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仕様書のとおりです。

仕様書のとおりです。

個別仕様書
(3)その他
一般廃棄収集（運搬業
務）業務内容

各廃棄物の分別等あると思いますが、一回の分別
でどの程度時間が必要でしょうか

個別仕様書
(3)その他
一般廃棄収集（運搬業
務）業務内容

現行業者をお示し下さい。

個別仕様書
(3)清掃業務
清掃器具等及び材料・消
耗品の費用負担

使用前に委託者の検査を受け、その承認を得ること
とありますが、資機材すべてでしょうか

個別仕様書
(3)清掃業務
清掃器具等及び材料・消
耗品の費用負担

H30年度より実施しているため，過去の実績はあ
りません。現在，1日平均2袋（45ｌ袋）程度。ただ
し，時期等によっては，増えることはあります。

エアコンの室内機に汚れがある，効きが悪い等で
清掃により改善する場合に実施します。
頻度については，１年間で６台程度です。

現行の仕様書を参照してください。

■個別オゾン脱臭装置（ＳＡＴ－１５ＧＦＵＮ）天井
埋込型×８台
■個別オゾン脱臭装置（ＳＡＴ－３０ＧＦＵＮ）
天井埋込型×２台

■蓄熱槽　１基
基本的な事項は現在提出中の仕様書とかわりあ
りません。

個別仕様書
（29）その他（一般廃棄収
集）

過去、実績廃棄量をご提示ください。

個別仕様書個別仕様書
（29）その他（エアコン室
内機清掃）

要望があった場合とはどの程度のことを指すので
しょうか？たとえば過去の実施台数と頻度について
ご教示ください。

機器の仕様、個数などをご提示ください。
個別仕様書
（29）その他（脱臭機点検
業務）

指定はありません。安全で良質な資機材を使用し
てください。

①現行の業務仕様書(平成30年度未実施のもの
は平成29年度）について，参考資料としてDVD－R
を貸出します。必要な場合は，用地管財課で受け
取ってください。
②報告書については，内部書類であるため提示で
きません。
③現在貸出しをしているDVD-R以外の設備図面
等はありません。

個別仕様書
(7) 電話交換業務
(1)電話交換及び庁内（館
内）放送等を担当する業
務従事者

短大卒以上の学歴を有し，心身ともに健全であり，
東証１部又は２部上場企業の本支店，百貨店，一流
ホテル…とあるが、この条件は必須でしょうか

個別仕様書
(7) 電話交換業務
(2)電話交換を担当する
業務従事者

短大卒以上の学歴を有し，心身ともに健全であり，
電話交換手としての勤務経
験が２年以上あり…とあるが、この条件は必須で
しょうか

品質良好なものを使用することとありますが、指定
資機材等はございますか

質　問　回　答　票

項目番号等 質　　問 回　　答

別紙2-1管理・受付業務
一覧
受付等業務

業務内容：
②事務補助業務 (用地管財課)とありますが、とあり
ますが、具体的にはどういったことを行うのでしょう
か

車両管理に伴うデーター入力
拾得物事務（警察への届出等）
ポスター等期限切れ等の整理等の事務
受付業務（受付従事者の休憩中の交替要員）

『第4章 特記事項』

対象施設の以下のものを提供いただけますでしょう
か。
①各契約業務仕様書
②各契約業務直近報告書
③CD-Rに含まれていない設備図面等＜建築・電
気・給排水衛生・空調＞
（提供いただいているものでは不十分の為）

個別仕様書
（29）その他（給湯業務）

蓄熱槽の清掃1回/年となっているが、清掃仕様、個
数をご提示ください。

個別仕様書
(29）その他（照明設備ﾒﾝ
ﾃﾅﾝｽ）

点検仕様が不明なのでご提示ください。

分別した状態で回収場所に出しているため，分別
の時間は不要です。

株式会社丸与商店

特殊な資機材を使用する場合のみ検査・承認を必
要とします。（消防業務中の作業となるため，音量
や振動等を確認のため）



項目番号等 質　　問 回　　答

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

別紙２－３－３　清掃作
業基準表

本庁舎　（１１）議場の清掃で机・椅子を丁寧にふき
上げることとありますが、数量と素材はどのくらいで
何でしょうか

別紙２－３　清掃業務一
覧

高所作業車・梯子が必要とありますが、何ｍの高さ
のものが必要でしょうか

別紙２－３－３　清掃作
業基準表

本庁舎　３再生資源取引業者に引渡しを行うことと
ありますが、現行業者をお示し下さい

別紙２－３　清掃業務一
覧

本庁舎・分庁舎・広場・駐輪場の定期清掃・現行頻
度をお示し下さい。

別紙２－３　清掃業務一
覧

精道こども園、各保育所の敷地内の清掃で草抜きと
ありますが、何㎡程ありますでしょうか

別紙２－３　清掃業務一
覧

消防庁舎の定期清掃・現行頻度をお示し下さい。

警察から行旅病人（死亡者）の発見連絡があった
場合は，翌開庁日に担当課への連絡を行います。

別紙２－３　清掃業務一
覧

本庁舎・分庁舎・広場・駐輪場の日常及び定期清掃
以外の清掃とはどのような作業となりますか(別紙仕
様書2-3-1の通りでよろしいでしょうか)

別紙2-14人的警備業務
一覧

業務内容　(6) 行路病人（死亡者）の取扱いとありま
すが、具体的にはどういったことを行うのでしょうか

別紙2-14人的警備業務
一覧

別紙２－３　清掃業務一
覧

公光分庁舎南館の定期清掃・現行頻度をお示し下
さい。

別紙仕様書2-3-1の通りです。

日常清掃（開庁日）
トイレ・事務所・共用部通路他
特別清掃（年２回）
通路部分（ワックス掛け）

実施する場合，場所及び時期については，随時，
協議のうえ決定する。各施設250㎡程度。

日常清掃（毎日：開庁日）
定期清掃（３週間／１回）
適宜清掃（３ヶ月／１回）

別紙2-1管理・受付業務
一覧　　電気機械設備等
保守管理業務

有資格者の配置・選任等において、必要な資格・人
数等をご教示下さい。また参考のため、現行の配置
人数・時間等が分かるもの（シフト表・スケジュール
表など）をご開示下さい。

業務内容　(5) ホームレス等の取扱いとありますが、
具体的にはどういったことを行うのでしょうか

敷地内（ロビー等）にいる場合，市民の方に
迷惑がかからないように誘導する等の対応。

死獣の受付業務（翌開庁日の引き取りとなる旨を
伝えていただき，受付伝票（氏名等）を作成し担当
課への連絡を行います。）実際に死獣回収の処理
をしていただくことはありません。

別紙2-14人的警備業務
一覧

業務内容　(3) 水道漏水の修繕関係の処理とありま
すが、具体的にはどういったことを行うのでしょうか

公道，私有地の漏水等，開閉栓について受付け，
芦屋市水道工事業協同組合の当番業者に電話連
絡を行い，同者より完了報告を受けます。閉庁明
けに受付簿を水道工務課に提出します。

業務内容　(2) 死獣処理の受付とありますが、具体
的にはどういったことを行うのでしょうか、また実際
に死獣処理を行うのでしょうか

別紙2-14人的警備業務
一覧

　【議　 場】椅子５７，机７１，書見台１
　【記者席】椅子８，机８
　【傍聴席】椅子６３
　【素　 材】椅子・：布張り・机・台：木製

定期清掃　各施設年２回
（消防本部，高浜分署，東山出張所，奥池分遣所
の４施設）

高所作業車（消防本部）について
梯子架梯不可
窓の高さが約１１ｍ（GLから窓上部），幅約２５ｍ

梯子（高浜分署）について
梯子架梯可
窓の高さが約１１ｍ（GLから窓上部），幅約３ｍ

　大本紙料株式会社
　（雑誌・チラシ・シュレッダー）
　神戸紙交易株式会社
　（新聞・ダンボール）

業務内容詳細（日常清掃・定期清掃・現行頻度　な
ど）をご開示下さい。

清掃業務一覧
収集業務管理等

現行の仕様書を参照してください。

業務を確実に遂行できる人員を配置
・危険物取扱者（乙種第四類）東館
・電気事業法第43条第3項の規定に基づく主任技
術者
配置人数については，仕様書内に定めているもの
以外は，こちらで指定をしておりません。そのた
め，各業務の配置人数及び業務スケジュールに
ついては受託者が決定しています。
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契約状況一覧
植木剪定業務

朝日ヶ丘幼稚園の記載がございませんが、現行の
実施・契約状況・31年度予算要求予定額をご教示
下さい。

契約一覧について，朝日ケ丘幼稚園の記載が漏
れていたため，一覧を修正します。契約状況，平
成31年度予算要求予定額については，幼稚園で
一括発注及び予算要求しているため，変更はござ
いません。
分庁舎については，現在建設中のため，現行の
契約はありません。

業務内容　(9) 庁舎周辺における事故等の処理　と
ありますが、具体的にはどういったことを行うので
しょうか

庁舎周辺における交通事故等を確認した場合は，
警察等へ連絡を行います。

別紙2-14人的警備業務
一覧

業務内容　(7) 公害，苦情等の一般的な要望，苦情
の処理とありますが、具体的にはどういったことを行
うのでしょうか

悪臭及びゴミ不法投棄等の連絡に基づき翌開庁
日に担当課へ連絡を行います。

別紙2-14人的警備業務
一覧

業務内容　(8) 災害関係の処理とありますが、具体
的にはどういったことを行うのでしょうか

避難所開設状況等の問い合わせ対応。

別紙2-14人的警備業務
一覧

別紙2-15　樹木剪定業務一覧には、「5分庁舎」「32
朝日ヶ丘幼稚園」が記載されていますが、包括管理
業務委託対象業務契約状況一覧には記載されてい
ません。
包括管理業務委託対象業務契約一覧に記載漏れと
いうことであれば、この２施設の契約状況の開示を
お願いします。

別紙2-15
樹木剪定業務一覧
及び包括管理業務委託
対象業務契約状況一覧
について

本庁舎・市民センター・図書館（ビル管理法を確認
してください。）

ビル管理法に基づく衛生
管理業務

業務内容が、(19)貯水槽点検業務～(24)排水管清
掃業務と一部重複していると考えますが、重複して
いない業務について費用計上するとの理解でよろし
いでしょうか。

お見込のとおりです。

個別仕様書
消防用設備保守点検

受託者で建築物環境衛生管理技術者選任が必要と
なる施設はございますか。ある場合は、対象施設名
をご教示下さい。

契約状況一覧
貯水槽点検清掃

本庁舎・分庁舎・公光分庁舎南館の記載がございま
せんが、現行の実施・契約状況・31年度予算要求予
定額をご教示下さい。

貯水槽点検清掃については，現行の実施・契約状
況は管理・受付業務の中に含んでおります。31年
度予算要求予定額についても，管理・受付業務の
中に含んで要求しております。（現行は，衛生管理
も含めた庁舎総合管理業務を委託しているため）

契約状況一覧
汚水槽・雑排水槽清掃

本庁舎・分庁舎の記載がございませんが、現行の
実施・契約状況・31年度予算要求予定額をご教示
下さい。

汚水槽・雑排水槽清掃については，現行の実施・
契約状況は管理・受付業務の中に含んでおりま
す。31年度予算要求予定額についても，管理・受
付業務の中に含んで要求しております。（現行は，
衛生管理も含めた庁舎総合管理業務を委託して
いるため）

参考資料2【包括管理業務委託対象施設修繕状況
一覧】の平成29年度実績の合計値が異なりますが
どちらが正しいでしょうか。

平成29年度対象施設修繕実績一覧（50万円以上
130万円未満）の数値が正しい為，包括管理業務
委託対象施設修繕状況一覧を修正いたします。

対象施設修繕実績一覧
件数の数値は、平成29年度の50万円未満および50
万円以上130万円未満の総数であるとの理解でよろ
しいでしょうか。

件数の数値は，50万円未満の修繕等工事の件数
です。50万円以上の工事については，総額を示
し，その内訳は参考資料2枚目の「平成29年度対
象施設修繕実績一覧（50万円以上130万円未
満）」に記載しております。

対象施設修繕実績一覧


