
 

1 / 4 

 

   

 

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  野田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１９日(月 )午前１０時から令和３年７月２７日(火 )午後５時まで  

 

番号  質問  回答  

２１２１６７６２

－００００１  

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。  

 

次のとおりです。（価格は税抜）  

＜前回＞  5,820,000 円  

＜前々回＞5,735,000 円  

 

仕様等に変更はございません。  

２１２１６７６２

－００００２  

1 全般  

 仕様内容の変更の有無  

2 日常清掃  

⑴  現在の勤務体制（人数・時間等） 

⑵  総勤務日数  

⑶  2 階・3 階  職員用ダストボック

スは何か所ですか。また、ダス

トボックスはどのように区分

されていますか？（可燃、ペッ

トボトル、アルミ缶等）  

3 定期清掃  

 現在の定期清掃実施曜日・時間

帯・人数  

１  上記 21216762‐ 00001 の回答をご参照  

  下さい。  

２  

⑴  日常清掃  作業人数  １名  

作業時間に関しましては、協議の上、午

前 6 時 30 分から開始しており午前 10 時

30 分頃に作業を終えられています。  

⑵  日常清掃  730 日  

（ただし、祝日等の関係で変更となる場

合があります。）  

・定期清掃（床面清掃）36 回  

・定期清掃（窓ガラス）3 回  

・定期清掃（フィルター）12 回  

 

⑶  ダストボックスは、2 階に 1 か所ござい

ます。分別の区分と致しましては、  

可燃、廃プラ、ペットボトル、ビン缶とな

っております。  

 

３   ・定期清掃   

    第 2 水曜日  

作業人数  4～5 名  

作業時間  17:30～ 20:00 頃まで    
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２１２１６７６２

－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）  

 

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８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

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．窓ガラス清掃ですが、高所で

の作業というのは何階の高さ

になるのでしょうか。また窓

は不開閉のガラスになるので

しょうか。  

 

８．定期清掃のフィルター清掃で

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

1.  次のとおりです。（価格は税抜）  

＜前回＞  

・予定価格  8,784,000 円  

・最低制限価格  5,797,000 円  

・落札業者  ミルグリーン  

・落札金額  5,820,000 円  

・履行期間  H30.10.1～H33.9.30 

＜前々回＞  

・予定価格  8,510,000 円  

・最低制限価格  5,616,000 円  

・落札業者  株式会社東和総合サービス  

・落札金額  5,735,000 円  

・履行期間  H27.10.1～H30.9.30 

＜前々々回＞  

・予定価格  6,402,346 円  

・最低制限価格  4,212,000 円  

・落札業者  Wish Planning 株式会社  

・落札金額  4,275,000 円  

・履行期間  H24.10.1～H27.9.30 

 

2.  上記 21216762‐00001 の回答をご参照  

下さい。  

 

3.  上記 21216762‐00002 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 21216762‐00002 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.  野田工営所は 3 階建てになっておりますの

で、最大 3 階の高さになります。窓につき

ましては、片側のみ開閉するものや開閉し

ないタイプが混在しております。  

 

8.  エアコンまで高さは、約 3 メートルなので、

その高さで作業できる脚立が必要となりま



 

3 / 4 

 

   

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．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。それとも

何日かに分けてされているの

でしょうか。  

 

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。  

 

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。  

 

 

 

 

 

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.  現在は、ＰＳ（パイプスペース）を活用いた

だき、着替え等を行っていただいておりま

す。なお、内側から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。  

 

 

２１２１６７６２

－００００４  

前回の仕様との変更点等ありまし

たら教えてください  

上記 21216762‐00001 の回答をご参照下さい。  
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２１２１６７６２

－００００５  

・現在の日常清掃の体制  

 ○○時○○分～○○時○○分と  

 の様に教えて下さい。  

 

・前回と今回との仕様内容の変更

を教えてください。              

・上記 21216762‐00002 の 2 の回答をご参照下

さい。  

 

 

・上記 21216762‐ 00001 の回答をご参照下さい。 

 

 

２１２１６７６２

－００００６  

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 21216762‐ 00003 の 1 の回答をご参照

下さい。  

 

 

2.  上記 21216762‐ 00001 の回答をご参照下さ

い。  

 

3.  上記 21216762‐ 00002 の 2 の回答をご参照

下さい。  

 

4.  上記 21216762‐ 00002 の 2 の回答をご参照

下さい。  

２１２１６７６２

－００００７  

・前回の仕様書との変更点を教え

てください  

 

・現在１日の清掃時間は何時から

何時まで行っていますか。  

 

・週１の清掃の吸い殻入れはどこ

に設置してありますか。喫煙コ

ーナーとは別ですか。  

 

・上記 21216762‐ 00001 の回答をご参照下さい。 

 

 

・上記 21216762‐00002 の 2 の回答をご参照下

さい。  

 

・現在、庁舎外周の吸い殻入れにつきましては撤

去しております。  

 


