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                                                                        2021年 5月 

２０２０年度大森北六丁目保育園事業報告 

大森北六丁目保育園 

１．はじめに 
 大森北六丁目保育園は、2007年 4月 1日より、島田福祉会が大田区から委託を受けて運営を行ってきました

が、2021年 3月 31日を以って運営を終了し、また、HITOWAキッズライフ株式会社に運営の移管が完了しました。 
丸 14年の運営の中で、248名の卒園児を送り出し、また、2021年は、奇しくも第 1期の卒園児は成人の年と 

なります。 
施設運営の期間としては、14年は決して長いものとは言えないかもしれませんが、多くの子どもたちの 

育ちを見守り、そして大人になっていく、その感慨深さを改めて感じます。 
今後は、これまでの運営を糧としながら、初心に帰って、それぞれの園で子どもたちの成長を見守り、 

子育て家庭の支援に取り組んでいきます。 
 
 

２．法人・園の運営に関する項目 
 
 目標に対する成果と足りなかったこと 
 

１．今年度の保育園の重点目標 
保育園の目標 

 保育園の目標・保育内容の充実・再確認を目指します。 

 保育への影響を最小限に、運営移管の実施を行います。 

 

成果 

・個々の保育士が持つ個性や得意分野などを活かし、保育士の自発性も重視して、多様な活動を保育に取り 

入れた。 

・乳児では、拠点遊びを積極的に取り入れ、子どもたちが主体的に遊べるような環境構成を心掛けた。 

・幼児では、興味を持ったことに対して主体的に関わることができるよう、生き物や草花の観察や世話など

を行ったり、疑問点などを自ら調べられるよう、図鑑などを用意するなどした。 

・コロナ禍の中で、保育の制約も多くならざるを得なかったが、できることとできないことを明確にしながら、

できる範囲で無理なく保育を行った。 

・保育の移管は子どもたちの様子についての引継ぎを優先して行い、保育への影響が少なくなるよう心掛けた。 

・年度途中退職者を一人も出すことなく、職員が協力関係をしっかりと維持したまま、最後まで安定した保育 

環境の提供を行うことができた。 

 

・課題 

・地域や家族参加の行事を中心に、実施規模の縮小や中止したため、計画の練り直しが発生した。 

→不可抗力といってもよい事態ではあるが、長期化の様相を呈している。代替案の計画を組み入れて 

おいた方がよい。 

・子どもたちの自発性とともに、保育士の自発性も重視した。その結果、いろいろな意見や取り組み方に 

認識の不一致や疑問なども生じた。 

→会議の場などで、一人ひとりの職員の考えに耳を傾け、認識合わせができるようにしていく。 

 

２．中長期計画を踏まえての重点課題 
 

①自らの権利と、法人運営の必要から求められる義務との関係への理解を更に全体的に深め、「自らの権利

保障のために積極的に運営向上に努力する」という意識につなげます。 

 

成果：新型コロナウイルス感染拡大の渦中で、それに対する漠然とした不安があり、また、国からの緊急事

態宣言、自治体からの登園自粛要請など、今までに経験したことのない混乱があった。 

   自身の権利と社会的な責務との狭間で、非常に難しい判断を求められる場面が多々あったものの、 



- 2 - 

子どもたちの成長・発達という観点を大切にしながら、できることをできる範囲で行うことができた。 

また、自身が親である職員は、保育園の登園自粛要請のため、休暇に入るなどしたが、それに対して 

も協力し、力を合わせて乗り切ることができた。 

また、5月から 6月にかけては、自宅での業務を見える化するためのルールを策定した上で、テレ 

ワークを実施した。 

 

課題：運営終了に伴って、継続勤務をする者は必然的に異動となるが、新しい園で勤務するにあたっての 

不安をぬぐいきることはできなかった。 

  

 

②行政の処遇改善策が最大の効果を上げられるように、保育現場の現状や職員の意識を踏まえて処遇改善の

具体策を進めます。 

 

成果：・研修のオンライン化が急速に進み、一部の職員には参加のハードルが大幅に上がったようである。 

    それに対しては、接続の方法や画面上の操作などを支援するようにした。 

   ・移管に当たって 2019 年度に本園に異動した 4人の移管業務チームメンバー（副主任待遇）が積極的 

    にキャリアアップ研修に出席し、保育士の刺激になっていたと思われる。 

 

課題：・多くの研修がオンラインとなり、主催者側が不慣れで視聴しにくいケースが複数の研修で発生して 

いたようである。今後、こちら（島田福祉会）側がそういったものを主催することになった際に、 

改善点にできるようにしたい。   

・スキル向上の意識はあるものの、昇進につなげたい意向とは必ずしもイコールではない。職員 

（保育士）と運営側の考え方の乖離と言える。その部分を少しでも近づけられる組織作りが今後の

課題になると考えられる。具体的には、「昇進＝事務所に入る」という考え方を変えるため、 

（一案としては）厚生労働省が描く「専門リーダー」というポストを導入する。同時に、それを 

どのような職務として割り当てるか、また、そのような「今までなかった職務」に対する具体的な

イメージが描けるような説明ができなくてはならない。また、保育に偏重しがちな保育士のやりが

いを「後進の職員を育てる」ことにも振り向けられるような雰囲気づくりも重要である。 
 
 

③運営の移管を見据えて、大森北六丁目保育園の保育を改めて振り返り、「園のよさ」を適切に引き継げる 

ように努めます。 

 

成果：・2018年の園内研修で、子どもの自発性を取り上げているが、それは現在も受け継がれている。 

・また、職員が、それぞれ自分の職務だけでなく、他の職員が困っている、大変である様子を察知 

して、自発的に助け合う、そのようなチームワークができている。このような柔軟な動きは、体制 

によってつくられたものではなく、職員それぞれの自発性と人間関係によるものである。 

 

課題：・子どもの自発性を重んずるというのは、言葉にすると簡単だが、すぐにできるものではない。 

   子どもの発達の状況を理解し、できることとまだできない（その段階ではない）ことを理解した 

上で、子どもの自発性に委ねることができる。その意味で、これまでの「良さ」に囚われすぎず、 

異動先各園での保育の取り組み方を理解することを優先することが大事であることを伝えた。 

・職員が「園のよさ」を十分に自覚しているが、運営終了に伴い、喪失感につながっている感は 

否めない。 

 

④利用者アンケートを継続的に行い、結果を運営改善に役立てます。 

 

成果：・意見箱を設置し、随時意見を受け付けている。また、連絡帳や普段の保護者の声に応えた。 

コロナ禍のため、それに関係した意見がほとんどだった。主なものは下記のとおりである。 

    ・配布物（園だより等）を Webに載せてほしい。 

・登園自粛により園の様子がわからない。出席者数や保育の様子を Webに載せてしてほしい。 

・行事を（中止ではなく）できるだけ実施してほしい。 



- 3 - 

→それぞれ口頭または配布物などで回答し、可能な範囲で対応を行った。 

   ・運営委員会を開催し、保護者の声に耳を傾け、協議をしながら適宜改善を図った。 

    ・6月の委員会は中止し、10月、1月の 2回実施した。（1月はオンラインで実施） 

    ・主な内容は、新型コロナウイルス対策や運営移管の進捗状況など。 

 

課題：・協議事項は例年に比べて少なかった。コロナ禍にあることと、運営移管を控えていることも要因で 
あろうと推測される。 

 
 
⑤地域の子育て支援活動の充実のため、大田区等の行政、更には地域全体との連携を視野に入れ、 

新たな地域活動を進めます。 

 

成果：・計画は立てたものの、コロナ禍の影響もあり、ほぼ中止した。 

 

課題：・コロナ禍である以上、積極的に動くことはできないが、今後他園などでオンラインでの実施が事例 
として増えていくのか動向を注視し、検討が必要と思われる。 
 
 

⑥第一次中期計画の達成度と課題を踏まえて第二次中期計画を策定し、長期計画の後半の課題に取り組みま

す。 

 

成果：・年度当初の計画について伝え、カテゴリごとに取り組みを行った。 

・園の運営は終了しても、法人としての事業計画や取り組みに則って業務に取り組んでいくことを 

周知した。 

 

課題：・事業の「これまで」と「これから」がうまくつながるかどうかは不透明である。理解には時間を 

要すると思われる。 

 
 

三か年計画 2020年度実績 

組織マネジメントの課題 サービス提供上の課題 施設整備上の課題 

・指導層、リーダー教育 
・要支援家庭に対して具体策の明示と関係機関と  
の連携強化 

（家庭支援センター等連携を取り、配慮が必要な  
園児・保護者への対応をしている） 

・アンケート結果分析と課題確認 
（4月職員会議で実施） 
・食育活動の充実強化→コロナ禍により中止  

・修繕箇所の点検・実施 
（毎月の点検時に確認をし、危険箇所はすぐに 
修理手配を行った） 

 ・運営移管に伴う保育等の引継ぎ その他 
  ・環境教育の実施 
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３ 職員と組織の向上 

 「職員体制」 

 Ａ．在籍職員数 

 

 Ｂ．職員配置 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．入退職・異動                                            

【入職】                                       

採用日 職種 氏名 
2020/4/1 看護師  

【退職】 

退職日 職種 氏名 
2021/3/31 主任  
2021/3/31 保育士  
2021/3/31 保育士  
2021/3/31 保育士  
2021/3/31 調理員   
2021/3/31 保育士(非)  
2021/3/31 保育補助(非)  
2021/3/31 嘱託内科医  
2021/3/31 嘱託歯科医  

【異動】 

異動日 職種 氏名 異動元 異動先 
2020/5/1 看護師  北六 島田 
2021/3/1 保育士  北六 島田 

 

 

職名 園長 主任 副主任 保育士 栄養士 調理員 看護師 
保育士(非) 
保育補助(非) 

看護師(非) 調理(非) 事務(非) 嘱託医 嘱託歯科医 

人数 1 1 1 16 1 3 1 4 1 1 1 1 1 

職名 氏名 職名 氏名 
園長  フリー   
主任    
移管業務リーダー    
幼児統括リーダー  看護師  
乳児統括リーダー  栄養士  
ぶどう組  調理員  
(５歳児)  調理員  
りんご組 

 
事務長(兼)  

(４歳児) 保育士(非)  
あんず組  保育士(非)  
(3歳児)  保育補助(非)  
みかん組  保育補助(非)  
(２歳児)  調理員(非)  
  事務員(非)  
もも組  嘱託医  
(１歳児)  看護師(非)  
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「積極的な研修で力量アップ」 

   Ａ．職員会議・法人研修（2020年度で運営終了となるため、園内研修は実施せず） 

  

4/25 今後の保育について 大森北六丁目保育園 
5/23 職員会議中止 〃 
6/20 現在の保育の状況および行事の実施について、コロナ対策 

法人合同ミーティング コロナ対策とこの夏の過ごし方 
〃 
各園 

7/28 現在の保育の状況 年間行事の再検討  大森北六丁目保育園 
8/29 食育会議、行事反省、行事予定 〃 
9/26 ２期の反省、運動会について 〃 
10/17 運営委員会協議内容、運動会反省、ミニ運動会・遠足の実施について   〃 
11/14 個人面談の状況について 

法人学習会（分科会） 「保育指針に沿った運営とその向上」 
〃 
各園 

12/19 職員アンケートについて、保護者会について 大森北六丁目保育園 
1/23 ３期の反省、移管作業の状況について、保護者会について 〃 
2/7 北六移管完了の報告、各園研修発表、５園合同職員会議（法人職員体制、職員紹介、

職員人事、2021年度法人事業計画（案）、職務分担の確認  
プラザアペア 

3/6 4期の反省、移管作業の残務について、異動後の心構えについて 大森北六丁目保育園 
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Ｃ．研修到達度テスト  予定通り実施した。 

Ｄ．職員の運営改善提案  特になし 

Ｅ．健康管理 

項目 実施日 場所・業者 
5/23,5/26,6/6,6/19,6/27,7/4,7/9,7/3,8/23,9/5,10/17,12/12 職員健康診断 旗の台健診センター 
5/16,5/10,5/29,6/6,8/1,9/6,10/10,11/9,12/7,1/30 生活習慣病健診 旗の台健診センター 

月 1回 検便（調理従事者） 
看護師 日本衛生研究所 

 

４サービスの提供のプロセス 

     「園児関係」 

     Ａ．定員 

年齢 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 
定員 12 18 18 18 18 84 

    Ｂ．月別入退園及び初日在籍 

. 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10
月 

11
月 

12
月 

1 月 2 月 3 月 合計 

初日在籍児数 78 78 77 77 76 77 77 77 77 77 77 76 924 

入園児数 21 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 

退園児数 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
    （１）サービスの情報の提供・案内 

    イ 毎月各種たよりは常に内容を検討しながら発行し、利用者アンケートでも高い評価を得た。 

        

  （２）サービス開始時の対応 

       イ 入園のしおりを配布しオリエンテーション時説明をし、個人情報の同意書を得ている。 

        

  （３）標準的サービス水準の確保. 

            ・昨年の反省を保育計画に反映し、月案等の計画に関しても、常に内容を討議しながら作成・

実施した。期のまとめ・活動のまとめも行った。 

 

  （４）個別対応の重視 

    ・個別記録・要望等を詳細に記録し、定期的に全職員間での共有を図り、対応を協議した。 

    ・連絡帳を活用し、保護者との連絡を密にして、個別対応を心がけた。 

    ・各年齢毎の「発達のめやす表」を検討・決定し、児童票の個別資料とした。 

        ・全体ケース会議、リーダー会議の中のケース会議で、各クラスの問題を取り上げ、共通理解を 

深めた。 

       

  （５）健康管理・衛生管理 

        ・日常的に園児の健康状態の把握、室内衛生管理に配慮した。 

 

項目 実施日     

 

 

 

 

 

 ※２歳児～５歳児は月１回布団乾燥実施 

園児健康診断 春季：5/22・5/26 
秋季：10/13・10/20         

ぎょう虫検査 プール活動中止のため実施せず        
歯科検診 6/18、  11/19        
全館消毒 週１回日にちを決め実施 
布団干し 1歳児のみ週１回曜日を決めて実施 
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（６）安全管理 

    Ａ．事故による通院 

受診日 年齢 事故の状況 診断名 受診先 
4/8 2歳児 2階テラスで転倒し後頭部を打つ。 頭部外傷 くどうちあき脳神経外科 
6/26 1歳児 保育室にて胎児と衝突し転倒。什器に右頬を打つ。 打撲 平和島整形外科 
7/10 1歳児 保育室にてバランスを崩し転倒。什器に顔を打つ。 左頬打撲 平和島整形外科 
7/27 4歳児 午睡後、首の痛みを訴える。 頚部痛（寝違い） 平和島整形外科 
7/30 1歳児 平和の森公園にてスロープで転倒。 頭部外傷 くどうちあき脳神経外科 
9/9 1歳児 平和の森公園にてスロープで転倒。 右眼瞼,右眉上擦過傷 佐藤皮膚科 
9/18 4歳児 平和の森公園にてスロープで転倒。 歯牙打撲,口唇切傷 沢田通り歯科 
9/25 3歳児 室内にて、他児が振り回した玩具が前額部に当たり出血。 頭部外傷 溝谷医院 
10/16 5歳児 園庭で本児が「左足首を捻った」と訴える。 左足首捻挫 平和島整形外科 
10/22 4歳児 ホールで走り、梁にぶつかる。 歯牙打撲 よこた歯科 
11/10 2歳児 保育室で転倒し口を打つ。 歯牙打撲 よこた歯科 

11/11 1歳児 
平和の森公園にて本児が突然痛みを訴える。腕を上げると蜂のよ
うな虫がいた。 

虫刺症 佐藤皮膚科 

11/11 4歳児 園庭にて転倒。顔を強打する。 歯牙脱臼 ウチダ歯科 
1/13 3歳児 園庭にて他児が飛ばした砂が目に入る。 異物混入（左目） おおや眼科 
1/15 2歳児 2階廊下で足が滑り転倒。後頭部を打つ。 頭部外傷 くどうちあき脳神経外科 
1/29 4歳児 散歩中、路上で転倒し、右腕および顔を打つ。 右側頭部打撲 平和島整形外科 

2/3 2歳児 平和島公園に走って転倒。口元を打つ。 口唇裂傷 よこた歯科 
3/18 1歳児 平和の森公園の石像に登り、バランスを崩して転倒。 頭部外傷,顔面擦過傷 くどうちあき脳神経外科 
3/22 1歳児 平和の森公園で木の根につまづき転倒。ベンチに前頭部を打つ。 頭部外傷 くどうちあき脳神経外科 
3/29 5歳児 ドッヂボールの際にボールが指に当たり、痛みを訴える。 右中指捻挫 平和島整形外科 

 

  Ｂ．避難訓練・安全点検日 

 

 

  （その他災害時関連の訓練実施内容） 

実施日 訓練 内容 参加 

6/9 消火・通報訓練  避難訓練と練習用消火器を用いた消火訓練を実施した。 幼児 

9/1 引き取り訓練  
保護者に園に迎えに来てもらい、実際の災害時と同様に 
名簿チェック等を行い、園児の引渡しをした。 

全世帯 

 

     

 Ｃ．災害対策：設備点検 

      ・リスクマネジメント委員会（１２回）で園内外の危険箇所への対応を常に検討。 

点検箇所 実施日   

 

           

 

 

             

 

 

 

消防設備点検 8/29,2/4 
建築設備定期検査 なし 
冷暖房点検                   5/23,11/21 
学校110番（非常／火災通報装置保守点検） 4/24,7/24,10/25,1/29 
ダムウエーダー点検 ２ヶ月１回定期点検 
特殊建築物等定期調査 なし 
化学物質測定検査 なし 
電気設備安全点検 10/16 

      

 

 

4/21,5/10,6/9,7/10,8/24,9/1,10/11,11/13,12/4,1/15,2/9,3/13 
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   （７）要望・苦情トラブルへの適切な対応 

        ・保護者アンケート、保育所運営委員会、連絡帳等を活用し、保護者ニーズの把握に努めた。 

     改善すべき点は速やかに改善し、特に問題は生じなかった。 

     （苦情解決システムを利用しての問題提起はなかった） 

     

  

 （８）地域との交流・連携  

パートナー保育登録 運営終了を控え登録
をすべて解除した 

子育て支援講座           1回 

育児相談 0件 出前保育                     1回 
緊急一時保育 0件 実習生受け入れ 0名 
体験保育             0件 職場体験受け入れ              0名 
各クラス懇談会             1回 退所児童との交流                     0回 

    ※コロナ対策により、年度前半はすべて中止。後半についてもコロナ禍の状況を見つつ、例年の 
ように DM で広く参加者を募る対応は行わなかった。 

 
５、サービスの実施 

 

    （１）子どもの発達を促す支援 

    ・保育室環境の整備等は、感染拡大対策を重点に取り組み、子どもたちへの影響や業務負担が 

著しく増大しないことを考慮しながら、長期的に、現実的に実施可能である対策を行った。 

    ・食育活動は、計画は立てたものの、実施の可否はコロナの状況を見て判断することとし、 

結果的にすべて中止とした。 

    ・公共施設を利用した活動はほぼすべて中止したが、公共の場でのマナーや交通ルールなどは、 

絵本や紙芝居、自治体などから公開されている動画を活用するなどして行った。 

         

 

  （２）給食指導 

        ・アレルギー除去は牛乳・乳製品、卵、小麦、大豆があり、家庭と連絡を取りつつ実施した。 

     必要に応じて代替食を家庭から持参することを依頼した。         

 

項目 実施日   

 

 

 

 

 

クッキング保育 計画したが実施は見合わせた。 
食育指導 計画したが実施は見合わせた。 

園庭で野菜を栽培し、それを給食の食材として使用する取り組みは、 
収穫できたら随時行う形で実施。（3歳児クラス～5歳児クラス） 

給食試食会 
おやつ試食 

もも 10/29～11/1,2/26 みかん 11/5～11/9,2/13 
2/13,2/26 ※例年のように子どもと共に食べることは中止した。 

    

（３）快適な園内生活  詳細は前述のとおり 

 

     【行事】※網がけのものは、計画したが中止したもの 

実施日 行事名 備考 
4/1 入園・進級日      
4/15 誕生会  
4/25 乳児保護者会 中止 
5/7 誕生会  

5/22.5/26 健康診断    緊急事態宣言下だったが予定通り実施 
5/20 4・5歳児遠足 中止（10月に実施） 
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5/23 幼児保護者会 中止 
6/3 誕生会  

6/10,6/24,7/14 祖父母交流会 中止 
6/18 歯科検診 出席数は少ない状況だったが予定通り実施 
6/20 運営委員会 中止 
7/7 誕生会  
7/14 パンダまつり 保護者や地域も参加する夏まつりは中止。 

その代替として、規模を大幅に縮小し、園児
のみで実施。 

7/21,7/22 観劇会 2日間でクラスを分け、密にならないよう実施 
7/29～7/31 5歳児クラス個人面談 当初は6/29～7/3予定だったが、緊急事態宣

言後間もない状況のため、約1ヶ月延期した。 
7/30～7/31 水泳教室 中止 
7/1～7/31 プール遊び 中止 

8/5 誕生会  
9/1 引き取り訓練 全保護者 
9/2 誕生会  
10/1 太鼓リハーサル会 5歳児クラス 地域の方は招かず。 

10/6,10/20 内科検診  
10/17 運動会 雨天のため5歳児クラスのみ 
10/17 運営委員会  

10/21,10/22,10/23 ミニ運動会 園庭やホールでクラスごとに実施 
10/21 3歳児遠足 平和の森公園（徒歩） 

10/26～10/31 1歳児保育参観・個人面談  
10/27 4・5歳児遠足 城南島海浜公園（貸切バス利用） 

11/2～11/6 2歳児保育参観・個人面談  
11/4 誕生会  

11/9～11/13 3歳児個人面談  
11/17 焼きいも会  
11/19 歯科検診  

11/24～11/29 4歳児個人面談  
12/2 誕生会  
12/8 5歳児保護者会・お楽しみ会  
12/22 クリスマス会  
1/6 誕生会  
1/8 新年こども会  
1/20 お店屋さんごっこ  
1/23 運営委員会 オンラインで実施 
1/28 3歳児保護者会・お楽しみ会  
2/2 節分  
2/5 誕生会  
2/5 2歳児保護者会  
2/16 4歳児保護者会・お楽しみ会  
2/19 1歳児保護者会  
3/3 ひなまつり会  
3/5 お別れ遠足（5歳児） しながわ水族館～品川区民公園（徒歩） 
3/10 誕生会  
3/16 お別れ会 全園児 
3/27 卒園式 卒園児・保護者 

    造形講師「べん先生と遊ぼう」テーマ：お子さまランチ  



- 12 - 

【環境・備品整備】 

 

＜物品等＞  

 

購入日または支払日 科目名 品名 単価 数量 合計 
2020/7/5 保育業務備品 Android タブレット 28,680 1 29,680 

2020/4/27 保育業務備品 デジタルカメラ 57,600 1 57,600 
2020/5/25 保育業務備品 ノートパソコン（テレワーク用） 44,000 3 132,000 

2020/12/20 清掃用具 スチームクリーナー 21,878 1 21,878 
2021/1/11 保育業務備品 デジタルカメラ 57,750 5 288,750 

2020/12/20 保育業務備品 スキャンカット一式 90,530 1 90,530 
2020/12/5 保育業務備品 ノートパソコン 69,950 2 139,900 
2021/2/10 保育業務備品 デジタルカメラ（本体＋レンズセット） 69,880 4 279,520 
2020/8/28 遠足バス用 ポータブル空気清浄機 GSD-209N 168,300 1 168,300 
2021/1/10 保育業務備品 ノートパソコン 80,800 5 400,400 

2020/12/15 コロナ対策 玩具殺菌保管庫 CT-700 330,400  1 330,400 
2021/3/10 保育業務備品 エルゴおんぶひも 40,700 2 81,400 
2021/2/10 清掃用具 高圧洗浄機 27,540 3 82,620 

    2,102,978 
   
＜工事等＞      
      
購入日または支払日 科目名 品名 単価 数量 合計 

2020/6/7 園舎修繕 トイレ前廊下床修繕・設備交換工事 860,000  860,000 
2020/8/4 園舎修繕 天井補修工事（ホール、事務所） 170,000  170,000 

2020/11/22 園舎修繕 １階廊下床修繕工事 275,000  275,000 
2020/12/26 園舎修繕 引戸補修工事（ホールトイレ、事務所） 165,000  165,000 
2021/3/14 移管に伴う作業 倉庫解体工事（前庭防災倉庫） 176,000  176,000 
2021/3/14 移管に伴う作業 倉庫移設工事（屋上倉庫 北六→島田） 253,000  253,000 
2021/3/24 移管に伴う作業 看板等撤去工事 473,000 1 473,000 
2021/3/31 移管に伴う作業 廃棄物収集運搬作業 847,000  847,000 
2021/3/31 移管に伴う作業 廃棄物収集運搬作業（夜間追加作業分） 550,000 1 550,000 
2021/3/31 移管に伴う作業 廃棄物収集運搬作業（金属・布団等） 990,000 1 990,000 

 4,759,000     

 

            


