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市町村説明会 アンケート集計結果（平成２４年度実施） 

 

 

 

 

 

庁舎清掃業務委託について 

 

◇設問１ 総合評価入札の実施実績 

✓ 実績のある市町村 17 市/43 市町村 

✓ 別途 3 市が現在検討中 

実績 市町数 備考 

あり 17市 

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、泉大津市、高槻市、 

枚方市、茨木市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、箕面市、 

柏原市、高石市、東大阪市、阪南市 

なし 22市町村  

検討中 3市町 吹田市、泉佐野市、(大阪狭山市) 

   

◇設問２ 実施対象施設等 ※回答のあった 17市の内、施設名の記載があった 15市について記載 

✓ 制度導入済の 17市の全てで本庁舎を対象施設としている 

✓ 障害福祉ｾﾝﾀｰ、老人福祉ｾﾝﾀｰなど福祉関連施設を対象として実施している市が 4市 

✓ 生涯学習センター、図書館、総合センター等も対象として実施している市が 6市 

✓ 病院、大学を対象として実施している市が 2市 

     

市町名 施設名 契約金額 契約期間 備 考 

大阪市 市本庁舎 80,000千円台 24.4～27.3 一般競争入札 

市立大学付属病院 510,000千円台 24.4～27.3 一般競争入札 

上記ほか 15施設    

堺市 本庁舎 20,000千円台 24.4～27.3 一般競争入札 

西老人福祉 C・西文化会館 10,000千円台 23.4～26.3 一般競争入札 

岸和田市 本庁舎・職員会館 100,000千円台 24.6～26.5 指名競争入札 

豊中市 
※施設記載無 
(H23 回答を掲載) 

本庁舎・障害福祉ｾﾝﾀｰ等 40,000千円台 22.4～25.3 一般競争入札 

市立豊中病院 30，000千円台 20.11～25.10 一般競争入札 

池田市 本庁舎・府市合同庁舎 4,000千円台／月 23.10～26.9 一般競争入札 

泉大津市 本庁舎 500千円台／月 21.7～24.6 指名型簡易ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 

高槻市 本庁舎・総合センター 50,000千円台 22.7～25.6 指名競争入札 

枚方市 本庁舎等・駐車場 60,000千円台 24.4～27.3 一般競争入札 

輝きﾌﾟﾗｻﾞきらら、図書館等 230,000千円台 22.2～25.3 一般競争入札 

配布方法：市町村ブロック説明会にて配布（欠席市町村へは資料と共に送付） 

回答期限：平成２５年１月中旬 

回答数 ：４０市町村 未回答：３市町 
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茨木市 本庁舎等 600,000千円台 23.7～26.6 一般競争入札 

生涯学習 C・図書館等 110,000千円台 24.7～27.6 一般競争入札 

富田林市 
※施設記載無 
(H23 回答を掲載) 

本庁舎等 40,000千円台 23.6～25.5 指名競争入札 

寝屋川市 本庁舎 1,000千円台／月 24.7～26.6 制限付一般競争入札 

総合 C・保健福祉 C 3,000千円台 24.7～26.6 制限付一般競争入札 

河内長野市 本庁舎 40,000千円台 22.4～25.3 指名競争入札 

市民交流センターほか 20,000千円台 22.4～25.3 指名競争入札 

箕面市 市本庁舎 他 45カ所 1,040,000千円台 24.10～29.9 一般競争入札 

上下水道庁舎 他 4カ所 110,000千円台 24.10～25.9 一般競争入札 

総合保健福祉センター 70,000千円台 22.4～25.3 条件付一般競争入札 

柏原市 本庁舎・教育センター等 2,000千円台／月 22.6～25.5 一般競争入札 

高石市 本庁舎・別館 20,000千円台 25.5～26.3 指名競争入札 

東大阪市 本庁舎 140,000千円台 23.10～26.9 一般競争入札 

阪南市 本庁舎 50,000千円台 22.4～25.3 プロポーザル方式 

 

◇設問３ 総合評価入札検討中の 3市における状況 

✓ 実施目途は、「Ｈ２５以降」が２市、1市は先進事例を踏まえた検討段階としている。 

✓ 関係部局は契約関係及び福祉関係が中心 

 

市町名 庁内組織 関係部局 施設名 実施目途 備考 

吹田市 有 契約検査室、障がい福祉室等 未定 H25年以降  

泉佐野市 有 
総務課、人権推進課、障害福祉
総務課、商工労働観光課 

本庁舎 H25年以降  

大阪狭山市 無  未定 可否検討中  

 

◇設問４ 総合評価入札実績のない 26市町村について 

○庁舎清掃等業務委託の予定価格 3000万円以上の施設（WTO物件）の有無 

施設 市町数 備考 

あり 1市  

なし 25市町村  

 

 ○総合評価入札制度を導入しない特段の理由 

理由の有無 市町数 備考 

あり ５市町  

なし 21市町村  

✓ 特段の理由があるとした５市村の理由 

・総合管理業務又は長期継続契約として発注しているため、とするものが２市 

・入札参加審査において、障がい者雇用率１．８％以上を要件としているためが 1市 

・施設規模が小さいため、とするものが２市村 
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指定管理者への業務委託について 

 

◇設問５ 指定管理者制度で清掃業務を含んでいる施設の内、当該業務への知的障がい者や就職困

難者の雇用の義務付け又は提案実施の有無 

    （アンケートで回答のあった部局で把握しているもの） 

 有  1市    （大阪市・男女共同参画センター、産業創造館・訓練現場の提供） 

 無  ３９市町村 

 

◇設問６ 知的障がい者・就職困難者雇用の義務付け又は提案実施の状況 

✓ 義務付け又は提案させている内容は、「障がい者の清掃訓練の場の提供」 

 

◇設問７ 清掃業務が無い場合での、「障がい者雇用や就職困難者の雇用提案」、「障害者雇用率」

などの評価項目の有無 

 有  １４市３町 

 無  ２３市町 

 

施設清掃業務における非常勤職員の雇用について 

 

◇設問８ 指定管理者制度導入施設以外で、清掃員として障がい者などの就職困難者を非常勤雇用

している施設の有無 

 （アンケートで回答のあった部局で把握しているもの） 

有  １市 2町（高槻市、豊能町、太子町） 

 無  ３７市町村 

   

◇設問９ 指定管理者制度導入施設以外で、清掃員として障がい者などの就職困難者を非常勤雇用

している施設の状況 

✓ 実施していると回答のあった１市 2町においては、公園、福祉センターほか本庁舎で実施 

✓ 雇用の実績としては、５施設以上で知的障がい者１７名、精神障がい者１名 

 

母子家庭の母の非常勤職員の雇用について 

 

◇設問 10 清掃業務以外で、事務補助などの業務において、母子家庭の母を対象とした非常勤雇用

（市町村での直接雇用）の実施の有無 

 （アンケートで回答のあった部局で把握しているもの） 

有  ０市 

 無  ４０市町村 

 

◇設問 11 母子家庭の母を対象とした非常勤雇用（市町村での直接雇用）を実施しない特段の理由 

✓ 公平性を理由としているのが４市 
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✓ その他の理由は、「個人情報把握が困難」、「非常勤雇用を行っていない」など。 

 

庁内での組織体制等について 

◇設問 12 市町村議会において、行政の福祉化（総合評価入札や就職困難者の就労支援など）に関

連する質問や実施要望の有無 

 有 ９市 

 無 ３１市町村 

 

◇設問 13 庁内において、「行政の福祉化」に関連する施策を議論・検討したことがあるか 

 有 ５市２町 ⇒ 設問 14へ 

 無 ３２市町村 

 予定有 １市 

 

◇設問 14 庁内において、「行政の福祉化」に関連する施策を議論・検討する場があるか 

有  ３市２町 

 ⇒ 年 1回  １市 

       随時   ３市町 

無  ３５市町村 

 

大阪府「行政の福祉化」又は類似の取り組みについて 

 

◇設問 15 行政の福祉化又は類似の取組み 

①公務労働における就労促進 

✓ 取組みに関する記載のあった市町村 7 市/43 市町村 

 

【上記７市の実施概要】 

・知的障がい者を対象とした非常勤嘱託員（長期・短期）雇用を実施。 

・身体障がい者を対象とした正規職員採用を実施。 

・母子家庭の母・障がい者の労働体験雇用。（1日雇用。年 4回） 

・障がい者の職場実習の受入れを実施。 

・公用車の洗車に障がい者をアルバイト雇用。 

・障がい者を対象とした臨時職員採用を実施。 

 

②市営住宅等既存資源の福祉的活用 

✓  取組みに関する記載のあった市町村 6 市村/43 市町村（今後予定（検討中）含む） 

 

【上記 6市の実施概要】 

・グループホームを 5ヶ所で実施。（18名が活用） 

・障がい者ケアホームとして活用のため民間法人に提供。 
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・市営住宅の空き部屋を知的障がい者グループホームに提供。 

 市営住宅店舗を就労継続支援事業所へ提供。 

・民間住宅の借上げによる市営住宅１ヶ所をグループホームとして活用。 

・高齢者に対してレクレーションの場を提供。 

〔検討中〕 

・市営住宅の空き部屋をグループホーム、ケアホームに提供できるよう検討中。 

 

③庁舎等を活用した授産製品の販売場所の提供の有無 

  取組みに関する記載のあった市町村 30 市町村/43 市町村 

 

提供場所：本庁舎 20市町   福祉センター等・その他 10市町村 

    主な販売品目：パン、クッキー、野菜、手作り小物、食堂・喫茶 

 

【上記 30市町村の実施概要】（１市は、実施内容未記載） 

・提供場所（頻度）：本庁舎（年 2回）H16～      提供相手：市内作業所ネットワーク 

販売品目：製菓・雑貨等 

・提供場所（頻度）：敬老会館 1階ロビー、H22～    提供相手：市内作業所ほか 

販売品目：紙雑巾、手芸・陶芸用品、インクカートリッジ専用回収 BOX 

・提供場所：本庁舎（週１回）H23～         提供相手：NPO法人 

販売品目：弁当、パン・クッキー、さおり織コーヒー染め等小物類 

・提供場所：職員会館旧職員食堂（運営委託）H22～  提供相手：府内社会福祉法人 

販売品目：食堂・喫茶 

・提供場所：庁舎展示室（３日／年）H24～      提供相手：市内共同受注ネットワーク 

販売品目：クッキー、布製品等 

・提供場所：福祉センター 

販売品目：授産製品（パン販売） 

・提供場所：本庁舎（月２回）H22～         提供相手：市障害者事業団 

販売品目：弁当、菓子、野菜等 

・提供場所：本庁舎 H10～              提供相手：市内障がい者通所施設等 

販売品目：手作りクッキー、パン等 

・提供場所：本庁舎（週１回）            提供相手：市内府社会福祉法人 

販売品目：パン・クッキー等 

・提供場所：本庁舎（週２回）            提供相手：市内障がい者施設 

販売品目：パン・クッキー等 

・提供場所：市役所施設（週２回）H18～     提供相手：市内就労継続支援（B型）事業所 

販売品目：事業所自主製品、菓子、パン、野菜など 

・提供場所：本庁舎市民サロン（月 1回） 

販売品目：アクセサリー、木工芸品、クッキー、野菜等 

提供場所：市民交流センター（常時） 

販売品目：喫茶・軽食、アクセサリー、木工芸品等 
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・提供場所：本庁舎（毎月１週間）H15～ 提供相手：市内社福法人日中活動事業所（５か所） 

販売品目：アクセサリー、革製品、クッキー、野菜等 

・提供場所：本庁舎（月１～２回）          提供相手：障がい者施設 

販売品目：パウンドケーキ・クッキー等 

・提供場所：ライフプラザ（週１～５回）       提供相手：市内障害者事業所 

販売品目：パン、焼き菓子、リサイクル品等 

・提供場所：本庁舎                 提供相手：市内社会福祉法人 

販売品目：クッキー等 

・提供場所：本庁舎食堂（奇数月１回） 

販売品目：すりごま、唐辛子 

・提供場所：本庁舎（各作業所・週１回） H22～ 

 提供相手：市内障害者作業所・通所センター     販売品目：パン、おかき等 

・提供場所：本庁舎（年 1回） H13～        提供相手：障害者施設連絡会 

販売品目：自転車、野菜等各種授産製品 

・提供場所：本庁舎（週１回）            提供相手：市内障がい福祉事業所 

販売品目：パン 

・提供場所：本庁舎（週２回）            提供相手：市内授産施設 

販売品目：パン・クッキー等 

・提供場所：本庁舎（２ヶ月に 1回） H21～      提供相手：障がい者授産施設 

販売品目：クッキー等 

・提供場所：本庁舎（週 1回）            提供相手：授産施設等 

販売品目：パン・菓子等 

・提供場所：ふれあいセンター（年 1回）H24～     提供相手：町内５事業所 

販売品目：衣類、陶器、手芸品、野菜、クッキー、ホットコーヒー等 

・提供場所：本庁舎（週 1回）H15～          提供相手：町内社会福祉法人 

販売品目：パン焼菓子 

提供場所：町立保健福祉総合施設（週 2回）H12～   提供相手：町内社会福祉法人 

販売品目：軽食、ソフトドリンク、皮革製品等自主製品 

・提供場所：ふれあいセンター（年３～４回不定期）H11～ 

 提供相手：町内障害福祉サービス事業所        販売品目：焼菓子等 

・提供場所：道の駅、町立中学校・小学校・幼稚園    提供相手：町内福祉施設 

・提供場所：本庁舎 H22～               提供相手：町社会福祉協議会 

 販売品目：作業所授産品の展示販売 

・提供場所：役場連絡所 他 1ヶ所           提供相手：NPO法人 

 販売品目：メガネ立て、クッキー等 

 

④障がい者施設等に対する清掃業務委託実施の有無 

 取組みに関する記載のあった市町村 13 市/43 市町村 

 

 



  7/7 

【上記 13市町の実施概要】（１市は、実施内容未記載） 

 ・市内施設 

・障害者支援交流センター 

・公園、緑地、その他 

 ・市立福祉施設・保健センター 

・市民交流センター、図書館 

・市総合福祉会館 

・浄水場 

 

⑤障がい者施設等に対する清掃業務委託以外の実施の有無 

 取組みに関する記載のあった市町村 13 市町/43 市町村 

 

【上記 13市町の実施概要】（大阪市は、実施内容未記載） 

・パンフレット、記念品の発注 

・印刷製本、ステッカー作成等の発注 

・点字打刻業務委託、成人式記念品製作 

・イベント、キャンペーン参加記念品発注 

・フラワーポット管理業務 

・ごみ指定シール等封入業務発注 

・放置自転車等街頭指導業務発注 

 

⑥庁内ＩＴ関連業務のアウトソーシング化 

 取組みに関する記載のあった市町村 0 市/43 市町村 

 

 ⑦その他、既存事業や既存資源の福祉的活用 

 取組みに関する記載のあった市町村 3 市/43 市町村 

 

【上記 3市の実施概要】 

 ・草刈、公園等管理業務等をシルバー人材センターへ委託 

・授産製品購入についての庁内 PRの実施。 

・障がい者就労支援相談窓口設置（１回／月） 

 


