るまで精通し、既存システム及びソフトウェアと連
接して使用するために必要な技術を有する当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定と
する。

No. 契約件名

10
平成３１年度システム保守ライセン
スの借入れ

特命理由
　当該業者は平成２６年度に新情報システムを構築した実績業者であり、当協会のインフラ整備状況や運用方
法、各システム間の複雑な連携状況等に精通している。本件を実施するには、システム構築を担い、インフラ整備
状況や運用方法、各システム間の複雑な連携状況等細部に至るまで精通し、既存システム及びソフトウェアと連
接して使用するために必要な技術を有する当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定と
する。

No. 契約件名

11
平成３１年度Microsoft Azure EA
契約

特命理由

　当協会のシステム基盤（人事・給与・財務会計・電子申請・ホームページ）はMicrosoft Azure（クラウドサーバ）に
構築されており、システム基盤を維持・稼働するには引き続きMicrosoft Azureを使用することが、必須である。この
Microsoft Azure（クラウドサーバ）に当協会の平成２６年度新情報システムの構築を担った当該業者は、Microsoft
Azureの代理店企業でMicrosoft Azureの特性を熟知しており、当協会のインフラ整備状況や運用方法、各システ
ム間の複雑な連携状況等細部に至るまで精通し、既存システム及びソフトウェアと連接して使用するために必要
な技術を有する当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定とする。

No. 契約件名

12
平成31年度受講管理システム保守
委託

特命理由

 当該業者は、平成２８年度に受講管理システムを構築した実績業者であり、当協会のインフラ整備状況や運用方
法、業務内容状況等に精通している。本件を実施するには、システム構築を担い、インフラ整備状況や運用方
法、各システム間の複雑な連携状況等細部に至るまで精通し、既存システム及びソフトウェアと連接して使用する
ために必要な技術を有する当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定とする。

No. 契約件名

13 ネットワーク回線の使用

特命理由

　当該業者は、平成２６年度に新情報システムの構築に伴うネットワーク回線等の設定をした実績業者であり、当
協会のインフラ整備状況や、運用方法、各システム間の複雑な連携状況等に精通しているので当該業者と継続し
て契約することが不可欠であるため、当該業者を特定とする。

No. 契約件名

14 防災教育機器の点検保守委託

特命理由

　当該企業は、東京消防庁本所都民教育センター建築時に、防災教育機器（６階講習室ＡＶ装置を除く。）の設
計・製作・設置を担当し、かつ開館以来、保守業務を行っている会社である。①当該機器は、東京消防庁特別仕
様で製作された特注製品であり、制作・設置を担当した当該企業のみが機器全体を把握していること。②当該機
器の解体、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、消耗品交換及び故障時の原因解明・復旧など、機器を製作・設置した当該企業のみが対
応可能であること。③製作会社独自のメカ機構やシステムプログラムなどの故障に対する不測の事態に、他社に
は対応するノウハウがないこと。以上のことから、当該業者を特定とする。

No. 契約件名

15 ポケットマスクの買入れ

特命理由

　本件は、公益財団法人東京防災救急協会が実施する応急手当普及員講習用に使用する教材の買入れであ
る。当該業者は、唯一、本ポケットマスク（救急救命教材）を製造販売していることから、特定契約をすることが適正
と判断される。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 66,515,042

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
㈱日立システムズ
フィールドサービ

2,808,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 富士ビジネス㈱ 3,996,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

13,981,410

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

2,547,612

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 愛三建設㈱ 3,348,000

No. 契約件名

21
本部事務所ネットワーク等配管工
事

特命理由
　本件は、別途契約の改修工事に併せ新たに必要となった工事である。当該工事を履行期限までに確実かつ効
率的に実施することを踏まえると、改修工事の全体工程を統一的に管理し、無理なく工事を進捗させることが必須
の要件であり、庁舎の構造及び配線の全体計画に深く精通していることが不可欠である。当該業者は、既に本部
改修工事を請負い、工事の全体工程を一元的に管理しており、当該工事の履行の確実性を担保できる。また、庁
舎内の構造及び配線経路を複数回に亘って現地調査を行い十分に把握しており、効率的な履行を期待できる。
さらに、この業務の遂行のためには、高度の専門知識と経験を必要とするが、当該業者は契約実績も多く社会的
信用もあり豊富な専門知識と経験を有している。よって、確実かつ効率的な履行を期待できる当該業者を特定と
する。

No. 契約件名

16
普通救命講習テキストほか１１点の
印刷

特命理由

　当該業者は、当協会が作成している救命講習テキストを作成しているだけでなく、消防・救急に関る専門図書、
雑誌等の編集実績を十分有しているほか、日頃から最新の法令改正等の情報を事前に収集するため、厚生労働
省・総務省消防庁・東京消防庁等を定期的に訪問し、法令改正、制度改正に係る検討委員会に出席して専門家
から情報収集を行うなど、テキストの記載内容に修正が必要となった場合でも、事業に支障なく迅速かつ確実に
対応できる業者である。また、当該業者は本テキストの最新データを保有する事業者であることから、編集に際し
ても既存のデータに大きな変更を加える必要がなく、当該分野に詳しい編集者が直接内容を精査するなど、第三
者の視点で内容を補完しテキストの信頼性を確保している。さらに、当該業者は、印刷、製本の工程を一括管理
する独自の体制を持ち、印刷・製本業務に関る１００社超の企業とネットワークを構築して高品質な用紙の確保を
行うなど、不測の事態が生じた際でも速やかに補完体制をとることが可能であることから、毎年２５万人以上が受講
する救命講習事業において、安定的に高品質のテキスト製作が可能である。よって、当該業者を特定とする。

特命理由

　工事の適切な履行を確保し、設計意図に合致させるために、監理業務の執行者は、業務の性質上、設計業務
に精通し、併せて全体の計画を理解していることが不可欠の要件である。当該業者は、既に本工事の設計を請負
い完了しており、設計内容にも精通するとともに、本工事の全体計画も十分理解している。さらに、この業務の遂
行のためには、高度の専門知識と経験を必要とするが、当該業者は社会的信用もあり豊富な専門知識と経験を有
している。よって、当該業者を特定とする。

No. 契約件名

17 電話機器等の移設換え委託

特命理由

　移設替えする電話機器等の設置工事の実績を有しており、電話機器等の構成、取扱いに熟知している事。ま
た、保守管理を実施しており、機器の施工管理に的確に対応している当該業者と契約することが不可欠であるた
め、当該業者を特定とする。

特命理由

　本件は別途実施するネットワーク機器等の入替え及び設定委託と連携して使用するものであり、設定委託を実
施する当該業者は当協会のシステム構築を担い、インフラ整備状況や運用方法、各システム間の複雑な連携状
況等細部に至るまで精通し、既存システム及びソフトウェアと連接して使用するために必要な技術を有する当該業
者が機器の選定、設計し機材の手配を行わないと作業日程が大幅に遅延し当協会の業務に支障をきたすので特
定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定とする。

No. 契約件名

19
パソコン2点の設定委託及びﾈｯﾄ
ﾜｰｸ機器等の設定作業委託(集合)

特命理由

　 当該業者は、平成２６年度に新情報システムを構築した実績業者であり、当協会のインフラ整備状況や運用方
法、各システム間の複雑な連携状況等に精通している。本件を実施するには、システム構築を担い、インフラ整備
状況や運用方法、各システム間の複雑な連携状況等細部に至るまで精通し、既存システム及びソフトウェアと連
接して使用するために必要な技術を有する当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定と
する。

No. 契約件名

20 無線LAN親機ほか６点の買入れ

No. 契約件名

18
本部事務所改修工事設計監理等
業務委託



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 良公監査法人 3,300,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 4,345,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱第一印刷所 3,465,000

No. 契約件名

22 監査法人との監査契約

特命理由

　当該監査法人は、合併以前より継続的に協会の外部監査人として契約している、非営利組織を主なクライアント
とする法人である。監査を受けるに際し、解釈や指導方針が異なることは、協会の会計的視点の根本を揺るがし
かねず、多大な不利益を被る可能性があるため、継続して当監査法人を特定するものである。

No. 契約件名

23
書籍「消防関係法令集(令和元年
度)」の印刷（増刷）

特命理由

　本件は、現在在庫が少なく、増刷が必要であるが、納品期限まで短期間であるため、現行の版を保有している
当該業者を特定とする。

No. 契約件名

24
書籍「防火・防災管理の知識」の印
刷（増刷）

特命理由

　本件は、現在在庫が少なく、増刷が必要であるが、納品期限まで短期間であるため、現行の版を保有している
当該業者を特定とする。


