
（様式１－１）

うち都受託事業
当期経常増減額 55,017 -

経常収益 2,375,494 1,581,606

1,581,606

- -

2,320,477 1,583,024
2,264,616 1,562,664

うち人件費 1,421,734 1,105,600
55,861 20,360

うち管理費 44,121 17,902
当期経常外増減額 -1,119 -

0 -
1,119 -

31,492 -
22,406 -

-41 -

2,505,595 -

当期増加額 25,347 -

-

当期減少額 -

2,530,942 -

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

6,748,115

特定契約 委託 東京法令出版㈱ 30,508,500

①防火管理講習及び防災管理講習における講習の計画、実施、運営その他講習に付
随する業務
②危険物取扱者保安講習及び消防設備士講習における講習の計画、実施、運営その
他講習に付随する業務
③応急手当講習普及業務委託における講習の計画、実施、運営その他講習に付随す
る業務
④東京消防庁消防防災資料センターの利用者に対する防火防災意識及び知識の普及
啓発その他館の運営に付随する業務
⑤東京消防庁池袋防災館ほか２か所の利用者に対する防火防災教育指導その他館の
運営に付随する業務
⑥福祉保健局からの依頼に基づき、傷病者を病院に搬送するための緊急自動車の運行
業務その他車両の運行に付随する業務
⑦緊急性の低い新型コロナウイルス感染症患者の事業者による移送を目的としたコール
センターにおける保健所と患者搬送事業者との仲介、調整業務

うち 都からの委託料

項目
収支

団体　計

①193,437　②64,894　③677,175　④120,136
⑤433,212　⑥81,983　⑦10,769

令和３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）

【公益事業】

【都特命随意契約を締結して実施した事業】
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
⑦新型コロナウイルス感染症患者の移送に関する東京民間救急コールセンター業務委
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〕

当期一般正味財産増減額

資産（期首残高）

契約件名

法人税等（再掲）

資産（期末残高）

経常外費用

当期指定正味財産増減額

うち 都からの補助金等

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益

経常費用
事業費

No.

2
書籍「消防関係法令集(令和３年度
版)の編集・印刷・製本等の業務委
託

1
SAFETY LIFE TOKYO(17号から
20号)の編集・印刷・製本・発送等
の業務委託



（様式１－１）

特定契約 委託 東京法令出版㈱ 13,550,031

特定契約 委託
㈱東洋コンサルタ
ント

462,000

特定契約 委託 ㈱電算システム 7,621,800

特定契約 委託
㈱トータルメディア
開発研究所

2,761,000

特定契約 委託 ㈱SUN企画 1,114,311

特定契約 委託 ㈱廣済堂 660,000

特定契約 委託 ノムラテクノ㈱ 1,688,500

特定契約 委託 ㈱SPフォーラム 5,830,000

特定契約 委託
㈱パナックス・ジャ
パン東京営業所

2,197,140

特定契約 委託
早稲田システム開
発㈱

396,000

特定契約 委託 ㈲バム 19,674,424

特定契約 委託 ㈱丹青社 16,377,900

特定契約 委託 ㈱SPフォーラム 7,551,500

特定契約 賃借料
ソニービズネット
ワークス㈱

2,871,000

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

4,451,700

特定契約 賃借料
NECネクサソリュー
ションズ㈱

5,200,800

特定契約 委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

16,873,175

特定契約 賃借料
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

2,772,000

特定契約 賃借料
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

4,389,000

特定契約 賃借料 ㈱Nety 1,060,646

特定契約 委託 ㈲バム 24,761,550

特定契約 委託 ㈱SPフォーラム 2,970,000

特定契約 委託 ㈱丹青社 2,761,000

特定契約 委託
㈱ベイ・サイド・ウイ
ンズ

407,000

7
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)

3
令和３年度保安実務編テキストほ
か５点の編集・印刷・製本等の業務
委託

4
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)

8 収蔵品管理システムの保守委託

9

10

5 決済代行業務委託(複数単価契約)

6 展示装置等の点検保守委託

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

防災教育機器の点検保守委託

こども防災体験広場ほか3ケ所の点
検保守委託

地震体験室の点検保守委託

収蔵品管理システムの保守委託

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

防災教育機器の点検保守委託

煙体験コーナーほか5ヵ所の点検
保守委託

ネットワーク回線の使用(集合)

受講管理システム保守委託

AWSクラウド契約

システム保守委託

システム保守ライセンスの借入れ

Microsoft Azure ＥＡ契約

遠隔操作システムの使用

防災図書事業等に係る保管・管
理・仕分・配送・回収・検品に関す
る業務委託(集合)

防災教育機器の点検保守委託

地震及び救助救出コーナーの点
検保守委託

通報訓練機器の点検保守委託
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特定契約 委託 東京法令出版㈱ 1,930,500

特定契約 委託 ㈱牛走運送 348,645

特定契約 賃借料 NTTテクノクロス㈱ 519,750

特定契約 委託 良公監査法人 3,300,000

特定契約 物品購入
(一財)日本消防設
備安全センター

460,688

特定契約 委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

3,785,100

特定契約 委託
こころとからだの元
氣プラザ

323,840

特定契約 委託
早稲田システム開
発㈱

495,000

特定契約 委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

6,535,540

特定契約 物品購入 ㈱トーヨー 1,768,355

特定契約 印刷製本
㈱アスター・ブレイ
ン

396,341

特定契約 修繕 フジテック㈱ 349,800

特定契約 委託 ㈱三栄企画 610,830

特定契約 物品購入 ㈱SPフォーラム 484,000

特定契約 賃借料
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

836,000

特定契約 委託 東京法令出版㈱ 80,880,250

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 修繕 ノムラテクノ㈱ 412,390

特定契約 委託
㈲ファイン・サービ
ス

638,000

特定契約 委託
㈱ヤマチコーポ
レーション

999,900

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

3,641,000

特定契約 印刷製本 ジェイフォックス㈱ 407,045

特定契約 委託 リコージャパン㈱ 558,800

特定契約 委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

422,400

特定契約 修繕 ㈱SPフォーラム 654,500

50

受講管理システムの機能改修委託

ポスター「春の火災予防運動」の印
刷

消防防災資料センター広報用画像
撮影等業務委託

AWS向けセキュリティサービスライ
センスの更新

日常生活事故防止コーナーの装
置修繕

45 標本(車両)の清掃委託

46
ARコンテンツ制作及びウェブサイト
運営委託

47

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

49

48

51

パソコン設定委託

展示パネルスライド装置の修理

エレベーターの保護幕及び床マッ
トの張替修繕

秋の火災予防運動に伴う防火防災
訓練会場設営委託

VRゴーグルの買入れ

Officeライセンスの使用

防火安全技術再講習テキストの編
集・印刷・製本の業務委託

物品等の運送委託

在宅ワーク用システムの使用

監査法人との監査契約

消防設備士講習用テキスト(特殊消
防設備等)の買入れ

普通救命講習テキストほか１２点の
編集・印刷・製本等の業務委託

看板広告の掲示委託

ストレスチェック委託(複数単価契
約)

収蔵品管理システムデータ移行委
託

OBC奉行クラウド移行契約

折紙の買入れ

ポスター「秋の火災予防運動」の印
刷
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特定契約 賃借料 NTTテクノクロス㈱ 363,000

競争契約 印刷製本 ㈱日本ラベル 4,750,450

競争契約 印刷製本 勝美印刷㈱ 19,361,800

競争契約 物品購入 ㈱鈴盛商会 7,753,900

競争契約 賃借料 富士テレコム㈱ 20,219,760

競争契約 委託 ニッセイエブロ㈱ 3,294,500

競争契約 物品購入 栄和産業㈱ 18,290,800

競争契約 印刷製本 山浦印刷㈱ 4,191,000

競争契約 物品購入 ㈱松村薬品商会 3,173,742

競争契約 委託 ㈱三栄企画 3,502,950

競争契約 委託 テレビ朝日映㈱ 4,968,700

競争契約 印刷製本 ㈱ドゥ・アーバン 2,917,585

競争契約 物品購入 栄和産業㈱ 4,711,300

競争契約 物品購入 ㈱東洋ノーリツ 6,053,300

競争契約 賃借料 クロス・ヘッド㈱ 3,391,718

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

書籍「防火・防災管理の知識」ほか
２点の印刷

勤怠管理奉行クラウド・販売管理ク
ラウドシステムの導入及びライセン
スの借入れ(集合)

訓練用人形(乳児用)ほか３点の買
入れ

63
書籍「普通救命再講習テキスト」ほ
か５点の印刷

令和３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)

訓練用人形(乳児用)ほか１０点の買
入れ(集合)

58

パソコンの借入れ(集合)56

66

57

64

54

POSレジの買入れ65

模擬心臓衝撃装置ほか１点の買入
れ(集合)

53

在宅ワーク用システムの使用

点検済票６点の印刷(複数単価契
約)

61

55

62

書籍「自衛消防技術試験受験必携
学科編」ほか２点の印刷

手指消毒剤ほか１３点の買入れ(集
合)

秋・春の企画展示会展示・製作等
業務委託

防火・防災管理講習用補助教材
(DVD)の制作委託

59

60

52
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契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
㈱第一印刷所
東京本部

6,748,115

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京法令出版㈱ 30,508,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京法令出版㈱ 13,550,031

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱電算システム 7,621,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
㈱トータルメディア
開発研究所

2,761,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

4 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
である。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、当協会の受講者管理システムとの整合
性が強く求められる。当協会と委託業者間において、受講者の支払情報の送信、払込票の作成、払込票の送
付、受講者の代金支払い、入金情報の収集、収集結果の送信のシステム運用が確立しているため、他の業者に
変更した場合には、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。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多くの実績と信頼性を持つ当該業者を特定する。

3
令和３年度保安実務編テキストほ
か５点の編集・印刷・製本等の業務
委託

特命理由

　保安実務編は東京都内の危険物施設数や事故件数及び事故事例をまとめたものであり、保安講習で使用する
テキストである。消火設備編、警報設備編、避難設備・消火器編、特殊消防用設備・実務編は、主に近年の消防
法令の改正概要をまとめたものであり、４区分の消防設備士講習で使用するテキストである。そのために各々のテ
キストは法令に関する条文の正確性が求められ、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
られている。本事業者は法令改正や省庁の通知等に熟知しているほか、専門知識を持った多くのスタッフを要し
ていること、法令に関する書籍の編集・校正のノウハウを蓄積している。

No. 契約件名

2
書籍「消防関係法令集(令和３年度
版)の編集・印刷・製本等の業務委
託

特命理由

　本書籍は消防関係法令を主としてまとめたものであり、防火・防災管理者講習で使用するほか、消防機関の職
員、建築物の設計者、建設業者、消防設備士業者が業務上活用しているものである。そのために本書籍は、収
録法令に影響する法律、政令、省令、条例の改正内容を確実に反映させ、さらに「解説」や「参照」に加えて「罰
則」を付記するなど政令から規則等へ至る法体系を理解されやすい構成としている。本事業者は多くのスタッフを
要し、常に法令改正の動きや省庁の通知等に傾注しているとともに、これらの編集・校正のノウハウも蓄積するな
ど高度な専門知識を有している。以上のことから、迅速かつ確実に法令内容を反映させ、「解説」や「参照」等を
付記できる本事業者を契約の相手方として特定する。

No. 契約件名

No. 契約件名

1
SAFETY LIFE TOKYO(17号から
20号)の編集・印刷・製本・発送等
の業務委託

特命理由

　本件業務は、当協会が年４回発行している「SAFETY LIFE TOKYO」の編集から発送までの業務を適正に指定
された期日までに迅速、確実に履行するための委託である。当該業者は、令和元年度に落札した業者で以下の
理由から特定する。
１　年間を通して蓄積した本情報誌の編集・印刷・製本・発送のノウハウをもって、迅速、確実、円滑に履行ができ
る。
２　情報誌の編集内容の統一性が図れる。
　※本契約は編集内容の統一性など、委託内容の性質上、５年間を目安に同一業者と継続して特定契約を締結
する見込みであるが、所定期間を経過後は再度、競争型により契約締結業者を選定する。

No. 契約件名

No. 契約件名

5 展示装置等の点検保守委託

特命理由

　当該業者は、機器の機能確認と設計図等の構成を図った会社である。機器の特性を理解した当業者が、市販
品の中より対応可能な部品調達と技術力によって作動させ機能を保持している状況にある。よって、本機器を故
障なく、機能維持を獲得するためには、当該機器に熟知した本業者により保守委託することが不可欠であるため
特定する。

No. 契約件名

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〕



（様式１－１）

委託 ㈱SPフォーラム 5,830,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈲バム 19,674,424

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱丹青社 16,377,900

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱SPフォーラム 7,551,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借料
ソニービズネット
ワークス㈱

2,871,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

4,451,700

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

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。

No. 契約件名

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
て契約をすることが不可欠である。

No. 契約件名

11 受講管理システム保守委託

10 ネットワーク回線の使用(集合)

No. 契約件名

9
煙体験コーナーほか5ヵ所の点検
保守委託

特命理由

　当該業者は、本所都民防災教育センターの煙体験コーナーほか５ケ所の専用設計・製作・設置を行った会社
である。当該コーナーは、独自のメカ機構やシステムプログラムなど、製作・設置を担当した当該業者のみが機器
の特性を十分に理解し、技術を有していること。機器の分解、調整を行うためには当該業者が対応しなければ困
難である。

8 防災教育機器の点検保守委託

特命理由

　当該業者は、本所都民防災教育センターにおける防災教育機器(エントランスホール、地震体験コーナー、こど
も広場、川の手地域コーナー、暴風雨体験コーナー、防災シアター前室、防災ゲームコーナー、消火警報設備
等実習室)の専用設計・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。製作会社独自
のメカ機構やシステムプログラムなど特殊機器全体を熟知しており、機器の分解、調整を行うたには当該業者が
対応しなければ困難である。

No. 契約件名

7
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

　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、指定した期日内に迅速、確実に履行するための委託である。そのためには、保管場
所、各講習場所に搬入対応可能な車両及び仕分け体制の確保、正確な在庫管理を必要としている。さらに、正
確な在庫管理を行うために、当協会の財務会計システムと在庫管理システムの専用回線を開通し、運用を行うこ
とが不可欠である。本業務委託を入札等により、業者が変更となった場合、その都度書籍等の在庫の移管や在
庫管理システムの構築等で、迅速・確実な履行が困難になる。本事業者は、平成28年から本業務委託を実施し
ており、全ての業務に精通している。また、一昨年入札により、令和元年度の本業務委託として選定された。本業
務を迅速、確実、円滑に履行するためには、経験を積み上げることによるリスクの軽減、効率性の向上が求められ
ており、コストの軽減化のためにも単年度契約では難しいと判断される。
　※本契約は書籍等の在庫の移管や在庫管理システムの構築等、委託内容の性質上、５年間を目安に同一業
者と継続して特定契約を締結する見込みであるが、所定期間を経過後は再度、競争型により契約締結業者を選
定する。

No. 契約件名

6
こども防災体験広場ほか3ケ所の点
検保守委託

特命理由

　当該業者は、立川都民防災教育センターのこども防災体験広場ほか３カ所の専用設計・製作・設置を行った会
社である。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おり、機器の分解、調整を行うためには
下記業者の対応が不可欠である。

No. 契約件名



（様式１－１）

賃借料
NECネクサソリュー
ションズ㈱

5,200,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

16,873,175

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借料
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

2,772,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

賃借料
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

4,389,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈲バム 24,761,550

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱SPフォーラム 2,970,000

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。

12 AWSクラウド契約

No. 契約件名

No. 契約件名

17 防災教育機器の点検保守委託

特命理由

16
防災図書事業等に係る保管・管
理・仕分・配送・回収・検品に関す
る業務委託(集合)

特命理由

　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、指定した期日内に迅速、確実に履行するための委託である。そのためには、保管場
所、各講習場所に搬入対応可能な車両及び仕分け体制の確保、正確な在庫管理を必要としている。さらに、正
確な在庫管理を行うために、当協会の財務会計システムと在庫管理システムの専用回線を開通し、運用を行うこ
とが不可欠である。本業務委託を入札等により、業者が変更となった場合、その都度書籍等の在庫の移管や在
庫管理システムの構築等で、迅速・確実な履行が困難になる。本事業者は、平成14年から本業務委託を実施し
ており、全ての業務に精通している。また、一昨年入札により、令和元年度の本業務委託として選定された。本業
務を迅速、確実、円滑に履行するためには、経験を積み上げることによるリスクの軽減、効率性の向上が求められ
ており、コストの軽減化のためにも単年度契約では難しいと判断される。
※本契約は書籍等の在庫の移管や在庫管理システムの構築等、委託内容の性質上、５年間を目安に同一業者
と継続して特定契約を締結する見込みであるが、所定期間を経過後は再度、競争型により契約締結業者を選定
する。

No. 契約件名

15 Microsoft Azure ＥＡ契約

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、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。

No. 契約件名

14 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、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。

No. 契約件名

13 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、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。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ㈱丹青社 2,761,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 良公監査法人 3,300,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

3,785,100

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
パーソルプロセス
＆テクノロジー㈱

6,535,540

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 東京法令出版㈱ 80,880,250

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
NECネクサソリュー
ションズ㈱

3,641,000

特命理由

  当該業者は、池袋都民防災教育センターの地震及び救助救出コーナーの専用設計・製作・設置を行った会社
である。点検にあたっては、システム、機器の構造及び部品など独自の知識、技術が必要とされ、詳細な仕様を
熟知していなければ原状維持管理は期待できない。製作・設置を担当し、特殊な技術を有している当該業者が
対応しなければ困難である。

No. 契約件名

18
地震及び救助救出コーナーの点
検保守委託

　当該業者は、池袋都民防災教育センターに設置の防災教育機器(煙体験コーナー、視聴覚教室映像音響装
置、日常生活の事故防止学習コーナー、通報訓練コーナー、図上訓練コーナー、消火コーナー及びVR防災体
験コーナー)の専用設計・製作・設置を行った会社である。当該コーナーは、独自のメカ機構やシステムプログラ
ムなど、製作・設置を担当した当該業者のみが、機器の構造及び部品など独自の知識、技術を有しており、機器
の分解、調整を行うためには当該業者が対応しなければ困難である。

No. 契約件名

22
普通救命講習テキストほか１２点の
編集・印刷・製本等の業務委託

特命理由

　当該書籍は、ガイドライン2020に準拠した救命講習テキストとして新たに編集するものであり、総務省消防庁等
の関係省庁から発信される応急手当に関連する情報等に基づき、都民が理解しやすいように作成するものであ
る。また、法令の根拠についても記載が必至である。以上のことから、当該書籍の編集にあたっては、法令改正や
総務省消防庁等の通知等を確実に把握するとともに、消防・救急に関する知識等に精通していることが必要であ
る。当該業者は、消防・救急に関する専門図書、雑誌等の編集、校正の実績を有しており、専門的知識を持った
多くのスタッフが在籍している。また、法令改正や国等の通知等を迅速、確実に掌握できる体制も整っており、こ
のような業者は他にいないことから、当該業者を特定する。

No. 契約件名

21 OBC奉行クラウド移行契約

特命理由

　当該業者は、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。また、当該業者以外に委託した場合、既存システム及びソフトに接続した際に不
測の障害が生じる危険性が高く、障害発生後の復旧にも時間を要することから協会の業務に著しい支障が生じる
恐れがある。

19 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。

特命理由

　当該業者は、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。また、当該業者以外に委託した場合、既存システム及びソフトに接続した際に不
測の障害が生じる危険性が高く、障害発生後の復旧にも時間を要することから協会の業務に著しい支障が生じる
恐れがある。

No. 契約件名

20 パソコン設定委託

No. 契約件名

23 受講管理システムの機能改修委託

特命理由

No. 契約件名



（様式１－１）

　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。


