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入 札 説 明 書 

 

 令和５年２月 28 日に公告した令和５年度庁舎清掃業務委託に係る一般競争入札に

ついては、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 委託業務の名称 

   令和５年度庁舎清掃業務委託 

(2) 委託業務の内容 

   令和５年度庁舎清掃業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）による。 

(3) 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで 

(4) 履行場所 

   茨城県水戸市赤塚１丁目１番地 ミオス１階 

   茨城県後期高齢者医療広域連合 

(5) 入札方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の

110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること 

 

２ 入札参加者の資格に関する事項 

(1) 申請書を提出する時点で有効な茨城県物品調達等競争入札参加資格者名簿に

おいて大分類「建物管理（１）」の小分類「建築物環境衛生維持管理」又は「屋

内清掃」に登録されている者であること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指

名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。 

 (2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号）第 12

条の２第１項第１号（建築物清掃業）又は第８号（建築物環境衛生総合管理業）

に掲げる事業について、茨城県知事により同項の登録を受けている者であること。 

 (3) 茨城県内に本店又は営業所等を有している者であること。 

 (4) 茨城県内の地方公共団体、全国の地方公共団体及び全国の後期高齢者医療広域

連合のいずれかが発注する類似の清掃業務に係る役務について受注実績がある

者であること。 

 (5) 委託業務に関する管理責任者を適正に配置できる者であること。 

 (6) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 292条において準用する地方自治法施

行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

 (7) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをし、

若しくは申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づく再生手続き開始の申立てをし、若しくは申立てがなされている者でないこ



と。 

 (8) 茨城県暴力団排除条例（平成 22年茨城県条例第 36号）第２条第１号若しくは

第３号に規定する者又は次に掲げる者でないこと。 

  ア  暴力団員が事業主又は役員となっている者 

  イ  暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がその

運営を支配している者 

  ウ  暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者 

  エ  暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材、原材料等の購

入契約を締結している者 

オ  暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

  カ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するな

ど社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書（以下「入

札説明書等」という。）に関する質疑応答書提出場所 

   〒311-4141 茨城県水戸市赤塚１丁目１番地 ミオス１階 

   茨城県後期高齢者医療広域連合 総務企画課 

   電話 029－309－1211 

   FAX   029－309－1126 

(2) 入札説明書等の交付場所 

   茨城県後期高齢者医療広域連合総務企画課及び茨城県後期高齢者医療広域連

合のホームページで行う。 

   ホームページアドレス https://www.kouiki-ibaraki.jp/ 

(3) 入札説明書等の交付期間 

   入札公告の日から令和５年３月９日（木）まで 

   ただし、茨城県後期高齢者医療広域連合総務企画課における入札説明書等の交

付又は閲覧は、茨城県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例（平成 19 年

茨城県後期高齢者医療広域連合条例第１号）第１条第１項に定める休日を除く午

前９時から午後４時までの間において行うものとする。 

(4) 入札説明書等に関する質問方法等 

   ア 質問方法 

     ファックス又はＥメールにより質疑応答書を提出すること。 

     Eメールアドレス：k08soumu@union.ibaraki.lg.jp 

イ 質問期間 

     公告の日から令和５年３月９日（木）午後４時 00分まで 

    これ以降に到達したものについては回答しないので留意すること。 

(5) 入札者に求められる事項 

  ア この入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）は、あら

かじめ入札説明書等の交付を受けるか、又は閲覧しなければならない。 



  イ 入札参加希望者は、次の書類を上記３(3)で指定する入札説明書等の交付期

間内に提出しなければならない。 

    なお、入札参加希望者は、提出した書類について広域連合職員から説明を求

められたときは、これに応じなければならない。 

   ① 一般競争入札参加資格確認申請書 

   ② 一般競争入札参加資格確認申請書を提出するときにおいて、有効な茨城県

物品調達等競争入札参加資格結果通知書の写し 

   ③ 一般競争入札参加資格確認申請書を提出するときにおいて、有効な茨城県

知事により建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けてい

ることを証明する書類の写し 

④ 契約実績証明書 

   ⑤ 申出書 

 (6) 一般競争入札参加資格審査結果 

一般競争入札参加資格確認申請の審査結果については、令和５年３月 13日（月）

までに審査結果通知書を発送する。 

 (7) 入札及び開札の日時及び場所 

令和５年３月 23日（木） 午後３時 00分 

   茨城県後期高齢者医療広域連合事務所 

 (8) 入札の辞退 

   ３(1)に示す入札書の提出場所へ郵送により、開札日時までに到着するよう、

辞退届を提出するものとする。 

 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札に参加を希望する者は、入札金額の 100分の５以上の額を、入札保証金

として、入札日に納付しなければならない。 

    ただし、茨城県後期高齢者医療広域連合財務規則（平成 21 年茨城県後期高

齢者医療広域連合規則第４号。以下「財務規則」という。）第 134 条第１項各

号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除する。 

  イ 契約保証金 

    落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額を、契約保証金として、契約締

結のときに納付しなければならない。 

    ただし、財務規則第 161条第１項各号のいずれかに該当する場合は、契約保

証金の全部又は一部の納付を免除する。 

  (3) 入札の無効 

本公告に示した、入札参加資格のない者がした入札、入札に関する条件に違反

した入札及び財務規則第 139条各号のいずれかに該当する場合の入札は、無効と



する。 

  (4) 契約書作成の要否 

   要 

  (5) 落札者の決定方法 

財務規則第 135 条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とする。 



業 務 委 託 仕 様 書 

 

１ 業務名称 

令和５年度庁舎清掃業務委託 

 

２ 対象物件 

(1) 所在地 

水戸市赤塚１丁目１番地 ミオス１階 

(2) 規模 

延床面積 １０３１．９０㎡ 

(3) 各室延床面積 

室 名 床仕上材 面積（㎡） 室 名 床仕上材 面積（㎡） 

ロビー Ｐタイル 76.737 男子更衣室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.603 

面談室Ａ Ｐタイル 10.462 男子休憩室 
塩ﾋﾞｼｰﾄ 

一部畳敷 
34.720 

面談室Ｂ Ｐタイル 12.136 女子更衣室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.575 

サーバー室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 21.739 女子休憩室 
塩ﾋﾞｼｰﾄ 

一部畳敷 
33.386 

書庫 1 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 30.757 多目的トイレ 防滑性塩ﾋﾞｼｰﾄ 8.030 

書庫 2 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 30.390 給湯室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 8.910 

事務室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 369.630 倉庫 塩ﾋﾞｼｰﾄ 12.573 

会議室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 47.344 
男子トイレ 

（大２，小４，ＳＫ） 
防滑性塩ﾋﾞｼｰﾄ 18.881 

印刷室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 30.222 
女子トイレ 

（大３） 
防滑性塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.919 

ﾚｾﾌﾟﾄ保管室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 54.379 廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 82.471 

電算室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 92.036 

 

３ 委託概要 

茨城県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」とする。）庁舎の汚れを除去及び予防する

ことにより、庁舎を良好に維持し、衛生的かつ快適な事務の執務環境を保持するための清掃業務

を行うものとする。 

 



４ 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで 

 

５ 清掃業務概要 

(1) 日常清掃 

ア 作業実施日 

月曜日及び木曜日の週２日とする。ただし、当該実施日が休日に当たるときは、当該週に

おいて別な日に振り替えて行うものとする。この場合、作業時間については、振替日におい

て広域連合及び受託者で協議して４時間を確保するものとする。 

イ 床面清掃 

(ｱ) Ｐタイル及び塩ビシートは、砂、泥、ほこり等を取りモップ拭きを行い、汚れがひどい

ときは水拭きを行う。 

(ｲ) タイルカーペットは、掃除機により吸塵を行う。 

(ｳ) 防滑性塩ビシートは、ブラシ等で汚れを落とし、モップ拭きを行う。 

(ｴ) 畳敷及び木部は、ほうき等により除塵を行い、汚れがひどいときは水拭きを行う。 

 ウ ガラス面清掃 

 専用器具を用いて、両面を水拭きと空拭きを行う。 

エ 玄関ロビー清掃 

上記イ、ウに加えて、カウンター等の拭きとりを行う。 

オ 給湯室清掃 

上記イに加え、 流し台清掃、排水口のつまり除去、備品の拭きとりを行う。 

カ トイレ清掃 

上記イに加えて、下記の内容を行う。 

(ｱ) 便器等は、ブラシ及びスポンジ等を使い内側を洗浄し、周囲は雑巾等で拭き上げる。 

(ｲ) 洗面カウンター及び鏡の洗浄を行う。 

(ｳ) トイレットペーパー及び手洗い用洗剤の補充を行う。 

キ 廃棄物処理 

燃えるごみ及び燃えないごみに区分し、指定場所へ搬出する。 

ク その他 

 各室にある備品については、除塵を行う。 

(2) 定期清掃 

ア 床面（Ｐタイル、塩ビシート）光沢復元剤塗布・バフィング処理 

(ｱ) 作業は、年６回、原則として広域連合が定めた休日に行う。 

(ｲ) 各種用具又は洗浄薬品等を使用し、塵及び汚れを払拭し、光沢復元剤塗布及びバフィン

グ処理を行う。 

(ｳ) 必要に応じて剥離・ワックス仕上げを行う。 

 

 



(3) 特別清掃 

 ア 床面タイルカーペット洗浄 

(ｱ) 作業は、年２回、広域連合が定めた日に行う。 

(ｲ) 各種用具及び洗浄薬品等を使用し、塵及び汚れを払拭する。 

 イ ガラス清掃 

(ｱ) 専用器具を用いて、両面を水拭きと空拭きを行う。 

(ｲ) 各種用具等を使用し、サッシュ及びレールの塵及び汚れを払拭する。 

(4) 害虫駆除 

ア 作業は、年２回、原則として広域連合が定めた休日に行う。 

イ 薬品等を使用し、ネズミ及びゴキブリ等の害虫を駆除する。 

(5) 空気環境測定 

ア 作業は、年６回、広域連合が定めた日に行う。 

イ 庁舎内の生活環境について、必要機器を用いて環境測定を行い、結果を報告する。 

(6) 空気調整設備清掃 

ア 作業は、年２回、原則として広域連合が定めた休日に行う。 

イ 各箇所の取り外し可能なフィルターを取り外し、吸引又は洗浄により汚れ及び付着物の除

去を行い、乾燥させる。 

ウ 各箇所の保護カバーの除塵及び拭きとりを行う。 

エ 給排気口の清掃を行う。 

オ 空気調整設備から落下した汚れ物質の除去を行う。 

カ 庁舎内における空気調整設備の設置数は、別表３のとおりとする。 

 

６ 作業場所及び作業日程 

別表１及び２のとおりとする。 

 

７ 作業時間 

日常清掃における作業時間は、８時 30 分から 12 時 30 分までの４時間とする。ただし、休日

（茨城県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例（平成 19 年茨城県後期高齢者医療広域連

合条例第１号）第１条第１項に定める休日をいう。以下同じ。）は除く。 

定期清掃、特別清掃、害虫駆除、空気環境測定、空気調整設備清掃の作業時間については、別

途協議とする。 

 

８ 用具等の負担 

(1) 作業に使用する用具等は、受託者の負担とする。ただし、トイレにおいて使用する消耗品の

うち、トイレットペーパー及び手洗い用洗剤は広域連合の負担とし、それ以外のものは受託者

が負担するものとする。 

(2) 清掃業務の履行に必要な電気及び水道等の費用は、広域連合の負担とする。 

 



９ 注意事項 

(1) 使用する資機材は、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、最適な

ものを使用し、最良な方法で清掃を行うこと。 

(2) トイレ清掃の資機材は、専用のものを用いること。 

(3) 清掃業務終了後は、備品を整理し、窓等の戸締り及び火元確認をし、必要のない照明を消す

こと。 

 

10 環境への配慮 

(1) 日常清掃、定期清掃、特別清掃、害虫駆除、空気調整設備清掃に用いる洗剤等は環境及び庁

舎利用者の健康への影響に配慮したものを使うこと。 

(2) 床面ワックス等は、使用成分確認し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の揮発性有

機化合物を含む製品については使用しないこと。 

なお、広域連合から安全データシートの提出を求められた場合は速やかに提出すること。 

 

11 服務規程 

(1) 受託者は、業務従事者に対し、業務を行うに適した統一された服装及び名札を着用させ、清

掃業務の従事者であることを明確にするとともに、常に清潔を保たなければならない。 

(2) 受託者は、業務の履行を通じて知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。 

なお、このことは、契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。 

(3) 業務従事者は、来庁者に接する場合には親切に対応し、不快な念を与えることのないよう注

意すること。 

 

12 業務従事者の健康管理等 

受託者は、業務従事者に対して必要な健康診断を定期的に実施し、その健康管理に万全の注意

を払うものとする。 

 

13 業務報告書の提出等 

(1) 受託者は、日常清掃においての作業終了後、広域連合に報告し検査を受けるとともに、翌月

初めに清掃実施状況報告書を広域連合に提出し、実地又は書面による検査を受けなければなら

ない。 

(2) 受託者は、定期清掃及び特別清掃を実施したときにも、その都度、業務完了届を広域連合に

提出し、実地又は書面による検査を受けなければならない。 

 

14 その他事項 

この仕様書は、清掃業務の大要を示すものであり、受託者は仕様書に記載されていない事項で

あっても建物の美観上又は衛生上、広域連合が必要と認めた軽微な業務については、契約金額の

範囲内で実施するものとする。 

 



（別表１） 

 

清掃作業内容表 

 

 作 業 場 所 作 業 日 程 

＜日常清掃＞ 

ロビー、会議室、面談室 A、面談室 B、廊下、

給湯室、男子トイレ、女子トイレ、多目的ト

イレ、男子休憩室、女子休憩室、印刷室、 

書庫‐２（ＦＩＸ窓のみ） 

         床面積合計 381.218 ㎡ 

 

ガラス壁（ロビー、会議室） 

H2.5 ｍ×W23.5 ｍ 

（ロビーは自動ドア（W1.8 ｍ）を含む） 

間仕切ガラス壁（腰高 0.94 ｍ） 

         （ロビー、女子休憩室） 

H1.05 ｍ×W9.19 ｍ 

ＦＩＸ窓（腰高 0.96 ｍ）（書庫‐２） 

H1.3 ｍ×W1.6 ｍ×２枚 

令和５年４月１日から 

令和６年３月 31 日まで 

のうち別に定める日 

＜定期清掃＞ 

床面洗浄光沢復元剤塗布・ 

バフィング処理 

（Ｐタイル、塩ビシート） 

※必要に応じて剥離・ 

ワックス塗布 

ロビー、面談室 A、面談室 B、廊下、給湯室、

男子更衣室、女子更衣室、男子休憩室（ただ

し、畳敷き及び木床部は除く）、女子休憩室（た

だし、畳敷き及び木床部は除く）、倉庫 

 

合計 275.995㎡ 

令和５年４月１日から 

令和６年３月 31 日まで 

のうち指定する日 

年６回 

＜特別清掃①＞ 

床面洗浄（タイルカーペット） 

事務室（廊下カーペット部、ロビーカーペッ

ト部含む）、電算室、会議室 

 

   合計 509.01㎡ 

令和５年４月１日から 

令和６年３月 31 日まで 

のうち指定する日 

年２回 

＜特別清掃②＞ 

ガラス清掃 

排煙窓（サッシュ、含む） 

         H0.7 ｍ×W1.03 ｍ×６枚 

ＦＩＸ窓（サッシュ含む）（腰高 0.8 ｍ） 

           H1.03×W2.06×３枚 

ブラインド  H1.73 ｍ×W2.06 ｍ×３か所 

令和５年４月１日から 

令和６年３月 31 日まで 

のうち指定する日 

年２回 



＜その他①＞ 

害虫駆除 

ロビー、面談室Ａ、面談室Ｂ、サーバー室、 

書庫 1、書庫 2、事務室、会議室、印刷室、 

レセプト保管室、電算室、男子更衣室、 

男子休憩室、女子更衣室、女子休憩室、 

障害者トイレ、給湯室、倉庫、男子トイレ、 

女子トイレ、廊下 

             合計 1031.9㎡  

令和５年４月１日から 

令和６年３月 31 日まで 

のうち指定する日 

年２回 

＜その他②＞ 

空気環境測定 

（外気）正面玄関出入口、ロビー、会議室、

事務室、電算室、男子休憩室、女子休憩室 

            合計 653.853㎡ 

令和５年４月１日から 

令和６年３月 31 日まで 

のうち指定する日 

年６回 

＜空気調整設備清掃＞ 別表３のとおり 

令和５年４月１日から 

令和６年３月 31 日まで 

のうち指定する日 

年２回 

 

 



（別表２） 

令和５年度清掃作業日程表 

 

 
日常清掃 定期清掃 

特別清掃 

（※１） 

その他 

（※２） 
空気調整設備清掃 

令和５年 

４月 

仕様書５(1)アに定

めるとおり 
    

５月 同上 ○  ②  

６月 同上   ①  

７月 同上 ○  ②  

８月 同上     

９月 同上 ○ ①、② ② ○ 

10月 同上     

11月 同上 ○  ②  

12月 同上   ①  

令和６年 

１月 
同上 ○  ②  

２月 同上     

３月 同上 ○ ①、② ② ○ 

※１ 特別清掃（① 床面（タイルカーペット）洗浄、② ガラス清掃） 

※２ そ の 他（① 害虫駆除、② 空気環境測定） 

※３ 定期清掃、特別清掃、その他及び空気環境測定における実施日については、委託者が定める

ものとする。 

 



（別表３） 

空気調整設備・給換気系及び排換気系の設置数 

 

室 名 給換気系 排換気系 加湿器 

ロビー １  １ 

面談室Ａ １   

面談室Ｂ １   

事務室 ４  ４ 

レセプト保管室 １  １ 

電算室 ２   

書庫２ １   

印刷室 １   

会議室 １  １ 

書庫１ １   

男子更衣室 １   

女子更衣室 １   

男子休憩室 １   

女子休憩室 １   

給湯室    

倉庫１ １   

男子トイレ １ １  

女子トイレ １ １  

身障者トイレ １ １  

廊下 １ １  

 合計 ２３ ４ ７ 

 



面談室-A
ロビー

面談室-B

サーバー室

書庫‐2

事務室

男子更衣室

廊
下 男子休憩室

給湯室 女子更衣室
倉庫

女子休憩室

女子トイレ 男子トイレ

多目的
トイレ
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