
 

公   告  第９８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（朝食おにぎり）ほか２件（細部「品目等内訳書」のとおり） 

(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３０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）



ページ

銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

2RW410500260

  1

グループ

2RW01CR0019 RA   3,906.00

食事（朝食おにぎり）

仕様書のとおり

HOSP-MEAL-0019

各地（仕様書による）

各地（仕様書による）

各地（仕様書による）

令和4年6月30日～令和4年7月31日

1

0001

2RW01CR0020 RA   3,906.00

食事（朝食助六寿司）

仕様書のとおり

HOSP-MEAL-0020

各地（仕様書による）

各地（仕様書による）

各地（仕様書による）

令和4年6月30日～令和4年7月31日

2

0001

2RW01CR0028 RA   3,906.00

食事（巻き寿司（８貫）他）

仕様書のとおり

HOSP-MEAL-0028

各地（仕様書による）

各地（仕様書による）

各地（仕様書による）

令和4年6月30日～令和4年7月31日

3

0001

‐　以　下　余　白　‐
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調達要求番号：ＲＷＯ１ＣＲ００１９ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物  品  番  号  仕  様  書  番  号 

食事（朝食おにぎり） 

Ｈｏｓｐ－ＭＥＡＬ－００１９ 

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規模接種会場運営に係る隊員等の食

事（朝食）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）のうち水曜日 

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） 

 宿泊ホテル 都シティホテル ７９食/日 

 自衛隊大阪北浜大規模接種会場 日経今橋ビル ４７食/日 

a) 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。 

b) 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。 

c)  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 献立 

a) 献立の構成（基準） 

曜日 セット内容 

水 おにぎり（２種各１個ずつ） 

4.2 内容 

a) おにぎりの種類は鮭、梅しらす、とりそぼろ、昆布、ばら寿司、五目等とする 

b) チルド・冷凍のどちらの状態でも納品できること。なお、どちらの状態で納品する

かは、気温などを考慮して別示する。 

c) チルドで納品したものは、翌朝に喫食するまで常温で保存が可能であること。冷凍

で納品したものは、常温で自然解凍が可能であり、翌朝に喫食するまで常温で保存
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が可能であること。 

d) 冷凍で納品したものについては、解凍後も食感・味等を損ねないものであること。 

e) １週間のうちに同じ商品がないようにすること。 

f) １セットにつき、使い捨ての個包装された箸１膳を付属することとする。 

g) 献立内容について、入札前に自衛隊阪神病院給食課に通知するものとする。また、

献立内容について、必要に応じて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) 包装は商慣習により、製造工場の元詰品とする。 

b) 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。 

4.4 見本提出 

4.4.1 提出要領 

a) 見本品の種類 

 冷凍された状態のおにぎり２種（種類は 4.2 a）を参考に随意） 

b) 提出期限 

 令和４年６月１７日（金）１２００ 

c) 提出場所 

 自衛隊阪神病院給食課 

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、細部については適宜官側と調整するものとする。 

時間 場所 

喫食前日の１６：００頃 宿泊ホテル 都シティ大阪本町 

喫食前日の１６：１０頃 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、契約相手側の負担において、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)  衛生的に運搬すること。 

d) 官側の求めに応じて、商品を保存する保管箱（保冷剤付き）で納品すること。その  

際、保管箱の返却は翌朝以降とする。 

e) 納品書は官側が示す定型用紙を使用する。 

f) 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。 

  



1 

 

調達要求番号：ＲＷＯ１ＣＲ００２０ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物  品  番  号  仕  様  書  番  号 

食事（朝食助六寿司） 

Ｈｏｓｐ－ＭＥＡＬ－００２０ 

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規模接種会場運営に係る隊員等の食

事（朝食）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）のうち金曜日 

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） 

 宿泊ホテル 都シティホテル ７９食/日 

 自衛隊大阪北浜大規模接種会場 日経今橋ビル ４７食/日 

a) 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。 

b) 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。 

c)  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 献立 

a) 献立の構成（基準） 

曜日 種類 

金 助六寿司１セット 

4.2 内容 

a) 助六寿司は「いなり３貫・巻き寿司２貫」を１セットとしたものとする。 

b) チルド・冷凍のどちらの状態でも納品できること。なお、どちらの状態で納品する

かは、気温などを考慮して別示する。 

c) チルドで納品したものは、翌朝に喫食するまで常温で保存が可能であること。冷凍

で納品したものは、常温で自然解凍が可能であり、翌朝に喫食するまで常温で保存
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が可能であること。 

d) 冷凍で納品したものについては、解凍後も食感・味等を損ねないものであること。 

e) １週間のうちに同じ商品がないようにすること。 

f) １セットにつき、使い捨ての個包装された箸１膳を付属することとする。 

g) 献立内容について、入札前に自衛隊阪神病院給食課に通知するものとする。また、

献立内容について、必要に応じて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) 包装は商慣習により、製造工場の元詰品とする。 

b) 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。 

4.4 見本提出 

4.4.1 提出要領 

a) 見本品の種類 

 助六寿司 

b) 提出期限 

 令和４年６月１７日（金）１２００ 

c) 提出場所 

 自衛隊阪神病院給食課 

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、細部については適宜官側と調整するものとする。 

時間 場所 

喫食前日の１６：００頃 宿泊ホテル 都シティ大阪本町 

喫食前日の１６：１０頃 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、契約相手側の負担において、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)  衛生的に運搬すること。 

d) 官側の求めに応じて、商品を保存する保管箱（保冷剤付き）で納品すること。その  

際、保管箱の返却は翌朝以降とする。 

e) 納品書は官側が示す定型用紙を使用する。 

f) 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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調達要求番号：ＲＷＯ１ＣＲ００２８ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物  品  番  号  仕  様  書  番  号 

食事（巻き寿司（８貫）他） 

Ｈｏｓｐ－ＭＥＡＬ－００２８ 

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規模接種会場運営に係る隊員等の食

事（朝食）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）のうち日曜日 

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） 

 宿泊ホテル 都シティホテル ７９食/日 

 自衛隊大阪北浜大規模接種会場 日経今橋ビル ４７食/日 

a) 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。 

b) 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。 

c)  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 内容 

a) チルド・冷凍のどちらの状態でも納品できること。なお、どちらの状態で納品する 

かは、気温などを考慮して別示する。 

b) チルドで納品したものは、翌朝に喫食するまで常温で保存が可能であること。冷凍  

で納品したものは、常温で自然解凍が可能であり、翌朝に喫食するまで常温で保存が  

可能であること。 

c) 冷凍で納品したものについては、解凍後も食感・味等を損ねないものであること。 
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d) 巻き寿司の内容 

種類 内容 容量 

巻き寿司（８貫） 玉子、椎茸煮、玉子などの具材を海苔と酢飯で

巻いたもので、２センチ幅程度にカットされ

ている物 

８貫 

巻き寿司（４貫） 同上 ４貫 

キンパ巻き寿司（８貫） キンパ風に味付けした具材を白飯・海苔で巻

いたもので、２センチ幅程度にカットしたも

の 

８貫 

キンパ巻き寿司（４貫） 同上 ４貫 

 

4.2 献立 

a) 献立の構成（基準） 

日付 １セットの内容 

7/3（日） 巻き寿司（８貫）、巻き寿司（４貫） 

7/10（日） キンパ巻き寿司（８貫）、キンパ巻き寿司（４貫） 

7/17（日） 巻き寿司（８貫）、巻き寿司（４貫） 

7/24（日） キンパ巻き寿司（８貫）、キンパ巻き寿司（４貫） 

7/31（日） 巻き寿司（８貫）、巻き寿司（４貫） 

b) 概ね均等に発注するものとするが、細部数量は発注時に示す。 

c) １セットにつき、使い捨ての個包装された箸１膳を付属することとする。 

g) 内容について、必要に応じて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) 包装は商慣習により、製造工場の元詰品とする。 

b) 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。 

4.4 見本提出 

4.4.1 提出要領 

a) 見本品の種類 

 冷凍された状態の巻き寿司及びキンパ巻き寿司 

b) 提出期限 

 令和４年６月１７日（金）１２００ 

c) 提出場所 

 自衛隊阪神病院給食課 

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。 
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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、細部については適宜官側と調整するものとする。 

時間 場所 

喫食前日の１６：００頃 宿泊ホテル 都シティ大阪本町 

喫食前日の１６：１０頃 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、契約相手側の負担において、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。 

c)  衛生的に運搬すること。 

d) 官側の求めに応じて、商品を保存する保管箱（保冷剤付き）で納品すること。その  

際、保管箱の返却は翌朝以降とする。 

e) 納品書は官側が示す定型用紙を使用する。 

f) 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。 

  



 

別 紙  

競 争 入 札 受 付 票 

令和   年  月  日 

入札件名 食事（朝食おにぎり等） 入札日時 令和４年６月２１日（火）１０３０～ 

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 

 

 

 

 

 

 

 


