
職  種 品　　名
基準品
(品番)

基準品
(ﾒｰｶｰ)

基準品
(色)

月額
単価
（円）

月間予定数
（枚）

60ヶ月分
金額（円）

1 ﾜﾝﾋﾟｰｽ SE5007
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ/ｸﾞﾚｰ 19

2 ﾊｰﾌ半袖 SE5057H
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ/ｸﾞﾚｰ 481

3 ﾊﾟﾝﾂ(女性用) SP3007
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ 481

4 ﾊｰﾌ半袖 SA8753H
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ/ｸﾞﾚｰ 26

5 ﾊﾟﾝﾂ(男性用) SP1007
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ 26

6 ﾊｰﾌ半袖 CS2058H
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾎﾜｲﾄ/ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ 120

7 ﾊﾟﾝﾂ SP3000
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾎﾜｲﾄ 119

8 ﾊｰﾌ半袖 CY3051H
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾎﾜｲﾄ/ﾈｲﾋﾞｰ 8

9 ﾊﾟﾝﾂ(男性用) PO1000
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾎﾜｲﾄ 8

10 ﾊｰﾌ半袖 SA6753H
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ/ｸﾞﾚｰ 60

11 ﾊﾟﾝﾂ(女性用) SP3007
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ 75

12 診察衣　ｼﾝｸﾞﾙ DF7000
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾎﾜｲﾄ 16

13 ﾊｰﾌ半袖 SA8753H
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ/ｸﾞﾚｰ 102

14 ﾊﾟﾝﾂ(男性用) SP1007
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾈｲﾋﾞｰ 112

15 診察衣　ｼﾝｸﾞﾙ DF5000
ワタキューシステム
ユニフォーム株式会社

ﾎﾜｲﾄ 10

16 ﾚﾃﾞｨｽﾆｯﾄｼｬﾂ CR132-01 株式会社トンボ ﾎﾜｲﾄ 8

17 ｽﾄﾚｰﾄﾊﾟﾝﾂ CM514-88 株式会社トンボ ﾈｲﾋﾞｰ 8

18 ﾆｯﾄｼｬﾂ CR131-01 株式会社トンボ ﾎﾜｲﾄ 4

19 ﾒﾝｽﾞﾊﾟﾝﾂ CM513-88 株式会社トンボ ﾈｲﾋﾞｰ 4

20 訪問看護　女性 ﾎﾟﾛｼｬﾂ CR106-37 株式会社トンボ ﾗｲﾑ 12

５．同等品：可。ただし、見本品を提出の上、事前に承認を得ること。

７．契約方法：それぞれの１枚あたりの単価に、月間予定数を乗じて得た金額の60ヶ月分の合計金額が最も少ない者を落札者とし、
　　　　　　　　　契約は合計金額の基となった単価による単価契約とする。

看護助手/男性

技師/女性

技師/男性

地域医療連携室
女性

地域医療連携室
男性

小計（60ヶ月分）

消費税（８％）

　合　　計

３．納入場所：伊賀市四十九町地内

４．賃貸借期間：平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで

６．連絡先：伊賀市立上野総合市民病院事務部病院総務課（℡0595-41-0065）

看護助手/女性

設　計　書

１．件名：伊賀市立上野総合市民病院白衣類賃貸借

２．規格・数量等：以下のとおり

看護師/女性

看護師、技師/男性



伊賀市立上野総合市民病院 白衣類賃貸借仕様書 

 

本仕様書は、伊賀市立上野総合市民病院（以下「甲」という。）における白衣類賃貸

借および洗濯にかかる業務内容の基準事項を規定するものである。ただし、本仕様書

に規定のない事項であっても、本業務の目的とする事項の現場の状況に応じて甲が必

要と認めたものは、契約金額の範囲内で供給者（以下 「乙」という。）が実施するも

のとする。 

 

（目的） 

第１条 本件契約は、甲の職員が病院業務を行うにあたり着用する制服等（以下「白

衣類」という。）を乙が賃貸借により供給するとともに、洗濯を主とした保守を行う

ことにより、常に清潔で衛生的に整備された白衣類を供給するものとし、病院業務

の円滑な運営に資することを目的とする。 

 

（納入場所） 

第２条 乙が甲に対して賃貸借する白衣類の納入施設及びその所在場所（以下「施設」

という。）は、次のとおりとする。 

【施設名】    伊賀市立上野総合市民病院 

【所在場所】  三重県伊賀市四十九町 831 番地 

 

（白衣類の受渡し） 

第３条 白衣類の受渡しは、第２条記載の施設内の甲が指定する場所において行うこ

ととし、その都度、数量の確認を行う。 

 

（集配業務） 

第４条 洗濯物の納入及び回収は、曜日を定めて週 1 回行うものとする。回収した洗

濯物は、回収日から起算して 1 週間以内に洗濯を完了し納入すること。納入場所・

回収場所は甲乙協議のうえ、設定することとする。 

２ 祝祭日及び年末年始・シルバーウィーク・ゴールデンウィーク等の長期休暇につ

いては、甲乙協議のうえ、病院業務に支障が無いよう納入・回収に対応するものと

する。 

 

（納入方法） 

第５条 清潔物納入については、ハンガースタンドを乙の負担で設置し納品する。ま

た、受け渡し伝票を作成し、確実に行うものとする。 



（回収方法） 

第６条 洗濯物回収については、ハンガースタンドを乙の負担で設置し回収する。ま

た、回収後は工場にてポケット等に忘れ物がないか確認し、忘れ物がある場合は個

人番号および個人名を記入した封筒に 1 人分ずつ入れ、甲に提出すること。 

 

（白衣類の洗濯） 

第７条 白衣類の洗濯は、クリーニング業法第３条第３項の定める衛生基準に従うと

ともに、医療現場での着用を考慮のうえ、適正な処理を行うこと。 

２ 洗濯工程は次の 4 点に留意し、行うこと。 

①  水による予洗の後、洗剤洗いをすること。ただし、工程中メタ珪酸ソ－ダ・漂白

剤等にて漂白・殺菌すること。 

②  十分にすすぎを行った後、脱水すること。 

③  仕上げはトンネル仕上げとし、小ジワ等がよらないように特に留意すること。 

④  白衣類の洗濯を行う工場は、自社工場にて行うこと。 

 

（白衣類の管理） 

第８条 白衣類には、洗濯データ管理を行う為のバーコードラベルおよびＩＣタグ（チ

ップ）の両方を備え付けるものとする。バーコードラベルおよびＩＣタグの準備、

取り付け作業に要する経費は乙の負担とする。 

２ バーコードラベルには、病院名・個人名・商品番号・サイズ等を記載し、目視確

認が可能であるものとする。上記以外に洗濯に必要な文字、記号の記載は許可する。

バーコードは、洗濯時の磨耗による印字劣化を考慮し、二次元コードを用いること。

（別紙１参照） 

３ ラベルおよびＩＣタグは洗濯耐久性を備えたものとし、工業洗濯において剥がれ

や脱落がないこと。 

 

（白衣類の保守） 

第９条 ボタン取れやほつれ、ファスナーの不具合などの補修は、洗濯物回収時に乙

が対応する。 

 

（白衣類の交換） 

第 10 条 平常業務の中で発生した汚れ及び破損で、シミ抜きや補修により対応できな

い場合は白衣類を交換することとし、その費用については乙の負担とする。それら

に際しては、再生（リユース）品の使用も可とする。 

２ 体型の変化などによるサイズ変更についても、乙は同様の対応を行うこととする。 



（当初の納入） 

第 11 条 平成 30 年(2018 年)４月１日に在籍（見込み）する甲の職員の白衣類につい

ては、平成 30 年(2018 年)３月 19 日までに納入すること。その際、甲乙が協議し設

定した日において乙が採寸を行うこと。 

２ 賃貸借期間の開始日までは無償貸与のこととする。その間については洗濯を行う

必要はない。 

 

（新規採用者及び退職者の取り扱い） 

第 12 条 新規採用者がある場合は、甲の指示に基づき速やかに白衣類を供給すること。

ただし、年度初めなど数量が多くなる場合は甲乙協議のうえ、納入期限を決定する

ものとする。 

２ 退職などにより不要となった白衣類は、返品分として集配便で回収し、乙の負担

にて適正に処理をすること。 

 

（白衣臨時品の対応） 

第 13 条 甲より依頼のある場合、マタニティ型看護衣を乙は提供するものとする。ま

た、緊急時の予備として、中心サイズ 2～3 枚の白衣類を乙は洗濯工場に常備するこ

と。当該白衣類についても、再生（リユース）品の使用を可とする。 

 

（損害保険加入） 

第 14 条 乙は、病院が使用する白衣類の盗難・紛失、火災または風水害等による損失

を補填するため乙の負担において損害保険に加入するものとする。 

 

（契約方法および賃貸借料） 

第 15 条 白衣類１枚あたりの洗濯料金を含む月額の賃貸借料について、別紙２「賃貸

借料金」に定める基準による単価契約を締結する。 

 

〈賃貸借料の請求及び支払〉 

第 16 条 乙は、甲に対し平成 30 年(2018 年)４月分から毎月末日で締め切り、第 15 条

に基づく賃貸借料を請求する。甲は、この請求翌々月末日までに、乙に対して支払

う。 

２ 賃貸借枚数は乙からの報告を受け、甲で確認のうえで確定するものとする。 

３ 賃貸借料の月ごとの支払請求額は、契約単価に月末の賃貸借枚数を乗じて得た金

額に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。ただし、円未満に端数が生じる

場合はこれを切り捨てるものとする。 



〈賃貸借料の変更〉 

第 17 条 本件契約の内容が変更された場合、天災地変・戦争その他の不可抗力により

著しい経済的変動が生じた場合その他価格の変更が止むを得ない事情が生じた場合

には、乙は、賃貸借料を変更することができるものとする。ただし、乙は事前に、

甲に賃貸借料の変更について説明の上、甲の承諾を得なければならない。 

 

〈守秘義務〉 

第 18 条 甲乙及び双方の従業員は、業務上知り得た（相手方の）業務内容・秘密を他

に漏らしてはならない。 

２ 甲乙は協力し、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令・ガイドライン等

に従い、患者等の個人データの安全管理義務等を果たさなければならない。 

３ 乙は、個人情報の保護に関する法律第２３条を遵守し同条に従い、甲に対し乙の

従業員の個人情報に関わる資料等の提供をする。 

 

〈賃貸借期間〉 

第 19 条 白衣類の賃貸借期間は平成 30 年(2018 年)４月 1 日から平成 35 年(2023 年)

３月 31 日までの５年間とする。 

 

〈協議事項〉 

第 20 条 甲及び乙は、本仕様書に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項に

ついては、信義と誠実に従って協議の上、決定する。 



 

別紙１ 

 

ラベル書式 

 

 

 

ラベル寸法 ： ２cm×８cm 

 

ラベルの色は白を基本とする。 

 

上記見本以外に、洗濯に必要な記号・文字の記入は許可する。 

 

氏名・部署名の表示内容など、詳細は別途協議のうえ決定する。 

品番  サイズ  

 

 



職  種 品　　名 品番 メーカー 色
1枚あたり
月額単価（円）

1 ﾜﾝﾋﾟｰｽ

2 ﾊｰﾌ半袖

3 ﾊﾟﾝﾂ(女性用)

4 ﾊｰﾌ半袖

5 ﾊﾟﾝﾂ(男性用)

6 ﾊｰﾌ半袖

7 ﾊﾟﾝﾂ

8 ﾊｰﾌ半袖

9 ﾊﾟﾝﾂ(男性用)

10 ﾊｰﾌ半袖

11 ﾊﾟﾝﾂ(女性用)

12 診察衣　ｼﾝｸﾞﾙ

13 ﾊｰﾌ半袖

14 ﾊﾟﾝﾂ(男性用)

15 診察衣　ｼﾝｸﾞﾙ

16 ﾚﾃﾞｨｽﾆｯﾄｼｬﾂ

17 ｽﾄﾚｰﾄﾊﾟﾝﾂ

18 ﾆｯﾄｼｬﾂ

19 ﾒﾝｽﾞﾊﾟﾝﾂ

20 訪問看護　女性 ﾎﾟﾛｼｬﾂ

技師/女性

技師/男性

地域医療連携室
女性

地域医療連携室
男性

別紙２

賃貸借料金

看護師/女性

看護師、技師/男性

看護助手/女性

看護助手/男性


