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労働者政策・施策充実のための要請書回答（2017年度） 

H29 №47 埼玉県労働組合連合会 

 

（1）公務職場が市民の多数である労働者の福祉向上の役割を果たすために 

① 自治体は、雇用・労働条件等の関係諸法令遵守の模範となってください。 

【回答】 

 労働基準法等の法令を遵守するとともに、均衡の原則に基づき、他の自治体との均衡に配慮した上

で、自治体としての役割を果たしてまいりたいと考えております。 

 

② 非正規職員の増加と外部化をせず、恒常的職務については、正規職員を配置してください。 

【回答】 

 本市におきましては、効率的な行財政運営を行うため、民間等で実施することが効率的かつ効果的

な事業については、指定管理者制度などを活用して外部委託を行っております。 

正規職員の配置につきましては、市民サービスの低下を招くことのないよう、業務内容等を把握し

た上で、引き続き適切な職員配置に努めてまいります。 

 

③ 自治体職員の労働条件については労使交渉・合意を経ることを遵守し、労働組合（職員団体）

の権利を不当に侵害しないようにしてください。 

【回答】 

 職員団体との交渉につきましては、これまでどおり法に則り誠実に対応してまいります。 

 

 

（2）自治体が地域の賃金・労働条件水準を引き上げる役割を果たすために 

  今年は、5月17日の地方公務員法及び地方自治法の改定公布により内容に変更があります。2020

年改定施行にむけた経過的時期にあることをご理解いただいて懇談・意見交換をお願いします。 

① 地方公務員法及び地方自治法改定（以下「法改定」）施行経過期間中に関わる要請 

ア）現行法のもとでも、「臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保」するために可能なと

りくみを早期に行ってください。 

イ）財政面を優先した、勤務中断、賃金抑制、社会保険加入抑制、年休加算・繰越し抑制等々は

法改定経過期間中であっても現行法内で改善してください。 

ウ）自治体における法改定対応作業にあたっては国会審議経過、附帯決議の趣旨をいかし、非正

規職員の雇用安定と労働条件向上を基調にとりくんでください。 

エ）自治体の業務は常勤の正規職員で担うことを基本にして、財政面を優先した非正規化や外部

化は行わないでください。 

オ）会計年度任用職員制度を活用するにあたっては、勤務の実態、職務の適正な評価にもとづい

て、フルタイム職員化を基本にとりくんでください。 

カ）労働契約法の趣旨を反映させた、有期雇用の安定化（17条・18条・19条）と不合理な労働条

件の禁止（20条）にむけ、自治体独自に非正規職員の任用に関わる制度を整備してください。 

【回答】 

 現行法のもとにおきましても、法令等に則り、必要な事項につきましては、対応してまいりたい

と考えております。 

地方公務員法及び地方自治法の改正に係る対応につきましては、改正内容を精査するとともに、

現状の把握及び分析をした上で、対応してまいりたいと考えております。 

 

 なお、行政需要の多様化に対応するためには、効率的な行財政運営を行っていく必要があります。

そのため、コスト面、市民サービスの向上、効率性、公平性などから総合的に判断し、民間等で 

実施することが効率的かつ効果的な場合は、外部委託を行っていく必要があると考えます。 
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② 以下は法改定にかかわらず要請します。 

ア）非正規職員の処遇は、正規職員との「均等待遇」を原則にしてください。 

イ）非正規職員の給料の支給額、手当の支給対象項目・支給額を改善してください。当面、非常

勤フルタイム職員の給料（報酬）については月額23万円、日額10,400円、時給1,300円を最

低保障してください。そして、経験年数を考慮した加算を実施してください。 

ウ）非正規職員に、夏冬の一時金支給、退職金支給、休暇制度の充実、社会保険・労働保険への

加入、健康診断などを実施して、地域における雇用・労働環境向上のモデル的存在となるよう

にしてください。 

エ）労基法上保障されなければならない休暇（年次有給休暇、産前産後休暇、育児時間、生理休

暇、公民権行使、等）については完全実施してください。 

【回答】 

 非常勤職員につきましては、採用形態、任用期限等が異なりますので、正規職員と全てにおいて

同じにすることは困難であると認識しております。 

 また、待遇面につきましては法令等に則り、勤務の状況等を総合的に勘案し、対応してまいりた

いと考えております。 

 

 

（3）公契約制度の改善で労働者・住民の福祉を向上させ、事業者の経営安定と地域経済の活性化の 

ために 

① 公契約の適正化、公契約条例制定に取り組んでください。 

 ア）公契約適正化によって次の総合的政策課題を推進してください。 

  ○労働者の雇用、賃金、労働条件の適正化 

  ○企業の経営の安定と技術力の向上・継承 

  ○公共サービスの質の確保・向上 

  ○地元事業者の活用機会の拡大、地域経済の活性化 

【回答】 

 公契約の適正化につきましては、関係部課長で組織する「川越市公共調達適正化検討委員会」に

おいて施策の検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

 イ）公契約条例制定にむけて次の取り組みに着手してください。 

  ○公契約条例を制定もしくは制定を検討している自治体が増えています。それらの自治体の 

取り組みを研究してください。 

  ○公契約条例を研究する組織を自治体内に設けてください。 

  ○公契約条例制定をテーマに、地域団体と懇談する機会を設けてください。 

【回答】 

 公契約条例につきましては、川越市公共調達審議会において、学識経験者、事業者及び労働者を

構成員として条例化の必要性を含めた検討を行ったところでございますが、意見の一致に至らなか

ったため、現状では制定の可否を判断することは難しいと考えております。 

 

 ウ）公契約職場で労働諸法令が遵守されるようにしてください。 

  ○労働諸法令遵守について点検できる仕組みを導入してください。 

○労働諸法令の遵守を確認する現場調査を実施してください。 

【回答】 

 本市では「川越市入札参加者の遵守事項」において、関係法令等を遵守するよう指導しておりま

す。また、入札参加者が関係法令を遵守しないなど、契約の相手方として不適当で、かつ一定の要

件に該当するときは指名停止措置を講ずることができる制度運用をしております。 
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② 公共工事に関わる入札・契約制度を改善してください。 

 ア）技能労働者への適切な賃金の支払、若年入職者の積極的な確保などを目的に設計労務単価が4

年連続で引き上げられ、趣旨についても各自治体へ通知されています。 

また、公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法、そして公共工事入札契約適正化

法の改正の趣旨に則って次の改善に取り組んでください。 

○発注者の責任として、受注者に対して、適切な価格での下請契約の締結を指導してくださ

い。 

○設計労務単価の上昇分が技能労働者の賃金に反映されているか調査し、改善履行を徹底して

ください。 

  ○受注業者から、すべての下請企業との下請契約書の写しを提出してもらい、その中に賃金・

法定福利費を明示させてください。 

   ○公共工事入札契約適正化法改正により、ダンピング防止策、入札金額の内訳書提出、施工体

制台帳も全ての下請についての提出などが求められることになりました。どのように実施さ

れる予定かお示しください。 

○3法改正の趣旨を具体化する方策をお示しください。 

【回答】 

 設計労務単価の引き上げや3法の改正は、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工とその

担い手の確保の実現を目的として実施されたものと認識しております。平成 27年 1月 30日付

で、国において品確法の規定に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」が示されており、本

市の具体的な方策については、（３）①の公契約の適正化と併せまして、「川越市公共調達適正化

検討委員会」において、当該運用指針を踏まえて検討を重ねてまいりたいと考えております。 

 

イ）すべての対象労働者に建退共証紙を貼付するように徹底してください。 

【回答】 

 「川越市入札参加資格者の遵守事項」において、建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使

用する事業主に対し、制度への加入の徹底を求めるとともに、事業主負担において、当該労働者の

共済手帳に証紙を貼付しなければならない旨を記載しています。 

さらに、工事検査の際には、建設業退職金共済証紙購入状況報告書及び建設業退職金共済証紙貼

付実績報告書の提出を求めております。 

 

③ 業務委託、指定管理に関わる入札・契約制度を改善してください。 

昨年、自治労連埼玉県本部が各自治体に送った「公契約の適正化に関する2つの提案」に示さ

れている入札等に関する提案などをいかせば、公契約条例等を制定しなくても公契約の適正化は

確保できると思います。公契約下で働く労働者の生活を保障する立場で入札・契約制度を見直し

てください。 

ア）業務委託、指定管理についても、自治体としての予定価格の積算根拠を明確にして入札・契

約を実施してください。 

○その際に、労働者の雇用、賃金・労働条件の遵法はもちろんのこと、地方自治体の役割であ

る社会的・文化的生活の質の確保が可能となる水準にしてください。 

○入札にあたっては、参加事業者からも積算根拠を提出させてください。 

○契約後には、自治体側の予定価格・積算根拠、受託業者の積算根拠を公開して、透明性の高

い入札・契約制度にしてください。 

【回答】 

 指定管理につきましては、「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」を定めてお

り、この中で労働関係法令等を遵守するよう明記しております。 

また、指定管理者の下で働く労働者の労働条件を確認するため、平成 27年度から従来のモニ

タリングに加えて労働条件審査を実施しております。 
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 本市の予定価格につきましては、国の設計労務単価や複数業者からの見積徴取を行うこと、さ

らに必要に応じて他市における同種の業務につき情報提供を受けることにより適切な予定価格

の作成に努めております。また、契約後には入札結果と併せて公表を行っているところです。 

なお、積算根拠の提出及び公開については今後研究してまいりたいと考えております。 

 

 イ）雇用の安定と、住民サービスの質を確保し、受託業者の経営の安定を図るため、長期継続契

約にし、雇用期間は受託契約期間以上となる契約・仕様にしてください。 

【回答】 

 長期継続契約については地方自治法施行令の規定に基づき、本市の条例において、当該契約を締

結することができる契約を定めております。本市が発注する業務で、条例の規定に基づき長期継続

契約が可能な業務については、その活用に努めてまいりたいと考えております。 

なお、労働者の雇用期間については業務の受託者とそこで働く労働者との関係になり、規制（又

は権利保障）している労働関係諸法を超えて（又は法が規制していないことについて）、市が受託者

に何らかの要求をすることは難しいと考えております。 

 

 ウ）受託業者が変更になる場合でも、そこで働く労働者の雇用と既得労働条件が継続される契約

書・仕様書にしてください。 

【回答】 

  上記③イ）と同様に、市が受託者に何らかの要求をすることは難しいと考えております。 

 

 エ）「労働省告示37号」に抵触する偽装請負・違法派遣をなくすための施策を実施してくださ

い。 

○行政の質向上と業務委託・指定管理における法令遵守に矛盾がある場合は直営化してくださ

い。 

【回答】 

 本市における労務提供型の委託契約については、請負又は労働者派遣がありますが、受託業者と

の間でいずれの契約形態をとる場合でも関係法令を遵守しております。 

 

オ）業務委託・指定管理では、背景使用者としての位置づけを認識した積極的な対応に心掛けて

ください。 

【回答】 

 指定管理につきましては、「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」に基づき、所管

課及び第三者機関によるモニタリングや、労働条件審査を行っており、適正かつ良好な施設管理運

営を行っているか、労働者の適正な労働条件が確保されているかなどのチェックを実施していると

ころです。 

今後も引き続き自治体としての責務を果たせるよう、より精度の高いモニタリングを実施してま

いります。 

 

 業務委託につきましても、契約内容に基づき、対応してまいりたいと考えております。 

 

 

（4）自治体業務に関わるシルバー人材センターの活用では、高年齢者雇用安定法を適正に運用してく

ださい。 

① 高年齢者の雇用開拓に自治体として取り組み、高年齢者に雇用の場を保障してください。 

【回答】 

 本市では、川越市シルバー人材センターが行っている事業を支援するため、職員の人件費及び会員

の技能訓練費の一部について補助金を交付するなど、高齢者の就業機会の拡大に努めております。 
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② シルバー人材センターについては、高年齢者雇用安定法の趣旨にもとづいて、雇用労働者とし

てではない就業機会の確保を図ってください。 

  なお、法の趣旨に逸脱した活用がある場合は是正させてください。 

 ○自治体の本来業務、恒常的業務については臨時・短期・軽易な業務とは言えず、労働法令が適

用される雇用労働者によって業務を行うべきです。 

「高年齢者の経験と能力の発揮と生きがい活動をサポート」を理由に、雇用労働が行われ、ま

してや、最低賃金水準またはそれ以下の配分金（賃金）でシルバー人材センターを活用するこ

とは高年齢者の権利を侵害するものに他なりません。 

【回答】 

 本市が川越市シルバー人材センターに、就業状況について確認したところ、関係法令等の趣旨を遵

守しており、また、平成 29年 4月 1日現在の最低賃金水準を超える金額で契約しているとのことで

す。 

 

 



公益社団法人川越市シルバー人材センター　市業務受注一覧（取扱注意）
平成29年11月30日現在

通し№ 受注番号 受注件名 発注者名 仕事の内容

1 165106 緑の募金（家庭募金）資材仕分梱包・配送作業 川越市役所　環境政策課 依頼文、封筒などの仕分梱包など

2 170001 学校給食センター清掃業務委託 川越市学校給食センター 今成学校給食センター清掃作業

3 170002 資源化センター除草その他業務委託 環境施設課　資源化センター 除草作業

4 170003 資源化センター機械除草等業務委託 環境施設課　資源化センター 機械除草・剪定業務

5 170004 市民の森清掃業務委託その１ 川越市役所　環境政策課 清掃業務一式（園内清掃、落ち葉

6 170005 大気汚染常時監視測定局除草及び剪定業務委託 川越市役所　環境対策課 測定局の除草・剪定

7 170006 元町休憩所管理･案内業務委託 川越市役所　観光課 元町休憩所管理･案内

8 170007 観光アンケート・カウント調査業務委託 川越市役所　観光課 観光客カウント調査業務

9 170008 公衆トイレ清掃業務 川越市役所　観光課 公衆トイレ清掃･施錠

10 170009 鍛冶町広場清掃業務委託 川越市役所　観光課 鍛冶町広場清掃業務

11 170010 市庁舎閉庁日来庁者用駐車場整理業務委託 川越市役所　観光課 土曜開庁日市庁舎駐車場来庁者対

12 170011 旧山崎家別邸受付･案内業務委託 川越市役所　観光課 旧山崎家別邸の受付･案内

13 170012 旧山崎家別邸清掃業務委託 川越市役所　観光課 旧山崎家別邸清掃

14 170013 旧山崎家別邸ガイド業務委託 川越市役所　観光課 旧山崎家別邸内の案内

15 170014 川越まつり会館受付解説等業務委託 川越まつり会館 川越まつり会館受付解説

16 170015 川越まつり会館駐車場整理業務委託　　　　　 川越まつり会館 川越まつり会館駐車場整理

17 170016 庁舎駐車場等整理業務委託 川越市役所　管財課 庁舎駐車場の整理等業務

18 170017 学校環境衛生検査センタ－館内清掃業務委託 川越市教育委員会　教育指導課 館内清掃（床、机、トイレほか）

19 170018 国指定史跡河越館跡史跡公園管理業務委託 川越市教育委員会　文化財保護課 公園の門扉の開閉

20 170019 川越城中ノ門堀跡管理業務委託 川越市教育委員会　文化財保護課 川越城中ノ門堀跡管理

21 170020 永島家住宅（旧武家屋敷）公開案内･管理業務委託 川越市教育委員会　文化財保護課 永島家住宅案内管理業務

22 170021 川越市立教育センター施設運営管理業務 川越市立教育センター 川越市立教育センター施設管理

23 170023 芳野台南公園テニスコートほか４箇所管理業務委託 川越市役所　公園整備課 芳野台南公園テニスコートほか４

24 170024 ゴミ仕分け業務委託 川越市役所　公園整備課 ゴミ仕分業務

25 170025 伊佐沼公園ほか83箇所清掃業務委託 川越市役所　公園整備課 伊佐沼公園ほか83箇所清掃業務

26 170026 初雁公園野球場夜間管理業務委託 川越市役所　公園整備課 初雁球場夜間管理業務

27 170027 南台かすみ公園ほか113公園砂場清掃業務委託 川越市役所　公園整備課 南台かすみ公園ほか113公園砂場



28 170028 笠幡公園ほか11箇所駐車場等管理業務委託 川越市役所　公園整備課 笠幡公園ほか11箇所駐車場等管理

29 170029 南台かすみ公園ほか91公園落葉清掃業務委託　　　 川越市役所　公園整備課 公園落葉清掃業務

30 170030 川越市市民相談室受付等業務委託　　　　　　 川越市役所　広聴課 市民相談室の管理、受付等

31 170031 広報紙等配布業務委託１（単価契約） 川越市役所　広報室 広報配布

32 170032 福祉散策の森清掃等業務　　　 川越市役所　高齢者いきがい課 福祉散策の森清掃、落ち葉掃き　

33 170033 川越市高齢者家具転倒防止器具等取付事業業務委託 川越市役所　高齢者いきがい課 川越市家具転倒防止器具等取付事

34 170034 川越市国際交流センター管理業務委託 川越市役所　国際文化交流課 川越市国際交流センター管理

35 170035 川越しごと支援センター清掃業務委託 川越市役所　雇用支援課

36 170036 中心市街地歩行者等通行量調査業務委託 川越市役所　産業振興課 歩行者等通行量調査

37 170037 川越駅東口公共地下駐車場管理業務 川越市役所　産業振興課 川越駅東口公共地下駐車場管理

38 170038 川越駅東口公共地下駐車場駐車回数券作製業務 川越市役所　産業振興課 駐車場駐車回数券作製業務等

39 170039 川越市布類拠点回収立会業務委託 川越市　資源循環推進課 布類拠点回収立会

40 170040 川越市路上喫煙防止啓発業務委託 川越市　資源循環推進課 路上喫煙禁止地区パトロール業務

41 170041 川越駅西口指定喫煙場所吸殻入れ清掃業務委託 川越市　資源循環推進課 川越駅西口指定喫煙場所吸殻入れ

42 170042 川越駅東口指定喫煙場所吸殻入れ清掃業務委託 川越市　資源循環推進課 川越駅東口指定喫煙場所吸殻入れ

43 170043 家具再生業務委託 川越市　資源循環推進課 粗大ごみ再生作業

44 170044 施設案内及び頒布業務委託 川越市　資源循環推進課 つばさ館の案内業務

45 170045 自転車再生業務委託 川越市　資源循環推進課 粗大ごみ再生補助

46 170046 住民票．印鑑登録証明書自動交付機案内業務 川越市役所　市民課 自動交付機の案内、故障時の対応

47 170047 川越市斎場待合室湯茶片づけ等業務委託 川越市　斎場 待合室湯茶準備、片付け等

48 170048 旧斎場落ち葉拾い業務委託 川越市　斎場 旧斎場落ち葉拾い

49 170049 武道館管理業務 川越市役所　スポーツ振興課

50 170050 がん検診事業駐車場整理業務 川越市保健所　総合保健センター　 がん検診事業に伴う駐車場管理業

51 170051 川越南文化会館駐車場整理業務 川越市総合保健センター　健康づくり支援課 川越南文化会館駐車場整理業務

52 170052 川越市男女共同参画推進施設　相談室受付等業務委託 川越市役所　男女共同参画課 相談室受付

53 170053 大東市民センター運営管理業務委託 川越市役所　地域づくり推進課 大東市民センター運営管理業務

54 170054 名細市民センター運営管理業務 川越市役所　地域づくり推進課 公民館利用者応対

55 170055 川越市公民館管理業務　　　　　　 中央公民館 川越市各公民館の管理　　　　

56 170056 市立中央図書館駐車場等管理業務委託 川越市立中央図書館 屋外・地下駐車場管理

57 170057 市立中央図書館視聴覚ライブラリー等管理業務委託 川越市立中央図書館 読書室・ホワイエ・閲覧座席管理

58 170058 クラッセ川越駐輪場等管理業務委託 川越市立中央図書館 クラッセ川越駐輪場の管理



59 170059 市立西図書館駐車場等管理業務委託　　　　　 川越市立中央図書館 市立西図書館駐車場等管理業務　

60 170060 新河岸駅構内地下道ほか4箇所清掃業務委託 川越市役所　道路環境整備課 地下道内清掃等

61 170061 本川越西口駅前広場公衆便所ほか2箇所清掃業務委託 川越市役所　道路環境整備課 公衆便所清掃及びゴミ回収

62 170062 簡易除却屋外広告物回収運搬業務委託 川越市役所　都市景観課 簡易除却屋外広告物回収運搬業務

63 170063 農業ふれあいセンタ―夜間管理業務委託 川越市農業ふれあいセンター 農業ふれあいセンタ―の夜間管理

64 170064 体験農園管理作業業務委託 川越市農業ふれあいセンター 体験農園に関する作業の補助作業

65 170065 農業ふれあいセンタ－清掃業務委託 川越市農業ふれあいセンター 農業ふれあいセンタ－倉庫等付属

66 170067 蔵造り資料館館内管理業務委託 川越市立博物館 蔵造り資料館受付等業務

67 170068 本丸御殿受付等業務委託 川越市立博物館 本丸御殿受付、拝観料等の徴収

68 170069 美術館管理業務委託 川越市立美術館 通用口の受付、館の開錠及び施錠

69 170070 美術館・博物館駐車場整理業務委託　　　 川越市立美術館 駐車場の整理業務

70 170071 川越市慰霊塔清掃業務委託 川越市役所　福祉推進課 慰霊塔の植木及び除草

71 170072 川越市保健所緑地管理業務委託 川越市役所　保健総務課 川越市保健所緑地管理業務委託

72 170073 川越市総合保健センター屋外トイレ鍵開閉及び　　 川越市役所　保健総務課 鍵の開閉及び清掃

73 170074 自転車整理業務 川越市役所　防犯・交通安全課 自転車置場内の自転車の整理

74 170075 自転車置き方指導業務 川越市役所　防犯・交通安全課 駐輪禁止場所への自転車放置指導

75 170076 放置自転車返還業務 川越市役所　防犯・交通安全課 放置自転車返還時の保管料徴収

76 170077 緑の募金(家庭募金)資材仕分梱包・配送作業 川越市役所　環境政策課

77 170078 平成２９年度日赤会員募集の袋詰め作業等の業務委託 川越市役所　福祉推進課 日赤資材梱包及び配送作業

78 170079 自転車整理業務委託 川越市役所　都市整備課 自転車整理業務委託

79 170080 国有農地除草等業務委託（国有農地） 川越市農業委員会 除草作業　　　　

80 170081 駐車場整理業務委託（歯ｯﾋﾟｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2017） 川越市　保健医療部健康づくり支援課 第23回健康まつり駐車場整理業務

81 170086 除草作業及手数料(学校環境衛生検査センター) 川越市教育委員会　教育指導課 除草作業　　　

82 170087 除草作業手数料（岸町2丁目ほか12箇所） 川越市役所　管財課 除草作業

83 170088 旧山崎家別邸除草作業業務委託 川越市役所　観光課 肩掛け式刈払い機での草刈

84 170089 除草作業手数料（新斎場駐車場ほか） 川越市斎場 除草作業手数料

85 170090 除草作業手数料（吉田新町2丁目ほか13箇所） 川越市役所　管財課 除草作業

86 170092 選挙管理委員会事務局倉庫周り除草作業手数料　　　　 川越市選挙管理委員会 除草作業　　　　

87 170093 衆議院議員通常選挙の期日前投票案内 川越市選挙管理委員会 期日前投票所の案内

88 170094 川越市美術展覧会総合受付業務委託 川越市役所　文化芸術振興課 川越市美術展覧会総合受付業務委

89 170151 川越市自転車駐車場指定管理者業務 川越市役所　防犯・交通安全課 駐輪場利用者対応、駐車料徴収



90 170152 川越市老人憩いの家管理業務 川越市役所　高齢者いきがい課 川越市老人憩いの家管理 

91 172211 賞状全文書き 川越市役所　秘書室 全文書き（感謝状）

92 172314 毛筆筆耕　　　　　　　　 名細市民センター 感謝状部分書き

93 172346 肩掛け式刈払い機での草刈 川越市役所　観光課 肩掛け式刈払い機での草刈

94 172354 感謝状部分筆耕業務 川越市教育委員会　教育指導課 感謝状部分筆耕業務

95 172376 観光用駐車場案内及び整理業務手数料 川越市役所　観光課 観光用駐車場案内及び整理業務

96 172388 川越市国際交流センター受付業務委託 川越市役所　国際文化交流課 川越市国際交流センター受付

97 172468 感謝状部分書き 川越市役所　地域づくり推進課 感謝状部分書き

98 172542 駐車場整理業務 川越市役所　文化芸術振興課 駐車場整理

99 172543 駐車場整理業務 川越市保健所　食品・環境衛生課 駐車場整理

100 172581 感謝状全文書き 川越市役所　秘書室 感謝状全文書き

101 172596 駐車場案内業務 川越市立名細保育園 臨時駐車場の案内

102 172624 除草作業手数料（川越武道館） 川越市役所　スポーツ振興課 除草作業手数料（川越武道館）

103 172714 感謝状部分筆耕業務 川越市教育委員会　教育指導課 感謝状部分筆耕業務

104 172744 感謝状全文書き 川越市役所　地域づくり推進課 感謝状全文書き

105 172772 特定計量器定期検査(集合検査)業務 川越市役所　産業振興課 定期検査受検器物(機械式はかり)

106 172781 喜多院西サイクルポート除草作業手数料 川越市役所　交通政策課 除草作業

107 172825 障子の張替え 川越市立中央図書館 障子の張替え

108 172837 除草作業手数料（名細第二保育園）　　　　　　 川越市役所　保育課 除草作業　　　　　　

109 172851 賞状部分（宛名等）書き 川越市上下水道局　総務企画課 賞状部分（宛名等）書き

110 172918 賞状部分（宛名等）書き 川越市役所　こども育成課 賞状部分（宛名等）書き

111 172938 賞状部分書き（敬老の日）米寿・白寿・長寿 川越市役所　高齢者いきがい課 賞状部分書き（敬老の日）

112 173009 講師（観光ｶﾞｲﾄﾞ方法指導） 川越市立初雁中学校 待合せ：校長室　13：30

113 173011 感謝状全文書き 川越市役所　広聴課 感謝状全文書き

114 173098 感謝状全文書き 川越市役所　秘書室 感謝状全文書き

115 173102 賞状部分書き（敬老の日）金婚式 川越市役所　高齢者いきがい課 賞状部分書き（敬老の日）

116 173109 市民グランド便所清掃業務委託 川越市役所　公園整備課 市民グランド便所清掃

117 173122 賞状全文書き（エコプロダクツ） 川越市　資源循環推進課 賞状全文書き

118 173203 その他の筆耕 教育総務課 小冊子名前書き

119 173273 賞状部分（宛名等）書き 川越市役所　こども育成課 賞状部分（宛名等）書き

120 173355 除草作業手数料（新斎場駐車場ほか） 川越市斎場 除草作業手数料



121 173425 感謝状全文書 川越市役所　秘書室 感謝状全文書

122 173474 除草作業手数料（川越武道館東側周辺） 川越市役所　スポーツ振興課 除草作業手数料（川越武道館）

123 173482 川越駅東口多目的ホール初日受付業務委託 川越市役所　文化芸術振興課 多目的ホールの抽選受付業務

124 173732 植木の手入れ 高階南公民館 植木の手入れ

125 173754 賞状部分（宛名等）書き 川越市役所　総務部　技術管理課 賞状部分（宛名等）書き

126 173768 植木の手入れ（南古谷第二保育園）　　　　 川越市役所　保育課 植木の手入れ　　　　

127 173923 喜多院西サイクルポート除草作業手数料 川越市役所　交通政策課 除草作業

128 173927 感謝状全文書 川越市役所　秘書室 感謝状全文書

129 173981 賞状全文書き（エコプロダクツ） 川越市　資源循環推進課 賞状全文書き

130 173982 賞状部分（宛名等）書き 川越市上下水道局　総務企画課 賞状部分（宛名等）書き

131 173986 観光用駐車場案内及び整理業務 川越市役所　観光課 観光用駐車場案内及び整理業務

132 174027 感謝状部分筆耕業務 川越市教育委員会　教育指導課 感謝状部分筆耕業務

133 174160 毛筆筆耕宛名書き 川越市役所　防犯・交通安全課 毛筆筆耕宛名書き

134 174223 賞状部分（宛名等）書き 川越市役所　こども育成課 賞状部分（宛名等）書き

135 174330 賞状全文書き；部分書き 川越市役所　防災危機管理室 賞状全文書き；部分書き

136 174363 駐車場整理業務 川越市役所　文化芸術振興課 駐車場整理

137 174406 賞状全文書き 川越市役所　文化芸術振興課 賞状全文書き

138 174407 感謝状全文書 川越市役所　秘書室 感謝状全文書

139 174408 賞状部分（宛名等）書き 川越市立博物館　 賞状部分（宛名等）書き

140 174412 表彰状全文書 川越市役所　秘書室 表彰状全文書


