
 

公   告  第９６号 

令和４年 ６月１０日  

公      告 

分任契約担当官 

      自衛隊阪神病院 

会計課長 横地 康弘 

次のとおり一般競争入札を行うので、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約

条項等を承知の上参加されたい。 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 調達件名  

食事（昼食・夕食） 

(2) 仕 様 等  

仕様書のとおり 

(3)納品時期 

仕様書のとおり 

(4) 入札方法  

各品目において入札書に記載する金額は、あらかじめ官側が別途提示する喫食区分毎

の予定数量に基づき算出した単価の予定総価を入札金額とすること。予算決算及び会計

令７９条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とする。同価の場合は抽選により決定する。 

     なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 8（軽 

減税率対象品目）に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき 

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、 

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の 108 

分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 競争参加資格 

(1)  予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被 

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、 

特別の理由がある場合に該当する。 

(2)  予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3)  契約担当官等から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 



(4)  令和４・５・６年度の全省庁統一資格「物品の販売」において、開札時までに「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」等級に格付された競争参加資格を有する者で、競争参加地域「近畿」

の資格を有する者であること。 

(5)  防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官 又は陸上幕僚長から「装備品 

等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間 

中のものでないこと。 

(6)  前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって

当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうと

する者でないこと。 

(7)  入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。 

 

３ 契約条項等を示す場所 

   仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、自衛隊阪神病院会計課契約班窓口またはメー

ルによるデータ送信において配布する。 

  令和４年６月１０日（金)～令和４年６月２０日（月） 

（土曜日曜祝日を除く０８：１５～１７：００） 

 

４ 事前提出資料 

  入札に参加を希望する者は、令和４年６月２０日（月）１５時までに入札に関する受付

手続きを完了すること。この際、下記に示す書類を提出すること。 

ア 資格審査結果通知書の写し 

イ 競争入札受付票（入札参加希望受付時に配布） 

 

５ 競争入札執行の場所及び日時 

(1) 場所：自衛隊阪神病院厚生棟２階 会計課入札室 

  (2) 令和４年６月２１日（火）１０時１０分～ 

 

６ 保証金に関する事項 

(1) 入札保証金 ： 免 除 

  (2) 契約保証金 ： 免 除 

 

７ 落札決定方式及び契約方式 

(1) 落札決定方式 ： 単 価（予定総価による） 

  (2) 契約方式   ： 一般競争 

 

８  入札の無効     

 (1) 第２項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札  

(2) 入札に関する条項に違反した入札     

 (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札   

   

９  契約書の作成     

  契約書を作成する。     



  細部の契約書記載要領については、落札決定後落札者に説明・作成する。 

    

10  その他     

 (1) 郵便による入札については、令和４年６月２０日（月）１７時００分必着分までを 

有効とする。 

なお、事前に郵便入札の申し出を自衛隊阪神病院会計課契約班まで行うとともに、必

ず便着の確認をすること。     

   また、落札となるべき同価による入札が２者以上あった場合は、当該入札に関係の無 

い職員により抽選を実施し落札者を決定する。 

再度の入札となった場合は、別途連絡する。     

(2) 電報・電話等による入札は認めない。     

(3) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。 

(4) 押印省略時の措置 

入札書及び市場価格調査等の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏 

  名及び連絡先を記入願います。なお省略した場合には、記載された連絡先に必要に応じ 

  当方からご連絡させていただく場合がございます。 

 (5) 市場価格調査等依頼の場合は協力されたい。     

 (6) 入札及び契約心得に関する詳細は、自衛隊阪神病院会計課契約班窓口にて閲覧、また

は自衛隊阪神病院ホームページから契約情報内のデータにて閲覧のこと。  

 (7) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者 

が契約締結に応じないものとみなし落札金額の１００分の５以上、契約者が契約を履行 

しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。  

(8) 入札心得等関係事項を承知の上参加すること。  

(9) 入札にあたっては、公告別紙に前回の大阪大規模接種センター運営時の食数（当初 1  

ヶ月分）を添付するので、食数の増減の参考にされたい。 

 (10) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先     

   〒６６６－００２４ 兵庫県川西市久代４丁目１番５０号  

自衛隊阪神病院会計課 契約班 杉野        

ＴＥＬ ０７２－７８２－０００１ 内線(５０５３)  

ＦＡＸ ０７２－７５９－７０４７ (直通) 

     

      （仕様書等に関する事項）                

    自衛隊阪神病院給食課 松尾 内線(５０７１)    

   

  

 



No. 品　目 数量 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

予定
2,700.00

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

実績
3,295.00

201 201 201 201 201 201 201 201 241 241 241 241 241 241 241

予定
2,520.00

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

実績
3,234.00

201 201 201 201 201 201 201 261 261 261 261 261 261 261

予定
2,700.00

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

実績
3,436.00

201 201 201 201 201 201 201 201 262 261 261 261 261 261 261

予定
7,920.00

実績
9,965.00

No. 品　目 数量 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

予定
7,260.00

200 200 200 200 200 230 230 230 230 230 230 230 300 300 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 300 300 230 230

実績
6,209.00

231 222 228 229 215 222 214 191 179 175 190 162 180 200 196 186 187 205 201 187 212 225 222 197 203 187 198 212 195 169 189

予定
7,310.00

200 200 200 200 200 200 230 230 230 230 230 230 230 300 300 270 270 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 300 300 230

実績

6,515.00

232 258 259 250 216 233 206 231 189 197 205 231 186 218 235 188 189 207 232 197 183 254 229 194 193 180 177 179 198 184 185

予定
7,260.00

200 200 200 200 200 230 230 230 230 230 230 230 230 300 300 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 300 300 230

実績

6,447.00

231 232 238 229 212 211 234 186 179 190 193 225 212 223 195 188 188 206 223 204 216 264 230 190 190 187 193 204 199 185 190

予定
21,830.00

実績
19,171.00

計

1 食事（朝食）

2

1 食事（朝食）

2 食事（昼食）

食事（昼食）

3 食事（夕食）

計

令和3年5月16日（夕食）～5月31日（朝食）

令和3年5月31日（昼食）～7月1日（朝食）

別紙

3 食事（夕食）
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調達要求番号： ２ＲＷＯ１ＣＲ００３０ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物  品  番  号  仕  様  書  番  号 

食事（昼食・夕食） 

Ｈｏｓｐ－ＭＥＡＬ－００３０ 

防衛大臣承認  

作    成 令和４年６月８日 

変    更  

作成部隊等名 自衛隊阪神病院給食課 

1 適用範囲 

この仕様書は、新型コロナウイルスワクチンの大阪大規模接種会場運営に係る隊員等

の食事に適用する。 

 

2 喫食期間（基準） 

 令和４年７月１日（金）～７月３１日（日） 

新型コロナウイルスの感染拡大状況、ワクチン接種の実施状況、本事業の運営状況によ

り、期間を変更することがある。 

 

3 喫食人数（基準） 

a) 宿泊ホテル 都シティホテル 

        昼食 ７９セット/日 

         夕食 ７９セット/日 

b)  自衛隊大阪北浜大規模接種会場 日経今橋ビル  

昼食 ４７セット/日 

          夕食 ４７セット/日 

c) 食数は上記のとおりとするも、日々の食数の増減に対応するものとする。 

d) 細部数量については、納品指定日の４日前までに示す。なお数量の通知後の食数の

増減に対応できるものとする。 

e)  新型コロナウイルスの感染拡大状況、ワクチン接種の実施状況、本事業の運営状

況により、発注数量は予定数量と乖離することがあるので、今後の大規模接種会場の勤

務状況に変化が生じた際は、その食数において対応するものとする。 

 

4 内容 

4.1 弁当の種類 

  細部種類及び要領は調達品目表による。 

4.2 献立 

a) 献立の構成（基準） 
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1 (金) 昼食 お弁当 １、２、サラダ１ 1 (金) 夕食 お弁当 ３、４

2 (土) 昼食 お弁当 ５、６ 2 (土) 夕食 お弁当 ７、８

3 (日) 昼食 お弁当 ９、10 3 (日) 夕食 お弁当 11、12

4 (月) 昼食 お弁当 13、14、サラダ２ 4 (月) 夕食 お弁当 15、16

5 (火) 昼食 お弁当 17、18 5 (火) 夕食 お弁当 19、20

6 (水) 昼食 お弁当 21、22、サラダ３ 6 (水) 夕食 お弁当 23、24

7 (木) 昼食 お弁当 25、26 7 (木) 夕食 お弁当 27、28

8 (金) 夕食 お弁当 29、30

9 (土) 昼食 お弁当 31、32 9 (土) 夕食 お弁当 33、34

10 (日) 昼食 お弁当 35、36 10 (日) 夕食 お弁当 37、38

11 (月) 昼食 お弁当 39、40、サラダ４ 11 (月) 夕食 お弁当 41、42

12 (火) 昼食 お弁当 43、44 12 (火) 夕食 お弁当 45、46

13 (水) 昼食 お弁当 47、48、サラダ５ 13 (水) 夕食 お弁当 49、50

14 (木) 昼食 お弁当 51、52 14 (木) 夕食 お弁当 53、54

15 (金) 昼食 お弁当 55、56、サラダ１ 15 (金) 夕食 お弁当 57、58

16 (土) 昼食 お弁当 59、60 16 (土) 夕食 お弁当 61、62

17 (日) 昼食 お弁当 63、64 17 (日) 夕食 お弁当 65、66

18 (月) 昼食 お弁当 １、２、サラダ２ 18 (月) 夕食 お弁当 67、68

19 (火) 昼食 お弁当 69、70 19 (火) 夕食 お弁当 71、72

20（水）昼食 お弁当 21、22、サラダ３ 20 (水) 夕食 お弁当 ８、16

21 (木) 昼食 お弁当 ９、10 21 (木) 夕食 お弁当 19、20

22 (金) 夕食 お弁当 23、24

23 (土) 昼食 お弁当 17、18 23 (土) 夕食 お弁当 ７、15

24 (日) 昼食 お弁当 25、26 24 (日) 夕食 お弁当 29、30

25 (月) 昼食 お弁当 55、56、サラダ４ 25 (月) 夕食 お弁当 73、74

26 (火) 昼食 お弁当 ６、31 26 (火) 夕食 お弁当 57、58

27 (水) 昼食 お弁当 47、48、サラダ５ 27 (水) 夕食 お弁当 ３、４

28 (木) 昼食 お弁当 59、60 28 (木) 夕食 お弁当 41、42

29 (金) 昼食 お弁当 39、40、サラダ１ 29 (金) 夕食 お弁当 35、36

30 (土) 昼食 お弁当 43、44 30 (土) 夕食 お弁当 51、52

31 (日) 昼食 お弁当 45、46 31 (日) 夕食 お弁当 33、34

日（曜日）種類 種類日（曜日）

 



3 

 

 

b) お弁当の種類は、７４種類以上とし、調達品目表で示したものとする。 

c) 一度の食事に納品するお弁当は、昼食・夕食は２種類以上とすること。なお、細部

数量は発注時に示す。 

d) 昼食納品時には、お弁当一つにつきペットボトル又は紙パックのお茶１本を付属す

ることとする。 

e) 各食には、おしぼり及び使い捨ての個包装された箸等を付属することとする。 

f) 消費期限は当日で、常温保存が可能なものとする。 

g) 献立の構成及び種類に変更がある場合は、その都度官側と協議するものとする。 

4.3 包装及び表示 

a)  弁当箱又はプラスチック容器で包装し、外装は段ボール箱入りとする。 

b) 弁当名、内容量、アレルゲン表示、賞味期限等食品表示法に定められた必要な表示

を行うものとする。なお、各種業者により表示要領等が異なる場合は、その都度官側と

調整を行う。 

4.4 見本提出 

4.4.1 提出要領 

 調達要領指定書による。 

4.4.2 見本選定 

 提出された見本が、選定の結果不合格となった場合は当該品目の入札書（見積書）は

無効とする。 

 

5 納品方法 

5.1 納品場所 

a) 宿泊ホテル 都シティ大阪本町（大阪府大阪市中央区北久宝寺町１－８－７） 

b) 自衛隊大阪北浜大規模接種会場 日経今橋ビル（大阪府大阪市中央区今橋１－３－

３） 

それぞれの納品場所へ、それぞれの発注数を納品すること。細部は発注時に示す。 

5.2  納品時間等 

 下記の時間を基準とするが、不具合等生じた場合は、適宜変更に応じるものとする。 

 時  間 場  所 

昼食 
喫食当日の１０：２０ 宿泊ホテル 都シティ大阪本町 

喫食当日の１０：４０ 自衛隊大阪北浜大規模接種会場 日経今橋ビル 

夕食 
喫食当日の１５：５０ 宿泊ホテル 都シティ大阪本町 

喫食当日の１６：１０ 自衛隊大阪北浜大規模接種会場 日経今橋ビル 

5.3 納品要領 

a)  発注数とは別に、契約相手方の負担において納品した商品と同じ商品（１セット）

を保存用としてマイナス２０℃以下で２週間保存し、官側の求めに応じて提供すること

とする。 

b) 調理作業等、官側が衛生検査を実施する場合がある。 
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c) 納入時間前８時間以内に衛生的に製造されたもので、納品時における残存賞味時間

４時間以上とすること。 

d) 納入には１５～２０℃の保冷車を使用し、衛生的に運搬すること。 

e) 納品について、納品要領に係る変更等を余儀なくされた場合については、官側と調

整する。 

f) 納品書は官側が示す定型用紙を使用する。 

g) 細部については別示する。 

 

6 その他 

a) 本仕様書に疑義を生じた場合は、官側と協議し決定するものとする。 

b) 受託者の新型コロナウイルスへの感染等発生時の対応は以下のとおりとする。 

 1) 業務従事者の体調不良、陽性又は陽性疑い、濃厚接触者への指定、家族等同居者 

  等の罹患が判明した場合、直ちに官側へ報告する。 

2) 報告後は、必要に応じて行動履歴等を官側へ提出するものとする。 

c) 受託者は保全について、以下を遵守すること。 

 1) 受託者は、業務上、取り扱う個人情報の適切な管理を行うとともに、業務上知り 

 得た業務の内容及び個人情報に関する秘密を第三者に漏らし、又は利用してはなら 

 ない。また、受託者は、従事者についてもこれを遵守させるものとする。 

 2) 受託者は、防衛省・自衛隊の行動に関する情報について関係者以外へ流出しない 

 ようにしなければならない。 

d) 前各号は、契約の解除または契約期間終了後も同様とする。 
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調達品目表 

調達要求番号 ２ＲＷＯ１ＣＲ００３０ 作成部隊等名 自衛隊阪神病院給食課 

調達要求年月日 令和４年６月８日 作成年月日 令和４年６月８日 

仕様書番号 Ｈｏｓｐ－ＭＥＡＬ－００３０ 

１ 調達品目  

品名 製品名 内容品名等 

お弁当 1 

〇おかずたっぷり幕の

内弁当 

（お弁当のハイクック） 

〇鮭塩焼き、ちくわ天ぷら、エビフライ、ハンバーグ、

ポテトサラダ、梅干し、季節の副菜等 

〇ごはん 

お弁当 2 

〇おかずたっぷり中華

弁当 

（お弁当のハイクック） 

〇春巻、唐揚げ、エビ天ぷら、チンジャオロース、だし

巻き玉子、揚げ焼売、季節の副菜 

〇炒飯 

お弁当 3 
〇月 

（旬彩 りんと） 

〇グリルチキン、野菜炒め、季節の副菜３種 

〇炊き込みご飯 

お弁当 4 
〇桜 

（旬彩 りんと） 

〇キスのあんかけ、豚の生姜焼き、季節の副菜３種 

〇炊き込みご飯 

お弁当 5 
〇台湾焼きそば 

（中華料理 福） 

〇台湾焼きそば 

お弁当 6 

〇ピリ辛本格麻婆豆腐

の中華弁当 

（中華料理 福） 

〇麻婆豆腐、唐揚げ、ザーサイ等 

〇ごはん 

お弁当 7 

〇牛飯と旬野菜の天ぷ

ら満腹弁当 

（夢ノ香） 

〇筑前煮、だし巻き玉子、３種の野菜天ぷら、牛カルビ、

甘露煮等 

〇ごはん 

お弁当 8 

〇ヘレカツと炭火焼鳥

のダブル弁当 

（夢ノ香） 

〇筑前煮、だし巻き玉子、ヘレカツ、焼鳥、甘露煮等 

〇ごはん 

お弁当 9 
〇牛たん弁当（たれ） 

（牛たん炭焼 利久） 

〇牛たん焼きたれ和え、牛タン入り南蛮味噌 

〇麦入りご飯 

お弁当 10 
〇牛たん弁当（塩） 

（牛たん炭焼 利久） 

〇牛たん焼き塩だれ和え、牛タン入り南蛮味噌 

〇麦入りご飯 

お弁当 11 

〇豚の生姜焼き 

（卓樂） 

〇豚生姜焼き、鯖の塩焼き、筑前煮、だし巻き玉子、甘

露煮、ポテトサラダ、季節の副菜３種等 

〇ごはん 

お弁当 12 

〇チーズ on ハンバーグ

弁当 

（卓樂） 

〇チーズ on ハンバーグ、鯖の塩焼き、筑前煮、だし巻

き玉子、甘露煮、ポテトサラダ、季節の総菜３種 

〇ごはん 

お弁当 13 

〇チキン南蛮弁当 

（お弁当のハイクック） 

〇チキン南蛮弁当、スパゲティ、ポテトサラダ、揚げ焼

売、季節の副菜等 

〇ごはん 

お弁当 14 

〇幕の内弁当 DX 

（お弁当のハイクック） 

〇鮭塩焼き、ちくわ天ぷら、エビフライ、ミートボール、

だし巻き玉子、ポテトサラダ、季節の副菜等 

〇ごはん 

a） 
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品名 製品名 内容品名等 

お弁当 15 

〇鮭塩焼きと明太子彩

り野菜カツのダブル弁

当 

（夢ノ香） 

〇鮭の塩焼き、明太子カツ、筑前煮、だし巻き玉子、甘

露煮等 

〇ごはん 

お弁当 16 

〇豚カルビ飯（オニオン

と芋フライ）満腹弁当 

（夢ノ香） 

〇筑前煮、だし巻き玉子、玉葱と芋フライ、豚カルビ、

甘露煮 

〇ごはん 

お弁当 17 

〇２段重 手作り焼き

豚弁当 

（肉割烹 山下） 

〇手作り焼き豚、玉子焼き、蒸し野菜、筍の土佐煮、ひ

じき、小松菜のお浸し、紅白なます等 

〇ごはん 

お弁当 18 

〇２段重グリルチキン

弁当 

（肉割烹 山下） 

〇グリルチキン、蒸し野菜、筍の土佐煮、ひじき、小松

菜のお浸し、紅白なます等 

〇ごはん 

お弁当 19 
〇ホイコーロー弁当 

（Baku-Baku 弁当） 

〇回鍋肉、春巻、惣菜 

〇ごはん 

お弁当 20 
〇エビチリ弁当 

（Baku-Baku 弁当） 

〇エビチリ、春巻、惣菜 

〇ごはん 

お弁当 21 
〇カツカレー 

（お弁当のハイクック） 

〇仕切られた容器にごはん、カレーをいれ、とんかつを

トッピングしたもの 

お弁当 22 
〇ソーセージカレー 

（お弁当のハイクック） 

〇仕切られた容器にごはん、カレーをいれ、ソーセージ

４本をトッピングしたもの 

お弁当 23 

〇和牛すき焼き弁当 

（角や） 

〇和牛すき焼き、だし巻き玉子、なすの煮びたし、酢の

物、肉団子等 

〇ゆかりごはん 

お弁当 24 

〇ぶり大根弁当 

（角や） 

〇ぶり大根、だし巻き玉子、なすの煮びたし、酢の物、

肉団子等 

〇ゆかりごはん 

お弁当 25 

〇黒毛和牛粗びきハン

バーグサンド 

（S-Witch-D） 

〇黒毛和牛粗びきハンバーグ、薄焼き卵、チーズ、ベー

コン、極細ポテトフライ、オニオンリング、特製サンド

パン 

お弁当 26 
〇黒毛和牛焼肉サンド 

（S-Witch-D） 

〇黒毛和牛焼肉、サラダ、極細ポテトフライ、オニオン

リング、特製サンドパン 

お弁当 27 
〇のり弁スペシャル 

（Baku-Baku 弁当） 

〇メンチカツ、唐揚げ２個、白身フライ、惣菜 

〇鶏そぼろごはん 

お弁当 28 

〇阿波尾鶏ハンバーグ

スペシャル 

（Baku-Baku 弁当） 

〇阿波尾鶏ハンバーグ、トマトソース、惣菜 

〇ごはん 

お弁当 29 

〇鯛めしともち豚の照

り焼き 

（鯛匠 えびす） 

〇もち豚の照り焼き、季節の総菜等 

〇鯛めし 

お弁当 30 

〇鯛めしと地鶏の照焼

き 

（えびす） 

〇地鶏の照り焼き、季節の総菜等 

〇鯛めし 

お弁当 31 
〇天津飯 

（中華料理 福） 

〇天津飯 
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品名 製品名 内容品名等 

お弁当 32 
〇油淋鶏の中華弁当 

（中華料理 福） 

〇油淋鶏、にら玉子、ザーサイ 

〇ごはん 

お弁当 33 

〇黒豚そぼろの二色弁

当 

（とんかつ まい泉） 

〇ヒレカツ、つくね串、ポテトサラダ、さつま芋甘露煮 

〇黒豚そぼろごはん、玉子そぼろごはん 

お弁当 34 

〇いろどり弁当 

（とんかつ まい泉） 

〇一口ヒレカツ、ポテトコロッケ、鶏唐揚げ、煮物など 

〇玉子そぼろ乗せごはん、黒豚そぼろ乗せごはん、鮭フ

レーク乗せごはん 

お弁当 35 

〇神戸牛ハンバーグ膳 

（日本料理 文楽） 

〇神戸牛ハンバーグ、玉子焼き、ポテトサラダ、季節の

総菜等 

〇ごはん 

お弁当 36 
〇鶏の照焼き膳 

（日本料理 文楽） 

〇鶏の照り焼き、しぐれ煮、玉子焼き、季節の総菜等 

〇ごはん 

お弁当 37 

〇ポークソテー＆天然

エビフライ・季節の８種

のサラダ 

（グリル Gate） 

〇ポークソテー、天然エビフライ、８種のサラダ等 

〇ごはん 

お弁当 38 

〇特製トマトソースポ

ークカツレツ＆Gate パ

スタ・季節の８種のサラ

ダ 

（グリル Gate） 

〇ポークカツレツ（特製トマトソース）、パスタ、８種

のサラダ等 

〇ごはん 

お弁当 39 

〇豚の生姜焼き＆エビ

フライ 

（お弁当のハイクック） 

〇豚生姜焼き、エビフライ、鶏唐揚げ、天ぷら、揚げ焼

売、季節の副菜等 

〇ごはん 

お弁当 40 

〇天ぷら＆焼肉弁当 

（お弁当のハイクック） 

〇エビ天ぷら、鶏天ぷら、さつま芋天ぷら、蓮根天ぷら、

焼肉、揚げ焼売、季節の副菜等 

〇ごはん 

お弁当 41 

〇豊６マス幕の内 

（六文銭） 

〇六マスに仕切られた容器に、あんかけしんじょう、煮

物盛り合わせ、小鉢盛り合わせ、肉そぼろごはん等が収

められたもの 

お弁当 42 

〇松花堂 鶏ももの炭

火焼き 

（六文銭） 

〇炭火焼鶏もも肉、煮物盛り合わせ、小鉢盛り合わせ、

玉子焼き、肉団子等 

〇ごはん 

お弁当 43 

〇黒毛和牛すじ旨煮弁

当 

（グー弁当） 

〇黒毛和牛すじ旨煮、惣菜３種、ロースハム 

〇ごはん 

お弁当 44 
〇厚切りかつ丼 

（グー弁当） 

〇かつ丼、漬物 

お弁当 45 

但馬牛ステーキと鮭の

塩焼き SP 

（夢ノ香） 

〇筑前煮、だし巻き玉子、但馬牛ステーキ、鮭の塩焼き、

甘露煮等 

〇ごはん 

お弁当 46 

〇但馬牛ハンバーグと

塩唐揚げ SP 

（夢ノ香） 

〇但馬牛ハンバーグ、塩唐揚げ、筑前煮、だし巻き玉子、

甘露煮等 

〇ごはん 
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品名 製品名 内容品名等 

お弁当 47 
〇エビフライカレー 

（お弁当のハイクック） 

〇仕切られた容器にごはん、カレーをいれ、エビフライ

をトッピングしたもの 

お弁当 48 
〇ハンバーグカレー 

（お弁当のハイクック） 

〇仕切られた容器にごはん、カレーをいれ、ハンバーグ

をトッピングしたもの 

お弁当 49 

〇鶏もも１枚すき焼き 

（心斎橋 かぐら） 

〇鶏ももすき焼き、ポテトサラダ、玉子焼き、肉団子、

赤ウインナー、なます等 

〇ごはん 

お弁当 50 

〇ジャンボチキン南蛮 

（心斎橋 かぐら） 

〇鶏もも１枚チキン南蛮、玉子焼き、肉団子、赤ウイン

ナー、なます等 

〇ごはん 

お弁当 51 
〇雅 六マス幕の内 

（六文銭） 

〇餡掛けしんじょう、煮物盛り合わせ、小鉢盛り合わせ 

〇季節の炊き込みご飯 

お弁当 52 

〇新・和洋 12 マス弁当 

（六文銭） 

〇牛すき焼き、わさび菜のお浸し、カニ爪フライ、鯖塩

焼き、唐揚げ、玉子焼きポテトサラダ等 

〇ごはん 

お弁当 53 
〇おにぎり焼肉弁当 

（Baku-Baku 弁当） 

〇焼肉、惣菜２種 

〇鶏そぼろおにぎり、鮭おにぎり 

お弁当 54 
〇冷しゃぶ弁当 

（Baku-Baku 弁当） 

〇冷しゃぶ、惣菜３種 

〇ごはん 

お弁当 55 〇やわらかトンカツ弁

当 

（お弁当のハイクック） 

〇とんかつ、だし巻き玉子、鶏唐揚げ、ポテトサラダ、

揚げ焼売、季節の副菜 

〇ゆかりごはん 

お弁当 56 〇焼肉＆ハンバーグ弁

当 

（お弁当のハイクック） 

〇デミグラスハンバーグ、エビチリ、ミックスベジタブ

ル、スパゲティ、焼肉、ポテトサラダ、季節の副菜等 

〇ごはん 

お弁当 57 〇彩り彩膳 若菜ご飯 

（菜処 いち花） 

〇筑前煮、なます、ひじき、切干大根、肉団子、玉子、

漬物、南瓜煮、しのだ巻き、小松菜等 

〇若菜ご飯 

お弁当 58 〇彩り彩膳 梅ご飯 

（菜処 いち花） 

〇筑前煮、なます、ひじき、切干大根、肉団子、玉子、

漬物、南瓜煮、しのだ巻き、小松菜等 

〇梅ご飯 

お弁当 59 〇ジャージャー麵 

（中華料理 福） 

〇ジャージャー麺、チンゲンサイ等 

お弁当 60 〇彩り回鍋肉の中華弁

当 

（中華料理 福） 

〇回鍋肉、唐揚げ、ザーサイ等 

〇ごはん 

お弁当 61 〇牛たんお手頃御膳 

（牛たん炭焼 利久） 

〇玉子焼き、牛タン南蛮味噌和え、牛タンたれ和え、笹

蒲鉾、牛タンやわらか煮、ひじき煮等 

〇ごはん 

お弁当 62 〇牛たんまかない弁当 

（牛たん炭焼 利久） 

〇牛タンやわらか煮、鶏卵加工品、牛タン入り南蛮味噌

等 

〇麦入りご飯 

お弁当 63 〇ミックスサンド（ヒ

レ・エビ） 

（とんかつ まい泉） 

〇ヒレカツサンド（３切）、エビカツサンド（３切） 
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お弁当 64 〇ごちそうの海苔弁当 

（とんかつ まい泉） 

〇ヒレ一口カツ、ポテトコロッケ、エビフライ、煮卵、

銀鮭塩焼き、さつまいもの甘露煮、切干大根 

〇おかか海苔ごはん 

お弁当 65 〇牛焼肉と鯖のコンビ

満腹弁当 

（夢ノ香） 

〇筑前煮、だし巻き玉子、焼肉、鯖、甘露煮 

〇ごはん 

お弁当 66 〇ハンバーグとエビの

太っちょフライダブル

弁当 

（夢ノ香） 

〇筑前煮、だし巻き玉子、ハンバーグ、エビフライ、甘

露煮等 

〇ごはん 

お弁当 67 〇神戸牛焼肉膳 

（日本料理 文楽） 

〇神戸牛焼肉、玉子焼き、ポテトサラダ、季節の総菜等 

〇ごはん 

お弁当 68 〇ブリの照焼き膳 

（日本料理 文楽） 

〇ブリの照り焼き、しぐれ煮、玉子焼き、季節の総菜等 

〇ごはん 

お弁当 69 〇２段重照り焼きチキ

ン弁当 

（肉割烹 山下） 

〇鶏照り焼き、うずら卵、蒸し野菜、筍の土佐煮、ひじ

き、小松菜のお浸し、紅白なます 

〇ごはん 

お弁当 70 〇２段重厳選トンテキ

弁当 

（肉割烹 山下） 

〇厳選豚のトンテキ、蒸し野菜、筍の土佐煮、ひじき、

小松菜のお浸し、紅白なます 

〇ごはん 

お弁当 71 〇チキングリル弁当 

（卓樂） 

〇チキングリル、鯖の塩焼き、筑前煮、だし巻き玉子、

さつまいもの甘露煮、ポテトサラダ、季節の総菜３種等 

〇ごはん 

お弁当 72 〇あじフライ弁当 

（卓樂） 

〇あじフライ２尾、鯖の塩焼き、だし巻き玉子、さつま

いもの甘露煮、ポテトサラダ、季節の総菜３種 

〇ごはん 

お弁当 73 〇たっぷりロースカツ

弁当 

（とんかつ まい泉） 

〇ロースカツ（大）、煮物、切干大根 

〇ごはん 

お弁当 74 〇やわらかヒレカツ弁

当 

（とんかつ まい泉） 

〇ヒレカツ（大）、煮物、切干大根 

〇ごはん 

サラダ１ 〇コールスロー 

〇コールスロー、ミニトマト、胡瓜、千切り人参等 

総重量５０ｇ程度（ドレッシング別添えなど、味付きの

もの） 

サラダ２ 〇グリーンサラダ 

〇レタス、キャベツ、ベービーリーフ等 

総重量５０ｇ程度（ドレッシング別添えなど、味付きの

もの） 

サラダ３ 〇コーンサラダ 

〇キャベツ、コーン千切り人参等 

総重量５０ｇ程度（ドレッシング別添えなど、味付きの

もの） 

サラダ４ 〇海藻サラダ 

〇海藻ミックス、レタス、ブロコッリー等 

総重量５０ｇ程度（ドレッシング別添えなど、味付きの

もの） 

 



１０ 

 

上記の製品又は同等以上のもの。（他社製品を含む。） 

注   この調達品目表に記載した食品等名は,食品を選定するときの参考とし 

    て例示したものであり、当該食品等を指定するものではない。 

2 その他 

調達要領指定書で示すものとする。 

 

a) 



調達要領指定書

発簡番号

調達要求番号 ２ＲＷＯ１ＣＲ００３０

調達要求年月日 令和４年６月８日

作成部隊 自衛隊阪神病院総務部給食課

作成年月日 令和４年６月８日

品 名 食事（昼食・夕食）

指定事項

1 同等品審査

調達品目のうち調達品目表に記載のない品及び同等品（後継製品を含む。）の場合は入札に
先立ち、同等品を契約担当官に提出し、品名、内容量等（カタログ等で確認できる場合を除
く。）について同等審査を受けるものとする。細部は官側と調整する。

1.1 同等品審査書類の提出期限

令和４年６月１７日（金）

1.2 提出要領

同等品審査申請書の定型用紙は、自衛隊阪神病院入札情報よりダウンロードし、会計課へ提
出するものとする。

2 見本提出

2.1 提出品目

仕様書5.2a)献立の構成に示す合計２回分のお弁当を契約担当官に提出する。

2.2 提出日

令和４年６月１７日（金）１０００～１２００

2.3 提出場所

自衛隊阪神病院総務部給食課

2.4 提出要領

通常見本品を提出とするが、やむを得ない都合により本品の提出が困難なお弁当については、
事前に官側と調整をしてお弁当の製造会社、容量等が明確にわかる資料を提出するものとする。
細部は官側と調整する。

3 献立表の提出

入札前に７月１日（金）から７月３１日（日）までの献立表（案）を作成し、提出するもの
とする。

3.1 献立表の提出期限

令和３年６月２０日（月）

4 調整先

自衛隊阪神病院総務部給食課（内線５０７１）担当者 松尾

１１

献立日 種類 数量

４（月）昼食 お弁当１３、１４、サラダ２ １

１２（日）夕食 お弁当４３、４４ １



 

別 紙  

競 争 入 札 受 付 票 

令和   年  月  日 

入札件名 食事（昼食・夕食） 入札日時 令和４年６月２１日（火）１０１０～ 

仕
様
書
等
受
領
者 

住 所 

 

                        （電 話     －     －     ） 

 

（ＦＡＸ      －      －      ） 

 

（E-ｍail                                    ） 

 

会社名 

 

 

受領者（役職・氏名） 

 

 

 

※名刺を頂戴することで、本欄の記載を省略できます。 

 

 

  

官
側
使
用
欄 

申 込 手 段 
来 隊 

電 話（  ． ． ） 
資 格 決 定 通 知 書 有 ・ 無 

仕 様 書 等 の 交 付 手交 ・ 郵便 ・ メール 郵  便  入  札 有 ・ 無 

入 札 参 加 確 認 有 ・ 無 入  札  出  欠 出 ・ 欠 

 

 

 

 

 

 

 


