
 

 

 

大阪市建設局  

 

設計図書等に対する質問への回答  

 

案件名称  放出下水処理場庁舎等清掃業務委託  長期継続  

回答掲載  

期間  
令和３年７月 27 日 (火 )午前 10 時から令和３年 8 月 2 日 (月 )午後 5 時まで  

 

番号  質問  回答  

21-01092  

-00001 

 

前回の仕様との変更点等あり

ましたら教えてください  

 

 

 

業務内容としての仕様変更は行っており

ません。  

文章表現のみ、指示連絡系統を明確にす

るため、微細な変更を行っております。  

【前回】施設管理者→【今回】監督職員  

 

21-01092  

-00002 

 

過去２回分の落札金額を教え

てください。  

 

 

 

 

また仕様等に変更があれば教

えてください。  

 

 

 

１．平成 30 年度   

落札価格  2,432,000 円  税抜  

 

平成 27 年度   

落札価格  2,525,000 円  税抜  

 

業務内容としての仕様変更は行っており

ません。  

文章表現のみ、指示連絡系統を明確にす

るため、微細な変更を行っております。  

【前回】施設管理者→【今回】監督職員  

 

21-01092  

-00003 

 

１．過去３回の予定価格、最

低制限価格、落札業者、落札

金額、履行期間をそれぞれ教

えてください。（金額は税抜き

で）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．平成 30 年度   

予定価格  3,665,000 円  税抜  

制限価格  2,418,000 円  税抜  

落札業者  株式会社荻野商会  

落札金額  2,432,000 円  税抜  

履行期間  H30/10/1～R3/9/30 

 

平成 27 年度   

予定価格  3,444,000 円  税抜  

制限価格  2,273,000 円  税抜  

落札業者  株式会社ホープクリエイト  

落札価格  2,525,000 円  税抜  

履行期間  H27/10/1～H30/9/30 

 

平成 24 年度   

予定価格  5,223,000 円  税抜  



 

 

 

 

 

 

 

２．前回との仕様変更があれ

ば具体的かつ分かりやすく教

えてください。  

 

 

 

 

３．履行期間中の総勤務日数

を教えてください。  

 

４．午前９時から午後５時ま

では拘束時間でしょうか。作

業が完了すれば帰ってもよろ

しいのでしょうか。  

 

５．現行の日常清掃員は１日

何名でされていますか。また

何時から何時まで勤務されて

いますか。それと毎日同じ方

が勤務されているのでしょう

か。現在の勤務体系を教えて

ください。  

 

６．定期清掃の作業時間は午

後４時３０分から午後７時３

０分までとなっていますが、

作業が遅れたりした場合は延

長できるのでしょうか。また

現行の定期清掃は作業員何名

で、何時から何時まで作業を

されているのか教えてくださ

い。  

 

７．定期清掃は３ヶ月に１回

となっていますが、作業月を

教えてください。  

 

８．仕様書８の（２）のエに

ついてですが、どのような届

出手続きが必要で、検査手数

料等に関する費用等とはどの

ようなもので、またどれくら

いの費用が要るのかを具体的

制限価格  3,447,000 円  税抜  

落札業者  株式会社セイワプラント  

落札価格  3,455,000 円  税抜  

履行期間  H24/10/1～H27/9/30 

 

２．業務内容としての仕様変更は行って

おりません。  

文章表現のみ、指示連絡系統を明確にす

るため、微細な変更を行っております。  

【前回】施設管理者→【今回】監督職員  

 

 

3．730 日です。  

 

 

4．日常清掃の既定業務をすべて終了すれ

ば、帰宅いただいても問題ありませんが、  

連絡等が生じる恐れもあるため、すべての

拘束を解くものではありません  

 

5．人員は 1 名  

  時間は、担当清掃員と現場との協議に

より 7:00～9:00 の 2 時間程度。  

  基本、同じ者が勤務しております。  

   

 

 

 

6．遅れた場合の時間延長は可能です。  

ただし、何度も続く場合は計画を見直して

いただきます。  

現行は 2 名で 15:30～19:30 の間で行っ

ております。  

使用していない部屋から、業務開始を 1 時

間ほど早めて、終了がずれこまないように

しているようです。  

 

 

7．3・6・9・12 月に充てております。  

 

 

 

8．ここで言う届出とは、今回の業務専属で

届出するものではなく、清掃業務を行うに

あたり、官公署その他関係機関へ届出を行

う必要がある場合のことであり、こちらへ

の届出を義務付けるものではありません。  

費用についても届出先で、ご確認ください。 



 

 

に教えてください。  

 

９．日常清掃員の通勤は自動

車、原付バイク、自転車での

通勤は可能でしょうか。可能

な場合は、無料でお借りでき

る駐車場等はございますか。  

 

 

１０．現行の日常清掃員はど

のような通勤方法をされてい

ますか。  

 

１１．日常清掃員の休憩室及

び更衣室はございますか。  

 

 

 

１２．定期清掃時には機材等

の搬入も致しますが、車を無

料で止めることができる場所

はございますか。  

 

 

 

9．通勤方法の指定はしておりませんので、

車・バイクも可能ですが、駐車スペースは

お貸しできませんので、処理場内へ乗入れ

せず、民間で駐車場所を確保してください。 

自転車であれば、職員駐輪場にてスペース

を確保します。  

 

10．自転車通勤です。  

 

 

 

11．ロッカー・更衣スペース及び清掃用具

の収納場所はありますが、休憩室はありま

せんので、休憩場所等については契約後、

施設管理者から説明いたします。  

 

12．来客用駐車場を利用していただくこと

が可能です。  

 

 

21-01092  

-00004 

 

１  全  般  

  仕様内容の変更の有無  

 

 

 

 

２  日常清掃  

（１）日常清掃勤務態勢  

（時間・人数等）  

（２）日常清掃日数  

 

３  定期清掃  

  現在の定期清掃実施曜

日・人数・時間等  

 

 

１．業務内容としての仕様変更は行って

おりません。  

文章表現のみ、指示連絡系統を明確にす

るため、微細な変更を行っております。  

【前回】施設管理者→【今回】監督職員  

 

2．  

（１）2 時間・1 人  

（２）730 日（契約期間全数）  

 

 

3．第 2 火曜日・2 人・4 時間程度  

21-01092  

-00005 

 

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。  

 

 

 

 

 

 

１．平成 30 年度   

予定価格  3,665,000 円  税抜  

最低価格  2,418,000 円  税抜  

落札業者  株式会社荻野商会  

落札金額  2,432,000 円  税抜  

 

平成 27 年度   

予定価格  3,444,000 円  税抜  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。  

 

最低価格  2,273,000 円  税抜  

落札業者  株式会社ホープクリエイト  

落札価格  2,525,000 円  税抜  

 

 

平成 24 年度   

予定価格  5,223,000 円  税抜  

制限価格  3,447,000 円  税抜  

落札業者  株式会社セイワプラント  

落札価格  3,455,000 円  税抜  

 

2．業務内容としての仕様変更は行ってお

りません。  

文章表現のみ、指示連絡系統を明確にす

るため、微細な変更を行っております。  

【前回】施設管理者→【今回】監督職員  

 

3．日常清掃  2 時間・1 人  

定期清掃  4 時間・2 人  

 

 

4．730 日（日常清掃、契約期間全数）  

21-01092  

-00006 

 

・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。  

 

・前回と今回との仕様内容の

変更を教えて下さい。  

 

 

 

7 時 00 分～9 時 00 分  1 名です。  

 

 

 

 

業務内容としての仕様変更は行っており

ません。  

文章表現のみ、指示連絡系統を明確にす

るため、微細な変更を行っております。  

【前回】施設管理者→【今回】監督職員  

 

 


