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１ 業務仕様書の位置付け 

  三原市斎場（以下「斎場」という。）の指定管理者が行う斎場の管理運営に関する業務の

内容及びその範囲は，この仕様書によるものとする。 

  指定管理者は本仕様書を基本とし，施設の効果的・効率的な管理運営及び適切なサービ

スの提供を行うものとする。 

  なお，この仕様書は，各業務について，市及び指定管理者が相互に協力し，信義を守り，

委託業務が安全で誠実に実施され三原市斎場の管理運営が円滑に遂行されるための大要を

示すものであり，実状に応じ本仕様書に記載のない事項及び定めのない事項については，

法令その他慣習に従うほか，市と指定管理者が協議して決定するものとする。 

 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

  市民の公衆衛生及び福祉の向上を図ることを目的とした斎場の設置目的を踏まえ，利用 

者の心情に配慮した質の高いサービスの提供，円滑な運営及び施設設備の適正な維持管理 

を行うとともに，効果的・効率的な管理運営により経費削減を図ること。 

 (1) 施設利用者の安全確保を第一とし，事故防止，安全管理には特段の注意義務をもって  

あたること。 

 (2) 三原市斎場設置及び管理条例に則り管理運営することはもとより，関係法令等を遵守  

し，善良な管理者の注意をもって，適正に業務を遂行すること。 

 (3) 利用者の平等かつ公平な利用を確保すること。 

 (4) 利用者の心情に配慮し，きめ細かいサービスの提供に努めること。 

 (5) 障害者，高齢者等の利用に際して配慮を行うこと。 

 (6) 利用者の意見・要望を管理運営に反映させるとともに，サービス向上に努めること。 

 (7) 苦情等には誠意をもって対応するとともに，必要な改善を試みること。 

 (8) 効果的・効率的な管理運営により，管理運営経費の縮減に努めること。 

 (9) 施設を良好な状態で維持・管理すること。 

 (10)管理運営方法を創意工夫するとともに社会変化に対応した改善を積極的に図ること。 

 (11)個人情報の保護に関する法律及び三原市個人情報保護条例や各種関係法令を遵守   

し，個人情報保護には特段の注意義務をもってあたること。 

 (12)宗教上の中立に立った管理運営を行うこと。 

 

３ 法令等の遵守 

  管理運営にあたっては，次に掲げる法令等を遵守すること。 

 (1) 地方自治法 

 (2) 墓地、埋葬等に関する法律 

 (3) 労働基準法等労働関係諸法令 

 (4) 三原市斎場設置及び管理条例及び同施行規則 

 (5) 三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び同施行規則 

 (6) 三原市個人情報保護条例及び同施行規則 

 (7) 三原市情報公開条例及び同施行規則 

 (8) 三原市暴力団排除条例 

 (9) その他，管理運営に関係する法令等（消防法，電気事業法，建築基準法等） 
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４ 指定期間 

  指定期間は令和 5年 4 月 1日から令和 10 年 3 月 31日までの 5 年間とする。 

  指定管理者及び指定期間は，三原市議会での議決により確定する。また，指定期間内で 

あっても，地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により，指定を取り消し，又は期間を定

めて管理の全部又は一部の停止を命じることがある。 

 

５ 業務の範囲 

 (1) 三原市斎場設置及び管理条例第 13条に規定する次に示す業務を行うこと。 

  ア 死体及び死産児の火葬に関する業務 

  イ 手術肢体及び胞衣の焼却に関する業務 

  ウ 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

  エ その他施設の管理運営に関して市が必要と認める業務 

 (2) 次に掲げる内容については業務に含まない。 

  ア 斎場使用許可及び斎場使用料徴収業務 

    利用料金制は採用せず，斎場使用許可及び斎場使用料徴収は市が行う。 

  イ 電気契約及び電気使用料の支払 

    市が電気事業者と直接契約し，電気使用料を支払う。 

 

６ 指定管理対象施設の概要 

  斎場の概要は，次に掲げるとおり。 

 (1) 名称及び所在地 

   名 称：三原市斎場 

   所在地：三原市高坂町許山 10581 番地 

 (2) 面積・構造等 

   敷地面積：9,258.98 ㎡ 

   建築面積：2,169.65 ㎡ 

   延床面積：2,324.16 ㎡ 

   構  造：鉄筋コンクリート造 2階建 

   主要設備：火葬炉 6 基（台車式大型炉） 火葬件数 11 件／日（最大） 

        排ガス処理（バグフィルター方式） 

   主要施設：告別室 2 室，収骨室 2 室，待合室 4室，待合ホール（ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ有）， 

        駐車場（おもいやり駐車場 2台，普通車 36台，バス 5 台） 

  

７ 施設の運営 

 (1) 休場日及び開場時間 

  ア 休場日（条例第 4 条） 

    1月 1 日及び 1月 2 日 

    ただし，市長が特に必要があると認めるときは，これを変更する場合がある。 

  イ 開場時間（条例第 5 条） 

    午前 8時 30 分から午後 5時 30 分まで 

    ただし，市長が特に必要があると認めるときは，これを変更する場合がある。 
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  ウ その他 

    施設設備の整備等，必要があると認めるときは，市と協議の上，あらかじめ市長   

の承認を得て，臨時に休場や開場時間の変更をすることができる。 

 (2) 入場の制限 

指定管理者は，三原市斎場設置及び管理条例第 10 条の規定に基づき，同条各号のいず

れかに該当する者に対し，斎場への入場を拒み，又は斎場からの退場を命ずることがで

きる。 

 (3) 職員の配置 

   公の施設の管理者としての自覚を持ち，業務の遂行及び利用者への対応を行うととも

に，施設の設置目的を理解し，それにふさわしい態度で業務に当たることのできる人員

を配置すること。 

  ア 施設全体の管理運営能力を備え，業務全体を統括する統括責任者を指定管理者が雇

用する正社員から選出して配置すること。統括責任者は当該施設の専任とすること。 

また，統括責任者が不在の場合に統括責任者を代理する副責任者を選出し，配置す

ること。 

  イ 甲種防火管理者，危険物取扱者乙種第 4類の資格取得者を配置すること。 

  ウ 窓口・電話応対，施設設備維持管理，火葬業務，火葬炉運転など，施設の管理運営   

が確実に行える最適な人員を配置すること。なお，斎場開場時間中は常時 1名以上配

置すること。 

  エ 業務の遂行にあたっては，人生終焉の場として遺族，会葬者の心情を十分に考慮   

し，常に責任を自覚するとともに，誠意と礼儀を旨とした体制を保持すること。 

オ 全ての従事者に対して火葬に関する知識や利用者に対する接遇等の研修を行うと

ともに，その他必要な研修を行うこと。 

  カ 緊急時に迅速な対応ができるよう，全ての従事者にＡＥＤ（自動体外式除細動器）   

の操作方法を習得させること。 

  キ 業務の開始時に配置職員，勤務体制を届け出ること。 

    ・職員の職・氏名，有する資格 

    ・勤務体制 

  ク 職員の勤務状況が確認できるように，出勤簿等を作成すること。 

 (4) 第三者への委託 

   指定管理業務の全部又は主要な業務（火葬，火葬炉運転等）の全部を第三者に委託し  

又は請け負わせることはできない。ただし，あらかじめ市の承認を得た場合は，業務の

一部を第三者に委託し，又は請け負わせることができるものとする。 

   なお，その場合は再委託先の業務実施について適切な監督指導を行うとともに，業務  

報告書や作業写真等を提出させ，委託業務が適正に行われたことを確認すること。 

   また，再委託先の責めに帰すべき事由により生じた損害は，全て指定管理者の責めに  

帰すべき事由により生じた損害とみなし，指定管理者の責任において負担すること。 

 (5) 備品の管理 

ア 施設利用者の利用に支障を来さないよう，指定管理者は備品の管理を行うとともに，

不具合の生じた備品については市と協議の上，整備すること。また，備品の管理にあ

たっては備品台帳を作成し確実に行うこと。市の備品については，備品一覧を指定管
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理者へ提供する。 

  イ 備品の帰属 

    施設に備付けの備品や市が貸与した備品については市に帰属する。 

    指定管理者が指定管理料により購入した物品については，指定管理者に帰属するも   

のとする。 

  ウ ＡＥＤは市が備品として貸与する。指定管理者はＡＥＤのセルフテスト結果を毎日   

確認するとともに，必要な消耗品（電極パッド，バッテリー等）は指定管理者が購入

し，適切に管理すること。 

 (6) 消耗品の管理 

  ア 施設の運営管理，施設設備の維持管理等に支障を来さないよう，施設・設備維持管

理用品，衛生・清掃用品，事務用品等の施設管理上必要な消耗品は，指定管理者が購

入し，管理を行うこと。 

  イ 火葬炉設備に使用するロストル（棺受金物），炉内台車保護材（炉内台車表面の保護

材）を購入し，使用すること。 

    また，熱電対及びイグナイター（点火装置）の消耗に対する交換用として，６炉分

の予備を備えること。 

 (7) 施設・設備等の修繕 

   指定管理者は，施設，設備，備品等の軽易な修繕について，｢責任分担表｣の｢施設・設

備の損傷｣で指定管理者の負担と定めた事項は，指定管理者の負担により早急に対処す

ること。 

   1 件につき 30 万円未満（消費税及び地方消費税を含む）の小規模修繕は指定管理者の

負担とし，それを超えるものは別途協議とする。原則として 1 件は 1か所当たりの見積

額とするが，修繕原因が連動するものと市が認める場合は，複数箇所の見積額を 1件と

みなすことができる。 

 

８ 業務の基本事項 

 (1) 一般事項 

  ア 指定管理者は指定期間において，火葬をはじめとした斎場管理運営業務の重要性を   

十分認識し，斎場の円滑な運営，確実な火葬の実施，安全性の確保，質の高いサービ

スの提供，適切な維持管理を行うこと。 

  イ 管理運営にあたっては環境へ配慮し，省エネルギー，省資源に努めること。 

  ウ 中立，公平な管理運営を行い，特定の団体等に有利又は不利になる扱いを行わない   

こと。 

  エ 業務に専念するとともに，身だしなみや言動等に十分注意し，利用者に不信感や不   

快の念等を与えないこと。 

オ 斎場の従事者としてふさわしい制服等を着用すること。また，全従事者に名札を着

用させ，常に指定管理者の従事者であることが分かるようにすること。 

  カ 名目の如何を問わず利用者等関係者からの一切の金品等を受領しないこと。 

  キ 葬祭関連業者等の紹介・斡旋やパンフレット等の配布など，特定の事業者の営利活   

動に協力しないこと。 
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 (2) 安全管理，防災，災害時，緊急時の対応 

ア 事故防止のため環境整備（職員教育，施設点検，修繕等）を徹底し，安全管理，防

災に努め，災害時，緊急時の対策についてマニュアルを作成して対応を明確にし，従

事者に指導すること。 

  イ 甲種防火管理者を配置し，消防計画を作成の上，消防訓練や避難訓練等を行い，緊

急時の対応に備えること。 

  ウ 万一，事故等が発生した場合は，その原因，状況及びこれに対する処置を速やかに   

市へ報告すること。 

エ 災害やその他の事由により，施設や設備が損壊するなどして，施設の利用制限を行

う必要がある場合は，市と協議すること。 

 (3) 有資格者等の配置 

法令等により定められた資格者が必要な業務については，資格取得者を選任し市に届

け出をするとともに関係官庁に必要な届出をすること。また，その業務の履行後は速や

かに報告書を市及び関係官庁に提出すること。 

  ア 防火上必要な業務を適切に遂行する責任者として，甲種防火管理者を置くこと。 

  イ 危険物の取扱責任者として危険物取扱者乙種 4類以上取得者を選任すること。 

  ウ 電気管理責任者として，第 3種電気主任技術者免状以上を取得し，実務経験を有し

た者を電気主任技術者として選任すること。 

 (4) 法令等事項の実施及び法定検査等の立会 

   各種関係法令等に基づき，必要書類の作成，点検，検査，報告書作成等を実施し，関  

係官庁への申請・提出・届出・報告等を行うこと。また，法定検査等への立会いを行う

こと。 

 

９ 火葬業務関係 

 (1) 受入準備等 

  ア 斎場予約システムにより翌日の火葬予約状況を確認し，運営計画を立てること。必   

要に応じて予約状況等について市へ確認・連携を図ること。 

  イ 斎場予約システムの管理端末を用いて故人名等の表示を作成，印刷し，事前に告別   

室，炉前，待合室，収骨室へ掲示すること。 

 (2) 火葬業務（受入･告別・収骨等） 

  ア 斎場利用許可証，埋火葬許可証の確認等 

    ・喪主等から斎場利用許可証，埋火葬許可証を預かり，許可内容を確認すること。 

    ・内容に不備等があれば，喪主等や市へ確認を行うこと。 

・火葬終了後，埋火葬許可証に火葬執行日時を記入し，署名・押印して喪主等へ返

却すること。 

  イ 遺体の受入 

    ・棺運搬車を準備し，霊柩車の出迎えを行うこと。 

    ・喪主等や葬儀関係者と連携し，会葬者の心情に配慮して丁寧かつ慎重に棺を棺運     

搬車に載せかえること。 

  ウ 告別 

    ・告別に必要な物品等については事前に点検・準備をしておくこと。 
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    ・喪主等に名前の確認を行い，会葬者の安全に配慮しながら棺運搬車を操作して告     

別室へ案内すること。 

    ・最後のお別れとなる告別が厳粛かつ滞りなく行われるよう，細心の注意を払い，

業務にあたること。また，火葬の進行状況に支障を来さないよう，会葬者，葬儀関

係者の理解を得て，告別が円滑に終了するよう努めること。 

  エ 炉前 

    ・他の会葬者と交錯することがないよう，炉前等の状況を確認の上，会葬者の安全     

に配慮しながら，棺運搬車を操作して炉前へ案内すること。 

    ・炉前の故人名の表示を確認し，焼骨の取り違えが発生しないよう，細心の注意を     

払うとともに，十分な対策を講じること。 

    ・会葬者の心情に配慮しながら，棺運搬車を入炉すること。 

    ・火葬の終了予定，場内の利用方法等について簡潔に説明すること。 

  オ 収骨 

    ・火葬終了後，台車運搬車を操作して焼骨を収骨室へ運搬して収骨準備を行い，準     

備完了後，会葬者を収骨室へ案内すること。なお，焼骨の取り違えが生じないよう

万全の体制・対策を講じること。 

    ・収骨方法の説明を行い，収骨終了まで収骨室において収骨の補助・助言等を行う     

こと。 

    ・収骨時の会葬者の安全には十分配慮すること。  

 (3) 火葬炉運転管理業務 

  ア 確実な火葬実施に支障がないよう人員を適切に配置すること。また，機器類の操作   

を適切に行い，監視を怠らないこと。 

  イ 遺体や副葬品の有無等を確認して，適切な焼骨となるよう努めること。 

  ウ 火葬炉設備・機器について，日常的に点検・整備を行うこと。なお，火葬中に機器   

のトラブルが発生した場合には，原因を調査し，安全を最優先した上で火葬が継続で

きるよう最大限の努力をすること。   

火葬炉の異常を認めた場合は，火葬中の場合を除き，使用を停止し，火葬炉メーカ

ーと連携して原因を調査し，正常な使用が可能となるまで火葬を行わないこと。 

  エ 運転マニュアルを遵守し，環境保全に配慮して火葬炉を運転すること。 

  オ 火葬前には炉内台車表面に保護材を敷き，炉内台車表面への副葬品や汚汁等の   

付着を防止して炉内台車の保護に努めること。 

  カ 火葬炉設備の稼働状況については，従事者全員が共有すること。 

  キ 遺族の心情や遺体の尊厳に常に配慮しながら業務を行うこと。 

  ク 火葬終了の予定時刻を越える場合には，喪主等に丁寧に説明すること。 

 (4) 火葬簿等帳票作成業務 

  ア 埋火葬許可証を喪主等から預かった後，火葬が終了するまでの間に，斎場予約シス   

テムの当該者の予約情報について，埋火葬許可証に基づき必要事項の入力・修正等を

行うこと。 

  イ 墓地、埋葬等に関する法律に規定する火葬簿を作成すること。 

  ウ その他，火葬実績等の統計資料を作成すること。 
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 (5) 残骨灰の管理及び処理業務 

  ア 残骨灰は，人間としての厳粛性に鑑み，丁寧を旨として，慎重に管理すること。 

  イ 残骨灰は，年１回以上処理・処分することとし，処理・処分にあたっては，宗教的   

感情を尊重し，公衆衛生上最善の方法により適切に行うこと。 

  ウ 処理された残骨灰は，寺院等に埋葬し，供養すること。 

  エ 残骨灰の処理・処分にあたっては，市へ事前に業務計画書を提出するとともに，業   

務の終了ごとに完了報告書を提出すること。 

 (6) 霊安室の管理 

   霊安室の利用がある場合は，搬入に立ち会い，適切に管理すること。 

 (7) 分骨証明書等の交付 

   喪主等から申請があった場合は，墓地，埋葬等に関する法律施行規則に基づく分骨証  

明書を交付すること。また，当斎場で火葬し，火葬証明の申請があった場合は，火葬証

明書を交付すること。 

 

10 施設・設備等の保守・維持管理業務 

 (1) 基本的事項 

  ア 斎場施設及び斎場に設置された火葬炉設備，電気設備，空調設備，給排水衛生設   

備，その他各種設備など，施設及び全ての設備について，関係法令等を遵守し，各種

設備の運転，監視，保守管理業務を実施し，施設の管理運営が円滑に遂行されるよう

適正に管理を行うこと。 

  イ 法律等により定められた全ての事項（資格者の配置，点検等）を適切に遂行すると   

ともに，市及び関係官庁に対して必要な届出，業務実施報告等を速やかに行うこと。 

ウ 施設，設備に急を要する点検の必要が生じた場合，緊急の事故への対応が必要とな

った場合，又は市から連絡があった場合は速やかに技術者を派遣し，適切な処置をす

ること。なお，部品・消耗品の取替え等については指定管理者の負担で対処すること。 

  エ 責任分担表に基づき指定管理者又は市が行う工事・修繕等の立会及び終了後の確認   

を行うこと。 

 (2) 設備・機器等の保守点検・管理業務 

   関係法令等に基づき点検及び検査等を実施し，必要のあるものについては関係官庁へ  

の報告，申請，提出並びに各種届出を行うとともに，法定検査等の立会いを行うこと。 

   また，法令で定められた検査等以外においても，定期に各設備の保守，点検，整備等  

管理を行い，設備を良好な状態に維持し，安全かつ適正な運転状態を保てるようにする

とともに，業務報告書等を作成して保管すること。次に示す業務の詳細については，別

紙１「各業務別仕様書」を参照のこと。 

  ア 火葬炉設備保守点検 

  イ 空調設備保守点検 

  ウ 浄化槽保守点検等 

  エ 消防用設備定期点検 

  オ 電話設備等保守点検 

  カ 建築設備・防火設備定期点検 

  キ 非常用発電設備保守点検 
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  ク 水盤ろ過設備保守点検 

  ケ 自家用電気工作物保安管理 

  コ 受水槽定期清掃 

  サ 地下タンク定期点検 

 (3) 植栽等管理業務 

   施設の植栽等を良好な状態に保ち，施設の景観を保持するため，敷地内の植栽管理，  

芝管理，除草等を行うこと。※詳細は，別紙１「各業務別仕様書」を参照のこと。 

 (4) 清掃等業務 

   施設の衛生環境維持のため，専門的知識と経験のある作業者を配置して清掃作業等を  

行うこと。※詳細は，別紙１「各業務別仕様書」を参照のこと。 

  ア 清掃業務 

    施設内及び敷地内について日常清掃・定期清掃を行い，施設設備の衛生的環境確   

保，美観の維持，劣化の抑制等を図ること。 

  イ 廃棄物の管理業務 

    関係法令を遵守し，廃棄物の管理・処理を行うこと。 

 (5) 警備業務 

施設内及び敷地内の防犯，防火，事故防止及び防災に万全を期し，機械警備等を用

いて利用者が安心して利用できる環境を確保するとともに，施設，設備の保安管理を

常時行うこと。※詳細は，別紙１「各業務別仕様書」を参照のこと。 

 

11 施設の総務 

 (1) 運営の透明性，説明責任，意見・要望への対応 

   利用者の立場に立ち，優良かつ適切なサービスを提供するよう事業運営上の具体的な  

問題点を把握し，改善の努力を行うとともに，その情報を公開し説明責任を果たすよう

努めること。また，利用者からの意見・要望を聞くための取組体制を明確にし，業務に

反映させること。 

 (2) 通信関係等 

  ア 電話料金を事業者に支払うこと。なお，電話設備は市が設置したものを使用するこ

とができる。 

  イ 待合ホールに設置するテレビ 1 台の受信料（ＮＨＫ，三原ケーブルテレビ）を事業

者に支払うこと。 

  ウ 斎場予約システムの運用にあたり，三原ケーブルテレビへ加入しており，インター   

ネット料金を支払うこと。 

 (3) 指定管理業務等に伴い，受領，作成した書類等の管理 

 (4) 施設・設備管理業務の点検・検査の報告書及び記録の整理 

 (5) 市が求める統計資料等の作成・提供 

 (6) 市が求める資料等の提出・説明 

 (7) 市への協力等 

  ア 市から，施設の管理運営等に関する調査又は作業の指示等があった場合には，迅速，

誠実かつ積極的な対応を行うこと。 
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イ その他，市が実施又は要請する業務への支援・協力・実施を，積極的かつ主体的に

行うこと。 

 (8) その他の業務 

  ア 遺失物，拾得物の管理 

    遺失物，拾得物は適切に処置・保管するとともに，必要な場合には警察へ届ける等

適切に管理・対応すること。 

  イ その他施設の管理運営に関して，市が必要と認める業務 

 

12 事業報告等作成業務 

 (1) 指定管理業務等に関する規定の作成 

   庶務規定，経理規定等必要な規定を作成し，事務の規範を定めること。 

 (2) 事業計画の作成 

   次年度の事業計画書及び収支予算書を毎年度作成し，12 月末日までに市へ提出する  

こと。 

 (3) 月間業務報告書の作成 

   日報及び月報により業務状況を記録し，毎月，次の業務報告書（当月分）を市へ提出  

すること。 

  ア 火葬実績（提出期限：翌月の 5 日まで） 

  イ 実施した業務の内容及び実績（提出期限：翌月の 10日まで） 

 (4) 事業報告書の作成 

   半期ごと及び毎年度終了後 30 日以内に，三原市斎場の管理運営に関する次に掲げる  

事項を記載した事業報告書を作成し，市に提出すること。ただし，年度の途中において

指定を取り消されたときは，その取り消された日から起算して 30 日以内に，その日まで

の業務報告書を作成し，市に提出すること。 

  ア 管理業務の実施及び利用の状況 

  イ 管理に係る経費の収支状況 

  ウ 自主事業の実施状況 

  エ その他，管理の実態を把握するために必要な事項 

 

13 経理に関する事項 

 (1) 予算決算 

   管理運営経費の執行及び管理，決算管理を行うこと。 

 (2) 燃料費等の経理 

  ア 燃料費・水道代 

    燃料費，水道代の支払いを行い，その支払額及び使用量等を帳簿に記録して管理す   

ること。 

  イ 消耗品等の購入物品・支払額等を帳簿に記録して管理すること。 

 (3) 指定管理者の収入として見込まれるもの 

  ア 指定管理料 

    事業提案に基づき，適正に算出された管理運営費を勘案し，各年度の指定管理料を   

年度ごとに締結する年度協定で定め，市が指定管理者に支払うものとする。 
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  イ 指定管理者が実施する事業による収入 

 (4) 管理運営経費 

  ア 人件費 

  イ 事務費（消耗品費，通信運搬費等） 

  ウ 管理費（燃料費・水道代，各種設備保守点検費，清掃費等） 

  エ その他施設の管理運営費に必要となる経費 

 (5) 指定管理料の支払 

   市は，会計年度（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）ごとに指定管理料を決定し，指  

定管理者に支払う。なお，各年度に市が支払う指定管理料の金額，支払方法は，年度ご

とに締結する年度協定書で定めるものとする。 

 (6) 経理の区分 

  ア 経理は，会計年度（4月 1日から翌年 3月 31日まで）ごとに区分すること。 

  イ 指定管理業務に係る経費は，団体の他の事業に係る会計と区分し，団体が他の事業   

等で利用する口座とは別の口座により管理すること。 

 (7) 経理事務 

   帳簿等を作成し適正かつ明瞭な経理管理事務を行うこと。 

 (8) 指定管理料の精算 

   管理運営経費は予算の範囲内で執行するものとし，原則として精算を行わないものと

する。 

 ただし，指定管理料のうち次の経費については，市が提示する次の金額を基準として，

実績に応じて毎年度終了後に過不足を実績精算する。なお，使用量及び支払い金額を毎

月確認し，毎年 12月末までに当該年度の見込みを作成して市へ報告すること。また，不

足が生じる見込みとなった場合には，使用量実績等の資料により速やかに市へ協議する

こと。事前協議がない場合や指定管理者の過失等が認められる場合には，不足分の精算

を行わない場合がある。 

  【市が提示する金額】 

経費 各年度の金額 

灯油代 
（火葬炉運転用） 

6,923千円 

Ａ重油代 
（非常用発電機用） 

10千円 

水道代 200千円 

   ※その他必要な燃料がある場合は，別途，協議するものとする。 

 

14 その他の業務等 

 (1) 自主事業 

   市の承認を受けて自主事業を行うことができる。自主事業に係る経費は指定管理料か  

ら充当することはできないため，指定管理料とは別に指定管理者の負担で行うこと。収

入については指定管理者の収入とすることができる。なお，指定管理業務とは別会計と

すること。 
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  ア 物販等 

    市が承認した物販等の事業を自主事業として実施することができる。 

  イ 自動販売機の設置 

    市から目的外使用許可を得て，自動販売機コーナーに飲料用自動販売機を設置する   

こと。 

    なお，自動販売機にはメーターを設置し，毎月電気使用量を測定して市へ報告する   

こと。また，自動販売機設置に係る電気使用料金を市へ支払うこと。 

 (2) 目的外使用の許可について 

   自動販売機設置許可などの斎場施設の目的外使用許可は市が行う。 

 

15 火葬予約枠等 

 (1) 火葬予約枠 

   １日の火葬予約枠を最大 11件（胞衣焼却除く。）と設定し，火葬予約を受け付ける。 

 (2) 火葬スケジュール（例） 

   1 日の火葬スケジュール（例）は次のとおりとする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 斎場予約システムによる管理 

   市が導入している斎場予約システム（WEB 予約）用の管理端末(1 台)及びプリンタ(1

台)を斎場事務所に設置して指定管理者に貸与する。指定管理者は斎場予約システムを

運用し，予約情報等の管理，利用者登録管理，利用者案内，故人名表示の印刷などを行

うこと。 

なお，斎場予約システムの保守管理，プログラム変更等は市が業者と契約して実施す

るため指定管理業務の対象外とするが，保守管理等において市が協力を求めた場合は対

応すること。 

 また，斎場予約システムの管理端末は本庁舎，各支所窓口にも配置して市が予約受付

業務等で使用する。なお，担当職員の予約システムへの情報登録・管理は市が行う。 

 

16 モニタリングの実施 

  市は，協定書，仕様書等に沿った業務の実施状況を把握するため，毎年度モニタリング 

調査を実施する。 

 (1) 自己評価等 

   指定管理者は，月間業務報告書や事業報告書により管理運営状況等を市へ報告すると  
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ともに，苦情やトラブル等について，内容及び対応状況を報告すること。また，管理運

営状況等について自己評価を行い，市へ報告すること。 

 (2) 利用者アンケート調査 

   指定管理者は，サービス水準の維持向上のために利用者アンケート調査を毎年度 1回  

以上実施し，利用者の要望，意見等を把握するとともに，調査結果を速やかに分析・評

価し，その内容を報告書として取りまとめて市へ提出すること。 

 

17 指定管理者の管理開始にかかる準備 

  指定管理者は令和 5 年 4 月 1 日から管理が円滑に開始できるよう，次に掲げる項目を 

行うこと。なお，指定期間が始まるまでに要する準備経費については，指定管理者の負担 

とする。 

 (1) 協定項目についての市との協議 

 (2) 配置する人員の確保，研修 

 (3) 業務等に関する各種規定の作成，協議 

 (4) 市及び現行指定管理者等からの施設・設備の取扱及び操作説明等の引継ぎ 

 (5) 斎場の運用等に関する市との協議・調整 

 (6) その他指定管理業務に必要な準備 
 

18 その他 

 (1) 留意事項等 

  ア 必要に応じて自らのリスクに対して適切な範囲で保険に加入すること。 

  イ 国及び市の制度等の改正に伴い，この仕様を変更することがある。 

  ウ 指定期間が終了した場合又は指定が取り消された場合は，施設及び設備等を速やか   

に原状に回復すること。ただし，市長の承認を得た場合は，この限りでない。 

  エ 指定期間終了までに，次期指定管理者が円滑かつ支障なく斎場の業務を遂行できる   

よう，市及び市の指定する者に業務の引継ぎを適正かつ円滑に行うこと。 

 (2) 検査 

   指定管理者は，市の求めに応じ，管理の状況について実地検査を受け，必要な書類の  

提出を行うこと。  

 (3) 協定 

市と指定管理者とは，三原市斎場の指定管理の実施に関する協定を締結する。協定は

指定期間全体に及ぶ事項について定めた基本協定と，毎年度取り決めるべき事項につい

て定めた年度協定を締結する。 

 (4) 協議 

   この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は，市と協議して決定すること。 

  また，運用に支障が生じた場合は，市と協議の上，解決を図ること。  
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別紙 1 

各業務別仕様書 

 

 

１ 火葬炉設備保守点検業務 

 (1) 火葬炉設備の概要 

  ア 製造会社   富士建設工業株式会社 

  イ 火葬炉 

    ・主燃焼炉   6 基（台車式大型炉，冷却前室付，前入れ前出し方式） 

    ・再燃焼炉   6 基（主燃焼炉直上型，1炉 1再燃焼方式） 

    ・運転回数   2 回／炉・日 

    ・燃焼温度は 800℃以上，再燃焼炉内の滞留時間は 2秒以上 

  ウ 燃料      白灯油 

  エ 排ガス処理設備 

    ・2 炉 1排気系列×3系列 

    ・空気混合冷却方式（排ガスを 200℃以下まで急速冷却が可能） 

    ・バグフィルター除じん設備 

  オ 運搬車    

    ・棺運搬車   2 台 

    ・台車運搬車  2 台 

 (2) 日常点検 

   火葬炉設備の性能を確保するため，日常的に火葬炉設備・機器，運搬車等の点検を実  

施し，その記録を保管し，必要な場合には適切に修繕等を実施すること。また火葬炉の

運転・維持管理に必要な消耗品を購入して適切に管理すること。 

 (3) 定期保守点検 

   斎場の火葬炉設備製造会社による定期保守点検を実施すること。 

   【内容】 

    保守点検 1 回/年 
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２ 空調設備保守点検業務 

  空調設備を常時最良の状態に維持するため，定期点検（室外機：年 1 回，室内機：年 2 

回（フィルター清掃含む。））を実施し，必要に応じて整備・調整等を行うこと。 

  また，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の規定に基づき簡易点検 

を 3か月に 1 回実施し，点検記録を保管すること。 

  なお，同法に基づく定格出力 7.5KW 以上の機器の法定点検（3 年に 1 回）は，令和 5 年 

度及び令和 8 年度に実施すること。 

 【空調設備 ダイキン工業㈱製】 

系統 機種名 
台数 

室外機 室内機 

ACP-1 （マルチ） RXYP670FR 1  

 ACP-1-1 FXYMP224MD  3 

ACP-2 （マルチ） RXYP775FR 1  

 ACP-2-1 FXYMP140CA  3 

 ACP-2-2 FXYMP224MDF  1 

 ACP-2-3 FXYKP22CA  4 

ACP-3 （マルチ） RXYP1000FR 1  

 ACP-3-1～4 FXYMP224MD  4 

ACP-4 （マルチ） RXYP224F 1  

 ACP-4-1 FXYFP80MK  1 

 ACP-4-2 FXYKP22CA  1 

 ACP-4-3 FXYKP22CA  1 

 ACP-4-4 FXYFP112MK  1 

ACP-5 SZRK80BCT 1 

ACP-6 SZRK40BCT 1 

ACP-7 SZRC40BCT 1 

ACP-8 SZRK40BCT 1 

ACP-9 SSDP140B 3 

AC-1 SZVYP1120KAR 1 

AC-2.3.4.5 SZVYCP280KAR 4 

AC-6 SZVYCP224KAR 1 

CR-1 （集中リモコン） DCM601B1 1 

 （全熱交換器） 

系統 機種 台数 

HEX-1 VAM500HS 4 

HEX-2 VAC150GDS 2 

HEX-3 VAC350GDS 1 
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３ 浄化槽保守点検等業務 

  浄化槽設備を常時最良の状態に維持するため，保守点検等を実施し，必要に応じて整備・ 

調整等を行うものとする。 

種類 機種 台数 備考 

合併浄化槽 186人槽 KTZ－1A １台 ㈱クボタ製 

 (1) 法定検査の受検 

   浄化槽法に基づく法定検査を年 1 回受検すること。 

 (2) 浄化槽清掃 

   浄化槽法に基づく清掃について，原則半年に 1回以上実施すること。 

 (3) 浄化槽保守点検業務 

   浄化槽法に基づく保守点検について，3 か月に 1回以上実施すること。 

 

４ 消防用設備定期点検業務 

  消防法第 17条の 3の 3 に基づき，消防用設備点検を年 2回（機器点検 1回，総合点検 1 

回）実施すること。また，消防関係法令を遵守すること。 

種類 台数 種類 台数 

自動火災報知設備  消火器 19本 

 受信機（20回線以下） 1式 防排煙設備  

表示機（20回線以下） 2式 
 

連動操作盤（10回線以下） 1式 

差動式スポット型感知器 29個 シャッター（自動） 1個 

定温式スポット型感知器 75個 
 

煙感知器 28個 

発信機 4個  

音響装置 5個 
 

表示灯 4個 

非常用電源（乾電池） 4式  

 

５ 電話設備等保守点検業務 

斎場内の電話設備について，構内交換設備の定期点検を 3か月に 1回行い，確実かつ安

定した通信機能を確保すること。 

  【構内交換設備】 

    構内交換設備 1式，内線電話機（多機能）4台，内線電話機（一般）20台 

 

６ 建築設備・防火設備定期点検業務 

  建築基準法第 12 条第 4 項に基づき建築設備・防火設備の点検を年 1回実施すること。 
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７ 非常用発電設備保守点検業務 

  非常用発電設備を常時最良の状態に維持するため，定期運転及び保守点検等を実施し， 

必要に応じて整備・調整等を行うこと。 

機種 台数 燃料 ﾀﾝｸ容量 備考 

AP450E型 １台 Ａ重油 
1,950ℓ 

※建物内設置 
ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱製 

 (1) 定期運転 

   定期的に試運転を行い，稼働状況を確認するとともに，機能を保持すること。また，  

試運転の実施状況を記録すること。 

 (2) 保守点検 

   保守点検を年１回実施し，必要に応じて調整，清掃等を行うこと。 

 (3) その他 

  ア 当該発電機は火葬炉用の発電機であり，消防法上の発電機ではない。 

  イ 業務の実施に当たり，市の事務に支障がないよう十分な注意を払い，作業上の衛生，   

作業現場での人的災害の防止，及び火気取締には厳重を期して行うこと。 

  ウ 停電等の緊急時には早急に原因を確認し，発電機使用の必要があると判断した場合   

には，速やかに発電機を運転すること。 

 

８ 水盤ろ過設備保守点検業務 

種類 機種 台数 備  考 

ろ過装置 SRD-500-MT 1台 ㈱三進ろ過工業製 

塩素滅菌器 CLPW-30 1台 ㈱タクミナ製 

銅イオン殺藻装置 KIC-20FE 1台 ㈱ユーアイ技研製 

 (1) 日常点検・管理 

   日常的にろ過設備（塩素滅菌，銅イオン殺藻装置含む。）の運転・管理，洗浄，清掃，  

薬液補充等を行い，水盤の水質・美観を適切に保持すること。また，日常点検・管理の

状況を記録すること。 

 (2) 保守点検 

   保守点検を年 1 回実施すること。また，銅電極セットを令和 6 年度に交換し，以降 2

年に１回交換すること。 

 

９ 自家用電気工作物保安管理業務 

  自家用電気工作物保安管理業務は，電気事業法第 42 条第 1 項により定められる保安規 

程に基づき実施する保安管理業務とする。 

  月次点検（月 1 回）及び年次点検（年 1 回）を実施すること。 

  業務実施にあたり，第 3 種電気主任技術者を関係法令に従い適切に選任すること。 

 【電気設備の概要】 

  ・受電電圧 6,600V 

  ・設備容量 650KVA 
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        単相トランス   100KVA 1台   

        三相トランス   500KVA 1台 

        スコットトランス  50kVA 1台 

  ・非常用発電装置 ディーゼル（A重油）220V  燃料消費量 92.7L/H（100％負荷時） 

           420KVA（336KW）  ※ヤンマーエネルギーシステム㈱製 

  ・太陽光発電  モジュール発電量 5.4KW  ※京セラ㈱製 

 

10 受水槽定期清掃業務 

  受水槽は日常的に外観確認等を行うとともに，定期清掃（清掃後の水質検査含む。）を年 

1 回実施し，衛生的環境を保持すること。 

  受水槽の清掃にあたっては，建築物の衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の 2第 1 項 

第 5号に規定する建築物飲料水貯水槽清掃業の登録事業者により実施すること。 

形式 有効水量 寸法 

SUS製複合パネル・二槽式 4.8㎥ 2m×2m×2m 

 

11 地下タンク定期点検業務 

構造 種類 容量 

地下オイルタンク 灯油 4,000ℓ 

 (1) 地下タンク貯蔵所の定期点検 

   消防法第 14 条の 3 の 2 の規定に基づき，地下タンク貯蔵所の点検を年 1 回実施し，  

記録を保管すること。 

 (2) その他 

   危険物の規制に関する規則第 62 条の 5 の 2 に規定する，地下タンク漏れ点検（3年に  

1回）は，令和 5年度及び令和 8 年度に実施すること。 

 

12 植栽等管理業務 

 (1) 植栽等管理 

   敷地内の植栽・芝生等について，剪定，刈り込み，施肥，散水，芝刈り，除草等を必  

要に応じて随時適切に行い，施設の植栽・芝生等を良好な状態に保つとともに，施設の  

景観を保持すること。 

 (2) 樹木点検の実施 

   敷地内の高木について，別紙 2「市管理樹木等点検実施要領」に基づき，毎年度 10月

下旬頃を目途に樹木点検を行うこと。 
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13 清掃等業務 

 (1) 清掃業務 

  ア 日常清掃 

    施設の床，扉，ガラス，トイレ，机，椅子，備品等や敷地内（建物周り，駐車場，   

施設内道路等の建物の外）について，除塵，拭き，ゴミ収集等の日常的な清掃作業を

行い，施設の衛生的環境の確保，美観の保持，劣化の抑制を図ること。 

  イ 定期清掃 

    床及び窓ガラス（扉等のガラス面含む。）について，専門的知識と経験のある作業者   

を配置し，除塵，拭き，洗浄，保護剤塗布等の定期清掃を行い，日常的な清掃作業で

は除去困難な汚れを除去することにより，施設の衛生的環境の確保，美観の保持，劣

化の抑制を図ること。 

    定期清掃の作業箇所及び作業周期は，次のページの表１「定期清掃作業箇所及び作

業周期」のとおりとし，作業内容（窓ガラス清掃除く。）は，別紙 3「ビル清掃委託業

務標準仕様書（三原市役所）」のとおりとする。 

    なお，窓ガラスの定期清掃作業内容は，次のとおりとする。 

    【窓ガラスの定期清掃作業内容】 

作業項目 作業内容 

窓ガラス洗浄 次の作業を行う 

１ ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し，汚れを除去して窓 

用スクイージーで汚水を除去する。 

２ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 

３ ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 

  ただし，サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 

なお，熱反射ガラスは金属皮膜が塗布されているため，窓用スクイージー等で傷を

つけないよう作業を行うとともに，微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので，水

又は洗浄液を十分に塗布してからスクイージー操作又は作業を行う。 

さらに，金増皮膜は強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので，水

又は中性洗剤を使用する。 

また，飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も，同様に

行う。 
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 表１ 定期清掃作業箇所及び作業周期 

 

 

  ウ 水盤の清掃等 

    水盤の水質等の状況を随時確認し，水質の状況に応じて，適宜，水の入替えを行う   

こと。また，水盤内の汚れの状況に応じて水盤の水を排水して水盤内の清掃を行い，

常に水盤の水質・美観を保持すること。 

   

床の定期清掃

備考 作業周期 作業周期 備考

1 1F エントランスホール，収骨ホール 244.88 花崗岩J＆P 1 硬質床 2/年 2/年 窓ガラス両面

2 1F 告別室１ 54.97 花崗岩J＆P 1 硬質床 2/年 2/年 窓ガラス両面

3 1F 告別室２ 52.64 花崗岩J＆P 1 硬質床 2/年 2/年 窓ガラス両面

4 1F 収骨室１ 57.30 花崗岩J＆P 1 硬質床 2/年 2/年 窓ガラス両面

5 1F 収骨室２ 56.55 花崗岩J＆P 1 硬質床 2/年 2/年 窓ガラス両面

6 1F 炉前ホール 155.64 花崗岩J＆P 1 硬質床 2/年

7 1F 前室ホール 74.01 花崗岩J＆P 1 硬質床 2/年 2/年 窓ガラス両面

8 1F 事務室 29.55 タイルカーペット，一部ビニル床シート 2 繊維床及び弾性床 1/年 2/年 窓ガラス両面

9 1F 更衣室１ 4.93 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

10 1F 更衣室２ 4.40 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

11 1F MWC（２） 12.20 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

12 1F WWC（２） 13.70 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

13 1F 会議室 21.82 タイルカーペット 2 繊維床 1/年 2/年 窓ガラス両面

14 1F 炉室 241.13 合成樹脂塗床

15 1F 霊安室 12.90 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

16 1F オイルポンプ室 4.19 防塵塗装

17 1F 火葬炉用ポンプ室 6.86 防塵塗装

18 1F 清掃員控室 8.80 ビニル床シート 3 弾性床 2/年 2/年 窓ガラス両面

19 1F 残灰飛灰処理室 13.35 防塵塗装

20 1F 休憩室 13.95 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

21 1F 脱衣室 6.32 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

22 1F WC 2.05 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

23 1F 監視室 8.93 ビニル床シート 3 弾性床 2/年 2/年 窓ガラス両面

24 1F ろ過ポンプ室 8.93 防塵塗装

25 1F 待合室１ 70.69 タイルカーペット，一部ビニル床シート 2 繊維床及び弾性床 1/年 2/年 窓ガラス両面

26 1F 待合室２ 74.34 タイルカーペット，一部ビニル床シート 2 繊維床及び弾性床 1/年 2/年 窓ガラス両面

27 1F 待合室３ 63.72 タイルカーペット，一部ビニル床シート 2 繊維床及び弾性床 1/年 2/年 窓ガラス両面

28 1F 待合室４ 65.95 タイルカーペット，一部ビニル床シート 2 繊維床及び弾性床 1/年 2/年 窓ガラス両面

29 1F 待合ホール，廊下，自販機 193.64 タイルカーペット 2 繊維床 1/年 2/年 窓ガラス両面

30 1F 業者控室 5.98 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

31 1F MWC（１） 24.14 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

32 1F NWC（１） 29.02 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

33 1F HWC 6.90 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

34 1F 授乳室 6.30 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

35 1F 倉庫（１） 11.89 防塵塗装

36 1F 倉庫（２） 8.06 防塵塗装

37 1F 倉庫（３） 10.03 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

38 1F 倉庫（４） 6.52 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

39 1F 廊下（１） 21.21 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

40 1F 廊下（２） 11.41 ビニル床シート 3 弾性床 2/年

41 1F 廊下（３） 15.46 タイルカーペット 2 繊維床 1/年

42 2F 空調機機械室 71.32 防塵塗装

43 2F 発電機室 57.44 防塵塗装

44 2F 電気室 52.62 防塵塗装

45 2F 排ガス処理室 229.60 防塵塗装

46 2F 階段 12.40 －

47 1F 入口付近・建物周り 265.00 花崗岩J＆P 硬質床 2/年

48 2F 屋上 2/年 窓ガラス片面

49 1F 水盤 2/年 窓ガラス両面

50 1F 光庭 2/年 窓ガラス両面

※Ｎｏ8，25～28の定期清掃作業周期については，タイルカーペット部分は1回/年，ビニル床シート部分は2回/年。

床種別 面積(㎡) 種別 面積(㎡)

花崗岩J＆P 960.99 窓ガラス 764 ※両面清掃の窓ガラスは，

タイルカーペット 535.17 Ｎｏ．8，25～28の面積はﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄに算入 　ガラス片面の面積×2で

ビニル床シート 209.69 　面積を算定

床区分 窓ガラス清掃
床仕上番号 階 諸室名

面積
(㎡)
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エ 北側庇清掃 

    北側庇の不燃木ルーバー表面の白華現象について，年に 2 回専門業者で清掃するこ

と。 

 (2) 廃棄物の管理業務 

   関係法令を遵守し，廃棄物の管理・処理を行うこと。 

 

14 警備業務 

  施設内及び敷地内の防犯，防火，事故防止及び防災に万全を期し，機械警備等を用いて 

利用者が安心して利用できる環境を確保するとともに，施設，設備の保安管理を常時行う

こと。 

 (1) 施設巡回 

   開場時間中においては，施設内及び敷地内を随時巡回して防犯，防火，事故防止及び  

防災に万全を期し，安全の確保を図ること。 

 (2) 機械警備 

施設への侵入を感知する機器を設置して閉場時間中の警戒監視を行い，警報装置が作

動した場合は警備員が現場へ急行して適切な措置を取るとともに，必要に応じて関係機

関へ通報すること。 

   また，市が設置する自動火災報知機に警備通信機器を接続し，火災警報の監視を行う

  ものとし，自動火災報知機が作動した場合は警備員が現場へ急行して適切な措置を取る

  とともに，必要に応じて関係機関へ通報すること。 

 (3) その他 

  ア 鍵の管理を適切に行うこと。 

  イ 閉場時には全ての施錠を確認すること。また，翌朝開場時に巡回を行い，異常の有

   無を確認すること。 

  ウ 配備する警備隊員に対しては，施設全般の状況を精通すべく教育し，火災・盗難・

   不法侵入・破壊及び不良行為の発見防止に万全を期すこと。 

  エ 各種事故等の発生に際しては，迅速適切な判断により対応し，緊急重要事故の際は

   遅滞なく関係機関（警察又は消防署等）に通報連絡すること。また，処理の結果は遅

   滞なく市へ報告すること。 

  オ 警備機器及びこれに付帯する一切の設備については指定管理者が負担するものとし，   

市と協議の上，指定管理開始までに警備機器等必要機器を設置すること。 

    なお，機械警備機器は，市が想定する箇所（別紙 4）への設置を基本とし，効果的な   

警戒監視，施設意匠との調和等を考慮の上，設置する機器及び位置を選定すること。 
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別紙２ 

 

市管理樹木等点検実施要領 

平成 26 年 6月 3日 

 

１．目的 

職員等による定期的な点検により，倒伏等の危険性の高い樹木等を発見して適切な処置

を行うとともに，専門家（樹木医・造園業者）による点検・診断が必要な樹木を抽出する

ために行う。 

 

２．対象樹木 

市が管理する原則，樹高５ｍ以上の樹木等とする。 

（ただし，樹高５ｍ未満で，管理者が点検の必要があると判断した樹木等は対象とする。） 

 

３．点検時期 

腐朽の兆候であるキノコの観察が容易な時期は，梅雨や秋の長雨時がある。危険度調査

においては幹や大枝等の腐朽や傷，亀裂等により構造的な欠陥を確認するため，幹や大枝

を地上から見通せる落葉時期が望ましいとされている。 

樹種によって適期は違うが，10月下旬を目途に点検を行う。 

 

４．点検内容 

主に次の項目について点検を行い，市管理樹木等点検票（別紙１）へ結果を記入。 

（１）枯死 

① 樹勢が悪く，全体に枯れていないか 

② 大枝が枯死していないか 

③ 枯枝が落下するおそれがないか 

（２）不自然な傾斜 

① 根元から傾いていないか 

② 傾いて周辺施設に接触していないか 

（３）腐朽 

  ① 幹や大枝にキノコ（コフキタケ，カワラタケ※1など）が発生していないか 

  ② 根元にキノコ（ベッコウタケ，マンネンタケ※2など）が発生していないか 

  ③ 樹木の周辺にキノコ（ナラタケ※3など）が発生してないか 

  ④ 幹や大枝に異常な隆起がないか 

  ⑤ 切断されている箇所に腐朽がないか 

（４）分岐部の異常 

① 幹及び大枝の分岐部に空洞，亀裂がないか 

（５）欠損 

① 樹皮に亀裂がないか 

（６）根元の状態 

  ① 根元に空洞や，損傷がないか 

  ② 根（露出根）に切断がないか 

  ③ 根（露出根）に枯死・欠損がないか 

  ④ 根が浮き上がってないか 
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  ⑤ 根によって縁石や舗装が持ち上げられてないか 

  ⑥ ルートカラー※4 が見えるか 

正常な樹木の場合，地際部分に力が加わるために地際が四方に膨らんでいるが，深

植えや根域が狭い樹木は通直な根元になる 

（７）打診音の異常 

① 打診音の異常がないか 

（８）樹体の揺らぎ 

① 体重をかけて両手で押したとき，根元から不自然に揺れてないか 

  根の生育に偏りがあり，横方向の力に弱い箇所があると手で押して異常が認められ

る 

（９）その他 

  ① 枝葉が信号や道路標識，街灯を遮ってないか 

  ② 樹形にアンバランスな箇所がないか 

  ③ 支柱（鉄のサークル）が幹に食い込んでないか 

  ④ 支柱（三脚鳥居等）が破損していないか 

  ⑤ 低木・植込みについては，倒伏による危険は少ないが，枯木の跡等に切株等が残っ    

ていると危険なため，抜根等の処置を行う必要があるので高木と併せて点検する 

 

※１カワラタケ                ※２マンネンタケ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ナラタケ                 ※４ルートカラー 

（地際で樹木の幹が根に向かう斜めの部分） 
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樹木管理の留意点 

 

１．日常管理の基本方法（目視点検による留意点と異常時の対応） 

（１）葉の変色（秋の紅葉や黄葉以外の異常変色） 

  ① 害虫による場合，健全度の影響は深刻ではないが景観上の対応が必要。 

  ② 水分不足による場合，夏場の少降雨量等給水量の減少によって葉先から変色。 

（２）葉の変形 

  ① 病害虫による場合が多く早期発見，早期対応が望ましい。 

（３）幹や枝 

  ① 幹や根元にキノコ・サルノコシカケがある場合，腐朽しているので特に注意が必要    

である。（樹種によっては音響波内部診断等を実施する） 

  ② 幹の小さな穴からおが屑のようなものが出ている場合，害虫による食害が考えられ    

る。 

  ③ 樹皮の剥がれ・損傷は，放置すると腐朽菌が侵入するので早期の処置が必要。 

  ④ 大きな枝枯れ状態の放置は，腐朽の進行による脱落の恐れがあり，早期の発見・処    

置が必要である。 

 

 

 

 

【市管理樹木等点検票】 
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第1章一般適用事項

1.1.1 適用 本編は，建築物等の清掃に適用する。

1.1.2 用語の定義 本編において用いる用語の定義は，次のとおりとする。
（１）「日常清掃」とは，１日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。
（２）「定期清掃」とは，週，月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
（３）「日常巡回清掃」とは，1日1回の日常清掃後，巡回しながら部分的な
　　　汚れの除去，ごみ収集等を行う作業をいう。
（４）「弾性床」とは，ビニル床タイル，ビニル床シート，ゴム床タイル，コ
　　　ルク床タイル等の床をいう。
（５）「硬質床」とは，陶磁器質タイル，石，コンクリート，モルタル，レン
　　　ガ等の床をいう。
（６）「繊維床」とは，カーペットの床をいう。
（７）「衛生消耗品」とは，トイレットペーパー，水石鹸等をいう。
（８）「適性洗剤」とは，清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので，
　　　作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。

1.1.3 清掃業務の範囲 （ａ）清掃の対象となる部分は，特記による。
（ｂ）家具，什器等（椅子等の容易に移動可能なものを除く）の移動は，原則と
　　　して別途とする。
（ｃ）次に示す部分の清掃は，省略できるものとする。
　　　（１）家具，什器等があり清掃不可能な部分
　　　（２）電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等，清掃が
　　　　　　極めて危険な部分
　　　（３）執務中の清掃場所又は部位で，あらかじめ職員の指示を受けた場合
（ｄ）天井高さ3.5mを超える照明器具，吹出口等の高所にある部分の清掃は・原
　　　則として別途とする。

1.1.4 業務時間 （ａ）日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は，特記による。
（ｂ）定期清掃を行う日及び時間は，特記による。

1.1.5 周期の表記 　清掃の周期の表記は，次による。
　（１）１／日は，１日に１回とする。
　（２）１／２日は，２日に１回とする。
　（３）１／週は，１週間に１回とする。
　（４）１／月は，１月に１回とする。
　（５）２／月は，１月に２回とする。
　（６）１／２月は，２月に１回とする。
　（７）２／年は，１年に２回とする。
　（８）１／年は，１年に１回とする。

1.1.6 臨時の措置 　臨時に新たな清掃が必要になった場合には，その旨を施設管理担当者に報告
し指示を受ける。

1.1.7 清掃業務の報 （ａ）清掃業務終了後に，指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもっ
　　　告及び確認 　　　て，施設管理担当者へ報告する。

（ｂ）職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所は，その旨を報告書に記
　　　述する。

（ｃ）施設管理担当者より実施状況についての確認の求めがあった場合には，
　　　これに立ち会う。

1.1.8 使用資機材 　清掃に使用する資機材は，あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
　　　　　の報告

1.1.9 資機材等の保管 （ａ）日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は，施設管理担当者より指示さ
　　　た場所に，整理して保管する。
（ｂ）定期清掃のみを行う場合において，当該業務に使用した資機材は，作業完
　　　了後持ち帰る。

1.1.10 注意事項 （ａ）使用する資機材は，品質良好なものを使用するものとし，また，受注者の
　　　責任において使用場所に最適なものを的確に選択し，使用する。
（ｂ）貸与された使用機材は，作業に適したものであることを施設管理担当者と
　　　業務責任者で確認する。
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第２章　建物内部の清掃

第１節　床の清掃

2.1.1　弾性床｜　弾性床の清掃の作業内容は，表2.1.1による。

表2.1.1　弾性床 (1/2)

作業項目 作業内容 備考

1.除塵

　a.自在ほうき又はフロアダス 隅は自在ほうき，広い場所はフロアダスター
　　ターによる除塵 又は自在ぼうきで掃き，集めたごみは所定の

場所に搬出する。

　b.真空掃除機を併用する除塵 隅は真空掃除機で，広い場所はフロアダスター
又は自在ぼうきで掃き，集めたごみは所定の
場所まで搬出する。

2.水拭き

  a.部分水拭き 汚れの目立つ部分は，モップで水拭きをする。

  b.全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。

3.補修

　a.空バフィング 汚れの目立つ床面は，パッド(赤又は白)を
装着した床磨き機で空バフィングし，汚れを
除去する。

　b.スプレーバフィング ①汚れた部分は，水又は専用補修液をスフレ
　【スプレークリーニング】 　一し，パッド(赤又は白)を装着した床磨

　き機で乾燥するまで研磨する。なお，汚れ
　が目立つ場合は，適正に希釈した表面洗浄
　用洗剤を用いる。

②削り取られたかすを取り除き，スプレーバ
　フィンクを行った箇所を水拭きした後，樹
　脂床維持剤を塗布して補修する。

4.洗浄

　a.表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお，洗
　浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は，
　適正な養生を行う。
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(2/2)
作業項目 作業内容 備考

②床面の除塵を行う。除塵作業は，1.「除塵」
　により行う。

③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむ
　らのないように塗布する。

④洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で，
　皮膜表面の汚れを洗浄する。

⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚
　水を除去する。

⑥2回以上水拭きを行い，汚水や洗剤分を除
　去した後，十分に乾燥させる。水拭き作業
　は2.「水拭き」b.により行う。

⑦樹脂床維持剤を，塗り残しや塗りむらのな
　いように格子塗りし，十分に乾燥する。

⑧樹脂床維持剤の塗布回数は，原則として1回
　(格子塗り)とする。

⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻
　す。

　b.剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお，洗
　浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は，
　適正な養生を行う。

②床面の除塵を行う。除塵作業は，1.「除塵」
　により行う。

③剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で
　洗浄する。

④吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚
　水を除去する。

⑤剥離状況を点検し，不十分な箇所がある場
　合は，再度剥離作業を行う。

⑥床材表面を中和するため，床磨き機で水洗
　いを行う。

⑦吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚
　水を除去する。

⑧3回以上水拭きを行って，汚水や剥離剤を
　除去した後，十分に乾燥させる。水拭き作
　業は，2.「水拭き」b.により行う。

⑨樹脂床維持剤をモップで，塗り残しや塗り
　むらのないように格子塗りし，十分に乾燥
　した後塗り重ねる。

⑩樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特
　記のない場合は，3回(格子塗り)とする。
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2.1.2　硬質床｜　硬質床の清掃の作業内容は，表2.1.2による。

表2.1.2　硬質床

作業項目 作業内容 備考

1.除塵

　a.自在ほうき又はフロアダス 表2.1.1の1.「除塵」a.による。
　　ターによる除塵

　b.真空掃除機を併用する除塵 表2.1.1の1.「除塵」b.による。

2.水拭き

　a.部分水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。

　b.全面水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。

3.補修 表2.1.1の3.「補修」b.による。

4.洗浄

　a.表面洗浄 表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
　　（床保護材が塗布されてい
　　る場合)

　b.剥離洗浄 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。
　　(床保護材が塗布されてい
　　る場合)

　ｃ.一般床洗争 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
　　(床保護材が塗布されてな
　　い場合) ②床面の除塵を行う。除塵作業は，1.「除塵

　による。

③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむ
　らのないよう塗布する。

④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した
　床磨き機で汚れを洗浄する。

⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚
　水を除去する。

⑥2回以上水拭きを行って，汚水や洗剤分を
　完全に除去した後，十分に乾燥させる。水
　拭き作業は，2.「水拭き」b.により行う。

⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻
　す。
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2.1.3　繊維床｜　繊維床の清掃の作業内容は，表2.1.3による。

表2.1.3繊維床

作業内容

1.除塵
　a.真空掃除機による除塵 真空掃除機で吸塵する。

　b.カーペットスイーパーに 床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで
　　よる除塵 回収して除塵する。

2.しみ取り しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤
(水溶性又は油溶性)を用いて，しみを取る。
なお，方法は特記による。

3.補修 バフィングパッド方式又はパウダー方式に
　【スポットクリーニング】 よりクリーニングを行う。なお，方法は，特

記による。

4.洗浄 カーペット床全面を洗浄し，丁寧に汚れを
　【全面クリーニング】 除去する。なお，方法は，特記による。

第１節　場所別の清掃

2.2.1　玄関ホール　（a）玄関ホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は，表2.2.1（A）による。
（b）玄関ホールの定期清掃の作業内容は，表2.2.1（B）による。

表2.2.1（A）玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃）
(1/2)

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 1／日

　b.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」a.による。 1／日

2.床以外の清掃

　a.フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 1／日

備考

・容易に除去できるし
　み取りを含む。

作業項目

作業項目
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（2/2）
作業内容 周期 備考

　b.扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分は，タオルで水拭き又 1／日
は乾拭きする。

　c.什器備品 除塵 タオル，ダストクロス等でほこりを取る。 1／日

　d.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し，灰皿はタオルで拭く。 1／日

　e.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分 1／日
は，タオルで水拭き及び乾拭きをする。

　f.金属部分 除塵 タオル，ダストクロス等でほこりを取る。 － ・実施しない

3.日常巡回清掃

　a.床 部分水拭き 汚れ，水滴等が付着した部分をモップで 1／日
【弾性床，硬質床】 拭く。

　b.灰皿 吸殻収集 灰皿を点検して，吸殻を収集し，タオル 1／日
で拭く。

　c.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 1／日

　d.フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 1／日

表2.2.1（B）玄関ホール(定期清掃）
(1/2)

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 1／月
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。

　b.硬質床 洗浄 ①表2.1.2の4.「洗浄」a.又はｃ.による。 1／月
②表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。

2.床以外の清掃

　a.壁 除塵 鳥毛はたき，静電気除塵具等で除塵する。 － ・実施しない
部分拭き 汚れた部分は，水又は適正洗剤を用いて － ・実施しない

拭く。

作業項目

作業項目
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（2/2）
作業内容 周期 備考

　b.フロアマット 洗浄 適正洗剤又は水を用いて洗浄し，土砂や汚れ 1／月
を取り除く。なお，適正洗剤を用いる場合は
清水で洗剤分を除去した後，十分に乾燥させ
る。

　c.扉ガラス 全面洗浄 ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し，窓用 2／月 玄関・風除室
スクイジーで汚れを除去する。

　d.什器備品 拭き タオルで水拭きする。汚れは，適正洗剤を用 1／月
いて除去する。

　e.照明器具 拭き 適正洗剤を用いて管球，反射板，カバー等を 1／年
拭き，水拭きして仕上げる。汚れが落ちない
部分は，更に適正洗剤で拭き取り，タオルで
乾拭きする。

　f.吹出口及び吸 拭き 次の作業を行う。 1／年
　  込口 吹出口，吸込口下の床面を養生する。

吹出口，吸込口及びその周辺を除塵する。
吹出口，吸込口，風景調整器(シャッター)及び
その周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し，
水拭きして仕上げる。

2.2.2　事務室　 （a）事務室の日常清掃の作業内容は，表2.2.2（A）による。
（b）事務室の定期清掃の作業内容は，表2.2.2（B）による。

表2.2.2（A）事務室(日常清掃）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 1／日

　b.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 1／日

2.床以外の清掃

　a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し，灰皿はタオルで拭く。 1／日

　b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分は， 1／日
タオルで水拭き及び乾拭きをする。

作業項目
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表2.2.2（B）事務室(定期清掃）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 1／月
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。
補修 表2.1.1の3.「補修」による。 適用は特記に

よる。

　b.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1／年

2.床以外の清掃

　a.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2，「床以外の清掃」e.による。 1／年
　b.吹出口及び 拭き 表2.2.1(B）の2.「床以外の清掃」fによる。 1／年
　　吸込口

　ｃ.ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて，スラット等を拭く。 1／年

2.2.3　会議室　 （a）会議室の日常清掃の作業内容は，表2.2.3（A）による。
（b）会議室の定期清掃の作業内容は，表2.2.3（B）による。

表2.2.3（A）会議室(日常清掃）
（2/1）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 1／日

　b.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 1／日

2.床以外の清掃

　a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し，灰皿はタオルで拭く。 1／日

　b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分は， 1／日
タオルで水拭き及び乾拭きをする。

　ｃ.什器備品 拭き タオルで水拭きする。汚れは，適正洗剤を 1／日
用いて除去する。

作業項目
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（2/2）
作業内容 周期 備考

　d.窓台 除塵 タオル，ダストクロス等でほこりを取る。 1／日
拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて 1／日

拭く。

表2.2.3（B）会議室(定期清掃）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 2／月
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 周期は特記に

よる。
補修 表2.1.1の3.「補修」による。 適用は特記に

よる。

　b.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1／年

2.床以外の清掃

　a.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」e.による。 1／年

　b.吹出口及び 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」f.に 1／年
　　吸込口 よる。

　ｃ.ブラインド 拭き 適正洗剤を用いて，スラット等を拭く。 1／年

2.2.4　廊下及びエ （a）廊下及びエレベーターホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は，表
　　　 レベーター 　　2.2.4（A）による。
　　　 ホール （b）廊下及びエレベータホールの定期清掃の作業内容は，表2.2.4（B）による。

表2.2.4（A）廊下及びエレベータホール(日常清掃及び日常巡回清掃）
(1/2)

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 1／日

　b.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」a.による。 1／日

　ｃ.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 1／日

作業項目
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（2/2）
作業内容 周期 備考

2.床以外の清掃

　a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し，灰皿はタオルで拭く。 1／日

　b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分 1／日
は，タオルで水拭き及び乾拭きをする。

3.日常巡回清掃

　a.床
　　イ.弾性床及び 部分水拭き 汚れ，水滴等が付着した部分は，モップ 1／日
　　　 硬質床 で拭く。

　　口.繊維床 除塵 汚れ等が付着した部分は，カーペットス 1／日
イーパーで回収して除塵する。

　b.灰皿 吸殻収集 灰皿を点検して，吸殻を収集し，タオル 1／日
で拭く。

　c.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 1／日

表2.2.4（B）廊下及びエレベーターホール(定期清掃）
(1/2)

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 1／月
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。

　b.硬質床 洗浄 ①表2.1.2の4.「洗浄」a.又はｃ.による。 1／月
②表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。

　ｃ.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1／年

2.床以外の清掃

　a.壁 除塵 鳥毛はたき，静電気除塵具等で除塵する。 － ・実施しない
部分拭き 汚れた部分は，水又は適正洗剤を用いて － ・実施しない

拭く。

作業項目
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（2/2）
作業内容 周期 備考

　b.照明器具 拭き 表2.2.1（B）の2.「床以外の清掃」e.による。 － ・実施しない
・実施しない

　c.吹出口及び 拭き 表2.2.1（B）の2.「床以外の清掃」f.による。 －
　　吸込口

2.2.5　便所及び洗 (a)便所及び洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は，表2.2.5（A）によ
　　　　面所 　 る。

(b)便所及び洗面所の定期清掃の作業内容は，表2.2.5（B）による。
(c)便所及び洗面所に用いる洗浄パット，タオル，モップ等の資機材は，他と区別
　 して専用のものを用いる。

表2.2.5（A）便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃）
(1/2)

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 1／日

　b.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」b.による。 1／日

2.床以外の清掃

　a.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分は， 1／日
タオルで水拭き及び乾拭きをする。

　b.扉及び便所面 部分拭き 汚れた部分は，水拭き又は適正洗剤を用いて 1／日
　　台のへたて 拭く。

　c.洗面台及び水 拭き スポンジで適正洗剤を塗布し，洗浄のうえ， 1／日
　   栓 タオルで拭く。

　d.鏡 拭き 適正洗剤を用いて乾拭きする。 1／日

　e.衛生陶器 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し，拭く。 1／日

　f.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー，水石鹸等を補充する。 1／日

　g.汚物容器 汚物収集 内容物を収集し，容器の外面で汚れた部分は， 1／日
タオルで水拭き及び乾拭きをする。

作業項目
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表2.2.5（A）便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃）
（2/2）

作業内容 周期 備考

3.日常巡回清掃

　a.床 部分水拭き 汚れ，水滴等が付着した部分は，モップ 1／日
【弾性床，硬質床】 で拭く。

　b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 1／日

　ｃ.洗面台 拭き 汚れた部分は，タオルを用いて拭く。 1／日

　d.鏡 拭き 汚れた部分は，タオルを用いて拭く。 1／日

　e.衛生陶器 洗浄 汚れた部分は，適正洗剤で洗浄し，拭く。 1／日

　f.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー，水石鹸等を補充する 1／日

　g.汚物容器 汚物収集 内容物を収集する。 1／日

表2.2.5（B）便所及び洗面所(定期清掃）
(1/2)

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 1／月
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。

　b.硬質床 洗浄 ①表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 1／月
②表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。

2.床以外の清掃

　a.壁 除塵 鳥毛はたき，静電気除塵具等で除塵する。 1／月
部分拭き 汚れた部分は，水又は適正洗剤を用いて 1／月

拭く。

　b.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」e.による。 － ・実施しない
・実施しない

　c.吹出口及び 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」f.による。 －

作業項目
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（2/2）
作業内容 周期 備考

d.換気扇 拭き 次の作業を行う。 － ・実施しない
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する
・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用い
　て除去し，水拭きして仕上げる。

2.2.6　湯沸室　 （a）湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃作業の内容は，表2.2.6（A）による。
（b）湯沸室の定期清掃作業の内容は，表2.2.6（B）による。

表2.2.6（A）湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃）
（2/1）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 1／日

2.床以外の清掃

　a.流し台 洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄 1／日
し，タオルで拭く。

　b.厨芥容器 厨芥収集 次の作業を行う。 1／日
・厨芥を収集する。
・容器を適正洗剤で洗浄する。

3.日常巡回清掃

　床 部分水拭き 汚れや水滴などが付着した部分は，モップで 1／日
【弾性床，硬質床】 拭く。

表2.2.6（B）湯沸室(定期清掃）
（2/1）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 1／月
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

　よる。

作業項目
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表2.2.6（B）湯沸室(定期清掃）
(2/2)

作業内容 周期 備考

2.床以外の清掃

　a.壁 除塵 鳥毛はたき，静電気除塵具等で除塵する。 － ・実施しない
部分拭き 汚れた部分は，水又は適正洗剤を用いて － ・実施しない

拭く。

　b.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」e.による。 － ・実施しない

　c.吹出口及び吸 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」f.による。 － ・実施しない
　　込口

　ｄ.換気扇 拭き 表2.2.5(B)の2.「床以外の清掃」d.による。 － ・実施しない

2.2.7　エレベーター(a）エレベーターの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は，表2.2.7（A）による。
(b）エレベーターの定期清掃の作業内容は，表2.2.7（B）による。

表2.2.7（A）エレベーター（日常清掃及び日常巡回清掃）
(1/2)

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2／年
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 2／年

　b.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」a.による。 2／年
水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」a.による。 2／年

　c.フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2／年

2.床以外の清掃

　a.壁・扉・操作盤 部分拭き 汚れた部分は，水拭き又は適正洗剤で 2／年
拭く。

　b.扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2／年

3.日常巡回清掃

　床 部分水拭き 汚れ，水滴等が付着した部分をモップで 2／年
【弾性床，硬質床】 拭く。

作業項目
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表2.2.7（B）エレベーター(定期清掃）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 2/年
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に

よる。
　b.硬質床 洗浄 ①表2.1.2の4.「洗浄」a.又はｃ.による。 2/年

②表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に
よる。

　c.フロアマット 洗浄 適正洗剤や水を用いて洗浄し，土砂や汚れを 2/年
取り除く。
適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去
した後，十分に乾燥させる。

2.床以外の清掃

　a.壁・扉・操作 全面拭き 適正洗剤で拭きあげた後，水拭き及び乾拭き －
　　盤 する。

　b.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」e.による。 －

　c.吹出口及び吸 洗浄 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」f.による。 －
　　込口

2.2.8　階段　 （a）階段の日常清掃の作業内容は，表2.2.8（A）による。
（b）階段の定期清掃の作業内容は，表2.2.8（B）による。

表2.2.8（A）階段(日常清掃）
（2/1）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 1／日

　b.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」a.による。 1／日

　c.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 1／日

作業項目
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表2.2.8（A）階段(日常清掃）
（2/2）

作業内容 周期 備考

2.床以外の清掃

　a.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 1／日

　b.窓台 除塵 タオル，ダストクロス等でほこりを取る。 1／日
拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

表2.2.8（B）階段(定期清掃）
（2/1）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 1／月 ・幅木・ノンス
　リップの清掃
　を含む。

②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に
　よる。

　b.硬質床 洗浄 ①表2.1.2の4.「洗浄」a.又はｃ.による。 1／月 ・幅木・ノンス
　リップの清掃
　を含む。

②表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 ・周期は特記に
　よる。

　c.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1／月 ・幅木・ノンス
　リップの清掃
　を含む。

2.床以外の清掃

　a.壁 除塵 鳥毛はたき，静電気除塵具等で除塵する。 － ・実施しない
部分拭き 汚れた部分は，水又は適正洗剤を用いて拭く。 － ・実施しない

　b.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」e.による。 － ・実施しない

2.2.9　浴室，シャ　（a）浴室，シャワールーム及び脱衣室の日常清掃内容は，表2.2.9（A）による。
　　　 ワールーム （b）浴室，シャワールーム及び脱衣室の定期清掃作業の内容は，表2.2.9（B）による。
　　　 及び脱衣室

作業項目

作業項目
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（2/2）
表2.2.9（A）浴室，シャワールーム及び脱衣室（日常清掃）

(1/2)
作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.硬質床 洗浄 適正洗剤を用いて，モップ又はタオルで 1／日
　【浴室・シャワー 洗剤拭き及び水拭きをする。
　 ブース内】

　b.弾性床又は木 除塵 表2.1.1の1.「除塵」による。 1／日
　　床 拭き 適正洗剤を用いて，ブラシ又は床磨き機 1／日
　　【脱衣室】 により洗浄し，水洗いする。

2.床以外の清掃

　a.壁 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し， 1／日
　　【浴室・シャワ タオルで拭く。
　　一ブース内】

　b.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し，灰皿はタオルで拭く。 1／日

　c.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分 1／日
は，タオルで水拭き及び乾拭きをする。

　d.扉 部分拭き 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用い 1／日
て除去する。

　e.洗面台 拭き スポンジで専用洗剤を塗布して洗浄し， 1／日
タオルで拭く。

　f.鏡 拭き 乾拭き及び適正洗剤を用いて仕上げる。 1／日

　g.椅子，洗面器 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し， 1／日
タオルで拭き，整理する。

　h.水栓・シャワ 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し， 1／日
　一金具等 タオルで拭く。

　i.排水口 ごみ収集 ごみを収集し，目皿を水で洗う。 1／日

　j.足拭きマット 乾燥 足拭きマットを乾燥させる。 1／日 ・交換する方法
でもよい。

　k.脱衣箱，脱衣 拭き タオルで拭き，整理する。 1／日
　　かご

補充 指定された消耗品（石鹸，ぺ一パー類） 1／日
を補充する。

作業項目
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表2.2.9（B）浴室，シャワールーム及び脱衣室(定期清掃）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.天井 拭き 適性洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きをする。 2／月

　b.扉 全面拭き 適性洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きをする。 2／月

　ｃ.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」e.による。 － ・実施しない

　d.換気扇 洗浄 表2.2.5(B)の2.「床以外の清掃」d.による。 － ・実施しない

2.2.10　喫煙スペー （a）喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は，表2.2.10（A）による。
　　　　ス （b）喫煙スペースの定期清掃の作業内容は，表2.2.10（B）による。

表2.2.10（A)喫煙スペース（日常清掃及び日常巡回清掃）
（2/1）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」ｂ.による。 1／日

　b.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 1／日
水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」ｂ.による。 1／日

2.床以外の清掃

　a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し，容器はタオルで拭く。 1／日

　b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分は， 1／日
タオルで水拭き及び乾拭きをする。

3.日常巡回清掃

　a.床 部分水拭き 汚れが付着した部分をモップで拭く。 1／日
【弾性床，硬質床】

　b.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し，容器はタオルで拭く。 1／日

ごみ収集 ごみを収集する。 1／日

作業項目

作業項目
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表2.2.10（B）喫煙スペース（日常清掃及び日常巡回清掃）
（2/2）

作業内容 周期 備考

1.床の清掃

　a.弾性床 洗浄 ①　表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 1／日
②　表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 1／日

　b.硬質床 洗浄 ①　表2.1.2の4.「洗浄」a.又はC.による。 1／日
水拭き ②　表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 1／日

2.床以外の清掃

　a.壁 除塵 鳥毛はたき，静電気除塵具等で除塵する。 － ・実施しない
部分拭き 汚れた部分は，水又は適正洗剤を用いて拭 － ・実施しない

く。

　b.照明器具 拭き 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」e.による。 － ・実施しない

　c.吹出口及び 洗浄 表2.2.1(B)の2.「床以外の清掃」f.による。 － ・実施しない
　　吸込口

第３節　ごみ収集

2.3.1　ごみ収集　 ごみ収集作業の内容は，表2.3.1による。

表2.3.1　ごみ収集作業

作業対象 作業項目 作業内容 周期 備考

ごみ収集 1.中継所か ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は，区別 1／日
　ら集積所 して集積所まで運搬する。
　までの運
　搬

2.分別 集められたごみは，種類ごとに分別する。 1／日

3.梱包 集められたごみは，適当な分量に梱包する。 1／日

作業項目
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第３章　建物外部の清掃

第１節　窓ガラス

　3.1.1作業資格者 (a）2m以上の高所作業を行う作業員は，労働安全衛生法による講習を受講し修了書を
携帯している者又は高所作業車運転技能講習修了者とする。
(b）ゴンドラ作業を行う作業員は，ゴンドラ安全規則の講習修了者とする。

　3.1.2作業内容 　窓ガラスの清掃の作業内容は，表3.1.1による。
　なお，熱線反射ガラスは，金属皮膜が施されているため窓用スクイジー等で傷
をつけないよう作業を行うとともに，微粉塵によっても傷がつくおそれがあるの
で，水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
　さらに，金属皮膜は，強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるの
で，水又は中性洗剤を使用する。
　また・飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も，同
様に行う。

網戸の清掃の作業内容は，表3.1.2による。

表3.1.1　窓ガラス（定期清掃）

作業内容 備考

窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。 1／年
・ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し，汚れ
　を除去して，窓用スクイジーで汚水を除去
　する
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
　ただし，サッシの溝やサッシ全体の清拭は
　含まない。

（注）
玄関・風除室の窓ガラス
については１／月とする。

表3.1.2　窓ガラス網戸（定期清掃）

作業内容 備考

窓ガラス（網戸） 洗浄 次の作業を行う。 1／年
・網戸を取り外し，中性洗剤を塗布し，タオル
　タオル等で汚れを除去し，水洗いにて汚水を
　除去する。
・網・サッシ面の汚水をタオルで拭き取る。
・網戸を乾燥させた後，所定の箇所へ取付る。

平成３１年３月
第２節　外部建具

3.2.1　適用範囲 アルミニウム製及びステンレス製建具に適用する。

3.2.2　作業内容 清掃作業の内容は，表3.2.1による。

表3.2.1　アルミニウム及びステンレス製（定期清掃）
(1/2)

作業内容 備考

1.通常の汚れ 洗浄 次の作業を行う。 1／年
・刷毛又は真空掃除機等で建具の表面や溝の
　除塵をする。
・適正洗剤を用いて汚れを除去し，汚水を拭
　き取る。

作業項目

作業項目

作業項目
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表3.2.1　アルミニウム及びステンレス製（定期清掃）

作業項目 作業内容 備考

２．著しい汚れ 洗浄 タオルで水拭きを行い，乾拭きをして仕上げる。

次の作業を行う。 ・周期は特記による。
・刷毛又は真空掃除機等で建具の表面や溝の
　除塵をする。
・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去
　し，汚水を拭き取る。
・タオルで水拭きを行い，乾拭きをして仕上
　げる。

第３節　外壁

3.3.1　適用範囲 アルミニウム製，ステンレス製，タイル貼り，石張り及びコンクリート打放し
に適用する。

3.3.2　作業資格者 外壁の作業を行う者は，3.1.1「作業資格者」による。

3.3.3　作業内容 (a)アルミニウム製及びステンレス製の清掃の作業内容は表3.3.1による。
(b)タイル張り，石張り及びコンクリート打放しの清掃の作業内容は表3.3.2による。

表3.3.1　アルミニウム製及びステンレス製

作業項目 作業内容 備考

通常の汚れ又は著 洗浄 次の作業を行う。 ・周期は特記に
しい汚れ ・適正洗剤を用いて汚れを除去し，汚水タ 　よる。

　オルで拭き取る。
・水拭きを行い，乾拭きをして仕上げる。

表3.3.2　タイル張り，石張り及びコンクリート打放し

作業項目 作業内容 備考

通常の汚れ又は著 洗浄 次の作業を行う。 ・周期は特記に
しい汚れ ・適正洗剤を用いて汚れを除去する。 　よる。

・水拭き又は水洗いをして仕上げる。
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第４節　建物周囲

3.4.1　玄関周り (a)玄関周囲の日常清掃及び日常巡回の清掃内容は表3.4.1による。
(b)玄関周囲の定期清掃の作業内容は，表3.4.2による。

表3.4.1　玄関周り（日常清掃）

作業内容 周期 備考

床 除塵 自在ぼうきで掃き，集めたごみは所定の場所に － ・該当なし
搬出する。

水拭き 汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。 － ・該当なし

表3.4.2　玄関周り（定期清掃）

作業内容 周期 備考

床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄 － ・該当なし
する。

3.4.2　犬走り 犬走りの清掃の作業内容は，表3.4.3による。

表3.4.3　犬走り（日常清掃）

作業内容 周期 備考

床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 － ・該当なし

3.4.3　構内通路 構内通路の清掃の作業内容は，表3.4.4による。

表3.4.4　構内通路（日常清掃）

作業内容 周期 備考

床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 1／日

3.4.4　駐車場 駐車場の清掃の作業内容は，表3.4.5による。

表3.4.5　駐車場（日常清掃）

作業内容 周期 備考

床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 1／日

3.4.5　屋上広場　 屋上広場の清掃の作業内容は，表3.4.6による。

表3.4.6　屋上広場

作業内容 周期 備考

床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 － ・該当なし

作業項目

作業項目

作業項目

作業項目

作業項目

作業項目
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