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患者給食調理業務委託仕様書 

１．契約名称 

  患者給食調理業務委託契約 

 

２．契約期間 

  令和 5年（2023年）4月 1日より令和 6年（2024年）3月 31日まで 

 

３．用語の定義 

  この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）関係法令 

  以下に掲げる法律、政令、省令、通知の総称をいう。 

 ① 医療法（昭和 23年法律第 205号）第 15条の 3 

 ② 医療法施行令（昭和 23年法律第 326号）第 4条の 7 

 ③ 医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号）第 9条の 10 

 ④ 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（平成 17年 12月 22 日医政発第 1222001号厚

生労働省医政局長通知） 

 ⑤ 病院、診療所等の業務委託について（平成 17 年 12月 22日医政経発第 1222001号厚生労働省医政局経

済課長通知） 

 ⑥ 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等（平成 6 年 8 月 5 日厚生省告示第

238号） 

 ⑦ 食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

 ⑧ HACCP調理室等衛生管理基準 

（２）関係法令等 

  関係法令及び本業務に関する国その他地方自治体による決定事項をいう。 

（３）利用者 

  入院及び外来医療、健康診断、検診その他、医療目的により当院を訪れる者及びその関係者をいう。 

（４）来院者 

  当院を訪れる全ての者をいう。 

 

４．契約目的 

   本契約は、日野市立病院（以下「病院」という。）が関係法令に基づき、病状、生育状況、身体状況、

嗜好等が考慮された美味しい食事を調理・配膳し、治療方針に適合した適切な患者給食を提供することに

より、病院利用者の治療及び回復に資するとともに、市民の健康保持に必要な医療を提供することを目的

とする。 

 

５．基本方針 

（１）関係法令等の遵守 

   乙は、本業務の履行にあたり、関係法令を遵守するとともに関係法令等を精査し、業務に関する社会的

要求を常に意識して業務に関するスキルとノウハウを常に高い状態で維持しつづけなければならない。 

（２）公務従事者としての認識 

   乙は、本業務の履行にあたり、本業務が公的医療機関である病院が市民に医療サービスを提供するもの

であることを十分認識し、公務従事者として自覚をもって受託業務を継続的・安定的に実施しなければな

らない。 

（３）安全衛生管理の徹底 

   乙は、本業務の履行にあたり、甲の運営方針に沿ってその職務を忠実に実践するとともに、職場の安全

管理を徹底し、常に清潔な業務実施環境を維持していなければならない。 

（４）的確な調理調整 

   乙は、患者給食調理業務が患者に対する治療行為の一環としておこなわれることを認識の上で献立を作

成するとともに、甲の承認した献立に基づき、所要の栄養量及び食品衛生の安全が確保できる適正な食品

材料を使用し、治療食として的確な調理調整をおこなうものとする。 

（５）適時適温給食の実施 

   乙は、甲の指定した方法により適時適温給食を実施し、選択食や各季節の行事食、出産祝膳等に関わる

食事を供すること。 
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（６）患者サービスの向上 

   乙は、患者に喜ばれる美味しい給食を提供するため、日々の創意工夫を怠ってはならない。 

 

６．業務内容等 

（１）業務範囲 

   病院における患者給食調理業務は、栄養管理業務、調理作業管理業務、給食材料管理業務、施設管理業

務、衛生管理業務、その他業務の 6区分に分割して運営されている。各管理区分において甲が担当する業

務と乙が担当する業務（甲が乙に委託する業務の範囲）は、別表①「患者給食調理業務分担表」のとおり

とする。 

（２）業務内容 

   各管理区分における乙が担当する業務の概要及び留意事項は、別表②「業務内容」のとおりとする。た

だし、業務内容に記載されていない事項であっても、患者給食調理業務の実施において当然に必要となる

事項については、甲の指示に基づき乙が実施する。また、各業務において病院独自の手法等がある場合に

おいては、乙はこれを尊重する。 

（３）業務実施時間 

   原則として、午前 4 時 00 分より午後 10 時 00 分までとし、必要に応じて甲と乙との協議により決定す

るものとする。基本的に業務は毎日おこない、平日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律 178号）

に規定する休日及び 12月 29日から翌年の 1月 3日までの日等においても同様とする。 

（４）業務実施場所 

   日野市立病院内厨房、各病棟ほか 

（５）患者給食の種類等 

 ① 患者給食の種類は、患者の病状等により食材や調理方法を 19区分・85食種に分割。詳細は別表③「食

事基準」のとおりとする。 

 ② 給食の数量 

   病床規模（300 床）の 85％にて試算。別表④「一日あたり予定給食数（平成 28～30 年度提供食数平均

値）」を参考とする。 

 ③ 給食の時間 

   以下のとおりとする。 

 ａ．食事の配膳時間 

    配膳開始時間 喫食開始時間 下膳開始時間 

朝食 7：50～8：00 8：00～8：10 9：00～9：20 

おやつ 1 9：50～10：00 10：00～10：10 11：50～12：00 

昼食 11：50～12：00 12：00～12：10 13：00～13：20 

おやつ 2 14：50～15：00 15：00～15：10 17：50～18：00 

夕食 18：00～18：10 18：10～18：20 19：00～19：20 

おやつ 3 19：50～20：00 20：00～20：10 8：00～8：10 

   ※喫食時間「間食 3」の下膳開始時間は翌朝 

ｂ．哺乳瓶の配送、空瓶回収 

哺乳瓶の配送 1回目/8：45 2回目/15：00 

哺乳瓶の空瓶回収 1回目/8：45 2回目/15：20 

（６）業務実施体制 

〔A〕業務従事者の配置 

 ① 乙は、以下に掲げる要件の 1つ以上を満たしている者を患者給食調理業務の従事者（以下「業務従事

者」という。）とし、原則として常勤で配置する。 

ａ．患者給食調理業務に関し、知識及び経験を有する栄養士 

  ｂ．患者給食調理業務に関し、知識及び経験を有する調理師 

  ｃ．患者給食調理業務に関し、相当の知識及び経験を有するとして甲が認めた者 

 ② 業務従事者は当該契約において甲が乙に委託するすべての業務をおこなう。 

 ③ 業務従事者の数は、当該業務を安全かつ確実に遂行できる人数をもって定数とし、乙は、配置人数基

準を明確にし、甲へ報告をすること。 
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 ④ 調理及び盛付の業務従事者は、栄養士又は調理師の資格を持つ者もしくは栄養士又は調理師と同等の

知識及び経験を有する者として甲が認めた者とし、原則として病院へ常勤する業務従事者とし、当該業

務について相当の経験を持つ者であること。 

 ⑤ 業務従事者は、心身共に健康で病院給食及び保健衛生に関する知識と良識を兼ね備えた者であること。 

 ⑥ 乙は、業務従事者の変更は極力おこなわないようにするものとし、やむをえず変更するときは、事前

に甲の承諾を得るとともに、業務の質の低下を招かないように配慮すること。 

〔B〕指導助言者の配置 

 ① 乙は、以下に掲げる要件の 1つ以上を満たしている業務従事者を指導助言者とし、原則として常勤で

配置する。 

ａ．病院の管理者の経験を有する医師 

  ｂ．病院給食部門の管理責任者の経験を有する医師 

 ｃ．臨床栄養に関する学識経験を有する医師 

 ｄ．病院における食事、特に特別食の調整に 5年以上の経験を有する管理栄養士 

 ｅ．上に規定する管理栄養士と同等の知識及び経験を有するとして甲及び乙が認め、かつ病院栄養科にお

いて良好な勤務実績を有するとして甲が認めた栄養士 

 ② 指導助言者は、他の患者給食調理業務従事者に対し、以下に掲げる助言指導をおこなう。 

ａ．傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導 

  ｂ．患者の状況に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の維持増進のための栄養指導 

 ｃ．特別の配慮を必要とする給食管理及び栄養改善上必要な助言 

 ③ 指導助言者の定数は 1名とする。 

〔C〕受託責任者の配置 

 ① 乙は、以下に掲げる要件の 1つ以上を満たしている業務従事者を受託責任者とし、原則として常勤で

配置する。 

ａ．患者給食調理業務に関し、相当の知識及び経験を有する栄養士 

  ｂ．患者給食調理業務に関し、相当の知識及び経験を有する調理師 

 ② 受託責任者は、患者給食調理業務に関し、以下に掲げる業務をおこなう。 

ａ．患者給食調理業務に関し必要となる甲との協議 

  ｂ．乙の人事・労務管理、研修・訓練及び健康管理 

 ｃ．施設整備の衛生管理等 

 ｄ．甲及び保健所等の諸検査への立会い及び講習会への参加 

 ③ 受託責任者の定数は 1名とする。 

 ④ 受託責任者は、患者給食調理業務に関する甲の指示とそれに対する対応結果等、必要な事項を記載し

た帳簿類を管理し、受託履行場所に常備していなければならない。 

〔D〕業務現場専任管理栄養士の配置 

 ① 乙は、管理栄養士の資格を有する業務従事者を業務現場専任管理栄養士とし、業務現場に専任で常勤

配置しなければならない。ただし、管理栄養士と同等の知識及び経験を有するとして甲及び乙が認め、

かつ病院栄養科において良好な勤務実績を有するとして甲が認めた栄養士の資格を有する業務従事者

については、業務現場専任管理栄養士とすることができる。 

 ② 業務現場専任管理栄養士は、受託責任者を兼任することができる。 

〔E〕業務従事者の教育 

 ① 乙は、業務従事者に対し、以下に掲げる研修を年に 4回以上実施しなければならない。 

ａ．管理栄養士又は専門知識及び技術を有する者による衛生管理に関する研修 

  ｂ．管理栄養士又は専門知識及び技術を有する者による調理技術に関する研修 

 ｃ．管理栄養士又は専門知識及び技術を有する者による臨床栄養に関する研修 

 ② 乙は、業務従事者に対する研修の実施にあたり、本契約締結後 60 日以内に計画書を提出しなければ

ならない。 

③ 乙は、業務従事者に対し研修を実施したときは、以下に掲げる事項を記載した報告書を甲に提出しな

ければならない。 

ａ．研修実施日 

ｂ．研修を受けた者の氏名 

〔F〕業務従事者の健康管理 

① 乙は、常に業務従事者の健康に留意し、疾病等に罹患した者を業務に従事させてはならない。 

② 乙は、業務従事者に対し、以下に掲げる日程により検査及び健康診断を実施し、甲に書面（原本）に
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て報告をしなければならない。また、異動・入職の際にも健康診断票の原本（日野市立病院用であっ

て、他事業所名は不可）提出を行わなければならない。 

  4月 便検査 1回以上 健康診断 1回 

  5月 便検査 1回以上 

  6月 便検査 2回以上 

  7月 便検査 2回以上 

  8月 便検査 2回以上 

  9月 便検査 2回以上 

  10月 便検査 2回以上 

  11月 便検査 1回以上 

  12月 便検査 1回以上 

  1月 便検査 1回以上 

  2月 便検査 1回以上 

  3月 便検査 1回以上 

 ③ 便検査の内容は以下のとおりとする。 

ａ．赤痢菌族 

  ｂ．腸チフス 

 ｃ．パラチフス菌 

 ｄ．サルモネラ菌族 

 ｅ．ＶＴ産性大腸菌Ｏ－１５７ 

 ④ 健康診断の内容は、以下のとおりとする。 

ａ．問診及び聴打診 

  ｂ．胸部ＸＰ 

 ｃ．尿検査（尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン） 

 ｄ．血液検査（白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数） 

 ｅ．生化学検査（ＡＳＴ、ＡＬＴ、ｒ－ＧＴＰ、尿素窒素、クレアチニン、尿酸） 

 ｆ．視力検査 

 ｇ．聴力検査 

〔G〕業務従事者の服務 

 ① 業務従事者は、常に身体を清潔に保つとともに、常に清潔な衣類を身につけなければならない。 

 ② 業務従事者は、業務現場においては、帽子、上着、エプロン、マスク、ズボン、厨房用シューズを必 

ず着用していなければならない。 

 ③ 業務従事者は、火気の扱いには十分に留意し、点火時その旨を周囲に伝え、消火時においてはその旨

を周囲に伝えるとともに 3秒以上の指差し確認をおこなうこと。 

〔H〕検食結果の受託業務への反映 

 ① 検食簿に記載された改善事項・意見等は、十分検討し、業務実施方法の改善等に反映させること。 

 ② 乙は、甲が希望する場合において、乙の栄養士による検食をおこなわなければならない。 

 ③ 甲の栄養士による検食は甲の費用負担とし、乙の栄養士による検食は乙の費用負担とする。 

 

７．報告及び提出事項 

（１）報告事項 

 ① 乙は、本契約に関し、以下に掲げる事項を甲に報告しなければならない。 

ａ．受託業務の実施に先立ちおこなう業務従事者の健康診断結果及び検便結果 

  ｂ．受託期間中におこなう業務従事者の健康診断結果及び検便結果 

 ② 乙は、業務従事者を変更する場合においても事前に同様の措置をおこなわなければならない。 

 ③ 甲は、乙より提出された業務従事者の健康診断結果及び検査の結果を個人情報として適切に取扱い、

契約期間終了後速やかに乙に返還又は安全確実な方法により廃棄するものとする。 

（２）提出事項 

 ① 乙は、本契約に関し、以下に掲げる資料を甲に提出しなければならない。 

ａ．業務従事者の調理師・栄養士・管理栄養士の免許の「写し」 

  ｂ．標準作業計画書 

 ｃ．勤務計画書 

 ｄ．業務日誌 
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 ② 乙は、毎月 25日までに翌月の勤務計画表を作成し、甲に提出しなければならない。 

 ③ 乙は、既に提出した勤務計画表を変更する場合は、事前に報告し、甲の承認を得なければならない。 

 ④ 業務日誌は甲の定める書式とし、当該業務実施日の次の業務実施日に提出しなければならない。 

 ⑤ 業務日誌には、以下に掲げる事項を記載しなければならない。 

ａ．機器の保守点検状況 

  ｂ．機器の衛生管理状況 

 ｃ．機器の保守点検状況及び衛生管理状況に関する対応 

 ｄ．施設及び設備の清掃状況 

 ｅ．施設及び設備の清掃状況に関する対応 

 ｆ．調理、盛付、配膳状況 

 ｇ．調理、盛付、配膳状況に関する対応 

 ｈ．その他、残食状況等の業務上の報告事項及び患者様からの御意見等 

 ⑥ 甲は、乙より提出された業務従事者の免許の「写し」を個人情報として適正に取扱い、契約期間終了

後速やかに乙に返還又は安全確実な方法により廃棄するものとする。 

 

８．費用負担 

  本契約に関する甲と乙との費用負担は、別表⑥のとおりとする。 

 

９．料金の請求及び支払方法 

（１）請求方法 

 ① 乙は、甲の指定した書式により該当月分の請求書を作成し、必要に応じて該当月分の請求内容に関す

る内容明細を添えて、翌月の 10日までに甲に請求するものとする。 

 ② 乙は、甲より該当月分の請求内容に関する内容明細の電子データによる提出を求められたときは、た

だちにこれに応じなければならない。この場合において、電子データはエクセルベースとし、ウェブメ

ールによる提出とする。（h-soumu@city.hino.lg.jp） 

（２）請求内容の審査と料金の支払 

 ① 甲は、乙から料金の請求を受けたときは、速やかに乙の請求内容を審査するものとする。 

 ② 甲は、乙からの請求を審査し適正と認めたときは、請求を受けた月の月末までに口座振替の方法によ

り委託料を支払うものとする。 

 

１０．その他特記事項 

（１）業務に関する報告と改善 

 ① 甲は、乙による業務遂行状況に不適切な事象を認めたときは、乙に対して業務に関する報告を求め、必

要に応じて資料提出を求めることができる。 

 ② 乙は、甲より業務に関する報告及び資料提出を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。 

 ③ 甲は、乙からの報告及び資料提出を受けたときは、直ちにこれを検証し、必要に応じて業務の改善を要

求することができる。 

 ④ 乙は、甲より業務の改善を求められたときは、原則として乙の費用負担によりこれに応じなければなら

ない。 

（２）代行保証による業務の継続性の確保 

 ① 乙は、労働争議その他の事情により業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合に備え、業務の代

行を保証する手段を構築するとともに、以下に掲げる事項について甲に明示しておかなければならない。 

ａ．業務の代行保証をおこなう者の名称 

  ｂ．業務の代行保証をおこなう者の所在地 

 ｃ．業務の代行保証をおこなう者の資格証明書等 

 ｄ．業務の代行保証をおこなう者の経歴 

 ② 業務代行保証に関する経費は、全て乙の負担とする。 

 ③ 労働争議その他、乙側の事情により業務の代行保証をおこなう場合は、原則として病院の施設及び設

備を使用し、当該契約の使用等に沿った全ての業務をおこなう。 

 ④ 厨房施設の損壊その他の理由で、厨房施設が使用できない場合は、原則として調理済み食材の配送等

により業務をおこなう。 

（３）外来、病棟その他診療スペースでの業務活動 

 ① 乙は、業務に際し病室・診察室等へ入室する必要が生じたときは、必ず看護職員の許可を受けなけれ

mailto:h-soumu@city.hino.lg.jp
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ばならない。 

 ② 乙は、業務に際し病室・診察室等へ入室するときは、利用者及び来院者に対し細心の注意を払わなけ

ればならない。 

（４）調理機器の日常保守 

   乙は、病院の所持している機器は全て共有物品であり、機器本来の機能をできるだけ長く発揮できる

ように大切に取り扱わなければならない。 

 ① 日常保守の内容は以下のとおりとする。 

ａ．機器使用前後の手入れ（注油、消耗品の交換を含む） 

  ｂ．機器使用前後の清掃 

 ｃ．故障の有無の確認 

 ｄ．故障の状況に応じた修理 

 ｅ．故障の状況に応じた修理依頼 

 ※ａ及びｂについては、機器の取扱説明書に記載されている内容と同等 

 ② 日常保守の対象は、別表⑤「主要調理機器の保守点検事項」のとおりとする。 

   ただし、これ以外の調理機器についても甲の指示に基づき、必要に応じて当該保守点検事項に準じた

保守点検を実施することとする。 

（５）厨芥ごみの再資源化 

 ① 乙は、給食調理過程において発生する厨芥ごみについて、以下に掲げる分別業務をおこなう。 

ａ．肉や魚の骨等、動物性厨芥ごみのうち比較的再資源化が困難なものを確実に取り除く。 

  ｂ．柑橘類の皮等、植物性厨芥ごみのうち比較的再資源化が困難なものを確実に取り除く。 

 ｃ．野菜クズ等、植物性厨芥ごみのうち比較的再資源化が容易なものを資源ごみ専用のポリ容器に入れる。 

 ② 乙は、下膳時において発生する給食残渣について、以下に掲げる分別業務をおこなう。 

ａ．プラスチックやビニール等の包装用物質等の再資源化が不可能な物質を確実に取り除く。 

  ｂ．柑橘類の皮等、植物性厨芥ごみのうち比較的再資源化が困難なものを可能な範囲内で取り除く。 

 ｃ．油分の多い肉や魚の食べ残し部分等、動物性厨芥ごみのうち比較的再資源化が困難なものを可能な範

囲内で取り除く。 

 ｄ．②ａ～cの作業終了後、残った給食残渣について可能な範囲内で水分を切り、資源ごみ専用のポリ容

器に入れる。 

 ③ 乙は、資源ごみ専用ポリ容器を生ごみ収集所まで排出する。 

（６）消防訓練への参加 

   乙は、甲が実施する消防訓練及びその他甲が必要と認めた事業に協力しなくてはならない。 

（７）控室及び休憩スペースの提供 

   甲は、乙がこの業務を遂行するにあたり必要とする控室及び労働基準法等により規定される休憩を取

るための施設を無償で貸与するとともに、この控室等において消費される光熱水費等を負担しなければ

ならない。 

（８）患者給食材料の買い入れ契約 

   甲と乙とは、患者給食調理業務に使用する食材等について、単価契約等の方法により、別に契約を締

結するものとする。 

 

１１．業務の引継ぎ 

   契約期間の満了または契約の解除等により、乙が当事者でなくなる場合には、乙は業務の一切の引継

ぎを業務運営に支障のないよう十分な時間と手続きをもって契約期間内に円滑かつ確実に行わなけれ

ばならない。なお、引継ぎ手続きの内容は書面で甲に報告すること。 

 

１２．災害時の支援体制について協力するよう努めること。 

 

１３．その他留意事項等 

（１）情報セキュリティポリシーの遵守 

   本業務を履行するにあたって「日野市情報セキュリティポリシー」内の「外部委託における情報セキュ 

  リティ遵守事項」を厳正に遵守すること。また、個人情報等をはじめとする日野市の情報資産の保護が適 

  正に行われていることを確認するため、市の求めに応じて「情報保護に関する報告書」、「特定個人情報 

  保護に関する報告書」を提出すること。 

   なお、「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」は市ホームページの入札情報から入手できる。 
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 （２）環境負荷低減の取組みについて 

  １）日野市では、「SDGs未来都市」として、資源の有効活用と廃棄物の削減による循環型社会の実現を 

目指し、環境マネジメントシステム「ひのエコ（事務事業のあらゆる領域における環境負荷の低 

減）」を推進している。 

一方で、持続可能なまちを実現するためには、行政だけでなく、事業者や地域とのパートナーシッ 

プによる目標と価値観の共有が不可欠である。 

このことを踏まえ、本業務の実施に当たっては、次に掲げる市の方針等（市ホームページにて閲 

覧可能）に記載している内容を遵守すること。 

①環境基本計画 ②環境配慮指針 ③環境方針 ④環境管理上の要望について 

⑤地球温暖化対策実行計画 ⑥日野市プラスチック・スマート宣言 

２）洗剤の使用については、石けん成分以外の化学物質を使用した合成洗剤を使わないようにするこ 

と。 ただし、業務履行上その目的を達成することが困難な場合に限り、必要最小限での使用を可 

能とする。 

（３）障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務 

   本業務の履行にあたって、「日野市障害者差別解消推進条例（令和２年４月施行）」に基づき、次の事 

   項に留意すること。 

   １）障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事業者は合理的配慮の提供をするこ 

     と。このほか、障害者に対してはその障害種別の特性について十分に留意の上、適切な対応を行う 

     こと。 

２）差別等事案を解決するための手続きの過程で、同条例第１３条の規定に基づき、当該事業者が正当 

     な理由なく同条例第１２条の規定による「勧告」に従わないときは、市はその勧告の内容を公表す 

     ることができる。 

   なお、「日野市障害者差別解消推進条例」は日野市ホームページにて確認することができる。 

（４）内部通報制度 

   １）日野市では、組織全体のコンプライアンスを推進するため、「日野市職員等の内部通報に関する条 

例（令和３年６月１日施行）を制定し、内部通報制度を導入している。本業務の履行に当たり、日 

野市の事務事業に関係する法令違反、不当な行為等を発見したときは、日野市が設置する行政監察 

員に対し、その旨を相談又は通報するよう努めるとともに、通報対象となる事実について、行政監 

察員が調査を行う際は、当該調査に協力しなければならない。 

   ２）内部通報をしたこと、又は行政監察員が行う調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを 

受けたと思われたときは、行政監察員に対し、その旨を相談又は申し出ることができる。 

   なお、「日野市職員等の内部通報に関する条例」その他内部通報にする通報先、通報方法等の詳細は、 

日野市ホームページにて確認することができる。 

（５）環境により負荷の小さい自動車利用 

  本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）他、各県条例の規定に基づき、次の事項を遵守するこ 

と。 

   ・ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置

法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等

の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 
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〈代行保証に関する特記事項〉 

 

患者給食調理業務委託仕様書「１０．その他特記事項（２）代行保証による業務の継続性の確保」について

は、火災、労働争議、業務停止の事情により、その業務の全部または一部の遂行が困難となった場合の保証の

ため、あらかじめ業務の代行者として公益社団法人日本メディカル給食協会を指定しておくものとする。乙の

申し出により甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、公益社団法人日本メディカル給食協会は乙に代わ

って契約書の規定に従い業務を代行する。ただし、この場合であっても、乙の業務は免責されるものではない。 

 


