
仕 様 書 

１ 対象業務及び所在地 

 対象業務

旧豊水小学校複合施設清掃業務

 所在地

札幌市中央区南 8条西 2丁目 5－2 

旧豊水小学校複合施設（施設概要は別紙１のとおり） 

（札幌市公文書館及び豊水まちづくりセンター・豊水会館の一部共用部） 

 建築年 昭和 47 年 

 清掃対象延床面積 ２７４２．９㎡ 

 職員数 12 名 平均来庁者数 10 名／日 

 一月におけるごみ平均排出量

   一般ごみ：0.37  、資源ごみ：0.26  、再生可能品：0.03  

２ 履行期間 

  令和元年１０月１日から令和４年９月３０日まで

３ 業務の概要 

旧豊水小学校複合施設並びにその周辺の清掃及び茶碗洗浄を行う。 

４ 業務仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省が定める「建築保全業務共通仕

様書（平成 30 年版）」によるものとする。

５ 業務内容 

 日常清掃

別紙２に基づき作業を行うこと。ただし、札幌市公文書館休館日を除く。

※休館日：日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、12 月 29

日～翌年 1月 3日

 定期清掃

 別紙３に基づき作業を行うこと。ただし、作業は札幌市公文書館休館日に行う

こととし、実施日程については、委託者と協議の上定めること。

６ 業務実施場所及び清掃面積一覧 

  別図のとおり

〔教室等配置図の凡例〕

 赤色：硬質床  緑：弾性床

青色：繊維床  紫色：エレベーター及び小荷物昇降機 



７ 作業時間 

 日常清掃

原則として午前８時００分から午後４時００分までとし、別紙２の「作業内容」

のうち、事務室については、午前８時３０分までに完了すること。

 定期清掃

原則として午前８時００分から午後５時００分までの範囲の中で実施すること。

８ 用具・消耗品の負担及び塵芥処理について 

 業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、一切受託者の負担とする。また、

当該用具及び消耗品は業務開始日時までに用意し、スムーズに業務を開始すること。

ただし、簡易な施設設備修繕に必要なもの（蛍光管含む）、トイレの消耗品及びそ

の他特に必要と認めるものは、委託者の負担とする。

 業務遂行に伴い発生した塵芥・汚物等は、指定した場所に分別（一般ごみ、資源化ごみ、

その他産業廃棄物等）して保管すること。 

９ 提出書類 

受託者は、次に掲げる書面を指定する期日までに提出すること。

 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険事業主負担分調書

契約金額に対する積算根拠(積算内訳)として、契約締結後直ちに、業務費内訳書、
業務従事者賃金支給計画書及び社会保険事業主負担分調書を別冊の記載要領に沿っ

て作成し提出すること。

 業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書

業務対象施設に日常的に従事する労働者（以下「労働者」という。）の把握ととも

に、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、業務の履行開始日の

前日までに、業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書を別冊の記載要領に沿って

作成し提出すること。また、従事する労働者が変更となる場合には、その都度、業

務従事者名簿を変更後の労働者が従事する日の前日までに提出すること。

 業務従事者健康診断受診等状況報告書

労働者（上記（２）の「業務従事者名簿」により報告のあった労働者）の健康診

断受診等状況を確認するため、当該報告事項確定後から履行期間終了日までの間に、

「業務従事者健康診断受診等状況報告書」を別冊の記載要領に沿って作成し提出す

ること。

なお、複数年契約のものにあっては、履行期間内において、1年毎に 1回当該書類

を提出すること。 

 業務従事者支給賃金状況報告書

労働者の支給賃金状況を確認するため、年１回、委託者が指定する期日までに、「業

務従事者支給賃金状況報告書」を別冊の記載要領に沿って作成し提出すること。

 上記の書面での確認において疑義が生じた場合にあっては、受託者は、契約約款

第 16 条第２項の規定に基づき、受託者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出勤簿そ

の他労務管理に係る書類を、委託者が指定する期日及び場所において、委託者が確

認できる状態にすること。



 作業計画書及び作業手順書

本業務に係る「日常・定期清掃作業計画書」及び「日常清掃作業手順書」を作成

し、履行開始日の前日までに提出し、委託者の承認を受けること。作業計画書には、

作業対象（場所、作業概要、作業回数）、作業時間、業務従事者(人数等)を記載し、
作業手順書には対象作業項目、作業手順・作業内容、作業回数、使用清掃資材の種

類及び数量、注意事項、最終点検を記載すること。（様式は問わない）

 作業日誌

受託者は、毎日実施した作業の状況を別に定める日誌に記載し、委託者へ提出する

こと。

 毎月の業務完了届

受託者は、契約書に定める委託料支払月の業務が完了した都度、速やかに別に定

める業務完了届を委託者に提出すること。

 定期清掃業務完了届

受託者は、定期清掃業務が完了した都度、速やかに別に定める業務完了届を委託

者に提出し、検査を受けること。

10 責任者の選任 

業務遂行を指揮監督するため、従業員から１名を責任者と定めること。

11 機密の保持 

受託者は、業務遂行上で知り得た秘密について、契約期間中のみならず、契約期間

満了後にあっても、他人に漏らしてはならない。また、受託者の従事者についても同

様とする。

12 安全の確保 

作業の実施にあたっては、事故防止に十分注意するとともに、受託者は事故に対す

る一切の責任を負うこと。

13 備品等の破損事故 

業務の実施にあたって、備品及び設備等を破損し、又は破損個所を発見したときは、

直ちに委託者へ連絡のうえ、適切な処置を取ること。

14 服装及び名札 

受託者は、業務従事者に常に清潔な制服を着用させ、胸部に名札をつけさせること。

15 身分証明書 

受託者は、常時、業務従事者に身分証明書を携帯させること。

16 環境への配慮について 

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努

めること。



 電気、水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。

 ごみ減量及びリサイクルに努めること。

17 施設の鍵の取扱いについて 

 業務で使用する施設の鍵については、委託者が受託者に貸与する。

 鍵の管理責任は業務責任者とし、業務従事者等への受渡しの際は、簿冊等で管理

すること。

 鍵の複製はしないこと。

 鍵を紛失した場合は、速やかに委託者へ届出ること。また、紛失に伴う鍵の複製

については、委託者の許可を得ること。

18 契約期間終了に伴う業務の引継ぎ 

 受託者は、委託者の指示があった場合には、受託者が業務を行った際に作成した

業務に必要な手順・方法等を記載した資料を委託者に提出することとする。

 受託者は、委託者の指示があった場合には、上記 の資料等によるほか、新規受

  託者に対し実地による実務的な引継ぎを行うものとする。

 業務引継ぎの詳細・実施期間等については、委託者と協議して定めるものとする。

19 その他 

 業務に使用する洗剤、剥離剤、ワックス等は良質のものを使用することとし、厚

生労働省で室内濃度指針値を定めている揮発性有機化合物等 13物質を含まない製
品を使用すること。

やむを得ず含まれている製品を使用する場合は、13物質の含有が極めて少ない製
品を使用すること。

事前に成分が確認できる書類（化学物質排出把握管理促進法ＳＤＳ（安全データ

シート）、揮発性有機化合（ＶＯＣ）測定試験報告書、成分表 他）を委託者に提出

し承認を受けること。

 入退館にあたっての警備装置の設定解除及び施錠管理を責任持って行い、盗難、

火災等の予防に注意すること。

 作業完了の際は、椅子等を所定の位置に戻すとともに、施錠を確認し、不要灯は

消灯すること。

 清掃控室は、委託者が用意するが、室内備品等は必要に応じて受託者が整えるこ

と。

 本仕様書に明記されていない事項については、委託者と協議のうえ実施すること。

20 担当 

札幌市中央区南８条西２丁目５－２

札幌市総務局行政部公文書館管理係  担当：宮口

電話：０１１－５２１－０２０５ ＦＡＸ：０１１－５２１－０２１０



別紙１

主な業務 主な専有部分 開館時間 休館日

公文書館
重要公文書の受け入れ、特定重
要公文書の保存・利用、郷土史相
談、展示室の運営

事務室、閲覧室、展示室、書
庫、資料整理室、資料受入
室、清掃員控室

8:45～
17:15

日月祝
年末年始

豊水
まちづくりセンター

地区住民組織の振興及び住民組
織等のネットワーク化支援、地区
住民福祉活動の支援

事務室、会議室
8:45～
17:15

土日祝
年末年始

豊水会館 地区住民の集会施設 会議室、和室、館長室
8:00～
21:00

日祝
年末年始

旧豊水小学校複合施設施設概要

　※旧豊水小学校複合施設清掃業務の清掃対象は、「公文書館」及び「豊水まちづくり
　センター・豊水会館の一部共用部」。



別紙２

床の日常清掃作業内容

硬質床 除塵及び部分水拭き 17.6 1

弾性床 除塵及び部分水拭き 4.0 1

東階段（１～２階） 階段 弾性床 除塵及び部分水拭き 26.0 1

廊下 廊下・エレベーターホール 弾性床 除塵及び部分水拭き 84.7 1

書庫 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 492.0 1/5

エレベーター エレベーター フロアマット 除塵 1台 1

便所 便所・洗面所 硬質床 除塵及び全面水拭き 64.0 1

玄関ホール 硬質床 除塵及び部分水拭き 22.0 1

廊下・エレベーターホール 繊維床 除塵 10.0 1

会館階段（１～２階） 階段 繊維床 除塵 26.0 1

会館廊下 廊下・エレベーターホール 繊維床 除塵 6.0 1

東階段（２～３階） 階段 弾性床 除塵及び部分水拭き 26.0 1

廊下 廊下・エレベーターホール 弾性床 除塵及び部分水拭き 114.1 1

常設展示室 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 150.2 1/5

繊維床 除塵 161.1 1

弾性床 除塵及び部分水拭き 3.6 1

繊維床 除塵 156.0 1

弾性床 除塵及び部分水拭き 4.0 1

小会議室 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 32.0 1/5

書庫 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 24.0 1/5

エレベーターホール 廊下・エレベーターホール 繊維床 除塵 32.0 1

便所 便所・洗面所 弾性床 除塵及び全面水拭き 43.9 1

会館階段（２～３階） 階段 繊維床 除塵 26.0 1

会館廊下 廊下・エレベーターホール 繊維床 除塵 6.0 1

廊下 廊下・エレベーターホール 弾性床 除塵及び部分水拭き 300.1 1

講堂 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 128.0 1/5

書庫 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 624.7 1/5

資料整理室 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 58.9 1/5

物品庫 事務室・会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 56.0 1/5

便所 便所・洗面所 弾性床 除塵及び全面水拭き 43.9 1

2742.8

※　作業回数1/5とは、週1回の清掃。

項目 作業内容
作業回
数

（回/日）

1F

東玄関

会館玄関

2F

事務室

閲覧室

清掃場所 面積（㎡）区分

玄関ホール

事務室・会議室

事務室・会議室

面積合計

3F



床以外の日常清掃

東玄関 玄関ホール 21.6 2

26.0 1

26.0 1

書庫 会議室 492.0 1/5

エレベーター、
小荷物昇降機

エレベーター 2台 1

便所 便所・洗面所 64.0 1

会館玄関 玄関ホール 22.0 1

26.0 1

26.0 1

26.0 1

26.0 1

5.8 1/5

0.8 1/5

事務室 会議室 164.7 1

給湯コーナー 湯沸室 2.0 1

160.0 1

6.0 1/5

2.0 1/5

32.0 1

32.0 1

便所 便所・洗面所 43.9 1

26.0 1

26.0 1

ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台及
び水栓吹き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補
充及び汚物収集
男）大便器２、小便器３、手洗２
女）大便器４、手洗３
多目的）大便器１、手洗１

会館階段（２～３階）
手すり拭き

窓台除塵及び拭き
階段

流し台洗浄及び厨芥収集

閲覧室

ごみ収集

什器、備品の拭き
ガラスケース　W150H500D1000×２台

窓台除塵及び拭き

エレベーターホール
ごみ収集

手すり拭き

2F

東階段（２～３階）
手すり拭き

窓台除塵及び拭き

常設展示室

1F

フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除
塵、ごみ収集及び金属部分除塵

什器、備品の拭き
ガラスケース　W160H300D540×２台

窓台除塵及び拭き

ごみ収集

ごみ収集

壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵

ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台及
び水栓吹き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補
充及び汚物収集
男）大便器３、小便器４、手洗２
女）大便器４、手洗２

会館階段（１～２階）
手すり拭き

窓台除塵及び拭き

フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除
塵、吸殻収集、ごみ収集及び金属部分除塵

面積（㎡）
作業回
数

（回/日）

階段東階段（１～２階）
手すり拭き

窓台除塵及び拭き

清掃場所 項目区分

階段

階段

会議室

会議室

廊下・エレベーターホール



128.0 1/5

1.6 1/5

書庫 会議室 624.7 1/5

資料整理室 会議室 58.9 1/5

便所 便所・洗面所 43.9 1

※　作業回数1/5とは、週1回の清掃。

日常巡回清掃

東玄関 玄関ホール 21.6 1

エレベーター エレベーター 1台 1

便所 便所・洗面所 64.0 1

2F 便所 便所・洗面所 43.9 1

3F 便所 便所・洗面所 43.9 1

ごみ運搬処理

2742.9 1

2742.9 1

2742.9 1

※一月におけるのごみ平均排出量　一般ごみ：0.37 、資源ごみ：0.26 、再生可能品：0.03 

建物外部の日常清掃

玄関周り 8.0 1

構内通路 292.0 1

作業回
数

（回/日）

除塵、水拭き

拾い掃き

ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集

清掃場所

面積（㎡）
作業回
数

（回/日）
清掃場所 項目

建物外部

面積（㎡）
作業回
数

（回/日）
項目

施設全体

中継所から集積所までの運搬

分別

梱包

区分

ごみ運搬処理

面積（㎡）

1F

床部分水拭き

床部分水拭き

ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集

ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集

ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台及
び水栓吹き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補
充及び汚物収集
男）大便器２、小便器３、手洗２
女）大便器４、手洗３
多目的）大便器１、手洗１

清掃場所 項目区分

3F

講堂
ごみ収集

窓台除塵及び拭き

ごみ収集

ごみ収集

会議室

区分



茶碗洗浄業務

15 1

作業回
数

（回/日）

茶碗洗浄作業にあたっては、下記の事項に従って業務を実施し、常に良好な衛生状態を保つよ
う十分注意すること。

(1)作業に従事する者は、所定の制服を着用し、作業開始前に手を消毒しなければならない。

(2)各事務室等の指定する茶碗等を回収し、適正洗剤で洗浄し、水洗いし、熱湯で消毒する。
（使用していない茶碗の湯通しを含む）

(3)毎日、清潔維持のため、ラック、洗い桶、布巾、急須、茶こぼし、盆、茶がら入れ、ポット等を
洗浄し、茶棚、ワゴン等の清掃を行う。

(4)洗浄終了後の茶碗等は、午前８時３０分までに所定の場所に収納する。

(5)使用済の布巾は、2ヵ月ごとに全部を更新する。

(6)その他、当該業務を実施するため、必要とする業務。

作　　　　　業　　　　　内　　　　　容
茶碗数
（個）
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床の定期清掃

東階段 玄関ホール 弾性床 表面洗浄 4.0 2

東階段（１～２階） 階段 弾性床 表面洗浄 26.0 2

廊下 廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 84.7 2

東階段（２～３階） 階段 弾性床 表面洗浄 26.0 2

廊下 廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 114.1 2

常設展示室 事務室 弾性床 表面洗浄 150.2 2

事務室 事務室 弾性床 表面洗浄 3.6 2

閲覧室 事務室 弾性床 表面洗浄 4.0 2

小会議室 会議室 弾性床 表面洗浄 32.0 2

廊下 廊下・エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 300.1 2

講堂 会議室 弾性床 表面洗浄 128.0 2

作業内容 面積（㎡）
作業回
数

（回/年）

1F

2F

3F

清掃場所 区分 項目














