
（様式１－１）

うち受託事業

当期経常増減額 17,189,267 －

経常収益 2,333,168,457 1,281,356,671

1,281,356,671 1,281,356,671

① 194,936,200 円
② 76,928,997 円
③ 492,959,068 円
④ 128,608,045 円
⑤ 387,924,361 円

－ －

2,315,979,190 1,281,356,671

2,231,243,100 1,243,889,352

うち人件費 1,304,840,961 949,642,684

84,736,090 37,467,319

うち人件費 56,837,053 34,934,428

当期経常外増減額 △ 9,283,323 －

－ －

9,283,323 －

20,804,700 －

△ 13,724,756 －

4,784,564 －

2,378,897,629 －

当期増加額 － －

－ －

当期減少額 8,940,192 －

2,369,957,437 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 物品購入 (一財）全国危険物安全協会 6,439,000

特定契約 印刷製本 東京法令㈱ 9,676,852

特定契約 委託 ㈱クオレコーポレーション 840,000

競争契約 委託 ㈱東映 6,490,470

特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 4,806,900

平成２５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〕

１　事業（施設）名

公益事業

【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

２　事業（施設）概要

【都との特命随意契約等の概要】
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運営管理業務
⑤東京消防庁池袋都民防災教育センターほか２か所運営管理業務

３　収支状況（単位：千円）

項目

収支

備考
団体　計

うち 都からの委託料

うち 都からの補助金等

経常費用

経常外収益

経常外費用

事業費

管理費

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

法人税等（再掲）

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、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
平成２５年度危険物取扱者保安講習用テ
キストの買入れ

2
平成２５年度保安実務編テキストほか４点
の印刷及びＰＤＦの作成

3
講習の質向上のためのモニタリング及び
教育技法研修等の実施委託

4 防火・防災管理講習補助教材の製作委託

5 展示装置等の点検・保守委託



特定契約 委託 ㈱損害保険ジャパン 461,210

特定契約 委託 東洋通信㈱ 3,003,000

特定契約 委託 ㈱フジヤ 1,345,050

特定契約 委託 ㈱丹精 2,940,000

競争契約 物品購入 ㈱ムサシノ 3,649,380

特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 10,692,150

特定契約 委託 ㈱パナックス、ジャパン東京営業所 2,116,170

特定契約 修繕 ㈱パナックス、ジャパン東京営業所 471,975

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 378,000

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 777,000

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 1,722,000

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 777,000

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 367,500

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 289,800

特定契約 委託 ㈱コスモワーク 378,000

特定契約 委託 三菱長崎機工㈱ 1,260,000

特定契約 委託 ㈱丹青社 26,848,500

特定契約 修繕 ㈱丹青社 315,000

特定契約 修繕 三菱長崎機工㈱ 6,300,000

特定契約 修繕 ㈱丹青社 1,092,000

特定契約 修繕 ㈱丹青社 892,500

特定契約 修繕 ㈱丹青社 399,000

特定契約 修繕 ㈱ＳＰフォーラム 126,000

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 972,037

特定契約 委託 ㈱モリイチ 113,383

競争契約 保険加入 ㈱損害保険ジャパン 7,039,260

競争契約 賃貸借 日本カーソリューションズ㈱ 18,496,800

競争契約 賃貸借 日本カーソリューションズ㈱ 4,504,500

競争契約 物品購入 ㈱鈴盛商会 4,211,130

競争契約 物品購入 エイバン商事㈱ 7,540,995

特定契約 物品購入 ㈱カンセン 336,525

8
図上コーナー及び日常生活の事故防止
ｺｰﾅｰの保守委託について

6 施設所有管理者賠償責任保険の加入

7 防災教育機器の保守委託について

15

16

17

18

立川都民防災教育センター消火体験コー
ナーＤＬＰプロジクター（Ａ画面）の修繕

立川都民防災教育センター消火シミュ
レーションシステムの修繕

立川都民防災教育センターＤＬＰプロジエ
クター（Ｂ画面）の修繕

立川都民防災教育センター設備実習室の
模型（二酸化炭素消火設備）の修繕

9
地震コーナー、救助救出コーナー及び地
域防災力コーナーの保守委託について

平成２５年度各館貸与被服の買入れ（４、１
０月期）

立川都民防災教育センター防災教育機器
保守業務委託

立川都民防災教育センター地震体験コー
ナー保守点検委託

立川都民防災教育センター地震体験コー
ナー操作卓の修繕

立川都民防災教育センター消火体験コー
ナー液晶モニターの修繕

19

10

11

12

13

14

29

30

31

25

26

27

28

20

21

22

23

24

平成２５年度本所都民防災教育センター
防災シアターの定期点検委託

複合機の保守委託追加契約

応急手当講習会受講者傷害保険ほか２件
の加入

１１９番コーナー機器の修繕について

災害防災Ｑ＆Ａクイズに挑戦の修繕につ
いて

地震体験機構部の修繕について

地震体験コーナー前室映像の修繕につい
て

立川都民防災教育センターオリエンテー
ションステージの点検委託

地震体験コーナー起震装置用防振装置
の点検

平成２５年度本所都民防災教育センター
教育機器の定期点検委託（前期）

消火警報設備実習室防災センター用総合
操作卓修繕について

地震体験コーナー起震装置用防振装置
修繕について

ハニカムメッシュTシャツ４点の買入れ

訓練用人形（成人用）ほか１６点の買入れ

模擬心臓衝撃装置（TRN-2100）ほか７点
の買入れ

普及車の賃貸借（長期継続）

普及車の賃貸借（長期継続）32

33

34

35

36

立川都民防災教育センター設備実習室の
模型（消火訓練用モニター）の修繕



競争契約 物品購入 ㈱鈴盛商会 6,078,975

競争契約 物品購入 ㈱タカクラ 4,245,874

特定契約 委託 ㈱日立システムズ 252,000

特定契約 委託 日立キャピタル㈱ 4,680,270

特定契約 委託 アイエックスナレッジ㈱ 196,350

特定契約 委託 アイエックスナレッジ㈱ 1,745,100

件数 金額

0 0

0 0

0 0

非公表案件

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

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

被服（トレーナー）ほか１２点の買入れ

模擬心臓衝撃装置（TRN-2150）ほか３点
の買入れ

42
インターネット接続及びホームページ年間
保守委託

ホームページ修正作業委託

救命講習受講者管理システム等の事務端
末装置の賃貸借

遠隔監視業務委託

37

38

39

40

41


