
 

 

富山市総合体育館清掃業務仕様書 

 

 

１ 目的 

  富山市総合体育館の清掃を委託することにより、体育館美観及び清潔を保ち、衛生 

 的な施設環境の維持を図ることを目的とする。 

 

２ 対象 

  この契約の対象は次のとおりとする。 

（１）所在地    富山市湊入船町１２番１号 

（２）施設名    富山市総合体育館 

（３）敷地面積  １７，２８８．６６㎡ 

（４）建築面積  １２，７７０．５２㎡ 

（５）延床面積  ２８，６８１．９７㎡ 

（６）構 造    鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

（７）階 数    地下１階、地上３階建 

 

３ 委託期間 

  委託期間は、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日までとする。 

 

４ 一般事項 

（１）この仕様書は作業の大要を示すものであり、公益財団法人富山市体育協会（以下 

「協会」という。）が指示した軽易な作業又は本書に記載されていない事項であっ

ても、受託者は業務実施計画に影響を及ぼさない範囲で実施するものとする。 

（２）受託者は、下記の書類を作成し、協会に提出すること。 

  ア 清掃業務実施計画書       当該月の前月２５日まで 

  イ 清掃業務実施報告書       当該月の翌月 ５日まで 

（３）受託者は、業務に従事する従事者の配置に当たっては、経験豊かで有能な者を選

び、業務遂行に支障のない人員を配置する。 

（４）受託者は、業務を総括するため総括責任者及び現場責任者（以下「責任者」とい

う。）を選任し、業務の総括及び指揮監督その他一切の事項を処理させるものとす

る。なお責任者は誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって業務を完遂するもの

とする。 

（５）受託者は、業務に従事する従事者の教育指導に万全を期し、風紀及び規律の維持

に責任を負い、秩序の維持に努めるものとする。 



 

 

（６）従事者の作業服は統一し清潔なものとすること。なお名札を付ける等見分けを容

易にすること。 

（７）協会は、業務に関する指示等を行う際は、責任者に対して行い、受託者の従事者 

  に対し直接これを行ってはならない。 

（８）協会は、受託者に対し、業務において契約書及び仕様書に適合しないと認めたと

きは、その業務の内容変更及び手直しを命ずることができる。 

（９）受託者及び従事者は、業務上知り得た協会の業務に関する事項を他人に漏らして

はならない。なお、その職を退いた後も同様とする。 

（１０）受託者は、清掃部材質の特性を十分検討のうえ、最適な清掃資材を使用するこ

と。 

（１１）水道、電力の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了後直

ちに消灯すること。 

（１２） ア 業務を実施するため使用する機械器具、諸材料等は、床、壁面等を損壊

することのない適性、良質のものを用いること。 

     イ 業務に使用する機械器具、諸材料（各種洗剤、ワックス等）及び窓ガラ

ス清掃に必要なレッカー、エレベーター等の借上費用は一切乙の負担とす

る。 

       なお、トイレットペーパー、洋便器シートペーパー、水石鹸、ビニール

袋等は協会が支給する。 

 

５ 清掃業務区分 

  日常清掃及び定期清掃とし、清掃箇所、面積及び回数等は別紙のとおりとする。 

 

６ 清掃業務実施方法 

（１）日常清掃 

  ア 原則として午前８時００分から午後３時００分までの間に実施すること。 

    なお、年末年始（１２月２９日～１月４日）は除く。 

    ただし、大会・イベント時等、体育館が必要とする場合には変更や延長を要請

することがある。 

  イ 清掃箇所別の時間帯については、別途協会と協議のこと。 

  ウ 紙屑等は、ごみ集積場に搬出すること。 

  エ 一般廃棄物収集運搬業務として、ごみ集積場に収集した一般廃棄物を随時、 

    運搬、処分を行うこと。 

  オ 利用者の多いエントランスホール、自販機コーナー等は、じんあいを飛散さ 

せないよう吸塵器を使用して作業を行うこと。 

  カ 自販機コーナー等は、飲食物の汚れに留意し早めに対応・処理を行うこと。 



 

 

  キ 便所、洗面所は、朝のうちに巡回し、汚物、汚れ等がないよう常に清潔にし 

ておくこと。また、便所、洗面所については、汚れ具合により、随時清掃する 

こと。 

  ク 出入口、階段、エレベーターホールは、特に汚れがひどいので、箒、雑巾等 

で汚れを除去すること。 

  ケ 建物周辺（外部）についても清掃を行うこと。 

 

（２）定期清掃 

  ア 協会と協議の上実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ゾーン 場所 新規仕様 ゾーン 場所 新規仕様

【地下１階部分】 【２階部分】

地下駐車場 エレベーターホール 隔日 第２アリーナ 幼児室 １回／週

【１階部分】 第２アリーナ ロビー１ 毎日

エントランス 風除室（１，２，３，４） 毎日 第２アリーナ 卓球練習場 毎日

エントランス エントランスプラザ 隔日 第２アリーナ 器具庫６ ５回／週

トレーニングスペース トレーニングルーム 毎日 第２アリーナ ＷＣ１３ 毎日

トレーニングスペース 総合受付・指導員室 毎日 第２アリーナ ＷＣ１４ 毎日

トレーニングスペース 健康相談コーナー 毎日 第２アリーナ ＨＷＣ 毎日

トレーニングスペース 体力測定室 毎日 第１アリーナ 風除室５．６ １回／週

トレーニングスペース 軽運動室 ３回／週 第１アリーナ ランニングコースＮ ２回／週

ロッカー室 更衣室（男子） 毎日 第１アリーナ プロムナード ２回／週

ロッカー室 更衣室（女子） 毎日 第１アリーナ ランニングコースＷ・Ｓ ２回／週

ロッカー室 洗面室（男子） 毎日 第１アリーナ ロビー２ ５回／週

ロッカー室 洗面室（女子） 毎日 第１アリーナ 自販機コーナー ２回／週

ロッカー室 脱衣室（男子） 毎日 第１アリーナ ＷＣ７ 毎日

ロッカー室 脱衣室（女子） 毎日 第１アリーナ ＷＣ８ 毎日

ロッカー室 シャワー室（男子） 毎日 第１アリーナ ＷＣ９ 毎日

ロッカー室 シャワー室（女子） 毎日 第１アリーナ ＷＣ１０ 毎日

ロッカー室 トイレ（男子） 毎日 第１アリーナ ＷＣ１１ 毎日

ロッカー室 トイレ（女子） 毎日 第１アリーナ ＷＣ１２ 毎日

ロッカー室 男女兼用通路 毎日 第１アリーナ ＨＷＣ 毎日

研修室エリア 研修室 ２回／週 【３階部分】

研修室エリア 廊下１ ２回／週 第１アリーナ 前室 １回／週

体育館事務室 事務室（１階） 毎日 第１アリーナ ロビー３ ２回／月

体育館事務室 館長室 ５回／週 第２アリーナ ランニングコース １回／週

体育館事務室 湯沸室 ５回／週 【階段部分】

体育館事務室 応接室･前室 ５回／週 屋外 Ａ階段

第１アリーナ エントランスホール１ 毎日 エントランス Ｂ階段 ３回／週

第１アリーナ スポーツ情報サロン ５回／週 エントランス Ｃ階段 毎日

第１アリーナ エントランスホール２ ５回／週 第１アリーナ Ｄ階段 ３回／週

第１アリーナ 指導員室兼記者室 １回／週 第１アリーナ Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ階段 １回／週

第１アリーナ 指導員室 １回／週 第２アリーナ Ｎ階段 １回／週

第１アリーナ 記者室 １回／週 【屋外部分】

第１アリーナ 役員控室１，２ １回／週 屋外 屋外階段（１）

第１アリーナ 幼児室 １回／週 屋外 ゴミ置場 適宜

第１アリーナ 医務室 使用翌日 屋外 駐輪場 １回／週

第１アリーナ 選手控室１，２ 使用翌日 屋外 駐車場

第１アリーナ 選手控室シャワー室 使用翌日 屋外 メインエントランス

第１アリーナ 選手控室洗面コーナー 使用翌日 屋外 車寄せまわり

第１アリーナ 選手ロビー １回／週 屋外 建物足まわり

第１アリーナ 廊下２ １回／週 【その他】

第１アリーナ 廊下３ １回／週 共通 全館ごみ回収 毎日

第１アリーナ 廊下４ １回／週 共通 第１アリーナモップ 毎日

第１アリーナ 廊下５ １回／週 共通 第２アリーナモップ 毎日

第１アリーナ 荷捌スペース １回／週 共通 ステンレス清掃 毎日

第１アリーナ ＷＣ１ 毎日 共通 ガラス清掃 毎日

第１アリーナ ＷＣ２ 毎日 共通 展示物清掃 １回／週

第１アリーナ ＷＣ３ 毎日 共通 長いす清掃 １回／週

第１アリーナ ＷＣ４ 毎日 共通 備品類清掃 １回／週

エントランス ＷＣ５ 毎日 共通 灰皿清掃 毎日

エントランス ＷＣ６ 毎日 共通 すす払い

エントランス ＨＷＣ 毎日 ロッカー室 シャワー室カーテン洗濯 毎月

第１アリーナ 観客席 １回／週 【随時追加部分】

第１アリーナ 可動席 使用翌日

屋外 植樹帯 夏期

富山市総合体育館清掃業務仕様書（日常清掃）



富山市総合体育館清掃業務仕様書（定期清掃）

区分 清掃対象箇所 床材質 清掃方法 面積㎡

防災センター タイルカーペット 洗浄・ワックス塗布 71

駐車場管理室 ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 8

事務室（１） タイルカーペット（OAフロア） 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 141

館長室 ジュータンカーペット 洗浄機洗浄、起毛作業（しみ部分のしみ取り等） 19

湯沸室 ビニール床シート 洗浄・ワックス塗布 16

指導員室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 25

審判員控室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 19

ランニングコースN 強力ゴムタイル 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 94

プロムナード 強力ゴムタイル 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 356

ランニングコースW・S 強力ゴムタイル 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 624

体育協会事務室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 145

屋外階段 タイル 高圧水洗浄 230

駐車場床面 コンクリート 油汚れ洗剤清掃 適宜

デッキ（１，２） タイル 高圧水洗浄 790

体操室 弾性塗床 洗浄・ワックス塗布 860

体操室 カーテン バキューム清掃 860

弓道練習場 人工芝 高圧水清掃、ブラシ洗浄 198

面積小計 4,456

トレーニングスペース タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 777

事務室（２） タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 40

カウンセリング室・健康相談・控室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 49

体力測定コーナー タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 29

研修室 タイルカーペット（OAフロア） 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 222

医務室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 21

前室 ジュータンカーペット 洗浄機洗浄、起毛作業（しみ部分のしみ取り等） 39

応接室 ジュータンカーペット 洗浄機洗浄、起毛作業（しみ部分のしみ取り等） 68

エントランスホール（１） タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 145

役員控室（１） タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 64

役員控室（２） タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 83

指導員室兼記者室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 45

幼児室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 20

記者室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 40

放送室 タイルカーペット（OAフロア） 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 20

廊下（２） ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 189

廊下（３） ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 117

廊下（４） ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 55

選手控室（１、２） ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 125

選手控室　洗面コーナー ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 19

選手ロビー ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 47

体操室指導員室 ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 28

踏込 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 3

第２アリーナ観客室 塗床 洗浄・ワックス塗布 107

第２アリーナ放送室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 14

第２アリーナ指導員室 ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 17

第２アリーナ幼児室 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 11

軽運動室兼ボクシング室 体育館用弾性塗床 洗浄・ワックス塗布 128

ロビー（１） タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 423

卓球練習場 体育館用弾性塗床 洗浄・ワックス塗布 74

ロビー（２） 強力ゴムタイル 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 555

２階南西側自販機コーナー 強力ゴムタイル 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 40

面積小計 3,614

ガラス清掃 脚立・ロープ使用 洗剤洗浄、水分拭取り 1,178

ガラス清掃 ローリングタワー使用 洗剤洗浄、水分拭取り 924

ガラス清掃 高所作業車使用 洗剤洗浄、水分拭取り 531

面積小計 2,633
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区分 清掃対象箇所 床材質 清掃方法 面積㎡

軽運動室 フローリング 洗浄機清掃、吸水、水分拭取り 180

ﾛｯｶｰ室（男子） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 100

ﾛｯｶｰ室（女子） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 105

洗面室（男子） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 45

洗面室（女子） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 86

脱衣室（男子） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 8

脱衣室（女子） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 17

男女共用廊下（ﾛｯｶｰ室） タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 29

風除室（２，５，６） 強力ゴムタイル 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 61

スポーツ情報サロン ハンドメイドテラコッタ３００角 洗浄・ワックス塗布 248

エントランスホール（２）・自販機 ハンドメイドテラコッタ３００角 洗浄・ワックス塗布 869

エレベーターホール ハンドメイドテレコッタ３００角 洗浄・ワックス塗布 14

廊下（１） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 88

廊下（５） ビニール床タイル 洗浄・ワックス塗布 43

第１アリーナ観客席 塗床・タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 2,474

前室･射場・控室・審判席 杉フローリング 洗浄機清掃、吸水、水分拭取り 83

B階段 ビニール床シート 洗浄・ワックス塗布 62

C階段 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 64

D階段 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 54

Q階段 タイルカーペット 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 32

面積小計 4,662

風除室（１，３，４） 強力ゴムタイル 洗浄機洗浄（しみ部分のしみ取り等） 77

エントランスプラザ ハンドメイドテレコッタ３００角 洗浄・ワックス塗布 1,134

WC（１３） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 24

WC（１４） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 28

HWC 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 5

WC（７） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 58

WC（８） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 63

WC（９） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 38

WC（１０） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 74

WC（１１） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 37

WC（１２） 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 38

HWC 天然リノリュームシート 洗浄・ワックス塗布 8

面積小計 1,584
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