
資料招請説明書 

 

 別添仕様書（案）に係る資料提供及び意見の招請にあたっては、以下のとおりとします。 

 

１ 件名 

  令和５年度日 EU 及び日仏二国間対話の運営、日本産農林水産物・食品魅力発信のた

めの仏食関係者招聘委託事業 

 

２ 仕様書（案）の説明会 

（１）開催日時  令和５年３月29日（水）14:00 

（２）開催場所  オンライン開催とするので、説明会への参加を希望する場合は、令和

５年３月29日（水）10:00までに、３(３)提出先記載のメール宛てに

参加申し込みすること。 

 

３ 意見の提出方法 

（１）招請する資料等  ア 仕様書（案）に対する意見及び参考資料（意見提出は別添

の様式を使用すること。） 

            イ 仕様書（案）及び意見に基づく参考見積（参考見積は、任

意様式に仕様書（案）の「３ 委託事業内容」に基づく、各

項目の見積もり及びその他事業の実施に要する経費の見積も

りについて、数量、単価、金額、消費税等が分かるように記

載すること。） 

 

（２）意見の提出期限    令和５年４月６日（木）12:00（郵送の場合は必着のこと。） 

 

（３）提  出  先  メールの場合：mayu_nishikawa540 /atmark/maff.go.jp 

kazuyoshi_nakasug840 /atmark/maff.go.jp 

akiho_tsurugi400 /atmark/maff.go.jp 

（注）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「@」に変更してください。 

 

郵送の場合： 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 

            農林水産省輸出・国際局国際地域課            

  担当：西川、中杉、剱 

                   （所在）本館４階 ドアNo.本455  

                   （電話）03-3502-5929（直通） 

 

（４）提 出 様 式  意見提出は別添様式、参考見積は任意様式とする。 
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意見提出様式

件名：令和５年度日EU及び日仏二国間対話の運営、日本産農林水産物・食品魅力発信のための仏食関係者招聘委託事業

資料名

代表者等責任者

商号又は名称

住所

（事業所）



仕   様   書  （案） 

 

１ 事業名 

  令和５年度日 EU 及び日仏二国間対話の運営、日本産農林水産物・食品魅力発信のた

めの仏食関係者招聘委託事業 

 

２ 背景・目的 

（１）世界の農林水産業及び食品産業は、新型コロナウイルス感染症、食料安全保障、気候

変動を含め多くの難しい課題に直面し、Ｇ７農業大臣会合等の場での議論が進む中、そ

のようなマルチの場での議論を主導していく上で、二国間での双方の認識は非常に重

要。 

（２）そこで、原則年に１回開催される、日ＥＵ・ＥＰＡ農業協力委員会や日仏農政ワーキ

ンググループ（以下「日仏農政ＷＧ」という。）といった二国間対話の機会を通じて、

双方の農業政策に対する理解を深め、関係を強固なものとするため、日本の農業現場等

への視察等を組み込むことにより、欧州とは異なる気候条件となるアジアモンスーン

地域における農業政策の理解を図ることとする。 

（３）また、国内の食の市場が縮小する中、日本の雇用・所得を守るため、拡大する世界の

食市場を開拓し、日本産農林水産物・食品等（以下「日本産品」という。）の輸出を拡

大する取組が不可欠となっている。さらに、「食料・農業・農村基本計画」（令和２年３

月 31 日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針 2020」・「成長戦略フォローア

ップ」（令和２年７月 17 日閣議決定）で掲げた日本産品輸出の政府目標の達成を目指

す必要がある。 

（４）中でも欧州は日 EU・EPA が 2019 年２月に発効し、EU への日本産品の輸出、投資

促進を行う環境が整備され、人口約５億人、世界の GDP の約２割を占める等、重要な

市場となっている。 

（５）現地での日本産品の継続的な需要を創出するため、現地で食材を活用するシェフ、食

関係メディアといった者に対しての日本産品や日本食文化に対する理解の創出が重要。

そこで、現地で食材を活用するシェフ、食関係メディアを招聘し、2021 年に両国農相

間で締結した、「「バランスの取れた食生活」に関する日仏共同文書」に基づき、双方の

バランスの取れた食文化の理解を深めるとともに、生産地訪問や日本シェフとの交流

を通じて、日本産品及び日本食文化の理解を図ることとする。 

（６）これにより、仏国内での日本食・食文化への関心の裾野を広げるとともに、ひいては

ＥＵ全体への日本産品の輸出拡大に繋げることとする。 

 

３ 委託事業内容 

受託者が実施する具体的な内容は、以下の（１）から（３）のとおり。 



（１）日ＥＵ・ＥＰＡ農業協力委員会や日仏農政ＷＧの運営支援 

    ① 日ＥＵ・ＥＰＡ農業協力委員会や日仏農政ＷＧは別の日程で開催されるため、以下

について、それぞれ対応すること。 

② 担当職員が指定する日本の農業現場等の視察先への車両借上代金（それぞれ 15 名

以上乗れるバスを想定）・謝金を事業費で負担すること。 

③ 日程は２日間の想定とし、担当職員の指示を受けて、日程の変更に対応すること。 

  ④ 視察中の昼食費、夕食費（それぞれ 15 名程度を想定）は事業費で負担すること。 

 

（２）仏シェフ、食関係メディア招聘事業の企画・運営 

    ① 仏シェフ４名以上、食関係メディア２名以上、計６名以上日本に招聘し、日本産品・

日本食文化の魅力を最大限に伝える内容とすること。 

  ② 招聘者する仏シェフの選定にあたっては、日本産品・日本食文化を理解し、本事業

を機に継続的な現地での日本産品の活用が見込めることに留意し、担当職員と相談

の上、決定すること。 

  ③ 招聘する食関係メディアの選定にあたっては、日本産品や日本食文化の魅力を発信

に関する計画等（実施媒体や発信回数）を提出いただき、現地での情報発信の効果を

審査した上で、担当職員と相談の上、決定すること。 

  ④ 日本の滞在期間は、渡航に要する日数を含めず４日以上とし、渡航費、宿泊費、食

費は事業費で負担すること。また、期間中、以下⑥～⑨のイベントを実施すること。 

  ⑤ 開催時期は、令和６年２月中下旬頃を想定し、担当職員と相談の上、決定すること。 

  ⑥ 仏で需要の伸びしろのある日本産品（発酵食品、日本酒、和牛等）の生産地や市場

等を訪れ、生産過程や背景となる歴史・文化的価値・生産者の努力を理解してもらう

機会を作ること。また、生産地訪問の際には、可能な限り、持続可能な生産方法や健

康面等での優位性をＰＲすること。訪れる生産地については、その日本産品が現地へ

の輸出が可能であることを確認し、担当職員と相談の上、決定すること。 

  ⑦ 複数人の日本シェフとの交流機会を作り、日本シェフから「バランスの取れた食生

活」というテーマで日本食文化の説明を行うとともに、⑥で紹介した日本産品を活用

した料理を使用し、実演を交えながら、日本食の技能や日本産品の活用方法のレクチ

ャーを行うこと。日本シェフは、日本食普及の親善大使※又は海外への日本食文化発

信の経験がある者とし、担当職員と相談の上、決定すること。 

※「日本食普及の親善大使」 

（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/shokubunka_taishi/） 

  ⑧ 招聘シェフと⑦の日本シェフでアイディアを出し合い、⑥で紹介した日本産品や市

場で入手した食材を活用した料理を作成し、食関係者約 30 名にふるまう機会を設け

ること。30 名の食関係者については、⑥の生産者、日本開催の大型食品見本市に向

けて来日している EU 内のバイヤーを招待するほか、海外での活躍を志望する料理



学校生を募集・招待すること。 

⑨ その他、効果的に日本産品・日本食文化の魅力を伝えることができるイベントを提

案書に記載し、実施すること。また、担当職員と相談の上、必要に応じて内容変更に

応じること。 

 

（３）その他 

   事業の実施に当たっては、以下に留意するものとする。 

    ① 本事業の実施場所に設置する看板や、配布するパンフレット等には、日本国農林水

産省の委託事業であることを明記すること。 

② 本事業の進捗状況について、担当職員に随時報告し、その指示を受けること。 

③ 担当職員の求めに応じて、必要な場合には、担当職員が指定するウェブサイトに成

果物等を掲載すること。 

④ （２）及び（３）の実施後、招聘した仏シェフの日本産品の活用状況や食関係メデ

ィアによる情報の発信状況（推定リーチ数含む）を確認し、本事業の仏消費者へのプ

ロモーションの効果を分析し、報告書内で報告すること。 

 

４ 委託事業の履行期間 

   契約締結日から令和６年３月 15 日（金）まで 

   なお、受託者は、契約締結日から 10 日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年

法律第 91 号）第１条第１項各号に掲げる日を除く。）に、事業実施スケジュール及び実施

体制を担当職員に報告すること。 

 

５ 成果品等 

    受託者は、令和６年３月 15 日（金）までに以下の（１）及び（２）を担当職員に提出

すること。また、本事業を終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときを含む。）

は、別に定める委託事業実績報告書を提出すること。 

 ※電磁的記録媒体（CD-R または DVD-R）については、ウィルスチェックを行った上で

納入することとし、ウィルスチェックに関する情報（ウィルス対策ソフト名、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ること。 

（１）事業実施報告書電子媒体（公表用／詳細版） １部 

（２）事業実施報告書冊子（詳細版）        ５部 

 

 

６ 委託事業内容（数量を含む。以下同じ。）の変更 

受託者は、事業を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、その旨

を直ちに輸出・国際局国際地域課へ報告するとともに、担当職員と調整の上、必要に応じ、



契約書に則った手続を行う。 

（１）仕様書に記載されている委託事業内容を変更しようとする場合 

（２）天災地変及びその他やむを得ない事由（社会的条件及び新型コロナウイルス感染症に

起因するものを含む。）により、仕様書に記載されている委託事業内容を実施することが

困難と考えられる場合 

 

７ 留意事項 

（１）受託者は、提案のとおり事業を実施すること。 

（２）事業の目的を達成するために、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

行い、必要な手続きを行うこと。 

（３）本事業における人件費の算定に当たっては、別添の「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。 

（４）受託者は、本事業の実施に当たり再委託を行う場合は、事前に農林水産省の承認を得

ること。承認を得ない限り再委託を行ってはならない。 

（５）受託者は、成果物に関する一切の著作権に関する権利（著作権法第 27 条及び第 28 条

の権利を含む。）を農林水産省に無償で譲渡するものとし、農林水産省の行為について

著作者人格権を行使しないこと。 

（６）受託者は、農林水産省が成果物を契約期間内に活用する場合及び同期間内に農林水産

省が認めた上で第三者に二次利用させる場合に、肖像権等による新たな費用が発生し

ないよう措置すること。 

（７）一括再委託及び総合的企画業務管理、手法の決定業務の再委託は禁止する。なお、委

託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であ

り、かつ、再委託金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託に当たることか

ら、（４）の承認は必要ない。 

（８）広報物等において農林水産省の名称を用いる場合には、担当職員が別途提供する「ビ

ジュアル・アイデンティティ・ガイドライン」の規定を遵守すること。 

 

８ 資料貸出し 

   既存の資料は、契約締結後、受託者に貸し出すことができるものとし、受託者は当該資

料の使用後、事業終了までの間に返却することとする。なお、受託者は借り受けた資料を

複製した場合は、受託者の責任により資料返却時までに廃棄すること。 

 

９ 照会先 

  本仕様書に関する照会先は以下のとおりとする。 

     〒１００－８９５０ 



     東京都千代田区霞が関１丁目２番１号 

      農林水産省輸出・国際局国際地域課 西川、中杉、剱 

      ＴＥＬ：０３－３５０２－５９２９ 



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

別添



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。




