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29年10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

当該制度に対応可能な商品を有するのは契
約業者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）

1 医療事故調査費用保険

財政部契約課
東京海上日動火災保険株式会社
東京都港区芝大門 平成29年10月1日
東京都千代田区丸の内1-2-1
1-1-3

6,990,050円

2 青少年赤十字防災教育教材の増刷

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

当該教材を同社以外で制作する場合、権利
の使用許諾申請に相当の時間を要し、事業
6,294,024円 の実施に支障をきたすことから、競争に付す
ることが不利と認められる場合に該当するた
め（日本赤十字社会計規則第36条第３項）

3

薬品保冷庫の整備
数量：14台

株式会社ＮＨＫプロモーション
平成29年10月3日 東京都渋谷区神山町5-5 ＮＲビ
ル

血液事業本部
経営企画部用度課
株式会社池田理化
平成29年10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

病院経営管理研究資料作成システムにかか 財政部契約課
テック情報株式会社
4 るソフトウェアの開発業務及びその他支援業 東京都港区芝大門 平成29年10月13日 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷
務
1-1-3
6-33

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店
として本件機器の定期点検契約を締結してお
り、統一的な機器の管理が実施できるのは同
3,807,062円
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）
本件は、同社が開発した既存システムに付
随するシステムの構築等であることから、契
3,672,000円 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）

5 「赤十字シンポジウム2017」企画・運営業務

財政部契約課
株式会社ＮＨＫプロモーション
東京都港区芝大門 平成29年10月16日 東京都渋谷区神山町5-5 ＮＲビ
1-1-3
ル

当該イベントはＮＨＫと共催する「ＮＨＫ海外た
すけあい」キャンペーンの一環で実施するも
のであり、契約者はＮＨＫのイベント業務を補
11,165,002円 完・支援する関連団体であることから、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）

全血採血装置のリース
6
数量：295台

血液事業本部
経営企画部用度課
日立キャピタル株式会社
平成29年10月17日
東京都港区芝大門
東京都千代田区飯田橋2-18-2
1-1-3

契約業者は、現在使用している物件のリース
業者であり、本件契約は現行契約の再リース
1,777,777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）

1

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29年10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

平成29年度「NHK海外たすけあい」キャン
7 ペーンにおけるダイレクトメールの作成及び
送付

財政部契約課
JPビズメール株式会社
東京都港区芝大門 平成29年10月20日
東京都足立区千住曙町42-4
1-1-3

契約業者は、本件にかかる希望納期及び当
社が指定する仕様に対応可能な唯一の業者
10,799,630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29年度「NHK海外たすけあい」キャン
8 ペーンにおけるダイレクトメールの作成及び
送付

財政部契約課
株式会社K＆S
東京都港区芝大門 平成29年10月20日 東京都中央区日本橋1-2-10
1-1-3
東洋ビル

契約業者は、楽天カード会員あてＤＭの代行
サービスを行う唯一の業者であることから、
1,755,000円 契約の性質また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）

血液事業本部
ソフトウェア開発（献血者健康被害救済制度 経営企画部用度課
株式会社日立製作所
9
平成29年10月20日
の給付金額変更に伴う仕様変更）
東京都港区芝大門
東京都品川区南大井6-23-1
1-1-3

当該業務は、契約業者が開発したシステム
の仕様変更であり、システムの動作環境の互
換性を維持する必要があることから、契約の
4,800,000円
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）

血液事業本部
ソフトウェア開発（年間採血総量52週にかか 経営企画部用度課
株式会社日立製作所
10
平成29年10月20日
る対応に伴う仕様変更）
東京都港区芝大門
東京都品川区南大井6-23-1
1-1-3

当該業務は、契約業者が開発したシステム
の仕様変更であり、システムの動作環境の互
換性を維持する必要があることから、契約の
14,200,000円
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）

血液事業本部
ソフトウェア開発（本人確認の厳格化にかか 経営企画部用度課
株式会社日立製作所
11
平成29年10月20日
る対応に伴う仕様変更）
東京都港区芝大門
東京都品川区南大井6-23-1
1-1-3

当該業務は、契約業者が開発したシステム
の仕様変更であり、システムの動作環境の互
換性を維持する必要があることから、契約の
5,000,000円
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）

血液事業本部
経営企画部用度課
株式会社日立製作所
平成29年10月20日
東京都港区芝大門
東京都品川区南大井6-23-1
1-1-3

当該業務は、血液事業情報システムの仕様
等に熟知している必要があり、当該システム
の開発及び運用保守業者である契約業者以
7,853,760円 外には実施不可能であることから、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）

12 ウイルス対策ソフトウェアのアップグレード

2

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

13

血液自動分離装置のリース
数量：90台

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

血液事業本部
経営企画部用度課
日立キャピタル株式会社
平成29年10月24日
東京都港区芝大門
東京都千代田区飯田橋2-18-2
1-1-3

（平成29年10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、現在使用している物件のリース
業者であり、本件契約は現行契約の再リース
6,741,783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）

財政部契約課
テック情報株式会社
本社統計システムの機能追加にかかるソフト
14
東京都港区芝大門 平成29年10月25日 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷
ウェア改修業務委託
1-1-3
6-33

本件は、同社が開発した既存システムの仕
様変更であり、動作環境の互換性を維持する
2,894,400円 必要があることから、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
株式会社マイナビ
15 平成30年度新規職員採用パンフレットの作成 東京都港区芝大門 平成29年10月25日
東京都千代田区一ツ橋1-1-1
1-1-3

契約業者は,就職活動サイトへの掲載及び合
同企業説明会への出展についても委託して
いるため、併せて依頼することによりデザイン
や文章に統一性をもたせることができ、学生
1,144,800円
への効果的な採用広報活動が期待できるこ
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）

財政部契約課
株式会社ファンドレックス
寄付受付システム構築にかかる支援業務委
東京都港区芝大門 平成29年10月31日 東京都港区新橋3-4-8
託契約
1-1-3
クレグラン新橋Ⅲ８F

契約業者はファンドレイジングに関する研究
調査、戦略立案の実施に必要な体制を確立
しており、これまでに数多くの非営利セクター
に対する戦略コンサルティング業務を請け
3,421,440円
負った実績があるため、適切な業務の実施
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）

16

3

その他必要な
事項（備考）

