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質問回答

2014年 9月 22日
「ミャンマー国保健システム強化プロジェクト」

（公示日：2014年 9月 10日／公示番号：140725）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。
通番号 当該頁項目 質問 回答

1 業務指示書別紙 6 ページ
【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】5．実施方針及び留
意事項 (5)プロジェクトモニタ
リング業務

「技術協力等モニタリング執務要領」は公開されているか。

（JICA ホームページ等を通じて入手できるようになっている
のか。）

「技術協力等モニタリング執務要領」は業務用

内部情報のためホームページには掲載してい

ません。外部関係者向けに作成した説明資料

がありますので閲覧希望の場合は業務担当

（保健第四チーム：Tel:03-5226-8365）にお問
い合わせください。

2 業務指示書別紙 7 ページ
【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】6．業務の内容
各契約期間に共通する業務

(5)対象州内プロジェクト事務
所の開設と維持管理

「対象州の州保健局と連携して保健局内にプロジェクト事務

所を開設」とあるが、州保健局は事務所スペースの提供を

確約しているということか。あるいは、開始後に、受託団体

が交渉するということか。また、必要なスペース、業務環境

が保健局内に確保できない場合に、簡易な事務所を建設・

増設する可能性は想定されているか。

現在、保健省を通じて州保健局にプロジェクト

執務スペースの提供を確認中です。執務スペ

ースの確保が困難なことが判明した場合に、簡

易な事務所の建設・増設は想定していません。

その際には、別途、州保健局近隣に執務スペ

ースを確保する予定です。

3 業務指示書別紙 11 ページ
【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】7．成果品等(1)報
告書等

第 3 期のレポート名「プロジェクト業務完了報告書」の提出
時期が 2017 年 10 月となっているの業務指示書 6 ページ
【第 2 業務の目的・内容に関する事項】5．実施方針及び留
意事項 (5)プロジェクトモニタリング業務は、2018 年 10 月
の誤植と判断した。確認まで。

ご指摘の通りです。「プロジェクト業務完了報告

書」の提出時期は「2018 年 10 月」に訂正しま
す。

4 業務指示書別紙 15 ページ
【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】8．その他留意事項
(2)供与機材調達

JICA ミャンマー事務所にて調達予定の四駆車 1台は、カヤ
ー州に常駐させられるプロジェクト専用車両と考えてよい

か。

ご理解の通りです。
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通番号 当該頁項目 質問 回答

5 業務指示書別紙 15~16 ペー
ジ 【第 2 業務の目的・内容
に関する事項】8．その他留意
事項(2)供与機材調達

指示書において数や品目等が指定されていないが提供が

予定されている母子保健関連機材（ポータブル超音波診断

装置、インファント・ウォーマー等）は「現地現状調査を踏ま

えて、品目を確定し、調達することとする」と書かれている。

これら機材費は、プロポーザルの見積もりには加えないとい

う理解でよいか。

ご理解の通りです。

6 JICA ミャンマー事務所で雇用しているローカルスタッフの給
与基準および国内出張の日当宿泊基準を教えて頂きたい。

事務所ローカルスタッフの給与基準は公表して

ません。プロジェクトのローカルスタッフ旅費に

ついては、日当、宿泊料それぞれ一日あたり

6US$、29 US$を上限として実情に合わせてプ
ロジェクト毎に内規を作成しています。

7 業務指示書別紙 11 ページ
【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】7．成果品等 (1)報
告書等、ア)ワークプラン記載
項目

e) PDM（指標の見直し及び
ベースライン設定）

この項の記述によれば、業務開始後約 1 カ月までに作成す
るワークプラン(第一期)の一部を成す PDMに記載される指
標は、この時点までに見直され、ベースラインが設定されて

いると読める。

一方、業務指示書 4 ページ 5. 実施方針及び留意事項
(1)活動計画の見直しの項の下から 4 行目、「JICA として
は、プロジェクトの開始後早い時期（4 か月程度）に本プロジ
ェクトの活動計画ならび指標を・・・・・見直すこと（PDM 及び
PO の改訂）を予定している」と記述されている。また、7～8
ページの第１期にかかる業務(1)ワーク・プランの作成・協議
および(2)対象州内における現状及びベースライン調査、指
標設定 2)ベースライン調査によれば、指標の見直しやベ
ースライン値の設定は各種指標調査後であり、ワークプラン

はそれ以前に作成されると理解できる。

当該項目は、「指標の見直し及びベースライン

設定」部分を削除し、「ｅ) PDM（モニタリングシ
ート Iの活用）」に訂正します。

上記に従い、ワーク・プランの PDM 記載項目
については、この時点での指標見直し及びベ

ースライン設定の作業は不要であり、指示書添

付の R/D内容のままのものを添付することとし
ます。
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通番号 当該頁項目 質問 回答

時系列の活動にずれがある印象を受けるが、どう理解すれ

ば良いか。

8 【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】 2頁

以下の、成果１の成果品完成時期について、おおよその見

通しをご教示ください。

・国家 UHC戦略の実施計画
・Essential Health Package
・ EHPをモニタリング評価するための枠組み

・「国家 UHC 戦略の実施計画」についてミャン
マー側からは具体的な完成時期の明示はあり

ませんが、ＪＩＣＡの現行の予定では２０１５年末

頃を想定しています。

・EHP の確定時期についても、ミャンマー側は
まだ具体的期日設定をしてませんが、JICA とし
ては２０１５年央頃に EHP の概要案を確定し、
ミャンマー側に提示することを計画しています。

モニタリング評価の枠組みについては、より複

雑な構造となる見込みのところ、プロジェクト全

期間を通じて継続的に整備構築し、プロジェク

ト終了時までに完成させる予定です。

9 【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】 2頁

成果 2 で最終化したガイドラインの他州への普及は、保健
省・直営専門家が実施するワークショップ等の機会を通じて

行うとされているため、ワークショップ開催費用は本プロジェ

クト経費には含めなくて良いと理解しましたが、この理解で

正しいでしょうか。

ご理解の通り、ガイドラインの他州への普及の

ためのワークショップ等費用は直営専門家活

動費で充当しますので、経費の計上は不要で

す。

10 【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】 4頁

プロジェクト開始後、現状調査及びベースライン調査を行

い、国家計画の最新の動向や調査結果を反映させ見直す

ことになっています。成果 3 に関して、現在「母子保健サー
ビス」にフォーカスされていますが、調査結果によっては、

「Strategic Directions for UHC」(P9)において EHPの分野
として特定されている、「母子保健」以外の分野における、

成果３については、現時点では母子保健分野

に限定した活動を想定しています。
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通番号 当該頁項目 質問 回答

同様の活動項目が含まれることも想定されていますでしょう

か。

11 【第 2 業務の目的・内容に関
する事項】 12頁
(4)技術協力成果品/技術協力
成果資料、収集資料

(イ)～(オ)について、言語及び必要部数についてご教示くだ
さい。

以下のとおりです。

（イ）州レベルの年間計画策定、進捗モニタリン

グ、パフォーマンス評価ツール：英文 50 部、
CD-R 50枚
（ウ）上記（イ）の教材パッケージ：英文 100部、
CD-R 100枚
（エ）研修講師用研修ガイドラインおよび研修教

材：英文 50部、CD-R 50枚
（オ）一般研修用研修ガイドラインおよび研修教

材：英文 100部、CD-R 100枚
12 RD 3ページ、(b)Training 日本、あるいは第三国での研修について、研修経費は本見

積に含める必要がありますでしょうか。

研修内容が未確定であり、プロジェクト開始以

降に具体的検討をするところ、見積りは不要で

す。

以 上


