
（様式１－１）

うち受託事業
当期経常増減額 △9,034 -

経常収益 2,331,861 1,315,945

1,315,945 1,315,945

- -

2,340,895 1,239,719
2,273,279 1,210,260

うち人件費 1,288,502 900,282
67,616 29,459

うち人件費 41,205 27,235
当期経常外増減額 △7,391 -

1,582 -
8,972 -
6,699 -

△23,124 -
△4,698 -

2,647,646 -

当期増加額 - -

- -

当期減少額 102,677 -

2,544,969 -

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　東京本部 905,364

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 26,535,600

特定契約 印刷製本 ㈱第一印刷所　東京支店 10,655,000
特定契約 印刷製本 昭和情報プロセス㈱ 1,096,578
特定契約 印刷製本 ㈱キタジマ 2,432,700
特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 8,316,000
特定契約 委託 ㈱モリイチ 41,472
特定契約 委託 アクサス㈱ 1,305,720

【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東京都福祉保健局緊急自動車運行委託

収支

団体　計

① 174,755 千円
② 　62,411 千円
③ 525,670 千円
④ 106,864 千円
⑤ 370,019 千円
⑥  76,226 千円

【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
⑥東京都福祉保健局緊急自動車運行

平成２７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

公益事業

応急手当情報誌「てあて(75号)」の
編集・印刷・製本・発送業務委託

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

資産（期末残高）

事業費

経常外費用

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益

法人税等

経常費用

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）

うち 都からの補助金等

2
消防関係法令集平成２７年度版の
印刷

3 防火防災管理の知識の印刷
4 防火管理の知識の印刷
5 防火防災管理の実務の印刷
6 消防計画の作成の印刷
7 大判プリンターの保守委託
8 来館者システム保守委託
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特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 93,511,800

特定契約 委託 (有)バム 19,358,784

特定契約 委託 ㈱コイヌマ 77,760
特定契約 印刷製本 大東印刷工業㈱ 1,818,261
特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 10,997,640
特定契約 委託 東洋通信工業㈱ 3,088,800
特定契約 委託 ㈱丹青社 3,024,000

特定契約 委託 ㈱フジヤ 1,383,480

特定契約 委託 ㈱ＳＰファーラム 1,258,200
特定契約 委託 ㈱丹青社 25,585,200
特定契約 委託 ㈱モリイチ 290,822
特定契約 委託 ㈱モリイチ 77,760
特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 347,004
特定契約 印刷製本 ㈱アスター・ブレイン 140,400

特定契約 委託 ㈱インテリジェンスビジネスソリューションズ18,144,000

特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 4,935,600
特定契約 委託 ㈱廣済堂 907,200
特定契約 委託 ㈱モリイチ 290,822
特定契約 委託 ㈱日立システムズ 777,600

特定契約 委託 ㈱アイネット 424,116

特定契約 物品購入 ㈱天賞堂 132,000

特定契約 委託 ㈱天賞堂 32,840

特定契約 委託 ㈱モリイチ 290,822

特定契約 保険料 損害保険ジャパン日本興亜㈱1,122,810

特定契約 賃借 NTTアイティ㈱ 162,000

特定契約 委託 (有)バム 1,883,520

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 10,393,596

特定契約 物品購入 全国危険物安全協会 7,129,500

特定契約 賃借 NTTファイナンス㈱ 2,169,504

特定契約 委託 ㈱牛送運送 307,368

特定契約 委託 ㈱インテリジェンスビジネスソリューションズ13,857,210

特定契約 印刷製本 ニッセイエブロ㈱ 628,700

特定契約 委託 ㈱第一印刷所 905,364

特定契約 物品購入 一般財団法人全国危険物安全協会2,022,600

特定契約 印刷製本 ヨシダ印刷㈱ 750,211

特定契約 印刷製本 ヨシダ印刷㈱ 3,034,800

特定契約 印刷製本 ヨシダ印刷㈱ 419,850

9
普通救命講習テキストほか11点の
編集・校正・印刷・在庫管理・発送

10

防災図書事業に係る刊行・買上図
書及び自衛消防技術試験受験準
備講習資機材等の保管管理・仕分
回収に関する業務委託

11 大型プリンター年間保守委託
12 平成27年度「自主防災」245号及び
13 防災教育機器保守業務委託
14 防災教育機器の保守委託
15 地震コーナーほか２ヶ所の保守委

42 小冊子等の買入れ

16
図上訓練コーナーほか１ヶ所の保
守委託

17 煙コーナー保守委託

43
防火・防災管理講習用効果測定問
題及び解答用紙９点の印刷

44
防火管理技能講習テキスト３点の
印刷

45
危険物取扱者保安講習用効果測
定問題及び解答用紙ほか３点の印
刷

18 防災教育機器の保守委託
19 複合機の保守契約（再）
20 大判プリンターの保守委託
21 消防設備士テキスト補遺の印刷
22 危険物安全週間用ポスターの印刷

23
平成２７年度情報システム基本構
想・要件定義策定及びネットワーク
設定作業委託

24 展示装置の点検
25 所蔵品管理システムの保守委託
26 複合機の保守委託
27 遠隔監視業務委託

28
インターネット接続及びホームペー
ジ年間保守委託

29
優良防火対象物認定証の額縁の
買入れ（複数単価契約）

30
優良防火対象物認定証にか係る消
防署長名等の印字委託(単価契
約）

31 複合機の保守委託

32
消防防災資料センターほか３ヶ所
施設賠償責任保険

33 音声応答システムの賃借

34

小規模社会福祉施設の防火実務
講習会に係る物品の保管・管理・
配送・回収及び講習に関する業務
委託

35
平成27年度保守実務テキストほか
４点の印刷

36
平成27年度危険物取扱者保安講
習用テキストの買入れ

37
図書等販売管理システムのソフト
ウェア等の賃借

38 物品等の運送委託

39 情報システムの年間保守委託

40
東京防災救急協会パンフレットほ
か１点の増刷

41
応急手当情報誌「てあて」（７６号）
の編集・印刷・製本・発送業務委託
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特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 3,256,200

特定契約 委託 清水建設㈱　東京支店 311,040

特定契約 委託 ㈱パナックス・ジャパン　東京営業所2,176,632

特定契約 物品購入 (一財)日本消防設備安全センター356,400

特定契約 委託 医療法人社団こころと体の元気プラザ2,312,150
特定契約 委託 医療法人財団立川中央病院 786,109

特定契約 委託 三菱長崎機工㈱ 993,600

特定契約 委託 ㈱内外電業社 842,400

特定契約 賃借 オリックス自動車㈱ 3,776,220

特定契約 物品購入 白十字販売㈱ 453,600

特定契約 賃借 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ1,613,520

特定契約 印刷製本 三美印刷㈱ 2,613,600

特定契約 印刷製本 プリ・テック㈱ 2,754,000

特定契約 印刷製本 ㈱キタジマ 550,800

特定契約 諸謝金 良公監査法人 3,240,000

特定契約 印刷製本 大東印刷工業㈱ 4,044,918

特定契約 委託 ㈱人材研究所 1,114,560

特定契約 印刷製本 システム印刷 42,768

特定契約 修繕 ㈱東洋ソフトコンサルタント 48,600

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 918,000

特定契約 印刷製本 ㈱アイフィス 355,266

特定契約 印刷製本 ㈱アーク 162,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 3,628,800
特定契約 印刷製本 ㈱サンワ 1,961,820
特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 453,600
特定契約 印刷製本 ㈱第一印刷所 2,027,808

特定契約 印刷製本 ㈱プライムステーション 1,080,540

特定契約 委託 ㈱東洋コンサルタント 1,587,600

特定契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ756,000
特定契約 物品購入 ㈱ケーエヌ 53,071
特定契約 印刷製本 ㈱第一印刷所東京本部 7,160,400
特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 5,322,240

特定契約 印刷製本 プリ・テック㈱ 3,601,800

特定契約 修繕 ㈱丹青社 409,320
特定契約 修繕 国際航業㈱東京支店 153,360
特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 509,760
特定契約 委託 東京法令出版㈱ 6,339,384

特定契約 印刷製本 ㈱アスター・ブレイン 391,230

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 274,320
特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 1,382,400

特定契約 修繕 ㈱丹青社 3,175,200

特定契約 委託 医療法人こころとからだの元気プラザ985,500

特定契約 委託 医療法人財団立川中央病院 258,400

特定契約 委託 ㈱ＯＳＧコーポレーション 155,520

消火体験コーナーコントローラーほ
か２か所の修繕

87
インフルエンザ予防接種（その１）
（単価契約）

88
インフルエンザ予防接種（その２）
(単価契約）

89 冷水器の保守点検

86

74 償却奉行設定委託
75 ジャケット(女性用）ほか５点の買入
76 「防火・防災管理の知識」の印刷
77 「消防計画の作成」の印刷

78
「自衛消防技術試験受験必携　学
科編」の印刷

79 地震体験コーナーシステムの修繕
80 総合防災教育ゲームの修繕
81 煙体験コーナーほか２ｹ所の修繕
82 防火防災対策ツール制作委託

83
平成２７年度秋の火災要望運動用
ポスターの印刷

84 煙体験室ほか２か所の塗装修繕
85 「新火災調査教本　第２巻」の印刷

68 「新火災調査教本第３巻」の印刷
69 「新火災調査教本第５巻」の印刷

48 地震体験コーナーの点検保守委

49
設備士講習（特殊消防用設備等実
務編)テキストの買入れ

70 ショーステージの修繕
71 応急手当情報誌「てあて」（７７号・７

72 「新広報・広聴マニュアル」の印刷

73
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の
更新

46 防火安全技術講習テキスト３点の印刷

47
新情報システム構築に伴うネット
ワーク回線の配管工事委託

50
定期健康診断委託その１（複数単
価）

51 定期健康診断委託その２（複数単

52 起震装置用防振装置保守点検

53
麹町消防合同庁舎（東京防災救急
協会）空調設備設置委託

54 普及車(軽自動車）の賃借(継続）

55 三角巾（訓練用）の買入れ

56
Microsofut Azureオープンライセン
スの契約

57
「予防事務審査・検査基準Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ」の印刷

58 「新火災調査教本第8巻」の印刷

59 「火気安全管理マニュアル」の印刷

60 監査法人との監査契約について

61
平成27年度「自主防災」247号及び
250号の印刷

62 モニタリング等の業務委託（集合）

63 リーフレット「刊行図書一覧」の印刷

64
防火安全技術講習用受講者管理
システムの修繕

65 防災シアター点検委託

66 防災週間用ポスターの印刷

67
消防用設備等点検済表示制度関
係規定等の印刷
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特定契約 委託 東京信技㈱ 62,640

特定契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ18,144,000

特定契約 委託 ｿﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴｲﾂ㈱ 1,091,408

特定契約 物品購入 東京連合防火協会 329,800

特定契約 委託 ㈱三栄企画 793,800

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 2,639,520

特定契約 修繕 ㈱パナックス・ジャパン 5,525,280

特定契約 賃借 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ1,134,000

特定契約 賃借 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ1,613,520

特定契約 修繕 ㈱丹青社 562,680
特定契約 物品購入 東映㈱ 133,920

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 2,461,644

特定契約 修繕 ㈱丹青社 1,080,000

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 723,600
特定契約 物品購入 ㈱トーヨー 2,067,120

特定契約 物品購入 白十字販売㈱ 2,138,400

特定契約 委託 ㈱第一印刷所 2,627,640

特定契約 委託 毎日映画社 2,128,302

特定契約 印刷製本 広研印刷㈱ 368,793

特定契約 委託 ㈱三栄企画 799,740

特定契約 印刷製本 (有)雄久社 391,230

特定契約 修繕 ㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所 354,240

特定契約 印刷製本 原口印刷㈱ 570,240

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 979,020

特定契約 物品購入 ミドリ安全㈱ 2,318,760

特定契約 賃借 ㈱トーカイ 946,944

特定契約 物品購入 東京法令出版㈱ 427,248

特定契約 委託 三菱地所コミュニティ㈱ 2,246,400

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 937,440

特定契約 委託 ㈱コスモ・ワーク 410,400

特定契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｿﾝｽﾞ1,296,000
特定契約 委託 (有)ファインサービス 497,880

特定契約 修繕 ㈱ＳＰフォーラム 432,000

特定契約 委託 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｿﾝｽﾞ1,078,920

特定契約 委託 ㈱日立システムズ 918,000

特定契約 物品購入 ㈱特効 442,800
特定契約 物品購入 白十字販売㈱ 278,640

特定契約 物品購入 ミドリ安全㈱ 317,304

97

地震体験コーナー振動機器の修

93

96

平成２７年度秋の火災要望運動一
日消防署長の会場設営委託

94

95

消防錦絵カレンダーの買入れ

マイナンバー収集・保管サービスの
利用

応急手当普及員講習テキストほか
３点の印刷等(増刷）(複数単価）

90
防災教育機器用ポンプ（２点）の点
検

91
ﾈｯﾄﾜｰｸ統合及び販売・在庫管理ｼ
ｽﾃﾑの構築

92
ﾈｯﾄﾜｰｸ統合及び販売・在庫管理ｼ
ｽﾃﾑの構築に伴うﾈｯﾄﾜｰｸ回線等
の使用

98
MicrosoftAzureオープンライセンス
追加契約

99 地震体験コーナー天井の修繕
100 DVD２点の買入れ

101
普通救命講習テキストほか２点の印
刷（増刷）（複数単価）

102
地震体験コーナー起震装置（シリン
ダー）の修繕

103 からくりオブジェの修繕
104 折紙の買入れ

105
三角巾（講習用）の買入れ(追
加)(単価）

106
応急手当情報誌「てあて」（特別
号）等の制作委託

107
消防設備士講習用補助教材の政
策委託

108 「防災の手引」の増刷

109
平成２８年春の火災予防運動一日
消防署長の会場設営委託

110
平成２８年春の火災予防運動用ポ
スターの印刷

125 スモーク液の買入れ
126 三角巾(教材用）の買入れ

117
神田グロウビル５階原状回復工事
委託

111
都市型水害体験コーナー水圧体
験装置等の修繕

112
防火管理技能再講習テキストの印
刷

113
普通救命講習（生徒編）テキストの
印刷（増刷）（単価）

114
蘇生用マウスピース（教材用）の買
入れ（追加）（単価）

115 寝具類の借入れ

116
小冊子（赤ちゃんと子どもの応急手
当て）の買入れ（集合）

118
平成２７年度警報設備テキストの増
刷

119
展示装置等の定期点検及び清掃
委託

120 ホームページの改修委託

123 パソコン設定作業委託

124
ネットワーク統合に伴う受講者管理
システム等設定変更作業委託

127
蘇生用マウスピース（教材用）の買
入れ

121 標本の清掃委託

122
煙体験コーナー中性帯ほか１件の
修繕



（様式１－１）

特定契約 印刷製本 広研印刷㈱ 334,800

競争契約 物品購入 ミドリ安全㈱ 27,478,332

競争契約 物品購入 白十字㈱ 25,191,000

競争契約 委託 毎日映画社 7,469,280

競争契約 物品購入 エイバン商事㈱ 7,285,410

競争契約 物品購入 エイバン商事㈱ 6,388,426

競争契約 印刷製本 ㈱サトー 5,209,450

競争契約 物品購入 エイバン商事㈱ 5,199,573

競争契約 物品購入 ㈱鈴盛商会 5,130,000

競争契約 保険料 損害保険ジャパン日本興亜㈱5,122,010

競争契約 委託 八千代エンジニヤリング㈱ 4,860,000

競争契約 賃借　 浅野商事㈱ 4,600,800

競争契約 物品購入 ㈱ヴィナ 3,996,032
競争契約 物品購入 サンコー㈱ 3,456,000

件数 金額非公表案件

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

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

救急自動車同乗研修用品の買入141

132
模擬心臓衝撃装置（ＡＥＤﾄﾚｰﾅｰ
2）ほか４点の買入れ(集合）

133
訓練用人形（乳幼児用）ほか２０点
の買入れ（集合）

140 ズボン（夏・男性用）ほか５点の買入

136
心臓衝撃装置（AED－2150）ほか４
点の買入れ（集合）

137
応急手当講習会受講者傷害保険
ほか２件の加入

134
点検済票６点の印刷（複数単価契
約）

131
講習用補助教材の制作委託（集
合）

139 プリンターの賃借

138
消防法令等適合チェックシステムの
構築

128 「防災の手引」の増刷

135
訓練用人形(小児用）ほか１４点の
買入れ

130
三角巾（教材用）ほか５点の買入れ
（集合）

129
蘇生用マウスピース２点の買入れ
（集合）


