
【参考資料】

業 者 名
議会費

議会事務事業 会議録調製等委託料 10,892,788 (株)会議録研究所
機器保守点検委託料 1,078,000
録音機器保守点検委託料 1,078,000 (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 430,320
び機器管理事業 　印刷機保守点検委託料 430,320 (株)ラビックス

秘書費
秘書事業 諸委託料 5,605,431

市長車運行業務委託料 5,605,431 (株)セノン
人事管理費

職員人事管理事業 諸委託料 1,323,795
採用試験委託料 584,980 (公財)日本人事試験研究センター
採用試験委託料 3,850 (株)日本経営協会総合研究所
昇任試験委託料 734,965 (株)公職研

職員人材育成事業 諸委託料 1,473,900
研修委託料 693,000 (一社)日本経営協会
研修委託料 466,400 (株)インソース
研修委託料 314,500 (株)話し方教育センター

職員健康管理事業 諸委託料 2,294,204
職員定期健康診断委託料 2,017,004 (医)武蔵野会
メンタルヘルス業務委託料 277,200 (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 9,214,986

　
保存文書保管委託料 7,950,162 東武デリバリー(株)

　ＣＤ－ＲＯＭ入力・検索システム作成委託料 1,264,824 (株)金聖堂情報システム
会計管理費

会計管理事業 諸委託料 8,853,675

　
公金収納日計処理委託料 3,749,675 ＡＧＳ（株）

　公金収納日計処理委託料 1,540,000 (株)ジーシーシー
公金取扱業務委託料 3,564,000 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 242,000 (株)武蔵野種苗園
庁舎管理事業 警備業務委託料 8,103,333 東邦警備保障(株)

自動ドア保守委託料 280,500 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 2,300,760 (株)日立ビルシステム
消防設備保守点検委託料 198,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 1,613,332 ビソー工業(株)
電気保安管理委託料 699,600 西脇電気管理事務所
植木剪定委託料 1,171,500 (株)小倉造園
建築物・建築設備定期検査委託料 411,400 (株)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 30,254,400
駐車場ゲート保守点検委託料 360,800 アマノ(株)
電話設備保守委託料 1,293,600 神田通信機(株)
庁舎管理業務委託料 28,300,800 (株)桜メンテナンス
庁舎内非常放送設備保守委託料 299,200 埼玉田中電気(株)

機器保守点検委託料 700,273
免震装置保守点検委託料 275,000 (株)免震テクノサービス
給茶機保守点検委託料 88,673 (株)ラビックス
分煙機保守点検委託料 125,400 トルネックス(株)
緊急地震速報システム保守委託料 211,200 (株)かなめ技術開発

諸委託料 36,370,114
植栽委託料 60,390 (福)朝霞市社会福祉協議会
ＰＣＢ廃棄物処理委託料 29,044,400 中間貯蔵・環境安全事業(株)
ＰＣＢ廃棄物処理委託料 211,200 日本通運(株)
ＰＣＢ廃棄物処理委託料 209,000 (株)太陽油化
会場設営等委託料 252,450 (株)フロンティア
庁舎害虫等調査駆除委託料 88,000 日建総業(株)
電話交換業務委託料 5,844,674 ㈱ビルメン
PHS端末機器設定委託料 660,000 神田通信機㈱北関東支店

公用車管理事業 諸委託料 5,637,536
議長車等運行業務委託料 5,637,536 (株)セノン

電算管理事業 空気調和設備保守点検委託料 748,000 富士古河Ｅ＆Ｃ(株)
機器保守点検委託料 1,285,900
自動運転監視システム保守点検委託料 790,900 富士古河Ｅ＆Ｃ(株)
無停電電源装置保守点検委託料 495,000 富士古河Ｅ＆Ｃ(株)

諸委託料 9,911,000

令和３年度（２０２１年度）　一般会計決算委託料内訳
(単位：円)
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電算システム改造委託料 9,911,000 (株)ジーシーシー
危機管理対策費

災害活動事業 諸委託料 963,450
災害復旧委託料 280,500 宮林建設(株)
災害復旧委託料 199,500 前田道路(株)
災害復旧委託料 157,520 エスケイ機工(株)
災害復旧委託料 117,480 (株)林土木
災害復旧委託料 111,210 (株)冨岡組
災害復旧委託料 83,600 五島工業(株)
災害復旧委託料 13,640 アイザワ工業(有)

防災対策事業 施設設備管理委託料 3,293,400
防災行政無線固定系保守委託料 1,738,000 埼玉田中電気(株)
ポンプ保守点検委託料 1,353,000 昱(株)
防災行政無線移動系保守委託料 202,400 日神電子(株)

諸委託料 6,380
動画制作委託料 6,380 佐藤エンタープライズ

地域防災推進事業 諸委託料 570,418
文書配布委託料 11,715 (株)宅配
会場設営等委託料 558,703 (特非)プラス・アーツ

防犯対策推進事業 諸委託料 6,279,900
青色防犯パトロールカー運行業務委託料 6,279,900 東邦警備保障(株)

政策総務費
オリンピック・パラ 諸委託料 22,514,614
リンピック事業 大会啓発委託料 711,500 (株)ジェイコム埼玉

大会啓発委託料 708,400 (株)アキヤマ
大会啓発委託料 674,300 森工芸
大会啓発委託料 330,000 東武商事(株)
大会啓発委託料 268,400 (株)ヒットマンコーポレーション
大会啓発委託料 238,700 アイザワ工業(有)
大会啓発委託料 137,500 (株)東成シートサービス
大会啓発委託料 66,000 (株)コリン
大会啓発委託料 37,400 (株)ブライユ
イベント運営委託料 7,779,090 (株)電通東日本
イベント運営委託料 4,741,000 アイザワ工業(有)
イベント運営委託料 4,495,634 (株)近畿日本ツーリスト首都圏
イベント運営委託料 1,089,000 (株)プラス・エー
イベント運営委託料 645,326 (株)フロンティア
イベント運営委託料 228,800 (有)和智造園
イベント運営委託料 199,650 玉川商店
イベント運営委託料 163,914 (株)宅配

シティ・プロモーション費
シティ・プロモー 諸委託料 1,559,800
ション事業 シティ・プロモーショングッズ作成委託料 1,416,800 (株)ヒットマンコーポレーション

キャラクタープロモーション委託料 44,000 (株)Ｈスリーアップミティエ
パネル設置委託料 99,000 アイザワ工業(有)

広報事業 諸委託料 198,000
多言語案内サイト運用委託料 198,000 (株)ＰＩＪＩＮ

広報あさか発行事業 諸委託料 15,170,335
広報紙等配布委託料 15,170,335 (株)宅配

税務総務費
税務総務事務事業 諸委託料 132,000

税務相談業務委託料 132,000 関東信越税理士会
課税費

市民税等賦課事業 諸委託料 1,620,306
納税通知書封入封緘等委託料 1,620,306 東京メールサービス(株)

固定資産税等賦課事 電算機保守点検委託料 15,400 (株)富士通エフサス
業 諸委託料 24,293,064

公図等加除修正委託料 391,578 (株)丸菱行政地図
課税資料作成委託料 23,353,000 朝日航洋(株)
申告書封入封緘等委託料 75,486 (株)ラシスコ
データ移設委託料 473,000 朝日航洋(株)

収税費
市税徴収事業 諸委託料 12,540,000

コールセンター業務委託料 12,540,000 (株)関東サービス工社
戸籍住民基本台帳費

戸籍管理事業 電算機保守点検委託料 49,500 富士フイルムシステムサービス(株)

住民基本台帳管理事 機器保守点検委託料 234,685
業 カード裏面印字機保守委託料 234,685 (株)ジェイエスキューブ
市民葬事業 諸委託料 5,380,000

市民葬委託料 1,920,000 さくら商事(株)
市民葬委託料 1,230,000 (株)アトラス
市民葬委託料 620,000 (株)福祉葬祭
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市民葬委託料 480,000 (株)あさか葬祭
市民葬委託料 220,000 (株)東上セレモサービス
市民葬委託料 210,000 (株)花輪式典
市民葬委託料 150,000 (株)セレモニー
市民葬委託料 130,000 (株)ヨーコー
市民葬委託料 100,000 (株)東邦寝台
市民葬委託料 70,000 (株)宇野商店

　市民葬委託料（件）市民葬委託料 60,000 (株)西部典礼
市民葬委託料 60,000 (株)セレモメモリー

　市民葬委託料（件）市民葬委託料 40,000 (有)石原葬儀社
市民葬委託料 40,000 サンメモリー和光
市民葬委託料 20,000 むさしの式典サービス
市民葬委託料 10,000 (有)東栄

　市民葬委託料（件）市民葬委託料 10,000 (株)宗岡セレモニー
市民葬委託料 10,000 (株)坂本メモリアルプロデュース

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 111,936 行政システム(株)
事業

衆議院議員選挙費
衆議院議員選挙執行 警備業務委託料 396,440 東邦警備保障(株)
事業 警備業務委託料 378,400 東武ビルマネジメント(株)

警備業務委託料 375,100 (株)バンガード
清掃業務委託料 7,040 (株)桜メンテナンス
機器保守点検委託料 837,100
計数機点検委託料 104,500 ビルコン(株)
投票用紙交付機点検委託料 363,000 (株)ムサシ
投票用紙読取機保守点検委託料 369,600 (株)ムサシ

諸委託料 19,313,023
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 605,000 宮林建設(株)
選挙公報配布委託料 3,760,720 (有)朝霞デリバリーサービス
選挙周知チラシ配布委託料 1,245,888 (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 2,798,565 (株)シグマスタッフ
投開票業務委託料 2,066,531 (株)シグマスタッフ
選挙システム運用支援委託料 1,462,381 行政システム(株)
ポスター掲示板設置撤去等委託料 1,584,000 宮林建設(株)
入場券作成委託料 4,480,245 (株)ジーシーシー
入場券作成委託料 902,693 (株)ゼンリン
開票システム改修委託料 209,000 (株)ムサシ

地域づくり支援費
市民活動支援ステー 警備業務委託料 65,736 セコム(株)
ション管理事業 自動ドア保守委託料 63,800 ナブコシステム(株)

消防設備保守点検委託料 11,000 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 36,300 (株)埼玉空調メンテナンス
清掃業務委託料 85,140 (株)桜メンテナンス

市民会館費
管理運営事業 諸委託料 87,119,000

市民会館指定管理料 87,119,000 (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 2,604,800

舞台業務委託料 2,604,800 (有)中央舞台サービス
管理事業 施設設備管理委託料 1,159,400

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 330,000 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 134,968,000

市民センター指定管理料 134,968,000 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

斎場費
管理運営事業 諸委託料 36,366,000

斎場指定管理料 36,366,000 (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 539,000 ビソー工業(株)

自動ドア保守委託料 79,200 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 48,400 大室防災(株)
電気保安管理委託料 62,856 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 393,492 (株)桜メンテナンス
植木剪定委託料 37,400 (株)小倉造園

朝霞台出張所費
管理事業 警備業務委託料 488,400 東武ビルマネジメント(株)

自動ドア保守委託料 79,200 ナブコシステム(株)
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空気調和設備保守点検委託料 136,400 (株)埼玉空調メンテナンス
清掃業務委託料 478,720 (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 234,300 ビソー工業(株)

自動ドア保守委託料 108,900 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 80,300 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 150,700 (株)埼玉空調メンテナンス
清掃業務委託料 566,566 (株)桜メンテナンス

社会福祉総務費
福祉相談事業 諸委託料 1,351,350

学習支援業務委託料 1,351,350 (一社)彩の国子ども・若者支援ネットワーク

新型コロナウイルス 諸委託料 8,894,567
感染症生活困窮者自 事務補助業務委託料 8,894,567 (株)シグマスタッフ
立支援金支給事業
住民税非課税世帯等 諸委託料 25,673,362
への臨時特別給付金 事務補助業務委託料 19,536,638 アデコ(株)
支給事業 電算システム改造委託料 5,597,724 (株)ジーシーシー

申請書等封入封緘委託料 539,000 東京メールサービス(株)
障害福祉総務費

障害福祉総務事務事 諸委託料 10,000
業 障害認定調査委託料 5,000 (福)大和郡山育成福祉会

障害認定調査委託料 5,000 (福)徳充会
障害福祉費

障害者医療・手当給 諸委託料 116,116
付事業 療養介護医療審査支払事務委託料 7,590 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 444 社会保険診療報酬支払基金
更生医療・育成医療審査支払事務委託料 67,325 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 40,757 社会保険診療報酬支払基金

障害福祉助成事業 諸委託料 7,029,065
在宅重度心身障害者紙おむつ支給委託料 7,029,065 (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 356,400
緊急通報システム機器保守点検委託料 356,400 (株)アルファ

諸委託料 80,584,395
障害児（者）緊急時短期入所委託料 3,600,000 (福)愛隣館
重症心身障害児（者）短期入所委託料 3,657,598 (福)日本肢体不自由児協会
入浴サービス業務委託料 2,019,120 (株)埼玉ライフケアサービス
入浴サービス業務委託料 1,978,320 (株)ふれあい広場
入浴サービス業務委託料 426,130 アースサポート(株)
入浴サービス業務委託料 21,280 アサヒサンクリーン(株)
障害福祉相談業務委託料 211,200 (医)厚生協会大泉病院
日中一時支援業務委託料 203,200 (福)邑元会
日中一時支援業務委託料 35,200 (福)ゆいの里福祉会
日中一時支援業務委託料 3,200 障害者支援施設すわ緑風園

　介護給付・訓練等給付費審査支払事務委託料 2,806,200 埼玉県国民健康保険団体連合会
配食サービス業務委託料 297,000 (株)シニアライフクリエイト
配食サービス業務委託料 99,000 ライフデリ
配食サービス業務委託料 77,400 (株)リンクス
配食サービス業務委託料 6,600 (株)エールライフ
コミュニケーション支援業務委託料 16,180,663 (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 720,000 (福)埼玉聴覚障害者福祉会
移動支援業務委託料 48,242,284 移動支援事業者　２９者

障害者施設等運営支 諸委託料 303,578,000
援事業 障害者就労支援事業指定管理料 24,851,000 (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 41,434,000 (福)朝霞市社会福祉協議会
障害福祉サービス指定管理料 236,204,000 (福)朝霞市社会福祉協議会
ＰＣＲ検査委託料 1,089,000 ビー・エム・エル株式会社

総合福祉センター費
管理運営事業 諸委託料 123,295,000

総合福祉センター指定管理料 123,295,000 (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 1,793,000
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 1,793,000 (株)ぎょうせい
進事業 料
介護人材確保事業 諸委託料 555,500

研修委託料 555,500 (株)シグマスタッフ
高齢者福祉費

高齢者自立生活支援 諸委託料 16,841,400
事業 生活支援員派遣委託料 681,070 (有)オブリ

生活支援員派遣委託料 138,170 (株)ベストケア・パートナーズ
生活支援員派遣委託料 130,830 (同)想楽
生活支援員派遣委託料 103,960 (特非)けんこうの森
生活支援員派遣委託料 88,400 介護タクシーらん
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生活支援員派遣委託料 58,750 (株)ＹＫＳ
寝具乾燥委託料 1,188,000 タイヨーライフ(株)
高齢者移送サービス委託料 4,554,350 (同)想楽 
高齢者移送サービス委託料 3,056,640 (同)介護福祉タクシーおでかけ
高齢者移送サービス委託料 1,487,000 介護タクシーらん
高齢者移送サービス委託料 1,024,080 (特非)ののか介護サービス　
高齢者移送サービス委託料 664,820 坂井総業(有)
高齢者移送サービス委託料 522,350 メイサポートキャブ
高齢者移送サービス委託料 484,370 キャブコモード　
高齢者移送サービス委託料 293,710 (有)オブリ
高齢者移送サービス委託料 273,110 ケアタクシーまはろ
高齢者移送サービス委託料 273,000 ケアタクシーりんりん
高齢者移送サービス委託料 229,760 ケアタクシー　ひばり
高齢者移送サービス委託料 184,870 (社福)彩ふく介護タクシー
高齢者移送サービス委託料 179,260 (株)パンドラ企画　
高齢者移送サービス委託料 164,940 介護タクシーつばめ
高齢者移送サービス委託料 143,060 介護タクシー楽
高齢者移送サービス委託料 98,530 介護タクシー百々
高齢者移送サービス委託料 79,840 (株)エース広告
高齢者移送サービス委託料 63,030 (株)日高トラベリュース
高齢者移送サービス委託料 26,990 Ｃａｒｅｓｅｒｖｉｃｅ　Ｍｉｎｅ

高齢者移送サービス委託料 21,910 ビーゴ・カンパニー
高齢者移送サービス委託料 9,210 やまもとタクシー
高齢者移送サービス委託料 2,840 福祉タクシーゴードン
高齢者訪問理美容サービス委託料 332,000 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 194,000 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 88,550 (株)ジーシーシー

家族介護支援事業 諸委託料 10,852,323
徘徊高齢者等探索サービス委託料 63,678 セコム(株)
在宅ねたきり老人等おむつ支給委託料 10,788,645 (株)日本ケアーシステム

高齢者安心見守り支 機器保守点検委託料 1,485,000
援事業 緊急通報システム機器保守点検委託料 1,485,000 (株)アルファ

諸委託料 13,004,875
乳酸飲料配付委託料 117,674 東京ヤクルト販売(株)
乳酸飲料配付委託料 15,201 埼玉西ヤクルト販売(株)
配食サービス事業委託料 6,412,000 (株)シニアライフクリエイト
配食サービス事業委託料 4,440,400 ライフデリ
配食サービス事業委託料 1,233,400 (株)エールライフ
配食サービス事業委託料 777,800 (株)リンクス
配食サービス事業委託料 8,400 まごころ弁当

高齢者生きがい活動 除草委託料 270,011 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

支援事業
高齢者住宅支援事業 消防設備保守点検委託料 79,200 (有)ヤマト防災

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 3,430,625
案内状作成委託料 130,625 埼玉県社会福祉事業団　あさか向陽園

演芸委託料 3,300,000 (株)ビッグワールド
老人福祉センター管 諸委託料 48,406,000
理運営事業 老人福祉センター指定管理料 48,406,000 (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 423,500 (株)前田建築設計事務所
管理運営事業 諸委託料 68,232,000

朝光苑指定管理料 68,232,000 (福)朝霞地区福祉会
養護老人ホーム等入 諸委託料 1,975,466
所事業 老人ホーム入所委託料 1,975,466 (福)埼玉県共済会

児童福祉総務費
児童相談事業 諸委託料 371,000

短期入所生活援助委託料 371,000 ショートステイ受入者
児童措置費

児童手当給付事業 諸委託料 1,927,500
電算システム改造委託料 1,650,000 (株)ジーシーシー
現況届封入封緘等委託料 277,500 (株)ラシスコ

こども医療費支給事 諸委託料 1,397
業 支給申請書保管委託料 1,397 東武デリバリー(株)
ひとり親家庭支援事 諸委託料 7,657,650
業 学習支援業務委託料 7,657,650 (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 4,109,600
業 電算処理業務委託料 4,109,600 (株)電算
子育て世帯生活支援 諸委託料 798,383
特別給付金（ひとり 事務補助業務委託料 413,383 (株)アスカクリエート
親世帯分）支給事業 電算処理業務委託料 385,000 (株)電算
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子育て世帯生活支援 諸委託料 6,427,530
特別給付金（ひとり 事務補助業務委託料 4,007,530 (株)アスカクリエート
親世帯以外分）支給 電算システム改造委託料 2,420,000 (株)ジーシーシー
事業
子育て世帯への臨時 諸委託料 6,676,065
特別給付金支給事業 事務補助業務委託料 3,376,065 (株)日東テクノブレーン

電算システム改造委託料 3,300,000 (株)ジーシーシー
児童館費

児童館管理運営事業 諸委託料 286,304,000
児童館指定管理料 286,304,000 (福)朝霞市社会福祉協議会

保育園費
保育園運営事業 警備業務委託料 1,563,255 セコム(株)

諸委託料 535,417,315
会計年度任用職員給与等計算ソフト保守点検委 44,000 (株)ラビックス
託料
保育士派遣委託料 56,406,768 (株)アスカクリエート
保育士派遣委託料 21,838,477 (株)テンダーラビングケアサービス

保育士派遣委託料 13,546,485 (株)明日香
保育士派遣委託料 14,621,278 (株)ニッソーネット
保育士派遣委託料 9,503,380 (株)ウィッシュ
仲町保育園運営業務委託料 165,745,000 (株)こどもの森
宮戸保育園運営業務委託料 166,129,927 (株)ベネッセスタイルケア
給食調理委託料 87,582,000 ＨＩＴＯＷＡフードサービス(株)

保育園施設管理事業 自動ドア保守委託料 55,000 日本自動ドア(株)
自動ドア保守委託料 44,000 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 818,400 (株)日立ビルシステム
エレベーター保守委託料 607,200 三菱電機ビルソリューションズ(株)

エレベーター保守委託料 217,800 クマリフト(株)
消防設備保守点検委託料 220,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 1,294,700 (有)ナカタ
電気保安管理委託料 385,440 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 931,700 大村商事(株)
植木剪定委託料 1,156,100 (株)小倉造園
植木剪定委託料 404,873 (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 447,700
遊具点検委託料 447,700 (株)三津穂

諸委託料 4,650,800
廃棄物収集委託料 106,700 すずきピアノ
油水分離槽清掃委託料 334,400 片山商事(株)
生ごみ収集運搬処理委託料 1,478,400 大村商事(株)
砂場殺菌消毒委託料 1,427,800 (株)小倉造園
雨水貯留槽清掃委託料 858,000 (株)アスメイク
ねずみ・昆虫調査・防除委託料 445,500 (有)双葉化学消毒

家庭保育室支援事業 諸委託料 845,900
研修委託料 845,900 (株)東京リーガルマインド

放課後児童クラブ費
放課後児童クラブ運 諸委託料 448,671,000
営事業 放課後児童クラブ指定管理料 448,671,000 (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 211,200 セコム(株)
ラブ管理運営事業 諸委託料 21,238,000

障害児放課後児童クラブ運営業務委託料 21,238,000 (特非)なかよしねっと
生活保護総務費

生活援護総務事務事 機器保守点検委託料 1,214,400
業 電算システム保守委託料 1,214,400 富士通Ｊａｐａｎ(株)

諸委託料 4,413,367
行旅死亡人取扱委託料 610,100 (株)富士の華
行旅死亡人取扱委託料 112,000 (宗)朝霞教会
生活保護費封入封緘等委託料 1,276,715 日本通運(株)
診療報酬審査支払事務委託料 1,460,627 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 465,125 (株)ニチイ学館
介護報酬審査支払事務委託料 488,800 埼玉県国民健康保険団体連合会

後期高齢者医療事業費
後期高齢者医療健康 諸委託料 78,683,501
診査等事業 人間ドック委託料 19,370,944 (一社)朝霞地区医師会

健康診査受診券等封入封緘委託料 119,595 (株)ラシスコ
健康診査受診券作成委託料 127,274 埼玉県国民健康保険団体連合会
データ入力委託料 198,594 (株)ニチイ学館
健康診査委託料 58,867,094 埼玉県国民健康保険団体連合会

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
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母子保健事業費
妊婦一般健康診査等 諸委託料 112,285,670
事業 妊婦一般健康診査等委託料 112,285,670 (一社)埼玉県医師会　他
乳幼児健康診査事業 諸委託料 1,204,500

歯科衛生士業務委託料 1,131,900 (公社)埼玉県歯科衛生士会
医療廃棄物処理委託料 72,600 (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 254,400
事業 助産師等業務委託料 254,400 (一社)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 428,604,432

電算システム改造委託料 770,000 (株)ジーシーシー
データ入力委託料 24,340 (株)ジーシーシー
各種個別予防接種委託料 427,810,092 (一社)朝霞地区医師会　他

諸委託料 3,576,992
新型コロナウイルス感染症自宅療養者物資支援 3,576,992 佐川急便(株)
委託料

歯科保健事業 諸委託料 1,434,620
歯科衛生士業務委託料 92,400 (公社)埼玉県歯科衛生士会
フッ化物塗布委託料 126,720 (一社)朝霞地区歯科医師会
親子歯科健康診査委託料 1,215,500 (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

新型コロナウイルス
諸委託料 910,451,964
ワクチン接種事業 事務補助業務委託料 50,985,257 (株)シグマスタッフ

電算システム改造委託料 990,000 (株)ジーシーシー
コールセンター業務委託料 175,450,000 (株)ネオキャリア
医療廃棄物処理委託料 761,640 (株)コーシンメディカルサポート
会場設営等委託料 42,086,000 (株)セレスポ
新型コロナウイルスワクチン接種券作成委託料 28,647,432 (株)ジーシーシー
新型コロナウイルスワクチン接種委託料 561,087,835 市内個別接種医療機関等
新型コロナウイルスワクチン運搬委託料 5,332,800 関東運輸(株)
集団接種会場運営委託料 45,111,000 (株)シーユーシー

健康増進事業費
がん検診事業 諸委託料 195,170,430

電算システム改造委託料 2,358,400 (株)ジーシーシー埼玉支社
がん検診委託料 179,616,270 (一社)朝霞地区医師会
がん検診委託料 13,195,760 (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 5,192,935
健康診査委託料 3,618,835 (一社)朝霞地区医師会
健康診査委託料 1,574,100 (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 1,320,000
業 骨粗しょう症予防検診委託料 1,320,000 (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 419,760 東邦警備保障(株)

自動ドア保守委託料 114,400 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 765,600 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 321,200 三菱電機ビルテクノサービス(株)
電気保安管理委託料 235,950 和田電気管理事務所
清掃業務委託料 1,995,800 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 385,627 (株)日創美装
植木剪定委託料 36,316 (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 164,197,000

健康増進センター指定管理料 164,197,000 (株)明治スポーツプラザ
環境衛生費

環境美化事業 諸委託料 6,232,205
特定家庭用機器運搬委託料 42,900 大村商事(株)
ごみ収集運搬委託料 2,902,108 片山商事(株)
ごみ収集運搬委託料 963,260 大村商事(株)
不適燃焼物処理委託料 1,009,877 片山商事(株)
不適燃焼物処理委託料 9,900 大室防災(株)
不法投棄監視業務委託料 1,304,160 東邦警備保障(株)

鳥獣・害虫管理事業 諸委託料 1,051,860
ムクドリ対策委託料 180,000 (同)ハイパーファルコン
すずめ蜂駆除委託料 871,860 (有)双葉化学消毒

環境基本計画策定事 諸委託料 3,894,000
業 環境基本計画策定委託料 3,894,000 エヌエス環境(株)

公害対策費
地球温暖化対策推進 機器保守点検委託料 85,250
事業 充電設備保守点検委託料 52,250 新電元工業(株)

充電設備保守点検委託料 33,000 (株)ミントウェーブ

健康危機対策事業
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133,100
会場設営等委託料 133,100 (株)セレスポ

環境情報収集及び公 諸委託料 9,900,000
害監視事業 環境調査委託料 8,360,000 (一社)埼玉県環境検査研究協会

騒音・振動・交通量調査委託料 1,540,000 (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 191,400 セコム(株)
持管理事業 警備業務委託料 151,800 東邦警備保障(株)

自動ドア保守委託料 88,000 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 437,800 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 493,900 (有)ナカタ
電気保安管理委託料 653,400 岡村電気管理事務所
し尿浄化槽維持管理委託料 350,900 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 295,240 (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 4,981,900
電気設備保守点検委託料 3,795,000 田辺電機(株)
電気設備保守点検委託料 998,800 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 188,100 東洋アクア工業(株)

諸委託料 6,393,000
ガス基準量検証委託料 132,000 (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 4,182,000 (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 2,079,000 テイシン警備(株)
可燃ごみ処理事業 施設設備管理委託料 4,251,500

灯油タンク清掃委託料 126,500 (株)太陽油化
クレーン保守管理委託料 2,200,000 (株)ＮＥＯＳ
ごみ焼却処理施設焼却設備清掃委託料 1,430,000 (株)アスメイク
ごみ焼却処理施設焼却設備清掃委託料 495,000 日立造船(株)

諸委託料 439,293,533
定期補修工事見積査定業務委託料 499,400 (株)環境施設コンサルタント
ごみ焼却処理施設運転管理委託料 112,284,312 中央産業(株)
ごみ焼却処理施設ばいじん量等分析委託料 5,439,500 ユーロフィン日本環境(株)
可燃ごみ収集運搬委託料 106,152,255 大村商事(株)
可燃ごみ収集運搬委託料 106,612,385 片山商事(株)
焼却灰等処理委託料 39,259,011 ツネイシカムテックス(株)
焼却灰等処理委託料 15,338,560 (株)ウィズウェイストジャパン
焼却灰等処理委託料 13,978,519 太平洋セメント(株)
焼却灰等処理委託料 12,525,678 渡辺産業(株)
焼却灰等処理委託料 9,067,410 ジークライト(株)
焼却灰等処理委託料 7,509,645 首都圏産業(株)
焼却灰等処理委託料 4,837,338 (有)築館クリーンセンター
焼却灰等処理委託料 4,824,600 埼玉県環境整備センター
焼却灰等処理委託料 964,920 (株)リサイクル事業団

資源ごみ処理事業 施設設備管理委託料 1,307,900
プラスチック類処理施設定期点検委託料 999,900 新明和工業(株)
あき缶資源化施設定期点検委託料 308,000 エンバイロサービス(株)

諸委託料 379,740,896
プラスチック類処理施設運転管理委託料 68,640,000 新明和工業(株)
あき缶資源化施設運転管理委託料 23,760,000 日建総業(株)
資源ごみ収集運搬委託料 104,199,480 片山商事(株)
資源ごみ収集運搬委託料 102,465,000 大村商事(株)
再資源化処理委託料 58,317,820 (株)エコ計画
再資源化処理委託料 20,505,408 オリックス資源循環(株)
再資源化処理委託料 1,136,472 (公財)日本容器包装リサイクル協会

再資源化処理委託料 716,716 大村商事(株)
粗大ごみ処理事業 施設設備管理委託料 782,650

クレーン保守管理委託料 498,850 (株)ＮＥＯＳ
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 57,785,200
定期補修工事見積査定業務委託料 330,000 (株)環境施設コンサルタント
粗大ごみ処理施設運転管理委託料 27,060,000 日建総業(株)
粗大ごみ収集運搬委託料 30,395,200 大村商事(株)

不燃ごみ処理事業 諸委託料 131,925,980
不適燃焼物処理委託料 15,166,800 南埼リサイクル事業協同組合
不燃ごみ収集運搬委託料 19,849,500 片山商事(株)
不燃ごみ収集運搬委託料 16,500,000 大村商事(株)
不燃物等処理委託料 40,230,300 (株)エコ計画
不燃物等処理委託料 21,087,220 オリックス資源循環(株)
不燃物等処理委託料 8,663,600 長沼商事(株)
不燃物等処理委託料 5,775,462 (株)ウィズウェストジャパン

諸委託料
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目 ・ 事 業 名 説 明 及 び 金 額

不燃物等処理委託料 1,847,790 埼玉県環境整備センター
不燃物等処理委託料 495,000 ジークライト(株)
不燃物等処理委託料 271,656 首都圏産業(株)
廃乾電池等処理委託料 2,038,652 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 314,160 セコム(株)

自動ドア保守委託料 132,000 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 950,400 東芝エレベータ(株)
消防設備保守点検委託料 58,300 (有)朝霞防災
空気調和設備保守点検委託料 297,440 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 154,650 山田電気管理事務所
清掃業務委託料 3,091,596 片山商事(株)
窓ガラス清掃委託料 132,000 (株)桜メンテナンス
電算機保守点検委託料 264,000 日本情報システム(株)
施設設備管理委託料 176,000
雨水利用システム保守点検委託料 36,300 片山商事(株)
受水槽維持管理委託料 139,700 片山商事(株)

運営事業 諸委託料 9,527
教室・講座等業務委託料 9,527 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 4,094,640
売事業 シルバー工房業務委託料 4,094,640 (公財)いきいき埼玉

労働諸費
勤労者支援事業 諸委託料 514,800

労働・社会保険相談業務委託料 514,800 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 330,000 (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 12,100 (有)ヤマト防災
ー運営事業 し尿浄化槽維持管理委託料 49,500 片山商事(株)
市民農園事業 諸委託料 2,453,000

市民農園管理委託料 2,453,000 (有)和智造園
商工総務費

商工総務事務事業 諸委託料 9,314,429
ふるさと納税事業支援サービス委託料 9,314,429 (株)フューチャーリンクネットワーク

商工業振興対策費
中小企業支援事業 諸委託料 792,000

経営相談業務委託料 792,000 (一社)埼玉県中小企業診断協会
シティ・セールスイ 諸委託料 66,645
ベント事業 会場設営等委託料 66,645 (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 330,000
起業家育成相談業務委託料 330,000 (一社)埼玉県中小企業診断協会

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 578,600 (株)前田建築設計事務所

諸委託料 62,531,000
産業文化センター指定管理料 62,531,000 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 45,980 (株)大輝
空き家対策事業 機器保守点検委託料 154,000

電算システム保守点検委託料 154,000 国際航業(株)
道路維持費

道路照明灯整備事業 施設設備管理委託料 58,672,463
道路照明灯維持管理委託料 58,672,463 みずほ東芝リース(株)

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)
施設設備管理委託料 231,000
施設保守点検委託料 231,000 五十鈴建設(株)

機器保守点検委託料 462,000
総合案内板等保守点検委託料 462,000 (株)エクシオテック

諸委託料 23,241,240
駅前広場駐車場管理委託料 7,920,000 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 9,718,500 (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 5,602,740 (株)環境テクノ

道路施設維持管理事 諸委託料 20,489,878
業 計測委託料 2,237,400 中央開発(株)

側溝清掃委託料 5,192,000 (株)グッドフィールド
側溝清掃委託料 3,563,729 片山商事(株)
側溝清掃委託料 3,100,900 (株)アスメイク
側溝清掃委託料 1,380,949 ホワイト浚渫工事(有)
側溝清掃委託料 704,000 (株)冨岡組
側溝清掃委託料 497,200 (株)司建設朝霞営業所
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道路清掃委託料 1,540,000 (株)アスメイク
道路清掃委託料 1,191,300 ホワイト浚渫工事(有)
道路清掃委託料 475,200 (株)桜メンテナンス
違反広告物撤去作業委託料 607,200 宮林建設(株)

花と緑のまちづくり 諸委託料 54,747,145
事業 駅前広場フラワー化委託料 1,081,300 (有)植鉄造園

駅前広場フラワー化委託料 885,500 (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
道路緑化整備委託料 3,432,000 (株)庭創人
道路緑化整備委託料 407,000 (株)武蔵野種苗園
除草及び街路樹剪定委託料 13,455,700 (株)武蔵野種苗園
除草及び街路樹剪定委託料 10,607,300 (有)和智造園
除草及び街路樹剪定委託料 7,949,535 (株)小倉造園
除草及び街路樹剪定委託料 6,140,300 (有)植鉄造園
除草及び街路樹剪定委託料 4,897,000 (有)内田造園土木
除草及び街路樹剪定委託料 4,729,118 (株)庭創人
除草及び街路樹剪定委託料 598,092 (有)三峯造園
除草及び街路樹剪定委託料 322,300 泉翠(株)

道路台帳整備事業 諸委託料 14,397,900
測量委託料 1,078,000 (株)前田設計建築事務所
測量委託料 339,900 (株)奥山都市設計
道路台帳補正委託料 12,980,000 昭和(株)

道路新設改良費
設計委託料 4,774,000 埼玉測量設計(株)
設計委託料 4,510,000 (株)サンケイコンサルタント

道路用地取得事業 諸委託料 15,439,600
測量委託料 3,385,800 (株)サンケイコンサルタント
測量委託料 2,458,500 (株)奥山都市設計
測量委託料 2,135,100 埼玉測量設計(株)
測量委託料 748,000 あべ登記測量事務所
測量委託料 396,000 (株)前田設計建築事務所
測量委託料 224,400 (有)内田設計
建物調査及び補償積算委託料 4,360,400 埼玉測量設計(株)

　建物調査及び補償積算委託料 1,731,400 (株)サンケイコンサルタント
河川費

水路管理事業 諸委託料 423,500
水路等清掃委託料 423,500 片山商事(株)

排水機場維持管理事 電気保安管理委託料 275,880 (財)関東電気保安協会
業 電気保安管理委託料 209,880 山信電気管理事務所

除草委託料 275,000 (株)小倉造園
施設設備管理委託料 2,424,400
排水ポンプ保守点検委託料 1,452,000 (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)
排水ポンプ保守点検委託料 385,000 荏原実業(株)
排水ポンプ保守点検委託料 99,000 清亀石油(株)

設計委託料 14,190,000 昭和(株)
諸委託料 99,000
流入ゴミ清掃運搬処理委託料 99,000 (株)グッドフィールド

黒目川桜並木管理事 除草委託料 72,431 (株)庭創人
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 2,981,000
旧河川管理委託料 495,000 (株)武蔵野種苗園
灯篭設置委託料 1,017,500 小泉電機工業(株)
提灯設置委託料 1,468,500 (有)橋本電機工業所

橋梁整備費
橋梁改修事業 諸委託料 41,305,000 東日本総合計画(株)

橋梁点検委託料 41,305,000
都市計画総務費

都市計画総務事務事 諸委託料 21,104,000
業 都市計画基礎調査委託料 4,609,000 昭和(株)

エリアプラットフォーム活動支援委託料 9,493,000 (株)戸田芳樹風景計画
エリアプラットフォーム活動支援委託料 50,000 個人
立地適正化計画策定委託料 6,952,000 (株)国際開発コンサルタンツ

街路事業費
駅東通線整備事業 除草委託料 250,800 (有)和智造園
岡通線整備事業 除草委託料 55,000 (有)和智造園

諸委託料 1,188,000
測量委託料 198,000 昭和(株)
建物調査及び補償積算委託料 990,000 埼玉測量設計(株)

事業用地維持管理事 除草委託料 66,000 (有)三峰造園
業

道路改良事業
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公園費
公園管理事業 電気保安管理委託料 101,200 山本電気管理事務所

清掃業務委託料 794,970 (株)アスメイク
施設設備管理委託料 110,520,256
荒川運動場管理委託料 5,610,000 (株)小倉造園
施設保守点検委託料 201,960 (株)ラスコジャパン
施設保守点検委託料 59,400 (株)アスメイク
公園管理委託料 23,292,200 (株)小倉造園
公園管理委託料 17,954,600 (有)和智造園
公園管理委託料 15,272,780 (有)内田造園土木
公園管理委託料 11,595,800 (株)武蔵野種苗園
公園管理委託料 10,567,700 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

公園管理委託料 9,141,000 (株)庭創人
公園管理委託料 6,181,596 (株)ビソー工業
公園管理委託料 5,813,500 (株)アスメイク
公園管理委託料 2,328,320 東邦警備保障(株)
公園管理委託料 792,000 東海体育指導(株)
公園管理委託料 583,000 (株)グッドフィールド
公園管理委託料 495,000 (有)三峯造園
公園管理委託料 474,100 泉翠(株)
公園管理委託料 85,800 山本電気管理事務所
公園管理委託料 49,500 シチズンIC(株)
公園管理委託料 22,000 埼玉県害虫防除事業協同組合

諸委託料 59,661,000
緑とまちの魅力向上基本構想策定委託料 8,470,000 (株)戸田芳樹風景計画
都市公園指定管理料 51,191,000 (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 6,331,745
花の植栽整備委託料 4,746,579 (福)朝霞市社会福祉協議会
花の植栽整備委託料 1,161,666 (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 330,000 宮林建設(株)
花の植栽整備委託料 93,500 (有)和智造園

基地跡地暫定利用事 諸委託料 9,840,620
業 冒険遊び場づくり実施委託料 2,800,000 (特非)あさかプレーパークの会

施設管理委託料 3,670,700 (株)庭創人
施設管理委託料 2,899,560 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

施設管理委託料 470,360 片山商事(株)
シンボルロード管理 施設設備管理委託料 29,181,758
事業 シンボルロード管理委託料 11,354,200 (株)小倉造園

シンボルロード管理委託料 2,428,658 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

シンボルロード管理委託料 1,072,500 (株)グッドフィールド
シンボルロードイルミネーション管理委託料 13,819,300 (株)戸田芳樹風景計画
シンボルロードイルミネーション管理委託料 286,000 小泉電機工業(株)
シンボルロードイルミネーション管理委託料 115,500 (株)ヴァンガード
シンボルロードイルミネーション管理委託料 99,000 (株)林土木
シンボルロードイルミネーション管理委託料 6,600 (有)飯倉商事

児童遊園費
児童遊園管理事業 施設設備管理委託料 30,180,002

児童遊園管理委託料 14,870,600 (有)植鉄造園
児童遊園管理委託料 10,622,170 中川造園土木(株)
児童遊園管理委託料 2,401,410 (株)庭創人
児童遊園管理委託料 1,166,022 (株)トレジャーボックス
児童遊園管理委託料 488,400 泉翠(株)
児童遊園管理委託料 345,400 (有)内田造園土木
児童遊園管理委託料 286,000 (有)三峯造園

緑化推進費
緑化推進事業 除草委託料 759,000 さとう造園

除草委託料 682,000 (有)三峯造園
除草委託料 374,000 (有)和智造園
諸委託料 990,000
特別緑地保全地区等管理委託料 495,000 (株)庭創人
特別緑地保全地区等管理委託料 495,000 泉翠(株)

　生産緑地管理事業 諸委託料 684,200
生産緑地変更図書作成委託料 684,200 昭和(株)

交通対策費
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 機器保守点検委託料 70,400

　ドローン保守点検委託料 70,400 佐藤エンタープライズ
設計委託料 2,035,000 東日本総合計画(株)
諸委託料 1,501,500
歩道橋清掃委託料 474,100 (株)アスメイク
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道路反射鏡清掃委託料 1,027,400 首都圏環境サービス(株)
自転車駐車場管理運 施設設備管理委託料 8,652,000
営事業 自転車駐車場管理システム保守点検委託料 7,915,600 日本コンピュータ・ダイナミクス(株)

自転車駐車場管理委託料 736,400 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

諸委託料 236,954,000
自転車駐車場等指定管理料 236,954,000 (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 8,689,463
放置自転車等返還事務委託料 2,657,763 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

放置自転車対策指導委託料 3,886,700 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

放置自転車等撤去委託料 2,145,000 南埼リサイクル事業協同組合
非常備消防費

消防団運営事業 し尿浄化槽維持管理委託料 19,800 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)

消防施設費
消防団施設等整備事 設計委託料 4,900,500 (株)アーバン設計
業
消防水利整備事業 除草委託料 35,640 (有)三峯造園

教育指導費
音楽活動事業 諸委託料 2,400,000

音楽鑑賞会演奏委託料 2,400,000 (有)ムジカトウキョウ
教育相談事業 警備業務委託料 369,600 ビソー工業(株)

清掃業務委託料 170,500 (株)アスメイク
窓ガラス清掃委託料 22,000 (株)アスメイク

学校管理費
小学校施設管理事業 警備業務委託料 3,836,690 東邦警備保障(株)

エレベーター保守委託料 2,393,050 (株)日立ビルシステム
エレベーター保守委託料 1,621,400 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 1,299,760 東芝エレベータ(株)
エレベーター保守委託料 726,000 中央エレベーター工業(株)
消防設備保守点検委託料 1,709,400 (有)ミノン
空気調和設備保守点検委託料 4,260,300 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 3,417,568 山本電気管理事務所
し尿浄化槽維持管理委託料 498,850 片山商事(株)
植木剪定委託料 6,722,485 (株)小倉造園
植木剪定委託料 178,200 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 7,502,000
貯水槽維持管理委託料 446,600 (株)環境テクノ
保冷庫保守点検委託料 115,500 ホシザキ北関東(株)
校舎等管理業務委託料 6,939,900 (株)環境テクノ

諸委託料 33,202,777
すずめ蜂駆除委託料 132,000 (有)双葉化学消毒
ごみ収集運搬委託料 4,717,900 大村商事(株)
体育施設等点検委託料 158,400 (株)三津穂
トイレ清掃委託料 3,189,208 片山商事(株)
学校用務業務委託料 20,983,827 (公財)いきいき埼玉
学校用務業務委託料 226,442 (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 3,795,000 ホワイト浚渫工事(有)
小学校施設改修事業 工事監理委託料 2,420,000 (株)共同設計社
小学校少人数学級整 設計委託料 2,405,700 (株)宮下設計事務所
備事業

教育振興費
小学校教育振興事業 諸委託料 8,754,482

林間学校バス運行業務委託料 8,754,482 太平観光(株)
学校管理費

中学校施設管理事業 警備業務委託料 1,918,370 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 88,000 フルテック(株)
エレベーター保守委託料 980,100 中央エレベーター工業(株)
エレベーター保守委託料 727,320 東芝エレベータ(株)
エレベーター保守委託料 471,900 横浜エレベータ(株)
消防設備保守点検委託料 732,600 (株)ミノン
空気調和設備保守点検委託料 1,734,700 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 1,244,232 山本電気管理事務所
植木剪定委託料 3,616,415 (株)小倉造園
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 2,261,600
貯水槽維持管理委託料 275,000 (株)環境テクノ
保冷庫保守点検委託料 44,000 ホシザキ北関東(株)
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校舎等管理業務委託料 1,942,600 (株)環境テクノ
諸委託料 17,684,040
すずめ蜂駆除委託料 104,500 (有)双葉化学消毒
ごみ収集運搬委託料 2,347,400 大村商事(株)
体育施設等点検委託料 79,200 (株)三津穂
トイレ清掃委託料 1,296,922 片山商事(株)
学校用務業務委託料 11,711,018 (公財)いきいき埼玉
排水施設洗浄清掃委託料 2,145,000 ホワイト浚渫工事(有)

中学校施設改修事業 設計委託料 5,072,100 埼玉県建築士事務所協同組合

設計委託料 4,870,800 (株)桂設計

設計委託料 4,273,500 (株)雙設備研究所
工事監理委託料 2,519,000 (株)宮下設計事務所
工事監理委託料 2,400,000 (株)綜企画設計

教育振興費
中学校教育振興事業 諸委託料 7,205,880

林間学校バス運行業務委託料 7,205,880 (株)日本バスセンター
学校保健費

児童･生徒･教職員健 諸委託料 15,591,123
康管理事業 ストレスチェック業務委託料 509,850 (一社)朝霞地区医師会

検診器具滅菌業務委託料 1,574,932 日本ステリ(株)
結核健診委託料 1,448,150 (公財)結核予防会総合健診推進センター

心臓検診委託料 5,541,800 (一社)朝霞地区医師会
胃検診委託料 452,256 (公財)埼玉県健康づくり事業団
教職員健康診断委託料 4,206,125 (一社)朝霞地区医師会
脊柱側わん症検診委託料 1,811,810 (公財)埼玉県健康づくり事業団
予防接種委託料 46,200 (医)山柳会塩味病院

交通指導員配置事業 諸委託料 18,945,819
交通指導員代替業務委託料 10,152,392 (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 8,793,427 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 385,440 (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 293,040
電算システム保守点検委託料 293,040 (株)コーエイコンピューターシステム

諸委託料 139,135,106
学校給食調理業務委託料 38,544,000 一冨士フードサービス(株)
学校給食調理業務委託料 35,728,440 ハーベストネクスト(株)
学校給食調理業務委託料 29,911,200 東京ケータリング(株)
給食配送業務委託料 13,163,656 日本通運(株)
給食配送業務委託料 10,102,400 (株)関東物流サービス
給食配送業務委託料 4,232,250 大宮通運(株)
給食配送業務委託料 2,655,400 日本自動車管理(株)
給食残菜収集堆肥化委託料 4,797,760 大村商事(株)

給食センター管理事 警備業務委託料 389,931 セントラル警備保障(株) 
業 エレベーター保守委託料 529,320 東芝エレベータ(株)

消防設備保守点検委託料 110,000 大室防災(株)
電気保安管理委託料 563,200 山信電気管理事務所
電気保安管理委託料 345,180 和田電気管理事務所
清掃業務委託料 4,744,300 (株)日創美装
施設設備管理委託料 8,957,300
真空冷却機点検委託料 81,400 (株)中西製作所
冷凍庫冷却機点検委託料 25,300 (株)アイホー
重油タンク検査委託料 187,000 (株)太陽油化
雨水ろ過装置保守点検委託料 88,000 フジカ濾水機(株)
洗浄機保守点検委託料 330,000 (株)中西製作所
洗浄機保守点検委託料 99,000 (株)島興
上下水施設維持管理委託料 4,785,000 ホワイト浚渫工事(有)
上下水施設維持管理委託料 2,274,800 日建総業(株)
ボイラー設備保守点検委託料 1,086,800 川重冷熱工業(株)

諸委託料 1,957,450
消毒委託料 550,000 (株)パル環境開発
事業系一般ごみ収集運搬委託料 1,033,450 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 264,000 (株)高見沢分析化学研究所

自校給食室管理事業 自動ドア保守委託料 627,000 フルテック(株)
自動ドア保守委託料 352,000 ナブコシステム(株)
施設設備管理委託料 2,646,710
給湯器点検委託料 255,310 (株)ノーリツ
上下水施設維持管理委託料 1,452,000 (株)ダイキアクシス
上下水施設維持管理委託料 884,400 フジクリーン工業(株)
上下水施設維持管理委託料 55,000 ホワイト浚渫工事(有)

諸委託料 66,000
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運搬用リフト保守点検委託料 66,000 ワタベ産業(株)
栄町学校給食セン 設計委託料 5,683,700 功設計(有)
ター解体事業

生涯学習費
成人式事業 警備業務委託料 115,500 (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

放課後子ども教室事 諸委託料 274,068
業 放課後子ども教室業務管理委託料 274,068 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

文化財保護費
指定文化財等保護管 清掃業務委託料 808,200 (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 212,960 (株)アルファサービス
施設設備管理委託料 1,444,358
柊塚古墳歴史広場清掃等委託料 1,358,558 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

給排水設備保守点検委託料 85,800 小泉電機工業(株)
諸委託料 1,960,442
指定文化財管理委託料 576,400 (有)内田造園土木
指定文化財管理委託料 541,442 (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 322,300 (株)武蔵野種苗園
指定文化財管理委託料 267,300 日本環境マネジメント(株)
指定文化財管理委託料 33,000 (有)双葉化学消毒
水質調査委託料 220,000 (株)環境総合研究所

埋蔵文化財調査保存 諸委託料 5,667,475
事業 資料作成委託料 3,993,000 (株)四門

発掘調査支援委託料 744,700 (株)東京航業研究所
埋蔵文化財資料保存処理委託料 929,775 (公財)元興寺文化財研究所

埋蔵文化財センター 警備業務委託料 356,400 綜合警備保障(株)
管理事業 消防設備保守点検委託料 17,600 大室防災(株)

空気調和設備保守点検委託料 196,900 小泉電機工業(株)
旧高橋家住宅管理運 警備業務委託料 976,800 東邦警備保障(株)
営事業 消防設備保守点検委託料 379,500 能美防災(株)

電気保安管理委託料 31,350 小泉電機工業(株)
施設設備管理委託料 3,783,236
敷地管理委託料 792,000 (有)内田造園土木
敷地管理委託料 545,148 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

敷地管理委託料 22,000 (有)双葉化学消毒
旧高橋家住宅管理委託料 2,424,088 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

博物館費
運営事業 施設設備管理委託料 2,552,000

くん蒸委託料 1,760,000 旭ビル管理(株)
くん蒸委託料 275,000 (株)フミテック
展示機器等保守点検委託料 517,000 (株)丹青社

機器保守点検委託料 176,000
マイクロフィルムリーダープリンター保守点検 176,000 (福)日本キリスト教奉仕団
委託料

諸委託料 3,292,058
保存文書保管委託料 398,420 (株)ワンビシアーカイブズ
保存文書保管委託料 289,168 東武デリバリー(株)
マイクロフィルム撮影委託料 138,710 (福)日本キリスト教奉仕団
資料保存・修復委託料 253,000 宮田文申堂
展示ディスプレー委託料 2,088,900 (株)東京企画
展示ディスプレー委託料 96,360 キンコーズ・ジャパン(株)
展示ディスプレー委託料 27,500 (有)上野剥製所

管理事業 警備業務委託料 2,114,200 東邦警備保障(株)
警備業務委託料 673,200 綜合警備保障(株)
自動ドア保守委託料 118,800 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 528,000 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 268,400 (株)早稲田技研防災
空気調和設備保守点検委託料 1,122,000 (株)冷暖坊
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 4,440,917 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 1,717,984 (株)アルファサービス
植木剪定委託料 444,000 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

植木剪定委託料 123,200 (有)内田造園土木
建築物・建築設備定期検査委託料 275,000 (株)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 2,736,250
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)
浄化装置保守点検委託料 499,950 (株)アスメイク
中央監視装置保守点検委託料 1,375,000 ジョンソンコントロールズ(株)
消火設備保守点検委託料 737,000 (株)ミノン
受水槽維持管理委託料 66,000 (株)アスメイク
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公民館費
中央公民館運営事業 機器保守点検委託料 627,000

プラネタリウム保守委託料 627,000 (株)五藤光学研究所
諸委託料 1,672,000
プラネタリウムソフト切替委託料 1,672,000 (株)五藤光学研究所

中央公民館管理事業 警備業務委託料 3,109,200 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

警備業務委託料 277,008 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 116,600 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 778,800 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 313,500 (有)中清防災
空気調和設備保守点検委託料 1,650,000 イチコー工業(株)
電気保安管理委託料 370,392 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 4,494,490 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 2,365,000 (株)日創美装
植木剪定委託料 236,500 (有)三峯造園
建築物・建築設備定期検査委託料 381,700 (株)前田建築設計事務所
建築物・建築設備定期検査委託料 49,500 (有)中清防災

東朝霞公民館管理事 警備業務委託料 1,545,990 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 276,936 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 61,600 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 33,000 大室防災(株)
空気調和設備保守点検委託料 440,000 (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 2,107,390 (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 170,500 (株)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 29,810
受水槽維持管理委託料 29,810 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 1,545,990 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 276,936 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 61,600 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 37,400 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 267,300 ヤンマーエネルギーシステム(株)
空気調和設備保守点検委託料 104,500 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 2,107,390 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 123,260 (株)アルファサービス
植木剪定委託料 96,800 (有)三峯造園
建築物・建築設備定期検査委託料 324,500 (株)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 41,800
受水槽維持管理委託料 41,800 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 1,561,983 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 276,936 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 66,000 三和シャッター工業(株)
エレベーター保守委託料 765,600 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 44,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 248,270 三菱電機ビルテクノサービス(株)
電気保安管理委託料 155,232 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,128,243 (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 267,300 (株)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 48,730
遊具保守点検委託料 11,000 (株)三津穂
受水槽維持管理委託料 37,730 日本環境マネジメント(株)

北朝霞公民館管理事 警備業務委託料 1,551,321 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 276,936 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 61,600 ナブコシステム(株)
消防設備保守点検委託料 33,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 165,000 (株)中央
電気保安管理委託料 155,232 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,114,341 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 307,703 (株)桜メンテナンス
植木剪定委託料 103,400 (有)三峯造園
建築物・建築設備定期検査委託料 420,200 (株)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 59,510
受水槽維持管理委託料 59,510 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 1,551,321 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

業 警備業務委託料 276,936 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 116,600 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 818,400 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 19,800 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 602,800 (有)ナカタ
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電気保安管理委託料 210,276 山信電気管理事務所
清掃業務委託料 2,114,341 (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 324,500 (株)前田建築設計事務所
施設設備管理委託料 38,665
受水槽維持管理委託料 38,665 日本環境マネジメント(株)

施設改修事業 設計委託料 2,962,300 (株)奥山都市設計
図書館費 　

運営事業 電算機保守点検委託料 2,573,120 ＮＥＣネクサソリューションズ(株)

施設設備管理委託料 435,600
視聴覚設備保守点検委託料 435,600 北辰映像(株)

諸委託料 988,801
図書整理委託料 907,841 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 393,360 東邦警備保障(株)
自動ドア保守委託料 158,400 ナブコシステム(株)
エレベーター保守委託料 486,750 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 165,000 (有)ヤマト防災
空気調和設備保守点検委託料 1,713,598 (株)冷暖坊
電気保安管理委託料 288,200 和田電気管理事務所
清掃業務委託料 3,925,422 (公社)朝霞地区シルバー人材センター

清掃業務委託料 1,540,000 ビソー工業(株)
植木剪定委託料 192,500 (株)武蔵野種苗園
建築物・建築設備定期検査委託料 264,000 (株)菱サ・ビルウェア
施設設備管理委託料 445,500
中央監視盤保守点検委託料 445,500 東テク(株)

北朝霞分館運営事業 諸委託料 172,841
図書整理委託料 105,961 埼玉県書店商業組合
視聴覚資料整理委託料 66,880 Library Contents Service(株)

施設改修事業 工事監理委託料 8,580,000 株式会社松下設計
スポーツ振興費

滝の根テニスコート 諸委託料 7,778,000
管理運営事業 滝の根テニスコート指定管理料 7,778,000 (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 53,019,000

総合体育館指定管理料 53,019,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社

武道館費
管理運営事業 諸委託料 9,703,000

武道館指定管理料 9,703,000 (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 339,240 東邦警備保障(株)

警備業務委託料 4,620,000 ビソー工業(株)
消防設備保守点検委託料 12,100 消防サービス(株)
電気保安管理委託料 155,100 山信電気管理事務所
植木剪定委託料 1,320,000 (有)植鉄造園
プールろ過機維持管理委託料 427,900 フジカ濾水機(株)
施設設備管理委託料 19,555,800
コインロッカー保守点検委託料 69,300 (株)アルファロッカーシステム   

遊具保守点検委託料 181,500 (株)アクアプロダクト
給水ポンプ保守点検委託料 55,000 テラルテクノサービス(株)
市民プール施設管理委託料 19,250,000 (株)オーチュー

機器保守点検委託料 61,600
自動券売機保守点検委託料 61,600 芝浦自販機(株)

諸委託料 143,000
日除け取付委託料 143,000 アイザワ工業(有)

公園体育施設費
管理運営事業 諸委託料 79,403,000

公園体育施設指定管理料 79,403,000 (公財)朝霞市文化・スポーツ振興公社
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