
明石市立市民病院清掃業務仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は地方独立行政法人明石市立市民病院（以下「病院」という。）における清掃

業務を委託するにあたり、施設の美観及び衛生的な環境の保持を図り、院内感染や事故

防止を図ることにより、利用者及び病院職員等の快適性と安全性を良好な状態に保つた

め、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務名 

  清掃業務委託（以下「業務」という。） 

 

３ 業務の場所 

病院内外及び敷地内付属施設（明石市鷹匠町１番３３号） 

 

４ 委託期間 

２０２２年４月１日から２０２５年３月３１日 

（ただし、契約期間中であっても業務履行状況を確認した結果、適正に業務が履行さ

れていないと判断した場合はこの限りではない。） 

なお、契約締結日から委託期間開始日までは、業務準備期間とし、この期間に係る準

備費用は受託者の負担により行うものとする。 

 

５ 対象施設 

  病院本館、新館、カルテ庫棟（本館北側プレハブ）、職員寮（喜春寮）、研修棟等の建

物の清掃業務 

・施設名称   地方独立行政法人明石市立市民病院 

・設置場所   明石市鷹匠町１番３３号 

・病床数   329床 

・敷地面積   29,533.59㎡ 

・建物延床面  本館 22275.63㎡、新館 650.35㎡、 

カルテ庫棟 256.15㎡、職員寮 2279.04㎡、研修棟 1069.20㎡他 

・診療休診日    土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

６ 業務体制 

⑴ 勤務時間は、原則として平日午前 8 時から午後 7 時とし、日常清掃は毎日実施する

ものとする。土曜日、及び連続しない祝日は午前 8 時から午後 4 時までとし、日常清

掃を実施する。日曜日及び他の祝日は午前 8時から午後 3時までとし、トイレ、浴室、



共用部ゴミ回収及び運搬、退院・転室対応等の清掃を基本とし、１月１日の清掃作業

はなしとする。 

  ・勤務時間中は、総括管理責任者か業務責任者が病院職員からの指示・依頼を迅速に

対応できるようにしておくこと。 

  ・原則、病棟清掃は午前 8 時から午後 5 時迄とし、午後 5 時以降であっても午後 7

時までの依頼は、迅速に対応すること。 

  ・原則、外来清掃は午後 4時から午後 7時迄とする。 

  ・特別な清掃を実施する場合は所属長の事前承認を得、約１か月前には実施日時を総

務課へ報告すること。 

⑵ 廃棄物の運搬は、勤務時間に併せて適宜実施すること。 

・緊急の廃棄物処理依頼が出た場合、速やかに指定場所へ運搬すること。 

 

７ 主な業務項目 

⑴ 清掃業務 

① 日常清掃、 巡回清掃 

   下記に示す清掃を実施し、清掃範囲（高所作業を除く）及び清掃頻度については

別紙作業基準表を基本とする。 

・一般床の除塵・清拭、カーペット床の除塵・シミ抜き、畳床の除塵、什器備品の

消拭、内側の窓面及び窓台・窓枠の清拭、扉・ノブの清拭、案内標示板の清拭、

便器の清掃、汚物処理容器清掃、金属類磨き、トイレットペーパー・芳香剤・ハ

ンドソープ補充、消毒液交換、洗面台・流し台清掃、鏡の清掃 、浴槽の清掃、ゴ

ミ処理、エレベーター内除塵・清拭、定期的な待合椅子の清掃及び必要時におけ

る消毒・清掃、外周（駐車場・バス停付近・歩道）のゴミ取り、クモの巣除去、

害虫等の死骸撤去（哺乳類及び鳥類を除く）、その他 

・リネン交換業者休業日のリネン交換（毎日曜日・年末年始、他） 

・手術室内における立体清掃 

 水平垂直表面除塵、壁面汚染箇所消毒清掃、吸排気口・プレフィルター前部除塵 

②定期清掃 

下記に示す清掃を実施し、清掃範囲及び清掃頻度については別紙作業基準表を基

本とする。 

・一般床の表面洗浄機清掃・ワックス塗布、病室などの床洗浄、カーペット床の洗

浄、窓硝子・網戸清掃（本館・新館・外面）、ファンコイルエアコン等フィルター

清掃及び交換、備え付け・壁掛けエアコンフィルター交換、その他（床面光沢復

元作業等） 

③臨時清掃 

・喜春寮退去時・看護実習生控室の清掃、催事時の清掃（病院まつり、クリスマス 



コンサート等）、監査及び立ち入り検査前のブラインド除塵清掃、ベランダ清掃（タ 

バコ吸殻等）、害虫退治及び駆除、自動販売機のゴミ緊急対応（一時回収・業者へ 

の連絡）、浴室清掃（感染症患者使用後等）、トイレ詰まり後の水処理、職員更衣 

室ロッカー清掃（依頼時）、その他 

⑵ 緊急時（災害・事故）等への応急対応 

・吸排気口確認、台風（強風）後外周清掃、施設内対応 

 ⑶ 感染症等の消毒清掃 

   ・血液処理（掌以内に及ぶ範囲の一次処理） 

※吐物、汚物が広範囲に及び、患者への影響が懸念される場合の一次処理は、看護 

師、看護助手によって行うものとする。 

⑷ 廃棄物の処理 

  ・粗大ゴミ運搬、医局書籍・書類回収・運搬、その他（回収カートに入る大きさに

限る） 

⑸ 資機材の貸出し 

  ・全病棟（ウェットモップ、ドライモップ）、ＨＣＵに常時貸出しする。 

 

８ 業務にかかる要求事項 

 ⑴ 人員の配置 

 ①総括管理責任者 

・業務全般にわたる包括的責任者として、各業務の連携、相互協力の促進、業務従

事者の監督を行なう総括管理責任者を配置し、必ず週２回以上は訪問すること。 

  ②業務責任者及び業務従事者 

・業務内容に応じて、必要な知識と技能を有する業務従事者を配置すること。 

・配置人員は作業基準書等に基づき適切に配置すること。 

・各業務区分における業務責任者を業務従事者の中から選任し、病院と各業務全体

の総括・調整をさせ、週 5日は常駐させること。 

・業務従事者は、来院者や病院職員などと接する際は、懇切、丁寧に応対すること。 

・業務従事者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本件の業務

に従事しなくなった後も同様とする。 

・業務従事者は、事前に委託者に届出を行った制服上下及び名札並びに必要に応じ

て記章又は腕章などを着用すること。 

・受託者は、法令の定める健康診断等を実施し、業務従事者の健康管理に努めるこ

と。 

・受託者は、業務従事者に対して、業務の遂行、個人情報の保護及び人権啓発など

に必要な教育や研修を実施すること。 



・新たに配属される業務従事者は、研修期間中については各業務の担当者に含まず、

受託者の負担により現地研修を行うこととする。 

  ③有資格者 

・業務を履行するにあたって法令により資格を要する業務については、有資格者を

配置し、やむを得ない理由がある場合を除き、業務中その資格を証明する証票を

携帯させること。 

 ⑵ 清掃業務 

  ①日常清掃 

   ・原則、作業回数は作業基準表のとおりとするが、部分的には利用の頻繁な箇所も

あるので、汚れの状況に応じ、全体的に同一の清掃度が保てるよう作業すること。

退院、転院や移動などで急きょ病室や浴室等を清掃する必要が生じたときは、病

院スタッフの指示のもと速やかに実施すること。 

・日常清掃においては、施設の利用状況等から頻回な清掃の必要のない場合もある。

この場合は、当該箇所の清掃を実施するかわりに、これに見合う他の汚れの多い

箇所の清掃の回数を増やして実施するなど病院の衛生環境向上に努め、文書等で

報告をすること。 

  ②定期清掃 

・定期清掃においては、院内の美観及び衛生環境を良好に保てるよう、病院業務の

特殊性を考慮しながら実施すること。なお、施設の利用状況に応じ、ワックス清

掃を行い床面品質の向上と最適化に努めること。作業回数や内容（洗浄、剝離）

を変更する場合は、文書等で報告をすること。 

  ③感染症等の消毒清掃 

・感染症及び感染管理病室等の対応については、病院の指示又は承認を受けた方法

により実施すること。 

⑶ 作業計画表等の提出 

①作業計画表の提出 

受託者は、日常清掃及び定期清掃の作業の実施にあたり、委託者が希望する場合は

作業計画表を提出しなければならない。 

・日常清掃では各担当者の作業箇所と作業内容、定期清掃においては作業箇所を計画 

表に明記する。 

②作業報告書の提出 

受託者は、毎日の作業終了後、清掃業務日誌に必要事項を記載し、病院担当者に提

出しなければならない。 

⑷ 業務管理 

・受託者は委託者が希望する場合は、業務に従事する全ての者について業務開始日

までに、各業務の業務従事者名簿（住所、氏名、生年月日、性別等）、有資格者の



資格を証する書類（写し）を委託者に提出し、承認を得ること。なお、業務従事

者に異動があった場合は、新たな業務従事者について同様とする。 

・総括管理責任者は、各業務の業務従事者が担当業務を行うために必要な研修の受

講状況やその理解度、知識を有しているかを適宜確認すること。 

・業務責任者は、各業務の適正化及び標準化のために作成された標準作業書を常備

すること。また、その標準作業書は業務従事者に周知するとともに、内容につい

ては必要に応じて委託者と協議・改善の上、業務の効率化を図ること。 

・受託者は、事前に委託者の様式承認を得た「勤務計画表」を作成し、当該月の 10

日前まで委託者に提出すること。 

・業務責任者は、毎日の業務終了後、事前に委託者の様式承認を得た業務日誌に、

実施業務の内容及び必要事項等を記入の上、翌日（翌日が休日の場合はその翌日）

までに委託者に提出すること。 

・受託者は、各業務共通もしくは各業務に応じた清潔な制服を受託者の負担により

着用させること。また、適宜服装等をチェックし、来院者や委託者に不快感を与

えないようにすること。また、名札を必ず着用させること。 

・受託者は、各業務について委託者と協議し、具体的な手法や体制等の業務詳細の

検討及び提案等を討議する機会をもつこと。原則として、討議員は看護部管理職、

総務課担当職、総括管理責任者及び業務責任者とし、その決定事項を業務従事者

に徹底させ、業務の質向上に努めること。 

・受託者は、各業務の実施方法等の変更を計画する場合は、委託者と協議の上、必

ず事前に承認を得ること。 

・受託者は、各業務において何らかの理由で非常措置を行う必要がある場合及び契

約外の対応等の必要性が生じた場合は、具体的にその内容を記載した書面により

速やかに委託者に報告し、承認を得ること。ただし、緊急を要する場合は口頭に

より報告し、事後に書面を提出すること。また、その後同様のケースが生じた場

合の対応方法について委託者と協議すること。 

・受託者は、本仕様書上に記載のない業務のうち、実施の必要性が生じた業務につ

いては、委託者と協議を行うこと。また、その決定事項を各業務の業務従事者に

周知徹底すること。 

⑸ 廃棄物の処理 

・清掃作業により収集された廃棄物は「明石市立市民病院 廃棄物処理一覧表」に

従って指定する場所に集積して処理業者に引き渡すこと。 

⑹ 教育体制 

・総括管理責任者及び業務責任者は、病院の一員であるとの認識で業務を実施する

こと。また、業務従事者に対してもその認識を持たせること。 

・受託者は、業務遂行のための業務従事者の教育・研修を行うこと。特に院内感染



等の予防及び拡散防止など、病院施設清掃に関する特有の知識の習得など、知識・

経験に応じた必要な研修を実施すること。 

・受託者は、各業務従事者の教育・研修の受講状況を把握し、常に業務の質の向上

に努めるとともに、総括管理責任者、業務責任者も自身の資質向上に努めること。 

・受託者は、業務従事者に対して、接遇マナーに関する教育・研修を行うこと。 

⑺ 点検及び改善 

・各業務の品質を点検し、改善事項を含め委託者へわかりやすく報告すること。 

⑻ 病院スタッフとの協議 

  ・受託者は、業務水準の維持・向上を図るため、業務における問題点や改善事項等

について病院スタッフとともに協議し、解決を図る機会を設けること。 

⑼ 会議等への参加 

・受託者は、病院スタッフから要請があった場合は、各種会議等に参加し、業務改

善等に係る意見や提案等を行うこと。また、資料の提出を求められた場合は、速

やかに対応すること。 

⑽ 緊急時等の体制整備等 

・受託者は、緊急時連絡表を整備し、緊急時や災害時であって、委託者から出動要

請があった場合は直ちに対応できる体制を整え、その体制表を事前に提出するこ

と。 

・受託者は、業務の実施に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、

その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに委託者に報告すること。 

・受託者は、事故発生時の対応方法を定めておくこと。 

・受託者は、災害発生時には、委託者の指示によりその対応にあたること。 

⑾ 引継ぎ・準備期間 

・受託者は、前受託者から業務を引継ぐ場合、業務開始前に予め業務責任者及び業

務従事者等を配置し、引継ぎが支障なく円滑に行われるよう努めなければならな

い。また、次回契約更新の際に受託者が変更になった場合は、新受託者に対し責

任を持って業務の引継ぎをしなければならない。 

⑿ 個人情報の保護及び守秘義務について 

①個人情報の保護 

・受託業務上知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護 に関する法

律を遵守し、病院の安全管理措置に従うこと。このことは、契約の解除もしくは

契約期間満了後並びに病院勤務を離職後も同様とする。 

  ②守秘義務 

・受託業者は、業務上知り得た病院の秘密を第三者に漏らしてはならない。このこ

とは、契約の解除もしくは契約期間満了後並びに病院勤務を離職後も同様とする。 

⒀ 信用失墜行為の禁止 



・受託者は、病院の信頼を失墜する行為をしてはならない。 

⒁ 作業上の注意事項 

清掃作業は、病院の特殊性を考慮し、次の事項に注意して行う。 

①診療業務に支障のないよう実施すること。 

②患者の安静療養をさまたげないこと。 

③騒音を出さないこと。 

④周囲の安全を心がけること。 

⑤ほこりを飛散させないこと。 

⑥水の飛沫を医療機器等にかけないこと。 

⑦清掃器具類を医療機器等に当てないこと。 

⑧洗剤、ワックス、薬品等は建材の保全に最適な量を用いること。 

⑨指定したエレベーター以外は使用しないこと。 

⑩清掃の際、移動可能な物品については、これを移動して清掃すること。移動する場

合は、不潔物を清潔な物の上に置かない等配慮して移動すること。定期清掃の実施

にあたっては、担当部門の了解を得てから行うこと。 

⑪床みがき機による洗浄作業及び床面ワックス塗装作業を行うときには作業区域を作

業標示板で仕切る等、事故防止策を講じること。 

⑫清掃の資機材は、洗浄、消毒、乾燥、保管を適切に行い、衛生的に管理すること。 

⑬業務に関するクレーム等があった時は、誠実に対応すること。 

⒂ その他 

  ・業務を処理する上で不明な事項等が生じたときには、主観的な判断で処理するこ

となく、その都度、病院担当者と協議し処理すること。 

・受託者は、災害の未然防止に協力すること。 

・受託者は、建物・設備等の破損、異常等の発見、事故などが発生した場合は、直

ちに報告すること。なお、受託者の責めに帰する理由により修理の必要が生じた

ときは、委託者と協議のうえで修理を行うこと。 

・受託者は、病院、関連省庁等の定める関連法規・規制等を厳守し、誠実に受託業

務を履行すること。 

 

９ その他の事項 

⑴ 省エネルギー対策 

受託者は病院の省エネルギー対策にできる限り協力すること。 

⑵ 損害予防措置等 

受託者は、業務の実施にあたっては、病院又は第三者に危害又は損害を与えないよ

うに万全の措置をとらなければならない。 

⑶ 施設管理運営事業への参加・協力 



受託者は、病院が実施する消防訓練及び他の施設管理運営上必要な行事に参加を求

めた場合はできる限り協力すること。また、病院内外における行事及び催し等により、

業務に関連する事項が生じた場合も協力すること。 

⑷ 控室 

委託業務遂行上に必要な控室については無償で貸与し、これにかかる光熱水費は病

院が負担する。 

⑸ 費用負担区分 

   業務にかかる経費負担区分は以下のとおりとする。 

①使用資器材等 清掃作業等に使用する資器材は受託者が負担する。 

②雑貨類、トイレットペーパー、水石鹸、ゴミ袋などの雑貨類は病院負担とする。 

③用水、電力その他の貸与 

受託業務を遂行するために必要な用水、電力、光熱、ロッカ一、キャビネット、

資材置場、電話等は病院が無償で貸与する。 

⑹ 疑義の解釈 

本仕様書に疑義のあるときは、あらかじめ病院と協議することとする。 

 ⑺ 業務の遂行について 

受託者は委託者から業務内容の変更及び追加・削減の要望があった場合、甲乙協議

のうえ、適宜柔軟に対応すること。 

 


