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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  十三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(水 )午前１０時から令和３年７月２９日(木 )午後５時まで  

 

番号  質問  回答  

２１２１６７６３

－００００１  

１  全般  

  仕様内容の変更の有無  

 

２  日常清掃  

⑴  勤務態勢（人数・時間等）  

⑵  勤務日数  

⑶  3 階ゴミ処理対象各部屋のゴ

ミ箱数  

 

３  現在の定期清掃実施曜日・時

間帯・人数  

1.  仕様の変更は以下のとおりとなっております。  

日常清掃（1 階ごみ集積所）  

3.庁舎内中継所から集積所までのごみの運搬  

  変更前：週１回→変更後：随時  

 

2.  日常清掃  

⑴  作業人数  1 名  

作業時間  約 4 時間  

（9： 00 頃～13：00 頃）  

 

⑵  勤務日数  730 日  

（ただし、祝日等の関係で変更となる場合が

あります。）  

 

⑶  分別用ゴミ箱が 4 箱ございます。  

 

3.  定期清掃曜日  原則第１土曜日  

作業時間    約 4 時間  

（9:00～13:00）   

作業人数    2 名～4 名  

２１２１６７６３

－００００２  

前回の仕様書との変更点等ありま

したら教えてください  

１  上記 21216763‐ 00001 の 1 の回答をご参照  

  下さい。  
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２１２１６７６３

－００００３  

過去 2 回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。  

次のとおりです。（価格は税抜）  

＜前回＞  

・落札金額  4,560,000 円  

＜前々回＞  

・落札金額  4,352,000 円  

 

仕様書の変更は上記 21216763‐ 00001 の 1 の回答をご

参照下さい。  

 

２１２１６７６３

－００００４  

・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）。  

 

・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。  

 

・現行業者の履行体制（勤務

時間、人数）をご教授くださ

い。  

 

・＜前回＞  

業者名  毎日ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社  

落札金額  上記 21216763‐00003 の回答をご  

参照下さい。  

 

＜前々回＞  

業者名  株式会社ｼﾞｬｽﾃｨｽ・ｻﾎﾟｰﾄ 

落札金額  上記 21216763‐00003 の回答をご  

参照下さい。  

 

 ・上記 21216763‐00001 の 1 の回答をご参照下さい。 

 

・上記 21216763‐ 00001 の 2・3 の回答をご参照  

  下さい。  

 

２１２１６７６３

－００００５  

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）  

 

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．現行の清掃員は１日何名でさ

1.  次のとおりです。（価格は税抜）  

＜前回＞  

・予定価格  6,904,000 円  

・最低制限価格  4,556,000 円  

・落札業者  毎美ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社  

・落札金額  4,560,000 円  

・履行期間  H30.10.1～H33.9.30 

＜前々回＞  

・予定価格  6,173,000 円  

・最低制限価格  4,074,000 円  

・落札業者  株式会社ｼﾞｬｽﾃｨｽ・ｻﾎﾟｰﾄ 

・落札金額  4,352,000 円  

・履行期間  H27.10.1～H30.9.30 

＜前々々回＞  

・予定価格  8,178,000 円  

・最低制限価格  5,397,000 円  

・落札業者  株式会社りんくう北中  

・落札金額  5,400,000 円  

・履行期間  H24.10.1～H27.9.30 
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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．別表２の月１回の定期清掃は

毎月決まった曜日（例：第２

金曜日等）で実施するのでし

ょうか。それとも相談はでき

るのでしょうか。  

 

７．定期清掃の窓ガラス（外面）

清掃ですが、清掃箇所は外面

で内面はしなくていいという

事でしょうか。また２階以上

の不開閉ガラスはございます

か。あれば不開閉部分の面積

を教えてください。それと現

行の定期清掃で同じ作業があ

れば、どのような清掃方法を

されているのかを教えて下さ

い。  

 

８．定期清掃の空調機フィルター

清掃ですが、通常の脚立等で

作業は可能ですか。それとフ

ィルターは予備フィルターと

交換をして、取り外したフィ

ルターは洗浄をして次に交換

するときの予備フィルターに

するという事でしょうか。  

 

９．定期清掃ですが、閉庁時間の

間に作業を終了となっていま

すが、何日かに分けてもいい

のでしょうか。現行の定期清

掃は同じ内容であれば作業は

１日でされているのでしょう

か。それと作業時間も教えて

 

2.  上記 21216763‐00001 の回答をご参照  

下さい。  

 

3.  上記 21216763‐00001の 2 の回答をご参照下さい。 

 

4.  業務が完了していれば、拘束時間については本市

からの指定はございません。  

 

5.  上記 21216763‐00001 の 2 の回答をご参照  

下さい。なお、作業員の方につきましては、毎日

同じ方が作業されております。  

 

6.  相談は可能です。  

 

7.  外面のみです。  

  不開閉ガラスはありません。  

清掃方法は、掃除機や床洗浄機による清掃です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  エアコンまでの高さは、約 2 メートルなので、そ

の高さで作業できる脚立の脚立が必要です。また、

現在設置しているフィルター及び予備フィルター

どちらを使用していただいても問題ありません。  

 

 

 

 

 

9.  現行の定期清掃は、１日でしています。  
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ください。  

 

１０．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。  

 

１１．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。  

 

１２．日常清掃員の休憩室及び更

衣室はございますか。  

 

１３．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。  

 

 

 

10.  通勤方法に指定はありませんが、自動車・バイク

での通勤の場合、工営所内に駐車できる場所はご

ざいません。ただし、定期清掃に伴う清掃用具等

の運搬等にかかる車両につきましては、本市指定

場所に駐車していただいてもかまいません。自転

車につきましては、本市指定場所に駐輪していた

だきます。  

11.  通勤方法は把握していません。  

 

 

 

12.  軽作業着（上着）を着替える更衣ロッカーはあり

ますが、鍵は施錠出来ません。  

 

13.  定期清掃時は、執務時間外のため、お客様駐車場

をご利用いただいております。  

 

 

２１２１６７６３

－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。  

・上記 21216763‐00001 の 2 の回答をご参照下さい。  

 

 

 

・上記 21216763‐00001 の 1 の回答をご参照下さい。  

２１２１６７６３

－００００７  

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.  上記 21216763‐00005の 1 の回答をご参照下さい。 

 

 

 

2.  上記 21216763‐00001の 1 の回答をご参照下さい。 

 

 

3.  上記 21216763‐00001 の 2・3 の回答をご参照下さ

い。  

 

4.  上記 21216763‐00001の 2 の回答をご参照下さい。 

 

 


