












































日常清掃作業内容１(消防学校庁舎） 清掃面積2,000超～5,000㎡以下適用 別紙１

弾性・硬質床 除塵及び部分水拭き 165㎡ 3回/週

床以外 床マット・什器備品等除塵、扉部分拭き、ごみ収集 165㎡ 3回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 290㎡ 1回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 233㎡ 3回/週

床以外 ごみ収集 233㎡ 5回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 71㎡ 1回/週

床以外 ごみ収集 71㎡ 1回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 30㎡ 3回/週

繊維床 除塵 15㎡ 3回/週

床以外 ごみ収集 45㎡ 3回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 164㎡ 1回/週

床以外 ごみ収集 164㎡ 3回/週

繊維床 除塵 9㎡ 3回/週

床以外 ごみ収集 9㎡ 3回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 556㎡ 5回/週

床以外 ごみ収集 556㎡ 5回/週

弾性床 除塵及び全面水拭き 155㎡ 5回/週

弾性床 除塵及び全面水拭き 8㎡ 5回/週

床以外 流し台洗浄、厨芥収集 8㎡ 5回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 64㎡ 1回/週

床以外 階段手摺拭き 64㎡ 1回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 71㎡ 5回/週

床以外 洗面台拭き・窓台除塵 71㎡ 5回/週

ごみ運搬処理 ごみ運搬・分別・梱包 1906㎡ 5回/週

※　トイレに衛生陶器類を44個（大便器19・小便器19・掃除用流し6）、洗面台11個を設置している。

※ 5回/週は祝日等を除く月～金曜日に実施する（履行期間における清掃日数計730日）

※ 3回/週は祝日等を除く月・水・金曜日に実施する（履行期間における清掃日数計432日）

※

床以外

壁・洗面台・鏡・洗面器・水栓・シャワー・金具
拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足ふきマット乾
燥、脱衣棚・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口
ごみ収集

75㎡

5回/週

洗浄（浴室シャワールーム）、除塵及び水拭き
（脱衣室・洗濯室）

75㎡

1回/週は原則として火曜日に実施するが、祝日及び年末年始に重なる日は翌開庁日に実施。ただし年末年始等の休日で1週間が
全て休日になる場合を除く。（履行期間における清掃日数計156日）

建物内部全体

浴室・シャワールーム・脱衣室・
洗濯室

弾性・硬質床

湯沸室

階段

食堂

5回/週

玄関ホール・談話ホール

廊下

区分 項目 作業内容 対象規模 作業回数
(回/週)

事
務
室
・
会
議
室

事務室・会議室

パソコン教室

コミュニティルーム

理化学・危険物実験室

舎監室

教室

便所・洗面所※
床以外

ごみ・汚物収集、洗面台・水栓・鏡・扉・ﾄﾞｱﾉ
ﾌﾞ・配管等拭き、衛生陶器洗浄、消耗品補充

155㎡



日常清掃作業内容２(北鐘寮南棟） 清掃面積1,000㎡以下適用

弾性・硬質床 除塵及び部分水拭き 30㎡ 3回/週

床以外 床マット・什器備品等除塵、扉部分拭き、ごみ収集 30㎡ 3回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 24㎡ 3回/週

繊維床 除塵(事務室・会議室と同等とみなす。) 6㎡ 3回/週

床以外
ごみ収集、フロアマット除塵、扉ガラス部分拭
き、什器備品除塵、金属部分除塵

6㎡ 3回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 16㎡ 1回/週

床以外 ごみ収集 16㎡ 1回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 55㎡ 1回/週

床以外 ごみ収集 55㎡ 1回/週

弾性床 除塵及び全面水拭き 51㎡ 5回/週

床以外 ごみ・汚物収集、扉拭き、陶器洗浄、消耗品補充 51㎡ 5回/週

弾性床 除塵及び全面水拭き 2㎡ 5回/週

床以外 流し台洗浄、厨芥収集 2㎡ 5回/週

弾性床 除塵及び部分水拭き 13㎡ 1回/週

床以外 手摺り拭き 13㎡ 1回/週

弾性・硬質床
洗浄（シャワールーム）、除塵及び水拭き（脱衣
室・洗濯室）

30㎡

床以外
壁・鏡・水栓・シャワー・金具拭き、ごみ収集、
扉部分拭き、足ふきマット乾燥、脱衣棚・脱衣か
ご拭き、排水口ごみ収集

30㎡

ごみ運搬処理 ごみ運搬・分別・梱包 227㎡ 5回/週

※　トイレに衛生陶器類を18個（大便器8・小便器8・掃除用流し2）、洗面台10個を設置している。

※ 5回/週は祝日等を除く月～金曜日に実施する（履行期間における清掃日数計495日）

※ 3回/週は祝日等を除く月・水・金曜日に実施する（履行期間における清掃日数計291日）

※

廊下

便所・洗面所※

湯沸室

階段

シャワールーム・脱衣室・洗濯室

建物内部全体

1回/週は原則として火曜日に実施するが、祝日等に重なる日は翌開庁日に実施。ただし年末年始等の休日で1週間が全て休日に
なる場合を除く。（履行期間における清掃日数計106日）

玄関ホール

談話ホール

乾燥室
（事務室・会議室と同等とみな
す）

区分 項目 作業内容 対象規模 作業回数
(回/週)

5回/週

※　12/1～3/31までの間は、北鐘寮南棟を閉鎖するため日常清掃は実施しない。



日常清掃作業内容３(屋内訓練場） 清掃面積1,000㎡以下適用

弾性床 除塵及び全面水拭き 21㎡ 5回/週

床以外
ごみ・汚物収集、扉拭き、洗面台・鏡・扉拭き、
陶器洗浄、消耗品補充

21㎡ 5回/週

弾性床 除塵及び全面水拭き 4㎡ 1回/週

床以外 流し台洗浄、厨芥収集 4㎡ 1回/週

ごみ運搬・分別・梱包 25㎡ 5回/週

※　トイレに衛生陶器類を7個（大便器3・小便器4）、洗面台3個を設置している。

※ 5回/週は祝日等を除く月～金曜日に実施する（履行期間における清掃日数計730日）

※ 1回/週は原則として火曜日に実施するが、祝日等に重なる日は翌開庁日に実施。ただし年末年始等の休日で1週間が全て休日に
なる場合を除く。（履行期間における清掃日数計156日）

作業回数
(回/週)対象規模

建物内部全体

便所・洗面所※

湯沸室（事務室内）

区分 項目 作業内容



定期清掃作業内容１(消防学校庁舎） 別紙２

作業回数

(回/年)

弾性・硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 109㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 56㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 290㎡ 2回

事務室・会議室 弾性床 表面洗浄 233㎡ 2回

パソコン教室 〃 〃 71㎡ 2回

コミュニティルーム 〃 〃 30㎡ 2回

理化学・危険物実験室 弾性床 表面洗浄 164㎡ 2回

教室 〃 〃 556㎡ 2回

寮室 〃 〃 411㎡ 2回

講堂 〃 〃 160㎡ 2回

更衣室 〃 〃 72㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 155㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 8㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 64㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 71㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 75㎡ 2回

※　概ね９月下旬及び３月下旬に実施すること。

食堂

浴室・シャワールーム・脱衣室・洗濯室

廊下

事
務
室
・
会
議
室

便所・洗面所

湯沸室

階段

玄関ホール

談話ホール

区分 項目 作業内容 対象規模



定期清掃作業内容２(北鐘寮南棟）

作業回数

(回/年)

弾性・硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 30㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 24㎡ 2回

寮室 弾性床 表面洗浄 240㎡ 2回

乾燥室 〃 〃 16㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 55㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 51㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 2㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 13㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 30㎡ 2回

※　概ね９月下旬及び３月下旬に実施すること。

定期清掃作業内容３(屋内訓練場）

作業回数

(回/年)

玄関・風除室 弾性・硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 25㎡ 2回

表面洗浄又は一般床洗浄 540㎡ 2回

水性ウレタン加工（床研磨・床洗浄・ウレタン塗布） 540㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 41㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 87㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 21㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 11㎡ 2回

弾性床 表面洗浄 4㎡ 2回

※　概ね９月下旬及び３月下旬に実施すること。

事務室

廊下

便所・洗面所

階段

湯沸室（事務室内）

対象規模

事
務
室

廊下

玄
関
ホ
ー

ル
体育館 硬質床

区分 項目 作業内容

便所・洗面所

湯沸室

階段

シャワールーム・脱衣室・洗濯室

玄関ホール

談話ホール

項目 作業内容 対象規模区分


