
「令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業」 

企画競争応募要領 

第１ 事業名

令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業 

第２ 事業内容等

１ 目的及び事業内容

仕様書のとおり

２ 予算額 

8,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）以内

３ 契約期間

契約締結日～令和６年３月 13 日（水）

第３ 応募資格

次の各号のすべてに該当する者とする。

１ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者。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ものは、

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。

３ 令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」の「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ⅾ」の等級に格付けされた者。

ただし、競争参加資格のない者については、第８の２に記載の提出期限までに競争参加資

格を登録することとする。

※競争参加資格の取得には時間を要するため、応募する場合は早めに申請を行うこと。

４ 農林水産本省の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基 

づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

５ 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治29 年法律第89 

号）上の組合に該当するもの。以下同じ。）による参加も可とする。 

この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施

体制等を明確にした、構成する各団体（以下「構成員」という。）の全てから同意を得た規

約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書（又はこれに準ずる書類）

（以下「規約書等」という。）を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、

代表者は本委託事業に係る企画競争の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 

また、代表者及び構成員は、上記１から４までの要件に適合している必要があり、契約候

補者に決定した場合は規約書等を契約締結前までに提出すること。 

なお、共同事業体に参加する構成員は、本企画競争において他の共同事業体の構成員とな

ること又は単独で参加することはできない。 

第４ 応募期間 

令和５年４月14日（金）から令和５年５月11日（木）正午 

第５ 応募に係る説明会の開催 

１ 日時：令和５年４月21日（金） 10：00～11：00  

２ 場所：web方式  

３ 説明会への出席を希望する者は、令和５年４月20日（木）17:00までに農林水産省畜産局食

肉鶏卵課の担当２名（第17 「事業内容、応募要領全般」）へメールで参加申し込みを行う

こと。  

（提出先）  

masakazu_tanaka170/atmark/maff.go.jp  

kanako_ryuu310/atmark/maff.go.jp  

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に

変更すること。



 

 

４ 説明会への出席の有無は、第３の応募資格とはしない。 

５ 参加申し込み後、窓口（第17 「事業内容、応募要領全般」）から説明会詳細に関する

メールの送付がない場合は、窓口に直接問い合わせること。 

 

第６ 参加表明書に関する事項 
参加表明書は、「企画競争参加表明書」（別紙１）により作成し、第８の１の「提出書類」と

併せて提出すること。 
 

第７ 応募する企画提案（企画提案書）の内容 
１  事業実施体制 

次の点について、担当者数、人員配置計画、主な担当者の経験、担当者へのバックアップ体

制等を明記すること。 
（１）事業の準備に関し、事業実施に関わる関係者との連絡調整を行う体制 
（２）事業の準備から実施までの体制 

なお、再委託をする場合には、再委託先の事業者名、再委託金額及び担当する業務の   

内容を明記すること。 
また、再委託には以下の制限があるので留意すること。 
【ｱ】事業の全部を一括して請け負わせてはならない。 
【ｲ】事業の主たる部分（総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等）

を請け負わせてはならない。 
【ｳ】再委託の合計金額は委託費の限度額の 50％以内としなければならない。 
ただし、以下の場合は上記また書き【ｲ】、【ｳ】の制限を適用しないこととする。 
【ｴ】広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合。 
【ｵ】会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の規定に基づく子会社又は財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59

号）第８条第５項及び第６項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場

合。 
なお、上記また書き【ｳ】の再委託の比率は、上記ただし書き【ｴ】、【ｵ】に該当する

再委託の金額を委託費の限度額から減算して計算した率とする。 

 ２ 企画提案を求める項目及び具体的提案 
事業の目的を達成するため、本事業の概要を踏まえつつ、次の点について具体的な企画提 

案を行うこと。 
（１）事業の準備、実施、報告書及び PR 素材提出までのスケジュール 
（２）和牛肉の流通段階別経費に関する調査票様式の作成方針 
（３）和牛肉の流通段階別経費に関する追跡調査（調査票調査及び聞取り調査）、部分肉取引

価格調査の実施方法 
（４）積算内訳（別紙３）（再委託先の内訳を明記すること。） 

 
第８ 企画提案書及びその他提出書類の提出期限 

１ 提出書類 
以下の（１）から（５）までの添付書類を、第６の参加表明書と併せて提出すること。 
（１）企画提案書及びこれに付随する以下の書類 
    過去に類似事業（食肉等の流通経費調査等に関する事業等）の実績（実施した類似・関

連業務）があれば、その事業名、事業内容が分かる資料（様式任意） 
（２）第３の３を証するものとして、「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し。 

※ 共同提案の場合は、共同提案を行う全ての構成員のもの。 

（３）業務内容を示したパンフレット又はそれに準じるもの。 
（４）民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに 

準じるもの） 
民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及び最新の決算（営業）報告書１年

分（又はそれに準じるもの） 
（５）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定企業、プ

ラチナえるぼし認定企業）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企

業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業）及び青少年の雇用の促進等に



 

 

関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）を受けている場合は、基準適合認定通

知書等の写しなど認定状況の分かる資料（基準に適合し、認定されている者であること

を企画提案書に記載しておくこと） 
※ 共同提案の場合は、共同提案を行う全ての構成員のもの。 

２ 提出期限及び提出方法 
令和５年５月 11 日（木）正午必着とする。 
下記３提出先に、原則、電子メールに整理番号【055003】を付して提出すること（詳細は別

添「電子メールを利用した書類の提出方法」のとおり。）。 
電子メール以外で提出する場合は、PDF ファイルを電子媒体※（CD-R 又は DVD-R）に格納

し、当該電子媒体に契約件名及び事業者名を表示（ケースは不可）の上、提出すること。 
なお、郵便・信書便の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る（ＦＡＸは不可）。 

 ※ 提出する電子媒体については、提出する前にウイルスチェックを行い、ウイルスチェッ

クを行った日時・ソフト名・バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラ

ベルを添付すること。 
３ 提出先 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 
農林水産省 大臣官房予算課契約班（本館１階、ドア番号「本 135」） 
ＴＥＬ：０３－６７４４－７１６２ 
メールアドレス：nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp  
※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は 

「@」に変更すること。 
４ 作成・提出に当たっての注意事項 

（１）持参により提出する場合の受付時間は、行政機関の休日を除く 10 時から 17 時（令和

５年５月 11 日（木）は正午）までとする。 

（２）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（３）１応募者が提出できる企画提案は１提案までとする。 
（４）提出された参加表明書及び添付書類等は返却しない。 
（５）暴力団排除に関する誓約事項（別紙２）は、「企画競争参加表明書」（別紙１）の提出

をもってこれに同意したこととみなす。 
（６）応募に必要な資格のない者の提出した書類、また、提出した書類に虚偽の記載を

行った場合は、当該書類を無効とする。 

（７）提出された書類は、当該申込者に無断で二次的な使用は行わない。 

（８）採用された書類は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法 

律第42号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求

があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものに

ついては、開示対象となる場合がある。 

（９）本事業に関連して受託者が知り得た情報については、守秘義務が生じる。ただ

し、提出される成果物に含まれる情報については、この限りではない。 
 
第９ 審査方法、審査基準及び審査項目 

１ 提出された企画提案書について、別紙５「令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェク

ト委託事業に係る企画審査について」に基づいて採点・審査を行い、採点した得点の最上位の

者（最上位の者が複数ある場合は、最高得点を獲得した審査項目が最も多い者とし、更に当該

数が同一の場合にあっては、審査委員会が選定した者）を本委託事業の委託契約候補者とし

て支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官（経理）（以下「支出負担行為担当官」とい

う。）に推薦するものとする。 
   なお、契約候補者から契約候補辞退届（別紙４）の提出があった場合は、採点した得点が次

に高かった者を契約候補者として、支出負担行為担当官に推薦することとする。 
２ 審査については、非公開とする。 
３ 企画提案会を以下のとおり開催する。なお、会場、説明時間等詳細については、有効な書類

を提出した者に対して令和５年５月12日（金）正午までに連絡する。なお、応募者の多寡により、書

面審査とする場合がある。 
・開催日：令和５年５月15日（月） 

・会場：農林水産省内 



 

 

第 10 審査結果の通知 
 審査結果については、提出期限後、概ね２週間以内に参加者に対し文書により通知するこ 

ととする。 
 
第 11 企画提案に要する費用の負担 
 企画提案書等の作成等に要する費用は、選定の成否を問わず応募者が負担するものとする。 
 
第 12 契約保証金の扱い 

 会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予算 
決算及び会計令第 100 条の３第３号の規定により免除する。 

 
第 13 委託料の支払い方法 
 委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支 

払いを行うものとする。 

 また、契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこ

の契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととする。 
 
第 14 実績報告書等の提出 
     受託者は、事業実施報告書紙媒体又は電子媒体（DVD-R 等）を令和６年３月 13 日（水）まで 

に担当職員に提出すること。また、本事業を終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したと

きも含む。）は、本事業の成果等を記載した別に定める委託事業実績報告書を提出すること。 
 

※電子媒体で納入する際は、提出する前にウイルスチェックを行い、ウイルスチェックを 

行った日時・ソフト名・バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベ 

ルを添付すること。 
 
第 15 成果品（著作権等）の帰属等 
 本事業により取得した著作権は、農林水産省が承継するものとする。 
 
第 16 その他 
 不明な点については、第 17 の応募・照会窓口までお問い合わせ願いたい。 
 
第 17 応募・照会窓口 

 【事業内容、応募要領全般について】 
農林水産省 畜産局食肉鶏卵課価格調査班（北別館２階、ドア番号「北 212」） 
電 話：０３－３５０２－８４７３ 

  担 当：田中(masakazu_tanaka170/atmark/maff.go.jp)  

龍（kanako_ryuu310/atmark/maff.go.jp）  

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は

「@」に変更すること。 
 

   【契約締結について】 
   農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階、ドア番号「本 135」） 

    ＴＥＬ：０３－６７４４－７１６２ 
    担 当：加藤 
     ※受付曜日：月曜日～金曜日（行政機関の休日を除く。） 
    ※受付時間：１０：００～１７：００ 

  （令和５年５月 11 日（木）の企画提案書等提出受付時間は正午までとする。） 

  



 

 

 （別紙１） 

令和  年  月  日  
 

 農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 
 
 
 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名                
 
 

企 画 競 争 参 加 表 明 書 
 

  

令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業 

 
 
 

○ 担当者 

   所属・役職 

   担当者氏名 

   電 話 番 号 

   メールアドレス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

（別紙１）共同事業体の場合 

 

令和 年 月 日 

 

農林水産省大臣官房参事官（経理）殿 

 

【共同事業体代表者】 

住所 

商号又は名称 

代表者役職氏名  
 

企画競争参加表明書 

（共同事業体） 

 

 

 

令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業の企画競争に下記共同事

業体として参加することを表明します。 

また、契約候補者となった場合は、契約締結までに共同事業体の構成・運営等に関

する協定書を作成し提出します。なお、協定書には、事業分担及びその考え方並びに

実施体制について、明確に記載します。 

 

記 

 

 

１．共同事業体名： 

 

２．共同事業体の構成員及び担当業務 

 
  

住所及び商号又は名称 

 

分担業務 

 
代表者 

  

 
構成員 

  

 
構成員 

  



 

 

（別紙２） 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも

該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有

価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提

供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしてい

るとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

    上記事項について、企画競争参加表明書の提出をもって誓約します。 

 

 



 

 

（別紙３） 

 

令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業 

 

 

（注）・上記経費の内訳はあくまでも事例であり、経費については、仕様書「第４ 事業内容」の項目ご     

とに積算すること。 

・再委託先の内訳を明記すること。 

   ・必要に応じて、資料を添付すること。 

     ・備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。 

   ・一般管理費及び率等を利用して経費を算出する場合は根拠となる資料を添付すること。ただし、    

一般管理費率は原則、直接経費（再委託費を除く）の 10％以内とすること。 

   ・備品（原型のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が 50,000 円以上の物品）       

の購入は認めない。 

   ・人件費の算定については仕様書別紙「委託事業における人件費の算定方法等の適正化について」

を参照すること。また、根拠となる資料を添付すること。 

   ・消費税の算出にあたり１円未満の端数は切り捨てで計算すること。 

 

 

 

 

区 分 

 

予算額 

 

備 考 

 円  

人件費  A ＠ 〇〇〇円 × ＊＊時間 ＝ △△△円 

B ＠ 〇〇〇円 × ＊＊時間 ＝ △△△円 

 

事業経費 

 
○○○費 △△△円 

○○○費 △△△円 

  ※消耗品費、通信費、報告書作成費、旅費等に係る経費を記載。 

一般管理費   

 

消費税等 

  

計   



 

 

（別紙４） 

 

令和  年  月  日  

 

 農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

 

 

 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名               

 

 

契 約 候 補 辞 退 届 

 

  

 令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業に関する契約候

補について、○○○○の理由により、辞退します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙５） 
 
令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業に係る企画審査について 

 
１ 審査の方法 

審査は審査委員会において、３の審査基準に基づいて行う。 
審査委員の所属及び氏名等は、公表する。ただし、審査は、非公開とし、企

画書に記載された知的財産等の秘匿情報を保護する観点から、審査内容及び審

査結果は公表しない。 
 
２ 契約候補者の選定方法 

契約候補者は、審査の結果、得点の合計を平均した点（以下「平均点」とい

う。）が最高となった企画書の提案者とする。ただし、当該平均点が最高とな

った企画書について、審査基準のうち、必須項目について１つ以上において「0
点」の評価があった場合、又は平均点が満点の 55％を超えない場合は、審査委

員会で審議の上、当該企画書の提案者を契約候補者としないことができるもの

とする。企画書が一つしかない場合も同様とする。 
 
最高点を得た企画書が複数ある場合の判断基準は、次のとおりとする。 

（１）「Ａ」の獲得数を審査に参加した委員数で割った数（以下「平均数」とい

う。）がより多い企画書の提案者を契約候補者とする。 
（２）「Ａ」の平均数が同数の場合は、「Ｂ」の平均数がより多い企画書の提案者

を契約候補者とする。 
（３）「Ｂ」の平均数も同数の場合は、「Ｃ」の平均数がより多い企画書の提案者

を契約候補者とする。 
（４）「Ｃ」の平均数も同数の場合は、審査委員長が契約候補者を選定する。 

 
また、契約候補者に対し、必要に応じて、委託事業実施に当たっての留意事

項を付す場合がある。留意事項の全部又は一部が実行できないと農林水産省が

判断したときは、契約候補者としないことがある。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
３ 審査基準（★は必須項目） 
（１）事業の実施方針・事業計画等について 
評価項目  審査基準 配点 採点 
仕様書記載の事業内容

について全て提案され

ているか。 

★ Ａ：把握し、優れた提案がなされている 
１０点 

Ｂ：把握し、概ね提案されている  ５点 
Ｃ：すべてが提案されていない    ０点 

10 
 

 

業務ごとに必要な作業

期間が示され、事業の履

行期間内に全ての調査

及び分析を遂行するこ

とができるスケジュー

ルが示されているか。 

★ Ａ：適切である        １０点 
Ｂ：概ね適切である         ５点 
Ｃ：適切でない            ０点 
 

10  

調査・分析上の着眼点や

手法が具体的に示され

ているか。 

 Ａ：具体的な内容となっている １５点 
Ｂ：概ね具体的な内容となっている 

１０点 
Ｃ：やや具体性に欠ける     ５点 
Ｄ：具体的な内容となっていない  ０点 

15 
 

 

仕様書に明示された内

容のほか、調査の目的に

適ったより良い成果を

あげるための独自の工

夫や提案が見られるか。 

 Ａ：独自の提案が非常に優れている 
２０点 

Ｂ：独自の提案が優れている    １０点 
Ｃ：独自の提案が優れていない   ５点 
Ｄ：独自の提案がない       ０点 

20  

 
 
（２）事業の実施体制について 
評価項目  審査基準 配点 採点 
仕様書記載の事業内容

を履行期間内に確実に

実施できる体制が組ま

れているか。 

★ Ａ：非常に妥当である         １０点 
Ｂ：妥当である              ７点 
Ｃ：あまり妥当でない         ５点 
Ｄ：全く妥当でない          ０点 

10  

農林水産省からの照会、

追加の要望、報告の求め

等に迅速かつ柔軟に対

応できる体制が整備さ

れているか。 

 Ａ：整備されている          ５点 
Ｂ：概ね整備されている      ３点 
Ｃ：整備されていない           ０点 
 

５ 
 

 

 
 
 
 
 



 
（３）組織及び業務従事者の経験・能力 
評価項目  審査基準 配点 採点 
事業を行う上で適切な

財務基盤、経理処理能力

を有しているか。 

★ Ａ：妥当である          ５点 
Ｂ：全く妥当でない       ０点 

５  

食肉流通に関する十分

な知見を有し、本委託事

業の遂行に必要な文献

調査、統計データ分析、

ヒアリング調査の知識・

経験を有しているか。 

★ Ａ：非常に妥当である      １０点 
Ｂ：妥当である          ７点 
Ｃ：あまり妥当でない      ３点 
Ｄ：全く妥当でない       ０点 

10  

食肉流通に関する調査

及び分析の知識・経験を

有しているか。 

 Ａ：非常に妥当である      １０点 
Ｂ：妥当である          ７点 
Ｃ：あまり妥当でない      ３点 
Ｄ：全く妥当でない       ０点 

10  

 
 
（４）ワーク・ライフ・バランス等の推進についての取組状況 
評価項目  審査基準 配点 採点 
男女共同参画等への取

組は、十分なものとなっ

ているか。 

 ※以下の条件を満たしている場合に加

点。 
５ 
 

 

 
※ (４) ワーク・ライフ・バランス等の推進についての取組状況については、ワー

ク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下（(1)～(3)）の法令に基づく認

定を受けているかで判断し、(1)～(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も

高い点数により加点を行う。 
 
(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」とい

う。）に基づく認定（えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業） 
・プラチナえるぼし ５点 ※１ 
・えるぼし３段階目 ４点 ※２ 
・えるぼし２段階目 ３点 ※２ 
・えるぼし１段階目 ２点 ※２ 
・行動計画     １点  ※３ 

   ※１ 女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定 
※２ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 
※３ 常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業者に限る（計画期間が

満了していない行動計画を策定している場合のみ）。 
 



 
(2) 次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）に基づく認定 

・プラチナくるみん認定企業               ５点 ※４ 
・くるみん認定企業 
 （令和４年４月１日以降の基準）            ３点 ※５ 
・くるみん認定企業 
 （平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準） ３点 ※６ 
・トライくるみん認定企業                ３点 ※７ 
・くるみん認定企業（平成２９年３月３１日までの基準）  ２点 ※８ 
※４ 次世代法第１５条の２の規定に基づく認定 
※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進

法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１８５号。以

下「令和３年改正省令」という。）による改正後の次世代育成支援対策推

進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第２

号の規定に基づく認定 
※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による

改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省

令附則第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、※８の認定を除く。） 
※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項

第３号及び第４号の規定に基づく認定 
※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進

法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。

以下「平成２９年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対

策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項の規

定に基づく認定 
 

(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 
・ユースエール認定企業  ４点 

   ※９ (1)～(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により  

 加点を行う。また、共同事業体で応募した場合、代表者及びその構成員の中で

 複数の認定等に該当する場合は、最も高い点数により加点を行う。 



別添 

電子メールを利用した書類の提出方法 

 

１．送信先 

農林水産省大臣官房予算課契約班 宛  

メールアドレス：nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際

は「@」に変更してください。 

   

２．送信メールの件名 

「整理番号・事業者名・○／○」としてください。 

例：012345・○○○○○(株)・1／3 

※ 整理番号は公示等に記載された番号を必ず記載してください。 

※ ○／○は何分割の何番目のメールかを記載してください。（下記６参照） 

 

３．メール本文への記載事項 

  件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。 

 

４．メール容量 

本文を含め７MB です。（下記６参照） 

 

５．添付ファイルの形式及びファイル名 

 ＰＤＦファイルの電子データ形式で提出してください。 

  ファイル名は「整理番号・提出書類名・事業者名・○／○」としてください。 

例１：012345・提案書・○○○○○(株) ・1／3 

例２：012345・企画提案書・○○○○○(株) ・1／3 

例３：012345・競争参加資格・○○○○○(株) ・1／1 

※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。 

 

６．メール容量を超える場合の送信方法 

７MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。 

なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1／1」

や「1／3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。 

※ 圧縮ファイルは使用しないでください。 

 

７．受信確認 

  メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日時

にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場

合には、１の送信先（電話の場合：03-6744-7162）に連絡してください。 

 



仕様書 

 

 

１．事業名 

令和５年度食肉流通段階別経費調査プロジェクト委託事業 

 

 

２．目的 

  燃油や資材、飼料価格等の高騰により流通コストも含めた生産コストが上昇する中、生産コスト

への補填といった対策には限界があり、持続可能な畜産を確立するためには、これらのコスト上昇

について、消費者の理解を得て畜産物の小売価格に適切に転嫁していくことが重要である。 

 食肉が流通する際には、その過程において、生体から枝肉、部分肉、精肉へと形態が変化し、と

畜経費、加工賃、保管料、梱包費、輸送費等の経費が発生するほか、生産者と小売事業者との間の

流通経路が複雑であるため、流通経費は不明である。 

 このため、食肉の流通経費の全体像を見える化することにより、生産コストを小売価格に適切に

反映するための環境を整備する。 

 

 

３．事業の実施期間 

  契約締結日から令和６年３月 13 日（水）まで 

 

 

４．事業内容 

  農林水産省畜産局食肉鶏卵課（以下「事業担当部署」という。）と情報共有、連絡調整を図りなが

ら、以下の（１）から（４）までに掲げる内容を実施すること。 

 

（１）和牛肉の流通段階別経費に関する追跡調査（調査票調査及び聞取り調査）の実施 

食肉事業者が枝肉（１頭分）で仕入れ、部分肉フルセットで販売した牛肉について、事業者ご

とに４頭（令和５年１～６月にと畜された牛２頭、令和４年１～６月にと畜された牛２頭）分以

上のＡ４の瑕疵無しの去勢和牛肉について、肥育生産者から食肉事業者（と畜事業者、加工事業

者、卸売業者）、小売事業者に至る段階ごとの流通経費（出荷から販売までに要した経費、仕入れ

から販売までに要した経費等）の追跡調査（調査票調査及び聞取り調査）を行い、流通の段階ご

とに生じる経費の種類及び金額を明らかにするほか、仕入れ価格及び販売価格についても調査す

る。 

追跡調査は以下の内容を含むものとし、令和５年６月 30 日（金）【契約締結後１か月以内目途】

までに、調査票を作成の上、事業担当部署へ提出し協議すること。なお、調査を実行した際に、

調査票の変更が必要となった場合は、事業担当部署と協議を行うこと。 

 ① 調査票調査 

   予め、ア～ウのｂの調査項目を含む調査票を作成し、原則として調査対象者に記入を依頼す

るものとする。 

 ア 食肉事業者への調査 

  a 調査対象事業者 

    全国各地の食肉卸売市場又は産地食肉センター（以下「市場等」という。）において、枝肉

を部分肉に加工する食肉事業者を調査対象事業者とし、流通の過程において、別に、と畜、

販売等を行う事業者が関与する場合には、合わせて調査すること。地域に偏りが生じないよ

うに全国の食肉卸売市場２か所、産地食肉センター２か所を選定し、市場等ごとに２社程度

の調査対象事業者を選定すること（事業規模の異なる事業者から選定することが望ましい）。 

  b 調査項目 



    少なくとも以下の項目について調査すること。 

    ・枝肉仕入れ価格、枝肉重量、個体識別番号、銘柄名（銘柄牛に該当する場合） 

    ・枝肉の仕入れから販売までに要した経費（加工賃、梱包費、保管料、運送費、人件費、

光熱費、金利、販売促進費、償却費等） 

なお、１頭ごとの経費が不明な場合には、月単位の各経費を当該月に仕入れた枝肉数（頭

数）で除することにより、１頭当たりの経費として算出すること。 

    ・販売価格及び販売重量（部分肉フルセット分。パーツごとの内訳がある場合は、パーツ

ごとの販売価格及び販売重量） 

  イ 生産者への調査 

   a 調査対象者 

     （１）の和牛肉の牛個体識別情報から特定した肥育生産者 

   b 調査項目 

     （１）で調査した和牛肉の由来する生体について、少なくとも、以下の項目について調査

すること。 

     ・出荷経費（運送費、団体手数料、集荷手数料、共済費等） 

     ・と畜場経費（と畜料金、検査手数料、格付料金等） 

     ・市場手数料等 

     ・農家収入（枝肉販売価格、出荷奨励金、内臓代、皮代等） 

     なお、１頭ごとの経費が不明な場合には、月単位の各経費を当該月に出荷した頭数で除す

ることにより、１頭当たりの経費として算出すること。 

  ウ 小売事業者への調査 

   a 調査対象事業者 

     （１）の和牛肉を①のアの調査対象者から購入した小売事業者 

  b 調査項目 

    （１）で調査した和牛肉について、以下の項目を調査すること。 

    ・仕入れ価格及び仕入れ重量（部分肉フルセット分。パーツごとの内訳がある場合は、パ

ーツごとの販売価格及び販売重量）、個体識別番号、銘柄名（銘柄牛に該当する場合） 

    ・仕入れた部分肉を消費者に販売するまでに要した経費（加工賃、梱包費、保管料、運送

費、人件費、光熱費、金利、販売促進費、償却費等） 

     なお、１頭ごとの経費が不明な場合は、月単位の経費を当該月に仕入れた部分肉フルセ

ット数（頭数）で除することにより、１頭当たりの経費として算出すること。また、和

牛肉の販売経費に計上していない経費がある場合は、その内容を記すこと。 

    ・販売価格及び販売重量（値引きや廃棄の損失を考慮） 

     部分肉から加工し、販売した精肉（商品）ごとに、単価（100g 当たり）、販売重量、販

売価格をとりまとめること。 

 

 ② 聞取り調査 

①の調査票調査の後又は並行して調査対象から聞取り調査を行うこと。事業担当部署が希望

する場合には、調査に同行させること。なお、事業担当部署の経費は事業には含まれない。 

 

（２）和牛部分肉取引価格調査 

  和牛部分肉※の過去５年分の取引価格を収集し、公益社団法人日本食肉格付協会が規定する「牛

枝肉取引規格」に基づき格付けされた５等級及び４等級について、結果ごとに整理すること。ま

た、取りまとめは、部分肉及び格付け結果ごとに、各年における重量中央値、加重平均値、取引

重量を含めること。 

  ※和牛部分肉の品目については以下の部位・セットとする。 

   かたロース・かた・かたばら・まえセット・ヒレ・ロイン・ロインセット・ともばら・うち 

 もも・しんたま・らんいち・そとものの・すね・ももセット・セット 



 

（３）調査に係る協力及び謝礼 

調査対象者の選定及び追跡調査の実施に当たり、調査対象者の同意取付けに当たっては、事業担

当部署も協力する。また、受託者は、事業担当部署と協議の上、調査対象者に対し、謝金等を支払

うこととする。なお、調査対象者から謝金の受け取りを辞退された場合はこの限りではない。 

 

（４）報告書、PR 素材の作成・周知 

① 受託者は、上記（１）で得られた調査結果を基に、食肉流通の段階ごとに生じる経費の種類

や金額等を整理し、流通経費の全体像やコスト構造を明らかにするよう分析し報告書にとり

まとめ、令和６年１月 31 日（水）までに事業担当部署へ報告すること。なお、本調査は消費

税抜でとりまとめること。ただし、上記４（１）①アに係る調査結果については、中間とり

まとめとして、令和５年９月 29 日（金）までに、事業担当部署へ報告すること。 

② PR 素材については、消費者に対し価格転嫁への理解醸成を促すものとなるような案及び周知

方法の案（PR 素材の発行部数、郵送等を含む）を作成の上、令和６年１月 31 日（水）まで

に事業担当部署と打合せを行うこと。その後、完成した PR 素材については、令和６年２月

29 日（木）までに事業担当部署へ提出するとともに、令和６年３月 13 日（水）までに、消

費者に対し価格転嫁への理解醸成を促す有効な方法にて周知を行うこと。 
※ファイル形式は、MS-Word、MS-PowerPoint または MS-Excel 形式とし、印刷が容易にできる形

態とすること。 

 

 

５．成果物の提出 

   受託者は、４（４）の成果物１部及び電子媒体（報告書、PR 素材のほか、追跡調査結果、追跡

調査結果のバックデータ等）を令和６年３月 13 日（水）までに事業担当部署に提出すること。な

お、電子媒体は、DVD-R 等に収め提出すること。４（４）の①及び②の余部は事業担当部署に提

出すること。 

  ※納入する電磁的記録媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報（ウイ

ルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等）を記載したラベルを貼付

して提出すること。 

 

 

６．事業実績報告 

受託者は、本事業を終了したとき（本事業を中止したときを含む。）は、委託事業実績報告書の１

部を契約期間内に事業担当部署へ提出すること。 

 

 

７．その他 

（１）受託者は、企画提案書のとおり事業を実施すること。    
（２）受託者は、調査の進行状況等について毎月月末までにメール（様式自由）により事業担当部署

へ定期報告するほか、４の各打合せを行う。さらに、事業担当部署の求めに応じて事業実施につ

いて擦り合わせを行うこと。 
（３）受託者は、本事業により知り得た情報（個人情報を含む。）について、本事業の目的以外の使用

及びその情報（個人情報を含む。）を外部に漏らしてはならない。また、契約期間終了後も同様

とすること。 
（４）一括再委託並びに総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等の業務の再委託は

禁止する。 
（５）受託者は、事業の実施に当たって再委託を行う場合は、事前に農林水産省と協議を行い、承認

を得ることとする。 



（６）本委託事業で得られた成果は農林水産省に帰属するものとし、受託者は、本契約の履行過程で

生じた成果物に関する一切の著作権（昭和 45 年法律第 48 号）及び著作者人格権を行使しない

ものとする。 
（７）受託者は、第三者が権利を有する著作物を利用する場合は、原著作者の著作権及び肖像権等の

取扱いに注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。 
（８）受託者は、農林水産省が成果物を活用する場合及び農林水産省が認めた場合において第三者に

二次利用させる場合は、原著作者の著作権及び肖像権等による新たな費用の負担を含む一切の手

続きが発生しないように措置すること。それ以外の利用に当たっては、農林水産省は受託者と協

議の上、その利用の取り決めをする。 
（９）受託者は、この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争

等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林水産省の責に帰す場合を除き、受託者は自らの責

任と負担において一切の処理を行うものとする。 
この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴

訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 
（10）事業の目的を達成するために、事業を実行するにあたって仕様書に明示されていない事項で必

要な作業等が生じたとき、又は事業の内容を変更する必要が生じたときは、農林水産省と受託者

が協議を行うものとし、受託者は農林水産省の希望に対し可能な限り柔軟に対応すること。 
（11）本事業における人件費の算定に当たっては、別紙の「委託事業における人件費の算定等の適正

化について」に従うこと。 
（12）受託者は、仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じた事項並びに新型コロナウイルス感

染症に起因して実施内容を変更する場合については、事業担当部署と適宜協議を行い、必要に応

じ委託契約書に則った手続を行うこと。 
 



委託事業における人件費の算定等の適正化について

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を

記載すること。

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２

※１ 時間単価

時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用され

た等）

・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合

※２ 直接作業時間数

① 正職員、出向者及び嘱託職員

直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計

上すること。

② 管理者等

原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した

時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当該委

別紙



託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあって

は、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休日出

勤等）を含めることができることとする。

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り

計算による）

２．受託単価による算定方法

委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下、「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託

契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている

場合は、各単価及びその根拠を確認すること

ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。

＜受託単価による算定方法＞

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算

事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単



価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることは出来ない。

３．実績単価による算定方法

委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切り捨て。）

＜実績単価の算定方法＞

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法

原則として下記により算定する。

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託

先と協議のうえ定めるものとする（以下、同じ。）。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面

で支給されているものは除外する（以下、同じ。）。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下、同じ。）。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業

規則等から１日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以

下、同じ。）。

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法



出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記

により算定する。

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費

等）÷年間理論総労働時間

・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか

計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法

原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。

（１）原則

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

（２）時間外に従事した場合

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間

・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働

時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における

時間外の従事時間数の合計。

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について

一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について



直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】

① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。（当該委託事業

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。）

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。（数週間分まと

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがな

いよう適切に管理すること。）

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

■



⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することが

できるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要があ

る。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状

況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名す

る。

附 則

（施行期日）

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事

業から適用する。

（経過措置）

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されてい

る平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託

元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該

事項については、本通知により取り扱うものとする。

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合には、

本通知を適用する。
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