
【参考資料】

業 者 名
議会費

議会事務事業 会議録調製委託料 8,121,263 (株)会議録研究所
機器保守点検委託料 1,005,500
録音機器保守点検委託料 1,005,500 (株)東和エンジニアリング

一般管理費
文書の発送・収受及 機器保守点検委託料 426,408
び機器管理事業 　印刷機保守点検委託料 426,408 (株)ラビックス

秘書費
秘書事業 諸委託料 6,441,926

市長車運行業務委託料 6,441,926 (株)セノン
人事管理費

職員人事管理事業 諸委託料 989,670
採用試験委託料 258,500 (公財)日本人事試験研究センター
昇任試験委託料 731,170 (株)公職研

職員人材育成事業 諸委託料 1,212,559
研修委託料 313,091 (株)話し方教育センター
研修委託料 360,428 (株)インソース
研修委託料 539,040 (一社)日本経営協会

職員健康管理事業 諸委託料 2,184,324
職員定期健康診断委託料 1,932,744 (医)武蔵野会
メンタルヘルス業務委託料 251,580 (一社)日本産業カウンセラー協会

人権政策費
女性センター管理事 自動ドア保守委託料 27,500 三和シャッター工業(株)
業

市政情報費
文書管理事業 諸委託料 8,743,618

　
ＣＤ－ＲＯＭ入力・検索システム作成委託料 1,198,560 (株)金聖堂情報システム

　保存文書保管委託料 7,545,058 東武デリバリー(株)
会計管理費

会計管理事業 諸委託料 2,825,280
公金取扱業務委託料 2,825,280 ＡＬＳＯＫ関東デリバリー(株)

財産管理費
公有財産管理事業 除草委託料 108,000 (株)武蔵野種苗園

諸委託料 180,360
測量委託料 180,360 (株)サンケイコンサルタント

庁舎管理事業 警備業務委託料 8,178,667 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 271,410 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 1,991,424 (株)日立ビルシステム
消防設備保守点検委託料 154,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 1,560,167 ビソー工業(株)
電気保安管理委託料 694,440 西脇電気管理事務所
植木剪定委託料 416,880 (株)小倉造園
建築物・建築設備定期検査委託料 577,800 (有)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 30,394,138
庁舎内非常放送設備保守委託料 299,200 埼玉田中電気(株)
庁舎管理業務委託料 28,510,320 (株)桜メンテナンス
電話設備保守委託料 1,281,840 神田通信機(株)
駐車場ゲート保守点検委託料 302,778 アマノ(株)

機器保守点検委託料 697,213
分煙機保守点検委託料 124,260 山王テック(株)
緊急地震速報システム保守委託料 209,280 (株)かなめ技術開発
給茶機保守点検委託料 88,673 (株)ラビックス
免震装置保守点検委託料 275,000 (株)免震テクノサービス

諸委託料 10,675,940
ＰＣＢ廃棄物処理委託料 162,000 (株)エコクリエイト
ＰＣＢ廃棄物処理委託料 4,424,150 中間貯蔵・環境安全事業(株)
会場設営等委託料 156,060 (株)フロンティア
電話交換業務委託料 5,791,530 (株)ビルメン
庁舎害虫等調査駆除委託料 87,200 日建総業(株)
植栽委託料 55,000 (福)朝霞市社会福祉協議会

公用車管理事業 諸委託料 8,025,048
議長車等運行業務委託料 8,025,048 (株)セノン

電算管理事業 空気調和設備保守点検委託料 741,472 富士古河Ｅ＆Ｃ(株)
電算機保守点検委託料 1,360,592 (株)富士通エフサス
機器保守点検委託料 1,289,710
自動運転監視システム保守点検委託料 783,710 富士古河Ｅ＆Ｃ(株)

令和元年度（２０１９年度）　一般会計決算委託料内訳
(単位：円)
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(単位：円)

目 ・ 事 業 名 説 明 及 び 金 額

無停電電源装置保守点検委託料 506,000 富士古河Ｅ＆Ｃ(株)
諸委託料 12,523,434
電算システム改造委託料 7,897,750 (株)ジーシーシー
電算システム改造委託料 682,000 リコージャパン(株)
電算システム改造委託料 495,000 (株)パスコ
電算システム改造委託料 111,100 都築電気(株)
電算システム改造委託料 3,062,070 富士通(株)
電子申請共同システム開発・運営委託料 275,514 (株)エヌ・ティ・ティ・データ

危機管理対策費
災害活動事業 諸委託料 3,875,955

災害復旧委託料 945,020 (株)冨岡組
災害復旧委託料 786,440 エスケイ機工(株)
災害復旧委託料 753,917 前田道路(株)
災害復旧委託料 628,640 宮林建設(株)
災害復旧委託料 228,704 五島工業(株)
災害復旧委託料 201,364 (株)林土木
災害復旧委託料 183,480 アイザワ工業(有)
災害復旧委託料 148,390 (株)ティーディーイー

防災対策事業 施設設備管理委託料 2,526,420
防災行政無線移動系保守委託料 207,100 日神電子(株)
ろ水機保守委託料 139,320 中央理化工業(株)
ポンプ保守点検委託料 418,000 (株)第一テクノ
防災行政無線固定系保守委託料 1,705,000 埼玉田中電気(株)
発電機保守点検委託料 57,000 オーエス商事(株)

工事監理委託料 464,200 東神システム(株)
諸委託料 146,300
防災行政無線移動系免許申請委託料 146,300 日神電子(株)

地域防災推進事業 警備業務委託料 29,700 東邦警備保障(株)
諸委託料 72,468
会場設営委託料 72,468 (株)セレスポ

防犯対策推進事業 諸委託料 4,973,620
青色防犯パトロールカー運行業務委託料 4,973,620 東邦警備保障(株)

政策総務費
第５次総合計画後期 諸委託料 13,497,000
基本計画策定事業 第５次総合計画後期基本計画策定委託料 13,497,000 (有責)トーマツ
公共施設等総合管理 諸委託料 9,900,000
計画推進事業 (仮称)あさかＦＭアクションプラン策定委託料 9,900,000 ランドブレイン(株)
オリンピック・パラ 諸委託料 6,911,340
リンピック事業 射撃競技会場啓発品作成委託料 665,000 (有)ティーコミュニケーション

射撃競技会場啓発品作成委託料 141,300 森工芸
射撃競技会場啓発品作成委託料 99,000 (株)ヒットマンコーポレーション
射撃競技会場啓発品作成委託料 49,500 (株)コリン
観光情報マップ作成委託料 1,705,000 (株)ラテラ・インターナショナル
こころのプロジェクト委託料 2,682,090 (公財)日本サッカー協会
イベント運営委託料 451,440 (株)フロンティア
イベント運営委託料 440,000 (有)植鉄造園
イベント運営委託料 216,000 (一社)日本クレー射撃協会
イベント運営委託料 199,650 玉川商店
イベント運営委託料 108,000 (特非)日本ブラインドサッカー協会

イベント運営委託料 99,360 (特非)日本エアースポーツガン協会

イベント運営委託料 55,000 (株)ジェイコム
シティ・プロモーション費

シティ・プロモー 諸委託料 1,763,866
ション事業 キャラクタープロモーション委託料 88,000 (株)Ｈスリーアップ

キャラクタープロモーション委託料 44,000 (株)アストン
50,000 running support

シティ・プロモーショングッズ作成委託料 1,581,866 (株)ヒットマンコーポレーション
広報事業 諸委託料 2,040,280

多言語案内サイト運用委託料 2,040,280 (株)ＰＩＪＩＮ
広報あさか発行事業 諸委託料 15,092,317

広報紙等配布委託料 15,092,317 (株)宅配
税務総務費

税務総務事務事業 諸委託料 130,800
税務相談業務委託料 130,800 関東信越税理士会

課税費
市民税等賦課事業 諸委託料 2,737,499

納税通知書封入封緘等委託料 1,333,499 東京メールサービス(株)
電算システム改造委託料 1,404,000 (株)ＴＫＣ

　イベント運営委託料
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業 者 名

(単位：円)

目 ・ 事 業 名 説 明 及 び 金 額

固定資産税等賦課事 電算機保守点検委託料 65,400 (株)富士通エフサス
業 諸委託料 21,818,477

公図等加除修正委託料 576,009 (株)丸菱行政地図
課税資料作成委託料 21,160,000 朝日航洋(株)
申告書封入封緘等委託料 82,468 (株)ラシスコ

収税費
市税徴収事業 諸委託料 11,965,920

コールセンター業務委託料 9,348,000 (株)関東サービス工社
コールセンター業務委託料 2,617,920 (株)エコシティサービス

戸籍住民基本台帳費
住民基本台帳管理事 諸委託料 78,840
業 電算システム改造委託料 78,840 (株)ジェイ　エスキューブ
市民葬事業 諸委託料 5,920,000

市民葬委託料 1,450,000 (株)アトラス
市民葬委託料 1,130,000 (株)福祉葬祭
市民葬委託料 1,100,000 さくら商事(株)
市民葬委託料 540,000 (株)花輪式典
市民葬委託料 460,000 (有)あさか葬祭
市民葬委託料 210,000 (株)東上セレモサービス
市民葬委託料 180,000 メモリアルヨーコー
市民葬委託料 180,000 (株)セレモメモリー
市民葬委託料 160,000 (株)セレモニー
市民葬委託料 140,000 宇野葬儀

　市民葬委託料（件）市民葬委託料 130,000 (有)石原葬儀社
　市民葬委託料（件）市民葬委託料 90,000 (株)東邦寝台
市民葬委託料 40,000 (有)桜フラワー

　市民葬委託料（件）市民葬委託料 20,000 (有)東栄　内田式典
市民葬委託料 20,000 (株)西部典礼
市民葬委託料 20,000 ＪＡあさか野ライフサービス
市民葬委託料 20,000 小日向葬儀社
市民葬委託料 20,000 (株)坂本メモリアルプロデュース

　市民葬委託料（件）市民葬委託料 10,000 (株)宗岡セレモニー
住居表示整備費

住居費表示維持管理 諸委託料 883,800

事業 住居表示維持管理委託料 883,800 公共地研(株)

選挙管理委員会費
選挙管理委員会運営 電算機保守点検委託料 110,918 行政システム(株)
事業

県議会議員選挙費
県議会議員選挙執行 警備業務委託料 255,150 (株)新日警備保障
事業 警備業務委託料 130,680 東邦警備保障(株)

警備業務委託料 86,184 東武ビルマネジメント(株)
警備業務委託料 96,390 (株)バンガード
機器保守点検委託料 274,590
投票用紙読取機保守点検委託料 274,590 (株)ムサシ

諸委託料 5,600,065
投票所外灯設置撤去等委託料 145,800 (有)橋本電機工業所
仮設スロープ製作委託料 216,000 宮林建設(株)
選挙公報配布委託料 1,050,530 (株)ジャストプレゼンテーション
期日前投票事務受付業務委託料 933,778 (株)シグマスタッフ
投開票業務委託料 1,119,836 (株)サウンズグッド
会場設営等委託料 893,808 (株)エースステージ
ポスター掲示板設置撤去等委託料 626,400 宮林建設(株)
選挙システム運用支援委託料 613,913 行政システム(株)

参議院議員選挙費
参議院議員選挙執行 警備業務委託料 1,174,900 東邦警備保障(株)
事業 警備業務委託料 687,244 東武ビルマネジメント(株)

警備業務委託料 515,025 (株)新日警備保障
警備業務委託料 221,370 (株)バンガード
清掃業務委託料 10,197 (株)桜メンテナンス
機器保守点検委託料 1,375,630
計数機点検委託料 123,120 ビルコン(株)
投票用紙交付機点検委託料 502,750 (株)ムサシ
投票用紙読取機保守点検委託料 749,760 (株)ムサシ

諸委託料 28,122,007
投票所外灯設置撤去等委託料 392,400 (有)橋本電機工業所
仮設スロープ製作委託料 457,800 宮林建設(株)
選挙公報配布委託料 1,449,712 (有)朝霞デリバリーサービス
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選挙公報配布委託料 1,411,181 (株)ジャストプレゼンテーション
選挙周知チラシ配布委託料 693,509 (株)ジャストプレゼンテーション
期日前投票事務受付業務委託料 5,598,497 (株)シグマスタッフ
投開票業務委託料 2,392,068 (株)サウンズグッド
会場設営等委託料 1,688,400 (株)エースステージ
入場券作成委託料 8,457,346 (株)ジーシーシー
ポスター掲示板設置撤去等委託料 3,117,400 宮林建設(株)
選挙システム運用支援委託料 2,463,694 行政システム(株)

県知事選挙費
県知事選挙執行事業 警備業務委託料 616,680 東邦警備保障(株)

警備業務委託料 276,021 東武ビルマネジメント(株)
警備業務委託料 255,150 (株)新日警備保障
警備業務委託料 96,390 (株)バンガード
清掃業務委託料 10,011 (株)桜メンテナンス
機器保守点検委託料 592,920
計数機点検委託料 112,860 ビルコン(株)
投票用紙交付機点検委託料 175,500 (株)ムサシ
投票用紙読取機保守点検委託料 304,560 (株)ムサシ

諸委託料 12,728,705
投票所外灯設置撤去等委託料 194,400 (有)橋本電機工業所
仮設スロープ製作委託料 226,800 宮林建設(株)
選挙公報配布委託料 1,042,535 (株)ジャストプレゼンテーション
期日前投票事務受付業務委託料 2,569,417 (株)シグマスタッフ
投開票業務委託料 1,152,900 (株)サウンズグッド
会場設営等委託料 788,400 (株)エースステージ
入場券作成委託料 4,180,140 (株)ジーシーシー
ポスター掲示板設置撤去等委託料 1,544,400 宮林建設(株)
選挙システム運用支援委託料 1,029,713 行政システム(株)

市議会議員選挙費
市議会議員選挙執行 警備業務委託料 301,290 東邦警備保障(株)
事業 警備業務委託料 259,875 (株)新日警備保障

警備業務委託料 133,842 東武ビルマネジメント(株)
機器保守点検委託料 371,800
投票用紙読取機保守点検委託料 371,800 (株)ムサシ

諸委託料 15,859,295
投票所外灯設置撤去等委託料 198,000 (有)橋本電機工業所
仮設スロープ製作委託料 231,000 宮林建設(株)
選挙公報配布委託料 2,048,416 (有)朝霞デリバリーサービス
期日前投票事務受付業務委託料 1,019,040 (株)シグマスタッフ
投開票業務委託料 1,192,158 (株)サウンズグッド
会場設営等委託料 799,400 (株)エースステージ
入場券作成委託料 3,954,500 (株)ジーシーシー
ポスター掲示板設置撤去等委託料 2,706,000 宮林建設(株)
ポスター掲示板設置撤去等委託料 2,695,000 (有)Ｐ＆Ｔ
選挙システム運用支援委託料 1,015,781 行政システム(株)

監査委員費
監査事業 諸委託料 121,860

工事監査委託料 121,860 (公社)日本技術士会
地域づくり支援費

市民活動支援ステー 警備業務委託料 65,136 セコム(株)
ション管理事業 自動ドア保守委託料 57,770 ナブコシステム(株)

消防設備保守点検委託料 4,360 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 35,970 (株)埼玉空調メンテナンス
清掃業務委託料 86,740 (株)桜メンテナンス

市民会館費
管理運営事業 諸委託料 86,890,000

市民会館指定管理料 86,890,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社

コミュニティセンター費
運営事業 諸委託料 3,986,600

舞台業務委託料 3,986,600 (有)中央舞台サービス
管理事業 施設設備管理委託料 1,155,400

舞台機構、照明設備保守委託料 418,000 丸茂電機(株)
舞台機構、照明設備保守委託料 326,000 三精工事サービス(株)
舞台音響設備保守委託料 290,400 ヤマハサウンドシステム(株)
ホール座席保守点検委託料 121,000 ＫＳＳ(株)

市民センター費  
管理運営事業 諸委託料 132,023,000

市民センター指定管理料 132,023,000 (公社)朝霞地区シルバー人材センター
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斎場費
管理運営事業 諸委託料 34,733,000

斎場指定管理料 34,733,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社

内間木支所費
管理事業 警備業務委託料 196,200 ビソー工業(株)

自動ドア保守委託料 75,428 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 48,020 大室防災(株)
電気保安管理委託料 62,286 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 355,278 (株)桜メンテナンス
植木剪定委託料 66,440 (株)小倉造園

朝霞台出張所費
管理事業 警備業務委託料 510,120 東武ビルマネジメント(株)

自動ドア保守委託料 75,428 ナブコシステム(株)
空気調和設備保守点検委託料 135,160 (株)埼玉空調メンテナンス
清掃業務委託料 444,516 (株)桜メンテナンス

朝霞駅前出張所費
管理事業 警備業務委託料 232,170 ビソー工業(株)

自動ドア保守委託料 100,716 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 72,240 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 149,330 (株)埼玉空調メンテナンス
清掃業務委託料 493,810 (株)桜メンテナンス

社会福祉総務費
地域福祉計画推進事 諸委託料 6,424,000
業 地域福祉計画策定委託料 6,424,000 (有責)トーマツ
福祉相談事業 諸委託料 1,339,065

学習支援業務委託料 1,339,065 (一社)彩の国子ども・若者支援ネットワーク

障害福祉総務費
障害福祉総務事務事 諸委託料 18,400
業 障害認定調査委託料 6,800 (福)愛心福祉会地域生活支援センターやましろ

障害認定調査委託料 6,600 (株)３ねんＢぐみ
障害認定調査委託料 5,000 (福)五輪坂秋峰会五輪坂ひなげしの里

障害福祉費
障害者医療・手当給 諸委託料 107,696
付事業 更生医療・育成医療審査支払事務委託料 52,284 埼玉県国民健康保険団体連合会

更生医療・育成医療審査支払事務委託料 46,381 埼玉県社会保険診療報酬支払基金
療養介護医療審査支払事務委託料 8,580 埼玉県国民健康保険団体連合会
療養介護医療審査支払事務委託料 451 埼玉県社会保険診療報酬支払基金

障害福祉助成事業 諸委託料 6,636,261
在宅重度心身障害者紙おむつ支給委託料 6,636,261 (株)日本ケアーシステム

障害者生活支援事業 機器保守点検委託料 359,730
緊急通報システム機器保守点検委託料 359,730 (株)アルファ

諸委託料 80,608,657
重症心身障害児（者）短期入所委託料 3,337,986 (株)心身障害児総合医療療育センター

入浴サービス業務委託料 2,223,360 (株)埼玉ライフケアサービス
入浴サービス業務委託料 1,970,320 (株)ふれあい広場
入浴サービス業務委託料 361,760 アースサポート(株)
入浴サービス業務委託料 223,440 アサヒクリーン(株)
移動支援業務委託料 47,955,752 移動支援事業者　２７社
コミュニケーション支援業務委託料 16,761,619 (福)朝霞市社会福祉協議会
コミュニケーション支援業務委託料 588,000 (福)埼玉聴覚障害者福祉会
コミュニケーション支援業務委託料 35,750 (株)ＣＡＰＳＬアシスト
配食サービス業務委託料 131,000 ライフデリ
配食サービス業務委託料 77,600 まごころ弁当
配食サービス業務委託料 35,400 (株)シニアライフクリエイト
配食サービス業務委託料 9,600 配食のふれ愛

　介護給付・訓練等給付費審査支払事務委託料 2,196,480 埼玉県国民健康保険団体連合会
日中一時支援業務委託料 678,400 障害者支援施設すわ緑風園 
日中一時支援業務委託料 88,110 (福)埼玉医療福祉会　
日中一時支援業務委託料 86,400 (福)邑元会しびらき
日中一時支援業務委託料 38,400 (福)ゆいの里福祉会
障害福祉相談業務委託料 209,280 (医)財団厚生協会大泉病院
障害児（者）緊急時短期入所委託料 3,600,000 (福)愛隣館

障害者施設等運営支 諸委託料 320,486,000
援事業 障害福祉サービス指定管理料 256,233,000 (福)朝霞市社会福祉協議会

障害者相談支援業務指定管理料 40,065,000 (福)朝霞市社会福祉協議会
障害者就労支援事業指定管理料 24,188,000 (福)朝霞市社会福祉協議会

総合福祉センター費
管理運営事業 諸委託料 123,576,000
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総合福祉センター指定管理料 123,576,000 (福)朝霞市社会福祉協議会
高齢者福祉総務費

高齢者福祉計画及び 諸委託料 3,572,800
介護保険事業計画推 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委託 3,572,800 (株)ぎょうせい
進事業 料

高齢者福祉費
自立生活支援事業 諸委託料 12,598,180

生活支援員派遣委託料 653,120 (有)オブリ
生活支援員派遣委託料 162,320 ＳＯＭＰＯケア(株)
生活支援員派遣委託料 126,360 (株)ベストケアパートナーズ
生活支援員派遣委託料 119,120 (株)ＹＫＳ
生活支援員派遣委託料 98,750 (株)埼玉ライフケアサービス
生活支援員派遣委託料 74,400 (株)ウイズネット
生活支援員派遣委託料 60,990 (同)想楽
生活支援員派遣委託料 38,600 (特非)ののか介護サービス
寝具乾燥委託料 1,098,720 タイヨーライフ(株)
高齢者移送サービス委託料 4,171,050 (同)想楽
高齢者移送サービス委託料 1,528,270 (株)埼玉ライフケアサービス
高齢者移送サービス委託料 635,520 (有)オブリ
高齢者移送サービス委託料 497,650 坂井総業(有)
高齢者移送サービス委託料 440,030 介護タクシー　らん
高齢者移送サービス委託料 422,220 (特非)ののか介護サービス
高齢者移送サービス委託料 371,560 (有)よつみ
高齢者移送サービス委託料 311,260 (株)パンドラ企画
高齢者移送サービス委託料 212,180 キャブ　コモード
高齢者移送サービス委託料 207,800 ケアタクシー　まはろ
高齢者移送サービス委託料 181,150 ケアタクシー　ひばり
高齢者移送サービス委託料 179,400 介護タクシー楽
高齢者移送サービス委託料 142,950 (福)彩ふく介護タクシー
高齢者移送サービス委託料 118,680 サクラケア(株)
高齢者移送サービス委託料 109,690 メイサポートキャブ
高齢者移送サービス委託料 37,770 介護タクシー　つばめ
高齢者移送サービス委託料 27,750 (特非)けんこうの森
高齢者移送サービス委託料 26,450 やまもとタクシー
高齢者移送サービス委託料 18,350 Ｂｅｅ－Ｇｏ　ｃｏｍｐａｎｙ
高齢者移送サービス委託料 11,370 福祉タクシー　ゴードン
高齢者移送サービス委託料 7,760 ケアタクシー　雨ニモ負ケズ。
高齢者訪問理美容サービス委託料 228,000 埼玉県美容業生活衛生同業組合
高齢者訪問理美容サービス委託料 192,000 埼玉県理容生活衛生同業組合
高齢者バス・鉄道共通カードデータ管理委託料 86,940 (株)ジーシーシー

家族介護支援事業 諸委託料 8,576,368
徘徊高齢者等探索サービス委託料 25,087 セコム(株)
在宅ねたきり老人等おむつ支給委託料 8,551,281 (株)日本ケアーシステム

安心見守り支援事業 機器保守点検委託料 1,814,850
緊急通報システム機器保守点検委託料 1,814,850 (株)アルファ

諸委託料 11,541,716
配食サービス事業委託料 4,871,400 (株)シニアライフクリエイト
配食サービス事業委託料 4,779,400 ライフデリ
配食サービス事業委託料 990,800 配食のふれ愛
配食サービス事業委託料 733,200 まごころ弁当
乳酸飲料配付委託料 114,693 東京ヤクルト販売(株)
乳酸飲料配付委託料 52,223 埼玉西ヤクルト販売(株)

生きがい活動支援事 除草委託料 300,787 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業
高齢者住宅支援事業 消防設備保守点検委託料 78,480

消防設備保守点検委託料 78,480 (有)ヤマト防災
植木剪定委託料 55,100
植木剪定委託料 55,100 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

敬老事業 諸委託料 1,512,540
演芸委託料 1,080,000 (有)東洋プロダクション
交通誘導警備業務委託料 249,480 東邦警備保障(株)
案内状作成委託料 183,060 埼玉県社会福祉事業団　あさか向陽園

老人福祉センター管 諸委託料 44,640,000
理運営事業 老人福祉センター指定管理料 44,640,000 (福)朝霞市社会福祉協議会
特別養護老人ホーム 建築物・建築設備定期検査委託料 409,860 (有)前田建築設計事務所
管理運営事業 諸委託料 57,146,000

朝光苑指定管理料 57,146,000 (福)朝霞地区福祉会
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養護老人ホーム等入 諸委託料 2,213,274
所事業 老人ホーム入所委託料 2,213,274 (福)埼玉県共済会

児童福祉総務費
児童相談事業 電算機保守点検委託料 325,500 北日本コンピューターサービス(株)

諸委託料 874,500
短期入所生活援助委託料 786,500 ショートステイ受入者
ＯＡ端末等撤去処理委託料 88,000 北日本コンピューターサービス(株)

青少年健全育成事業 諸委託料 151,200
映写技師委託料 151,200 (株)埼玉映画文化協会

子ども・子育て支援 諸委託料 7,452,000
事業計画推進事業 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 7,452,000 (株)サーベイリサーチセンター

児童措置費
児童手当給付事業 諸委託料 272,529

現況届封入封緘等委託料 272,529 (株)ラシスコ
こども医療費支給事 諸委託料 1,452
業 支給申請書保管委託料 1,452 東武デリバリー(株)
ひとり親家庭支援事 諸委託料 7,588,035
業 学習支援業務委託料 7,588,035 (一社)彩の国子ども・若者支援ネットワーク

児童扶養手当給付事 諸委託料 3,166,600
業 臨時・特別給付金支給業務委託料 220,000 (株)電算

電算システム改造委託料 528,000 (株)電算
電算処理業務委託料 2,418,600 (株)電算

児童館費
児童館管理運営事業 諸委託料 269,122,000

児童館指定管理料 269,122,000 (福)朝霞市社会福祉協議会
児童館建設事業 工事監理委託料 10,260,000 (株)翔設計

諸委託料 587,565
家屋調査委託料 253,000 (株)間瀬コンサルタント
式典業務委託料 334,565 (株)フロンティア

保育園費
保育園運営事業 警備業務委託料 2,181,744 セコム(株)

諸委託料 484,194,323
電算システム改造委託料 2,090,000 (株)ジーシーシー
臨時職員賃金計算ソフト保守点検委託料 44,000 (株)ラビックス
臨時職員派遣委託料 39,295,060 (株)アスカクリエート
臨時職員派遣委託料 19,837,583 (株)テンダーラビングケアサービス

臨時職員派遣委託料 12,536,164 (株)明日香
臨時職員派遣委託料 12,054,219 (株)ニッソーネット
臨時職員派遣委託料 8,319,960 スターメッドグループ(株)
臨時職員派遣委託料 6,726,913 (株)ウィッシュ
遠足業務委託料 837,151 名鉄観光サービス(株)
給食調理委託料 56,244,000 ＨＩＴＯＷＡフードサービス(株)
宮戸保育園運営業務委託料 162,831,273 (株)ベネッセスタイルケア
仲町保育園運営業務委託料 163,378,000 (株)こどもの森

保育園施設管理事業 自動ドア保守委託料 44,000 日本自動ドア(株)
自動ドア保守委託料 43,600 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 810,960 (株)日立ビルシステム
エレベーター保守委託料 601,680 三菱電機ビルテクノサービス(株)
エレベーター保守委託料 216,000 クマリフト(株)
消防設備保守点検委託料 218,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 934,200 (有)ナカタ
電気保安管理委託料 382,506 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 914,760 大村商事(株)
植木剪定委託料 847,820 (株)小倉造園
植木剪定委託料 397,512 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

施設設備管理委託料 407,660
遊具点検委託料 407,660 (株)三津穂

諸委託料 5,357,710
廃棄物収集委託料 171,050 片山商事(株)
油水分離槽清掃委託料 296,480 片山商事(株)
生ごみ収集運搬処理委託料 1,463,040 大村商事(株)
砂場殺菌消毒委託料 2,183,500 (株)小倉造園
雨水貯留槽清掃委託料 803,000 (株)アスメイク
ねずみ・昆虫調査・防除委託料 440,640 (有)双葉化学消毒

家庭保育室支援事業 諸委託料 581,900
研修委託料 581,900 (株)東京リーガルマインド

7



業 者 名

(単位：円)

目 ・ 事 業 名 説 明 及 び 金 額

放課後児童クラブ費
放課後児童クラブ運 諸委託料 456,753,000
営事業 放課後児童クラブ指定管理料 456,753,000 (福)朝霞市社会福祉協議会
障害児放課後児童ク 警備業務委託料 209,280 セコム(株)
ラブ管理運営事業 諸委託料 24,775,730

障害児放課後児童クラブ運営業務委託料 24,775,730 (特非)なかよしねっと
生活保護総務費

生活保護総務事務事 機器保守点検委託料 634,380
業 電算システム保守委託料 634,380 富士通エフ・アイ・ピー(株)

諸委託料 4,967,048
電算システム改造委託料 1,133,000 (株)ジーシーシー
行旅死亡人取扱委託料 190,669 (株)富士の華
行旅死亡人取扱委託料 102,000 (宗)朝霞教会
診療報酬審査支払事務委託料 1,379,105 埼玉県社会保険診療報酬支払基金
診療報酬明細書点検業務委託料 572,464 (株)ニチイ学館
介護報酬審査支払事務委託料 405,800 埼玉県国民健康保険団体連合会
生活保護費封入封緘等委託料 1,184,010 日本通運(株)

後期高齢者医療事業費
後期高齢者医療健康 諸委託料 80,711,599
診査等事業 人間ドック委託料 19,581,731 (一社)朝霞地区医師会

健康診査委託料 60,908,492 埼玉県国民健康保険団体連合会
健康診査受診券作成委託料 122,151 埼玉県国民健康保険団体連合会
健康診査受診券封入封緘委託料 99,225 (株)ラシスコ

保健衛生総務費
地域医療確保事業 諸委託料 4,377,000

在宅当番医制運営業務委託料 4,377,000 (一社)朝霞地区医師会
母子保健事業費

妊婦一般健康診査等 諸委託料 115,981,640
事業 妊婦一般健康診査等委託料 115,981,640 (一社)埼玉県医師会　他
乳幼児健康診査事業 諸委託料 1,152,730

歯科衛生士業務委託料 1,098,720 (公社)埼玉県歯科衛生士会
医療廃棄物処理委託料 54,010 (株)コーシンメディカルサポート

妊娠・出産包括支援 諸委託料 964,400
事業 電算システム改造委託料 770,000 (株)ジーシーシー

助産師等業務委託料 194,400 (社)埼玉県助産師会朝霞地区会
予防事業費

予防接種事業 諸委託料 414,129,504
風しん抗体検査受診券封入封緘等委託料 1,299,760 (株)ジーシーシー
電算システム改造委託料 1,888,596 (株)ジーシーシー
各種個別予防接種委託料 410,941,148 (一社)朝霞地区医師会　他

歯科保健事業 諸委託料 1,430,750
歯科衛生士業務委託料 122,640 (公社)埼玉県歯科衛生士会
フッ化物塗布委託料 123,360 (一社)朝霞地区歯科医師会
親子歯科健康診査委託料 1,184,750 (一社)朝霞地区歯科医師会

精神保健事業 諸委託料 104,280
「こころの体温計」システム管理委託料 104,280 (株)エフ・ビー・アイ

健康増進事業費
がん検診事業 諸委託料 198,115,575

がん検診委託料 182,257,355 (一社)朝霞地区医師会
がん検診委託料 15,858,220 (医)クレモナ会ティーエムクリニック

成人健康診査事業 諸委託料 4,638,460
健康診査委託料 3,400,764 (一社)朝霞地区医師会
健康診査委託料 1,237,696 (医)クレモナ会ティーエムクリニック

骨粗しょう症予防事 諸委託料 1,310,400
業 骨粗しょう症予防検診委託料 1,310,400 (医)クレモナ会ティーエムクリニック

保健センター管理費
管理事業 警備業務委託料 408,096 東邦警備保障(株)

自動ドア保守委託料 108,128 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 758,640 三菱電機ビルテクノサービス(株)
消防設備保守点検委託料 55,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 318,280 三菱電機ビルテクノサービス(株)
電気保安管理委託料 234,090 和田電気管理事務所
清掃業務委託料 1,249,310 (株)日創美装
清掃業務委託料 1,071,000 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

植木剪定委託料 43,150 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

健康増進センター費
管理運営事業 諸委託料 162,192,000

健康増進センター指定管理料 162,192,000 (株)明治スポーツプラザ
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環境衛生費
環境美化事業 諸委託料 7,046,398

ごみ収集運搬委託料 3,161,000 片山商事(株)
ごみ収集運搬委託料 1,308,000 大村商事(株)
不適燃焼物処理委託料 1,258,483 片山商事(株)
不適燃焼物処理委託料 12,155 大室防災(株)
不法投棄監視業務委託料 1,232,640 東邦警備保障(株)
特定家庭用機器運搬委託料 74,120 大村商事(株)

鳥獣・害虫管理事業 諸委託料 1,606,000
すずめ蜂駆除委託料 1,606,000 埼玉環境衛生(株)

公害対策費
地球温暖化対策推進 機器保守点検委託料 103,550
事業 充電設備保守点検委託料 103,550 (株)ミントウェーブ
環境情報収集及び公 諸委託料 7,887,990
害監視事業 騒音・振動・交通量調査委託料 1,392,600 エヌエス環境(株)

環境調査委託料 6,495,390 (株)静環検査センター
塵芥処理費

クリーンセンター維 警備業務委託料 189,660 セコム(株)
持管理事業 自動ドア保守委託料 87,200 ナブコシステム(株)

消防設備保守点検委託料 433,540 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 451,440 (有)ナカタ
電気保安管理委託料 648,720 岡村電気管理事務所
し尿浄化槽維持管理委託料 350,430 片山商事(株)
清掃業務委託料 344,916 (株)アルファサービス
植木剪定委託料 926,220 (有)和智造園
窓ガラス清掃委託料 495,000 (株)アスメイク
窓ガラス清掃委託料 202,840 (株)アルファサービス
施設設備管理委託料 3,645,400
電気設備保守点検委託料 3,247,200 田辺電機(株)
電気設備保守点検委託料 293,700 ヤンマーエネルギーシステム(株)
受水槽・高架水槽清掃委託料 104,500 大村商事(株)

諸委託料 4,870,410
排出ガス基準量等検証業務委託 440,000 (株)日本スマートエナジー認証機構

クリーンセンター受付業務委託料 4,012,410 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

クリーンセンター受付業務委託料 418,000 テイシン警備(株)
可燃ごみ処理事業 施設設備管理委託料 4,293,900

クレーン保守管理委託料 2,310,300 日本環境マネジメント(株)
ごみ焼却処理施設焼却設備清掃委託料 1,384,100 (株)アスメイク
ごみ焼却処理施設焼却設備清掃委託料 473,000 日立造船(株)
灯油タンク清掃委託料 126,500 (株)太陽油化

諸委託料 424,570,818
ごみ焼却処理施設運転管理委託料 111,263,586 中央産業(株)
ごみ焼却処理施設ばいじん量等分析委託料 5,353,904 ユーロフィン日本環境(株)
可燃ごみ収集運搬委託料 103,918,845 片山商事(株)
可燃ごみ収集運搬委託料 102,863,207 大村商事(株)
焼却灰等処理委託料 32,976,914 ツネイシカムテックス(株)
焼却灰等処理委託料 15,969,140 (株)ウィズウェイストジャパン
焼却灰等処理委託料 15,706,150 太平洋セメント(株)
焼却灰等処理委託料 11,501,049 渡辺産業(株)
焼却灰等処理委託料 7,751,136 ジークライト(株)
焼却灰等処理委託料 7,037,803 首都圏産業(株)
焼却灰等処理委託料 4,702,812 (有)築館クリーンセンター
焼却灰等処理委託料 4,374,200 埼玉県環境整備センター
焼却灰等処理委託料 643,872 加藤商事(株)
定期補修工事見積査定業務委託料 508,200 三水コンサルタント(株)

資源ごみ処理事業 施設設備管理委託料 1,308,000
あき缶資源化施設定期点検委託料 305,200 エンバイロサービス(株)
プラスチック類処理施設定期点検委託料 1,002,800 新明和工業(株)

諸委託料 355,821,140
あき缶資源化施設運転管理委託料 23,544,000 日建総業(株)
資源ごみ収集運搬委託料 103,218,928 片山商事(株)
資源ごみ収集運搬委託料 97,634,100 大村商事(株)
再資源化処理委託料 51,509,116 (株)エコ計画
再資源化処理委託料 10,835,516 オリックス資源循環(株)
再資源化処理委託料 1,063,480 (公財)日本容器包装リサイクル協会

プラスチック類処理施設運転管理委託料 68,016,000 新明和工業(株)
粗大ごみ処理事業 施設設備管理委託料 787,419

クレーン保守管理委託料 503,619 (株)ＮＥＯＳ
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粗大ごみ処理施設汚水槽清掃委託料 283,800 日建総業(株)
諸委託料 53,625,000
粗大ごみ処理施設運転管理委託料 26,814,000 日建総業(株)
粗大ごみ収集運搬委託料 26,487,000 大村商事(株)
定期補修工事見積査定業務委託料 324,000 (株)環境施設コンサルタント

不燃ごみ処理事業 諸委託料 133,923,550
不適燃焼物処理委託料 12,922,520 南埼リサイクル事業協同組合
不燃ごみ収集運搬委託料 18,792,332 片山商事(株)
不燃ごみ収集運搬委託料 15,807,180 大村商事(株)
不燃物等処理委託料 62,101,051 (株)エコ計画
不燃物等処理委託料 11,583,318 オリックス資源循環(株)
不燃物等処理委託料 7,535,220 長沼商事(株)
不燃物等処理委託料 2,525,984 埼玉県環境整備センター
不燃物等処理委託料 921,140 大村商事(株)
不燃物等処理委託料 680,724 ジークライト(株)
不燃物等処理委託料 358,089 (株)リサイクル事業団
不燃物等処理委託料 55,660 (株)早稲田技研防災
廃乾電池等処理委託料 640,332 廃乾電池等処理共同企業体

リサイクルプラザ費
管理事業 警備業務委託料 311,304 セコム(株)

自動ドア保守委託料 130,800 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 941,760 東芝エレベータ(株)
消防設備保守点検委託料 57,770 (有)朝霞防災
空気調和設備保守点検委託料 269,230 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 153,246 山田電気管理事務所
清掃業務委託料 3,063,976 片山商事(株)
窓ガラス清掃委託料 92,650 片山商事(株)
電算機保守点検委託料 288,600 日本情報システム(株)
施設設備管理委託料 170,480
受水槽維持管理委託料 135,600 日本環境マネジメント(株)
雨水利用システム保守点検委託料 34,880 日本環境マネジメント(株)

諸委託料 443,300
雨水貯留槽清掃委託料 443,300 (株)アスメイク

運営事業 諸委託料 27,258
教室・講座等業務委託料 27,258 朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会

リサイクル家具類販 諸委託料 3,774,512
売事業 シルバー工房業務委託料 3,774,512 (公財)いきいき埼玉

労働諸費
勤労者支援事業 諸委託料 134,874

労働・社会保険相談業務委託料 134,874 埼玉県社会保険労務士会
就労支援事業 諸委託料 240,000

就職支援相談業務委託料 240,000 (特非)キャリアプラザ埼玉
農業委員会費

農家・農地基本台帳 電算機保守点検委託料 327,000 (株)両備システムズ
管理事業

農業振興費
浜崎農業交流センタ 消防設備保守点検委託料 9,810 (有)ヤマト防災
ー運営事業 し尿浄化槽維持管理委託料 49,320 片山商事(株)
市民農園事業 諸委託料 2,126,300

市民農園管理委託料 1,449,180 (有)和智造園
市民農園管理委託料 651,200 (株)庭創人
市民農園管理委託料 25,920 (有)内田造園土木

農業祭事業 諸委託料 343,000
会場設営委託料 343,000 (株)エースステージ

農地費
水利組合事業 諸委託料 4,015,000

埋設物調査委託料 4,015,000 埼玉測量設計(株)
商工総務費

商工総務事務事業 除草委託料 1,242,000 (株)富岡組
諸委託料 34,260,945
発掘調査委託料 27,181,000 (株)中野技術
ふるさと納税事業支援サービス委託料 4,985,321 (株)フューチャーリンクネットワーク

ふるさと納税事業支援サービス委託料 2,094,624 レッドホースコーポレーション(株)

商工業振興対策費
シティ・セールスイ 諸委託料 1,239,518
ベント事業 会場設営委託料 996,600 アースサポート(株)

会場設営委託料 242,918 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

起業家育成支援事業 諸委託料 381,000
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起業家育成相談業務委託料 381,000 (一社)埼玉県中小企業診断協会
プレミアム付商品券 諸委託料 35,402,925
発行事業 プレミアム付商品券発行業務等委託料 23,565,378 (株)ＪＴＢ

プレミアム付商品券発行業務等委託料 1,940,751 朝霞市商工会
プレミアム付商品券発行業務等委託料 1,089,504 (株)シグマスタッフ
電算システム改造委託料 8,807,292 (株)ジーシーシー

産業文化センター費
管理運営事業 建築物・建築設備定期検査委託料 579,700 (有)前田建築設計事務所

施設設備管理委託料 2,797,200
施設保守点検委託料 2,797,200 (株)タック

諸委託料 63,189,000
産業文化センター指定管理料 63,189,000 朝霞市商工会

建設総務費
建築行政事業 電算機保守点検委託料 45,562 (株)大輝

諸委託料 1,012,000
電算システム改造委託料 1,012,000 (株)大輝

空き家対策事業 諸委託料 12,795,900
空き家等実態調査委託料 12,795,900 国際航業(株)

道路維持費
道路施設修繕事業 諸委託料 4,700,300

空洞化調査委託料 4,700,300 (株)東建ジオテック
駅前広場管理事業 自動ドア保守委託料 104,500 フルテック(株)

機器保守点検委託料 508,200
総合案内板等保守点検委託料 508,200 (株)エクシオンテック

諸委託料 23,029,956
駅前広場駐車場管理委託料 7,848,000 日信電子サービス(株)
駅公衆トイレ及び駅前広場清掃業務委託料 9,630,150 (株)桜メンテナンス
駅公衆トイレ及び駅前広場清掃業務委託料 5,551,806 (株)環境テクノ

道路施設維持管理事 諸委託料 16,253,580
業 計測委託料 486,000 中央開発(株)

側溝清掃委託料 8,760,380 片山商事(株)
側溝清掃委託料 2,238,860 (株)司建設朝霞営業所
側溝清掃委託料 1,595,160 ホワイト浚渫工事(有)
側溝清掃委託料 712,800 (株)冨岡組
道路清掃委託料 1,858,700 (株)アスメイク
違反広告物撤去作業委託料 601,680 宮林建設(株)

花と緑のまちづくり 諸委託料 31,633,510
事業 除草及び街路樹剪定委託料 9,873,600 (有)和智造園

除草及び街路樹剪定委託料 5,978,290 (有)内田造園土木
除草及び街路樹剪定委託料 3,836,470 (株)庭創人
除草及び街路樹剪定委託料 2,607,120 (株)小倉造園
除草及び街路樹剪定委託料 2,384,600 (株)武蔵野種苗園
除草及び街路樹剪定委託料 664,400 泉翠(株)
除草及び街路樹剪定委託料 332,800 (有)植鉄造園
除草及び街路樹剪定委託料 267,280 (有)三峯造園
道路緑化整備委託料 3,513,500 (株)武蔵野種苗園
駅前広場フラワー化委託料 1,056,000 (有)植鉄造園
駅前広場フラワー化委託料 877,450 (福)朝霞市社会福祉協議会
駅前広場フラワー化委託料 242,000 (株)武蔵野種苗園

道路台帳整備事業 諸委託料 14,842,600
測量委託料 974,600 (株)サンケイコンサルタント
測量委託料 723,000 (株)前田建築設計事務所
道路台帳補正委託料 13,145,000 昭和(株)

道路新設改良費
道路改良事業 設計委託料 5,590,620 (株)サンケイコンサルタント
道路用地取得事業 諸委託料 5,263,500

測量委託料 2,816,900 (株)サンケイコンサルタント
測量委託料 118,800 第一測量設計(株)
建物調査及び補償積算委託料 1,841,800 (株)サンケイコンサルタント

　建物調査及び補償積算委託料 486,000 埼玉測量設計(株)
河川費

排水機場維持管理事 電気保安管理委託料 273,372 (財)関東電気保安協会
業 電気保安管理委託料 207,972 山信電気管理事務所

除草委託料 495,000 (株)武蔵野種苗園
除草委託料 275,000 (株)小倉造園
施設設備管理委託料 2,369,760
排水ポンプ保守点検委託料 1,425,600 (株)第一テクノ
排水ポンプ保守点検委託料 488,400 産晃商事(株)
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排水ポンプ保守点検委託料 378,000 荏原実業(株)
排水ポンプ保守点検委託料 77,760 清亀石油(株)

諸委託料 101,200
流入ゴミ清掃運搬処理委託料 101,200 片山商事(株)

黒目川桜並木管理事 清掃業務委託料 172,800 片山商事(株)
業 施設設備管理委託料 55,000

遊具等点検委託料 55,000 (株)美津穂
諸委託料 3,333,192
仮設トイレ設置委託料 493,560 片山商事(株)
提灯設置委託料 1,476,232 (有)橋本電機工業所
灯篭設置委託料 1,018,960 小泉電機工業(株)
旧河川管理委託料 344,440 (株)武蔵野種苗園

橋梁整備費
橋梁改修事業 設計委託料 8,426,000 ＪＲ東日本コンサルタンツ(株)

都市計画総務費
都市計画総務事務事 諸委託料 10,260,000
業 都市計画決定図書作成業務委託料 10,260,000 昭和(株)

街路事業費
観音通線整備事業 諸委託料 3,311,000

式典業務委託料 1,980,000 (株)セレスポ
交通量調査委託料 484,000 昭和(株)
測量委託料 462,000 昭和(株)
道路台帳補正委託料 385,000 昭和(株)

駅東通線整備事業 除草委託料 414,200 (株)武蔵野種苗園
諸委託料 2,674,400
測量委託料 536,000 昭和(株)
建物調査及び補償積算委託料 2,138,400 カツミテクノ(株)

事業用地維持管理事 除草委託料 20,900 (株)武蔵野種苗園
業

公園費
公園管理事業 電気保安管理委託料 99,360 山本電気管理事務所

清掃業務委託料 793,476 (株)アスメイク
施設設備管理委託料 104,486,575
施設保守点検委託料 197,230 (株)ラスコジャパン
施設保守点検委託料 56,160 (株)アスメイク
公園管理委託料 18,489,260 (株)小倉造園
公園管理委託料 18,332,820 (有)和智造園
公園管理委託料 14,281,000 (有)内田造園土木
公園管理委託料 10,974,720 (株)武蔵野種苗園
公園管理委託料 10,354,268 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

公園管理委託料 9,278,600 (株)庭創人
公園管理委託料 6,125,400 (株)ビソー工業
公園管理委託料 4,536,000 (株)アスメイク
公園管理委託料 2,307,193 東邦警備保障(株)
公園管理委託料 1,293,280 泉翠(株)
公園管理委託料 1,165,104 (株)三津穂
公園管理委託料 819,000 (有)三峯造園
公園管理委託料 392,040 五島工業(株)
公園管理委託料 151,200 (有)橋本電機工業所
公園管理委託料 110,000 片山商事(株)
公園管理委託料 48,600 埼玉県害虫防除事業共同組合
荒川運動場管理委託料 5,574,700 (株)小倉造園

諸委託料 49,425,000
都市公園指定管理料 49,425,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社

花の植栽事業 諸委託料 6,247,493
花の植栽整備委託料 4,610,520 (福)朝霞市社会福祉協議会
花の植栽整備委託料 1,093,473 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

花の植栽整備委託料 311,300 五島工業(株)
花の植栽整備委託料 232,200 (有)三峯造園

基地跡地公園・シン 設計委託料 1,452,000 (株)グラック
ボルロード整備事業 諸委託料 3,014,440

式典業務委託料 396,000 (有)アイザワ工業
式典業務委託料 244,640 (有)大路工務店
式典業務委託料 74,800 (有)中央舞台サービス
測量委託料 2,299,000 (株)サンケイコンサルタント

基地跡地暫定利用事 諸委託料 9,828,704
業 施設管理委託料 3,646,600 (株)庭創人

施設管理委託料 2,813,036 (公社)朝霞地区シルバー人材センター
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施設管理委託料 326,160 泉翠(株)
施設管理委託料 212,608 初雁木材(有)
施設管理委託料 80,080 片山商事(株)
冒険遊び場づくり実施委託料 2,750,220 (特非)あさかプレーパークの会

児童遊園費
児童遊園管理事業 施設設備管理委託料 31,882,078

児童遊園管理委託料 17,387,520 (有)植鉄造園
児童遊園管理委託料 11,064,820 中川造園土木(株)
児童遊園管理委託料 2,215,998 (株)三津穂
児童遊園管理委託料 566,820 泉翠(株)
児童遊園管理委託料 486,000 (株)庭創人
児童遊園管理委託料 144,720 (有)三峯造園
児童遊園管理委託料 16,200 埼玉県害虫防除事業共同組合

緑化推進費
緑化推進事業 除草委託料 777,600 さとう造園

除草委託料 717,200 (有)三峯造園
除草委託料 297,000 (有)和智造園
諸委託料 1,196,940
特別緑地保全地区等管理委託料 527,040 泉翠(株)
特別緑地保全地区等管理委託料 413,600 (有)和智造園
特別緑地保全地区等管理委託料 234,700 (有)三峯造園
特別緑地保全地区等管理委託料 21,600 埼玉県害虫防除事業共同組合

　 生産緑地管理事業 諸委託料 968,120
生産緑地変更図書作成委託料 968,120 昭和(株)

交通対策費
交通施策推進事業 諸委託料 7,931,000

地域公共交通検討支援業務委託料 7,436,000 (株)国際開発コンサルタンツ
交通アンケート調査委託料 495,000 (株)国際開発コンサルタンツ

市内循環バス運営事 除草委託料 77,000 (株)武蔵野種苗園
業

交通安全推進費
交通安全施設事業 設計委託料 3,993,000 (株)長大

諸委託料 3,295,900
交通安全対策実証実験委託料 1,881,000 (株)国際開発コンサルタンツ
道路反射鏡清掃委託料 955,900 首都圏環境サービス(株)
歩道橋清掃委託料 459,000 (株)アスメイク

自転車駐車場管理運 施設設備管理委託料 2,567,000
営事業 自転車駐車場管理システム保守点検委託料 2,567,000 日本コンピュータ・ダイナミクス(株)

諸委託料 233,985,000
自転車駐車場等指定管理料 233,985,000 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

放置自転車対策事業 諸委託料 8,732,011
放置自転車等撤去委託料 2,216,520 南埼リサイクル事業協同組合
放置自転車対策指導委託料 3,916,440 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

放置自転車等返還事務委託料 2,599,051 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

非常備消防費
消防団活動事業 諸委託料 601,700

出初め式会場設営委託料 601,700 (株)日本レクリエーションサービスセンター

消防団運営事業 し尿浄化槽維持管理委託料 47,340 片山商事(株)
機器保守点検委託料 591,800
消防団無線保守点検委託料 591,800 扶桑電通(株)

諸委託料 38,500
ホース処分委託料 38,500 埼玉消防機械(株)

消防施設費
消防水利整備事業 除草委託料 92,400 (有)三峯造園

事務局費
学校施設長寿命化計 諸委託料 15,019,400
画策定事業 学校施設長寿命化計画策定委託料 15,019,400 (株)協和コンサルタンツ

教育指導費
音楽活動事業 諸委託料 2,553,012

音楽鑑賞会演奏委託料 2,200,000 (一社)東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

舞台照明委託料 181,500 (有)中央舞台サービス
舞台設営委託料 152,072 (有)中央舞台サービス
舞台設営委託料 19,440 四季(株)

教育相談事業 警備業務委託料 366,240 ビソー工業(株)
清掃業務委託料 168,500 (株)アスメイク
窓ガラス清掃委託料 21,800 (株)アスメイク

学校管理費
小学校運営事業 諸委託料 659,021
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検診器具滅菌業務委託料 659,021 日本ステリ(株)
小学校施設管理事業 警備業務委託料 2,278,972 東邦警備保障(株)

自動ドア保守委託料 621,300 フルテック(株)
エレベーター保守委託料 1,958,400 (株)日立ビルシステム
エレベーター保守委託料 1,608,000 三菱電機ビルテクノサービス(株)
エレベーター保守委託料 1,288,980 東芝エレベータ(株)
エレベーター保守委託料 900,000 中央エレベーター工業(株)
消防設備保守点検委託料 1,341,306 (株)オリエントサービス
空気調和設備保守点検委託料 2,545,400 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 2,795,850 山本電気管理事務所
し尿浄化槽維持管理委託料 492,680 片山商事(株)
植木剪定委託料 5,800,520 (株)小倉造園
植木剪定委託料 472,730 泉翠(株)
窓ガラス清掃委託料 330,000 (株)環境テクノ
プールろ過機維持管理委託料 346,500 フジカ濾水機(株)
プールろ過機維持管理委託料 44,000 (株)アクアプロダクト
施設設備管理委託料 7,449,460
貯水槽維持管理委託料 475,200 (株)環境テクノ
保冷庫保守点検委託料 113,400 ホシザキ関東(株)
校舎等管理業務委託料 6,860,860 (株)環境テクノ

諸委託料 31,412,951
すずめ蜂駆除委託料 372,600 (有)双葉化学消毒
ごみ収集運搬委託料 4,600,320 大村商事(株)
トイレ清掃委託料 2,621,403 (株)日創美装
トイレ清掃委託料 138,240 片山商事(株)
学校用務業務委託料 19,314,780 (公財)いきいき埼玉
学校用務業務委託料 442,598 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

排水施設洗浄清掃委託料 3,357,090 ホワイト浚渫工事(有)
体育施設等点検委託料 128,520 (株)三津穂
芝生維持管理委託料 437,400 (株)武蔵野種苗園

小学校施設改修事業 設計委託料 6,160,000 (株)綜企画設計
設計委託料 3,234,000 (株)金子設計
工事監理委託料 907,200 (株)伊藤喜三郎建築研究所

教育振興費
小学校教育振興事業 諸委託料 10,687,680

林間学校バス運行業務委託料 10,687,680 太平観光(株)
学校管理費

中学校運営事業 諸委託料 366,756
検診器具滅菌業務委託料 366,756 日本ステリ(株)

中学校施設管理事業 警備業務委託料 1,149,854 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 87,200 フルテック(株)
エレベーター保守委託料 972,000 中央エレベーター工業(株)
エレベーター保守委託料 721,080 東芝エレベータ(株)
エレベーター保守委託料 468,000 横浜エレベータ(株)
消防設備保守点検委託料 631,594 (株)オリエントサービス
空気調和設備保守点検委託料 1,524,600 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 1,208,952 山本電気管理事務所
植木剪定委託料 2,922,480 (株)小倉造園
植木剪定委託料 239,800 泉翠(株)
植木剪定委託料 32,400 (有)三峯造園
窓ガラス清掃委託料 176,000 (株)環境テクノ
プールろ過機維持管理委託料 192,500 フジカ濾水機(株)
施設設備管理委託料 2,235,230
貯水槽維持管理委託料 270,000 (株)環境テクノ
保冷庫保守点検委託料 43,200 ホシザキ関東(株)
校舎等管理業務委託料 1,922,030 (株)環境テクノ

諸委託料 17,165,674
すずめ蜂駆除委託料 21,600 (有)双葉化学消毒
ごみ収集運搬委託料 2,299,350 大村商事(株)
トイレ清掃委託料 1,291,782 (株)日創美装
トイレ清掃委託料 69,120 片山商事(株)
学校用務業務委託料 11,412,512 (公財)いきいき埼玉
排水施設洗浄清掃委託料 1,702,910 ホワイト浚渫工事(有)
消毒委託料 303,600 (株)環境テクノ
体育施設等点検委託料 64,800 (株)三津穂

中学校施設改修事業 設計委託料 1,870,000 (株)宮下設計事務所
教育振興費

中学校教育振興事業 諸委託料 6,659,461

14



業 者 名

(単位：円)

目 ・ 事 業 名 説 明 及 び 金 額

林間学校バス運行業務委託料 6,659,461 富士急行観光(株)
学校保健費

児童･生徒･教職員健 諸委託料 13,170,178
康管理事業 結核健診委託料 1,432,527 (公財)結核予防会総合健診推進センター

心臓検診委託料 5,255,280 (一社)朝霞地区医師会
胃検診委託料 439,375 (公財)埼玉県健康づくり事業団
教職員健康診断委託料 4,016,250 (一社)朝霞地区医師会
脊柱側わん症検診委託料 1,478,736 (公財)埼玉県健康づくり事業団
予防接種委託料 69,300 (医)山柳会塩味病院
ストレスチェック業務委託料 478,710 (一社)朝霞地区医師会

交通指導員配置事業 諸委託料 15,575,766
交通指導員代替業務委託料 9,078,168 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

交通指導員代替業務委託料 6,497,598 東邦警備保障(株)
学校給食費

学校給食運営事業 電算機保守点検委託料 361,264 (株)コーエイコンピューターシステム

機器保守点検委託料 290,376
電算システム保守点検委託料 290,376 (株)コーエイコンピューターシステム

諸委託料 92,007,655
給食配送業務委託料 12,537,189 (株)関東物流サービス
給食配送業務委託料 11,738,923 日本通運(株)
給食配送業務委託料 3,970,512 東上通運(株)
給食配送業務委託料 293,380 日本自動車管理(株)
給食残菜収集堆肥化委託料 4,316,000 大村商事(株)
学校給食調理業務委託料 25,698,581 東京ケータリング(株)
学校給食調理業務委託料 20,838,070 ハーベストネクスト(株)
学校給食調理業務委託料 12,615,000 協立給食(株)

給食センター管理事 警備業務委託料 431,640 セントラル警備保障(株) 
業 エレベーター保守委託料 524,508 東芝エレベータ(株)

消防設備保守点検委託料 138,660 大室防災(株)
電気保安管理委託料 657,468 山信電気管理事務所
電気保安管理委託料 345,708 和田電気管理事務所
清掃業務委託料 4,172,126 (株)日創美装
施設設備管理委託料 7,693,432
ボイラー設備保守点検委託料 1,562,040 川重冷熱工業(株)
上下水施設維持管理委託料 4,917,152 ホワイト浚渫工事(有)
上下水施設維持管理委託料 187,000 (株)太陽油化  
洗浄機保守点検委託料 489,000 (株)中西製作所
洗浄機保守点検委託料 97,200 (株)島興
雨水ろ過装置保守点検委託料 86,400 フジカ濾水機(株)
重油タンク検査委託料 248,400 (株)太陽油化
真空冷却機点検委託料 81,400 (株)中西製作所
真空冷却機点検委託料 24,840 (株)アイホー

諸委託料 2,078,066
消毒委託料 600,400 (株)埼玉消毒
事業系一般ごみ収集運搬委託料 909,866 大村商事(株)
運搬用リフト保守点検委託料 66,000 東芝エレベータ(株)
運搬用リフト保守点検委託料 44,000 (株)大成エレベーター
ボイラーばい煙測定委託料 457,800 (株)高見沢分析化学研究所

自校給食室管理事業 施設設備管理委託料 876,360
上下水施設維持管理委託料 876,360 フジクリーン工業(株)

生涯学習費
成人式事業 警備業務委託料 88,000 (株)新日警備保障

諸委託料 237,600
舞台照明等委託料 237,600 (有)中央舞台サービス

家庭教育推進事業 諸委託料 50,600
要約筆記委託料 50,600 キャプショニング・ペガサス

放課後子ども教室事 諸委託料 265,865
業 放課後子ども教室業務管理委託料 265,865 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

人権教育振興費
人権教育振興事業 諸委託料 171,200

講師派遣委託料 171,200 (株)やしほ映画社
文化財保護費

文化財保護普及事業 諸委託料 164,673
みどころマップ更新委託料 164,673 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

指定文化財等保護管 清掃業務委託料 792,718 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

理事業 清掃業務委託料 204,702 (株)アルファサービス
施設設備管理委託料 1,417,283
給排水設備保守点検委託料 85,020 小泉電機工業(株)
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柊塚古墳歴史広場清掃等委託料 1,332,263 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

諸委託料 2,684,112
ＤＶＤ複製委託料 12,336 カメラのスズキ
水質調査委託料 215,820 (株)環境総合研究所
指定文化財管理委託料 905,840 (株)武蔵野種苗園
指定文化財管理委託料 902,940 (有)内田造園土木
指定文化財管理委託料 376,920 日本環境マネジメント(株)
指定文化財管理委託料 248,656 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

指定文化財管理委託料 21,600 (有)双葉化学消毒
埋蔵文化財調査保存 諸委託料 5,064,595
事業 埋蔵文化財資料保存処理委託料 914,595 (公財)元興寺文化財研究所

資料作成委託料 4,150,000 (株)中野技術
埋蔵文化財センター 警備業務委託料 353,160 綜合警備保障(株)
管理事業 消防設備保守点検委託料 17,450 大室防災(株)

空気調和設備保守点検委託料 195,110 小泉電機工業(株)
旧高橋家住宅管理運 警備業務委託料 941,636 東邦警備保障(株)
営事業 消防設備保守点検委託料 376,600 能美防災(株)

電気保安管理委託料 30,780 小泉電機工業(株)
施設設備管理委託料 3,828,230
旧高橋家住宅管理委託料 2,391,770 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

敷地管理委託料 994,400 (有)内田造園土木
敷地管理委託料 409,660 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

敷地管理委託料 32,400 (有)双葉化学消毒
諸委託料 37,400
展示ディスプレー委託料 37,400 (株)東京企画

博物館費
運営事業 施設設備管理委託料 2,971,400

展示機器等保守点検委託料 1,265,000 (株)丹青社
くん蒸委託料 1,706,400 旭ビル管理(株)

機器保守点検委託料 172,800
マイクロフィルムリーダープリンター保守点検 172,800 (福)日本キリスト教奉仕団
委託料

諸委託料 1,819,880
マイクロフィルム撮影委託料 322,740 (福)日本キリスト教奉仕団
展示ディスプレー委託料 996,360 (株)東京企画
資料保存・修復委託料 247,280 宮田文申堂
保存文書保管委託料 253,500 東武デリバリー(株)

管理事業 警備業務委託料 781,000 東邦警備保障(株)
警備業務委託料 667,080 綜合警備保障(株)
自動ドア保守委託料 117,720 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 523,200 三菱電機ビルテクノサービス(株)
消防設備保守点検委託料 241,760 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 1,115,200 (株)冷暖房
電気保安管理委託料 145,200 宮田電気管理事務所
清掃業務委託料 4,369,366 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 1,476,900 (株)桜メンテナンス
植木剪定委託料 657,800 (有)内田造園土木
建築物・建築設備定期検査委託料 275,000 (有)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 2,593,240
受水槽維持管理委託料 64,800 (株)アスメイク
消火設備保守点検委託料 748,000 (株)ミノン
中央監視装置保守点検委託料 1,362,500 ジョンソンコントロールズ(株)
浄化装置保守点検委託料 359,640 (株)アスメイク
防火シャッター保守点検委託料 58,300 文化シャッターサービス(株)

施設改修事業 諸委託料 725,760
天井調査委託料 725,760 藤宮工務店(株)

公民館費
中央公民館運営事業 機器保守点検委託料 621,300

プラネタリウム保守委託料 621,300 (株)五藤光学研究所
諸委託料 1,656,800
プラネタリウムソフト切替委託料 1,656,800 (株)五藤光学研究所

中央公民館管理事業 警備業務委託料 3,071,323 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

警備業務委託料 239,191 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 115,540 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 771,720 三菱電機ビルテクノサービス(株)
消防設備保守点検委託料 312,200 (有)中清防災
空気調和設備保守点検委託料 1,635,000 イチコー工業(株)
電気保安管理委託料 366,870 山信電気管理事務所
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清掃業務委託料 4,416,185 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 2,537,520 日建総業(株)
植木剪定委託料 270,600 (有)三峯造園
建築物・建築設備定期検査委託料 374,000 (有)前田建築設計事務所
建築物・建築設備定期検査委託料 48,600 (有)中清防災

東朝霞公民館管理事 警備業務委託料 1,473,813 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 239,191 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 61,040 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 30,540 大室防災(株)
空気調和設備保守点検委託料 436,000 (株)中央
電気保安管理委託料 21,450 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,038,794 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 213,983 (株)桜メンテナンス
建築物・建築設備定期検査委託料 165,000 (有)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 29,268
受水槽維持管理委託料 29,268 日本環境マネジメント(株)

西朝霞公民館管理事 警備業務委託料 1,473,813 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 239,191 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 61,040 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 34,900 大室防災(株)
空気調和設備保守点検委託料 763,000 イチコー工業(株)
電気保安管理委託料 21,450 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,038,794 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 123,261 (株)アルファサービス
植木剪定委託料 95,040 (有)三峯造園
建築物・建築設備定期検査委託料 319,000 (有)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 39,960
受水槽維持管理委託料 39,960 日本環境マネジメント(株)

南朝霞公民館管理事 警備業務委託料 1,510,746 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 239,191 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 71,940 三和シャッター工業(株)
エレベーター保守委託料 758,640 三菱電機ビルテクノサービス(株)
消防設備保守点検委託料 43,600 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 246,013 三菱電機ビルテクノサービス(株)
電気保安管理委託料 153,810 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,038,794 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 124,300 (株)桜メンテナンス
建築物・建築設備定期検査委託料 253,800 (有)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 46,964
受水槽維持管理委託料 35,964 日本環境マネジメント(株)
遊具保守点検委託料 11,000 (株)三津穂

北朝霞公民館管理事 警備業務委託料 1,510,746 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 239,191 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 61,040 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 19,620 ヤマト防災(株)
空気調和設備保守点検委託料 163,500 (株)中央
電気保安管理委託料 153,810 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,038,794 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 274,887 (株)桜メンテナンス
植木剪定委託料 101,520 (有)三峯造園
建築物・建築設備定期検査委託料 412,500 (有)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 57,348
受水槽維持管理委託料 57,348 日本環境マネジメント(株)

内間木公民館管理事 警備業務委託料 1,468,578 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 239,191 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 115,540 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 810,960 三菱電機ビルテクノサービス(株)
消防設備保守点検委託料 19,620 ヤマト防災(株)
空気調和設備保守点検委託料 697,600 イチコー工業(株)
電気保安管理委託料 208,311 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,038,794 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 186,980 (株)アルファサービス
植木剪定委託料 81,400 (有)三峯造園
建築物・建築設備定期検査委託料 319,000 (有)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 36,882
受水槽維持管理委託料 36,882 日本環境マネジメント(株)

図書館費 　
運営事業 電算機保守点検委託料 2,681,400 ＮＥＣネクサソリューションズ(株)
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施設設備管理委託料 429,660
視聴覚設備保守点検委託料 429,660 北辰映像(株)

諸委託料 981,946
図書整理委託料 900,986 埼玉県書店商業組合
視聴覚資料整理委託料 80,960 Library Contents Service(株)

管理事業 警備業務委託料 385,860 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 252,880 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 572,250 三菱電機ビルテクノサービス(株)
消防設備保守点検委託料 163,500 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 1,199,000 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 286,160 和田電気管理事務所
清掃業務委託料 4,943,598 (公財)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 2,343,500 ビソー工業(株)
植木剪定委託料 189,000 (株)武蔵野種苗園
建築物・建築設備定期検査委託料 162,000 (株)菱サ・ビルウェア
施設設備管理委託料 1,222,450
施設保守点検委託料 781,000 (株)オリエントサービス
中央監視盤保守点検委託料 441,450 東テク(株)

北朝霞分館運営事業 諸委託料 157,741
図書整理委託料 104,941 埼玉県書店商業組合
視聴覚資料整理委託料 52,800 Library Contents Service(株)

スポーツ振興費
滝の根テニスコート 諸委託料 7,396,000
管理運営事業 滝の根テニスコート指定管理料 7,396,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社

総合体育館費
管理運営事業 諸委託料 47,109,000

総合体育館指定管理料 47,109,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社

施設改修事業 工事監理委託料 3,618,000 (株)松下設計
武道館費

管理運営事業 諸委託料 9,447,000
武道館指定管理料 9,447,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社

市民プール費
管理運営事業 警備業務委託料 327,000 東邦警備保障(株)

消防設備保守点検委託料 10,908 消防サービス(株)
電気保安管理委託料 154,062 山信電気管理事務所
植木剪定委託料 1,270,288 (有)植鉄造園
プールろ過機維持管理委託料 420,120 フジカ濾水機(株)
施設設備管理委託料 16,392,740
コインロッカー保守点検委託料 68,040 (株)アルファロッカーシステム   

市民プール施設管理委託料 16,092,000 (株)オーチュー
給水ポンプ保守点検委託料 54,500 テラルテクノサービス(株)
コースター保守点検委託料 178,200 積水アクアシステム(株)

機器保守点検委託料 86,400
自動券売機保守点検委託料 86,400 芝浦自販機(株)

諸委託料 3,761,640
日除け取付委託料 140,400 アイザワ工業(有)
交通誘導警備業務委託料 3,621,240 ビソー工業(株)

公園体育施設費
管理運営事業 諸委託料 77,192,000

公園体育施設指定管理料料 77,192,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社
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