
                     

設　計　額
R3.4.1
内容

①　施設意見交換会の実施
②　施設認定業務
③　認定施設の受入れ条件の整理及び狩猟者への周知
④　認定施設への手引書の作成及び研修、現地指導
⑤　認定施設の毎月の提出物及び県への報告
⑥　認定施設の保管証拠物の確認
⑦　認定施設への管理システム導入及び指導業務
⑧　認定施設への個体にかかる管理経費支援業務

施行方法
施行期限

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課

委託
R4.3.31

狩猟期処理加工施設搬入促進業務設計書



                    工　　事　　費 工　　事　　概　　要

実　　施 今回変更 増減額

（当初） （第２回）

設　計　額 ①　施設意見交換会の実施

R3.4.1 ②　施設認定業務

基準適用 ③　認定施設の受入れ条件の整理及び狩猟者への周知

④　認定施設への手引書の作成及び研修、現地指導

請  負  額 ⑤　認定施設の毎月の提出物及び県への報告

⑥　認定施設の保管証拠物の確認

⑦　認定施設への個体にかかる管理経費支援業務

執行方法  請負・委託 施工期限 R4.3.31 ⑧　認定施設への管理システム導入及び指導業務



１頁

委託費内訳書

費目 工種 細目 数量 単位 金額（円） 摘要

直接費

直接人件費

打合せ 1.0 式 代価表-１

施設との意見交換及び、受け入れ条件聞き取り　①準備・とりまとめ 1.0 式 代価表-２

施設との意見交換及び、受け入れ条件聞き取り　②意見交換会の実施 1.0 式 代価表-３

認定施設業務　①公募書類作成 1.0 式 代価表-４

認定施設業務　②公募事務 1.0 式 代価表-５

認定施設業務　③申請書整理・認定事務 1.0 式 代価表-６

チラシ作成 1.0 式 代価表-７

手引き書の作成及び研修 1.0 式 代価表-８

認定施設現地指導 1.0 式 代価表-９

施設提出物の確認・報告 1.0 式 代価表-１0

ジビエクラウドシステム導入業務　①打合せ 1.0 式 代価表-１１

ジビエクラウドシステム導入業務②認定施設指導 1.0 式 代価表-１２

ジビエクラウドシステム導入業務③課題整理 1.0 式 代価表-１３

施設への経費支払い業務 1.0 式 代価表-１４

報告書の作成 1.0 式 代価表-１５

直接人件費

直接人件費　計



２頁

委託費内訳書

費目 工種 数量 単位 金額（円） 摘要

直接経費

（１）労働者輸送費等 1.0 式

直接経費　計

直接原価 直接人件費＋直接経費

事前調査原価

一般管理費 事前調査原価×35%/(1-35%)

一般管理費　計

直接業務費計 事前調査原価＋一般管理費

請負額

合計

間接業務費 認定施設個体管理費 1.0 式

業務費合計

消費税 10%

業務費合計

細目

代価表-１６

代価表-17



代価表-１（直接人件費：打合せ）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 1.0 人日

技師(B) 人日

技師(C） 1.0 人日

技術員 人日

計

代価表-２（直接人件費：施設との意見交換及び、受け入れ条件聞き取り　①準備・とりまとめ）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 人日

技師(B) 人日

技師(C） 2.0 人日

技術員 1.0 人日

計

業務着手時、チラシ作成時の計２回：0.5日/回



代価表-３（直接人件費：施設との意見交換及び、受け入れ条件聞き取り　②意見交換会の実施）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 0.5 人日

技師(B) 人日

技師(C） 0.5 人日

技術員 人日

計

代価表-４（直接人件費：施設認定業務　①公募書類作成）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 1.0 人日

技師(B) 人日

技師(C） 1.0 人日

技術員 人日

計



代価表-５（直接人件費：施設認定業務　②公募事務）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 人日

技師(B) 人日

技師(C） 2.0 人日

技術員 1.0 人日

計

代価表-６（直接人件費：施設認定業務　③申請書整理・認定事務）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 1.0 人日

技師(B) 人日

技師(C） 1.5 人日

技術員 人日

計

１９施設を認定

文書作成及び発送、問い合わせ対応含む



代価表-７（チラシ作成）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 0.5 人日

技師(B) 人日

技師(C） 1.0 人日

技術員 人日

計

代価表-８（直接人件費：手引き書の作成及び研修）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 0.5 人日

技師(B) 人日

技師(C） 2.0 人日

技術員 人日

計



代価表-９（直接人件費：認定施設現地指導）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 人日

技師(B) 人日

技師(C） 10.0 人日

技術員 人日

計

代価表-１０（直接人件費：施設提出物の確認・報告）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 人日

技師(B) 人日

技師(C） 4.0 人日

技術員 21.0 人日

計

伝票及び証拠物の提出

１９施設指導：２施設/日



代価表-１１（直接人件費：認定施設への管理システム導入業務①打合せ）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 0.5 人日

技師(B) 人日

技師(C） 0.5 人日

技術員 人日

計

代価表-１２（直接人件費：認定施設への管理システム導入業務②認定施設指導）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 人日

技師(B) 人日

技師(C） 1.0 人日

技術員 2.0 人日

計



代価表-１３（直接人件費：認定施設への管理システム導入業務③課題整理）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 1.0 人日

技師(B) 人日

技師(C） 3.0 人日

技術員 人日

計

代価表-１４（直接人件費：施設への経費支払い業務）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 1.0 人日

技師(B) 人日

技師(C） 2.0 人日

技術員 人日

計



代価表-１５（直接人件費：報告書の作成）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接人件費

技師(A) 1.0 人日

技師(B) 人日

技師(C） 2.0 人日

技術員 人日

計

代価表-１６（直接経費）

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

直接経費 労務者輸送費 1.0 式 ※直接人件費*0.055

確認伝票（3枚複写伝票）作成費 1.0 式 75,600 75,600 見積り

印刷費 1.0 式

ジビエクラウドシステム改修費 1.0 式 2,400,000 2,400,000 見積もり

消耗品費 1.0 式

通信費 1.0 式

計



代価表-１７（認定施設支援費） 3,200頭当たり

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

間接業務費 個体管理費 3,200 頭 0 0

残渣処分料 3,200 頭 0 0

計 3,200 頭 0 0

代価表-１８（個体管理費） １頭当たりの個体管理費

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

間接業務費 30分当たり 0.5 時間

計



代価表-１９（伝票作成、証拠物管理、データ管理等） １時間当たり

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

間接業務費
伝票作成・整理、証拠物管理・整理、デー
タ管理・とりまとめ

1.0 人日

60分当たり 1.0 時間

計

代価表-２０（残渣処分料） 1頭当たりの焼却処分費

用途 種目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要

間接業務費 残渣処分料 10.0 Kg

1頭当たり（２０Kg） 20.0 Kg

計


