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令和 2 年度 座間味村観光客防災支援備蓄品購入事業 仕様書

１．事
２．目

業

名：令和 2 年度 座間味村観光客防災支援備蓄品購入事業
的：大規模災害発生時に観光避難民のための支援備蓄品を整備し、本村の観
光振興を促進することを目的とする。

３．品名及び規格：
「納入商品仕様書」の通り
４．数

量：
「納入商品仕様書」の通り

５．納 品 場 所：当村が指定する箇所（座間味村内）
６．納 入 期 限：令和３年３月１８日
７．提 出 書 類：
（１）納品計画書
請負契約締結後、担当者と協議の上、納入計画書を提出すること。
多言語避難誘導標識設置に関しては設置工事工程表を提出すること。
（２）完了報告書
完了報告書は検査終了後、納入状況写真（品名数量を明記）も添えて直ちに提出
すること。
（３）その他
商品納入にあたり、参考銘柄及びそれと同等品以上とする。同等品での応札に関
しては令和３年２月１０日午後５時までに同等品申請書（任意書式）を提出し、
本村の承認を受けるものとする。

納入商品仕様書

納入数量 640 食

【備蓄食（7 年米粉クッキー）
】

・納品時に賞味期限が 7 年以上あること。
・食品衛生法による食物アレルギー原因物質となる特定原材料等 27 品目と貝類不使用製
品であること。
・製品は日本アジアハラール認証取得製品であり、製品にも表示していること。
・内容量１袋約 58ｇ以上で、カロリー量は１袋当り 310kcal 以上であること。
・1 袋（1 食）に 3 種類以上の味が入っていること。
・製品表記において耐温度域-20℃～80℃対応可能な表示があること
（屋外倉庫や車中でも備蓄可能）
「参考銘柄：㈱グリーンケミー 7 年米粉クッキー」
【備蓄食（7 年レトルト食品）
】

納入数量 1,280 食

・納品時に賞味期限が 7 年以上あること。
・食品衛生法による食物アレルギー原因物質となる特定原材料等 27 品目と貝類不使用製
品であること。
・製品は、日本アジアハラール認証取得した製品以上であること。
・安全性を鑑みて製造工場は ISO22000 認証取得していること。
（製品にも要表示）
・内容量 1 袋約 230ｇ程度で、カロリー量は 1 袋当り 300kcal 以上であること。
・加水・加熱が不要な製品であること
・味は 4 種類以上選べること。
（白飯・お粥類は不可）
「参考銘柄：㈱グリーンケミー 7 年保存レトルト食品」
【備蓄飲料水（10 年保存水）
】

納入数量 2,560 本

・内容量 500ml とする。
・賞味期限は、納入日した日より１０年以上とする。
・硬度約 40mg/L 以下で乳児のミルクにも適応可能なこと
・蒸留水・純水は飲みなれていないので除外すること
・製造者の品質保証書と試験成績書を提出すること
（第三機関での 15 年以上経過品）
・外箱・ペットボトルラベルに賞味期限が年月表示の場合は製造ロット番号の記載があ
ること
「参考銘柄：ぴゅあ鉱泉㈱ 飲むおんせん Veil（ベール）」

【経口補水パウダー（500ml 用）
】

納入数量 100 個

・内容量は１袋当り 15ｇで、500ｍｌの水に溶かして飲用できるものとする。
・賞味期限は、納入した日より 4 年半以上とする。
・消費者庁から許可された特別用途食品個別評価型病者用食品であること。
・感染性腸炎、下痢・発熱・嘔吐、経口摂取不足、脱水症状などに適していること。
「参考銘柄：㈱大塚製薬
【簡易組立便座】

経口補水液 OS-1 パウダー15g 500ml 用」

納入数量 6 組

・台座が折りたためてコンパクトに収納できるものとする。
・和式トイレにもセットできる仕様となっていること。
・耐荷重は 100kg 以上であること。
・セット内容／便座、台座、底板、安定脚
「参考銘柄：KOKUYO 簡易組立便座 DRK-NTK1」
【袋式トイレ】

納入数量 3,200 枚

・災害等により水が使えないときに、通常の便器、または簡易トイレに 10 枚ずつセット
できる便袋とする。
・ミシン目がついており、使用後に 1 枚ずつ切り離し処理することができるものとする。
・セット内容／10 枚重ね便袋×10 セット（100 回分）、
凝固剤（抗菌・消臭性）×100 個、回収袋×10 枚、取扱説明書ポスター10 枚
・質量／1 セットあたり 3.5kg 程度とする
・使用期限／製造日から 10 年以上であること。
「参考銘柄：KOKUYO 袋式トイレ 100 回分 DRP-TT1」
【要支援者用簡易トイレ（バッテリーセット）】

納入数量 6 組

・排泄物を自動で熱圧着によりラップし、臭い及び菌を閉じ込める構造とする。
・電源は AC100、シガーソケットの他、専用バッテリーによって停電時でも場所を選ば
ず使用できること。
・寸法：W390×D460×H400mm（使用時）以内、重量は 12kg 以下とする。
・耐荷重は約 150kg 程度あること。
・手元スイッチ（省電力モード付）により自動でラップを開始し、音声案内により作動
状態がわかること。
・納入より 5 年間のメーカー保証が付いていること。
・専用バッテリー（オプション）を 1 個付属すること。
「参考銘柄：日本セイフティー㈱ 自動ラップ式トイレ ラップポン WT-4GV」
【要支援者用簡易トイレ消耗品】

納入数量 7 組

・内容：専用凝固剤 50 袋、フィルムロール 50 回分、ウエットティッシュ 1 パック
（100 枚入）とする。
・使用フィルムは、約 4 週間程度の臭気漏れ・細菌の遮断効果を確認できる構造である
こと。
「参考銘柄：日本セイフティー㈱ 自動ラップ式トイレ 消耗品セット B タイプ」

【トイレットペーパー】

納入数量 38 個

・１パック６巻ずつの防湿パックで段ボール箱に入っていること。
・１個あたりの寸法は幅 107mm×長さ 200ｍ以上であること。
・使用期限／製造から 10 年以上であること。
「参考銘柄：KOKUYO 長尺トイレットペーパー
【備蓄用毛布】

パックタイプ 6 個入り」

納入数量 220 枚

・不織布毛布でフィルムをはさんだ構造で保温性の高い毛布であること。
・毛布サイズ／幅 1400mm×長さ 2000mm 以上とすること。
・質量／1 枚あたり 500g 以下とすること。
・1 枚ずつアルミ蒸着袋にて真空パックされていること。
・真空パック後の 1 枚当たりの寸法は W195×D270×H35mm 以下であること。
・梱包規格／1 箱 10 枚入りとし、W420×D310×H220mm 以下であること。
「参考銘柄：㈱フロムハート 備蓄用 不織布毛布」
【救急セット（約 50 人用）
】

納入数量 3 組

・約 50 人対応を想定しての救急セットとする。
・内容／消毒液 5 本、絆創膏（100 枚入り）2 箱、ガーゼ L サイズ 30 枚、サージカルテ
ープ 3 本、電子体温計 1 本、三角巾 10 枚、包帯 M2 個・L2 個、コットン 20 枚入り
2 個、傷パット M6 個・L4 個、清浄綿 2 枚入り 15 袋、ハサミ 3 本、ピンセット 3 本、
アルミ救急シート 2 個、副木 2 セット、綿棒 110 本入り 2 個、冷却材 2 枚入り 8 パッ
ク、リバガーゼ 12 袋入り 2 個、マスク 30 枚入り 2 箱、アルコール綿 60 袋 2 個、
口腔シート 120 枚入り 1 個、グローブ 100 枚。
「参考銘柄：船山㈱ クイックレスキュー 救急セット 約 50 人用」

【非常用ガス発電機】

納入数量３台

・電圧調整方式／インバーター方式であること。
・一般の LP ガスからの供給により駆動するエンジン発電機とする。
・定格出力／交流：100V－850VA（50/60Hz）
、直流 12V－8.3A 以上であること。
・寸法／W400×D330×H390mm 以下であること。
・重量／20kg（乾燥重量）以下とする
・LP ガスとの接続ホース付属していること。
「参考銘柄：三菱重工メイキエンジン㈱ MEGASEG MGC900GP
【多言語拡声装置（メガホンタイプ）】

納入数量３台

・外形寸法／W250×D400×H350mm 以下であること。
・出力／定格 10W・最大 20W 以上であること。
・登録されている定型分は日本語・英語・中国語（北京語）
・韓国語の肉声アナウンスで
あること。
・登録されている定型分から、常用する 10 文章以上を任意で選択し、別カテゴリーに登
録できる機能が付いていること。
・タッチパネル部は、市販の軍手や手袋を装着した状態でも操作可能であること。
・ネットワークや他の機能に接続しないで単独に動作すること。
「参考銘柄：エジソンハードウェア㈱ メガスピーク EH-1611M」
【座間味村津波避難所誘導標識設置業務委託】 置数 10 基（電柱設置）
・
（別紙仕様書 1）災害時避難所等誘導標識設置業務 仕様書参照
「参考銘柄：東北エヌティエス 蓄光式避難誘導看板」

