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うち受託事業
当期経常増減額 36,712 -

経常収益 2,398,892 1,398,717

1,398,717 1,398,717

- -

2,362,180 1,415,401
2,288,282 1,394,950

うち人件費 1,279,752 1,017,837
73,898 20,451

うち管理費 59,310 17,998
当期経常外増減額 △1,245 -

0 -
1,245 -

41,031 -
△5,564 -

△378 -

2,556,814 -

当期増加額 24,241 -

-

当期減少額 -

2,581,055 -

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 印刷製本 ㈱第一印刷所 11,623,500

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 8,411,040

特定契約 印刷製本 昭和情報プロセス㈱ 1,393,200

特定契約 印刷製本 ㈱キタジマ 2,613,600

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 25,974,000

特定契約 委託 ㈱第一印刷所 6,703,268

特定契約 委託 (有)バム 17,008,207

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 112,174,2008 普通救命講習テキストほか１２点の印刷

5
書籍｢消防関係法令集　平成３０年度
版」の印刷

6
SAFETY LIFE TOKYO (５号から８号)
の編集・印刷・製本・発送等の業務委
託

7
救命講習用テキスト等の保管・管理・配
送・回収・検品に冠する業務委託

1 書籍「防火・防災管理の知識」の印刷

2 書籍｢消防計画の作成」の印刷

3 書籍｢防災管理の知識」の印刷

4 書籍「防火・防災管理の実務」の印刷

【公益事業】

収支

団体　計

【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委託

平成３０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）

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〕

項目

経常外費用
法人税等（再掲）

事業費

うち 都からの委託料

当期一般正味財産増減額

うち 都からの補助金等

管理費

当期指定正味財産増減額

資産（期末残高）

資産（期首残高）

①175,071
②64,227
③579,380

経常外収益

経常費用

うち 都からの補助金等

契約件名No.
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特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 11,730,798

特定契約 委託 (有)バム 21,473,553

特定契約 委託
㈱トータルメディア開
発研究所

2,710,800

特定契約 委託 ㈱廣済堂 648,000

特定契約 委託
㈱東洋コンサルタン
ト

453,600

特定契約 委託 (有)バム 1,023,084

特定契約 委託 ルネプラニング㈱ 409,968

特定契約 保険料
損保ジャパン代理店
(有)報恩会

1,196,450

特定契約 委託 ㈱電算システム 7,687,440

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

3,369,600

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

1,451,520

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

165,240

特定契約 委託 アクサス㈱ 1,461,240

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 2,808,000

特定契約 委託 ㈱丹青社 2,812,320

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 1,522,800

特定契約 委託 ㈱丹青社 24,928,884

特定契約 委託 ㈱天賞堂 74,300

特定契約 物品購入 ㈱天賞堂 98,500

特定契約 委託
パーソルプロセス＆
テクノロジー㈱

15,409,170

特定契約 賃借料
パーソルプロセス＆
テクノロジー㈱

5,561,244

特定契約 賃借料
ソニービズネットワー
クス㈱

3,898,348

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 印刷製本 東京法令出版㈱ 3,358,800

特定契約 衛生管理費
医療法人社団こころ
とからだの元氣プラ
ザ

2,257,536

32 防火安全技術講習テキスト３点の印刷

33
定期健康診断委託(その１)(複数単価
契約)

29
平成３０年度システム保守ライセンスの
借入れ

30 ネットワーク回線の使用

31 平成３０年度Microsoft Azure EA契約

26
優良防火対象物認定証に係る消防署
長名等の印字の委託(複数)単価契約)

27
優良防火対象物認定証の額縁６点の
買入れ(複数)単価契約

28 平成３０年度システム保守委託

23
地震・救助救出及び地域防災力コー
ナーの点検保守委託

24 煙体験コーナーの点検保守委託

25
防災教育機器の点検保守委託点検保
守委託

20
受講管理システムデータセンター用
ファイルウォールの借入れ

21
来館者管理システムの点検保守委託
(集合)

22 防災教育機器の点検保守委託

17 決済代行業務委託(複数単価契約)

18
平成３０年度受講管理システム保守委
託

19
平成３０年度受講管理システムデータ
センター運用委託

14
防火安全技術講習(本講習)テキストほ
か３点の保管・管理・仕分・配送・業務
委託(集合)

15 床清掃委託

16
消防防災資料センターほか３ヶ所の施
設賠償保険の加入(集合)

11 展示装置等の点検保守委託

12 所蔵品管理システム保守委託

13
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保守委
託(集合)

9
平成３０年度保安実務編テキストほか４
点の印刷

10

防災図書事業等に係る刊行、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、配
送、回収、検品に関する業務委託(集
合)
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特定契約 衛生管理費
医療法人社団立川
中央病院

1,019,680

特定契約 委託 ㈱牛走運送 308,880

特定契約 委託 日本電気㈱ 10,116,738

特定契約 委託 ＴＳＰ太陽㈱ 19,699,200

特定契約 賃借料 ㈱ネクストシステム 529,200

特定契約 委託
パーソルプロセス＆
テクノロジー㈱

5,886,000

特定契約 物品購入
レールダルメディカ
ルジャパン㈱

3,685,500

特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 3,738,960

特定契約 委託
㈱パナックスジャパ
ン

2,157,192

特定契約 物品購入
一般財団法人日本
消防設備安全セン
ター

475,200

特定契約 物品購入 ㈱ジリオン 401,004

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

1,584,900

特定契約 賃借料
日本カーソエリュー
ションズ㈱

1,486,080

特定契約 印刷製本 ㈱アスター・ブレイン 285,120

特定契約 物品購入 浅野商事㈱ 492,480

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 993,600

特定契約 委託
㈱ベイ・サイド・ウイ
ンズ

399,600

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

1,231,200

特定契約 委託 ㈱文化工房 4,997,079

50 通報訓練機器の点検保守委託

51 受講管理システム等の設定委託

52
FS’18　Exhibition Event 会場設営及
び管理業務委託

47 危険物安全週間用ポスターの印刷

48 インクカートリッジほか４点の買入れ

49 子ども防災体験広場の点検保守委託

44 カードスタンドほか１点の買入れ

45
受講管理システム(認定証印字)の設定
変更委託

46 普及車ほか２点の借入れ(継続)

41 防災教育機器の点検保守委託

42 地震体験室の点検保守委託

43
消防設備士講習用テキスト(特殊消防
用設備等）の買入れ

38 ＡＲサイネージシステム機器の借入れ

39 メジャーフローの設定変更委託

40 ポケットマスクの買入れ

35 物品等の運送委託

36
東京国際消防防災展2018におけるＶＲ
コーナーの設営及び管理業務委託

37
東京国際消防防災展2018設営及び管
理業務委託

34
定期健康診断委託(その２)(複数単価
契約)
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特定契約 委託
医療法人社団
こころとからだの元氣
プラザ

324,864

特定契約 委託 ㈱リョウソー 399,330

特定契約 諸謝金 良公監査法人 3,240,000

特定契約 物品購入 (有)有富商会 335,880

特定契約 修繕 ㈱丹青社 1,864,080

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

7,176,600

特定契約 印刷製本 鈴企画印刷(有) 297,334

特定契約 印刷製本 ㈱第一印刷所 10,698,912

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 8,127,000

特定契約 修繕 ㈱商華堂 1,033,560

特定契約 修繕 国際航業㈱ 410,400

特定契約 委託 ㈱コスモ・ワーク 427,680

特定契約 物品購入
日立システムフィー
ルドサービス㈱

432,000

特定契約 修繕 ㈱丹青社 1,384,560

特定契約 修繕
㈱パナックスジャパ
ン東京営業所

808,326

特定契約 印刷製本 プリ・テック㈱ 3,601,800

特定契約 委託 ㈱三栄企画 437,076

特定契約 物品購入 ミドリ安全㈱ 1,458,000

特定契約 賃借料 日立キャピタル㈱ 390,096

特定契約 委託
㈱キョウエイアドイン
ターナショナル

432,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 2,592,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 1,620,000

特定契約 印刷製本 プリ・テック㈱ 2,754,000

特定契約 物品購入 栄和産業㈱ 7,749,000

特定契約 物品購入 ミドリ安全㈱ 1,458,000

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 491,400

特定契約 物品購入
パーソルプロセス＆
テクノロジー㈱

1,350,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 3,628,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 2,041,200

特定契約 修繕 ㈱丹青社 319,680

特定契約 印刷製本 橋本印刷㈱ 352,107

特定契約 委託
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ㈱

1,020,600

71
救命講習受講管理システム用ＯＣＲ等
の借入れ(再リース)

72 看板広告の掲示委託

68
書籍「自衛消防技術試験受験必携　学
科編」ほか２点の印刷(増刷)

69
秋の火災予防運動一日消防署長会場
設営委託

70 再生粘着シートの買入れ

65 電話交換機用バッテリーの買入れ

66 地震体験コーナー機構部の修繕

67 起震台入口扉ほか１か所の修繕

62
防災ミニシアター内プロジェクターの修
繕

63 総合防災教育ゲーム機器の修繕

64 展示装置等の定期点検及び清掃委託

59 ポスター「秋の火災予防運動」の印刷

60
書籍「防火・防災管理の知識」の印刷
(増刷)

61 書籍「消防計画の作成」の印刷(増刷)

56
消防キーホルダー(レスキュー隊)ほか２
点の買入れ

57 起震装置の修繕

58
受講管理システム(受講者Exceｌアップ
ロード機能構築等)設定委託

53 ストレスチェック委託(複数単価契約)

54 うちわの製作委託(集合)

55 監査法人との監査契約

73 「新火災調査教本第１巻」の印刷(増刷)

74 「新火災調査教本第2巻」の印刷(増刷)

81 「新火災調査教本第7巻」の印刷(増刷)

82
地震体験ブース内コントローラーの修
繕

119番通報体験コーナー点検保守委
託

79 PSＤ労働社会保険V8no買入れ

80

83

75

三角巾(講習用)の買入れ(集合)

「新火災調査教本第8巻」の印刷(増刷)

77 再生粘着シートの買入れ

78

76

ポスター「春の火災予防運動」の印刷

84
受講管理システム(データ出力機能等)
の設定委託

「新火災調査教本第３巻」の印刷(増刷)
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特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 1,836,000

特定契約 委託 ㈱三栄企画 626,454

特定契約 委託 富士ビジネス㈱ 2,160,000

特定契約 物品購入 浅野商事㈱ 479,196

特定契約 委託 ㈱ＳＰフォーラム 1,782,000

特定契約 印刷製本 東京法令出版㈱ 6,189,480

特定契約 委託 ㈱和心 572,400

特定契約 修繕 ノムラテクノ㈱ 367,200

特定契約 印刷製本 ㈱キタジマ 540,000

特定契約 印刷製本 昭和情報プロセス㈱ 260,744

特定契約 委託 ㈱廣田 402,408

競争契約 物品購入 栄和産業㈱ 20,368,800

競争契約 物品購入 ミドリ安全㈱ 32,905,800

競争契約 印刷製本 シーレックス㈱ 5,217,696

競争契約 委託 ㈱伝創社 5,724,000

競争契約 物品購入 サンコー㈱ 3,577,824

競争契約 保険料
損害保険ジャパン
日本興亜㈱

5,085,610

競争契約 賃借料
日立キャピタル
オートリース㈱

60,892,560

競争契約 物品購入 エイバン商事㈱ 3,863,376

競争契約 委託 ㈱ラピス・ラズリ 2,869,236

競争契約 委託
㈱MEG毎日映画
社

3,979,800

競争契約 物品購入 エイバン商事㈱ 6,287,781

競争契約 委託 東映㈱ 4,997,160

競争契約 物品購入 エイバン商事㈱ 4,562,989

競争契約 物品購入 ミドリ安全㈱ 3,173,040

競争契約 修繕 ㈱関建設 3,013,200

競争契約 物品購入 ㈱東洋ノーリツ 2,541,240

競争契約 物品購入 栄和産業㈱ 2,937,600

件数 金額

89
こども防災体験広場床マット等の製作
委託

90
上級救命講習テキストほか３点の印刷
（増刷）

92

93

地下駐車場スロープの清掃洗浄委託

94

91

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

88 インクカートリッジ４点の買入れ(集合)

87

85
川の手防災体験コーナーほか１ヶ所の
点検保守委託

86
春の火災予防運動一日消防署長会場
設営委託

本部事務所改修工事設計業務委託

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

扉挟み込み防止ゴムの修繕

書籍「防火・防災管理の実務」の印刷
(増刷)

書籍「防災管理の知識」の印刷(増刷)

95 廃棄物の収集運搬・処分委託（集合）

96

97 蘇生用マウスピースの買入れ

100

非公表案件

三角巾(講習用)の買入れ(集合)

98
点検済票６点の印刷（複数単価契
約）

99
ＧＷ企画展ほか３件の企画設営委
託

107
防火・防災管理講習用補助教材
（DVD）製作委託

救急車同乗研修用品の買入れ(単
価契約)

101
応急手当講習会受講者傷害保険
ほか２件の加入(集合)

102 普及車ほか２点の借入れ

103
模擬心臓衝撃装置(ＡＥＤトレー
ナー2)ほか１点の買入れ

104
平成３０年度都民防災教育セン
ター３館特別展の企画及び設営委
託(集合)

105 プロモーションビデオの製作委託

106
模擬電極パッドほか１３点の買入れ
（集合）

108
模擬心臓衝撃装置ほか１２点の買
入れ(集合)

112
模擬心臓衝撃装置の買入れ(集
合)

109
蘇生用マウスピース(教材用)の買
入れ

110 防災シアターほか２ケ所の床修繕

111 ロッカーほか38点の買入れ(集合)



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱第一印刷所 11,623,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 8,411,040

No. 契約件名

書籍「防火・防災管理の知識」の印刷

特命理由

　本書籍は、防火管理及び防災管理に必要とされる、過去の災害事例及び法令の変遷等の知識や、自衛消防技
術及び応急手当技術等が記しており、防火管理者及び防災管理者としての基本事項を習得することを目的とした
ものである。防火管理は消防法第８条により、防災管理は消防法第３６条によりそれぞれ設けられている制度であ
り、一定規模以上の防火対象物及び事業所には乙種防火管理者または甲種防火管理者、もしくは防災管理者の
選任を義務づけている。防火管理者および防災管理者の資格を取得するためには、法定講習である防火管理講
習および防災管理講習を受講する必要があり、各講習のカリキュラムに沿って作成した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、かつ各種災害等に関する情報を収
集、確認する能力が編集者に求められるが、当該業者は全体の進行管理を１名、製作物の監修及び全体紙面の
校正を１名、内校を行う専門家を１名という体制のほか、印刷及び品質管理についても専門スタッフにより実施する
体制で取り組んでいるため、自己完結型の編集体制が確保されている。このため、過去の経緯を踏まえて、原稿
の不備や内容の問題点に対して指摘が行える体制を構築しており、疑問点に関しては法律を専門としている第三
者に意見を求めることも可能である。これに加えて、過去の告示等の資料を豊富に保有しており、法令の改正経
過等にも長じているため当協会の業務負担の軽減についても寄与している。
　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。当該業者は前述のと
おり一元化された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となって
おり、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してい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
にも同等の品質を維持する必要があり、かつ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、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。また、当該業者は校正から印刷、製本から保管、運搬までをすべて自社で
行っているため、不測の事態についても早急な対応ができるため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。

書籍「消防計画の作成」の印刷2

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.

1

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
作成例の内容が符号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、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。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱キタジマ 2,613,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 25,974,000

No.

4
書籍「消防関係法令集 平成30年
度版」の印刷

特命理由

契約件名

No. 契約件名

3
書籍「防火・防災管理の実務」の印
刷

特命理由

　本書籍は、防火管理及び防災管理に必要とされる、近年の災害事例及び法令の変遷等の知識を記しており、
防火管理者及び防災管理者として選任された者が近年の防火防災管理の実態として把握しておく必要のある知
識を習得することを目的としたものである。
　防火管理は消防法第８条により、防災管理は消防法第３６条によりそれぞれ設けられている制度であり、一定規
模以上の防火対象物及び事業所には乙種防火管理者または甲種防火管理者、もしくは防災管理者の選任を義
務づけている。選任を義務付けられた対象物のうち、一定規模以上の防火対象物の甲種防火管理者及び防災管
理者として選任されている者は消防法施行規則第２条の３第１項及び第５１条の７第１項の規定に基づき各種再講
習を受講する必要があり、防火・防災管理者に選任されてから１年以内若しくは５年ごとに再講習の受講が義務付
けられている。この再講習のカリキュラムに沿って作成した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正確性が求められ、かつ法令に関する整合性を確認する能力及び再講習の期
限である５年毎の法令改正に関する知識が編集者に求められる。当該業者は進行管理を１名、編集組版の作成・
監修を２名、全体紙面の校正確認の専門家を１名という体制で取り組んでおり、書籍「防火管理の実務」から書籍
「防火・防災管理の実務」に改訂を行う際に、初版から携わっている経験を踏まえて、原稿の不備に対して指摘が
行える体制を構築しているため、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おいて書籍の内容に反映させる必要である。当該業者は前述のとおり編
集体制が確立さているため、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。
　本書籍は、毎年内容を改定している後続本としての性質があり、講習事業へ影響を及ぼさないためにも同等の
品質を維持するほか、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、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
績を有しており、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。

　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。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、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
の確実な調達を行うことができることから、当該業者を特定する。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱第一印刷所 6,703,268

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 有限会社バム 17,008,207

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 112,174,200

5
SAFETY LIFE TOKYO(５号から８
号)の編集・印刷・製本・発送等の
業務委託

特命理由

No. 契約件名

No. 契約件名

１　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
してきた実績のある業者である。
２　情報誌「SAFETY  LIFE  TOKYO」は、都内事業主、防火管理者、危険物取扱者、消防設備業者、学校関係
者等に対する防火・防災・応急手当の普及、啓発を目的とした総合防災情報誌として、年間４回発行している。
３　平成２９年度より発行した情報誌「SAFETY  LIFE  TOKYO」は、発行後まもなく、年間購読者の要望、期待に
応じられる充実した情報誌として、実績を積み上げている初期段階にあり、試行錯誤をしながら編集発行をしてい
る状況である。
４　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５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。

6
救命講習用テキスト等の保管・管
理・仕分・配送・回収・検品に関す
る業務委託

特命理由

No. 契約件名

7
普通救命講習テキストほか１２点の
印刷

　本件業務は、公益財団法人東京防災救急協会が実施している救命講習に係る講習用教材の保管・管理・仕
分・配送・回収・検品業務の委託である。
　業務は、指定された期間内に東京消防庁管内（方面本部含む）全消防署に確実に配布し、併せて、未使用の
教材の回収を行い、検品終了後は次の講習にあわせて、仕分を行う等、業務は迅速性、確実性を必要とする内
容である。
　当該業者は平成14年から、防災図書事業等に係る保管管理等の業務を請け負い、全ての業務に精通しその実
績による、履行能力は高く、信頼性はゆるぎないものである。
　委託業務そのものが、公益財団法人としての根幹となる公益性の高い業務であることから、業務を理解し対応能
力に優れた実績を持つ、当該業者を特定する。

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・医療に関る専門
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、当該業者を特定する。



（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㈱ 11,730,798

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 有限会社バム 21,473,553

No. 契約件名

8
平成３０年度保安実務編テキストほ
か４点の印刷

特命理由

No. 契約件名

9

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、配送、回収、検品に関する業
務委託(集合)

特命理由

　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。

　本件業務は、協会が実施する各種講習に使用する講習用テキスト、資機材、販売取扱い図書等の保管・管理、
仕分、配送、回収、検品を、指定した期間内に迅速、確実に履行するため、特に各種テキストの配送・回収体制の
確保、協会販売システム、在庫管理システムとの整合性が強く求められる。
　各種テキストの配送及び回収体制の確保については、相応する保管場所、各講習場所に搬入対応可能な車両
の確保、仕分け体制の充足、正確な在庫管理体制の構築が必要である。特に東京消防庁各消防署への配送及
び回収にあたっては、全消防署の車両停止位置を把握する等、消防署の業務に支障を与えないよう消防署の業
務にも精通していることが求められる。さらに、配送及び保管にあたって仕様書以外の突発事案等に対して、業務
時間外であっても対応する柔軟性が求められる。
　システムとの整合性については、配送及び回収体制を担保するために当協会の財務会計システムと在庫管理シ
ステムの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、既存の物流システムでは困難である。業
者を変更する場合には、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、協会が実施する各種講習会において、外部委託当初から業務を請け負っており、協会の講習業
務の変遷にも柔軟に対応してきた実績があり、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、保管場所、車両の確保とともに、仕分、在庫管理体制等も整っており、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ている。よって、本件委託業務は、公益財団法人と
しての根幹をなす業務であることから、業務に精通して柔軟な対応能力を有するとともに、優れた実績と信頼性を
持つ、当該業者を特定する。



（様式１－１）

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
ア開発研究所

2,710,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱電算システム 7,687,440

契約件名

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日から約５ケ月の試験運用を行い、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、他企業と多くの実績と信頼を得て
いることから、当該業者と契約することが不可欠と判断されるため、当該業者を特定する。

No. 契約件名

　平成２９年度より、入札により当該業者により点検保守委託を実施している。従来、不具合が出ていた装置等の
適切な点検・保守により、異常なく可動している。このことから、継続して当該業者に委託することが維持管理にお
いて不可欠のため、当該業者を特定する。

11
決済代行業務委託(複数単価契
約)

10 展示装置等の点検保守委託

特命理由

No.



（様式１－１）

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㈱

3,369,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱SPフォーラム 2,808,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱丹青社 2,812,320

13 防災教育機器の点検保守委託

特命理由

No. 契約件名

12
平成30年度受講管理システム保守
委託

　当該業者は平成28年度に受講管理システムを構築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、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、業務内容等細部に至るまで精通し
た当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定する。

No. 契約件名

地震・救助救出及び地域防災コー
ナの点検保守委託

特命理由

　池袋都民防災教育センターの地震コーナー、救助救出コーナー及び地域防災コーナーは、㈱丹青社が設計及
び製作したオリジナル商品であり、個々の体験装置は、総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当該業者を特定する。

No. 契約件名

特命理由

　図上訓練コーナーの設計・施工を行った業者であり、各コーナーの修繕改修を実施してきた実績があり、配置
機器の仕様を熟知し機器の故障時における迅速・的確な原因の診断、修繕を行うことが可能であり、来館者に不
便を掛けない対応が不可欠のため、当該業者を特定する。

14



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱丹青社 24,928,884

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
㈱

15,409,170

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
㈱

5,561,244

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㈱

3,898,348

16 平成３０年度システム保守委託

特命理由

No. 契約件名

15 防災教育機器の点検保守委託

　当該企業は、東京消防庁本所都民防災教育センター建築時に、防災教育機器の設計・製作・設置を担当し、
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、製作・設置を担当した当該企業が機器全
体を把握していること。
　②　当該機器の解体・クリーニング・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
業者が適確に対応可能であることから、当該業者を特定する。

No. 契約件名

18 ネットワーク回線の使用

　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（旧社名：ソ
ネットビジネスアソシエイツ㈱）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継続して契約をすることが不可欠であるため、当該業者を特定する。

　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た当該業者と契約することが不可欠であるため、当該業者を特定する。

17
平成３０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。
　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た当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定する。

No. 契約件名

No. 契約件名

特命理由

特命理由



（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
㈱

4,309,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 3,358,800

No. 契約件名

19
平成30年度 Microsoft Azure EA
契約

特命理由

No.

　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MicrosoftAzure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た業者と契約することが不可欠であるため、当該業者を
特定する。

20
防火安全技術講習テキスト３点の
印刷

特命理由

　本テキストを使用している講習の目的は、新宿区歌舞伎町ビル火災のような惨事を防ぐため、特に既存建物のリ
ニューアル、コンバージョン等に係る工事が、当該工事段階から、本講習修了者が防火安全上のチェックを行い、
防火対象物の安全が確保できるようにするものである。
　本講習テキストは、防火安全の専門家を育成するために使用するテキストである。主な受講対象は、防火対象物
の使用・変更届出等に係る消防設備業、建築設計業、建築工事業、建築リフォーム業、内装業、電気工事業、ビ
ル管理業等の業者である。
　これらの従事者が、この講習を受講することで、それぞれの業種の専門的知識に加え、消防用設備等の設置や
防火対象物の避難管理の計画、火災初期拡大抑制性能、避難安全性能及び消防活動支援性能の観点から、適
正な安全性を満たしているか否か学び、防火安全技術者として、それぞれの業務に従事することとなる。
　このため、本テキストの編集に際しては、消防関係法令の知識をはじめ、建築関連法令、風俗、福祉、電気関係
等の多岐にわたる法令の知識が必要であり、特に近年頻繁に行われる法令改正についても、適正にテキストに反
映していく必要がある。
　当該業者は、本講習テキスト３点の印刷の実績業者であり、これまでに東京消防庁監修の「消防関係法令集」や
「火災予防条例の解説」をはじめ、「逐条解説　消防法」の発行をするなど、消防関係法令に精通し、法令改正に
も精通している。また、統括担当者、複数の編集担当者を定め、本講習テキスト（３点）全般わたり、専門用語、法
令用語についての整合性をチェックできる体制を確立している。特に、編集担当者は、過去の消防関係法令、消
防用設備等に関する図書の編集実績があり、テキスト間の内容の不整合な点について、すみやかに対応できる体
制を整えている。
　さらに、本講習テキストのデータを保有していることもあり、平成３０年６月末日までの納入期限であるにもかかわ
らず、平成３０年３月末日までの法令等の改正・追加・削除等を反映し校正することが可能である。
　加えて、前述の法令関係等の適合性を検証した上で、迅速、確実に納入することができる体制を構築し、講習
事業に支障のないようにしている。
　よって当該業者以外に、このように講習用テキストを印刷、納品できる事業者はいないことから当該業者と契約す
ることが不可欠である。
以上の理由から、当該業者を特定する。

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 日本電気㈱ 10,116,738

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ＴＳＰ太陽㈱ 19,699,200

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
㈱

5,886,000

21
東京国際消防防災展２０１８におけ
るＶＲコーナーの設営及び管理業
務委託

No. 契約件名

１　ＶＲコーナーで使用するソフトは、当協会が監修したものであること。
２　ＶＲソフトを制作した業者は、当該業者の１００％持ち株会社であり、業者の社内規程により契約主体になれな
いこと。
３　ＶＲソフトは当該業者が構築するＯＡ環境で使用できるように製作されたものであり、当該業者以外の構築する
ＯＡ環境ではソフトの改修等が必要になり効率的ではないこと。
４　設営から期間中の管理業務を一元的に委託することで、防災展に来場する都民等への防災ＶＲ体験が効率的
かつ効果的に実現が図れること。
５　契約締結から東京国際消防防災展２０１８開催までの時間が短く、当該業者以外では履行が困難であること。
以上のことから、当該業者を特定する。

No. 契約件名

22
東京国際消防防災展２０１８設営及
び管理業務委託

特命理由

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。
　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た当該業者と特定契約することが不可欠であるため、当該業者を特定する。

特命理由

No. 契約件名

１　当該業者は東京国際消防防災展２０１８の主催者である東京消防庁、東京国際消防防災展２０１８実行委員会
が、会場設営等を委託している業者であること。
２　同一業者に委託することで、各種展示等の設営及び管理業務が効率的に行うことができ、費用面でも効率的
であること。
３　同一業者に委託することで、管理業務において統一性を図ることができ、事故等に対する適切な対応が可能
になること。
４　契約締結から東京国際消防防災展２０１８開催までの時間が短く、当該業者以外では履行が困難であること。
以上のことから、当該業者を特定する。

23 メジャーフローの設定変更委託



（様式１－１）

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㈱

3,685,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ノムラテクノ㈱ 3,738,960

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱文化工房 4,997,079

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 良公監査法人 3,240,000

No.

　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(救急救命資機材)を製造販売していることから、当該業者を特定する。

No. 契約件名

25 防災教育機器の点検保守委託

24 ポケットマスクの買入れ

27 監査法人との監査契約

１　当該業者はＦＳ’１８　Ｅｘhｉｂｉｔｉｏｎ　Ｅｖｅｎｔの主催者である東京消防庁が、会場設営等を委託している業者であ
ること。
２　同一業者に委託することで、各種展示等の設営及び管理業務が効率的に行うことができ、費用面でも効率的
であること。
３　同一業者に委託することで、管理業務において統一性を図ることができ、事故等に対する適切な対応が可能
になること。
４　契約締結からＦＳ’１８　Ｅｘhｉｂｉｔｉｏｎ　Ｅｖｅｎｔ開催までの時間が短く、当該業者以　外では履行が困難であるこ
と。
以上のことから、当該業者を特定する。

No. 契約件名

特命理由

No. 契約件名

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。

特命理由

契約件名

特命理由

　煙体験室など教育機器は，㈱乃村工藝社により設計及び製作されたものである。ノムラテクノ㈱は、㈱乃村工藝
社からメンテナンス部門を完全分離するため、平成７年２月に設立された。
　平成１０年度から㈱乃村工藝社は、完全にメンテナンス部門を完全分離したため、同社により設計、製作された
機器のメンテナンスは、ノムラテクノ㈱が担当している。
　各体験装置は、複合的にコントロールされているシステムであること、映像等のソフトについても著作権を有して
おり、許諾や指示による点検整備が必要であることから、早期の対応など維持管理が迅速にできる当該業者を特
定する。

26
ＦＳ’１８　Ｅｘhｉｂｉｔｉｏｎ　Ｅｖｅｎｔ会場
設営及び管理業務委託



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約
NECネクサソ
リューションズ㈱

7,176,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ㈱第一印刷所 10,698,912

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 8,127,000

No. 契約件名

28
受講管理システム(受講者Excel
アップロード機能構築等)設定委託

特命理由

No. 契約件名

　 当該業者は平成28年度に受講管理システムを構築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、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、業務内容等細部に至るまで精通し
た当該業者と契約することが不可欠であるため、当該業者を特定する。

29
書籍「防火・防災管理の知識」の印
刷(増刷)

　本書籍は平成３０年度版として当該業者が印刷、製本を行ったものであり、今回は増刷を行うものであるため、そ
の信頼性と効率性から履行期限までに迅速・確実に納品を行うことが可能となっている。
　　これらの理由で当該業者と契約することが不可欠であることから、当該業者を特定する。

 　本書籍は、株式会社第一印刷所が平成３０年度版として印刷・製本したものであり、当該業者が現行の版を保
有し今回は増刷を行うものであるため、その信頼性と効率性から履行期限までに迅速・確実に納品を行うことが可
能である。
これらの理由から当該業者と契約することが不可欠であり、当該業者を特定する。

No.

30
書籍「消防計画の作成」の印刷(増
刷)

特命理由

契約件名

特命理由



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 プリ・テック㈱ 3,601,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 2,592,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 プリ・テック㈱ 2,754,000

No. 契約件名

32
「新火災調査教本第１巻」の印刷
(増刷)

特命理由

No. 契約件名

　本件は、プリ・テック㈱が印刷・製本したものであり、在庫が僅少となり今後の需要が認められることから増刷する
ものであるが、履行期限までに納入対応するには、当該業者以外には難しいことから、当該業者を特定する。

特命理由

書籍「自衛消防技術試験受験必
携　学科編」ほか２点の印刷(増刷)

特命理由

　本書籍は、東京消防庁が実施している自衛消防技術試験の受験者が、事前学習のために使用する一般販売中
の書籍である。自衛消防技術試験は東京都火災予防条例第６２条の４により設けられている制度であり、一定規
模以上の防火対象物で自衛消防業務に従事する人の能力認定方法となっている。
　東京都火災予防条例５５条の５には、自衛消防活動中核要員には自衛消防技術認定証を有する者を充て、必
要数を配置することが義務付けられていることから、一定規模以上の防火対象物に勤務する防災センター要員等
の防災業務の従事者が自衛消防技術試験を受験している。
　自衛消防技術試験は学科試験と実技試験に分かれており、それぞれの科目で基準点以上を獲得しなければ合
格することができない試験となっており、本書籍も試験科目に合わせて学科編、実技編及び問題集の３冊の書籍
として対応を行っている。
　　公益財団法人東京防災救急協会では、自衛消防技術試験の受験者のために「自衛消防技術試験受験準備
講習会」を開催しており、その講習会で使用する教材として本書籍を使用している。
　　このため、本書籍は試験対策の参考書及び問題集としての性質があることから、書籍の内容について正確性
が求められ、かつ法令に関する整合性を確認する能力が編集者に求められるが、当該業者は出版物に関する実
績が多数あり、教科書の印刷等の実績もあることから編集能力については申し分ないものであり、当協会の書籍に
ついても実績を有し、また、本書籍は当該業者が印刷・製本を続けており、過去の経緯等も把握していることから
業務負担の軽減にも寄与しており、今回は在庫僅少に伴い増刷を実施するものである。
　　加えて、講習事業の内容に変更が生じた場合でも、直前まで本書籍の内容に反映させることができる編集体
制が構築されており、今回は、履行期限までに迅速・確実に納品を行うことが絶対的な条件であるため、当該業者
と契約することが不可欠であり、当該業者を特定する。

　本件は、東京法令出版㈱が印刷・製本したものであり、在庫が僅少となり今後の需要が認められることから増刷
するものであるが、履行期限までに納入対応するには、当該業者以外には難しいことから、当該業者を特定する。

33
「新火災調査教本第８巻」の印刷
(増刷)

No. 契約件名

31



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 栄和産業㈱ 7,749,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版(㈱ 3,628,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京法令出版㈱ 6,189,480

契約件名

No. 契約件名

35

No. 契約件名

「新火災調査教本第３巻」の印刷(増

特命理由

34 三角巾(講習用)の買入れ(集合)

　本件は、東京法令出版㈱が印刷・製本したものであり、在庫が僅少となり今後の需要が認められることから増刷
するものであるが、履行期限までに納入対応するには、当該業者以外には難しいことから、当該業者を特定する。

36
上級救命講習テキストほか３点の
印刷(増刷)

特命理由

　本件は、公益財団法人東京防災救急協会が実施している防火・防災管理講習及び救命講習に係る講習教材
(三角巾)の買入れである。
　 今後さらに講習人員の増加が見込まれ、在庫が僅少となり、講習・販売用としての需要に対応するには、今年
度既に買入れを行った当該業者に追加発注するのが確実かつ効率的であるため、当該業者を特定する。

No.

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。
　本件は、当年度第１回目に印刷した部数に不足が生じた為に、増刷を行うものであり、納期までに印刷・納品を
完了することが必要不可欠なことから、当年度の実績業者に依頼することが効率的で、かつ確実であり、講習用テ
キストとしての対応に齟齬をきたさないようにすることが必須条件である。
よって、当該業者を特定する。


	様式（財団）

