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大阪市建設局  

 

質問回答書  

 

案件名称  田島工営所庁舎清掃業務委託  長期継続  

回答掲載  

期間  
令和 3 年７月２１日  10 時 00 分  ～  令和 3 年７月 2９日  17 時 00 分  

 

 

番号  質問  回答  

2021011448-

00001 

１・全  般  

仕様内容の変更の有無  

 

２・日常清掃  

（１）総勤務日数  

（２) 現在の勤務態勢（人数・時

間等）  

（３）各トイレの便器・洗面台数  

（４）2 階  事務所のゴミ処理対

象ゴミ箱数  

 

３・定期清掃  

現在の定期清掃の実施曜

日・時間帯・人数  

 

１・別紙変更箇所を添付しますので参照をお願いしま

す。  

 

２・（１） 730 日です。  

  (２ )１名  ９時頃～12 時頃  

となっています。  

  (３ ) １階  男女兼用   大１  

     ２階  男子  小３ 大２  洗面台  ２   

女子 大２  洗面台２  

     ３階   男子のみ  小３  大２  洗面台２  

         となっています。  

    (４ )  大型（約９０Ｌ）４  

 

３・土曜日  9 時頃～17 時頃  2 名です。  

2021011448-

00002 

１・前回の仕様との変更点等あり

ましたら教えてください  
１・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

2021011448-

00003 

１・過去２回分の落札金額を教え

てください。  

 

２・また仕様等に変更があれば教

えてください。  

 

１・前回落札金額  4,104,000 円(税抜) 

前々回落札金額  3,850,000 円(税抜 ) 

 

２・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

2021011448-

00004 

１・前回からの仕様変更はありま

すか。  

 

１・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

 

 

2021011448-

00005 

１・過去３回の入札結果を教えて

ください  

 

１・前回(平成 30 年度) 

予定価格  6,219,000 円(税抜) 

最低価格  4,104,000 円(税抜) 

落札業者  (有 )フォワード  

落札価格  4,104,000 円(税抜) 
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前々回(平成 27 年度) 

予定価格  5,812,000 円(税抜) 

最低価格  3,835,000 円(税抜) 

落札業者  テルウェル西日本㈱  

落札価格  3,850,000 円(税抜) 

前々前回(平成 24 年度) 

 予定価格  6,370,000 円 (税抜) 

最低価格  4,204,000 円(税抜) 

落札業者 (有)リツメンテナンス  

落札価格  4,220,000 円(税抜) 

 

2021011448-

00006 

１． 現行業者の履行体制（人員

数・勤務時間）を教えてくだ

さい  

１・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

2021011448-

00007 

１． 履行期間中の日常清掃の日

数を教えてください  
１・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

2021011448-

00008 
１． 時間指定箇所はありますか  １・時間の指定はありません。  

2021011448-

00009 

１． 自転車・バイク・車での通

勤は可能ですか。可能であれ

ば駐輪・駐車スペースはあり

ますか  

１・車・バイクでの通勤はできません。  

公共交通機関を利用して来てください。  

ただし、自転車で通勤希望の場合は、駐車箇所

について施設管理担当者から指示させていただ

きます。  

2021011448-

00010 

１． ガラス清掃の高所作業につ

いて、丸環・ゴンドラの有

無、高所作業車は必要か  

１・丸環・ゴンドラ及び高所作業車の必要はございま

せん。  

2021011448-

00011 

１．  前回と前々回の入札結果を

ご教授ください（業者名、

契約金額）。  

２．  前回との仕様変更がある場

合、どのような変更かご教

授ください。  

３．  現行業者の履行体制（勤務

時間、人数）をご教授くだ

さい。  

１・2021011448-00005 で回答しているとおりです。  

 

２・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

 

３・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  
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2021011448-

00012 

１．現在の日常清掃の体制  

〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇

分  〇〇名との様に教えて

下さい。  

２．前回と今回との仕様内容の変

更を教えて下さい。  

１・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

 

２・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

2021011448-

00013 

１．  履行期間中の日常清掃の作

業日数を教えて下さい。  

２．  前回より仕様変更があれ

ば、具体的に分りやすく教

えて下さい。  

３．  現在の勤務体系（〇時～〇

時まで、〇時間、〇名）を

教えて下さい。  

４．  日常清掃の作業時間、午前 9

時～午後 5 時までは、常駐

していなければならない時

間ですか。それとも仕様書

にあります作業が終われば

その時点で帰ってもよいの

でしょうか。  

５．  通勤方法は車・原付バイ

ク・自転車は可能でしょう

か。もし可能なら無料でお

借りできる駐車場・駐輪場

はございますか。  

６．  日常清掃員の更衣室・控室

はございますか。  

７．  定期清掃時、機材等を搬入

するために車を使用する

際、無料でお借りできる駐

車場はございますか。  

８．  過去 3 回分の落札業者名・

落札金額・予定価格・最低

制限価格を教えて下さい。  

９．  定期清掃の窓ガラス清掃

において、2 階以上の高

所作業をしなければなら

ない窓ガラスの面積（片

面）を教えて下さい。  

１・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

 

２・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

 

３・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

  約 3 時間です。  

 

４・作業終了後に帰っていただいて結構です。  

 

５・2021011448-00009 で回答しているとおりです。  

 

６・更衣室及び控室はありません。  

 

７・田島工営所内市民用駐車場は使用可能です。  

 

８・2021011448-00005 で回答しているとおりです。  

 

９・高所作業しなければならない窓ガラスはありませ

ん。  

2021011448-

00014 

１．  過去３回の予定価格、最低

価格、落札業者、落札価格

を教えて下さい。  

２．  前回との仕様変更箇所があ

れば教えて下さい。  

３．  現在の勤務体系(勤務時間・

人員等）を教えて下さい。  

４．  作業日数を教えて下さい。  

１・2021011448-00005 で回答しているとおりです。  

 

２・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

 

３・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  

 

４・2021011448-00001 で回答しているとおりです。  



 
 

 4 / 4 

 

 

 

別紙  

田島工営所庁舎清掃業務委託 長期継続 

変更箇所 

 

日常清掃 
 

EV 追加  

 

玄関ホール・EV ホール・廊下 (２F・３F)・事務室 (２F)    

床汚染部の水拭き  →  床汚染部の水拭きしないに変更  

 

階段室  

 毎日清掃   →  週 1 階清掃に変更  

 

 

定期清掃 
 

階段室 (屋内１F～３F)・洗濯室・男子便所・女子便所・多目的便所 (２F・３F) 

 １回/3 月   →  定期清掃しないに変更  

 

会議室 (別棟２F) 

ワックス掛け・ポリッシャー  →  ワックス掛け・ポリッシャーしないに変更  

 

倉庫５ (３F) 

 定期清掃なし   →  １回/3 月  


