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「2019年度札幌市子ども・子育て支援事務センター運営事業に関する 

包括的業務」企画提案に係る質問及び回答 
番号 質問 回答 

1 

事務センタ－として準備する環境について、弊

社が手配する委託要員の必要人員のみのスペ－ス

以外に、貴市からの正職員、臨時職員の作業スペ

－スの手配は必要か？  

また、通常の事務機器に加えて、ＰＣおよびプ

リンターは必要人員分、調達が必要か？ 

当市職員の作業スペースは不要です。ＰＣやプリン

ターについては、「企画提案仕様書（別紙）」を参考に

して、受託者の作業チーム編成等に応じた調達をお願

いします。 

2 
対応項目に臨職対応可能とは、本来、正職員対

応という認識で良いか？ 

 お見込みの通りです。なお、今後、当市のシステム

操作等を伴う業務委託が可能となった場合は委託範

囲に含むことも見込まれます。 

3 

事務センタ－設置の電話業務と設備について、   

業務一覧より以下の業務が、電話による連絡、問

い合わせ等が発生すると想定して良いか？ ま

た、繁忙時期を考慮すると最低電話回線数は何本

必要か？ 

(1) 無償化に伴う支給認定／期限到来者確認（発

信） 

(2) 償還払い／問い合わせ対応 （受信） 

(3) 償還払い／補助・給付申請受付／不足書類の

催促 （発信） 

(4) 一次審査／内容不備の連絡・確認（発信） 

(5) 償還払い／振込ミス（申請者への確認）（発

信） 

(6) 償還払い／振込金額に関する問い合わせ（受

信） 

 電話対応については、「（6）償還払い／振込金額に

関する問い合わせ（受信）」以外に関しては、対象世

帯への連絡及び問い合わせ対応もお願いします。な

お、電話回線数については、「企画提案仕様書（別紙）」

を参考にして、受託者の作業チーム編成等に応じた調

達をお願いします。 

4 

電話対応の多国語言語の必要性について、市在

住の外国人世帯も対象となるか、その場合、何か

国語の対応が必要か？ 

 対象世帯には外国人世帯も想定されます。これを踏

まえた複数の言語での対応をお願いします。 

5 

想定経費内訳書の価格について、評価点の配点

はありますか？経費に対する評価方法をご教示い

ただけますと幸いです。 

 価格に関する配点はありません。 

6 

事務センタ－（作業場所）の確保・維持に係わ

る諸費用について、契約終了時・解約に伴う諸費

用も今回の業務費用に盛り込む認識で良いか？ 

 お見込みの通りです。 

7 

以下の発送業務に関しては、郵送の認識で宜し

いですか？ 

(1) 免除対象者一覧表発送 

(2) 支払い決定（却下）通知書発送 

郵送の場合、郵便料金は貴市負担の認識で宜し

いですか？ 

封筒は貴市が用意する認識で宜しいですか？ 

 発送手段については、郵送に限ってはいません。発

送料金及び封筒については受託者の負担となります。 

8 
想定経費内訳書（企画提案書最終ぺ－ジ）の様

式の指定（経費内訳項目等も含む）はありますか？ 
 様式は指定しておりません。 

9 
・企画提案仕様書(別表)に記載されている業務に

ついて、表中にある業務について色分けがされて

 「対応」欄に「委託」と記載したオレンジ色の業務

を委託対象としています。なお、今後、当市のシステ
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いますが、今回の業務についてはオレンジ色の行

(対応列：委託)となっている業務のみを対象とし

ていますでしょうか。または、表中にある全ての

業務を対象としていますでしょうか。 

・弊社が受託する業務は、別紙の表の対応の列の

委託と記載された箇所でよろしいでしょうか？そ

れとも臨職対応可能や正職員対応と記載された箇

所も弊社の受託範囲でしょうか？ご教示お願いい

たします。 

ム操作等を伴う業務委託が可能となった場合は委託

範囲に含むことも見込まれます。 

10 

システム使用不可の期限到来者リスト、一覧表

の受け渡しはデータでのお渡しでしょうか、出力

後の紙でお渡しいただくのでしょうか。 

 受け渡し方法について、当市が指定することは現時

点では想定していません。確実かつ効率的な受け渡し

方法の企画提案をお願いします。 

11 

決定通知書の印刷は、システム使用不可となっ

ておりますが、決定通知書の用紙を受け取り印字

するということになりますでしょうか。 

 決定通知書の印刷方法や事前の対象者に関する情

報等の受け渡し方法についても、当市が指定すること

は現時点では想定していません。確実かつ効率的な受

け渡し及び印刷方法の企画提案をお願いします。 

12 
上記 10,11 の出力用紙は単票でしょうか、連続

用紙でしょうか。 

 出力用紙についても、当市が指定することは現時点

では想定していません。確実かつ効率的な出力用紙の

形式の企画提案をお願いします。 

13 

・パンチ入力は、所定フォーマットとありますが、

口座登録は所定のフォーマットがあるのでしょう

か。 

・データ入力、口座登録について入力フォーム等

はどのような想定をされていますでしょうか。 

 所定フォーマットを作成する予定です。 

14 

・パンチ入力後のデータ、口座登録後のデータの

納品ＤＶＤ等になりますでしょうか。また、ファ

イル形式のご指定はありますでしょうか。 

・受託業務において貴市のシステムは使用しない

ようにお見受けしますが、データ出力や入力、口

座登録等の業務がございます。架電対象リストや

出力のデータはどのように授受される想定でしょ

うか。 

 データ納品及びファイルに関する形式については、

当市の現行子ども・子育て支援システムに関する保守

業務等を受託している事業者が定め、当市が指定する

ことを想定しています。 

15 
パンチ入力に関して、国内の札幌市外の社内拠

点での入力を併用することは可能でしょうか。 

 パンチ入力について、国内の札幌市外の社内拠点で

の入力という方法が、確実かつ効率的だということで

あれば、不可能とすることは想定していません。 

16 
問合せ対応に関して、国内の札幌市外の社内拠

点での対応を併用することは可能でしょか。 

問合せ対応について、国内の札幌市外の社内拠点で

の対応という方法が、確実かつ効率的だということで

あれば、不可能とすることは想定していません 

17 

・履行場所について、札幌市内に確保のみ記載が

あるが、規模・セキュリティー設備に規定はある

か。 

・履行場所について、セキュリティー面の指定条

件はございますでしょうか。 

履行場所について、規模及びセキュリティー設備に

関する規定はありません。なお、規模については、「企

画提案仕様書（別紙）」を参考、かつ中期的な事業の

拡張性を踏まえ、受託者の作業チーム編成等に応じた

物件の調達をお願いします。セキュリティー設備につ

いては、例えば、セキュリティカードによる入退室と

することにより関係者以外の出入りを制限するなど

といった設備を想定していますが、具体的な手法・手

段については、安全性及び効率性を考慮した企画提案

をお願いします。 
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18 

業務範囲について、「幼児教育無償化に伴う新た

な業務(2019年)」を確認したが、新たな業務の為、 

処理件数・処理時間の想定が大きく乖離した場合

は、業務量や費用に関する相談は可能か。 

ご相談に応じます。 

19 

・入・出力業務において、システム使用が×とな

っているがデータの納品や受領はどういう方法と

なるか 

・「企画提案仕様書（別紙）」の支払い決定（却下）

通知出力の詳細に「支払い却下（決定）通知書を

印刷」とありますが、システム仕様が不可の中で

どのような方法での出力を想定されていらっしゃ

いますでしょうか。 

入出力業務のシステム使用について、現行の「札幌

市子ども・子育て支援システム」の操作等に関して受

託者は不可となっていることから「システム使用×」

と表記していますが、受託者が調達したシステム等の

使用を制限するものではありません。 

20 
市民からの問合せ対応として対面窓口を設ける

必要はあるか。 

市民からの対面での問合せ窓口を設けることは現

時点では想定していません。 

21 

・備品等で、PC において、業務上で必要な特別な

アプリや仕様があれば教えていただけますでしょ

うか。 

・必要とされる PCスペック(OS等)やソフトはある

か。 

・備品等で、椅子や文房具などの一般的な設備品

や事務用品、衛生管理上で必要な物品で、業務上

で必要となる特別な備品があれば教えてください 

ＰＣについては、2020 年度以降は、現行の「札幌

市子ども・子育て支援システム」の操作等の外部委託

を想定しているため、以下のクライアント要件が必要

とされます。なお、ＰＣ以外の備品で特別なものは想

定しておりません。 

＜クライアント要件＞ 

・メモリ：4ＧＢ 以上推奨 

・ＨＤＤ：空き容量が 50GB 以上推奨 

・ＯＳ：Windows 10 Pro（Semi-Annual Channel） 

Version 1703 ～ 1809 (32bit,64bit) 

・ブラウザ：Internet Explorer11 

・その他：Adobe FlashPlayer、Adobe Reader 

・上記以外に、一般的な OA ソフト（office）は、必

要かと考えます。 

22 
ネットワーク回線の指定、セキュリティー環境

に指定はあるか。 

ネットワーク回線及びセキュリティー環境の指定

については、受託者や事務センターの物件が決まって

から、受託者と協議することを想定しています。 

23 

電話回線について、市民へ問合せ窓口として開

示する必要がある場合、回線種類（IP 不可等）や

回線数・フリーダイヤル設置等の指定はあるか 

電話回線について、種類やフリーダイヤル設置を指

定することは想定していません。回線数については、

「企画提案仕様書（別紙）」を参考にして、受託者の

作業チーム編成等に応じた調達をお願いします。 

24 

業務全体を統括し札幌市と連絡・調整等を行う

者を 1 名配置することとありますが、業務履行場

所常駐で業務管理をする者と別に定めてもよろし

いでしょうか。 

統括者の配置について、適切な業務管理が可能であ

れば常駐しなくても構いません。 

25 

幼児教育無償化に伴う新たな業務（2019 年）と

ありますが、従来行っていた業務は別紙には記載

されていますか？ 従来行っていた業務が別にあ

り、委託業務の範囲に含まれるものがございまし

たらご教示お願いいたします。 

既存業務について、2019 年度は委託対象とはして

おりません。なお、2020 年度以降は既存業務の一部

の外部委託も想定しているところです。 

26 

3 償還払いの振込ミス対応で、「振り込みできな

かった場合、申請者に正しい口座確認・修正、リ

スト化」とありますが、郵便物を作成して郵送で

確認でしょうか？それとも電話での口頭確認にな

償還払いの振込ミス対応について、郵送等の文書又

は電話での対応を想定しています。 
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りますか？ご教示お願いいたします。 

27 

表の一番下の計の欄について、実際に計算した

ところ、表の値と 0.1～1のズレが生じました。ど

のような方法で計を算出されていらっしゃいます

か？例えば処理件数の計について、表には 993,420

と記載されていますが、実際に計算すると 993,421

となります。ご教示お願いいたします。 

正しくは「993,421」となります。齟齬の要因とし

ては、エクセルデータの計算式の入れ方等と思われま

す。大変失礼しました。 

28 

期限が到来する申請者への電話連絡とあります

が、処理件数が毎月 250 件を想定されています。

期限が到来する申請者は毎月概ね平均的に発生す

るということでしょうか。それとも発生はバラつ

きがあるが、処理件数が平均的にお示しの件数で

あるということでしょうか。 

期限到来者確認の件数について、発生は一定のバラ

つくことを想定しているため、平均件数を記載したと

ころです。 

29 

本件業務範囲において、これまで派遣対応をさ

れたことはございますでしょうか。もしあれば、

派遣業者名をご教示いただけますと幸いです。 

派遣対応はありません。 

30 
業務の遂行の中に記載がある成果物とは、具体

的に何を指しておりますでしょうか？ 

成果物について、例えば、「償還払い」業務の場合、

添付書類や必要事項が整備された「申請書類一式」と

いった委託業務の作業が一旦完成されたものや状態

を想定していますが、詳細については受託者と協議し

て決める予定です。 

31 

「業務の拡張性」という項目がありますが、具

体的にどのような内容を指すものになりますでし

ょうか。 

「事業の拡張性」については、「企画提案様式５号」

にも記載しているとおり、「委託業務の範囲拡大や内

容変更した場合の対応」に関する企画提案を指してい

ます。 

32 

履行時間-(2)で「繁忙期等」の記載があります

が、繁忙期はいつごろの時期・期間が想定されま

すか。 

繁忙期について、今年度であれば、償還払いの申請

受理開始月となる 11月を想定しています。 

33 

・業務費用について、お支払い方法はどのように

なりますでしょうか。 

・「企画提案仕様書」の１Pの「７ 業務費用」にお

いて、消費税法等の改正により変動した場合は、

変動後の税率の適用日以降における消費税額及び

地方消費税額は、変動後の税率により計算した額

として、改定契約にて対応とありますが、限度額

135,676 千円（税込み）の限度額も変更になりま

すでしょうか？ 

・業務費用の支払い方法について、現時点では、毎月

払いを想定しているところですが、回数等の詳細に関

しては受託者と協議して決める予定です。 

・業務費用の限度額については、消費税法等の改正後

においても変更にはなりません。なお、改訂契約の必

要性については、受託者との契約時の協議において、

８・９月の業務費用は改訂前の税率を、10 月以降は

改定後の税率を反映した契約及び支払いが可能とな

った場合は不要とすることを想定しています。 

34 

業務上のその他の留意事項-(2)について、引継

ぎ作業は引継書授受のみを想定されていますでし

ょうか。引継書を使用しての面着でのレクチャー

などは発生するでしょうか。 

引継ぎ方法については、市民サービスの質の担保を

踏まえ、より確実な方法にて企画提案をお願いしま

す。 

35 
「企画提案仕様書」13.その他-(1)について、参

加者とは具体的に誰を指していますでしょうか。 

「参加者」については、こちらの記載誤りとなりま

す。「企画提案仕様書」13.(1)については、削除とい

う取り扱いと致します。 

36 

「企画提案仕様書」13.その他-(2)について、処

理時間や成果実績集計など、弊社で作成した労務

管理や業務管理上に係わる実績データのセンター

外への持ち出しは可能でしょうか。 

「企画提案仕様書」13.(2)については、「本業務に

より得られたデータ及び成果品は、札幌市に帰属する

ものとし、札幌市の許可なく他に使用あるいは公表し

てはならない。」としていることから、事務センター
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外へ持ち出す場合は、事前に許可を得るようにしてい

ただくことを想定しています。 

37 

「企画提案仕様書（別紙）」に記載の必要人工は

稼働率を考慮した人工でしょうか。もしくは、単

純に作業時間の積み上げによる算出でしょうか。 

「企画提案仕様書（別紙）」の必要人工については、

単純に作業時間の積み上げによる算出をしています。 

38 

「企画提案仕様書（別紙）」の期限到来者確認の

詳細に「4.5%*2 求職想定」とありますが、この意

味と算出根拠を教えてだけますでしょうか。 

「企画提案仕様書（別紙）」の「4.5%*2求職想定」

については、内部で対象者を推計する際のメモ書きが

残ったことが推察されます。「4.5%*2求職想定」につ

いては、削除という取り扱いと致します。 

39 

・「企画提案仕様書（別紙）」の期限到来者確認の

電話連絡について、架電する曜日など変えて複数

回掛けても 連絡が取れないケースもあると思い

ますが、一定の応対率確保を前提に、あらかじめ

一申請者当たりの架電回数上限を決めておくなど

の運用のご相談は可能でしょうか。電話以外での

コンタクト（郵送など）などを想定されているよ

うであれば、あわせてご教示ください。 

・ 

「企画提案仕様書（別紙）」の期限到来者確認の電

話連絡に関する運用については、ご相談に応じます。

電話以外でのコンタクト方法も想定しているところ

です。詳細については、受託者が決まってから協議す

ることを想定しています。 

40 

・「企画提案仕様書（別紙）」の問合せ対応につい

て、電話応対後に問合せ履歴を残すなどの後処理

業務は想定されていますでしょうか。想定されて

いらっしゃる場合、後処理時間は精査後処理時

間：3分に含まれる想定でしょうか。 

・「精査後処理時間：3 分」とありますが、弊社の

業務経験から推測すると、電話応対時間としては

少し短いように感じています。対応する問合せ内

容などに制限（決まった項目・内容のみの対応な

ど）はございますでしょうか。また、具体的な問

合せ内容も合わせてご教示いただければ幸いで

す。 

・問合せ対応の詳細で「申請受付数×0.05」とあ

りますが、少し少ないようにも感じています。問

い合わせ件数が申請受付数の 5%となるエビデンス

のようなものはございますでしょうか。人工を算

出するに当たりご教示いただければ幸いです。 

「企画提案仕様書（別紙）」の問合せ対応について、

履歴や処理時間、対応時間、内容、問合せ件数等に関

して、当市が指定することは想定していません。企画

提案参加者の業務実績やノウハウ等を踏まえ、確実か

つ効率的な企画提案をお願いします。また、問合せ対

応内容等については、受託者が決まってから協議する

ことを想定しています。 

41 

「企画提案仕様書（別紙）」の補助・給付申請受

付の詳細にある「不足書類の催促」について、基

本的な対応方法は電話連絡でよろしいでしょう

か。電話連絡以外の方法（郵送など）を想定され

ていらっしゃるようであれば、あわせてご教示く

ださい。 

「企画提案仕様書（別紙）」の「不足書類の催促」

について、原則、電話や郵送を想定しています。なお、

詳細については、受託者が決まってから協議すること

を想定しています。 

42 

「企画提案仕様書（別紙）：の補助・給付申請受

付の処理件数について、申込件数：22,857 件を最

大処理件数にされていると思いますが、不備返戻

件数を加えるともう少し増えると思われます。想

定されていらっしゃる不備率、および不備解消率

（100%解消させるのか）をご教示ください。 

「企画提案仕様書（別紙）」の補助・給付申請の不

備返戻に関する不備率について、当市が指定すること

は想定していません。企画提案参加者の業務実績やノ

ウハウ等を踏まえ、確実かつ効率的な企画提案をお願

いします。また、不備解消率等については、受託者が

決まってから協議することを想定しています。 

43 「企画提案仕様書（別紙）」の一次審査の詳細に 「企画提案仕様書（別紙）」の補助・給付申請の対
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記載がある「施設の確認」について、対象施設名

のリストは、都度最新のものをご提供いただける

という理解でよろしいでしょうか 

象施設リストについて、可能な限り最新のものを低給

する想定です。なお、頻度等については、受託者が決

まってから協議することを想定しています。 

44 

「企画提案仕様書（別紙）」の口座登録について、

申請された口座情報の不備確認の作業は発生しま

すでしょうか。人工算出のため、ご教示をいただ

ければ幸いです。 

「企画提案仕様書（別紙）」の口座登録申請の不備

確認について、原則、記入漏れや記載誤りといった最

低限の確認作業は想定しています。 

45 
本年度以降の契約はどのような形式となります

か？再度プロポーザル形式でしょうか。 

2020 年度以降の契約形式については未定です。な

お、公募方法については、再度、プロポーザルを想定

しているところです。 

46 

無償化に伴う支給認定（期限到来者確認）につ

いて、期限が到来する申請者の情報はどのように

提供されまでしょうか。 

例）照会システムが提供され対象者を抽出して連

絡する対象者情報が別途、リスト又はデータで提

供される。 

期限到来者の情報については、当市が抽出し、事務

センターへデータ等にて渡すことを想定していると

ころです。なお、詳細については、受託者が決まって

から協議することを想定しています。 

47 

無償化に伴う支給認定（期限到来者確認）につ

いて、確認手段は電話連絡のみを想定しています

が、メールなど他の方法はＮＧでしょうか。 

期限到来者の確認方法について、当市が指定及び制

限することは想定していません。確認・連絡方法につ

いて、確実かつ効果的な企画提案をお願いします。 

48 

・無償化に伴う支給認定（期限到来者確認）につ

いて、幼稚園児など満年齢で到来する方への通知

は不要で良いのでしょうか。また、一般の無償化

対象者への案内業務も対象外の認識で良いでしょ

うか。 

・「期限到来者」というのは、期限が到来すること

によって請求金額等が変わる方が対象なのでしょ

うか。認可保育所等の利用には、「支給認定証」の

交付を受けているかと思いますが、認定の期限が

切れるということと同義でしょうか。 

・期限到来者確認の対象者について、既に保育の必要

性の認定を受けられた児童の保護者となるため、要件

確認の必要がある場合は、入所している施設の類型に

関わらず確認が必要です。なお、幼稚園在園児のうち

２歳児が満３歳となることに伴う無償化対象となる

旨の通知は必要です。 

・期限到来者について、例えば求職要件（期限３か月）

等といった保育の必要性の認定要件の期限が到来す

る方を指し、認定を更新する要件が確認できなかった

場合は、認定期限切れ、すなわち無償化の対象外とな

ります。 

49 

給食費判定（免除対象者一覧表出力）について、  

対象者一覧の印字内容はどのような項目になりま

すでしょうか。(氏名以外に機微な情報の表示は想

定しているか・配達記録などの必要か等を確認し

たいための質問になります。) 

給食費判定の減免対象者一覧について、印字内容に

関しては、児童や保護者の氏名、生年月日等といった

最低限の情報を想定しています。なお、詳細について

は、システム改修等の受託者と協議中です。配達記録

に関しては不要と想定しています。 

50 

給食費判定（免除対象者一覧表出力）について、  

免除対象者の情報はどのように提供されますでし

ょうか。 

給食費判定の減免対象者情報については、データで

の提供を想定しています。詳細については、受託者が

決まってから協議することを想定しています。 

51 

給食費判定（免除対象者一覧表出力）について、  

施設への発送は、郵便以外の方法はＮＧでしょう

か。例）セキュリティを考慮したメール配信等 

給食費判定の減免対象者一覧について、当市が指定

及び制限することは想定していません。確認・連絡方

法について、確実かつ効果的な企画提案をお願いしま

す。 

52 

償還払い（パンチ入力）について、データでの

提供でしょうか。また、どのような項目を入力す

るのでしょうか。 

償還払いのパンチ入力情報については、データでの

提供を想定しています。項目については、現在、シス

テム改修等の受託者と協議中です。 

53 

償還払い（支払い決定通知書）の通知書印刷対

象者の情報は、どのように提供されますでしょう

か。また、想定されている通知書の内容があれば

償還払い（支払い決定通知書）の通知書印刷対象者

の情報については、データでの提供を想定していま

す。通知書の内容については、国の情報を収集しなが
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ご教示いただけますでしょうか。 ら検討中です。 

54 
口座登録について、原票よりパンチ入力し、デ

ータで提供する認識ですが相違ありませんか？ 
お見込みの通りです。 

55 

給付申請の単位(期間)は、「毎月」「数か月まと

めて」「一年分全部まとめて」のどれとなりますで

しょうか。また、申請期間の受付は期限切れなど

はありますでしょうか。 

  (例えば、「毎月」申請なら半年前までのは

有効など)  

給付申請及び償還払いの期間については、毎月を想

定しています。給付申請の期限については、国から２

年と示されているところです。 

56 

企画提案書枚数について、「Ａ４版、１５ページ

以内」との記載ですが、最終頁に添付する経費内

訳書は、１５ページに含まれない認識で間違いな

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

57 

電話対応について、問合せ回答の項番３と項番

９で矛盾があると思います。項番９の回答を正と

した場合、償還払い振込ミスによる問合せ対応、

申請者への確認については委託業務の範囲外では

ないでしょうか。 

ご指摘ありがとうございます。番号３について、一

部修正（下線部分追加）しました。 

58 

国（内閣府・文部科学省・厚生労働省等）から

の制度設計に関する情報により仕様書の変更可能

性はありますでしょうか（運用までの過程におい

て）。 

仕様書について、現時点では大きな変更はありませ

ん。なお、受託者決定後に詳細に関する制度設計等に

変更があった場合は、適時、対応をお願いすることを

想定しています。 

59 

給食費の引き落としが必要となる世帯というの

は、札幌市が保育料を徴収している世帯の口座情

報でしょうか。 

給食費の引き落し世帯について、公立保育所に入所

している世帯のうち、無償化開始後、給食費の引き落

しを希望する世帯を想定しています。 

60 

毎月、幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）等

の預かり保育を利用している方は、「補助・給付申

請受付」をすると思いますが、申請するにあたり、

毎月申請書を利用者が記載するのでしょうか。ま

た、申請書は貴市が用意するのでしょうか。 

幼稚園等における預かり保育の「補助・給付申請受

付」について、申請書の記載に関しては毎月利用者（保

護者）が記載し、利用施設経由で事務センターへの提

出を想定しています。また、申請書様式に関しては、

今年度は当市が用意することを想定しています。 

○番号１から９の質問及び回答に関しては、令和元年５月 29日付にて公表済みです。 

○番号 10から 16の質問及び回答に関しては、令和元年５月 30日付にて公表済みです。 

※令和元年５月 30日以降に受け付けた質問のうち、番号１から16と同様な主旨の質問については、下線を引いた上で番号

１から 16の質問欄へ追記しています。 
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