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1 施設管理業務仕様書

１ 目 的

  川崎市立井田病院の電気設備、空調設備、給排水設備、その他の設備の安全かつ効率

的な運転管理を行うとともに、日常巡視点検など、予防保全も併せた施設全体の維持管

理を行い、衛生的で快適な病院環境の整備に努める。さらに、それぞれの業務を安全で

計画的かつ効率的に実施することで、省エネルギーを追及し、良好な環境造りと病院機

能の充実を図る。

２ 履行場所

  川崎市中原区井田２－２７－１  川崎市立井田病院

３ 履行期間

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

４ 施設概要

  敷地面積    3,6702.037㎡
  建物建築面積  病院本館          6,667.068㎡    保育所     337.77㎡
          ケアセンター      1,473.09㎡    倉庫        84.18㎡
          立体駐車場         2,180.51㎡
  建物延床面積  病院本館         32,787.585㎡   保育所     310.66㎡
          ケアセンター      3,283.38㎡    倉庫       168.36㎡
          立体駐車場         2,980.63㎡
  建物構造    病院本館 鉄筋コンクリート造 地下 1階 地上７階 塔屋１階
               免震構造

         ケアセンター 鉄筋コンクリート造  地下 1 階 地上２階   
塔屋１階

立体駐車場 鉄骨造 地上１階 地下１階

          保育所   鉄筋コンクリート造 地上１階

          倉庫    鉄骨造 地上２階

５ 設備概要

  電気設備、空調設備、給排水設備、医療用設備、通信設備、消防用設備、防犯設備等
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６ 用語の定義

（１） 委託者とは、川崎市をいう。

（２） 職員とは、川崎市立井田病院（以下「病院」という。）の担当職員をいう。

（３） 従事者とは、業務受託者（以下「受託者」という。）に所属する社員及び下請けに

所属するそれぞれの社員で、業務に従事する者をいう。

（４） 平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び１２月２

９日から１月３日を除く日をいう。

（５） 休日とは、平日以外の日をいう。

７ 受託者が具備すべき基本条件

（１） 受託者の条件

ア 受託者は３００床以上の病院施設管理の経験が１年以上有する会社で、かつ従

事者として（２）の条件を満たすこと。

イ 受託者はＩＳＯ９００１を取得していること。

ウ 受託者は川崎市立井田病院以外の施設に監視センターを有し、病院が所有する

ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネージメントシステム）を最大限に活用するため、

ＢＥＭＳと連携してフォローアップ活動及び遠隔監視業務を行い、常時遠隔監視

体制が可能であること。

（２） 受託者は次に掲げる有資格者を含む公的資格取得者を従事者として配置し、法的

に選任が必要なものについては選任し、関係省庁へ届出を行うこと。

なお、１名が複数の資格保有も可能とする。

・ 第３種電気主任技術者                 1名以上
・ 第１種電気工事士                   1名以上
・ 2級ボイラー技士                    1名以上
・ 高圧ガス製造保安責任者 第三種冷凍機械責任者     1名以上
・ 高圧ガス製造保安責任者 乙種機械責任者        1名以上
・ エネルギー管理士                   1名以上
・ 危険物取扱者 乙種第４類               1名以上
・ 医療ガス保安管理技術者（３日コース）         1名以上
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８ 受託者の責務

各業務に従事する者は、病院が公的医療機関として市民に適切な医療サービス提供す

るものであることを認識し、誠意と奉仕の気持ちを忘れず身だしなみ、言葉づかいなど

に十分配慮しなければならない。また、治療、看護並びに病院運営に支障をきたすこと

のないようにすること。

（１） 法令等の遵守

  受託者は、この業務の遂行に当たって、労働安全基準法、電気保安規程、消防計画等

関係法令を遵守すると共に、機器を常に正しい状態で運転し、病院の安全と良好な環境

の保持に努めること。

（２） 履行上の注意

ア 受託者は、病院の用途、四季の気温の変化及び負荷変動に対応した適性かつ経済

的な運転をすること。

イ 受託者は、常に各機器の技術的理論を把握し、運転効果とその機能を監視し、設

備の機能を常に最良の状態に保つと共に、事故の防止及び早期発見に努めること。

ウ 受託者は、運転監視及び予防保全を行い、故障を発見し、軽微な故障修理（部材

取替業務は除外）を実施し、部材取替業務を必要とする箇所を発見したときは、直

ちに職員に報告し、病院の運営に支障をきたさないよう努めること。また、機能の

劣化、損傷による事故発生を防止するとともに、設備の寿命を延ばすための技術的

努力を払うこと。

エ 受託者は、地震、火災、停電、断水その他の災害が発生した場合には、職員に速

やかに連絡し、的確な措置をおこなうこと。

オ 委託者から防犯（監視）カメラ及び録画装置の操作について指定された者は、個

人情報の保護に努めること。

（３） 守秘義務

受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の

解除及び期間満了後においても同様とする。

（４） 信用失墜行為の禁止

  受託者は、病院の信用を失墜する行為をしてはならない。

（５） 感染防止対策

ア 受託者は、業務遂行にあたり、病院という施設の特殊性を考慮し、井田病院感染対

策マニュアル等に準じた感染対策を講じて業務を行うこと。また、万が一従事者が感

染症等に感染した場合には、病院の指示に従い当該従事者への措置及び他の者に感染

することが無いように感染対策を迅速に講じること。
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イ 職業感染に関する健康管理は受託者の管理のもとで実施することとし、定期健康診

断等として従事者は全て胸部レントゲン検査を年１回実施すること。これらに関する

検査結果は受託者が管理し、病院に速やかに報告しなければならない。また、これら

の健康管理に関することは井田病院感染管理担当者に相談できるものとする。

ウ これらの措置にかかる費用については、受託者の負担とする。

９ 統括責任者の選任

  受託者は、すべての業務について統括的な責任を有する者（以下「統括責任者」とい

う。）を選任し、委託者に届け出ること。また、受託者は統括責任者が不在の場合に備え、

その職務を代理する者を選任し、委託者に届け出ること。

１０ 統括責任者の義務

（１） 統括責任者は、病院の特殊性を十分認識し、本業務を統括するに必要な知識、経験、

資格を有する者であること。

（２） 統括責任者は、従事者の労務管理、業務管理、業務連絡、緊急時の対応を行う。

（３） 統括責任者は、各業務別に年間、月間、週間の業務計画表を作成し。定められた期

日までに職員に提出すること。

（４） 統括責任者は、各業務において必要なマニュアルを作成すること。

（５） 統括責任者は、全業務における運営状況を把握し、情報等を一元管理し、職員と業

務の改善や問題点について随時協議を行い、病院の要望を的確に把握し、各業務の

責任者に対して迅速に対応する指示を行うこと。

（６） 統括責任者は、各業務従事者に対して必要な教育、訓練を実施すること。

（７） 統括責任者は、患者等とのトラブルに対して、確実に誠意を持って対応すること。
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１１ 従事者の服務

（１） 従事者は、担当業務に精通するとともに常に規律を守り、品位を保ち、明朗親切に

しなければならない。

（２） 従事者は、院内の書類等の閲覧や複写、持ち出しを職員の許可なく行ってはならな

い。また、業務上知り得た病院関係者や患者等の情報や秘密をいかなる理由があろ

うとも洩らしてはならない。

（３） 従事者は、作業に当たって病院の業務に支障のないよう十分注意すること。

（４） 従事者は、別に定めのあるもののほか病院が認めた服装を着用し、名札を付けなけ

ればならない。

（５） 従事者は、病院が実施する消防訓練、その他病院管理運営上必要な事業について参

加すること。

（６） 従事者は本館に入退室する際は別途、病院で定める「入退室管理システムマニュア

ル」に従うものとする。

（７） 病院は、敷地内全面禁煙である。敷地内の喫煙は禁止する。

１２ 従事者名簿等の提出

（１） 総括責任者は、業務の実施にあたり従事者名簿（法令で定められた資格を必要とす

る従事者については資格を証する写しを添付）及びその他、職員の指示する書類を

病院に提出しなければならない。

（２） 従事者に変更が生じた場合は、速やかに従事者変更届を病院に提出しなければなら

ない。

（３） 病院は、従事者の勤務状態の不良、その他の理由により不適格と認めたときは、統

括責任者に従事者の変更を求めることができる。

１３ 業務報告等

（１） 作業計画書の提出

   受託者は、業務が円滑に行われるように、本仕様書に基づいた作業計画書を各業務

別に作成した上、委託者の指定したまたはあらかじめ委託者の承認を得た様式の作業

計画書を委託者に提出し、承認を得ること。

   なお、作業計画書は年間作業計画書及び月間作業計画書とし、年間作業計画書及び

初回月分の月間作業計画書は契約締結後速やかに、また初回月分以外の作業計画書は

当該月の前月の２５日までに委託者に提出すること。
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（２） 勤務計画表の提出

   受託者は、委託者の指定したまたはあらかじめ委託者の承認を得た様式の勤務計画

表を当該月の前月の２５日までに委託者に提出すること。

   なお、初回月分については契約締結後速やかに提出すること。

   また、委託者は勤務計画表を保安管理上の目的以外に使用しない。

（３） 業務報告書の提出

ア 統括責任者は、毎日の業務終了後、委託者の指定したまたはあらかじめ委託者の

承認を得た様式の業務日誌、日常点検記録表及び定期点検記録報告書に実施業務の

内容他必要事項を記入の上、翌日（翌日が休日の場合、その翌日平日）までに委託

者に提出し、委託者の承認を得ること。なお、その作成費は受託者の負担とする。

イ 受託者は、非常措置を行った時及び契約外の故障修理、改善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すること。

   なお、補修及び修理を行った時も同様とする。

ウ 受託者は、官公庁検査の立会いを行った時は、その結果について速やかに委託者に

報告すること。

エ 受託者は、この委託業務に関する計画書及び報告書の提出や業務連絡はそれぞれの

関係者に行うこと。

１４ 委託業務の内容

  委託する業務は、施設・設備管理業務、環境衛生管理業務、営繕業務、セキュリティ

ーカード貸出、返却確認業務及びハウスキーパー業務とし、業務区分については次のと

おりとする。なお、（５）ハウスキーパー業務以外は兼務可能とする。

（１） 施設・設備管理業務

電気・空気調和・給排水衛生等の各設備の運転並びに法令等に定められた保守管

理及び運転上定期的な保守管理が必要な機器等に関する保守管理業務を行う。従事

者は適切な運転並びに定期的及び随時の保守管理を行うことにより事故を未然に防

止し、諸設備の耐用年数の延長及び運転経費の節減を計らなければならない。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」による管理標準を作成し、ＢＥＭＳ

を活用して高効率の運転管理、エネルギー管理を十分に行い省エネルギー、環境改

善を図ること。

（２） 環境衛生管理業務

建物全体の衛生的環境を良好な状態で維持し、患者や病院スタッフ等施設を使用 

する人の健康を守るため、関係法律に基づき空気環境測定をはじめとする測定・検

査を実施し、常に清潔で衛生的な生活環境を提供するとともに、院内感染の防止に

努めなければならない。また、病院敷地内の植栽管理を適正に行い、草刈、樹木の

剪定及び消毒等を行うこと。
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（３）営繕業務

   病院の指示により扉の修理、案内看板の修理、排水管の詰まり修理等院内設備の小

修理を行うこと。必要により院内を巡回し、破損損傷については発見の都度修理する

こと。

（４）セキュリティーカード貸出、返却確認業務

   中央監視室で地下１階物品搬入口の納品業者へのセキュリティーカードの貸出、返

却確認を行うこと。

（５）ハウスキーパー業務

病院清掃業務受託者講習修了者。ただし、講習修了者がいない場合は業務受託後、

速やかに講習を受講すること。その他については、「５ ハウスキーパー業務」のと

おり

（６） 車いす管理業務

月に 1回院内すべての車いすの点検をおこない、記録を作成し、安全に車いすを使
用できる状態にすること。

１５ 業務時間等

  業務時間は原則として以下のとおりとする。

  なお、病院の運営に支障をきたす恐れがある場合など委託者と受託者が協議して業務

時間を変更するものとする。

（１） 施設・設備管理業務

  午前８時３０分から翌日午前８時３０分まで（２４時間体制）を業務時間とし、業

務を要しない日はないものとする。

（２） 環境衛生管理業務

  平日８時３０分から午後５時３０分までを業務時間とする。

 （３）営繕業務

   平日８時３０分から午後５時３０分までを業務時間とする。

（４）セキュリティーカード貸出、返却確認業務

   終日とする。

（５）ハウスキーパー業務

平日８時３０分から午後５時００分までを業務時間とする。

１６ 業務体制

（１） 受託者は法令に定められている資格者を配置すること。

   電気主任技術者その他法令による専任技術者が行う業務上重要な事項については

統括責任者が委託者に連絡し、調整を行うこと。ただし、緊急の場合においては、

電気主任技術者その他法令による専任技術者が臨機の措置を取り、事後直ちに委託
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者に報告すること。

（２） 専任技術者が不在の場合の措置

   受託者は、法令による専任技術者が病気その他やむ得ない事情により不在となる

場合はその業務の代行者を専任し委託者に届け出ること。

（３） 常駐人の人員

通常の従事者の配置人数は次のとおりとする。

平日（昼間）      ５名以上（総括責任者・ハウスキーパー含む）

平日（夜間）      ２名

土曜・日曜・祝日（昼間）２名

土曜・日曜・祝日（夜間）２名

病気その他の事情で上記の人数に満たないときは委託者に届け出ること。

また、年１回実施する電気設備点検（停電）の際は、点検業務（準備・仮設等含

む）に必要な人員を揃えること。他の点検時等も同様とする。

（４） 電気主任技術者の選任

７（２）の資格者のうち電気主任技術者については、病院の電気主任技術者とし

て関係省庁へ届出を行うとともに、概ね次に掲げる業務を行う。

ア 委託者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、

電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。

イ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者とし

て選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。

ウ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。

エ その他、当該電気主任技術者は電気設備に係る緊急対応を行うものとする。

（５）危険物保安監督者の選任

   ７（２）の資格者のうち危険物保安監督者は病院の危険物保安監督者として関係省

庁へ届出を出すとともに、概ね次の業務を行う。

ア 危険物に関する予防規定を作成すること。

   イ 消防立会い検査時の資格免許の提示と立会い業務

   ウ その他関係諸法令に関わる業務

１７ 損害予防措置等

（１） 危害及び損害予防措置

    受託者は業務の実施に当たり、委託者及び第三者に危害または損害を与えない

ように万全の措置をとらなければならない。また、危害及び損害を与えた場合若

しくはその恐れがある場合には、総括責任者は直ちに委託者に報告すること。

（２） 損害賠償
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ア 業務履行中に従事者が負傷若しくは死亡することがあっても、委託者は一切の

責めを負わない。

イ 受託者の責により第三者に損害を与えた場合は、受託者は損害賠償の責めを負

う。

（３） 破損箇所に対する措置

    受託者は業務中に発見した破損や故障箇所について修理、応急措置を講じ、応

急措置が出来ない場合でも適切な予防措置をとること。この場合、措置状況はす

べて記録し、委託者に報告すること。

１８ 法令手続の代行

  各業務を処理するにあたり、法令の定めるところにより関係官公署に届出が必要な場

合の手続きについては、病院の代理として処理を行うこと。

１９ 再委託

  業務を処理するにあたり一括して第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一

部を第三者に再委託する場合でも、受託者は当該業務に対する最終的責任を負うもので

あり、また、再委託先の名称、業務内容について病院に十分な説明を行い、その承認を

受けなければならない。

２０ 費用負担区分

（１） 委託者の負担

  ア 業務委託を遂行するために必要な資材置場、光熱水費、電話等

  イ 特別な定めがない限り、修理に必要な部品及び材料

  ウ 空気調和設備の交換フィルター（ＨＥＰＡフィルター）

  エ 照明用蛍光管

（２） 受託者の負担

  ア 日誌及び報告書の用紙並びにこれらのコピー代

  イ 文房具等の事務用消耗品

  ウ 日常の運転、日常点検に必要な工具、測定機器類

  エ 設備保守に通常必要な部品

  オ 機械運転に必要な消耗品

  カ 法定点検に係る各種検査手数料

キ 機器保全等の薬品類（複合剤、清缶剤、中和剤、殺藻剤、医療排水処理剤等）

ク 空気調和設備の交換フィルター（中性能フィルター）

 ※ただし、ケアセンター分に関してはケアセンター分仕様書のとおりとする。
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２１ その他

（１） 大事故発生時や災害時などの緊急時に、従事者は出来る限り病院に協力し、必要

な措置を講じること。

（２） 受託者専用の外線電話（ファックス、通信回線含む）を設置する場合には、病院

の許可を受けること。なお、工事費用、電話機及び加入権は受託者の負担とする。

（３） 本仕様書の解釈または、定めのない事項について疑義が生じた場合は委託者と協

議のうえ定めるものとする。

（４） 契約期間の満了または、解約等により、委託業務を受託者以外に引き継ぐ場合は

変更の概ね 2か月前から次期受託業者に引継ぎを行い、業務内容の全てを引継ぎ、
病院運営に支障を与えないこと。


