
 

質問回答 

2016年 9月 26日 

「パレスチナ日本初等理数科カリキュラム・教科書改訂協力プロジェクト」 

 （公示日：2016年 9月 14日／公示番号：160644）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 p. 14 

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 

(6) 教具の供与 

「全体合計で1,000万円を上限に教具の提供を想定してい

る。しかし、供与対象となる教具の具体的なリスト作成およ

び対象校の数に関しては、C/P の提案をコンサルタントが

必要性、妥当性と本プロジェクトの協力内容との関連性の

観点から精査し、リストおよび学校数の最終化を行う。」と

ありますが、見積もりの際に具体的な教具や数量を定め

ず、合計で見積もることは可能でしょうか。 

教具の品目については、カウンターパ

ートからの要望をもとに決めるため、

提案いただく必要はありません。1000

万円を教具一式として見積書（機材

費）に含めてください。 

2 業務指示書 p. 16 

第 2 業務の目的・内容に関する事

項 

6. 業務の内容 

(3) 成果 1に関する活動 

教科書のレビューについて、教科書作成のもとになってい

るカリキュラムは改定作業が進められたと思いますが、そ

の作業は終了しているのでしょうか。終了している場合、そ

の英語版はありますでしょうか。もし、あれば提供していた

だくことは可能ですか。また、ドラフト教科書の英語版はあ

りますでしょうか。もし、英語版がない場合、ドラフト教科書

の英語への翻訳費用を見積もりに計上することは可能でし

ょうか。 

カリキュラム改訂作業は終了していま

す。改訂版カリキュラム、ドラフト教科

書ともに現地語版のみで英語版はあり

ません。上記資料の翻訳については、

現地語―英語の通訳を傭上して翻訳

することを想定しています。 

3 業務指示書 p. 17 

第 2 業務の目的・内容に関する事

項 

6. 業務の内容 

ワークショップ（研修）の参加者は25名程度を想定とありま

すが、宿泊が必要な参加者数と各参加者の交通費の目安

をお教えいただくことは可能でしょうか。また、JICA パレス

チナ事務所が規定する日当・宿泊料の単価をお教えいた

日当・宿泊は発生しないため、見積も

る必要はありません。交通費について

は 1参加者につき、単価 2000円で見

積に含めてください。 



(3) 成果１に関する活動 だくことは可能でしょうか。 

4 業務指示書 p.18 

第 2 業務の目的・内容に関する事

項 

6. 業務の内容 

(8) 合同調整委員会（JCC）の開催

及び出席、報告 

「プロジェクト開始半年以内に第 1回 JCCを開催」と記載さ

れていますが、RD 文書 Annex2 の PO では、2017 年 6

月（開始 8か月）の開催が示されています。どちらが優先さ

れるのでしょうか。 

プロジェクト開始半年以内に第 1 回

JCCを開催します。 

5 業務指示書 p. 18 

第 2 業務の目的・内容に関する事

項 

6. 業務の内容 

(11) 国別研修 

国別研修を実施する場合に、その一部を国内再委託して

実施することは可能でしょうか。 

当該契約には国内研修のうち、実施

部分のみを含めることを想定しており、

国内再委託することは想定していませ

ん。 

6 業務指示書 p.19 

第 2 業務の目的・内容に関する事

項 

6. 業務の内容 

(11) 国別研修  

 

「見積は 10 日間の実施を想定して作成すること。国別研

修を実施する場合は 2016年度以降の国別研修の内容案

について提案し、その経費も契約に含めること。」と記載さ

れています。11 日間以上の内容を提案し実施した場合、

10 日より超過分の経費は精算対象から除外されるという

ことでしょうか。 

見積は 10日間の研修を想定して作成

ください。10 日を超える研修を提案す

る場合は、契約交渉時に必要性を確

認します。 

7 業務指示書 p.19 

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 

業務計画書の提出期限が「契約締結後5日以内」と記載さ

れています。一方、契約ガイドラインでは、「業務計画書

は、契約締結日から 10 営業日以内に受注者が提出する」

と記載されています。どちらが優先されるのでしょうか。 

当該業務においては、契約締結後 5

日以内に業務計画書を提出ください。 

 



8 p.5-6 業務従事者の経験、能力等 本案件のプレ公示では、算数・数学教育と理科教育の担

当者は「語学力評価せず」とありました。一方、指示書では

両担当者とも「英語」の語学力が求められています。算数・

数学教育と理科教育の担当者の語学力（英語）が本当に

求められているのか、ご教示ください。 

両担当者ともに英語力が必要であり、

評価の対象とします。なお、現地にお

いて英語―アラビア語の通訳を傭上す

ることを想定しています。 

9 p.17 ６．業務の内容 

（４）成果２に関する活動 

第二段落の終わりに、「プロジェクト期間内で実施するワー

クショップの詳細については別紙を参照すること」とありま

すが、別紙が見当たりません。どこにあるのでしょうか。 

別紙「実施予定ワークショップの詳細

（案）」を参照ください。 

10 p. 18 ６．業務の内容 

（５）今後の協力に係る情報収集調

査の実施 

第一段落で、「調査時期については JICAと協議のうえ、決

定し、実施する」とあります。一方、指示書 22 ページの

「（２）業務工程」では、情報収集調査報告書の提出が

2017年 6月になっています。これは、どう理解すれば良い

のでしょうか。 

情報収集調査報告書は 2017 年 6 月

の提出を想定していますが、第一回現

地渡航後、最新の先方のスケジュー

ルおよび計画等を確認のうえ、変更を

希望の場合は、ご相談ください。 

11 p.19 ６．業務の内容 

（１１）国別研修 

「国別研修を実施する場合は 2016 年度以降の国別研修

の内容案について提案し、その経費も契約見積に含め

る。」とあります。これは国別研修の実施の部分のみの経

費見積もりなのか、あるいはロジや航空券の手配、通訳や

宿泊先の手配など、準備や実施に関わるすべての業務経

費を含めた見積もりなのか、どちらでしょうか。 

実施部分のみの経費を見積ってくださ

い。 

12 P22 １．業務工程 

（１）業務量の目途 

「日本語—アラビア語通訳」を日本から連れて行く場合、そ

の人月は指示されている総人月 32.5 に含めるのでしょう

か。 

日本から通訳を同行することは想定し

ていません。現地において英語－アラ

ビア語の通訳を傭上することを想定し

ています。 

13 p.22 １．業務工程 

（２）業務工程 

表に「プロジェクト業務進捗報告書」とありますが、19 ペー

ジの「７．成果品等」の「（１）報告書等」にも、20 ページの

「（２）技術協力成果品」にも上記報告書の記載が見当たり

ません。「プロジェクト業務進捗報告書」は作成するのでし

「プロジェクト業務進捗報告書」の提出

は不要です。モニタリングシートを通し

て、定期的に報告いただきます。 



ょうか。 

14 （見積） カウンターパートや本案件の関係者に支払う交通費は、

R/D（4 ページ）で「Transportation fee will be supplied 

according to the regulation of the Palestinian Authority」

とあります。よって、見積もりのため、この交通費単価をご

教示ください。 

交通費については 1参加者につき、単

価 2000円を見積に含めてください。 

15 （その他） パレスチナ教育省が執筆を始めている理数科教科書はす

べてアラビア語だと想定します。アドバイスをするためには

この翻訳が必要になると思いますが、それでよろしいので

しょうか。あるいは、英語版も並行して準備されているので

しょうか。 

現地通訳（アラビア語―英語）を傭上

し、アラビア語から英語に翻訳すること

を想定しています。 

 

以 上 



別紙 

 

実施予定ワークショップの詳細（案） 

 

教科書改訂にかかる振り返りワークショップ 

目的      ：教科書改訂プロセスにおける各工程（活動）の振り返りを行い、各工程における課題

や解決法の取り纏めを行う。 

回数   ：4回（第一回派遣時、第二回派遣時、第三回派遣時、第五回派遣時） 

時期  ：各派遣期間の最終週 

期間   ：1日程度 

参加者数  ：各回 25名程度 

対象者  ：各サブジェクトチーム（1 年生～9 年生のうち、該当する学年）の構成員（10 名×2 科

目）およびその他関係者 

負担事項 ：食事、先方規程に基づく交通費、ワークショップ教材費等 

 

体系的学習支援ワークショップ 

目的      ：毎回の派遣期間の最後にカリキュラム開発局や各サブジェクトチーム等との協議お

よび活動を通して得られた知見、気づき、教訓をコーディネーター、執筆者等に共

有と議論を行い、各関係者のコメントやノウハウをまとめ、教育・高等教育省の関

係者／関係部局への発信を行う。 

時期  ：最終派遣期間中 

期間   ：3日程度 

参加者数  ：75名程度 

対象者  ：現行および今後の教科書・カリキュラム改訂にかかる職員および関係者（学年は問わ

ない） 

負担事項 ：食事、先方規程に基づく交通費、ワークショップ教材費等 

 

以 上 


