
清掃積算用資料

1F ＥＶホール1 花崗岩 22.43

ＥＶホール2 花崗岩 12.50

ＨＣトイレ ビニル床シートＢ 4.33

ＨＣトイレ女 ビニル床シートＣ 4.48

ＨＣトイレ男 ビニル床シートＣ 4.00

エントランスギャラリー 花崗岩 332.07

ゴミ庫 塗床Ｂ 10.72

パントリー ビニル床シートＡ 24.47

ビル管理室 ビニル床タイル 28.79

ホワイエ 花崗岩 131.96

外構倉庫 防塵塗装Ｂ 4.49

喫煙室 ビニル床タイルＢ 7.36

劇場広場 花崗岩 709.14

交流事務室 タイルカーペット 26.56

控室Ａ タイルカーペット 16.70

控室Ｂ タイルカーペット 16.72

控室Ｃ タイルカーペット 16.55

女子トイレ1 ビニル床シートＣ 26.28

女子トイレ2 ビニル床シートＢ 11.63

清掃員控室 ビニル床シートＡ 12.02

倉庫(傘立て等) 防塵塗装Ｂ 5.82

倉庫Ａ 塗床Ｃ 205.13

多目的ホール1 花崗岩 324.96

多目的ホール2 花崗岩 359.12

多目的ホール3 花崗岩 229.74

男子トイレ1 ビニル床シートＣ 29.99

男子トイレ2 ビニル床シートＢ 10.84

駐車スペース 防塵塗装Ａ 162.99

駐車場 アスファルト 815.58

駐輪場 アスファルト 245.07

西側通路 コンクリート 87.15

風除室1 花崗岩 18.93

風除室2 花崗岩 15.97

廊下(1) 花崗岩 45.34

廊下(2) ビニル床シートＢ 31.89

廊下(3) 塗床Ｃ 93.07

廊下(4) 塗床Ｃ 44.48

廊下(5) 塗床Ｃ 25.82

エレベーター ― 4基

面積
（㎡）

床材質清掃対象場所
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面積
（㎡）

床材質清掃対象場所

4,175.09

2F ＥＶホール1 フローリング 14.78

ＥＶホール2 ビニル床シートＢ 18.80

屋外デッキ ウッドデッキ 54.52

屋外階段 ウッドデッキ 58.36

階段1 ビニル床シートＣ 20.53

階段2 ビニル床シートＣ 19.50

階段3 フローリング 16.55

階段4 フローリング 15.99

交流スペース フローリング 93.17

女子トイレ ビニル床シートＣ 58.31

男子トイレ ビニル床シートＣ 34.74

廊下 フローリング 46.53

授乳室 ビニル床シートＢ 3.75

455.53

3F ＥＶホール1 タイルカーペット 20.69

ＥＶホール2 タイルカーペット 18.29

ＨＣトイレ ビニル床シートＣ 8.50

運営事務室 タイルカーペット 31.75

屋外デッキ ウッドデッキ 81.24

階段1 ビニル床シートＣ 20.87

階段2 ビニル床シートＣ 18.61

階段5 フローリング 12.02

環境ギャラリー フローリング 132.44

固定ブリッジ ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 259.56

廊下(1) タイルカーペット 31.68

廊下(2) タイルカーペット 10.81

646.46

4F ＥＶホール1 タイルカーペット 28.28

ＥＶホール2 ビニル床シートＢ 18.25

ＨＣトイレ ビニル床シートＣ 4.34

キッズルーム タイルカーペット 34.47

ゴミ庫 ビニル床シートＡ 7.84

センター事務室 タイルカーペット 89.46

会議室4 タイルカーペット 48.30

会議室5 タイルカーペット 103.35

会議室6 フローリング 40.65

階段1 ビニル床シートＣ 22.10

階段2 ビニル床シートＣ 17.41

1F 計

3F 計

2F 計
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面積
（㎡）

床材質清掃対象場所

4F 屋外階段3 ウッドデッキ 63.01

階段7 フローリング 44.28

喫煙室 ビニル床シートＢ 5.27

休憩室 タイルカーペット 8.08

給湯室 タイルカーペット 3.27

給湯室(倉庫B横) タイルカーペット 3.12

交流・ミーティングスペース タイルカーペット 446.97

作業室(印刷室) タイルカーペット 27.78

市民活動共同事務室 タイルカーペット 85.87

女子トイレ ビニル床シートＣ 23.90

倉庫 タイルカーペット 12.24

倉庫B タイルカーペット 28.77

倉庫Ｃ タイルカーペット 1.33

相談室1 タイルカーペット 10.04

相談室2 タイルカーペット 9.65

貸事務所1～5 タイルカーペット 39.70

男子トイレ ビニル床シートＣ 15.21

中庭1 フローリング 317.61

中庭2 フローリング 54.10

廊下(1) タイルカーペット 59.17

廊下(2) タイルカーペット 66.52

廊下(3) タイルカーペット 45.67

1,786.01

5F ＥＶホール1 タイルカーペット 29.72

ＥＶホール2 タイルカーペット 16.08

ＨＣトイレ ビニル床シートＣ 3.35

ゴミ庫 ビニル床タイルＡ 5.86

ロビー タイルカーペット 40.25

印刷室 タイルカーペット 5.68

応接室1 タイルカーペット 15.73

会議室(商工団体B用) タイルカーペット 40.54

会議室(面談室) タイルカーペット 6.92

階段1 ビニル床シートＣ 21.31

階段2 ビニル床シートＣ 19.76

喫煙室 ビニル床タイルＢ 6.43

休憩室 タイルカーペット 36.20

給湯室 タイルカーペット 3.64

共用会議室 タイルカーペット 29.95

事務室 タイルカーペット 91.98

4F 計
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面積
（㎡）

床材質清掃対象場所

5F 執務スペース タイルカーペット 273.10

受付スペース・ロビー タイルカーペット 151.04

受付共用室C(アドバイザー室) タイルカーペット 34.30

書庫 タイルカーペット 95.35

女子トイレ1 ビニル床シートＣ 13.68

女子トイレ2 ビニル床シートＣ 17.30

女子更衣室（商工団体Ｂ） タイルカーペット 18.06

女子更衣室（パスポートセンター） タイルカーペット 11.58

商工団体Ａ タイルカーペット 19.58

商工団体Ｂ タイルカーペット 39.82

商工団体Ｃ タイルカーペット 30.57

商工団体等Ｅ タイルカーペット 22.69

創業支援Ａ-1～6 タイルカーペット 129.84

創業支援ルームＢ タイルカーペット 39.74

創業支援ルームＣ タイルカーペット 35.32

倉庫B ビニル床シートＡ 39.07

相談室Ａ タイルカーペット 6.87

相談室Ｂ タイルカーペット 6.84

男子トイレ1 ビニル床シートＣ 15.09

男子トイレ2 ビニル床シートＣ 16.29

男子更衣室(倉庫) タイルカーペット 8.79

入居者共用室Ａ タイルカーペット 15.81

入居者共用室Ｂ タイルカーペット 16.65

面談室(休憩室) タイルカーペット 10.54

旅券作成室 タイルカーペット 33.23

廊下(1) タイルカーペット 47.58

廊下(2) タイルカーペット 76.39

廊下(3) タイルカーペット 74.81

廊下(4) タイルカーペット 79.64

1,752.97

6F ＥＶホール1 タイルカーペット 24.09

ＥＶホール2 タイルカーペット 21.41

ＨＣトイレ ビニル床シートＣ 4.26

カルテ保管庫 タイルカーペット 27.47

コミュニティサロン タイルカーペット 66.15

ゴミ庫 ビニル床シートＡ 4.03

医師会事務室 タイルカーペット 71.15

栄養指導室 置き敷きビニル床タイル 74.28

会議室1 タイルカーペット 22.00

5F 計
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面積
（㎡）

床材質清掃対象場所

6F 会議室2 タイルカーペット 44.34

会議室3 タイルカーペット 44.43

階段1 ビニル床シートＣ 23.90

階段2 ビニル床シートＣ 20.73

給湯室 ビニル床シートＡ 3.22

講習会準備室 タイルカーペット 21.95

講習室･読影室 無垢フローリング 267.78

歯科医師会事務室 タイルカーペット 25.98

事務室2 タイルカーペット 53.08

女子トイレ1 ビニル床シートＣ 10.51

女子トイレ2 ビニル床シートＣ 34.32

女子更衣室 タイルカーペット 12.10

診察室1 タイルカーペット 11.75

診察室2 タイルカーペット 12.07

診察室3 タイルカーペット 14.55

診察室4 タイルカーペット 11.50

診察室5 タイルカーペット 11.85

診察室6 タイルカーペット 11.52

接種室･歯科検診指導室 置き敷きビニル床タイル 56.91

前室 ビニル床シートＢ 14.79

倉庫 ビニル床タイルＢ 3.25

倉庫1 タイルカーペット 38.12

倉庫2 ビニル床シートＢ 21.31

相談室 タイルカーペット 7.82

男子トイレ1 ビニル床シートＣ 9.72

男子トイレ2 ビニル床シートＣ 18.02

調理準備室 ビニル床シートＢ 15.14

乳幼児健診指導室 無垢フローリング 97.95

乳幼児健診指導準備室1 置き敷きビニル床タイル 14.46

乳幼児健診指導準備室2 置き敷きビニル床タイル 14.26

薬剤師会事務室 タイルカーペット 26.71

薬品管理室 置き敷きビニル床タイル 25.64

予防接種準備室 置き敷きビニル床タイル 20.45

廊下 タイルカーペット 483.82

1,818.79

10,634.85合 計

6F 計

差引計（月額）

端数整理


