
　平成28年度普通会計における人件費の
決算額は32億7,451万4千円で、歳出決
算額204億9,996万1千円の約16％です。
なお、この人件費は市長、副市長および
市議会議員などの特別職に支給される給
料、報酬、手当などを含んでいます。

平
成
28
年
度

人
事
行
政
の

運
営
等
の
状
況

　

市
の
人
事
行
政
運
営
等
に
つ
い
て
市
民
の
み
な
さ
ん

に
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、「
岡
谷
市
人
事
行
政
の

運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、

職
員
の
任
用
、
給
与
、
服
務
な
ど
に
つ
い
て
、
平
成
28

年
度
の
概
要
を
公
表
し
ま
す
。（
給
与
な
ど
に
つ
い
て
は
、

平
成
29
年
４
月
１
日
の
状
況
も
併
せ
て
公
表
し
ま
す
。）

  1. 任免および職員数に関する状況 

  3. 給与の状況 
  2. 人事評価の状況

（１）採用の状況（H28.4.1 ～ H29.3.31） 

（１）一般行政職の級別職員数の状況《行政職給料表》（医療職を除く）

（２）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況

（４）職員の初任給の状況（H28.4.1現在）

（６）一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（７）職員手当の状況
期末・勤勉手当（平成28年度支給割合） 

退職手当

特殊勤務手当
（平成28年度普通会計）

時間外勤務手当（平成28年度普通会計）

（５）職員給与費の状況（一般会計予算）

（３）特別職の報酬等の状況

（3）職員数の状況（各年度4月1日現在） 

（２）退職の状況（H28.4.1 ～ H29.3.31）

職種 事務職等 保健師等 保育士 栄養士 医療職 技能労務職 合計
男性 7 10 17
女性 4 3 3 37 47
計 11 3 3 0 47 0 64

区分 事務職等 保健師等 保育士 栄養士 医療職 技能労務職 合計
平成29年度 329 26 85 19 386 19 864
平成28年度 327 25 88 19 374 20 853
差引 2 1 △3 0 12 △1 11

職種 事務職等 保健師等 保育士 栄養士 医療職 技能労務職 合計
男性 7 10 1 18
女性 5 30 35
計 7 0 5 0 40 1 53

(単位:人)

(単位:人)

(単位:人)

区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 合計

標準的な職務内容
事務員・主事
技術員・技師

主任 主査 主幹
統括主幹
主幹

課長 課長 部長

H29.4.1
現在

職員数 60人 59人 194人 59人 45人 25人 6人 11人 459人
構成比 13.1％ 12.8％ 42.3％ 12.8％ 9.8％ 5.5％ 1.3％ 2.4％ 100.0％

H28.4.1
現在

職員数 61人 61人 190人 55人 49人 27人 6人 10人 459人
構成比 13.3％ 13.3％ 41.4％ 12.0％ 10.6％ 5.9％ 1.3％ 2.2％ 100.0％

区　分
一般行政職 技能・労務職

平均給料 平均給与 平均年齢 平均給料 平均給与 平均年齢
H29.4.1現在 318,115円 358,587円 42歳1月 282,667円 312,344円 57歳2月
H28.4.1現在 317,145円 361,551円 41歳7月 310,283円 352,061円 56歳2月

区　分 月　額 期末手当

   
市　長 814,500円

（平成28年度支給割合）
6月期　1.50月分 
12月期　1.75月分
計　　3.25月分

副市長 684,480円
教育長 621,770円

報
酬

議　長 465,000円
副議長 396,000円
議　員 353,000円

（注1） 給料月額は、岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例の一部
　　　を改正する条例による減額後の額です。

（注） 職員手当には児童手当および退職手当を含みません。

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。

(

注
１)

給
料

区　分 初任給
大学卒 178,200円
高校卒 146,100円

区 分
職員数
（A）

給与費 1人当たり給与
費年額（B/A）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

29年度 410人 1,510,026千円 221,654千円 585,641千円 2,307,321千円 5,628千円
28年度 413人 1,515,608千円 221,903千円 576,520千円 2,314,031千円 5,603千円

区　　分
経験年数7年以上
～ 10年未満

経験年数10年以上
～ 15年未満

経験年数15年以上
～ 20年未満

H29.4.1
現在

大学卒 235,700円 279,100円 311,200円
高校卒 192,100円 228,900円 267,400円

H28.4.1
現在

大学卒 235,300円 274,700円 314,000円
高校卒 188,400円 239,300円 272,300円

期　別 期　末 勤　勉
6月期 1.225月分 0.800月分
12月期 1.375月分 0.900月分
計 2.600月分 1.700月分
職務の等級による加算措置    有

支給総額 84,205千円
職員1人当たり支給月額 17,412円

H29.4.1
現在

（支給率） 自己都合 早期・定年
最高限度額 49.590月分 49.590月分
勤続25年 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 41.325月分 49.590月分
その他の
加算措置

・調整額加算措置（調整月額×60月分）
・定年前早期退職の特例措置（2%～45%）

特別昇給 無

H28.4.1
現在

（支給率） 自己都合 早期・定年
最高限度額 49.590月分 49.590月分
勤続25年 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 41.325月分 49.590月分
その他の
加算措置

・調整額加算措置（調整月額×60月分）
・定年前早期退職の特例措置（2%～45%）

特別昇給 無

区　分 全職種
職員1人当たり
支給月額

168円

代表的な
手当の名称

感染症防疫
動物死骸処理
変死体処理
滞納整理事務
保健福祉訪問 問合せ●総務課（内線1554）

評定の回数 評定基準日 被評定者数
年１回 10月1日 417人
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　ラスパイレス指数とは、国家公務員と地方公務員の給料水準を、
国家公務員の職員構成を基準として、学歴別、経験年数別に平均
給料月額を比較し、国家公務員の給料を100とした場合の地方公
務員の給料水準を指数で示したも
のです。

  4. 勤務時間その他の勤務条件の状況   6. 分限および懲戒処分の状況 

  9. 研修の状況 

  5. 休業に関する状況 

  8. 退職管理の状況 

  7. 服務の状況

  11. 公平委員会の報告事項 

  10. 福祉および利益の保護の状況 

（１）勤務時間、休憩時間の状況（標準的なもの）

（１）福利厚生制度の状況（主に一般事務職）

（2）公務災害補償制度の状況

（3）利益の保護の状況

（２）年次休暇の取得状況

（8）ラスパイレス指数の状況その他の手当
区　分 内　　容 国の制度との異同
扶養手当 扶養親族のある職員に支給されます。 同じ

住居手当
借家または借間に居住し、一定額を超える
家賃を支払っている職員に支給されます。

同じ

通勤手当
通勤のために交通機関または交通用具等
で通勤する職員に支給されます。

同じ

始業時刻 終業時刻 休憩時間 閉庁日

午前
8時30分

午後
5時15分

正午～
午後1時

土曜日および日曜日
祝日法に規定する休日
12月29日～翌年1月3日まで

概　要 平均取得日数 備　考
1年につき20日付与
※翌年に繰越可能
（最大20日）

6.1日
期間：Ｈ28.1.1 ～Ｈ28.12.31
年間を通して在職した正規
職員の平均です。

分限処分
職員の身分保障を前提としつつ、職責を果たすこ
とが期待できない時に、職員の意に反する不利益
な取扱いをすることをいいます。公務の能率の維
持と適正な行政運営の確保を目的としています。

人数 内　訳

8人
免職0人 降任0人
降給0人 休職8人

懲戒処分
公務員が一定の義務違反を行った場合に任命
権者がその職員の責任を問うための制裁です。
組織の規律と秩序の維持を目的としています。

人数 内　訳

0人
免職0人 停職0人
減給0人 戒告0人

区　分 研修内容 受講者数
1 自主研修 公募実務研修等 21人 
2 職場研修 OJT実践研修等 全職員参加
3 一般研修 新規採用職員対象研修等 483人
4 派遣研修 県への派遣研修等 70人 
5 特別研修 接遇研修等 835人

概　要 性別・人数
育児休業取得職員数（医療職を除く） 男 0人　　女 35人

概　要 区　分 人　数
退職者の再就職状況
（課長級以上）

営利企業 0人
営利企業以外の法人等 5人

区　分 内　　　　容
市町村職員
共済組合事務

・保険加入、脱退手続き等
・ドック助成（人間ドック321人、脳ドック10人）

職員安全衛生事業
・定期健康診断　受診実人員 395人
・ストレスチェック　受診実人員 885人
・メンタルヘルス対応　相談事業等の実施

職員互助会補助事業・職員福利厚生事業補助金　2,921,000円

加入団体 災害件数 内　容
地方公務員災害補償基金長野県支部 1件 関節部切創

不利益処分に関する不服申立てに係る書類の交付件数 0件

区　分 人数 内　容
職務に専念する義務の免除 48人 市関係団体の事務従事および兼職等
営利企業等の従事制限の許可 13人 民生児童委員への従事等

「第6次岡谷市定員適正化計画」

平成29年度 定員管理の状況
計画期間…平成２8年度～30年度までの3年間
基本的な考え方
ア  一般会計等（一般会計、特別会計）の職員数
　 ●平成２8年度～30年度までの3年間に２6人を削減

イ  公営企業会計（病院事業・水道事業・下水道事業）の職員数
　 ●効率的な経営を行うために業務の見直しを行い、経営上必
　　　要な職員数を確保

適正化の手法
●業務分担および事務事業の見直しなどに伴う職員配置
●組織・機構の見直し
●公共施設等総合管理計画の推進に伴う職員配置

進捗状況
　平成２9年度は、一般会計等職員数について２人を削減しまし
た。今後も適正な職員配置を推進し、効率的な業務執行に努め
ていきます。

勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する不服申立て
はともにありませんでした。

問合せ●企画課（内線1527）

部 門 28年度 29年度 対前年 主な増減理由
一般会計
特別会計 415 413 △2〈一般会計、特別会計〉事務事業の見直し、派遣見直し、

冬季国体推進室の廃止
〈公営企業会計〉
病院事業および水道事業における
事務事業の見直し

公営企業
会計 450 446 △4

合 計 865 859 △6

部 門 区 分 27年度 28年度 29年度 30年度 合 計
一般会計
等

計 画 △12 △5 △9 △26
職員数 427 415 410 401

年　度 ラスパイレス指数
平成28年度 98.4
平成27年度 98.2

（職員数は、各年度4月1日現在の定数）

（職員数は、各年度4月1日現在の定数）
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●入園説明会
①市内公立保育園
期日…１０月5日（木）
②聖ヨゼフ保育園岡谷
期日…１０月11日（水）
③ひまわり保育園
期日…１０月6日（金）
④信学会東堀保育園（仮称）【H30.4.1～民営化】
期日…１０月12日（木）
場所…市立東堀保育園
⑤きらり岡谷市民病院園
日時…随時（園にご連絡ください）

時間… ①～④は午後７時～（約１時間）
※第１希望の保育園、または都合に合わせ
ていずれかの保育園へご出席ください。

※当日出席できない場合は、１０月6日（金）
から20日（金）の間に、子ども課窓口へ
お越しください。資料をお渡しします。

●入園申込み
期日…１0月26日（木） 
時間…午後２時３０分～５時15分
※第１希望の保育園で受付。入園希望
児童を連れて来園してください。

※申込日に来園できない場合は、各保育
園または子ども課までご相談ください。

※希望者が保育園の定員を超える場合
は、第２希望以降の保育園へ変更を
お願いする場合もあります。

平成30年度 保育園入園説明会・入園申し込みのご案内
来年度、保育園に入園を希望する乳幼児の保護者のみなさん、入園説明会を開催します

問合せ●子ども課（内線１２６1）

保育園名 所在地 電話番号 ３歳未満児
保育

開園時間
（月曜日～土曜日）

小口保育園 銀座1 22-2489 ６か月から

平日
午前7時30分～午後7時30分

土曜日
午前7時30分～午後6時30分

今井保育園 長地6189 22-2935 １歳から
あやめ保育園 湖畔1 22-2680 ６か月から
川岸保育園 川岸中2 22-3829 １歳から
夏明保育園 川岸西1 22-3861 なし
成田保育園 成田町2 22-2464 ６か月から
みなと保育園 湊3 22-3566 ６か月から
長地保育園 長地鎮1 27-4194 ６か月から
若草保育園 加茂町3 22-4038 なし
西堀保育園 堀ノ内1 22-7670 １歳から
神明保育園 神明町4 22-4555 １歳から
横川保育園 長地出早3 28-1180 １歳から
つるみね保育園 川岸上3 22-2911 なし
私立聖ヨゼフ保育園岡谷 山下町1 24-1477 産休明けから 午前7時30分～午後7時30分
私立ひまわり保育園 長地権現町2 27-2816 産休明けから 午前7時～午後7時30分
信学会東堀保育園
（30年度から民営化により移管）

現在建設中 27-9366
（市立東堀保育園） ６か月から 午前7時30分～午後7時30分

きらり岡谷市民病院園 岡谷市民病院内 23-6656 ６か月から（未満児のみ） 午前7時30分～午後7時30分

シルバー人材センターからのおしらせ  

臨時・短期・軽易な仕事はお任せください
シルバー人材センターは公益的団体。
安心して仕事を発注できます。

【 あなたもシルバーの仲間に！ 】
60歳以上の健康なみなさん、今までの経験や技能を生かし、
生きがいのため、健康のため、入会して活躍しませんか？ 
まずは毎月開催の、会員入会説明会にご参加ください。

仕事の内容
屋内外の軽作業 草取り・清掃・工事作業・荷造り・農作業など
管理・環境分野 施設管理・駐車場管理・公園管理など
事務分野 一般事務・宛名書き・賞状書きなど

専門的な技術分野 講座講師・経理事務・自動車運転など

技能が必要な分野 植木の手入れ・ふすま張り替え・草刈り・刃物研
ぎなど

折衝・外交分野 集金・販売員・配達・集配・水道検針など
サービス分野 保育や家事の補助・留守番・社会活動など

　問合せ●（公社）岡谷下諏訪広域シルバー人材センター
　　　　　 ☎２3-0760  http://www.lcv.ne.jp/̃osksc/
　　　　　    介護福祉課（内線1269）

10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間
高齢者の知識・経験・技能がお役にたちます。
高齢者の就業促進にご協力ください。

※市立東堀保育園は民営化による移管のた
め、平成30年度から信学会東堀保育園
（仮称）となり、保育園と幼稚園の機能を
併せもつ、認定こども園として運営します。
認定こども園は、「入園できる基準」に該当
しない世帯でも、3歳以上児であれば利用
可能な施設です。

◆入園できる基準…保育園への入園は、父母ら保護者が次のいずれかに該当し、家
庭で保育できないと認められることが条件です。
●月48時間以上の就労（フルタイム、
パートタイム、内職など）
●妊娠・出産
●保護者の疾病、障がい
●同居または長期入院などをしている
親族の介護・看護
●災害復旧

●求職活動（起業準備を含む　最長３か月間）
●就学（職業訓練校などでの職業訓練を含む）
●虐待やDVのおそれがある場合
●育児休業取得中に、既に保育を利用
している児童で継続利用が必要な場合
（原則として3歳児以上）
●そのほか市が認める状況の場合

◆３歳未満児保育
　産・育休明けの職場復帰など、年度途中で乳幼児の入園を希望する場合には、
出生前から入園の予約ができます。早めの手続きをお勧めします。
※3歳未満児とは、平成27年４月２日以降に出生した児童をいいます。
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申込み・問合せ●湊公民館 ☎２2ｰ2300

　カメラ任せではない撮影のおもしろさを体験しなが
ら、逆光を生かした人物撮影など、カメラ操作の基礎
や機能を生かした撮影術、ねらった写真を撮影するテク
ニックの習得をめざします。また、１２月上
旬には、高ボッチにて夜景撮影体験（天候
次第・有志参加）も予定しています。

湊公民館 生活講座
デジタル「一眼レフ」カメラ入門講座
～機能を生かしたキレイな写真の撮り方を学ぶ～

期日…11月14日・21日・28日、12月5日（毎週火曜
日 全4回）  ※夜景撮影の日程は12月上旬に調整
時間…各回とも午前１０時～正午
対象…20歳以上の人　　場所…湊公民館2F 講堂
定員…１0名（先着順・定員になり次第締め切り）
講師…はる写真室  塩原 晴彦さん・小松由利江さん
受講料…1,500円（4回分）
持ち物…筆記用具、デジタル一眼レフカメラ
申込み…10月23日（月）～11月2日（木）の午前8時
30分～午後5時まで。費用を添えて、公民館窓口か、
電話でお申し込みください。

申込み・問合せ●イルフプラザ・カルチャーセンター
☎２４ー８４０4

山梨学院ともまなび講座（全4回）
平成29年度 全体テーマ 『切り拓くキャリアと学び』
第4回 「伝統と革新～学びが与えてくれたもの～」
　「SUWAガラスの里」を自ら引き継ぎ、進化させな
がら今日に導いたのは、伝統ある下諏訪宿本陣二十八
代目当主でした。ここから文化を発信し、それによって
人々が集まり、気持ちをひとつにしていくことで、また、
新しいものを生み出していく。今も諏訪地域の活性化
に向けた多くの取り組みを仕掛け続ける原動力は、ど
んな「キャリア」や「学び」から生まれてき
たのでしょうか。諏訪地方にいても、あ
まりお聞きすることのなかったお話です。

講師…岩波 太佐衛門尚宏さん
　　　（SUWAガラスの里代表取締役社長・

下諏訪宿本陣二十八代目当主）
日時…10月21日（土） 午後１時30分～
場所…イルフプラザ・カルチャーセンター
　　　多目的ホール 受講無料

問合せ●岡谷市ひとり親家庭福祉会事務局
（社会福祉課内　内線１２５9）

日時…11月3日（金・祝） 午前11時～午後2時（予定）
集合場所…出早公園
対象…市内在住のひとり親家庭、または児童扶養手
当を受給している家庭の親と子（親子同伴）
参加費…大人500円 子ども100円（会員以外は大
人700円 子ども200円）
持ち物…昼食（おにぎりなど）、湯のみ、はし、小皿、
敷物、お椀、雨具、健康保険証
申込み…10月２０日（金）まで受付。岡谷市ひとり親
家庭福祉会長、もしくは地区会長へ申込書を提出、
または、事務局へ電話でお申し込みください。会
員以外は事務局へお問い合わせください。（午前
８時３０分～午後５時１５分 土･日･祝日を除く）

ひとり親家庭のみなさんへ
　岡谷市ひとり親家庭福祉会では、出早公園で紅葉
狩りを行います。ガイドさんの案内で出早公園を散
策、昼食に温かい豚汁を食べて、その後、ビンゴ
を楽しみながら親子で交流を深めましょう。ひとり親
会員以外の市内在住ひとり親家庭のみなさんも参加
可能です。

屋外広告物の定期点検が義務化されます
　近年、全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受け
られ、重大事故も発生しています。このような状況を受け、長野
県は屋外広告物条例を一部改正し、屋外広告物の「定期的な点検」
の実施を義務付けました。

点検の対象…すべての屋外広告物が点検の対象です。ただし、次
のものは対象外です。
●はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面な
どに描かれたもの
●法令で表示または設置が義務付けられているもの
点検時期…屋外広告物を表示・設置・改造した時およびその後3
年以内ごと

点検項目…本体や取付け部の変形・腐食など、ボルトやビスなど
のサビ・緩みなど、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色
など、そのほか、照明などの取り付け状態など
点検結果の保管・報告…結果の記録は、屋外広告物を除却するま
での間、保管しなければなりません。また、市から表示・設置
の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、直近の点
検結果の報告書を提出する必要があります。

※条例の一部改正が施行される10月1日において、設置後3年経
過している屋外広告物は、点検実施をお願いします。

問合せ●都市計画課（内線1372） 
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申込み・問合せ●イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４ｰ８４０4

知って得する岡谷の情報  おかや知っ得スクール
　岡谷に転入して来たみなさん！新しい生活に早く慣れて、快
適にすごすための講座です。楽しく「仲間づくり」をしませんか？
内容…自己紹介、岡谷市の概要説明、昼食（中華料理「湖苑」）、
プロの指導でお菓子作り・茶話会
日時…10月23日（月） 午前10時30分～
対象…4月以降に岡谷市に転入してきた人
定員…10名（先着順）
参加費…1,000円（材料・食事代）
申込み…10月5日（木） 午前10時からカルチャーセンター窓口
にて受付。参加費をお持ちください。初日は電話による申
し込みはできません。
託児…申し込み時にお申し出ください。
※お支払いいただいた参加費は、受講をキャンセルしてもお返
しできませんで、ご了承ください。

　ゴムバンドを使った体操で、骨盤を矯正します。肩こ
りや腰痛の症状がある人、 産後疲れの人、猫背などの
悪い姿勢を直したい人は、特に効果が実感できます。

期日…11月10日～２４日（毎週金曜日 全3回）
時間…午後2時～４時（毎回）
定員…10名（先着順）
対象…20歳以上の人
講師…山田 紋子さん（優秀Ａ級カイロプラクター）
参加費…1,000円
申込み…10月6日（金）午前10時からカルチャーセンター
窓口にて受付（定員になり次第締め切り）。参加費をお
持ちください。初日は電話による申し込みはできませ
ん。１３日（金）から市外在住の人も申し込めます。
託児…申し込み時にお申し出ください。（定員１０名）。

カルチャーセンター 秋の講座  骨盤体操講座

託児あり

平成29年度 岡谷市文化祭
種　目 日　時 会　場

作品展

10月14日（土）・15日（日） 午前10時～
午後4時（15日は午後3時まで） 川岸公民館

10月21日（土）・22日（日） 午前9時～
午後5時（22日は午後3時30分まで） 長地公民館

10月21日（土）・22日（日） 午前9時～
午後5時（22日は午後3時まで） 湊公民館

10月27日（金）～29日（日） 午前9時～
午後9時30分（29日は午後4時まで）

イルフプラザ・
カルチャーセンター

種　目 日　時 会　場

芸能祭
10月28日（土） 午後1時開演 長地公民館
11月12日（日） 午後1時開演 川岸公民館

　文化祭は、カルチャーセンターや各公民館で活動
している、学習グループなどの活動の成果を披露す
る場です。
　多くのみなさんのお越しをお待ちしています。

入場無料

　　　　　　　問合せ●イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４ー８４０4
　　　　　　　　　　　湊公民館 ☎２2-2300 ／川岸公民館 ☎２3-2200 ／長地公民館 ☎２7-8080

講　座　名 日　時 定員 講　師 材料費 持ち物
A：洋風の家庭料理コース
ハッシュドビーフ、キャロットライス、花畑サラダ、
ミルクゼリーりんごソース添え

10月27日（金）
午前9時30分
～午後0時30分

10～
15名

中澤久美子さん ほか
学習グループ「男の厨房」のみなさん

1人
700円

エプロン
三角巾B：和食＆中華のおもてなしコース

和食：混ぜ寿司、かぼちゃサラダ
中華：海鮮おこげ、ブロッコリーとエビ炒め、杏仁豆腐

10月28日（土）
午前10時～午後1時

10～
15名

織田米子さん、ラン・ユンさん ほか
学習グループ「男の腕まくり」のみなさん

1人
700円

♠♠♠【岡谷市文化祭作品展 特別企画】　料理グループのみなさんと作る  作品展 料理講座 ♠♠♠
　秋の野菜・果物を使った料理です。作品展を見ながら、
夫婦で、家族で、料理講座にも参加しませんか？
場所…イルフプラザ・カルチャーセンター 調理実習室
対象…小学4年生以上
※小・中学生が受講する場合は、保護者が同伴してください。

申込み…10月3日（火）午前10時よりカルチャーセンター窓口
にて、材料費を添えてお申し込みください。先着順で定員
に達し次第締め切ります。4日（水）より電話でも
受け付けます。10月２3日（月）締め切り。

　※両方のコースに同時に申し込めます。

申込み・問合せ●イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４ｰ８４０4

託児あり
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