
(別表) 産業技術研究所清掃業務箇所

毎日 ３回／週 ２回／週 １回／週 １回／月 ３，４回／年 １,2回／年

021 陶磁器焼成実験室 陶磁器焼成実験室 133.00 樹脂塗床

024 製織実験室 製織実験室 292.47

025 撚糸実験室 撚糸実験室 92.47

026 工作室 工作室 16.72

027 振動試験室 振動試験室 18.18

028 ガス腐食試験室 ガス腐食試験室 19.68 樹脂塗床

029 東階段 東階段 14.55 ビニールシート ○ ○

ＭＷＣ ＭＷＣ 14.20 ビニールシート ○ ○ ○ 床掃除，便器及び洗面台の洗浄

ＷＷＣ ＷＷＣ 13.06 ビニールシート ○ ○ ○ 床掃除，便器及び洗面台の洗浄

034 西階段室 西階段室 14.64 ビニールシート ○ ○

廊下 廊下 100.65 ビニールシート ○ ○ ○

ドライエリア ドライエリア 100.00 コンクリート ○ 落ち葉等の回収

829.62 27.26 100.65 29.19 0.00 0.00 0.00 100.00 127.91 157.10

001 陶磁器原料室 陶磁器原料室 60.58 樹脂塗床

002 セラミックス製品化実験室 101.28 樹脂塗床

003 セラミックス素材実験室 55.75 樹脂塗床

004 金属材料試験室 金属材料試験室 107.69 樹脂塗床

005 陶磁器原料粉砕調製室 陶磁器原料粉砕調製室 31.06 樹脂塗床

007 東階段 東階段 15.19 ビニールシート ○ ○

011 西階段 西階段 13.34 ビニールシート ○ ○

廊下 廊下 88.86 ビニールシート ○ ○ ○

473.75 0.00 88.86 28.53 0.00 0.00 0.00 0.00 88.86 117.39

101 ナノ構造観察室 56.99 樹脂塗床

102 ナノ表面計測室 36.17 樹脂塗床

103 ナノ表面分析室 91.23 樹脂塗床

104 迅速分析評価室A 78.67 樹脂塗床

105 迅速分析評価室B 19.27 タイルカーペット

106 副理事長室 副理事長室 23.06 タイルカーペット ○ ○

107 理事室 理事室 17.82 タイルカーペット ○ ○

108 理事長室 理事長室 23.06 タイルカーペット ○ ○

経営企画・知恵産業 タイルカーペット ○ ○

ロッカールーム タイルカーペット ○

110 ミーティングルームC 19.27 タイルカーペット ○ ○

111 ミーティングルームB 19.27 タイルカーペット ○ ○

113 ショールーム ショールーム 20.80 タイルカーペット ○ ○

114 ミーティングルームA ミーティングルームA 20.52 タイルカーペット ○ ○

115 経営企画室機器室 経営企画室機器室 24.58 タイルカーペット ○ ○

116 東階段 東階段 20.43 ビニールシート ○ ○

ＭＷＣ ＭＷＣ 18.92 ビニールシート ○ ○ ○

ＷＷＣ ＷＷＣ 12.93 ビニールシート ○ ○ ○

ＨＷＣ ＨＷＣ 4.93 ビニールシート ○ ○ ○

給湯室 給湯室 3.67 ビニールシート ○ ○ ○

125 西階段 西階段 20.39 ビニールシート ○ ○

127 経営企画２ 経営企画２ 22.50 タイルカーペット

128 喫煙コーナー 喫煙コーナー 10.36 シガーレットタイル

風除室・廊下・エントランスホー
ル（EVホール横を含む）

風除室・廊下・エントランスホール
（EVホール横を含む）

227.78 RC平板 ○ ○ ○
モップがけ，陳列ケース及びガラ
ス窓のぞうきんがけ（１回／週）を
含む

西廊下 西廊下 58.43 ゴムタイル ○ ○ ○

室外機置場 室外機置場 18.00 コンクリート ○ 落ち葉等の回収

1114.35 268.23 472.11 40.82 0.00 0.00 0.00 18.00 740.34 367.48

201 粉体試料調製室 16.87 樹脂塗床

202 X線機器分析室 104.34 樹脂塗床

203 光学系機器分析室 光学系機器分析室 55.54 樹脂塗床

204 化学・物理系機器分析室 化学・物理系機器分析室 135.60 樹脂塗床

205 図書室 図書室 180.80 ビニールシート ○ ○

206 ホールＣ ホールＣ 82.84 ビニールシート ○ ○

207 ホールＢ ホールＢ 82.58 ビニールシート ○ ○

208 ホールＡ ホールＡ 82.84 ビニールシート ○ ○

209 講師控室 講師控室 11.68 タイルカーペット ○ ○ 机上のぞうきんがけ（１回／週）

210 喫煙コーナー 喫煙コーナー 9.60 シガーレットタイル

212 ホールＤ ホールＤ 19.54 ビニールシート ○ ○
講習会の翌日には必ず行う。机
上のぞうきんがけ（１回／週）を含
む

214 東階段 東階段 20.50 ビニールシート ○ ○

MWC MWC 18.94 ビニールシート ○ ○ ○

ＷＷＣ ＷＷＣ 12.92 ビニールシート ○ ○ ○

ＨＷＣ ＨＷＣ 4.95 ビニールシート ○ ○ ○

対象外

床掃除，便器及び洗面台の洗浄

掃除機で除塵

床掃除，便器及び洗面台の洗浄

Ｘ線分析室

対象外

名称

講習会の翌日には必ず行う。机
上のぞうきんがけ（１回／週）を含
む

１階計

セラミックス系実験室

樹脂塗床

地下１階計

小括り 面積(㎡)No.

朝８時２０分までに行うこと。
掃除機で除塵
ごみ回収は毎日行う。

床水拭き

対象外

備考

対象外

樹脂塗床

床仕上 ごみ回収
ほうき又は掃除機による除塵

対象外

対象外

地下２階計

ナノ表面評価室

ミーティングルーム

経営企画室 245.30

迅速分析評価室
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(別表) 産業技術研究所清掃業務箇所

給湯室 給湯室 3.80 ビニールシート ○ ○ ○

222 西階段 西階段 20.44 ビニールシート ○ ○

西廊下 西廊下 66.60 ビニールシート ○ ○

東廊下・展示コーナー 東廊下・展示コーナー 159.63 タイルカーペット ○ ○ 掃除機で除塵

1090.01 200.24 66.60 320.42 0.00 0.00 180.80 0.00 392.72 415.95

301 20℃恒温恒湿室 20℃恒温恒湿室 81.91 ー

303 環境調整室 環境調整室 25.71 ビニールシート

305 23℃恒温恒湿室 23℃恒温恒湿室 89.28 ー

306 有機材料実験室 178.27 樹脂塗床

307 有機材料分析室 84.11 樹脂塗床

308 試料準備室 36.54 樹脂塗床

309 精密加工実験室 58.78 樹脂塗床

310 金属材料評価室 50.00 樹脂塗床

311 金属加工実験室 59.91 樹脂塗床

313 材料物性実験室 38.95 樹脂塗床

314 材料化学実験室 62.10 樹脂塗床

315 環境適合材料実験室 49.50 樹脂塗床

316 染色化学実験室 62.11 樹脂塗床

317 超臨界流体実験室 52.22 樹脂塗床

318 休養室１ 休養室１ 29.30 畳 ○ ○

319 生体機能物質実験室 生体機能物質実験室 46.27 樹脂塗床

320 金属材料実験室（北） 金属材料実験室（北） 45.58 樹脂塗床

321 東階段 東階段 20.51 ビニールシート ○ ○

ＭＷＣ ＭＷＣ 17.60 ビニールシート ○ ○ ○ 床掃除，便器及び洗面台の洗浄

給湯室 給湯室 3.80 ビニールシート ○ ○ ○

329 階段 西階段 20.51 ビニールシート ○ ○

廊下 廊下 164.97 ビニールシート ○ ○ ○

1277.93 21.40 164.97 70.32 0.00 0.00 0.00 0.00 215.67 227.39

402 窯業焼成実験室 窯業焼成実験室 30.00 樹脂塗床

403 窯業機器分析室 50.74 樹脂塗床

404 暗室 7.01 樹脂塗床

405 工芸材料測定室 58.38 樹脂塗床

406 工芸材料実験室 75.29 樹脂塗床

407 スプレー塗装室 12.99 樹脂塗床

408 セラミックス実験室 セラミックス実験室 90.40 樹脂塗床

409 陶磁器釉薬・製品化実験室 陶磁器釉薬・製品化実験室 63.28 樹脂塗床

410 窯業化学実験室 窯業化学実験室 27.12 樹脂塗床

研究員室 タイルカーペット ○ ○

ロッカールーム タイルカーペット ○ ○

412 色染基礎実験室（南） 色染基礎実験室（南） 305.73 樹脂塗床

413 色染基礎実験室（北） 色染基礎実験室（北） 64.73 樹脂塗床

414 講義室Ａ 講義室Ａ 56.43 タイルカーペット ○ ○
机上のぞうきんがけ（１回／月）を
含む

415 東階段 東階段 20.51 ビニールシート ○ ○

ＷＷＣ ＷＷＣ 15.43 ビニールシート ○ ○ ○ 床掃除，便器及び洗面台の洗浄

給湯室 給湯室 3.80 ビニールシート ○ ○ ○

423 西階段 西階段 20.51 ビニールシート ○ ○

424 ミーティングルームE ミーティングルームE 22.44 ビニールシート ○ ○

廊下 廊下 163.90 ビニールシート ○ ○ ○

1294.27 19.23 369.48 63.46 0.00 56.43 0.00 0.00 467.58 224.15

502 ゼーゲル錐保管室 ゼーゲル錐保管室 23.13 ビニールシート

503 陶磁器技術品保管室 陶磁器技術品保管室 22.77 ビニールシート

504 陶磁器釉薬スプレー室 5.93 ビニールシート

505 陶磁器集塵機室 6.04 ビニールシート

506 陶磁器工作室 18.59 ビニールシート

507 陶磁器成形実習室 129.18 樹脂塗床

508 陶磁器応用コース実習室 34.58 樹脂塗床

509 陶磁器実習室 68.74 樹脂塗床

更衣室(男子） 樹脂塗床

更衣室(女子） 樹脂塗床

511 陶磁器釉薬実習室 陶磁器釉薬実習室 51.27 樹脂塗床

512 陶磁器釉薬技術資料室 陶磁器釉薬技術資料室 63.91 ビニールシート

513 漆工研修室 56.72 フローリングブロック

514 漆塗実習室 36.23 フローリングブロック

515 塗漆室 6.61 フローリングブロック

516 漆工研修更衣室 漆工研修更衣室 5.16 ビニールシート

517 講義室Ｂ 講義室Ｂ 76.06 タイルカーペット ○ ○
掃除機で除塵
机上のぞうきんがけ（１回／月）を
含む

518 デザイン・IT研修室 デザイン・IT研修室 79.54 タイルカーペット

519 デザイン資料室 デザイン資料室 44.32 タイルカーペット

研究員室
朝８時２０分までに行うこと
掃除機で除塵
ごみ回収は毎日行う。

対象外

対象外

対象外

対象外

2階計

411

窯業機器分析室

工芸材料実験室

陶磁器工作室

対象外

有機材料実験室

金属材料実験室(南）

繊維材料実験室

7.59

漆工研修室

４階計

対象外

陶磁器研修室

3階計

205.58
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520 工芸染色実習室 122.53 樹脂塗床 ○ ○

521 工芸染色準備室 19.74 樹脂塗床

522 工芸染色試作室 39.58 樹脂塗床

523 デザイン実験室 69.76 タイルカーペット

524 RP実験室 26.01 樹脂塗床

525 デザイン収蔵庫 デザイン収蔵庫 25.37 ビニールシート

526 東階段 東階段 20.51 ビニールシート ○ ○

ＭＷＣ ＭＷＣ 17.60 ビニールシート ○ ○ ○

ＷＷＣ ＷＷＣ 14.78 ビニールシート ○ ○ ○

給湯室 給湯室 3.80 ビニールシート ○ ○ ○

534 西階段 西階段 20.51 ビニールシート ○ ○

廊下 廊下 167.64 ビニールシート ○ ○ ○

1284.20 36.18 167.64 41.02 0.00 76.06 122.53 0.00 402.41 244.84

601 金属中ガス分析実験室 金属中ガス分析実験室 65.61 樹脂塗床

602 合金作成実験室 合金作成実験室 54.29 樹脂塗床

603 表面処理実験室 97.21 樹脂塗床

604 耐食性試験室 15.99 樹脂塗床

605 微細加工クリーンルーム 29.93 対薬品長尺塩ピシート

606 断面試料加工室 樹脂塗床

607 表面物性測定室 樹脂塗床

608 金属化学実験室 97.83 樹脂塗床

609 金属分析実験室 39.91 樹脂塗床

研究員室 タイルカーペット ○ ○

ロッカールーム タイルカーペット ○ ○

611 繊維化実験室 繊維化実験室 40.95 樹脂塗床

612 色染実用化実験室 色染実用化実験室 238.30 樹脂塗床

613 染織技術相談室 染織技術相談室 98.70 ビニールシート ○ ○ ごみ回収は毎日行う。

614 ミーティングルームF ミーティングルームF 22.44 ビニールシート ○ ○
机上のぞうきんがけ（１回／週）を
含む

615 東階段 東階段 20.51 ビニールシート ○ ○

ＷＷＣ ＷＷＣ 15.43 ビニールシート ○ ○ ○ 床掃除，便器及び洗面台の洗浄

620 喫煙コーナー 喫煙コーナー 21.17 シガーレットタイル

給湯室 給湯室 3.80 ビニールシート ○ ○ ○

623 西階段 西階段 20.51 ビニールシート ○ ○

廊下 廊下 162.09 ビニールシート ○ ○ ○

1312.77 19.23 468.07 63.46 0.00 0.00 207.28 0.00 509.74 222.34

701 情報技術実験室 28.81 タイルカーペット

702 電気特性試験室 36.36 タイルカーペット

703 コンピュータ応用実験室 56.89 タイルカーペット

704 有機加工総合実験室 有機加工総合実験室 214.10 樹脂塗床

705 染色堅ろう度試験室 染色堅ろう度試験室 37.02 樹脂塗床

706
染織デジタル化実験室（色染シス
テム化実験室）

102.94 樹脂塗床

707 染織デジタル化実験室 706に含む タイルカーペット

研究員室 タイルカーペット ○ ○

ロッカールーム タイルカーペット ○ ○

709 醸造・食品試験室 醸造・食品試験室 21.76 樹脂塗床

710 食品分析・微生物実験室 101.19 樹脂塗床

711 高次生体機能解析室 72.18 樹脂塗床

712 洗浄・培養室 42.77 樹脂塗床

713 4℃低温室 16.68 塗膜防水

714 15℃恒温室 713に含む 塗膜防水

715 植菌室 15.90 樹脂塗床

716 殺菌室 8.83 樹脂塗床

717 休養室２ 休養室２ 29.30 畳 ○ ○

718 共同実験室２ 共同実験室２ 69.40 樹脂塗床

719 ミーティングルームG ミーティングルームG 22.44 ビニールシート ○ ○
机上のぞうきんがけ（１回／週）を
含む

720 東階段 東階段 20.51 ビニールシート ○ ○

ＭＷＣ ＭＷＣ 17.60 ビニールシート ○ ○ ○ 床掃除，便器及び洗面台の洗浄

給湯室 給湯室 3.80 ビニールシート ○ ○ ○

728 西階段 西階段 20.51 ビニールシート ○ ○

廊下 廊下 162.34 ビニールシート ○ ○ ○

1308.61 21.40 369.62 92.76 0.00 0.00 207.28 0.00 442.76 224.76

屋上 屋上（北側側溝） コンクリート ○ 側溝の掃除

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,985.51 613.17 2268.00 749.98 0.00 132.49 717.89 118.00 3387.99 2201.40

朝８時２０分までに行うこと
掃除機で除塵
ごみ回収は毎日行う。

対象外

朝８時２０分までに行うこと
掃除機で除塵
ごみ回収は毎日行う。

708 加工技術グループ室 207.28

染織デジタル化実験室

対象外

デザイン実験室

金属化学実験室

60.82

合計（地下２階～屋上）

対象外
食品・バイオ実験室

対象外

７階計

屋上計

電子情報実験室

対象外

床掃除，便器及び洗面台の洗浄

対象外

5階計

6階計

610 研究員室 207.28

工芸染色室

対象外表面技術実験室
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