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質問回答

2014 年 9 月 30 日

追加：2014 年 10 月 7 日

「サウジアラビア国海外投融資案件に関する有償勘定技術支援による基礎調査」

（公示日：2014 年 9 月 17 日 公示番号：140778）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

6 ページ

評価対象とする業務従事者の予

定人月数

評価対象の業務従事者（2 名）の予定人月数は、

14.96 MM とあるが、本件の業務開始は早くても

10 月下旬であり、5 月下旬に最終成果品提出の

ため、作業月数は約 7 か月と考える。その間に、

2 名（１人あたり 7.48MM）で指定されている MM
をこなすのは困難と思われるところ、この点につ

き、作業期間変更の提案、もしくは評価対象従事

者の MM 変更の提案を行うことはどの程度可能

か。

評価対象者 2 名の MM を合計で 6.0 MM に訂正

いたします。他方、全体の MM は約 23MM で変

更ありません。

業務指示書第 9 1.（２）について、修正しました。

2 業務指示書

9 ページ

プロポーザル評価表

説明会では、例えば総括／工業団地計画（工業

プラント）とあるが、／（スラッシュ）以下の担当業

務を変更可能であるとの説明があった。例えば、

「総括／上下水道」で提案した場合、類似業務の

経験として、評価表にある通りの配点で評価して

もらえるのか。

説明会では総括における担当業務の変更が可能

と説明しましたが、当機構で検討した結果、最終

的に変更は不可とします。ついては、「総括/工業

団地計画（工業プラント）」にて提案願います。

3 業務指示書 別添 2
2 ページ

2．業務の目的・内容に関する事

項  

6．実施方針及び留意事項 （2）

国内業務については再委託により実施することも

可能というと記載されているが、再委託をせず、

自社のコンサルタントが行う場合、23MM に上乗

せして人件費を計上すべきか。それとも、コンサ

ルタントが国内業務に従事する場合でも、「国内

自社のコンサルタントが国内業務を行う場合に

は、業務従事者の 23MM に含めずに、便宜上

「国内再委託費」に計上してください。
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国内業務の再委託 再委託費」として計上すべきか。

4 別添 2
4 ページ

(3)調査対象、工業団地物流（ロ

ジステイクス）に関して

工業団地物流（ロジステイクス）の定義に関して、

ジュベール 1 内のみの物流ということか。それとも

ジュベール 1 とジュベール 2 の間の物流というこ

とか。或いは、別の意味か。

本調査事業における工業団地物流（ロジステイク

ス）の定義は、ジュベール 1 内のみの道路・港湾

に係る物流部分とご理解ください。

5 別添 2
5 ページ

7．（6）インテリム・レポートの説

明、ワークショップの開催、（7）ド

ラフト・ファイナル・レポートの作

成、説明、ワークショップの開催

（6）（ア）インテリム・レポートをふまえ・・・サウジア

ラビアにおいて・・・ワークショップを開催し、（7）

（ウ）ドラフト・ファイナル・レポートをふまえ・・・サ

ウジアラビアにおいて・・・ワークショップを開催す

るとあるが、現地でのワークショップは計 2 回開

催、サウジアラビアへの渡航は計 3 回（1 回は調

査）という理解でよいか。

現地渡航は、現地調査 1 回、インテリム・レポート

説明（ワークショップ開催）1 回の計 2 回を予定し

ています。ドラフト・ファイナル・レポートのサウジ

アラビア側への説明は、ワークショップ開催形式

ではなく、電子データの提供となります。サウジア

ラビア側からのコメントの反映方法は JICA 側で

検討の上、指示します。

業務指示書別添 2 7.について、修正しました。

6 別添 2
5~6 ページ

8 成果品について

成果品は和文と英文を作成することになっている

が、英文については和文の要約部分か、それとも

和文全体か。また、本件業務の成果品は全て「電

子データ」のみで、製本は不要という理解で宜し

いか。

成果品の英文は、和文全体を作成ください。

成果品に記載した部数については、英文製本各

部数、和文製本各部数、これに加えて電子データ

版を各部数作成するものとご理解ください。

7 別添 2
5~6 ページ

8 成果品について

指示書では、「当該分野の経験・知識共に豊富な

ネイティブスピーカーの校閲を受けること」とある

が、該当する人材が社内で確保困難な場合、別

途、英文校閲の為の費用を計上することは可能

か。

不可です。貴社で英文校閲を外注する場合に

は、「その他原価」から支出いただきます。

8 別紙 1「本邦招聘にかかる業務

内容について」

この部分での鉄道は、貨物鉄道を意味していると

考えるが、その場合、どの地域（区間）の鉄道を

日本の優れた技術の一端である旅客鉄道分野に

ついてその優位性を理解することが目的であるた
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1 ページ

4.業務内容（１）（ア）②鉄道等の

意味

意味しているのか。 め、鉄道会社での運営を含めた視察を想定して

います。

9 別紙 2「招聘にかかる経費の扱

いについて」別紙 2
1 ページ

3．契約に含めることができる経

費

（2）招聘実施に係る直接人件費及び間接費につ

いては、再委託をせずに自社で（本調査の業務

従事者が）行う場合、それに該当する人件費は、

直接人件費で計上するという理解で宜しいか。

業務従事者が招聘実施にかかる同行や調整等

を行う人件費は、直接人件費のみならず間接費

（その他原価、一般管理費等）を計上することは

可能です。ただし、同行や調整等の業務である場

合、格付けや経費率の設定については、十分に

留意願います。

10 別紙 2「招聘にかかる経費の扱

いについて」

2 ページ

コ．教材作成・翻訳

招聘プログラム全体の運営は基本的には英語で

行うことでよいか。また、招聘プログラムに係る教

材・資料等は英語でよいか。または、アラビア語

での作成が望ましいか。

招聘プログラムの運営は、英語で実施願います。

また、教材・資料も英語対応とします。

11 業務内容説明会 業務内容説明会では、どのような説明を行った

か。

業務内容説明会では、別添パワーポイント資料を

提示の上、業務の背景と流れについて補足説明

をしました。その際の質疑応答は以下のとおりで

す。

12 ジュベール工業団地のインフラ基礎調査につい

て、ユーティリティという点でジュベール工業団地

を対 象 として いる というこ とは 、 SHARAQ と

AR-RAZI 以外の入居企業も対象か。また、工業

団地を構成する居住地域等も対象に含めるの

か。

本調査開始にあたり、海投投資先及び関連する

調査対象先となる 6 社（SABIC, RC, MARAFIQ, 
JIC, SHA RQ, AR-RAZI）については協力の取り

付けが済んでいるが、他の入居企業にはコンタク

トをとっていない。基本的にはJICA の投資先であ

る SHARA QとA R-RAZIを対象とし、その関連す

るインフラ設備を対象としており、他の入居企業、

居住地域を対象とすることは想定していない。調

査開始後に RC から対象を広げてほしいというよ

うな要望が上がるかもしれないが、原則としては
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想定していない。

13 大学等との連携というのはどのようなことを想定

しているか。

各種単科大学や国立高等専門学校等との提携を

想定、技術協力等を図れればと考えている。

14 招聘セミナー部分に記載のある「日本型業務管

理についてのセミナー」とはどういうことを想定し

ているか。

例えば、TOYOTA の工場を訪問し、TOYOTA 方

式というものはどういうものかを見学し、研修のな

かで 5S やカイゼンといった日本の管理方式を勉

強してもらうことを想定している。

15 第 5.（１）業務管理グループ 業務指示書内で業務管理グループ(副業務主任

者)の配置は認めるか。

業務指示書に記載のとおり、認めない。

16 業務従事者 「人材育成」「教育」という幅が広すぎるが、JIC の

既存プログラムのレビューも想定しているのか。

また、何故「太陽光発電事業に関する人材育成」

なのか。

JIC の既存プログラム全体のレビューを想定して

いるものではない。JIC のプログラムの中に、日

本式経営システム(5S やカイゼン等)の日本の効

率的な生産管理を取り込んだ日本的教育システ

ムのプログラム導入が可能であるかの検討をお

願いしたい。

太陽光発電については、サウジアラビア政府が

現在政策として太陽光発電事業を推進しており、

今後太陽光発電にかかる人材の需要が高まるも

のと見込まれる。従い、太陽光発電を学問として

導入するプログラムを検討して頂きたい。

JIC ではそれらのプログラムを学校の売りとして

学生を呼び込みたいと考えている。これらのプロ

グラムの実施には、サウジアラビア政府からの要

請があれば、コストシェア技術協力の導入につな
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げられることを想定している。

（2014 年 10 月 7 日追加）

17 第２ 業務の目的・内容に関する

事項 4.関係機関（2）本邦企業

以下のとおり訂正します。

（正）本邦企業（サウディ石油化学、日本・サウジ

アラビアメタノール、三菱商事、三菱化学、三菱ガ

ス化学等）

（誤）本邦企業（サウディ石油化学、日本・サウジ

アラビアメタノール、三菱化学、三菱ガス化学等）

以上


