
1

質問回答

2014年 9月 29日
「ペルー国固形廃棄物処理事業(Ⅱ)準備調査_」
（公示日：2014年 9月 17日／公示番号：140788）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 別紙指示書 P.4 「(1)18都市のグループ分け」にて、「プログラム F/Sの承認
のためには、同プログラム総事業費の 50%以上のPIPのプ
ロファイルのViabilidadを取得している必要がある。」と記載
があります。プログラム F/Sの承認のためには、PIPの個別
F/S 取得は必要ないという理解でよろしいでしょうか。また、
PIP の個別 F/S が必要ない場合、PIP の個別 F/S に伴う
EIA 手続きも必要ないという理解でよろしいでしょうか。

今回の調査では PIPの個別 F/Sは必要ありま
せん。

また、SNIP上は EIA に関連する諸手続きは必
要ないことをMINAMに確認済です。

2 別紙指示書 P.4
別紙指示書 P.8

別紙指示書 P.8「③プログラムのプロファイル及び F/Sの承
認を得るための要件」にて、「プログラムのプロファイルの

Viabilidad 取得のためには、・・・PIP のプロファイル及び同
プログラム総事業費の 50%以上の PIP のプロファイルの
Viabilidad取得が必要」と記載があります。
一方、別紙指示書P.4「4.調査対象都市 (1) 18都市のグル
ープ分け」にて、「プログラム F/Sの承認のためには、同プロ
グラム総事業費の 50%以上の PIP のプロファイルの
Viabilidad を取得している必要がある。」とあります。
プログラムのプロファイルの Viabilidad 取得もしくは F/S の
Viabilidad 取得のどちらの時点で、プログラム総事業費の
50%以上の PIPのプロファイルの Viabilidad取得が必要で
しょうか。

別紙指示書 P.8③の説明文の 3行目、「それぞ
れ各1都市についての個別事業（PIP）のプロフ
ァイル及び」の後に、「プロファイル F/S の
Viabilidad取得のためには」を追加します。
プログラムのプロファイル及び F/S の承認を得
るための要件は以下の通りです。

① プログラム・プロファイルの Viabilidad取得
シエラ（山岳地域）、コスタ（海岸地域）、セ

ルバ（熱帯雨林地域）から最低でも各 1PIP
に係るプロファイルの Viabilidad取得。

② プログラム F/Sの Viabilidad取得
プログラム総事業費の 50％以上の PIPの
プロファイルの Viabilidad取得。



2

通番号 当該頁項目 質問 回答

3 別紙指示書 P.9 「（４）事業実施能力の確認と能力強化にかかる提言」とあり

ますが、この能力強化について、本件で対象とされる閉鎖

処分場に関してということでよろしいでしょうか。

処分場閉鎖後の維持管理能力強化に資する

提言です。

4 別紙指示書 P.10 ７．業務の内容 （１）国内事前準備期間 ④で示されている

「ペルー側が定める最低記載事項」についてご教示下さい。

P.7の表「各SNIP審査用報告書の最低記載事
項」になります。

5 別紙指示書 P.11 「各 18 都市におけるフィールド調査 9」」について、項目番
号 9)のみの記載で文章がありません。指示事項 9)は無い
ものと理解してよろしいでしょうか。

9)については、削除します。

6 別紙指示書 P.19 ｢8．成果品｣において、(2)SNIP 審査のための報告書のう
ち、②プログラム・プロファイルで「3 つの優先 PIP及び残り
の 28PIP の二次情報を含むもの。・・・コメントがあった場
合、ドラフト提出後 2 カ月以内にコメントを反映し、再提出
し、・・・」とありますが、これは今回の JICA 準備調査と同時
に進められる IDB の候補地も含めたとりまとめと理解しま
す。工程を管理する上で IDB側の進捗状況との調整が必要
であることから、IDB 案件の調査工程をご教示ください。ま
た、IDBの担当する PIPについても JICA案件受託者がコメ
ント対応することと解釈できますが、IDB 案件受託者との作
業分担についてご教示ください。

IDB 側もコンサルタント調達手続き中であり 9
月末には案件受託者が決定となる予定です。

調査開始は JICA と同時期になる予定です。
IDBが担当する PIPは少ないため調査は 8 カ
月程度で終了する予定です。

基本的に、IDB担当の各 PIPのプロファイル内
容については IDB案件受託者がコメント対応し
ます。

プログラム・プロファイル及び F/S へのコメント
についてはそれらを作成する JICA案件受託者
がコメント対応します。プログラムに関する質問

として出てきたにも拘わらず IDB担当の PIPに
ついて詳細に回答する必要がある場合等にお

いては JICA・IDB・MINA Mの三者間コーディネ
ーション会議（別紙指示書の P.6 （２）に記載）
で検討します。
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通番号 当該頁項目 質問 回答

7 別紙指示書 P.19 同成果品において、(2)SNIP 審査のための報告書は、｢す
べてスペイン語及び日本語で作成すること。｣とありますが、

PIP全てのプロファイル・レポートの和文作成が必要というこ
とでしょうか。

ご理解の通り 18PIP 全てのプロファイル・レポ
ートは和文も提出下さい。

なお、Viabilidad 取得前のドラフト版は和文で
作成する必要はありません。Viabilidad が取得
できた完成版のレポートのみ和文版も提出下さ

い。

8 別紙指示書 P.23 （２）留意事項 ①にて言及されているコーディネーション会

議について、これまでに開催された会議内容・出席者・会議

議事録を共有願います。

JICA、IDB、MINAM の三者間コーディネーショ
ン会議は調査開始後から開催予定ですので、

これまでに開催された実績はありません。

なお、出席者は JICA 案件受託者、IDB案件受
託者、JICA ペルー事務所担当者、IDB ペルー
事務所担当者、MINA M 担当者等が想定され
ています。

9 別紙指示書 P.25 「4.現地特殊庸人」について、通常特殊傭人の雇用は「コン
サルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン

（2012年度 4月版）」を適用しないと理解しておりますが、本
件については同ガイドラインに則って雇用するという理解で

よろしいでしょうか。また、指示書 P.4 第 7 見積価格及び
内訳書にて現地特殊傭人に係る経費を分けて見積るよう指

示がありますが、特殊傭人に係る旅費・日当・宿泊費等も別

見積で計上するということでよろしいでしょうか。

現地特殊庸人の雇用にあたっては、「コンサル

タント等契約における現地再委託契約ガイドラ

イン（2012 年度 4 月版）」は適用されませんの
で訂正します。

見積もりにあたっては、通常の特殊庸人と同様

に計算し、費用は本見積に含めてください。

10 指示書 P.4
第 7 見積価格及び内訳書

業務指示書 P13 JICA審査に必要な項目① 2）で認められ
ている地質調査や地形測量等を含む自然条件調査につい

ては、コーディネーション会議にて技術的な調整が必要なと

ころ、分けて見積ることが可能でしょうか。

別見積としてください。
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通番号 当該頁項目 質問 回答

11 その他 現地での便宜供与について指示書では記載されておりませ

んが、調査団用のオフィス、オフィス家具（机、椅子、棚等）、

インターネット等の便宜供与の内容をご教示ください。また、

オフィスが提供される場合、オフィスの執務可能な人数をご

教示ください。

調査団に対するオフィス、什器、インターネット

等の便宜供与はありません。

以 上


