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総括責任者の業務についての資格は，特に指定
はないですが，仕様書P4の３（3）のとおりとなり，
業務担当者，作業員等は，各業務に関して関係法
令及び本仕様書に定められた資格の方を配置し
てください。資格の有無，内容については，企画提
案書にお示しください。
なお，業務体制等は，仕様書P5の７のとおりとな
り，企画提案書において，お示しください。

仕様書
7.業務委託の注意事項
（7)障がい者雇用等への
配慮事項

再委託の際、再委託金額（契約書写し）の提出）を
求められておりますが、開示する必要性を感じませ
ん。再委託金額以外の部分の提出で宜しいでしょう
か。

仕様書
7.業務委託の注意事項
（6）市内事業者の活用

「市内業者を最大限に活用し、原則として現行の水
準を下回らないようにすること。」とありますが、現行
の水準とは、品質を指しているのでしょうか。それと
も発注金額を指しているのでしょうか。

障がい者雇用にあたっては，本市障害福祉課と協
力し，雇用の確保を図るものとする。とありますが、
何人雇用しなければならないでしょうか、また再委
託先の社員でも構わないでしょうか

障がい者雇用についての具体的な指標・数値等が
あればご教示下さい。

再委託の際に市に提出する内容について，以下
のとおり修正しました。

【修正前】
(5)  再委託に関する事項
その際，受託者は再委託先事業者名，再委託の
内容，再委託金額，再委託先の管理方法などを具
体的に記載した文書を提出すると共に受託者と再
委託先間の契約書の写しを本市に提出すること。

【修正後】
(5)  再委託に関する事項
イ　受託者は再委託先事業者名，再委託の内容，
再委託先の管理方法などを具体的に記載した文
書を本市に提出すること。

現在，市内事業者と契約している業務と同様の活
用を想定しております。品質の確保は当然と考え
ておりますが，金額については，当該事業者と協
議を行ってください。

仕様書
7.業務委託の注意事項
（5）再委託に関する事項

仕様書
7.業務委託の注意事項
（5）再委託に関する事項

「再委託先からの委託は認めない。」とありますが、
提供（推奨含む）いただいている現行契約先を見ま
すと中には再委託している会社が見受けられます。
再々委託は認められると解釈して宜しいでしょうか。

質　問　回　答　票

項目番号等 質　　問 回　　答

参加意思表明書
「貴市より提供された情報は，一切他へ漏らしませ
ん。」とありますが、協力業者へ見積依頼する場合も
該当するのでしょうか。

実施要領
1(6)予定金額
参考資料1

「31年度予算要求予定額」は税込み価格でしょう
か。

税込価格です。

今回の公募型提案に必要となる見積依頼をする
場合については，該当しません。

全般

この度の「公共施設の包括管理業務委託」を履行す
るにあたり、受託側で選任・届け出が必要な公的資
格はどのようなものが該当するのでしょうか。また、
官公庁へ選任が必要な資格もあるのでしょうか。必
要であればどのような資格および必要人数をお示し
ください。
（＝兼任を認めて頂ける範囲についてご教示くださ
い。）

仕様書　再委託

再委託先からの委託は認めないとありますが、清掃
業務等は下請け、孫請けとなるのが通常ですが、受
託者は孫請けにならないように管理する必要がある
との解釈でしょうか？

原則として受託者が再委託先からの委託先となる
必要性はないと考えますが，再委託先からの委託
については質問No4のとおりとなります。

包括管理対象業務委託
対象業務契約一覧
2ページ

空調設備保守点検(ガスヒーポン保守点検)につい
て、大阪ガス㈱が契約先です。点検は再々委託に
なりますが問題ないでしょうか。

障がい者雇用にあたって，人数は指定しない。ま
た，再委託先の雇用も可としますが，原則として，
本件業務に関して障がい者雇用をお願いするもの
です。

再委託先からの委託について，以下のとおり修正
しました。

【修正前】
(5)  再委託に関する事項
(再委託先からの委託は認めない。)

【修正後】
(5)  再委託に関する事項
エ　再委託先からの委託は原則認めない。やむを
得ず実施する場合は，法令順守のもと，適切な管
理を行い，再委託に関する事項を準用するものと
し，あらかじめ書面によりその旨を市に申請し，承
諾を得なければならない。
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仕様書
第1章一般事項
9.不具合への対応

仕様書
１１産業廃棄物等（１）

特記事項に記載されているものを除き、原則として、
受託者の負担とするとありますが、具体的にはどの
ような廃棄物を処理するのでしょうか

個人名となるため，提示できません。

メーカー点検です。
現時点で連絡先の提示はできません。参考資料１
「契約状況一覧」にて契約先を提示しておりますの
で，お調べください。

個別仕様書
（29）その他（給茶機点
検）

製造メーカーの記載があるがメーカー点検との認識
で良いか、又、メーカー点検であれば現行契約先の
連絡先をご提示ください。

受託者が負担しており，市は関与しておりません。

受託者が負担しており，市は関与しておりません。

保守契約を締結していない設備に不具合が発生
した場合の費用負担については，市の負担となり
ます。

次期受託者の過失による場合は，免責とします。

これまで実態としては，休日・夜間に対応を求めた
実績はほとんどありません。

仕様書
第2章作業一般事項
11.産業廃棄物等

産業廃棄物処理に伴う費用は原則、受託者負担と
ありますが、直近5年分の各施設における実績費用
／年間、施設毎処分量/年間をご教示願います。

受託者は２４時間・３６５日対応が可能な緊急体制を
整備するとありますが、各施設における休日・夜間
のオンコール対応実績数／年間をお示しください。

仕様書
第1章一般事項
19.契約終了後の業務の
引継ぎ
（3）

「本市が引継ぎ未完了と認めた場合は、契約終了
後であっても無償で引継ぎを行うこと。」とあります
が、次期受託者の過失により引継ぎが未完了の場
合は免責と考えて宜しいでしょうか。

仕様書
第1章一般事項
4.受託者の負担範囲

受託者が搬出しており，市は関与しておりません。

業務に必要な消耗部品、材料および油脂等の資機
材は受託者負担とありますが、各施設における実績
費用／年間をお示しください。

仕様書
第1章一般事項
5.関係法令の遵守等

業務上必要となる官公庁、その他関係機関への手
続き費用については受託者負担とありますが、年間
必要となる費用実績をお示しください。

仕様書
第1章一般事項
9.不具合への対応

設備に発生した不具合の原因が特定できない場
合、メーカーに対応してもらう。その費用は受託者負
担とありますが、メーカーと保守契約を締結していな
い設備についての緊急対応は費用が発生すると思
われます。その場合の費用負担も受託者負担でしょ
うか。また、受託者負担の場合、年間必要となる費
用実績をお示しください。

仕様書
１１産業廃棄物等

現行業者をお示し下さい。

個別仕様書
（29）その他（空気清浄
機）

製造メーカーの記載があるがメーカー点検との認識
で良いか、又、メーカー点検であれば現行契約先の
連絡先をご提示ください。

個別仕様書
（8）電話交換機設備保守
点検

メーカーの営業担当者の連絡先を提示ください。

個別仕様書（29）その他
（電気集塵電極版薬品洗
浄）

製造メーカーの記載があるがメーカー点検との認識
で良いか、又、メーカー点検であれば現行契約先の
連絡先をご提示ください。

公共施設の包括管理業
務委託仕様書

廃材及び廃油等は受託者の負担としておりますが、
過去、年度毎の実績を教えて頂けませんでしょう
か。

個別仕様書
（29）その他（電気時計設
備）

製造メーカーの記載があるがメーカー点検との認識
で良いか、又、メーカー点検であれば現行契約先の
連絡先をご提示ください。

受託者が契約しており，市は契約していないため
把握しておりません。

受託者が受託業務実施に際して，搬出することを
想定しています。

公共施設の包括管理業
務委託仕様書

産業廃棄物の処理は受託者の負担としております
が、過去、年度毎の実績を教えて頂けませんでしょ
うか。

開庁・閉庁・時間外を問わず，各施設管理者から
直接受託者への連絡となります。

開庁時間内の各施設からの不具合発生による通報
については、とりまとめ課（事業担当者）への連絡と
なり、そこから受託者への対応指示の連絡、開庁時
間外および閉庁日については、各施設から受託者
が設置した24時間・365日対応可能な窓口への連絡
であるとの理解でよろしいでしょうか。
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現時点で連絡先の提示はできません。参考資料１
「契約状況一覧」にて契約先を提示しておりますの
で，お調べください。

別紙2-1管理・受付業務
一覧
人的警備業務一覧

別紙2-1管理・受付業務
一覧図書館

【図書館返却ポスト管理業務】
業務時間：6時30分 24時00分
業務従事者：業務を確実に遂行できる必要な人員を
配置（休憩時間等を含む）とありますが、現行業者
の勤務スケジュール、人数を教えていただけますで
しょうか

【各施設共通】勤務時間だけでなく、ポスト数と1日の
勤務スケジュールをご開示いただけますでしょうか
（平日・土日祝日含む）

別紙2-1管理・受付業務
一覧
閉庁日保安業務

【保安警備業務】
時間：8時45分 17時30分とありますが、ポスト数は
何ポストでしょうか、また勤務スケジュールはありま
すか

参考のため、現行の配置人数・時間等が分かるも
の（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さい。

参考のため、現行の配置人数・時間等が分かるも
の（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さい。

別紙2-1管理・受付業務
一覧
受付等業務

参考のため、現行の配置人数・時間等が分かるも
の（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さい。

個別仕様書
（29）その他（非常通報）

再委託指定ですので、連絡先をご提示ください。

別紙2-1管理・受付業務
一覧
受付等業務

業務従事者：
業務を確実に遂行できる必要な人員
を配置（休憩時間等を含む）とありますが、受付要員
が休憩中警備員が対応することは可能でしょうか

受付業務は，庁舎案内だけではなく，業務内容の
説明や高齢者・障がい者等の移動補助等多岐に
わたることから，専任要員が望ましいと考えます。

特記事項
管理受付業務、電話交換業務に従事している現行
業者の人員の配置数

仕様書　別紙2
各業務の「業務従事者」は業務を確実に遂行できる
必要な人数を配置を記載がございますが、
参考までに、現契約の配置人数をご開示下さい。

別紙2-1管理・受付業務
一覧　電気機械設備等保
守管理業務（開庁日）

別紙2-1管理・受付業務
一覧
開庁日保安業務

参考のため、現行の常駐配置人数・時間等が分か
るもの（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さ
い。

駐車場整理業務
保健福祉センター

参考のため、現行の配置人数・時間等が分かるも
の（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さい。

清掃業務一覧
消防庁舎

参考のため、現行の常駐配置人数・時間等が分か
るもの（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さ
い。

別紙2-1管理・受付業務
一覧　市民センター

参考のため、現行の配置人数・時間等が分かるも
の（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さい。

別紙2-1管理・受付業務
一覧　図書館ポスト管理
業務

参考のため、現行の常駐配置人数・時間等が分か
るもの（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さ
い。

別紙2-1管理・受付業務
一覧　老人福祉会館

参考のため、現行の配置人数・時間等が分かるも
の（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さい。

別紙2-1管理・受付業務
一覧　打出教育文化セン
ター

参考のため、現行の配置人数・時間等が分かるも
の（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さい。

別紙2-1管理・受付業務
一覧　上宮川文化セン
ター

別紙2-1管理・受付業務
一覧
宿直業務（開庁日）

【宿直・保安警備業務】
昼間：8時30分 17時30分
夜間：17時00分 9時00分とありますが、ポスト数は
何ポストでしょうか、また勤務スケジュールはありま
すか

配置人数については，仕様書内に定めているもの
以外は，こちらで指定をしておりません。そのた
め，各業務の配置人数及び業務スケジュールに
ついては受託者が決定しています。
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別紙2-9-3空調設備保守
点検

フロン排出抑制法に定められているので確認して
ください。

〇印のあるEHPフロン定期点検の必要性の確認
をすることとありますが、何を参考に確認でき
るのでしょうか？

業務内容：交通整理とありますが、公道に出て業務
を行うことはありますか

あります。
別紙2-1管理・受付業務
一覧   料金所管理等業
務（閉庁日）

人的警備業務一覧
各施設で行われるイベントについての参加について
（小中学校の運動会等の人的警備等）

仕様書に定めている範囲になります。

管理現場の閉鎖、新築、増築等が有った場合には
契約金額は変更されますか？

対象施設及び対象業務の変更があった場合は，
契約金額を変更します。

仕様書

居室の利用について　業務の全体管理に利用でき
る市役所庁舎地下２階中央監視室の執務スペース
(約３５㎡)は別紙２－２０にある南館地下2階中央監
視室（使用面積４㎡）と同じものか

同じ場所です。別紙２－２０項番２の中央監視室
の使用面積については，本庁舎電気機械設備等
保守管理に従事する者の使用スペース（1人あた
り2㎡）を記載しているものです。

現在の契約業者に業務委託せず、価格品質を向上
させて業者変更は可能ですか？

平成30年度との仕様の違いを教えて頂けませんで
しょうか。また、平成31年度～平成35年度、各年度
ごとの仕様の違いを教えて頂けませんでしょうか。

市内事業者の活用，障がい者雇用等への配慮を
していただき，市への承諾を得て，再委託（変更）
することは可能です。

評価基準表
1.企業評価
(1)企業能力

業務実績の履行実績届とは、「履行実績
証明書」の事ですか。フォームは任意ですか。証明
書の変わりに契約書の写しでは無効ですか。

契約書の写しと業務の内容がわかるもの（仕様書
等）の提出で問題ないです。

仕様の違いはございませんが，30年度との主な違
いは，分庁舎が対象施設として増えております。
年度毎の対象業務については，年度ごとの対象
施設・業務一覧を参照してください。

特記事項

精道中学校については，これから建替工事を行う
ため，現時点では開示不可です。

包括管理対象業務委託
対象業務契約一覧
1ページ

自家用電気工作物保守点検について
精道こども園が「未実施」となっておりますが、どの
ような理由でしょうか？また平成29年度の契約状況
を開示頂けるでしょうか。

包括管理対象業務委託
対象業務契約一覧
6ページ

精道中学校の厨房内換気扇・高所扇風機清掃につ
いて、32年度から包括加入と記載がありますが、開
示頂けるでしょうか。

提案依頼書9ページ
評価基準表

「（３）社会性　若者雇用促進の取組」項目の判断基
準が「ユースエール認定の取得がされているか」と
なっております。ユースエール認定については従業
員数300人以下の中小企業のみが対象となります
が、従業員数が300人を超える場合、ユースエール
認定以外の若者雇用促進の取組が評価対象となる
という理解でよろしいでしょうか。

ユースエール認定の取得がされているかが判断
基準となります。

精道こども園については，平成31年4月から開園と
なるため，平成30年度は未実施です。

評価基準表「1（1）企業能力の業務実績」について
は，市有施設に限らず，過去５年間における複数
施設の包括管理業務の実績が対象となり，提出
資料は質問No54のとおりとなり，契約金額は黒塗
りでも問題ないです。

【履行実績届】とは、市有施設包括管理業務委託契
約書の写し（契約金額は黒塗り）で宜しいでしょう
か。

清掃業務一覧
市民センター

参考のため、現行の常駐配置人数・時間等が分か
るもの（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さ
い。

人的警備業務一覧
本庁舎・分庁舎

参考のため、現行の常駐配置人数・時間等が分か
るもの（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さ
い。

人的警備業務一覧
保健福祉センター

参考のため、現行の常駐配置人数・時間等が分か
るもの（シフト表・スケジュール表など）をご開示下さ
い。

配置人数については，仕様書内に定めているもの
以外は，こちらで指定をしておりません。そのた
め，各業務の配置人数及び業務スケジュールに
ついては受託者が決定しています。
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企画書提案要領1.(4)

見積書明細は①年次ごとに②建物別③業務内容別
の記載とする必要がありますか。
提出するにあたり「ひな形」があればご提示いただ
けませんか

申請書の提出は不要とし，以下のとおり修正しま
した。

【修正前】
(ｲ)　申請書(様式任意)　１部
(ｳ)　企業評価項目に関する確認書類　１部
(ｴ)　企画提案書　１０部

【修正後】
(ｲ)　企業評価項目に関する確認書類　１部
(ｳ)　企画提案書　１０部（正本１部，副本９部）
※正本は押印があるもの。

見積書の様式は任意です。
金額については，平成36年3月31日までの5年間
の見積合計金額（税込）の提示をお願いいたしま
す。消費税額についても記載してください。

提出書類　申請書（様式任意）とは、
何に対しての申請書でしょうか。
様式サンプル等がございましたらご開示頂きたい。

実施要領　2ページ　（2）
参加意思表明書の提出

本入札の参加において、複数の者が共同して参加
することについて、特に記載はありませんので、複
数の者が共同で参加は可能と判断してよいのでしょ
うか。

本公募については，JVを組んでの参加を想定して
おりません。単者との契約となりますので，複数の
会社で共同して参加する場合は，代表者が参加
意思表明書を提出してください。

実施要領　2ページ　（2）
参加意思表明書の提出

前述の質問で、可能な場合、参加意思表明書は共
同参加の中から代表となる者が提出することでよろ
しいでしょうか。

企画提案書のページ数に指定制限は特に設けて
おりません。

企画提案書作成要領
（4）見積書について

「ア　見積書の項目は、省略せずに内訳金額を記入
すること。一括の金額計上で中身が見えない記載方
法としないこと。」とありますが、配布資料では各々
の施設や業種ごとに明示されていない項目がありま
す。内訳金額は施設や業種ごとにまとめた記載方
法でもよろしいでしょうか。

（2）の導入後の施設管理については、施設ごとで受
託業者が取りまとすることとなっていますが、業種ご
とに取りまとめた方が包括管理業務の効果が図れ
る体制を取り入れてもよいでしょうか。

業務ごとに取りまとめる方法も問題ないですが，
仕様書等の記載のとおり施設ごとの予算や業務
報告が必要なため，施設ごとに情報等は把握し，
調整してください。

実施要領2(2)

参加意思表明書の記載方法について本様式は1社
のみで実施することを想定されていますが，JVを組
んで意思表明する場合は，どのように記載すればよ
ろしいでしょうか。

企画提案書
作成要領
1注意事項　（3）

「他市町村の計画策定実績一覧」とは
どのような資料を提出すれば良いのでしょうか。
包括管理業務としての契約実績という認識でしょう
か。

包括管理業務としての，契約実績を記載してくださ
い。

企画提案書
作成要領

1注意事項　（4）

見積書は任意様式で良いのでしょうか。
また、業務期間は平成32年3月31日までとあります
が、
見積金額は平成31年4月1日から平成32年3月31日
までの1年間の金額なのか、上限平成36年3月31日
までの金額なのでしょうか。

提案依頼書

提出する見積は5年間の見積合計税込（2019年9月
末まで8%、10月以降10%）で宜しいでしょうか。（但
し、消費税率変更が生じた場合には、その税率に従
う）。
また、見積書式は各社の任意様式で良いという認
識で宜しいでしょうか。

公募型提案依頼書
（6）2次評価

プレゼンテーションの入室時に社員証提示とありま
すが、健康保険証などの代替提示では入室不可で
しょうか。

企画提案書
作成要領
1注意事項　（2）

企画提案書のページ数に指定制限は
ございますか。

（7）フロー図について

会社名が確認できれば，健康保険証等の代替提
示でも可とします。

（イ）申請書（様式任意）とはどのような内容・文面の
ものでしょうか。
サンプル開示下さい。

明細書は，年度及び業務ごとの収支内訳を示して
ください。

企画提案書
作成要領

1注意事項　（5）
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各施設の修繕等に要する経費については，実績
払いの対象となりますので，予定上限金額
1,937,300,000円（税込）には修繕費は含みませ
ん。
31年度は，予算要求予定額の範囲内で調整しな
がら修繕等を行っていただく形になります。

仕様書10修繕対応
修繕業務について31年度予算￥77764608を範囲と
して業務遂行しとありますので、この金額を見積り金
額に含めて見積もり提出で宜しいですか？

修繕費用は5年間の見積額に含まないとの理解でよ
ろしいでしょうか。

公募型提案依頼書
（6）予定金額

（2）仕様書6ﾍﾟｰｼﾞ、項目
10 修繕等への対応

各施設の修繕費用は、予定金額に含むという認識
なのでしょうか。
また、含む場合、平成31年度は【参考資料2】の平成
31年度予算要求予定額の金額「77,764,608」円を見
込むとの想定なのでしょうか。
この場合、予定上限金額　1,937,300,000円（税込）
の平均年額　387,460,000円、【参考資料1】契約状
況一覧の31年度予算要求額　335,467,989円　と修
繕予定額　「77,764,608」円を足すと「413,232,597」円
となり、平均予定上限年額を大幅に超える計算とな
ります。
H32年～やH34～導入という業務の金額を想定する
と、修繕費込みの上限金額では実際にかかる費用
との大きな開きがあるように思われますが、どのよう
な認識なのでしょうか。

仕様書P6の１０「修繕等への対応」等をご参照して
ください。

庁舎内には他の余剰スペースがないことから，確
約はできませんが，調整の余地はあります。

質問のとおりです。

修繕等への対応
修繕等について、案件ごとの実施は貴市と受託者
が緊急性・修繕内容・見積金額等について協議のう
え、貴市が判断するとの理解でよろしいでしょうか。

現時点で想定されている不具合等の連絡から修繕
等完了までのフローがございましたらご開示下さ
い。

居室の利用

「業務の全体管理及び市役所庁舎管理に係る業務
の実施にあたり、市役所庁舎地下2階中央監視室の
執務スペース（約35㎡）の利用を可とする」との記載
がございますが、市庁舎常駐の設備管理要員に加
えて、業務全体のマネジメントや修繕等に要する人
員（総括責任者・業務担当者等）が当該スペースに
入りきらないケースも考えられます。その場合、市庁
舎内において他の室・スペースの貸与は可能でしょ
うか。

平成31年4月以降の業務遂行に係る工程の提出
を想定しています。

お見込みのとおりです。

企画提案書作成要領
（3）企画提案書

（ウ）の工程表とは、
開業時の立上げスケジュールのことでしょうか。
それとも、修繕工事のフローチャートのことでしょう
か。

業務対象施設一覧
朝日ヶ丘幼稚園、伊勢幼稚園、打出保育所、大東
保育所が段階的に包括管理から外れております
が、廃校ということでしょうか。

委託料等

芦屋市第70号議案議決結果第2表債務負担行為補
正で「公共施設の包括管理業務の限度額は業務委
託料1,937,300千円に修繕及び種御規模改修に要
する額を加算した額」と示されているとおり、「修繕等
に要する実績払いの経費」は予定金額（上限額）に
含まないとの認識でよろしいでしょうか。

時間や曜日の指定はございませんが，点検実施
日については協議のうえ決定してください。

自家用電気工作物保守
点検

年次点検実施について、時間や曜日の指定がある
場合は、対象施設および指定日時等をご教示下さ
い。

消防設備保守点検
富田砕花旧居の記載がございませんが、現行の実
施・契約状況・31年度予算要求予定額をご教示下さ
い。

富田砕花旧居の消防点検については，包括管理
業務に含んでないため，別紙2－7について修正い
たします。

防火シャッター保守点検
消防庁舎の記載がございませんが、現行の実施・
契約状況・31年度予算要求予定額をご教示下さい。

防火シャッターの点検については，平成31年度か
ら実施の予定です。予算要求予定額は98,280円
（税率8％）です。

環境衛生管理
各幼稚園・小学校・中学校の業務については、第4
章　特記事項P.27記載の環境衛生検査に該当する
との理解でよろしいでしょうか。

質問のとおりです。
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施設補修費、補修工事費、改良改修工事費の違
い、定義はどのようなものでしょうか。また記載額は
税込（2019年9月末まで8%、10月以降10%）でしょう
か。

施設補修費については，仕様書P6(1)「修繕」のと
おりとなります。
補修工事費，改良改修工事費については，仕様
書P6(2)「小規模改修」のとおりとなります。
全て税込です。

2019年度以降で既に実施が決定している修繕及び
改修工事の内容及び予算額を開示下さい。

予算編成については，単年度ごとに行うため，
2019年度以降既に決定している工事はございま
せん。

各施設の稼働日・稼働時間をご教示下さい。 別紙参考資料のとおりです。

各幼稚園・保育所・小学校・中学校において、用務
員等は配置されておりますか。配置されている施設
名をご教示下さい。

各幼稚園・保育所・小中学校に，用務員を配置し
ております。


