
◇訓練概要

 建物を美しく保ち、清潔で快適な環境を作るクリーニングの知識と技能を学びます。

清掃場所に合わせた的確な作業が行えるよう、洗剤の選び方や清掃用具の使い方など専門的な技能と知識を基礎から学んでいきます。
就職後にも役立つカリキュラム内容となっており、在校中に、上級救命技能講習が受講出来ます。
（カリキュラム設定済）クリンネスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

建物をきれい

に保つ清掃の

スペシャリス

トになろう

＜訓練期間＞

３ヶ月

＜授業料＞

無 料

＜入校時期＞

４月生 / ７月生

１０月生 / １月生

◇訓練概要

建物を美しく保ち、清潔で快適な環境を作るクリーニング

の知識と技能を学びます。

清掃の仕事は、オフィスビルの事務室や廊下、窓ガラス、

各家庭の台所や浴室など多岐にわたります。

清掃場所に合わせた的確な作業が行えるよう、洗剤の選

び方や清掃用具の使い方など専門的な技能と知識を基礎

から学んでいきます。

就職後にも役立つ授業内容となっており、在校中に、上級

救命技能講習・整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ２級が受講出来ます。
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★科目の特徴★

就職率：９０．６％
資格よりスキル❢

年齢を重ねても活かせ

る、清掃の知識・技術

（ハウスクリーニング ・ビ

ルクリーニング）をプロの

先生から一緒に学んで

みませんか

在校中に、

上級救命技能講習と

整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ２級

が受講出来ます。

2023.1

１ヶ月目
・洗剤の基礎知識

・掃除機の使い方

・タオル/ モップの使い方

・ダストクロスの使い方

・ポリッシャーの使い方

・ガラスクリーニング

・椅子/ ソファー清掃

・整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ２級

２ヶ月目
・エアコン清掃

・剥離洗浄作業

・接遇・マナー

・上級救命講習

・校外実習(企業実習--

客室清掃整美)

３ヶ月目
・キッチン / 換気扇 / 浴室 / 五徳などの清掃

・自動床洗浄機操作 / カーペット清掃/階段清掃

・就職活動 ・洗剤の特性（特別講座）

・炭酸ガスを使ったｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（特別講座）

・府中校内にて実践実習

＜入校生の声＞ ・清掃だけでなく、すべての講義で学ぶ

事が多く、一日があっという間。充実の毎日です。清掃と

いっても幅が広く、日常清掃・定期清掃・ハウスクリーニン

グetcあり、それぞれの講師の方が魅力的で、どの分野に

就業しようか？迷っています。（２９歳男性）

・社会でもう一度働くために、不安を抱えつつ入校してみる

と、先生には親切に教えていただけるし、教室の仲間も同

じ目標を持っているので、真剣に楽しく共に学べています。

（６９歳男性）

・講師陣の清掃に対する熱い思い、情熱、愛情、プロ魂を

感じ、貴重な経験談や失敗談を惜しみなく教えてくださる事

に感謝でいっぱいです。（５８歳女性）

・清掃用具の使い方について学ぶと、技や形、作法がある

ことを知り、仕事として「清掃」を選ぶのであれば、基本の大

切さが良く分かりました。（５０歳女性）

＜その他経費＞

➢ 教科書代

➢作業服代

➢ 総合保険料

➢ 資格経費
（以下２種）

・上級救命講習

講習教材費

・整理収納

アドバイザー２級
テキスト代

認定登録料

府中校ホームページ

ＱＲコード

最寄り駅

・ＪＲ武蔵野線・ＪＲ南武線

府中本町駅より徒歩 約３０分

・ＪＲ南武線・京王線

分倍河原駅より徒歩 約２０分

・京王線

中河原駅南口より徒歩 約１０分

・府中市コミュニティバス「ちゅうバス」

南町・四谷循環よつや苑西ルート

「南町交番東」下車すぐ

年齢に関係なく応募できるようになりました！
１０代～７０代の方が受講し、清掃スタッフとして活躍中です！！

クリーンスタッフ養成科

清掃の基礎が学べるのは、多摩地域でここだけ！

ハウスクリーニング作業

(家庭用エアコンの清掃)

ハウスクリーニング作業

(ガラスの清掃)



◇申込み先

一 口 メ モ

◇取得できる資格等

・上級救命技能認定証

・整理収納アドバイザー２級

・

応募者の状況は,

R２年度 R３年度

平均応募倍率 ０．３９倍 ０．４６倍

平 均 年 齢 ５７．１歳 ５４．９歳

年 齢 ４６～６６歳 ２４～７７歳

入校生の状況は、

R２年度 R３年度
平 均 年 齢 ５７．１歳 ５４．１歳

年 齢 ４５～６６歳 ２４～７７歳

◇就職率（就職者／修了者＋就職退校者）

・令和２年度入校生 ９６．４％

・令和３年度入校生 ９０．６％

均 ９３．３％（令和４年７月末時点）

◇主な就職先

オフィスビル、商業施設、シルバー人材セン

ター、介護施設、病院、ハウスクリーニング、ホ

テルの客室整美、マンション清掃・管理など就

職先は様々で活躍の場は沢山あります。

７０歳の当科修了生は、現在も週３日の短時

間勤務で活躍中です。

＜職員からのメッセージ＞

新たな仕事へのチャレンジを応援します。

職業訓練により専門技術を習得すれば就職へ

の可能性も広がり、８０歳を過ぎても活躍で

きます。

熟練の指導員・講師陣がお待ちしています。

◇修了生採用企業様の声

◇１日の訓練時間

　午前９時５分から午後４時４５分まで

時限 開始 終了 休憩

１～２

３～４

昼休憩

５～６

７～８

清掃

　【休日及び休業日】

休日 土・日・祝日  休業日 夏季・冬季休業

１３：１５～１４：４５

１５：００～１６：３０

１６：３０～１６：４５

１５分

１０：４５～１２：１５

１２：１５～１３：１５

１０分
　９：０５～１０：３５

３ヶ月間清掃の基礎を学ばれたことで、こちら

が教えた事をすぐ吸収し手際よく仕事をこなして

くれています。（Ｔ社）

オフィスビルや大学、商業施設等において、訓

練校で学んだ事を活かしながら活躍しており、現

場において大変貴重な戦力となっており、大変あ

りがたい“人財（人材）”です。（Ｇ社）

建築物清掃概論 44
洗剤・ワックス等の特性・性質、
清掃資機材の種類・構造・使用方法、
清掃作業方法他

安全衛生作業法 8 各種用具の安全な取扱い方法他

ビルクリーニング作業 132
ビルの清掃作業、日常・定期メンテナンス、
施設清掃他

ハウスクリーニング作業 136
ハウスの清掃作業、業務文書作成、
接遇・マナー他

区
分

教 科 目 名 時限数 訓　　練　　内　　容

学
科

実
技

令和３年１０月生～令和４年７月生（４期生分）

業種別就職状況

切さが良く分かりました。（５０歳女性）
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年齢別入校者数

２９以下

３０～３９

４０～４９

５０～５９

６０～６９

７０以上

◇募集時期

詳しくは、東京都立職業能力開発センター入校

案内２０２３ ６ページをご覧ください。

◇応募資格 （NEW)

※令和３年度より応募資格が緩和され、年齢に

関係なく応募できるようになりました。

清掃の仕事に興味のある方！清掃の仕事で就

職をお考えの方大歓迎！！

２０代 の方も入校し、現在イベント施設の清掃

スタッフとして活躍されています。

◇定員 ２０名

◇選考方法 筆記試験（義務教育修了程度の国語

・数学）と面接により総合的に判断します

◇申込み先 住所を管轄するハローワーク

◇訓練教目の内容

清 掃※１

（正社員・契約社員）

２６%

清 掃※1

（パート

・アルバイト）

３５％

ハウスクリーニング

４％

マンション清掃・

管理

１３％

自営

０％

その他の業種

１３％

未就職者

９％

※１ オフィスビル、学校、商業施設、介護施設、病院、シルバー人材センター

等の清掃業務


