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ＵＲ賃貸住宅団地内一般清掃等業務 

（東池袋四丁目団地他１団地） 

 

団 地 概 要 書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社ＵＲコミュニティ 

東京北住まいセンター 

 

 



 

対 象 団 地 

 

 

 

 

 東 池 袋 四 丁 目 団 地 

 

東 池 袋 五 丁 目 団 地 







団地名

項　　　目 数　　　量 単　位 備　　　考

作業員詰所 屋上階 1 箇所 （場所は配置図に記載）

敷地面積 団地全体 46 ㎡ 建物含まず

プレイロット・グラウンド - 箇所

一般ゴミ置き場 1 箇所 ポリ容器

粗大ゴミ置き場 1 箇所

各階ゴミ置き場 9 箇所 ポリ容器

共用廊下等の面積 292 ㎡

エレベーター 1 基

集会所 -

駐車場面積 -

平面式 - 台

機械式 - 台

自走式 - 台

タワー式 - 台

ポリシャー清掃 - ㎡

屋上・庇・陸屋根清掃 198 ㎡

高圧洗浄清掃（冷水） - ㎡

高圧洗浄清掃(温水） - ㎡

天井・壁面等清掃 - ㎡ 高圧洗浄は含まない

蛍光管交換作業(3ｍ未満） 5 箇所 必要の都度

緊急対応 5 時間 必要の都度

【特記事項】  ※「作業物量」は予定発注数量であり、発注確定数量ではない。

団地概要（物量）及び特記事項

東池袋四丁目
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団地名

項　　　目 数　　　量 単　位 備　　　考

作業員詰所 屋上階 1 箇所 （場所は配置図に記載）

敷地面積 団地全体 - ㎡ 建物含まず・建物外部分なし

プレイロット・グラウンド - 箇所

一般ゴミ置き場 1 箇所 ポリ容器

粗大ゴミ置き場 1 箇所

各階ゴミ置き場 7 箇所 ポリ容器

共用廊下等の面積 687 ㎡

エレベーター 1 基

集会所 -

駐車場面積 -

平面式 - 台

機械式 - 台

自走式 - 台

タワー式 - 台

ポリシャー清掃 - ㎡

屋上・庇・陸屋根清掃 1,260 ㎡

高圧洗浄清掃（冷水） - ㎡

高圧洗浄清掃(温水） - ㎡

天井・壁面等清掃 - ㎡ 高圧洗浄は含まない

蛍光管交換作業(3ｍ未満） 5 箇所 必要の都度

緊急対応 5 時間 必要の都度

【特記事項】  ※「作業物量」は予定発注数量であり、発注確定数量ではない。

団地概要（物量）及び特記事項

東池袋五丁目
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ＵＲ賃貸住宅団地内一般清掃等業務 

（東池袋四丁目団地他１団地） 

 

業 務 仕 様 書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社ＵＲコミュニティ 

東京北住まいセンター 

 

 



 

対 象 団 地 

 

                                                         

 

 東 池 袋 四 丁 目 団 地      

 

 東 池 袋 五 丁 目 団 地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔共通事項〕 

 

○ 清掃業務は、原則として平日または土曜日の 8：00 から 17：00 までの間に行うこ

ととし、日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）の作業は実施しないこととする。

ただし、ゴミ収集等がある場合はこの限りではない。 

○ 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上

で、請負者の責任において行うこと。 

○ 脚立等を使用する作業については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと。 

○ 本仕様書に記載されている業務を遂行するためにあたっては、関連する法令を遵

守すること。 



団地内一般清掃等業務仕様書 団地名 東池袋四丁目

業務実施日 月曜日から土曜日

標準作業基準
1 敷地内共用部分の清掃

1-1 団地内の通路、緑
地、駐車場等の敷
地内清掃

(ｲ） 　団地内の道路、緑地、アプローチ等敷地内に散
乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵
芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋
又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回

(ﾛ） 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放
置されている場合は、発注者に連絡の上、必要
に応じ発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。
ただし、駐車区画内のものや台車等の使用によ
る運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度

1-2 ゴミ置場等の清掃
等

(ｲ） 　集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱する
ゴミの整理・分別作業を行う。

収集日

(ﾛ） 　集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨
雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等
を水洗い清掃する。

収集日

(ﾊ） 　自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理（ダ
ンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラ
ベルを剥がす等）を行う。

必要の都度

(ﾆ) 　ゴミ集芥車通行のため、車止めの開閉を行う。 必要の都度
(ﾎ） 　粗大ゴミ置場内のゴミ等を整理し、集芥車がゴミ

を収集した後、ゴミ置場内の清掃を行う。
収集日

(ﾍ)   ゴミ置場の扉の鍵を開閉する。 収集日
(ﾄ) 　ゴミ収集日にポリ容器を住棟内各階の所定の

場所からゴミ置場に搬出し、ゴミ置場床面を掃き、
ゴミ収集後ポリ容器を水洗いして住棟内各階の
所定の場所に整備する。

収集日

1-3 その他 (ｲ）   動物（犬、猫、鳩等）の糞尿の清掃を行う。 必要の都度

2 建物内共用部分の清掃

2-1 玄関及び玄関ホー
ルの清掃

(ｲ） 　玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥
物を掃き掃除する。床面については、汚れの目立
つ箇所をモップ等にて拭き掃除し、絨毯等繊維質
の床面については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回

玄関及び玄関ホー
ルの清掃

(ﾛ) 　玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を
掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作
業できる範囲内に限る。

必要の都度

(ﾊ） 　集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。 1週１回
(ﾆ) 　集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等

を廃棄する。
必要の都度

(ﾎ) 　屋内掲示板の掲示物を整頓し、埃等の拭き清
掃を行う。

1週１回

2-2 廊下、階段等の清
掃

(ｲ） 　廊下、階段等の床面の埃その他の塵芥物を掃
き掃除する。床面については、汚れの目立つ箇
所をモップ等にて拭き掃除し、絨毯等繊維質の床
面については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回

(ﾛ） 　廊下、階段等の壁面・天井面の埃等を掃除す
る。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる
範囲内に限る。

1週1回

(ﾊ） 　階段の蹴上げ、ノンスリップ等の汚れを掃除し、
金属製のもので汚れが目立つ箇所は磨く。

1週1回

(ﾆ) 　廊下、階段等の手摺を拭き掃除する。 1週1回
(ﾎ) 　共用廊下等の自転車整理を行う。 必要の都度

2-3 エレベーター及び
エレベーターホー
ルの清掃

(ｲ） 　エレベーターの床面を掃き掃除し、汚れの目立
つ箇所は拭き掃除する。エレベータードアレール
（溝）に異物があれば取り除く。

業務実施日に1回

(ﾛ） 　エレベーターの扉、壁面を拭き掃除する。 業務実施日に1回
(ﾊ） 　エレベーターホールの床面の埃その他の塵芥

物を掃き掃除する。床面については、汚れの目立
つ箇所をモップ等にて拭き掃除し、絨毯等繊維質
の床面については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回

(ﾆ) 　エレベーターホールの壁面・天井面の埃等を掃
除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業
できる範囲内に限る。

必要の都度

2-4 窓ガラスの清掃 (ｲ） 　玄関、廊下、階段等の扉ガラス、窓ガラス、風防
ガラス等を拭き掃除する。

1週1回

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。
また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること

作 業 項 目 作   業   仕   様 備　考

危険箇所を除く（手が届く範囲内に限る。）。



団地内一般清掃等業務仕様書 団地名 東池袋四丁目

業務実施日 月曜日から土曜日

標準作業基準

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。
また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること

作 業 項 目 作   業   仕   様 備　考

3 団地により特に必要な作業

3-1 近隣関係上必要な
作業

(ｲ） 　団地外周道路（公道）及びバス停留所（公道上）
に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立
つ塵芥物を拾い集める。

必要の都度

4 その他の作業

4-1 発注者の指示する
作業、報告事項等

(ｲ) 　月曜日から土曜日は、業務を実施できる体制を
確保し、発注者の指示により発生する清掃作業
を行う（祝日、年末年始を除く。）。

随時

(ﾛ） 　発注者の指示により、文書の掲示及び文書の
配布を行う。

必要の都度

(ﾊ） 　敷地内で動物（犬、猫、鳩等）の死骸を発見した
場合、発注者に報告する。

必要の都度

(ﾆ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損
傷・損耗・腐食・劣化等の状況を目視又は揺動に
より確認し、不具合を発見したときは発注者に報
告をするとともに、必要に応じ応急措置又は7に
規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度

(ﾎ) 　地震、台風（強風）、降雨及びその他の災害・緊
急時に発注者から指示があった場合は、災害等
の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災
害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査
を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所
については、必要に応じ応急措置又は7に規定す
る簡易な作業等を行う。

必要の都度

(ﾍ) 　発注者の指示により、その他の不特定に発生
する清掃作業を行う。

必要の都度

(ﾄ) 　通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見
した場合、発注者に報告する。

必要の都度

5 その他簡易な作業（必要に応じ「その他作業等発注書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする）

5-1

支障枝葉の切落し
等

(ｲ) 団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のお
それのあるものや、通行の妨げになるもの等の
枝葉の切落しを行う

必要の都度

5-2
フェンスの穴あき対
応

(ﾛ) 　フェンスの破損部分について、発注者の指示に
より、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部
分を除去する。

必要の都度

5-3

看板等のネジ締め

(ﾊ） 　看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正す
る。

必要の都度

軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴
う箇所を除く。
・駐車区画内に車両がある場合には当該区
画内を除く。

（災害等を未然に防止する具体例）
・強風によりゴミコンテナが移動しないよう
に、鎖等でくくる
・その他強風による飛散又は転倒等のおそ
れがあるものの固定等
・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等
の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の
実施等
・敷地内の放置物の等の確認等
ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操
作を伴う箇所を除く。

①　車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。
②　駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。
③　5については、必要に応じ２人以上を１組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車している
とき。
・芝生地等、車の乗り入れが想定されていな
い場所に駐車されているとき
・車室内のナンバープレート枠に掲示された
数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐
車しているとき。

・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業
務とは異なる。
・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある
箇所を除く
（脚立等の使用で容易に作業ができるものに
限り、高さ３ｍまでの範囲内）。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは
作業対象としない

危険箇所を除く
（脚立等の使用で容易に作業ができるものに
限り、高さ３ｍまでの範囲内）。

注意事項



団地内一般清掃等業務仕様書

団地名

Ⅱ　団地内特別清掃等

(ｲ)

(ﾛ)

(ﾊ)

(ﾆ)

(ﾎ)

(ﾍ)

（ト）

(ﾁ)

(ﾘ)

(ﾇ)

作業基準

１   団地内屋上・庇等の清掃

(ｲ)
排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除
去し清掃する。

(ﾛ)
屋上の塵芥物を除去し、植物の発生が認められた場合は除
草を行う。

ドレーン・といの清掃 (ｲ)
排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除
去し清掃する。

(ｲ)
排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除
去し清掃する。

(ﾛ) 植物の有無を確認し、発生が認められた場合は除草を行う。

落下防止庇の清掃 (ｲ) ゴミ等の落下物を取り除く。

2   団地内共用灯の管球交換、拭き掃除

(ｲ)
団地内の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交
換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を
伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

（ﾛ）
共用灯の周りの埃を掃除し、蛍光灯カバー等表面の汚れが目立つ
場合は、拭き掃除する。

3  緊急・応急対応業務

(ｲ)
敷地及び敷地内の施設等について危険な箇所を発見した場
合は、発注者に報告するとともに、必要に応じ応急措置を行
う。

(ﾛ)
地震、台風（強風）等の災害が発生した場合は、速やかに被
害状況の調査を行い、発注者に報告する。また、危険な箇所
については、必要に応じ応急措置を行う。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

備考

東池袋四丁目

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。
また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること

団地内特別清掃等共通事項

原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に
対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するととも
に、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作
業員であることを明示すること。

共用灯の管球交換、拭き掃除 必要の都度

交換する蛍光管等は発注者が支給する。
高所作業車の使用が必要な箇所である場合は、
あらかじめ発注者に報告のうえ実施すること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様

一般清掃作業員以外の人的応援を行い、緊
急・応急対応を実施した場合

必要の都度
一般清掃作業員が業務実施時間内に行った業
務を除く。

屋上の清掃

必要の都度 ゴミ等の処理を含む。

庇の清掃



団地内一般清掃等業務仕様書 団地名 東池袋五丁目

業務実施日 月曜日から土曜日

月～金 8:00～16:00

土　　　 8:00～14:00

標準作業基準
1 敷地内共用部分の清掃

1-1 団地内の通路、緑
地、駐車場等の敷
地内清掃

(ｲ） 　団地内の道路、緑地、アプローチ等敷地内に散
乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵
芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋
又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回

(ﾛ） 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放
置されている場合は、発注者に連絡の上、必要に
応じ発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。た
だし、駐車区画内のものや台車等の使用による
運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度

1-2 ゴミ置場等の清掃
等

(ｲ） 　集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱する
ゴミの整理・分別作業を行う。

収集日

(ﾛ） 　集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨
雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等
を水洗い清掃する。

収集日

(ﾊ） 　自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理（ダ
ンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラ
ベルを剥がす等）を行う。

必要の都度

(ﾆ) 　ゴミ集芥車通行のため、車止めの開閉を行う。 必要の都度
(ﾎ） 　粗大ゴミ置場内のゴミ等を整理し、集芥車がゴミ

を収集した後、ゴミ置場内の清掃を行う。
収集日

(ﾍ)   ゴミ置場の扉の鍵を開閉する。 収集日
(ﾄ) 　ゴミ収集日にポリ容器を住棟内各階の所定の場

所からゴミ置場に搬出し、ゴミ置場床面を掃き、ゴ
ミ収集後ポリ容器を水洗いして住棟内各階の所
定の場所に整備する。

収集日

1-3 その他 (ｲ）   動物（犬、猫、鳩等）の糞尿の清掃を行う。 必要の都度

2 建物内共用部分の清掃

2-1 玄関及び玄関ホー
ルの清掃

(ｲ） 　玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥
物を掃き掃除する。床面については、汚れの目立
つ箇所をモップ等にて拭き掃除し、絨毯等繊維質
の床面については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回

玄関及び玄関ホー
ルの清掃

(ﾛ) 　玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を
掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作
業できる範囲内に限る。

必要の都度

(ﾊ） 　集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。 1週１回
(ﾆ) 　集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を

廃棄する。
必要の都度

(ﾎ) 　屋内掲示板の掲示物を整頓し、埃等の拭き清
掃を行う。

1週１回

2-2 廊下、階段等の清
掃

(ｲ） 　廊下、階段等の床面の埃その他の塵芥物を掃
き掃除する。床面については、汚れの目立つ箇所
をモップ等にて拭き掃除し、絨毯等繊維質の床面
については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回

(ﾛ） 　廊下、階段等の壁面・天井面の埃等を掃除す
る。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる
範囲内に限る。

1月1回

(ﾊ） 　階段の蹴上げ、ノンスリップ等の汚れを掃除し、
金属製のもので汚れが目立つ箇所は磨く。

1月1回

(ﾆ) 　廊下、階段等の手摺を拭き掃除する。 1月1回
(ﾎ) 　共用廊下等の自転車整理を行う。 1月1回

2-3 エレベーター及び
エレベーターホー
ルの清掃

(ｲ） 　エレベーターの床面を掃き掃除し、汚れの目立
つ箇所は拭き掃除する。エレベータードアレール
（溝）に異物があれば取り除く。

業務実施日に1回

(ﾛ） 　エレベーターの扉、壁面を拭き掃除する。 業務実施日に1回
(ﾊ） 　エレベーターホールの床面の埃その他の塵芥

物を掃き掃除する。床面については、汚れの目立
つ箇所をモップ等にて拭き掃除し、絨毯等繊維質
の床面については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回

(ﾆ) 　エレベーターホールの壁面・天井面の埃等を掃
除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業
できる範囲内に限る。

1月1回

2-4 窓ガラスの清掃 (ｲ） 　玄関、廊下、階段等の扉ガラス、窓ガラス、風防
ガラス等を拭き掃除する。

1月1回

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。
また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること 5-1（ｲ)に定

める時間帯

作 業 項 目 作   業   仕   様 備　考

危険箇所を除く（手が届く範囲内に限る。）。



団地内一般清掃等業務仕様書 団地名 東池袋五丁目

業務実施日 月曜日から土曜日

月～金 8:00～16:00

土　　　 8:00～14:00

標準作業基準

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。
また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること 5-1（ｲ)に定

める時間帯

作 業 項 目 作   業   仕   様 備　考

3 団地により特に必要な作業

3-1 近隣関係上必要な
作業

(ｲ） 　団地外周道路（公道）及びバス停留所（公道上）
に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立
つ塵芥物を拾い集める。

必要の都度

4 その他の作業

4-1 発注者の指示する
作業、報告事項等

(ｲ) 　月曜日から金曜日の8:00～16:00、土曜日の
8:00～14:00は、業務を実施できる体制を確保し、
発注者の指示により発生する清掃作業を行う（祝
日、年末年始を除く。）。

随時

(ﾛ） 　発注者の指示により、文書の掲示及び文書の
配布を行う。

必要の都度

(ﾊ） 　敷地内で動物（犬、猫、鳩等）の死骸を発見した
場合、発注者に報告する。

必要の都度

(ﾆ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損
傷・損耗・腐食・劣化等の状況を目視又は揺動に
より確認し、不具合を発見したときは発注者に報
告をするとともに、必要に応じ応急措置又は7に
規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度

(ﾎ) 　地震、台風（強風）、降雨及びその他の災害・緊
急時に発注者から指示があった場合は、災害等
の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災
害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査
を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所
については、必要に応じ応急措置又は7に規定す
る簡易な作業等を行う。

必要の都度

(ﾍ) 　発注者の指示により、その他の不特定に発生す
る清掃作業を行う。

必要の都度

(ﾄ) 　通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見
した場合、発注者に報告する。

必要の都度

5 その他簡易な作業（必要に応じ「その他作業等発注書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする）

5-1

支障枝葉の切落し
等

(ｲ) 団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のお
それのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝
葉の切落しを行う

必要の都度

5-2
フェンスの穴あき対
応

(ﾛ) 　フェンスの破損部分について、発注者の指示に
より、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部
分を除去する。

必要の都度

5-3

看板等のネジ締め

(ﾊ） 　看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正す
る。

必要の都度

軽微なものに限る。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは
作業対象としない

危険箇所を除く
（脚立等の使用で容易に作業ができるものに
限り、高さ３ｍまでの範囲内）。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴
う箇所を除く。
・駐車区画内に車両がある場合には当該区
画内を除く。

（災害等を未然に防止する具体例）
・強風によりゴミコンテナが移動しないよう
に、鎖等でくくる
・その他強風による飛散又は転倒等のおそ
れがあるものの固定等
・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等
の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の
実施等
・敷地内の放置物の等の確認等
ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操
作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車している
とき。
・芝生地等、車の乗り入れが想定されていな
い場所に駐車されているとき
・車室内のナンバープレート枠に掲示された
数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐
車しているとき。

注意事項
①　車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。
②　駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。
③　5については、必要に応じ２人以上を１組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業
務とは異なる。
・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇
所を除く
（脚立等の使用で容易に作業ができるものに
限り、高さ３ｍまでの範囲内）。



団地内一般清掃等業務仕様書

団地名

Ⅱ　団地内特別清掃等

(ｲ)

(ﾛ)

(ﾊ)

(ﾆ)

(ﾎ)

(ﾍ)

（ト）

(ﾁ)

(ﾘ)

(ﾇ)

作業基準

１   団地内屋上・庇等の清掃

(ｲ)
排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除
去し清掃する。

(ﾛ)
屋上の塵芥物を除去し、植物の発生が認められた場合は除
草を行う。

ドレーン・といの清掃 (ｲ)
排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除
去し清掃する。

(ｲ)
排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除
去し清掃する。

(ﾛ) 植物の有無を確認し、発生が認められた場合は除草を行う。

落下防止庇の清掃 (ｲ) ゴミ等の落下物を取り除く。

2   団地内共用灯の管球交換、拭き掃除

(ｲ)
団地内の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交
換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を
伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

（ﾛ）
共用灯の周りの埃を掃除し、蛍光灯カバー等表面の汚れが目立つ
場合は、拭き掃除する。

3  緊急・応急対応業務

(ｲ)
敷地及び敷地内の施設等について危険な箇所を発見した場
合は、発注者に報告するとともに、必要に応じ応急措置を行
う。

(ﾛ)
地震、台風（強風）等の災害が発生した場合は、速やかに被
害状況の調査を行い、発注者に報告する。また、危険な箇所
については、必要に応じ応急措置を行う。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

備考

東池袋五丁目

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。
また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること

団地内特別清掃等共通事項

原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に
対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するととも
に、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作
業員であることを明示すること。

共用灯の管球交換、拭き掃除 必要の都度

交換する蛍光管等は発注者が支給する。
高所作業車の使用が必要な箇所である場合は、
あらかじめ発注者に報告のうえ実施すること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様

一般清掃作業員以外の人的応援を行い、緊
急・応急対応を実施した場合

必要の都度
一般清掃作業員が業務実施時間内に行った業
務を除く。

屋上の清掃

必要の都度 ゴミ等の処理を含む。

庇の清掃


























































































































































































