
質  問 回  答  書

2014 年 9 月 29 日

「（案件名）アジア地域 ASEAN 災害医療・救急医療にかかる情報収集・確認調査」

（公示日：2014 年 9 月 17 日／公示番号：140787）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 P5 外貨交換レートが記載されておりますが、契約交渉時

にレートの変動に合わせ、見直すことは可能でしょう

か。

原則は契約時も業務指示書の外貨交換レートを適用し

ますが、著しい為替変動等があった場合には契約交渉

時に個別に検討します。

2 p.5 第 7 外貨交換レ

ート

見積もり時にタイバーツ等の外貨交換レートが必要と

なりますが、貴機構の平成 26 年 9 月の精算レート表の

レートを使用するということでよろしいでしょうか。

タイバーツでの見積が必要になった場合は当機構調達

情報の「平成 26 年度精算レート表」の 9 月レートを使

用してください。

3 P11
6.実施方針及び留意

事項 (1)国内支援委

員会の設置

コンサルタントは国内支援委員会に 5 回程度参加する

ことになっていますが、開催場所はどちらでしょうか。ま

た、開催場所が会社所在地と異なる場合は、交通費を

計上してもよろしいでしょうか。

原則、JICA 本部（麹町）を予定しております。委員会参

加及び打ち合わせ等にかかる国内交通費はその他原

価での扱いとなりますので、別途計上はできません

（「コンサルタント等契約における見積書作成ガイドライ

ン」参照）。

4 P13（5） 「ASEAN 各国に対する質問票の配布は、機構在外事

務所を通じて行うことを想定」とありますが、質問票の

回収も貴機構の在外事務所等を通じて行うことを想定

してよろしいでしょうか。

質問票の回答が機構事務所に届いた場合は回収可能

ですが、基本的には、回答の回収、質問票に対する質

問への対応、回答が不足している国及び回答がない

国に対する現地調査での情報収集は受注者の業務範

囲となります。



5 P13～P14(6)の（ア） 海外招聘①において、「計 22 名を機構負担で招聘予

定」とありますが、機構負担の業務範囲はどこまでを想

定していますでしょうか。コンサルタント業務 として

「（ア）ASEAN 関係者の招聘にかかる手続き」とありま

す。見積もりは必要でしょうか。

招聘にかかる受注者の業務範囲は、業務指示書別紙

１に記載のとおりを想定しています。招聘を実施するた

めに基本的に必要な業務は受注者が実施すると理解

ください、一方で、招聘状の発出、査証取得のために

必要な書類の発出、招聘プログラムにかかる国内支援

委員会への支援要請等は、当機構が行います。招聘

にかかる費用は見積が必要です（別紙２及び３参照）。

6 P14
(6) スマトラ地震１０周

年セミナー（前ページ

から続く）

（イ）本調査にかかる

協議内容の 調整・発

表準備

1 行目に「半日を本調査の調査方針内容を ASEAN 各

国関係者と共有する協議の時間とする予定である」とさ

れていますが、次の文章には、「コンサルタントは、本

調査に関する協議（1 日間）の内容調整～」とあります。

協議は半日と1 日のどちらで計画すればよろしいでしょ

うか。

現時点では 1 日で計画してください。

7 P14（6）の（イ）

別紙 1 の 2 ページの

（キ）

本調査の協議日数に関しまして、「半日を本調査の調

査方針・内容を ASEA N 各国関係者と共有する協議の

時間とする」とあり、コンサルタントは「本調査に関する

協議（1 日間）の内容調整、発表の準備を行う」とありま

すので 1.5 日を想定しますが、別紙 1 の 2 ページの

（キ）では協議日 1 日とあります。1.5 日の想定でよろし

いでしょうか。

上記のとおり、本調査にかかる協議は現時点で 1 日を

予定しておりますので、必要経費も 1 日を想定して計上

してください。

8 P14（7） ASEAN加盟国（10 か国）の現地調査でのヒアリング等

の実施におきまして、各国の関係機関との連絡調整は

貴機構の責任で在外事務所等を通じて行って頂けると

の解釈でよろしいでしょうか。

各国の関係機関への最初の訪問に係る公式なアポイ

ントは機構の在外事務所が行いますが、その後、別途

打ち合わせ等が必要となる場合には、受注者にて関係

機関への連絡調整を行って頂きます。また、必要があ

れば、各国の関係機関・担当者の特定等について、受

注者がタイ NIEM 及び機構と調整の上、検討する必要

が出てくる可能性があります。



9 P14（7） 「各国での現地には、国内支援委員の専門家に加え

て」とありますが、国内支援委員会の全員が現地調査

の全工程に同行する想定でしょうか。

国内支援委員会からは、各国 1－2 名程度が参加し、

災害医療の専門的な観点から助言をいただく予定で

す。なお、おそらく調査の全行程に同行するのは困難

ですので各国 2－3 日の同行となる見込みです。なお、

現地調査にはタイ及びベトナムの関係者も同行する可

能性があります（費用の計上については業務指示書を

参照のこと）。

10 P14（7） 現地調査におきまして、「同行する国内支援委員の出

張手続きは機構が実施する」とありますが、調査時の

現地での国内支援委員の移動手段は見積もりに含め

ると考えてよろしいでしょうか。また国内支援委員以外

の招聘者宿泊場所は機構が決定した国内支援委員の

宿泊先と合わせるという解釈でよろしいでしょうか。

現地調査時の国内支援委員会参加者の旅費は機構

が支給します。一方で、現地での移動手段（車両借上

等）については、タイ・ベトナムからの参加者も含め、一

緒に移動した方が効率が良いため、見積に含めてくだ

さい。

また、国内支援委員以外の招聘者宿泊場所は国内支

援委員会に合わせてください。

11 p.14 （7）ASEA N 各

国の災害医 療・救急

医療体制の現状と課

題に関する情報収集

「タイ・ベトナム両国から各 2 名の参加を想定して、旅費

及び必要経費の積み上げを行うこと」について、必要

経費として通訳（特にベトナムからの参加者）の経費も

想定されていますでしょうか。

調査に参加するベトナム関係者用のベトナム語通訳は

想定不要です。

12 P17 本邦招聘②の内容①におきまして、サイドイベント（詳

細未定）は何日間を想定していますでしょうか。また招

聘対象者のみが対象でしょうか。

サイドイベントについては詳細未定ですが、期間は 1 日

間を想定しています。ご質問の意図が明確に理解でき

ないところがありますが、サイドイベントへの参加は招

聘対象者のみとなりますが、サイドイベントの聴衆は防

災会議参加者全般を想定しています。なお、業務指示

書に記載のとおり、国連防災世界会議のタイミングで

行う招聘について（サイドイベントも含む）は、別見積と

してください。

13 P17
(14)国連防災世界会

「日本政府サイドイベント開催支援及び現地視察プロ

グラムを企画・実施する」とありますが、サイドイベント

上記のとおり詳細は未定ですので、会場借上費、資料

作成費等一般的に想定されるサイドイベント開催にか



議、共有ワークショッ

プ I、現場視察

のセミナー講師にかかる費用も計上する必要がありま

すでしょうか。その場合、ある程度イベントの内容がわ

からないと難しいかと思いますが、もし既に企画（案）が

ありましたら、ご提示頂けますでしょうか。

かる費用を計上してください。セミナー講師は不要で

す。なお、上記のとおり、当該部分の費用は別見積とな

ります。

14 P17
(14)国連防災世界会

議、共有ワークショッ

プ I、現場視察

現地視察プログラムに関する予算は全て計上するとい

うことになりますでしょうか。その場合、計上してよい予

算の制限がありましたら、ご提示下さい。

計上してください。予算の制限はありませんが、プログ

ラム内容に対して適正な見積としてください。なお、上

記のとおり、当該部分の費用は別見積となります。

15 p.17 （ア） 国連防災

世界会議サイドイベン

ト実施準備

サイドイベントについて、開催日数及び開催のタイミン

グ（会議期間中の夕方に開催するのか、会議期間中に

並行して開催するのか、等）

開催日数は 1 日間、開催タイミングは会議期間中に並

行して開催することを想定しています。

16 P17 内容②の調査結果の共有ワークショップⅠの開催はこ

の 5 日間のいつのタイミングを想定されているのでしょ

うか、また期間は何日間を想定しているのでしょうか。

共有ワークショップの開催タイミングは未定、期間は 1
日間を想定しています。業務指示書に記載のとおり、

招聘期間は最大 9 日間を想定していますので、これに

対応した見積を作成してください。

17 P17 （オ）調査結果の

共有ワークショップ I
ワークショップ Iの開催時期（国連防災世界会議中か現

地視察プログラム中か）、想定参加者数、開催場所に

ついてご教示いただけますでしょうか。

上記の通り。サイドイベント、共有ワークショップⅠ、現

地視察プログラムは同日開催にはなりませんが、他の

国連防災世界会議のプログラムとは重複の可能性が

あります。想定参加人数は、招聘者（24 名）に加えて、

国内支援委員会、JICA 側関係者が参加しますので、

40 名程度となる見込みです。

開催場所は JICA 東北など、JICA 関連施設の利用を

想定しています。

18 P18、(15) 共有ワー

クショップⅡ及び在外

セミナーの実施につい

在外プログラムの企画、実施にあたり、タイ関係者との

準備打ち合わせ、会場設定など事前準備のための渡

航は認めていただけますでしょうか。認められるとすれ

必要に応じてご提案ください。また、必要な経費につい

て見積もりに含めるようにしてください。

なお、ご提案の妥当性については契約交渉にて確認



て、 ば、何回まで計上してよろしいでしょうか。 の上、決定することとします。

19 P18(15) 共有ワーク

ショップⅡ及び在外セ

ミナーの実施について

確認ですが、ここについては、在外セミナーのリソース

を除く全ての招聘にかかる経費（4 日間+前後 2 日分）

を見積もるとの理解でよろしいでしょうか。

現時点では本邦リソース（国内支援委員会）の派遣を

想定しており、その派遣にかかる費用は機構負担とな

ります。その他の招聘及びワークショップ・セミナー開

催にかかる費用はすべて計上してください。

20 P20(2)その他報告書

等 3)デジタル資料集

デジタル資料集としてビデオ、写真、議事録、イベント

の Proceedings 等とされていますが（2 行目）、ビデオ

に関しては必須でしょうか。必須の場合、ASEAN 広報

資料に活用するレベルとするためには映像の専門家

の投入が必要になると思いますが、この分は計上可能

でしょうか。

広報の専門家・業者の投入は想定していません。受注

者で可能な範囲での対応で可としますが、その後の資

料の活用を想定した記録を行ってください。

21 P20 3）デジタル資料

集

作成言語の指定はされておりませんが、日本語という

理解でよろしいでしょうか。

議事録、Proceedings 等は原則、日本語と英語の両方

を作成してください。

22 別紙 1 p.2 （ク）教材

作成・翻訳

教材・資料等の翻訳については、日⇔英という理解で

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23 別紙 1 の P2 2．業務内容（2）招聘実施段階の（ウ）におきまして、ト

ラブル対応（初動対応）における「初動対応」の内容、

責任範囲を示してしてください。

常識的な範囲で、必要な初動対応を求めます。例え

ば、事故・病気の際の救急要請、警察への連絡、体調

不良時の病院への同行及び機構への連絡等、機構関

係者が対応できるまでの緊急的な対応をお願いいたし

ます。



24 別紙 1 の P2 2．業務内容（2）招聘実施段階の（ウ）におきまして、引

率・同行中とありますが、コンサルタントの引率、同行

の範囲を示してください。

基本的には、招聘プログラムの実施全般を委託します

ので、円滑なプログラム実施のために基本的には全行

程に受注者の同行を求めます。ただし、p16 日本集団

災害医学会の発表については、調査内容には直接関

係しないため、コーディネーターのみの同行を可としま

す。

25 別紙 1 の P2 2．業務内容（2）招聘実施段階の（ウ）におきまして、上

記以外の滞在中の「言葉が通じない」等の対応が予測

されますが、引率・同行時以外の責任はないと解釈し

てよろしいでしょうか。

買い物等のプライベートな活動にかかる同行を想定さ

れたご質問かと思いますが、基本的には、公式な招聘

プログラム以外の同行は求めません。

26 別紙 1 の P1 2．業務内容（2）招聘実施段階の（エ）におきまして、空

港送迎手配において、「原則として受注者が直接空港

における出迎えを行うこととする。」となっていますが、

ホテルまでの同行はないと解釈してよろしいでしょう

か。

基本的には、空港からホテルまでの送迎を含みます。

参加者の状況・宿泊先に応じて、参加者が不便と不安

を感じることなく招聘を開始・終了できるようご対応いた

だく必要があります。

27 別紙 1 の P1 上記におきまして、ホテルでのチェックイン迄のトラブル

を避けるためにホテルへの同行がある場合、10 か国

からの到着時間は国により異なるので、10 か国の送迎

に見合う人工を見積もりに計上すると考えてよろしいで

しょうか。

可能な範囲で招聘者の到着時間を合わせるようにする

など、安全と効率性に配慮した対応をお願い致します。

なお、要員については、招聘を担当する技術者として

の業務量と、それを支援する当該業務担当部署の事

務職員の業務及び間接的に業務支援を行う技術者の

業務（＝その他原価による対応）を整理・検討の上、招

聘に関わる国内業務全ての業務を技術者の直接人件

費として計上しないよう、ご注意ください（「見積書作成



ガイドライン」を参照のこと）。

28 別紙 1 の P2 2．業務内容（1）招聘準備段階の（コ）におきまして、

「招聘プログラムに係る講師との調整を行う」とあります

が、講師は各プログラムで何名ぐらいを想定しておりま

すでしょうか。また、別紙 2 の表 3 での講師謝金はどの

レベルを想定すればよいでしょうか。                                                                                                                             

本業務の謝金支払対象となる講師の人数については、

以下を想定して計上ください。

・海外招聘① 該当なし

・本邦招聘① 該当なし

・本邦招聘② 日本人講師 3 名（1 号）

・海外招聘② 海外講師 3 名（2 号）

29 別紙 2 p.4 3 契約

に含めることができる

経費および p.6 3）そ

の他の旅費

p.4 では「※航空券の手配は、受注者が実施する」とあ

ります。一方、p.6 では「招聘参加者の航空券手配、査

証取得、海外保険にかかる経費は原則として JICA 在

外拠点が実施するため、経費の計上は不要。」とありま

す。

航空券手配は受注者が実施するが、手配に係る経費

は JICA 在外拠点が負担するという意味でしょうか。正

確なところをご教示いただけますでしょうか。

別紙２の p.6「招聘参加者の航空券手配、査証取得、

海外保険にかかる経費は原則として JICA 在外拠点が

実施するため、経費の計上は不要。」の記載は削除し

ます。航空券の手配等は受注者に依頼し、経費を計上

してください。

30 別紙 2 の P6 3)その他の旅費について「招聘参加者の航空券の手

配にかかる経費は原則として JICA 在外拠点が実施す

る為、経費の計上は不要」とありますが全てのプログラ

ムにおいて、招聘対象者の航空賃は見積もりに含める

必要はありますでしょうか。

同上。



31 別紙 2 本邦招聘にか

かる経費の扱いにつ

いて

P4 3．契約に含める

ことができる経費

P6 4．国別研修費の

対象範囲

海外招聘と本邦招聘で ASEAN 各国から参加する旅

費等についてお聞きいたします。別紙 2 において、「航

空券の手配は受注者が実施する」という記載と、「招聘

参加者の航空券手配、査証取得、海外保険にかかる

経費は原則として JICA 在外拠点が実施するため経費

の計上は不要」という記載があります。

航空券の手配は予約と発券になりますが、海外招聘と

本邦招聘において、手配を行うための経費を計上して

よろしいでしょうか。

同上。

以 上


