令和３年度使用料等徴収業務委託先一覧

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

委託業務
松戸市役所駐車場使用料徴収業務

委託先
松戸市日暮1丁目7番地の2 うしおビル610号
株式会社都市整美センター 松戸支店

担当課
財産活用課
TEL 366-7316

松戸市古ヶ崎市民センターの使用料徴収業務

東京ドームグループ
（代表団体）

市民自治課
TEL 366-7318

松戸市新松戸市民センタ－の使用料徴収業務

東京都文京区後楽1-3-61
株式会社東京ドーム

新松戸支所
TEL 343-5111

松戸市馬橋市民センタ－の使用料徴収業務
松戸市八ヶ崎市民センタ－の使用料徴収業務

馬橋支所
TEL 345-2131

松戸市馬橋東市民センタ－の使用料徴収業務
松戸市小金北市民センターの使用料徴収業務

小金支所
TEL 341-5101

松戸市小金市民センターの使用料徴収業務
松戸市小金原市民センタ－の使用料徴収業務
松戸市明市民センターの使用料徴収業務

小金原支所
TEL 344-4151
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-12-1
日本環境マネジメント株式会社

松戸市常盤平市民センターの使用料徴収業務

常盤平支所
TEL 387-2131

松戸市八柱市民センターの使用料徴収業務
松戸市五香市民センターの使用料徴収業務

六実支所
TEL 385-0113

松戸市六実市民センターの使用料徴収業務
松戸市松飛台市民センターの使用料徴収業務

松戸市二十世紀が丘市民センターの使用料徴収業
16 務
17
18

矢切支所
TEL 362-3181

松戸市東部市民センターの使用料徴収業務
松戸市稔台市民センターの使用料徴収業務

まつど市民活動サポートセンターの使用料徴収業
19 務
20

市民自治課
TEL 366-7318

松戸市市民交流会館の使用料徴収業務

自転車、原動機付自転車及び総排気量50cc超
21 125cc以下の普通自動二輪車の移送・保管取扱料
の収納事務
自転車駐車場使用料の収納事務
22

東部支所
TEL 392-3061
松戸市稔台7-1-5
稔台連合町会

市民自治課
TEL 366-7318

松戸市本町13-27 2F
特定非営利活動法人まつどNPO協議会
東京都文京区後楽1-3-61
株式会社 東京ドーム
松戸市根本448-2 吉田ビル4階
第一警備保障株式会社 松戸営業所

交通政策課
TEL 366-7439

松戸市旭町1-174
公益社団法人松戸市シルバー人材センター

23

東京都中央区日本橋本石町4-6-7
公益財団法人自転車駐車場整備センター

24

東京都港区西新橋3-15-12 西新橋ＪＫビル2Ｆ
株式会社ビシクレット

25

東京都中央区日本橋小網町7-2
サイカパーキング株式会社

住民票の写し、印鑑証明書及び戸籍証明書の交付 東京都千代田区一番町25番地
26 業務に係る手数料の収納業務
地方公共団体情報システム機構
松戸市行政サービスセンター窓口業務に係る手数 東京都千代田区九段南4丁目7番15号
27 料の収納業務
株式会社KDS
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市民課
TEL 366-7340
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28

委託業務
松戸市市民課窓口業務に係る手数料の収納業務

松戸市パスポートセンター窓口業務に係る手数料
29 の収納業務

委託先
担当課
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル46F 市民課
株式会社エイジェック 行政総合事業本部
TEL 366-7340
東京都渋谷区代々木2丁目2番1号
株式会社アイヴィジット

資源リサイクルセンターに搬入される一般廃棄物の 松戸市松飛台286-13
資源ゴミ選別業務共同企業体
30 処理手数料の徴収業務
共同企業体代表者松戸市再生資源事業協同組合

日暮クリーンセンター
TEL 388-6555

日暮クリーンセンターに搬入される一般廃棄物の処 松戸市河原塚36-1
31 理手数料の徴収業務
松戸市清掃事業協同組合
和名ケ谷スポーツセンター施設の使用料徴収委託 松戸市日暮3-7-3 東棟103
32 業務
株式会社オーチュー松戸支店
和名ヶ谷クリーンセンター廃棄物処理手数料徴収
33 委託業務

松戸市河原塚36番地の１
松戸市清掃事業協同組合

松戸市土曜休日夜間歯科診療所の診療費徴収業 松戸市竹ヶ花45-53 松戸市衛生会館内
34 務
公益社団法人松戸歯科医師会
35

松戸市夜間小児急病センターの診療費徴収業務

松戸市北山会館の使用に係る使用料等の徴収委
36 託業務
37
38
39

42

地域医療課
TEL 366-7771

松戸市竹ケ花45-53 松戸市衛生会館内
一般社団法人松戸市医師会
松戸市松戸2060
松戸葬祭業協同組合

地域福祉課
TEL 366-3019

納骨容器類売払代金徴収業務
障害者福祉センターの使用料徴収業務

松戸市日暮1-10-7
健康福祉会館
特定非営利活動法人松戸市障害者団体連絡協議会 TEL 383-0022

こども発達センターの使用料徴収業務

東京都文京区湯島3-37-4
株式会社エム・アイ・シー

松戸駅西口地下駐車場施設運営業務及び料金徴 松戸市仲井町3丁目7番地
40 収業務委託
松戸ビル管理業協同組合
41

和名ケ谷クリーンセンター
TEL 392-1118

下水道使用料徴収業務

千葉県千葉市花見川区幕張町5-417-24
千葉県企業局

下水道使用料徴収等業務

東京都港区赤坂二丁目2番12号
第一環境株式会社

下水道事業公金（受益者負担金）収納事務委託
43 （コンビニエンスストア等収納事務委託）

千葉県千葉市中央区千葉港1番2号
株式会社千葉銀行

44

東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号
地銀ネットワークサービス株式会社

45

東京都江東区木場五丁目10番11号
国分グローサーズチェーン株式会社

46

東京都港区港南一丁目8番27号
株式会社しんきん情報サービス

47

北海道札幌市中央区南九条西五丁目421番地
株式会社セコマ

48

東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

49

東京都港区芝浦三丁目1番21号
株式会社ファミリーマート

50

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地1
株式会社ポプラ

51

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
ミニストップ株式会社

52

東京都千代田区岩本町三丁目10番1号
山崎製パン株式会社

53

東京都品川区大崎一丁目11番2号
株式会社ローソン
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街づくり課
TEL 366-7376
下水道経営課
TEL 366-7394
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54

委託業務
（前ページのつづき）

担当課
（前ページのつづき）

東京都品川区西品川一丁目1番1号
LINE Pay 株式会社

55
56

委託先
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
PayPay 株式会社

松戸市上下水道料金徴収等業務委託

松戸市上下水道料金等収納業務委託
57 （コンビニ収納）

東京都港区赤坂二丁目2番12号
第一環境株式会社

水道部総務課
TEL 341-0430

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社

松戸運動公園ほか8スポーツ施設の使用料徴収業 シンコースポーツ・松戸市スポーツ協会共同事業体
務
（代表団体）
58
東京都中央区日本橋堀留町2-1-1
シンコースポーツ株式会社
松戸市勤労会館の使用料徴収業務
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-12-1
59
日本環境マネジメント株式会社

スポーツ課
TEL 703-0601

入館料・生産物売払収入・松雲亭使用料
60 徴収事務委託

戸定歴史館
TEL 362-2050

松戸市粗大ごみ処理手数料収納業務

松戸市下矢切197-2
タフカ株式会社 松戸支店

商工振興課
TEL711-6377

63

流山市西深井1514-1
環境業務課
ヤマト運輸株式会社 流山主管支店
TEL 712-0028
取扱所名：ネコサポステーションテラスモール松戸店
流山市西深井1514-1
ヤマト運輸株式会社 流山主管支店
取扱所名：ネコサポ 松戸センター
松戸市松戸新田576-15
ヤマザキＹショップみのり台駅前アリタ店

64

松戸市金ケ作27-34
板橋寝具店

65

松戸市稔台7-2-12
ＡＳＡ 松戸東部販売所

66

松戸市金ケ作423
岡田酒店

67

松戸市松戸1883
有限会社かつびしや

68

松戸市稔台1-12-1
ファミリーマートみのり台駅南店

69

松戸市新松戸7-5
新松園

70

松戸市新松戸4-218
有限会社新松戸大倉屋酒店

71

松戸市八ケ崎7-32-3
ローソン・スリーエフ 松戸八ケ崎店

72

松戸市河原塚159-3
セブン－イレブン 松戸河原塚店

73

松戸市上本郷902-1
セブン－イレブン 北松戸駅東口店

74

松戸市小金きよしケ丘2-7-16
セブン－イレブン きよしケ丘店

75

松戸市小金原3-15-9
セブン－イレブン 松戸小金原団地店

76

松戸市小金原4-1-1
セブン－イレブン 松戸小金原４丁目店

77

松戸市新松戸4-44-1
セブン－イレブン 新松戸４丁目店

78

松戸市東松戸4-2-16
セブン－イレブン 東松戸駅前店

79

松戸市小根本20-21
セブン－イレブン 松戸駅東口店

61
62
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80

委託業務
（前ページのつづき）

委託先
松戸市松戸1227-1
セブン－イレブン 松戸市松戸店

81

松戸市本町18-8
セブン－イレブン 松戸駅前店

82

松戸市大金平2-93
セブン－イレブン 松戸大金平２丁目店

83

松戸市仲井町3-10-1
セブン－イレブン 松戸上本郷駅前店

84

松戸市栗山4-1
セブン－イレブン 松戸栗山店

85

松戸市古ケ崎892
セブン－イレブン 松戸古ケ崎店

86

松戸市栗ケ沢笹塚819-18
セブン－イレブン 松戸小金原店

87

松戸市栄町3-149-12
セブン－イレブン 松戸栄町3丁目店

88

松戸市栄町7-552
セブン－イレブン 松戸栄７丁目店

89

松戸市千駄堀1565
セブン－イレブン 松戸千駄堀店

90

松戸市紙敷1586-2
セブン－イレブン 松戸東部小学校前店

91

松戸市常盤平3-10-1
セブン－イレブン 松戸常盤平セブンタウン店

92

松戸市松戸1753
セブン－イレブン 松戸郵便局前店

93

松戸市八ケ崎1-30-15
セブン－イレブン 松戸八ケ崎店

94

松戸市日暮6-113
セブン－イレブン 松戸日暮6丁目店

95

松戸市本町12-13
セブン－イレブン 松戸本町店

96

松戸市松戸新田22-3
セブン－イレブン 松戸丸山店

97

松戸市三ケ月1338
セブン－イレブン 松戸三ケ月店

98

松戸市緑ケ丘1-107
セブン－イレブン 松戸緑ケ丘店

99

松戸市南花島1-3-5
セブン－イレブン 松戸南花島店

100

松戸市稔台7-7-20
セブン－イレブン 松戸稔台店

101

松戸市三矢小台4-3-8
セブン－イレブン 松戸三矢小台店

102

松戸市六実1-25-20
セブン－イレブン 松戸六実１丁目店

103

松戸市日暮1-1-1
セブン－イレブン 松戸八柱駅前店

104

松戸市栄町西1-756-1
セブン－イレブン 馬橋栄町西店

105

松戸市常盤平1-20-1
セブン－イレブン 松戸常盤平駅前店

106

松戸市常盤平5-19-1
セブン－イレブン 松戸五香駅西口店
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107

委託業務
（前ページのつづき）

委託先
松戸市古ケ崎1-3058
セブン－イレブン 松戸古ケ崎１丁目店

108

松戸市小金原8-30-5
田中屋ストアー

109

松戸市松戸新田109-10
セブン－イレブン 松戸胡録台店

110

松戸市上本郷923-4
セブン－イレブン 北松戸駅西口店

111

松戸市大金平2-62-2
セブン－イレブン 松戸北小金店

112

松戸市五香南1-5-1
セブン－イレブン 新京成ST元山店

113

松戸市常盤平1-29
セブン－イレブン 新京成ST常盤平店

114

松戸市本町17-11
セブン－イレブン 松戸高砂通り店

115

松戸市西馬橋2-11-1
セブン－イレブン 松戸西馬橋２丁目店

116

松戸市南花島4-68-26
セブン－イレブン 松戸南花島４丁目店

117

松戸市根本135-1
セブン－イレブン 松戸根本店

118

松戸市新松戸5-124
セブン－イレブン 新松戸5丁目店

119

松戸市西馬橋蔵元町24
セブン－イレブン 馬橋駅西口店

120

松戸市日暮1-1-16
セブン－イレブン 新京成ST八柱北口店

121

松戸市金ヶ作408-75
セブン－イレブン 五香駅東口店

122

松戸市新松戸3-4-1
セブン－イレブン 新松戸3丁目店

123

松戸市高塚新田494-13-10-103
アイギス

124

松戸市五香南1-12-10
谷合文具店

125

松戸市串崎南町25-3
デイリーヤマザキ 串崎南町店

126

松戸市本町2-3
デイリーヤマザキ 松戸本町店

127

松戸市五香3-5-8
手焼せんべい櫻井

128

松戸市古ケ崎3-3377
トーワ薬品

129

松戸市松戸1018
ファミリーマート松戸東店

130

松戸市松戸新田456-22
ファミリーマート 松戸新田駅前店

131

松戸市殿平賀191
布施屋酒店

132

松戸市新松戸3-358
ふとんのうえの

133

松戸市金ケ作95-13
ミニストップ松戸金ケ作店
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134

委託業務
（前ページのつづき）

委託先
松戸市串崎新田37-2
ミニストップ串崎新田店

135

松戸市下矢切68-2
ミニストップ下矢切栄町店

136

松戸市小金原5-29-2
ミニストップ松戸小金原店

137

松戸市馬橋1796-1
ミニストップ馬橋東口店

138

松戸市栄町西2-870-1
ミニストップ日本大学松戸歯学部売店

139

松戸市大橋1124-1
ミニストップ松戸市大橋店

140

松戸市東松戸1-2-16
ミニストップ東松戸前東口店

141

松戸市金ケ作274-73
ミニストップ金ケ作並木前店

142

松戸市根本405-1
ミニストップ松戸駅前店

143

松戸市松戸1116-2
ローソン松戸店

144

松戸市六実4-8-1
ローソン松戸六実駅前店

145

松戸市西馬橋幸町79
ローソン西馬橋幸町店

146

松戸市上本郷3635
ファミリーマート専大松戸高校前店

147

松戸市稔台2-38-2
有限会社小林洋品店

148

松戸市牧の原2-5-1-21-102
セントラル理容室

149

松戸市二十世紀が丘柿の木町1
ファミリーマート松戸柿の木店

150

松戸市二十世紀が丘丸山町41
ファミリーマート二十世紀が丘店

151

松戸市馬橋1880-3ベルデハイム1階
ローソン・スリーエフ松戸馬橋店

152

松戸市新松戸4-6
ローソン・スリーエフ新松戸店

153

松戸市小金原6-11-5
デイリーヤマザキ松戸小金原店

154

松戸市松戸1231アステシオ3階
ローソン松戸駅東口店

155

松戸市竹ケ花31-6
Yショップ横尾

156

松戸市北松戸1-9-1
ローソン・スリーエフ北松戸店

157

松戸市古ケ崎2-3230-2
ファミリーマート古ケ崎二丁目店

158

松戸市高塚新田234-6
洋品のマルヨシ

159

松戸市高塚新田286-1
ファミリーマート松戸梨香台店

160

松戸市西馬橋幸町35
ファミリーマート馬橋西口店
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161

委託業務
（前ページのつづき）

委託先
松戸市中根長津町119-2
ファミリーマート松戸中根長津町店

162

松戸市常盤平7-19-15
ファミリーマート常盤平けやき通り店

163

松戸市六高台2-52-1
ファミリーマート松戸六高台二丁目店

164

松戸市小金16
ファミリーマート松戸小金店

165

松戸市本町1-12
ファミリーマート松戸駅西口店

166

松戸市高塚新田232
ウエルシア松戸高塚店

167

松戸市高塚新田251-12
ウエルシア松戸高塚2号店

168

松戸市樋野口935-6
セブン-イレブン松戸樋野口店

169

松戸市六高台8-128-1
セブン-イレブン松戸六高台8丁目店

170

松戸市本町1-1
セブン-イレブン松戸駅南店

171

松戸市新松戸1-485
セブン-イレブン新松戸駅前店

172

松戸市大橋237-1
セブン-イレブン松戸大橋店

173

松戸市新松戸北1-3-1
セブン-イレブン新松戸ゆりのき通り店

174

松戸市新松戸2-2
セブン-イレブン新松戸2丁目店

175

松戸市六実4-6-1
セブン-イレブン松戸六実駅前店

176

松戸市秋山2-23-6
セブン-イレブン松戸第五中学校前店

177

松戸市紙敷1-5-12
セブン-イレブン松戸松飛台駅北店

178

松戸市六実1-1-1
デイリーヤマザキ松戸六実店

179

松戸市松戸1178
デイリーヤマザキ松戸駅東口店

180

松戸市常盤平陣屋前8番地の11
ファミリーマート八柱桜通り店

181

松戸市本町20番地の12
ファミリーマート松戸西店

182

松戸市上本郷911番地の2 ＹＫビル1Ｆ
ファミリーマート北松戸駅西口店

183

松戸市牧の原二丁目48番地の1
ファミリーマート牧の原二丁目店

184

松戸市五香西二丁目1番地の12
ファミリーマート松戸五香西店

185

松戸市松飛台113番地の6
ローソン松戸松飛台店

186

松戸市常盤平6-2-9
ファミリーマート常盤平六丁目店

187

松戸市緑ケ丘一丁目1番地の1
ファミリーマート松戸岩瀬店
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188

委託業務
（前ページのつづき）

委託先
松戸市松飛台172番の2
ファミリーマート松飛台店

189

松戸市五香西3丁目8番地の12
ファミリーマート松戸牧の原店

190

松戸市上本郷438番地の2
セブンイレブン北松戸駅南店

191

松戸市松飛台45番地の1
セブンイレブン松戸駐屯地前店

192

松戸市栗ケ沢784番地の13
セブンイレブン松戸栗ケ沢店

193

松戸市八ケ崎八丁目16番地の5
セブンイレブン松戸八ケ崎8丁目店

194

松戸市岩瀬618番地の1
セブンイレブン松戸岩瀬店

195

松戸市松戸新田575番地の22
セブンイレブンみのり台駅前店

196

松戸市新松戸一丁目380番地
デイリーヤマザキ新松戸中央総合病院店

197

松戸市日暮5-1
ローソン松戸日暮店

198

松戸市栄町6-438-1
ファミリーマート松戸栄町店

199

松戸市樋野口634番地の1
ローソン樋野口

200

松戸市紙敷168-2
セブンイレブン松戸紙敷店

201

松戸市稔台5丁目6-1
セブンイレブン松戸稔台５丁目店

202

松戸市馬橋1802-1
セブンイレブン馬橋駅東口店

203

松戸市松飛台335-2
セブンイレブン松戸松飛台店

204

松戸市金ケ作408-8
セブンイレブン新京成ＳＴ五香店

205

松戸市新松戸北2丁目5番地
セブンイレブン新松戸北店

206

松戸市小金きよしヶ丘3-11-7
セブンイレブン松戸きよしヶ丘３丁目店

207

松戸市日暮2丁目15-12
セブンイレブン松戸日暮店

208

松戸市串崎新田163-6
セブンイレブン松戸大町駅前店

209

松戸市古ヶ崎水神前54番1
セブンイレブン松戸古ヶ崎五差路店

210

松戸市西馬橋広手町2番
セブンイレブン松戸西馬橋広手町店

211

松戸市馬橋179-1
セブンイレブン松戸馬橋ステーションモール店

212

松戸市千駄堀1605
ミニストップ松戸千駄堀店

213

松戸市根本387-5
デイリーヤマザキ松戸市役所店

214

松戸市小山495-1
セブンイレブン松戸小山店
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215

委託業務
（前ページのつづき）

委託先
松戸市馬橋2430-1
セブンイレブン馬橋弁天店

216

松戸市東平賀19-1
セブンイレブン北小金東平賀店

217

松戸市大橋13-4
セブンイレブン松戸大橋十字路店

218
219

松戸市立博物館観覧料徴収業務等委託
21世紀の森と広場周辺駐車場料金徴収業務委託

220

松戸市上本郷2675-2
セブンイレブン上本郷駅北口店
千葉市若葉区野呂町675-12
株式会社 和心 千葉支店
松戸市仲井町3丁目7番地
松戸ビル管理業協同組合

松戸市男女共同参画センター施設使用料徴収事務 松戸市新作132番地1
221 委託
株式会社サンアメニティ 松戸営業所
222
223
224

担当課
（前ページのつづき）

博物館
TEL 384-8278
21世紀の森と広場
管理事務所
TEL 346-0121
男女共同参画課
TEL 364-8783

松戸市民会館使用料徴収事務委託

松戸市日暮3-7-3 東棟103
株式会社オーチュー 松戸支店

東部スポーツパークプール使用料徴収業務委託

千葉県千葉市中央区新田町36-15号千葉ﾃｯｸﾋﾞﾙ2階 東部クリーンセンター
シンコ―スポーツ株式会社 千葉支店
TEL 391-1141

寄附金（ふるさと納税）の収納業務

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社トラストバンク

『板倉鼎・須美子書簡集』及び展覧会図録に係る生 松戸市松戸1-1225
225 産物売払収入収納事務委託
株式会社堀江良文堂書店
226

松戸市稔台1-21-1あかぎハイツ113号室
smokebooks

227

東京都豊島区東池袋1－18－1 HarezaTower27階
株式会社ムービック
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