随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

1

日本赤十字社資金運用管理プロジェクトに
かかるコンサルタント業務

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

財政部契約課
例規類集閲覧システムにかかる保守契約及
2
東京都港区芝大門
びサーバ使用
1-1-3

3

財政部契約課
法人税、消費税の確定申告書作成及び税務
東京都港区芝大門
相談
1-1-3

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約によることとした理由

インディペンデント・フィデュシャ
平成31年3月4日 リー株式会社
千葉県佐倉市王子台2-19-10

株式会社ぎょうせい
平成31年3月4日
東京都江東区新木場1-18-11

契約業者は、本システムの構築業者であり、
適切な保守業務を実施できるのは同社のみ
1,360,800円 であることから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第３項）

平成31年3月5日

KPMG税理士法人
東京都港区六本木1-6-1

株式会社イーダブリュエムジャパ
平成31年3月6日 ン
東京都千代田区大手町1-9-2

財政部契約課
日本赤十字社ビル荷物用エレベータ改修工
5
東京都港区芝大門
事
1-1-3

東芝エレベータ株式会社
平成31年3月8日
東京都品川区大井1-28-1

薬品保冷庫の定期点検
数量：86台

随意契約にかかる
契約金額

契約業者は、平成20年度から同業務を受託
しており、日本赤十字社の資金状況等につ
いて熟知しているため、継続して指導・助言
4,320,000円 を受けることが最適であることから、契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため（日本赤十字社会計規則第36条第
３項）

財政部契約課
日本赤十字社本社コーポレートサイトの管理
4
東京都港区芝大門
運営
1-1-3

6

（平成31年3月）

血液事業本部
経営企画部財務課
株式会社池田理化
平成31年3月11日
東京都港区芝大門
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
1-1-3

1

契約業者は、過去の実績により赤十字病院
の経営方法、業務内容等について熟知して
おり、十分な経営効果を期待できることから、
1,218,000円
契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため（日本赤十字社会計規則第
36条第３項）
契約業者は、当該コーポレートサイトを平成
26年度に再構築した時から保守管理業務を
行っており、適切な業務の実施が可能である
2,967,840円
のが同社のみであることから、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するた
め（日本赤十字社会計規則第36条第３項）
契約業者は、現機器の導入業者であり、既
存設備を再利用できるのは同社のみである
29,916,000円 ことから、契約の性質及び目的が競争を許さ
ない場合に該当するため（日本赤十字社会
計規則第36条第３項）
契約業者は、点検対象機器の納入業者であ
り、また当該機器の製造業者の代理店であ
ることから、統一的な機器の管理を実施でき
2,879,280円
るのは同社のみであり、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第3項）

その他必要な
事項（備考）

随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

（平成31年3月）

随意契約にかかる
契約金額

随意契約によることとした理由

7 サイバーリスク保険への加入

血液事業本部
経営企画部財務課
株式会社日赤振興会
平成31年3月12日
東京都港区芝大門
東京都港区芝大門1-1-3
1-1-3

契約業者は、保証内容の保険を取り扱うこと
が出来る唯一の業者であることから、契約の
4,762,780円 性質及び目的が競争を許さない場合に該当
するため（日本赤十字社会計規則第36条第
３項）

8 特別会議室音響設備更新整備

財政部契約課
都築電気株式会社
東京都港区芝大門 平成31年3月15日
東京都港区新橋6-19-15
1-1-3

7,370,676円

財政部契約課
株式会社アイネット
東京都港区芝大門 平成31年3月18日 東京都中央区銀座7-16-21銀座
1-1-3
木挽ビル１階

契約業者は、昨年度も同様の業務を委託したとこ
ろ、日本赤十字社職員及び青少年赤十字指導者か
ら高い評価を得ており、その実績を元に本年度も適
1,011,913円 切な業務の遂行を期待できることから、契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第３項）

9

青少年赤十字指導情報2019の作成にかか
る取材関係費について

10 病院賠償責任保険への加入

11

自動血球洗浄装置(ACP）の保守
数量：44台

12 「ＭＥＤＩＦＡＸ ＷＥＢ」の利用

血液事業本部
経営企画部財務課
株式会社日赤振興会
平成31年3月18日
東京都港区芝大門
東京都港区芝大門1-1-3
1-1-3

血液事業本部
経営企画部財務課
ヘモネティクスジャパン合同会社
平成31年3月19日
東京都港区芝大門
東京都千代田区１番町16
1-1-3

財政部契約課
株式会社じほう
東京都港区芝大門 平成31年3月26日
東京都千代田区猿楽町1-5-15
1-1-3

2

緊急の整備を必要とすることから、緊急の必
要により競争に付することができない場合に
該当するため（日本赤十字社会計規則第36
条第３項）

契約業者は、過去の実績により他社では得
ることのできない当該業務に必要な能力・知
90,032,780円 識を有していることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第３項）
契約業者は、当該装置の製造業者であり、
当該保守に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは同社のみであることから、契約
6,299,788円
の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため（日本赤十字社会計規則第36条
第3項）
契約業者は、日本赤十字社の求める情報を
8,220,000円 提供できる唯一の業者であることから、契約
（消費税及び地方消 の性質又は目的が競争を許さない場合に該
費税抜き） 当するため（日本赤十字社会計規則第36条
第３項）

その他必要な
事項（備考）

随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

退職一時給与金、退職年金及び確定給付企 財政部契約課
みずほ信託銀行株式会社
13 業年金にかかる退職給付債務・勤務費用の 東京都港区芝大門 平成31年3月26日
東京都中央区八重洲1-2-1
計算
1-1-3

16

17

随意契約にかかる
契約金額

随意契約によることとした理由

契約業者は、日本赤十字社と平成15年10月10日に
「退職給付会計に係る会計諸数値計算委託契約
書」を締結して以来、継続して本件業務を受託して
いるため、日本赤十字社の退職給付会計制度につ
5,887,965円 いて熟知しており、納期内に納品（報告）可能な業
者は同社のみであることから、契約の性質及び目
的が競争を許さない場合に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第３項）

財政部契約課
新東産業株式会社
東京都港区芝大門 平成31年3月27日 東京都渋谷区渋谷2-12-19東建
1-1-3
インターナショナルビル

契約業者は、各設備の仕様等を熟知してい
956,000円 ること、また、24時間体制により緊急の対応
（消費税及び地方消 が可能であることから、契約の性質又は目的
費税抜き） が競争を許さない場合に該当するため（日本
赤十字社会計規則第36条第３項）

財政部契約課
株式会社山下PMC
平成３１年度日本赤十字社ビル工事にかか
東京都港区芝大門 平成31年3月28日 東京都中央区明石町8-1聖路加
る工事管理ＣＭ業務委託
1-1-3
タワー29階

契約業者は、日本赤十字社ビル第２次中長期保全
計画（平成２９年度）の策定業者であり、日本赤十字
2,300,000円 社ビルの修繕状況や建物の現在の状態に精通して
（消費税及び地方消 おり、今後の適切な保全計画を把握していることか
費税抜き） ら、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため（日本赤十字社会計規則第３６条第３
項）

財政部契約課
株式会社山下PMC
東京都港区芝大門 平成31年3月28日 東京都中央区明石町8-1聖路加
1-1-3
タワー29階

契約業者は、日本赤十字社ビル第２次中長期保全
計画（平成２９年度）の策定業者であり、日本赤十字
4,800,000円 社ビルの修繕状況や建物の現在の状態に精通して
（消費税及び地方消 おり、今後の適切な保全計画を把握していることか
費税抜き） ら、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため（日本赤十字社会計規則第３６条第３
項）

14 日赤糸杉寮の設備管理

15

（平成31年3月）

日本赤十字社ビル保全にかかるコンサル
ティング業務委託

救護・福祉部救護
赤十字原子力情報センターデジタルアーカイ
課復興支援担当
ブの運用業務委託
港区芝大門1-1-3

18 報道メディア対応等業務委託

平成31年3月29日

インフォコム株式会社
東京都渋谷区神宮前2‐34‐17

財政部契約課
株式会社オズマピーアール
東京都港区芝大門 平成31年3月29日
東京都千代田区紀尾井町3-23
1-1-3

3

13,591,764円

5,345,400円（消費税
及び地方消費税抜
き）

契約業者は、平成25年11月1日の赤十字原
子力災害情報センターデジタルアーカイブの
立ち上げ以来、改修を含むシステム構築及
び運用に一貫して当たっており、当該システ
ムを熟知していることから、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第３項）
契約業者は、平成30年度において同業務の
基盤づくりのサポートを行ってきたこと、また
日赤の活動や事業を熟知し、より効果的な
報道メディア対応等が期待できることから、
契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため（日本赤十字社会計規則第
36条第３項）

その他必要な
事項（備考）

随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

19

日本赤十字社ビル総合運営管理業務にか
かる委託

人事・給与システムにおける平成31年度保
20
守サービス委託契約の締結について

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

財政部契約課
株式会社日赤サービス
東京都港区芝大門 平成31年3月29日
東京都港区芝大門1-1-3
1-1-3

財政部契約課
テック情報株式会社
東京都港区芝大門 平成31年3月29日 徳島県板野郡板野町犬伏字東
1-1-3
谷6番地33

4

（平成31年3月）

随意契約にかかる
契約金額

随意契約によることとした理由

契約業者は、日本赤十字社の事業及び当ビ
ル内の設備を熟知しており、設備の障害発
261,807,918円 生時にも迅速な復旧を行ってきたため、適切
（消費税及び地方消 な業務の実施が期待できることから、契約の
費税抜き） 性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため（日本赤十字社会計規則第36条第
３項）
契約業者は、当該システムの開発業者であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するの
121,933,068円 は同社のみであることから、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第３項）

その他必要な
事項（備考）

