
１ 件名 院外洗濯業務委託

２ 契約期間
  令和５年４月１日から令和８年９月３０日

３ 洗濯品目
  別紙のとおり

４ 受託者の要件
  (1)仕様書等の内容を熟知し、業務内容を十分に理解した上で入札に参加できる者。
  (2)寝具類洗濯について医療関連サービスマークの認定を受けている自社施設を兵庫
   県内に有していること。 
  (3)受託者は、本契約にかかる業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
  (4)受託者は、本契約により生ずる権利又は業務を第三者に譲渡、又は継承させては
   ならない。

５ 請求支払
  毎月末締めで当月分の請求内訳書を添付の上、翌月10日以内に請求し受理後月末まで
  に、口座振込により支払う。

６ 洗濯
  (1)品質、形状に則した洗濯を行うものとする。
  (2)プレスが必要なものは、プレス仕上げを行うものとする。
  (3)クリーニングに関する、法令・諸規定を遵守して適正に処理すること。

７ 集配
  洗濯品の受渡日は、下記集配サイクルとする。

   ・洗濯品の集配は原則週４回とする。
   ・病院指定場所への納品及び回収を行う。
   ・年末年始の集配については、病院業務に支障がない様協議により決定する。

院外洗濯業務委託仕様書

ユニフォーム類
月曜日 火曜日 木曜日 金曜日
引取り 引取り 引取り 引取り

納品（木金曜引取り分） 納品（月火曜引取り分）
その他
月曜日 木曜日
引取り 引取り
納品（木曜引取り分） 納品（月曜引取り分）



   ・洗濯仕上げ方法については、別途協議の上決定する。

８ 感染性汚染物の取扱い
   委託者：感染症又はその疑いがある汚染物に関しては、密閉したビニール袋に入れ
       内容を明記し、一般洗濯品を区別して受託者に引き渡す。また、嘔吐物で
       汚染したものは、固形物を取り除きビニール袋に入れ引き渡す。
   受託者：感染症又はその疑いがある汚染物に関しては、消毒工程を経て洗濯する
       こと。

９ その他
  ・ 契約開始前に業務内容について十分習熟することにより、契約開始後に混乱する
   事態を発生させないこと。
  ・受託者は業務上知り得た病院及び患者の情報を第三者に漏らしてはならない。
  ・本仕様書に定めない細部事項は、協議の上決定するものとする。



院外洗濯業務委託 洗濯品目
品目 仕上げ納品方法 予定数量（年） 単位
検査着上 乾燥タタミ納品 17 枚
検査着ズボン 乾燥タタミ納品 14 枚
検査着ゆかた 乾燥タタミ納品 39 枚
タオルケット 乾燥タタミ納品 178 枚
術前術後衣 乾燥タタミ納品 2 枚
つなぎ寝巻 乾燥タタミ納品 1 枚
術衣上 乾燥タタミ納品 13 枚
術衣ズボン 乾燥タタミ納品 8 枚
フェイスタオル 乾燥タタミ納品 26 枚
バスタオル 乾燥タタミ納品 98 枚
おしぼり 乾燥タタミ納品 49 枚
クッション 乾燥タタミ納品 1 枚
クッションカバー 乾燥タタミ納品 1 枚
ベッドカバー 乾燥タタミ納品 6 枚
帯・ベルト 乾燥タタミ納品 292 個
小物類 乾燥タタミ納品 1828 個
診察衣 プレスハンガー納品 1018 枚
スクラブ プレスハンガー納品 1 枚
看護上衣 乾燥ハンガー納品 970 枚
ＫＣ 乾燥ハンガー納品 10 枚
ワンピース プレスハンガー納品 6 枚
パンツ プレスハンガー納品 942 枚
カーテン プレスタタミ納品 4002.4 ㎡
高級診察衣 アイロン仕上げタタミ納品 1 枚
高級ズボン アイロン仕上げタタミ納品 1 枚
救急ジャケット 乾燥タタミ納品 1 枚
救急パンツ 乾燥タタミ納品 1 枚
救急キャップ 乾燥タタミ納品 1 枚
パット 乾燥タタミ納品 73 枚
ジャージ上衣 乾燥タタミ納品 35 枚
防寒ジャケット 乾燥タタミ納品 2 枚
防寒インナー 乾燥タタミ納品 2 枚
防寒パンツ 乾燥タタミ納品 2 枚



１ 件名 洗濯業務委託病衣等賃貸借

２ 契約期間
  令和５年４月１日から令和８年９月３０日

３ 賃貸借品目
  別紙のとおり

４ 受託者の要件
  (1)仕様書等の内容を熟知し、業務内容を十分に理解した上で入札に参加できる者。
  (2)寝具類洗濯について医療関連サービスマークの認定を受けている自社施設を兵庫県内
   に有していること。 
  (3)受託者は、本契約にかかる業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
  (4)受託者は、本契約により生ずる権利又は業務を第三者に譲渡、又は継承させてはなら
   ない。

５ 請求支払
  毎月末締めで当月分の請求内訳書を添付の上、翌月10日以内に請求し受理後月末までに、
  口座振込により支払う。

６ 洗濯
  (1)品質、形状に則した洗濯を行うものとする。
  (2)プレスが必要なものは、プレス仕上げを行うものとする。
  (3)クリーニングに関する、法令・諸規定を遵守して適正に処理すること。

７ 集配
  洗濯品の受渡日は、下記集配サイクルとする。

月曜日 木曜日
引取り 引取り
納品（木曜引取り分） 納品（月曜引取り分）

   ・被服の使用後における洗濯については賃貸借料に含まれるものとする。
   ・洗濯品の集配は原則週２回とする。
   ・病院指定場所への納品及び回収を行う。
   ・年末年始の集配については、病院業務に支障がない様協議により決定する。
   ・洗濯仕上げ方法については、別途協議の上決定する。
   ・被服の補修（ボタンのはずれ・ほつれ・ファスナーの不具合等）は、回収時に
    受託者の負担において対応すること。
   ・契約期間中において、平常業務の中で発生した汚れ及び破損で、洗濯、補修等に
    より対応できない場合は商品を交換することとし、その一切の費用については

病衣等賃貸借業務仕様書



    受託者の負担とする。交換する被服については、新品または同等品とする。

８ 感染性汚染物の取扱い
   委託者：感染症又はその疑いがある汚染物に関しては、密閉したビニール袋に入れ
       内容を明記し、一般洗濯品を区別して受託者に引き渡す。また、嘔吐物で
       汚染したものは、固形物を取り除きビニール袋に入れ引き渡す。
   受託者：感染症又はその疑いがある汚染物に関しては、消毒工程を経て洗濯すること。

９ その他
  ・ 契約開始前に業務内容について十分習熟することにより、契約開始後に混乱する
   事態を発生させないこと。
  ・受託者は業務上知り得た病院及び患者の情報を第三者に漏らしてはならない。
  ・本仕様書に定めない細部事項は、協議の上決定するものとする。



病衣等賃貸借 洗濯品目
品目 仕上げ納品方法 予定数量（年） 単位
タオルケット 乾燥タタミ納品（5枚結束） 6,596 枚
検査衣上衣 プレスタタミ納品（10枚結束） 6,690 枚
検査衣下衣 プレスタタミ納品（10枚結束） 6,350 枚
検査衣ワンピース プレスタタミ納品（10枚結束） 570 枚
ガウン男 プレスタタミ納品（10枚結束） 1,290 枚
ガウン女 プレスタタミ納品（10枚結束） 1,210 枚



病衣及びタオルケット　仕様

メーカー

品番

パイピング 素材 サイズ 着丈 胸囲 裄丈 ウエスト 股下

オレンジ 綿55％ Ｍ 70 117 64 63～93 60

ブラウン ポリエステル45％ Ｌ 73 125 70 73～103 65

グリーン ＬＬ 73 133 74 83～123 70

ネイビー ３Ｌ 73 144 78 93～133 75

メーカー

品番

色 素材 サイズ 着丈 胸囲 裄丈

サックス ポリエステル65％綿35％ Ｍ 105 110 43

色 素材 サイズ 着丈

ガウン（男性用） グリーン ポリエステル65％綿35％ 中 138

ガウン（女性用） オレンジ 光触媒抗菌消臭加工 小 130

色 素材

ブルー 綿100％　300匁

サイズ

140×200cm

仕様

タオルケット

ナガイレーベン

仕様

検査着

仕様 KAZEN

検査着ワンピース

仕様
PC-376

上衣 下衣
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