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甲府市マイナポイント申込等支援業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

国がこれまで実施してきたマイナポイント事業（「マイナポイント第１弾」）に

ついては、令和３年１２月３１日で終了となったが、令和４年１月１日からマイ

ナポイント第２弾が開始された。これは、マイナンバーカードの普及を促進する

とともに消費喚起や生活の質の向上につなげるために、マイナンバーカードを

活用して幅広いサービスや商品の購入などに利用できるマイナポイントを、マ

イナンバーカードの新規取得者等や健康保険証としての利用登録者、公金受取

口座の登録者に対して付与するものであり、国が整備するマイキープラットフ

ォームのサービス等を利用して申込等を行うものである。 

申込等については、公的個人認証サービス対応のスマートフォン、又はパソコ

ンとＩＣカードリーダーがあれば自身で行うことも可能であるが、必要な機材

を持っていない方や機材を所有していても操作に慣れておらず対応が困難な方

もいる。 

本市においては、市役所本庁舎にマイナポイント申込等支援窓口を設け、マイ

ナンバーカード交付時における案内やスマートフォン操作に不慣れな高齢者の

方等に対する手続の支援体制を整え、効率的な運営によるマイナポイント申込

等を希望する市民の方の支援を行うことにより、広くマイナンバーカードの普

及とマイキープラットフォームの活用等によるキャッシュレス決済の利便性を

享受できるようにすることを目的とする。 

 

２ 履行期間 

令和４年６月１３日から令和５年２月２８日まで 

※業務従事者が申請等支援窓口を開設する令和４年６月１３日から適切に業

務を行うことが出来るよう、受注者は甲府市（以下、「発注者」）と協議のう

え必要な教育訓練等を実施すること。 

なお、教育訓練に関する費用は、受注者が負担するものとする。 

 

３ 履行場所 

甲府市役所本庁舎２階 

※ただし、履行場所の変更が生じる可能性がある（本庁舎の混雑状況等により、

申込等支援窓口の設置場所を変更することがある）。 

 

４ 業務内容 

申込等支援窓口にマイナポイント申込等支援員として業務従事者を指定人数

以上常駐させ、下記の業務を行うこと。 

（１）申込等支援窓口の設営・撤営のための机、椅子等の設置作業のほか、申込
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等支援窓口でマイナポイント申込等支援業務を行っていることがわかる装

飾を行う。 

（２）マイナポイント制度及びポイント利用方法並びにマイナンバーカードの

健康保険証利用、公金受取口座登録制度等についての説明を行う。 

（３）受注者が用意した端末を使用し、マイナポイント申込等の支援を希望され

る市民に対して、端末操作の補助や申込の支援を行う。 

（４）スマートフォン等により、自身でマイナポイント申込等をする市民へ申込

方法の案内を行う。 

（５）支援実績、自身で設定した市民への案内件数等について、マイナポイント

関係、健康保険証利用申込、公金受取口座登録等の区分を行った上で、日次・

月次の受付件数の報告を行う。 

（６）その他、マイナンバーカード交付等のため来庁された市民への窓口案内等

を行う。 

※マイナポイント申込等については、今後、国から様々な内容が示される予定

である。適宜、「国のコールセンター（マイナンバー総合フリーダイヤル）」、

「マイナポイント事業ウェブサイト」を活用して、常に最新の情報を収集し、

案内、支援を行うこと。 

 

５ 委託業務を履行する上での運営要件 

（１）業務計画書 

受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制及び人員配置、各種報告方法等必

要な事項を記載した業務計画書を提出し、発注者の確認を受けること。また、

業務遂行に当たり、マイナポイント制度及びマイナンバーカードの健康保険証

利用の説明、公金受取口座の登録説明、マイナポイント申込等の支援及び庁舎

の案内方法に関する手順等のマニュアルを作成し、履行開始前に発注者へ提出

すること。 

なお、業務計画作成に当たっては、事前に発注者と調整すること（業務計画

については、（３）に定める業務従事者への教育・研修計画、委託業務の対応

マニュアル、ＦＡＱを定めること）。 

（２）業務責任者 

円滑な業務運営を確保するために、業務全体を総合的に把握し、調整を行う

業務責任者を置くこと。業務責任者はトラブル発生時等の対応及び発注者への

報告を行うとともに、業務従事者に連絡調整できる体制を管理すること。 

なお、業務責任者は業務従事者に対し教育及び指導を行うことができる十分

な能力を有する者とする。 

（３）業務従事者 

ア 業務従事者の資格については、適切なビジネスマナーを備え、申込等支

援窓口での説明応対に適性を有する者とすること。 
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イ 業務従事者は、来庁者が高齢者等、身体が不自由な方であるときなどは、

必要に応じて来庁者を担当窓口まで案内するなど積極的な介助、親切な対

応に努めること。 

ウ 業務従事者は、日頃から業務内容に精通するよう努力すること。 

エ 業務従事者は、苦情を受けた場合に適切な初期対応しうる能力を有する

ものとすること。 

オ 受注者は、発注者より業務従事者に不適格者である旨の通知を受けた際

は、業務従事者への教育及び交替を行う等、迅速に対応すること。 

カ 受注者は、業務従事者の急病や交通途絶等による欠勤に備え、履行場所

に配置できる相当数の代務者を用意し、不履行が発生しない体制を常時保

持すること。 

キ 受注者は、業務従事者が加入条件を満たす場合は必要な社会保険に加入

させること。 

ク 受注者は、労働安全衛生法等健康管理に関する法令等を遵守し、業務従

事者の健康管理維持に努めること。 

ケ 受注者は、業務従事者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状（せき、

のどの痛み、頭痛、倦怠感など）がある場合は業務に従事させないととも

に、速やかな受診を勧奨すること（新型コロナウイルス感染症の検査結果

が陽性の場合には、接触者の特定から隔離・検査を促すとともに、直ちに

発注者に報告すること）。 

（４）業務従事者名簿 

受注者は、業務の適正な遂行及び庁舎の保安管理のため、業務従事者名簿（代

務者を含む）を発注者へ提出すること。 

（５）業務報告書 

受注者は、業務に関する日報、月報を業務報告書として作成し、日報につい

ては翌営業日に電子データで提出すること。月報については翌月月初に発注者

へ提出した上で、業務責任者が対面にて発注者へ報告すること。ただし、３月

分の月報については履行期間の末日までに報告すること。 

（６）事故発生時等の対応 

受注者は、業務の履行に関して事故等が発生した時は、直ちにその状況を発

注者に報告し、解決策を協議すること。また、来庁者の急病や不審者を発見し

た時には速やかに、市民部市民課に連絡するとともに市職員と協力して対処す

ること。 

（７）情報の授受 

取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて発注

者の指名する市職員と受注者の指名する者との間において行うものとする。 

（８）教育・研修計画 

ア 受注者は、本業務に従事している者に対し、甲府市個人情報保護条例ほ



 

4 / 8 

か個人情報の保護に係る関係法令を周知するなど、個人情報の保護等に関

し十分な教育を行うとともに、個人情報等に関する守秘義務等を誓約させ

なければならない。 

イ 受注者は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本業務に従事し

ている者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外

利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。 

 

６ 配置人数の指定 

 業務従事者：令和４年６月１３日から令和５年２月２８日まで、申込等支援窓

口に２名以上を配置 

※欠勤・欠員時に申込等支援窓口を無人とすることがないよう予備人員を確保

すること。 

 

７ 従事時間 

（１）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及

び令和４年１２月２９日から令和５年１月３日を除き、次のとおりとする。 

ア 平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

イ 土曜日（第３日曜日の前日） 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

ウ 日曜日（第３日曜日を除く） 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）原則、（１）に明示した従事時間以降に新たな業務は行わないものとする

が、マイナンバーカードの交付・更新手続きを行っている方などでマイナポ

イント申込等の支援を希望する方が残っている際は、その方への支援等が

終わるまでは業務を継続すること。 

（３）（１）又は（２）に限らず、繁忙に伴い明らかに従事時間を超える場合は、

発注者は受注者と協議し、受注者は午後６時までを限度として超過勤務の

対応をすること。 

なお、超過勤務が発生した場合も、委託料の増額は行わないものとする。 

（４）休憩時間等 

休憩時間等については、休憩時間内における業務の遂行状況が低下すること

のないようにすること。また、従事時間を通して業務従事者が不在である時間

を設けないこと。 

なお、受注者専用の休憩スペース等は貸与しないが、休憩時には庁舎内にあ

るフリースペースを一般利用者として使用することは可能である。 

 

８ 教育訓練及び研修等 

（１）受注者は、適切な案内を行うため、計画的な教育訓練を業務従事者に対し

て実施すること。 

（２）受注者は教育訓練に関する計画書を発注者へ提出すること。 
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（３）受注者は、業務遂行に当たり、庁舎及び関係機関の案内方法、各種情報提

供に関する手順等のマニュアルを作成し、発注者へ提出すること。マニュ

アルは、随時更新し、業務従事者への情報共有を徹底すること。 

（４）研修に関する費用は、受注者が負担するものとする。 

 

９ 服務規律等 

（１）来庁者に対して礼儀正しく、親切丁寧に応対し、粗暴な言動をしないこと。 

（２）職務の遂行を怠らないこと。 

（３）来庁者に不快感を与えないよう努めること。 

（４）業務従事中、名札および腕章を着用し、身分証明書を携帯するものとする。

なお、名札および腕章は受注者にて用意するものとする。 

 

１０ 留意事項 

（１）発注者の提供する履行場所において、発注者と調整して適宜適切なレイア

ウトを検討し、申込等支援窓口を設営・運用すること（別紙「マイナポイン

ト申込等支援窓口レイアウトイメージ図」）。 

（２）以下を調達の範囲とする。 

受付に使用する番号札、業務従事者に必要な腕章、名札、事務用品、連絡用

のスマートフォン等、机、椅子、マイナポイント申込等用端末等（下記の①②

③④⑤）及び什器類等（下記の⑥⑦⑧⑨⑩⑪）。 

なお、マイナポイント申込等用端末等及び什器類等については、別紙「情報

機器等の調達仕様」のとおりとするが、詳細な仕様については、発注者と受注

者が協議を行うものとする。 

①マイナポイント申込等用端末 

②ICカードリーダライタ 

③のぞき見防止用フィルム 

④盗難防止用ワイヤー 

⑤LTE対応無線 LANルーター（モバイル Wi-Fiルーター） 

⑥端末を置く机 

⑦市民及び業務従事者が座る椅子 

⑧延長コード 

⑨パーティション 

⑩卓上パーティション 

⑪手指消毒用消毒液 

（３）（２）に定めるもののほか、業務に必要な消耗品等は受注者の負担により

用意すること。 

（４）受注者が用意する端末等及び発注者が貸与する物品等は、善良な管理者と

して注意をもって維持管理すること。また、従事時間以外は、事前に発注者
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と協議のうえ定めた場所に保管すること。 

（５）マイナポイント申込等支援の前提となるマイナンバーカードの取得に関

する説明ができること。 

（６）業務において市民のマイナンバーカードを使用するため、マイナンバーカ

ード裏面記載のマイナンバーを見ることがないようにするとともに、マイ

ナンバーカードの紛失や毀損等がないよう十分に注意して業務を実施する

こと。 

（７）市民課職員との連絡を密にすること。 

（８）受注者は、随時報告を行うこと。 

（９）履行場所において、市民に手指消毒を促すとともに業務従事者もマスクを

着用する等、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践に十

分留意して業務を実施すること。 

（１０）受注者は、新型コロナウイルス感染症の日本国内における蔓延状況を踏

まえ、国や自治体等から発出される指示、要請等を遵守すること。また、こ

れらの指示、要請等を受けて、受注者に起因しない事情により本業務の実施

継続が困難となった場合又は実施期間や業務内容の変更等が必要となった

場合は、速やかに発注者と協議し、その指示に従うこと。 

（１１）受注者は、本仕様書のほか、関係法令、甲府市情報セキュリティポリシ

ー等を遵守し、更に、受注者内部においても規律を正し業務遂行を図ること 

 

１１ 提出する成果物と提出期限（部数） 

業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・令和４年６月１３日（１部） 

教育・研修計画、マニュアル、ＦＡＱ・・・令和４年６月１３日（１部） 

日次報告書（電子データ）・・・・・・・・翌営業日中（１部）                     

月次報告書・・・・・・・・・・・・・・・翌月月初（１部） 

                    但し令和５年２月分については 

                    令和５年２月２８日 

事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・令和５年２月２８日（１部） 

事業報告書（電子データ）・・・・・・・・令和５年２月２８日（１部） 

 

１２ 報告及び成果物の提出先 

市民部 市民総室 市民課 

 

１３ 情報セキュリティ対策 

（１）受注者は、本業務において、公の事務を担う社会的責任、市民、発注者及

び発注者に関連する知り得る各種情報資産の保護を重視し、受注者自ら、情

報セキュリティ体制を構築するための基本方針等を定め、法令改正や社会

情勢に鑑み、適切な改善を継続的に行うこと。 
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（２）受注者は、情報セキュリティ（情報資産の機密性、完全性及び可用性を維

持すること）を理解し、発注者及び受注者の社会的信頼を失墜させるような

次の行為の防止に努めること。 

ア 情報資産の紛失や置き忘れ 

イ 受注者が使用するマイナポイント申込等用端末等、周辺機器及び備品

の誤操作 

ウ 故意による情報漏洩 

（３）情報セキュリティの適用範囲は、業務の実施に当たり知り得た情報全てと

する。 

（４）受注者は、次の事項を遵守し、慎重に機器等を取り扱うとともに、パスワ

ードによる管理等を厳格に行うこと。 

ア 本業務の遂行に当たり、使用許可のあった機器等のみ使用すること。 

イ 本業務のみに使用すること。 

（５）受注者は、本業務に従事している者全てに対して、個人情報保護及び情報

セキュリティに関する研修を適切に実施し、その結果を発注者に報告する

こと。また、守秘義務違反に関する責任の所在及び処罰の内容を明確にし、

周知徹底すること。 

（６）履行場所での物品管理 

ア 不正物品の持込み等を制限するため、バッグ・スマートフォン等の私物

は原則として市民等から見えない場所に置くよう配慮し、履行場所におい

ての使用等を禁止する。 

イ 貴重品等は自らの責任において適切に管理すること。 

ウ ＵＳＢフラッシュメモリー等の情報持出し可能な記録媒体の履行場所

への持込みは禁止する（報告書、ＦＡＱの作成等、業務を遂行する上で発

注者が必要と認めたときは除く。その際には、手順を定めたマニュアル等

を作成し、発注者の承認を得た上で行うこと）。 

エ 業務責任者が業務履行上パソコンやスマートフォン等の持込みを必要

とする場合は、事前に発注者の承諾を受けたものについては、例外的に持

込みを認めるものとする。 

（７）個人情報保護の観点により、窓口対応の際に一時的に記録したメモ等は必

要な処理が終了次第、シュレッダー処理等を行うこと。 

（８）本業務で扱う全ての情報に関して、漏洩、毀損、滅失及び改ざん等の事故

が無いよう管理すること。 

 

１４ 検査 

（１）受注者は、本業務を完了したときは、速やかに発注者に報告するものとし、

完了検査を受けるものとする。 

（２）受注者は、自らの責に帰すべき理由による成果物の不良箇所等が発見され



 

8 / 8 

た場合は、速やかに訂正又は補足その他処置を執るものとする。 

 

１５ 損害賠償責任 

受注者は、業務の実施に当たり、故意又は過失により発注者又は第三者に損害

を与えたときは、実際に与えた損害の範囲内で、その損害を賠償しなければなら

ない。 

 

１６ 妨害又は不当要求に対する届出義務 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法

な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給

付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず

これを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なも

のと認められないものをいう。）を受けた場合は、発注者へ報告し、警察へ

被害届を提出しなければならない。 

（２）受注者が（１）に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前

項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又

は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。 

 

１７ 情報保護に関する取り組み等 

受注者は、本業務の遂行に当たっては、職務上知り得た情報および付随する事

項について、いかなる理由があっても第三者に漏らしてはならない。また、個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、甲府市個人情報保護条例

（平成１５年条例第４２号）その他関係法令を遵守し、個人情報の取扱いについ

ては十分な配慮、適切な対応を行うこと。本業務を退いた後も同様とする。 

 

１８ 個人情報取扱特記事項の遵守 

受注者は、本業務を行うに当たり、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

ければならない。 

 

１９ 甲府市デジタルソサエティ未来ビジョンの共有 

受注者は、本業務を行うに当たり、甲府市デジタルソサエティ未来ビジョンに

掲げる理念等を共有して、業務の目的達成に努めること。 

 

２０ 一括委任又は一括下請の禁止 

受注者は、本業務の全部又は大部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ、本業務の一部に限り発注者の書面による承諾を得

た場合は、この限りでない。 
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２１ 調査等 

発注者は、必要があると認められるときは、受注者に対して本業務の処理状況

について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は

これに従わなければならない。 

 

２２ その他 

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項について

は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 



別紙「マイナポイント申込等支援窓口レイアウトイメージ図」 

マイナポイント申込等支援窓口の設営等に係る什器類（⑥⑦⑧⑨⑩）配置のイメージは下記のとおりとする。 

⑥端末を置く机 

⑦市民及び業務従事者が座る椅子 

⑧延長コード 

⑨パーティション 

⑩卓上パーティション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

18700ｍｍ 

18700ｍｍ 

1800ｍｍ 

 

⑦ ⑦ 

600ｍｍ 

450ｍｍ 

450ｍｍ 

 

⑦ 

⑦ ⑦ 

⑩ ⑩ ⑩ 

⑩パーテーション ⑩ 

⑥机 

⑦椅子 

⑨卓上パーテーション 

⑥ 
⑨ 

400ｍｍ 

⑧延長コード ⑧延長コード 
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マイナポイント申込等用端末等及び什器類等に係る要件等は、下記のとおりとする。 

 

① マイナポイント申込等用端末 

区分 要件 備考 

数量 2 台  

形状 タブレット端末又はノートパソコン  

ＣＰＵ 
インテル Atom x5-Z8300 クアッドコア相当  

1.44GHz 以上 
 

メインメモリ 2GB以上  

記憶媒体 内蔵 32GB以上  

インターフェース 
電源入力専用端子を除き、USB2.0、3.0 又は Micro-

USB端子を有していること。 
 

Webカメラ 内蔵していること  

バッテリー 駆動時間 9時間程度使用可能なこと  

通信機能 

無線 LAN：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax、

Bluetooth5.0又は 5.2 に対応（内臓しているこ

と）しているとともに、4G及び 5Gの通信を行える

こと 

 

ソフトウェア構成 

OS：Windows 10 が導入されていること 

Windows Update について

は、契約時の最新のバージ

ョン 

ブラウザ：ChromiumEdge、Google Chrome 

ブラウザのパスワード保存

機能、過去の入力内容の表

示機能や入力予測機能等の

機能については全て無効化

又は初期化しておくこと 

ウィルス検出・除去ソフトウェア  

WEBフィルタリングソフトウェア 
不要な Webサイトへの通信

を遮断 

ファイル自動削除ソフトウェア 

OS 制御ツール（シャットダ

ウンツール、ストア制御ツ

ール） 

JPKI利用者ソフトウェア（JPKI利用者ソフト）  

その他、本業務を実現するために必要なソフトウェ

アはすべて含むこと（※1） 

※1：発注者と協議の上、

対応すること 
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その他 

・有線、無線を問わず、記録媒体等の機器が接続で

きないように制限すること（ただし、許可された記

録媒体等の機器を除く） 

・JPKI 利用者ソフトが前提とする条件を満たし、

当該ソフトが問題なく動作すること 

・本業務を実現するために必要となる環境を具備す

るとともに、使用者の不正使用防止対策を講じるこ

と（※2） 

※2：発注者と協議の上、

対応すること 

・参考仕様：富士通 ArrowsTab Q507/RB 

 

② IC カードリーダライタ 

区分 要件 備考 

数量 2 台  

インターフェース 

USB又は Bluetooth で「①マイナポイント申込等用

端末」で提案する端末と接続できること、又は当該

端末に内蔵されていること 

 

盗難防止対策 

「①マイナポイント申込等用端末」で提案する端末

と USB又は Bluetooth で接続する場合、容易に持ち

去られることのないよう、盗難防止対策を講ずるこ

と 

 

その他 

・「①マイナポイント申込等用端末」で提案する端

末、オペレーティングシステム及び JPKI利用者ソ

フトに対応し、問題なく動作すること 

・マイナンバーカードの「適合性検証済 ICカード

リーダライタ一覧」に記載されていること又は適合

性確認試験を実施済みであること。正常な動作のた

めにドライバソフトウェア、付属品等が必要な場合

は、併せて納入すること 

適合性検証済 IC カードリ

ーダライタ一覧 

（ https://www.jpki. 

go.jp/prepare/reade 

r_writer.html） 

 

③ のぞき見防止用フィルム 

区分 要件 備考 

数量 2 枚  

形状 
「①マイナポイント申込等用端末」で提案する端

末の画面に合ったサイズであること 
 

その他 貼り直し可能であること  
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④ 盗難防止用ワイヤー 

区分 要件 備考 

数量 2 個  

形状 
「①マイナポイント申込等用端末」で提案する端

末に接続可能なこと 
 

その他 
・設置後直ちに使用できる状態で納品すること 

・取り外しには鍵が必要であること 
 

 

⑤ LTE 対応無線 LAN ルーター（モバイル Wi-Fiルーター） 

区分 要件 備考 

数量 2 台  

形状 Wi-Fi ルータータイプ 
回線プランは月 20GB以上

であること 

通信方式 
4G LTE 以上（通信速度下り最大 774Mbps／上り最

大 46Mbps以上） 
 

無線 LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax  

連続通信時間／連続

待受時間 
約 9時間／約 1,000時間  

その他 

・SSID ステルス機能設定が可能であること 

・WPA3又は WPA2による暗号化通信が可能であるこ

と 

・MAC アドレスフィルタリング機能を有しているこ

と 

・通信履歴の削除を行えること 

 

 

⑥ 端末を置く机 

区分 要件 備考 

数量 4 台  

形状 折りたたみ式 スチールパイプ 
へこみ、傷、ゆがみ、汚れ

等のない状態のもの 

寸法 W1800×D600×H700 ㎜ 程度  

 

⑦ 市民及び業務従事者が座る椅子 

区分 要件 備考 

数量 6 脚  

形状 折りたたみ式 パイプ椅子 
さび、ゆがみ、破れ等のな

い状態のもの 

寸法 W450×D450×H750㎜ 程度  
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⑧ 延長コード 

区分 要件 備考 

数量 2 個  

形状 (定格)2P×(個数)4 125V 5A 

寸法 20m 程度  

 

⑨ パーティション 

区分 要件 備考 

数量 5 台  

形状 キャスター付折りたたみパーティション 3 連幅 
ゆがみ、破れ等のない状態

のもの 

寸法 W1870×D400×H1800mm 程度  

参考仕様：日本住器工業 OTP-180(3)アイボリー 

 

⑩ 卓上パーティション 

区分 要件 備考 

数量 2 台  

形状 組み立て自立式、窓口あり 
自立時にぐらつきのないこ

と 

寸法 
W600×H600mm（本体） 程度 

W350×H150mm（窓口） 程度 
アクリル（透明） 

 

⑪ 市民の手指消毒用消毒液 

区分 要件 備考 

数量 2 個 
濃度 70%以上 95%以下のエ

タノール 

 


