
１　件名

２　仕様書案の説明会

（１）開催日時

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

イ 仕様書案及び意見に基づく参考見積

（２）意見の提出期限

（郵送の場合は必着のこと。）

（３）提　　出　　先

電話：03-3502-5914

メールの場合：hiroyuki_baba300/atmark/maff.go.jp

sanako_okada350/atmark/maff.go.jp

（４）提　出　様　式 別紙のとおり

※説明会への参加を希望する場合は下記3(3)の担当に
令和5年3月10日(金)17時00分までに連絡すること。

（参考見積は、任意書式にて人件費、数量、単価、金
額、消費税等が分かるように記載願います。）

令和5年3月22日(水) 17時00分

農林水産省輸出・国際局国際地域課

担当： 馬場、岡田

（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。

農林水産省会議室（本館７階ドアNo.本735）（２）開催場所

資料招請説明書

　下記委託事業の別添仕様書（案）にかか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。

令和5年3月13日(月) 10時30分

令和５年度食産業の戦略的海外展開支援委託事業（パラオ共和国）

〒100-8950　東京都千代田区霞が関１－２－１
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１　件名

２　資料及び意見の提出方法

（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

　　　　　　　　　　　　 イ　仕様書案及び意見に基づく参考見積

（２）意見の提出期限

（郵送の場合は必着のこと。）

（３）提　　出　　先

　　　　　　　　　　　　

電話：03-3502-5914

３　仕様書案の交付

（１）交付期間 ～

10時00分～17時00分

（２）交付場所 資料招請説明書は、農林水産省のウェブサイトから入手すること。

なお、交付期間中は、上記２（３）でも交付する。

４　仕様書案の説明会

（１）開催日時　　

支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）

坂　内　　啓　二

令和5年3月9日

令和5年3月9日(木) 令和5年3月20日(月)

令和5年3月13日(月) 10時30分

（２）開催場所 農林水産省会議室（本館７階ドアNo.本735）

※説明会への参加を希望する場合は上記2(3)の担当に令和
5年3月10日(金)17時00分までに連絡すること。

資料提供等の招請に関する公示

　次のとおり委託業務の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に関する資料提供
及び意見を招請します。

令和５年度食産業の戦略的海外展開支援委託事業（パラオ共和国）

〒100-8950　東京都千代田区霞が関１－２－１

担当： 馬場、岡田

農林水産省輸出・国際局国際地域課

（参考見積は、任意書式にて人件費、数量、単価、金
額、消費税等が分かるように記載願います。）

令和5年3月22日(水) 17時00分
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別添

令和５年　月　日

（担当者）

所属

役職

氏名

電話番号

メールアドレス

No 頁 仕様書の該当記載内容
分類

(意見/質問)
意見/質問内容 意見/質問の理由

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

意見提出様式

件名：令和５年度食産業の戦略的海外展開支援委託事業（パラオ共和国）

資料名

代表者等責任者

商号又は名称

住所

（事業所）
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仕   様   書 （案） 

 

１ 委託事業名  

令和５年度食産業の戦略的海外展開支援委託事業（パラオ共和国） 

 

２ 背景・目的 

パラオ共和国（以下「パラオ」という。）は、日本（大阪）のほぼ真南に位置し、

国土面積はほぼ屋久島と同様で、海洋性熱帯気候でリゾート地の観光立国であり、環

境保全の配慮もなされている国である。他方、食料の８割以上を米国等からの輸入に

頼っていることから、食料安全保障に懸念があるうえ、パラオ国民の栄養問題（肥満

等の生活習慣病、野菜を摂取しない等）が大きな社会的問題になっている。現下の世

界的な新型コロナウイルス感染拡大の状況下にあっては、パラオ国民の間に食料安全

保障の確保のため国内農業を振興することの重要性が浸透しつつあり、野菜、畜産物

等の生産に取り組む者・地域が増加する兆しが見られている。 

 

パラオ側から農業協力についての要請を受け、農林水産省とパラオ農業・漁業・環

境省は、令和３年５月に農業協力促進のための枠組み（タスクフォース）を立ち上

げ、農業協力の優先分野として、「パラオにおける新鮮、高品質及び安全な野菜及び

果実の安定供給」及び「畜産業の発展」について検討することとなった。 

 

本委託事業において、農業分野では、令和２年度海外農業・貿易投資環境調査分

析委託事業(パラオ共和国)の「資源循環型農業に立脚したパラオの食料安全保障強

化に向けた課題の特定及び提言」に基づく実証調査を行っていくことを目的とする

こととし、畜産分野については、令和３年度同委託事業等に基づき、パラオ側から

も要望のある食肉処理・加工における加工流通部分での支援の一助となるための招

へい研修を行う。これらの取組により、今後農林水産省としてパラオと官民一体と

なった二国間の事業展開（輸出促進を含む。）や農業協力が本格的に推進され、日

パラオ両国間における農業分野での関係強化等につなげていくことを目的とする。 

 

３ 事業内容及び実施方法 

農林水産省が保有するパラオ関係の調査成果等の既存の情報を踏まえつつ、我が

国とパラオとの農業分野の協力を支援する。本事業の実施にあたっては、パラオ政

府関係者等とのタスクフォース会合の実施のため、パラオから農業・漁業・環境省

職員等を招へいするとともに、パラオ食肉処理・加工関係者を招へいし、食肉処理

技術（と体処理・カット技術等）、加工技術（ハム、ベーコン、ソーセージ等の製

造）等の専門的な技術を供与するものとする。具体的な事業の項目は以下のとおり

（（１）及び（２）の報告書、提言、調査結果等は、５（３）の報告書に含めるこ

と）。 

 

（１）タスクフォース会合の開催 

    「日パラオ農業協力に関する覚書」に基づき、これまでに２回の「日パラオ農
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業協力の促進のためのタスクフォース」会合を開催してきた。第３回会合は令和

５年度に日本で開催予定としているところ、開催に係る具体的な業務は以下を想

定する。 

ア タスクフォース会合（２日間を想定）の開催にかかるロジ対応 

     会議資料の翻訳等、通訳の手配、会場の手配・設営、参加者の誘導、写真撮

影、会議記録の作成等を行う。 

イ 招へいに係るロジ対応 

 ロジ資料作成、行程管理、視察先等での通訳の手配、参加者の誘導、写真撮

影、車両の手配、招へい者（３名を想定）の航空チケット・宿舎（４日間程度

を想定）・食事の手配等を行う。 

 招へい者の日本訪問及び滞在に係る費用（航空賃、宿泊費等）、視察先への

移動のための車両借上げ費、通訳費など、招へいに必要な経費については、本

委託費から支弁することとする。 

ウ 招へいの結果についての報告書作成 

 招へい者と視察先及び専門家等との意見交換の機会を設け、この結果を報告

書として取りまとめる。 

 

（２）パラオの食肉処理・加工関係者の日本への招へい 

パラオにおける食肉処理技術（と体処理・カット技術等）・加工技術（ハム、

ベーコン、ソーセージ等の製造）の向上に向け、パラオの食肉処理・加工関係者

（政府当局関係者、食肉処理・加工従事者等から選定）を日本に招へいし、これ

ら技術について学ぶ機会を提供する。 

具体的には、招へい者による、日本のと畜場及び食肉加工に係る関連企業を巡

る視察（重点視察先１か所、その他２か所を想定）を実施する（日本の食肉処

理・加工の専門家も同行）。具体的な業務は以下のとおり。 

ア 受入先の選定と調整 

 可能な限り、パラオにおける現状を踏まえた日本の食肉処理技術・加工技

術を学ぶことができると畜場、企業等を視察先として選定する。選考に当た

っては、農林水産省輸出・国際局国際地域課（以下「国際地域課」とい

う。）と十分な調整を実施の上、今後パートナーとなり得るようなパラオに

おける食肉加工等の企業と受入先の日本企業とのマッチングが最も効果的に

行われるよう工夫すること。 

イ 招へいに係るロジ対応 

  ロジ資料作成、行程管理、視察先等での通訳の手配、参加者の誘導、写真撮

影、車両の手配、招へい者（５名を想定）の航空チケット・宿舎（５日間程

度を想定）・食事の手配等を行う。 

  招へい者の日本訪問及び滞在に係る費用（航空賃、宿泊費等）、視察先への

移動のための車両借上げ費、通訳費など、招へいに必要な経費については、

本委託費から支弁することとする。 

ウ 招へいの結果についての報告書作成 

  招へい者と視察先及び同行する専門家との意見交換の機会を設け、この結果
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を踏まえ、パラオの食肉処理・加工技術の向上に向けて、パラオにおいて優

先的に取り組むべき事項及びこれらを進める行程案を招へい報告書として取

りまとめる。 

エ 需要に見合う食肉を提供するために必要な技術的要素についての提言作成 

ウを踏まえ、需要に見合う食肉を提供することに必要な技術的要素（新た

に整備する必要がある機器、と体処理・カット技術等）についての提言（和

文及び英文）を作成する。 

なお、提言は、公表を前提とする。 

 

（３）「日パラオ農業協力の促進のためのタスクフォース」会合等での報告 

国際地域課からの求めに応じて、「日パラオ農業協力の促進のためのタス

クフォース」会合、またその他の機会において、調査の経過等を報告する。

（東京都内で１回報告することを想定しているが、オンラインで実施すること

もあるので、報告の方法は開催前に通知する。） 

 

４ 委託事業の履行期間 

契約締結日から令和６年３月８日（金）まで。 

なお、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

施体制を国際地域課に報告すること。 

 

５ 成果品等 

（１）成果品等の扱い 

    成果品等の著作権は農林水産省が有することとする。 

    受託者等がこれを利用しようとする場合は、逐次、国際地域課と協議する。 

（２）成果品等の納入 

委託事業内容について、報告書を取りまとめ、令和６年３月８日（金）までに

提出する。なお、調査関係の面談記録は報告書に添付する。報告書は製本し、５

部を提出先に提出するとともに、CD-R又はDVD-Rにより電子ファイル（報告書の

内容に係るバックデータや写真ファイル等を含む。）１枚を提出する。 

なお、納入する電子媒体は、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添付して提出すること。 

（提出先）農林水産省輸出・国際局国際地域課大洋州・中東担当（本館 4 階 本

463 室） 

 

６ 実績報告書 

事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。）は、委託

事業の成果を記載した委託事業実績報告書を１部提出すること。  

 

７ 委託事業内容の変更 
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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

ちに国際地域課に通知する。国際地域課と協議のうえ、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業務内容を変更しようとする場合 

 （２）天災地変その他やむを得ない事由（実施国における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業務

内容を実施することが困難と考えられる場合 

（３）業務の履行期限を変更しようとする場合 

 

８ 留意事項 

（１）受託者は、提案書のとおり事業を実施すること。 

 （２）受託者は、委託事業の進行状況等を定期的（国際地域課から特段の通告がない

限りは１か月に２回以上）に報告するほか、国際地域課の求めに応じて報告（対

面方式・オンライン方式を含む）を行うものとする。 

 （３）本委託事業の調査の方針及び成果の取りまとめに当たっては、国際地域課の指

示を受けること。 

 （４）本委託事業により知り得た情報（個人情報を含む。）について、本委託事業の

目的以外に使用及びその情報（個人情報を含む。）を外部に漏洩・開示してはな

らない。 

 （５）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

委託事業の再委託は禁止する。 

 （６）受託者は、事業の実施に当たって再委託を行う場合は、事前に農林水産省の承

認を得ない限り再委託を行ってはならない。 

 （７）本委託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。 

 （８）一連事業の履行について、受託者等は現地事情を充分に勘案しコンプライアン

スを遵守して活動することとする。 

 

９ その他 

（１）この仕様に定めのない事項については、国際地域課と受託者が協議のうえ、実

施する。 

 （２）受託者は、委託事業を実施するに当たり、国際地域課と十分な打合せを行う。 
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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
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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
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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
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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
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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。

■
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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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