
　分任契約担当官

　自衛隊阪神病院

　会計課長　　横地康弘

　下記のとおり、公告第 100 号（令和4年 6月 8日）件名「海老天かきあげおろしうど

ん他」に係る入札公告を一部変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。

１　変更事項　

 (1)　件名を下記のとおり変更する。

　　　海老天かきあげおろしうどんほか３件（細部「品目等内訳書」のとおり）

 (2)　品目等内訳書を添付のとおり追加する。

 (3)　仕様書（仕様書番号「Ｈｏｓｐ－ＭＥＡＬ－００３２」）を添付のものに変更

　　する。

　　※変更事項

　　　4.1の弁当の種類の表及び4.2a)の献立の構成（基準）にお茶を追加

　　　上記変更に伴い、3 b)に示す１セットの定義及び3 d)に示す数量提示要領を修正

 (4)　１(4)第１段落を下記のとおり変更する。

　　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。

 (5)　7(1)の落札決定方式を下記のとおり変更する。

　　　落札決定方式：単価（予定総価による）

２　入札に関する事項の問い合わせ先

　　〒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)

　　ＭＡＩＬ：　fin-hanshin-hosp-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

３　仕様書及び受電設備等に関する問い合わせ先

　　自衛隊阪神病院給食課　松尾

　　ＴＥＬ　　：　０７２－７８２－０００１ 内線(５０７１)

公告 第 100-1 号

令和 4年 6月13日
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調達要求番号： ２ＲＷＯ１ＣＲ００３２ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物  品  番  号  仕  様  書  番  号 

海老天かきあげおろしうどん他 

Ｈｏｓｐ－ＭＥＡＬ－００３２ 

防衛大臣承認  

作    成 令和４年６月８日 

変    更 令和４年６月１３日 

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 喫食日（基準） 

 令和４年７月 ８日（金） 

 同   ２２日（金） 

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

り変更することがある。 

 

3 発注食数 

a) 基準数量 １２６セット/日 

b) １セットとは、4.1に示す区分「うどん」のうち１種類と区分「サラダ」及び区分

「お茶」に示すサラダとお茶の組み合わせをいう。 

c) 発注数量は上記を基準とするも、日ごとの増減に対応するものとする。 

d)  4.2 a)に示す各うどん、サラダ、お茶の細部数量は、喫食日の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 

区分 種類 内容 

うどん 海老天かきあげおろ

しうどん 

〇うどん（200ｇ程度）、海老天１本、かきあげ１

個、ちくわ磯部揚げ１個、大根おろし 

〇つゆ（別添え） 

塩豚カルビ丼＆おろ

しうどんセット 

〇仕切のある容器にうどん（200ｇ程度）、大根お

ろし、塩豚カルビ丼（ごはん 180ｇ程度） 

〇つゆ（別添え） 
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サラダ サラダ 〇レタス、コーン、ブロッコリーなど３種類以上

の野菜を取り入れたもの 

〇ドレッシング（別添え） 

お茶 お茶 〇200ｍｌ程度 

〇ストロー付き紙パック 

4.2 献立 

a) 献立の構成（基準） 

日付 内容 

7/8（金） 海老天かきあげおろしうどん、塩豚カルビ丼＆おろしうどんセット、サ

ラダ、お茶 

7/22（金） 海老天かきあげおろしうどん、塩豚カルビ丼＆おろしうどんセット、サ

ラダ、お茶 

b) 区分「うどん」は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) 各食には、使い捨ての個包装された箸を付属することとする。 

d) 消費期限は当日で、常温保存が可能なものとする。 

e) お弁当の種類及び献立の構成に変更がある場合は、事前に官側と協議するものとす

る。 

4.3 容器及び表示 

a)  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。 

 

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 

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 

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（うどん２

種及びサラダ）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) 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
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４時間以上とすること。 

d) 衛生的に運搬すること。 

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。 


