
質  問  書 
※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。（PDF 等のフォーマットへ変換しないでください） 

2021 年 3 月 5 日 

「（案件名）ブラジル国強靭な街作りのための土砂災害構造物対策能力向上プロジェクト」 

 （公示日：2021 年 2 月 17 日／公示番号：20a01125）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P23 （５）長期専門家との協働に

ついて 

調査団にてポルトガル語通訳の雇用を考えてお

りますが、同通訳がJICA長期専門家との共用と

なることはありえますでしょうか。その他、長期専

門家が使用する物品等を調査団にて調達する

必要がありましたらご教示いただけますと幸いで

す。 

本業務で傭上される通訳をJICA長期専門家と共

用することは想定してません。JICA 長期専門家

の通訳等は JICA が別途傭上します。また、本業

務で長期専門家が使用する物品の調達は想定し

ていません。 

2 P23 （５）長期専門家との協働に

ついて 

長期専門家の現地への渡航は何月頃を予定も

しくは想定されていますでしょうか。同専門家と

の協働を検討するうえでご教示いただけますと

幸いです。 

現地渡航状況等によって変動する可能性があり

ますが、早くて６月を想定しています。 

3 P19 （８）②プロジェクト実施体制 GIDES の際には、別途貴機構派遣のコーディネ

ーターがプロジェクトチームに参加されておりま

したが、本件業務においても同様のコーディネー

ター（業務調整）の派遣は予定されておりますで

しょうか。 

今回、コーディネーター（業務調整）の派遣は想

定していません。 

4 P22 （３）①過去に実施したプロジ

ェクト等の成果や教訓の活用 

当該段落にて言及されている「衛星活用デジタ

ル地図（AW3D）によるリスク判読のための基盤

図整備」の成果（もしくは中間成果）を共有いた

だけますでしょうか。 

p.22（３）①に記載の「「衛星活用デジタル地図

（AW3D）によるリスク判読のための基盤図整備」

（2019年-2021年）を実施しており」は、誤りのた

め削除の訂正をさせて頂きます（同案件は未開



始）。上記により、共有資料はありません。 

開始後には情報共有いたしますので、同事業の

成果活用をお願いします。 

5 P32 （２）２）業務従事者の構成案 ③の担当分野は「鋼製砂防構造物」にてよろし

いでしょうか。 

誤記です。③の担当分野は「鋼製砂防構造物」と

訂正させて頂きます。 

6 P21 （２）②パイロットプロジェクト

の対象地域 

ノバフリブルゴ以外のもう１か所のパイロット地

域は未定となっておりますが、見積もり上は 2 地

域分でのパイロットプロジェクト用経費を計上す

る必要があると認識しております。そのうえで、も

う１か所の地域の選定を応札者の提案に基づい

て見積もりを行った場合、提案内容により見積も

り単価が大きく異なり、価格評価上の公平性が

損なわれるものと考えます。つきましては、見積

もりを行う上でのもう 1 か所のパイロット地域の

想定を指定いただくか、もしくはもう１か所に関す

る経費については別見積としていただけますで

しょうか。 

サンタカタリーナ州ブルメナウ市を見積のための

もう 1 か所のパイロット地域と想定して積算をお

願いいたします。 

7 P29 （１）報告書等 ⑥の業務完了報告書はポルトガル語版での作

成及び提出は不要でしょうか。必要な場合、提

出部数もご教示いただけますと幸いです。また、

その他報告書につきましてもポルトガル語版の

作成が必要なようでしたらご教示をお願いしま

す。 

業務完了報告書は和文・ポルトガル語各 10 部の

提出をお願いいたします。 

他報告書については、業務計画書（和文のみ 3

部）、Work Plan（ポルトガル語のみ 10 部）、業務

進捗報告書（和文・ポルトガル語各 10 部）を提出

ください。 

また、いずれの報告書においても電子データも送

付お願いいたします。 



8  2 月 25 日付貴機構安全管理部発出『渡航再開

国 （渡航一時見合わせ国を含む）のお知らせ』

によりますと、ブラジル国は首都及びサンパウロ

のみが渡航可能地域となっております。しかしな

がら、企画競争説明書でのパイロット地域候補

であるリオデジャネイロ州は含まれていないほ

か、もう一つのパイロット地域も首都及びサンパ

ウロではない可能性が高いと考えており、本件

業務では両都市以外への地域への渡航が必要

不可欠と考えます。したがって、プロポーザル時

点では、首都及びサンパウロ以外の地域へも渡

航が可能であることを前提に検討を行うというこ

とでよろしいでしょうか。 

現時点での渡航可能地域はご理解の通りです

が、契約開始時点ではパイロット地域への渡航

が可能となっている想定で検討をいただきつつ、

特記仕様書案第 6 条（8）に記載のとおり、渡航に

制約がある場合であっても効果的・効率的に業

務を進めていく方法についても検討をお願いして

おります。 

9 企画競争説明書 P32 

第 4 章 業務実施上の条件 

(1)作業工程 

 

「配布資料⑥調査工程スケジュールに基づき、

スケジュールを検討し、活動計画をプロポーザ

ルにて提案すること。」となっておりますが、説明

書配布の際に「配布資料⑥」は含まれていなか

ったようですので、当該資料を共有いただけます

でしょうか。 

Ｐ33 （４）配布資料／閲覧資料等、1）配布資料

に、以下の追記の訂正をさせて頂きます。 

 

「強靭な街作りのための土砂災害構造物対策能

力向上プロジェクト」に係る基本合意文書

(Record of Discussion R/D) 

 

上記配布資料は、本回答の別添の形で配布させ

て頂きます。 

 

また、P32、第 4 章 業務実施上の条件、作業工

程に記載の「配布資料⑥調査工程スケジュール」

は、「配布資料 R/D の Annex-3」と訂正させて頂

きます。 



10 企画競争説明書 P20 

第 6 条 実施方針および留意事項 

（１）C/P の能力開発・技術指針類

の整備 

①プロジェクトで作成する成果物 

本プロジェクトで作成する技術指針にリスクマッ

ピングが含まれます。貴機構が実施した技術協

力プロジェクト「統合自然災害リスク管理国家戦

略強化プロジェクト」（2014-2017 年）にてリスク

マッピングのマニュアルは整理されているとの理

解です。今回、これをアップデートするとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

11 企画競争説明書 P20 

第 6 条 実施方針および留意事項 

（１）C/P の能力開発・技術指針類

の整備 

②能力強化の対象およびブラジル

側が設置する技術委員会 

設立される可能性がある技術委員会ですが、メ

ンバーは地域開発省が選定するとの理解でよろ

しいでしょうか。 

また、運営費用に関しても相手国政府負担との

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

12 企画競争説明書 P20 

第 6 条 実施方針および留意事項 

（１）C/P の能力開発・技術指針類

の整備 

④技術指針(成果 2)の考え方 

「②能力強化の対象及びブラジル側が設置す

る技術委員会」では「技術委員会はプロジェ

クトの実施体制には含まれていない」とあり

ますが、一方、「④技術指針(成果 2)の考え方」

では、「技術委員会と協力しながら作成する」

とあります。技術委員会は、プロジェクトの実施

体制に含まれるか否か明示いただけますでしょ

うか。 

配布資料として追加いたしました R/D の Annex４

にもありますとおり、技術委員会はプロジェクトの

実施体制の中に正式には含めておりません。地

域開発省が主体となって成果物の素案やパイロ

ットプロジェクトの設計案等を作成し、JICA 長期

専門家およびコンサルタントはこれを支援すると

いう位置付けと整理しています。 

④に関しては、ブラジル政府が技術委員会と協

力しながら作成するものを、JICA 長期専門家及

びコンサルタントが技術的、政策的助言を行うこ

とと整理しています。 

13 企画競争説明書 P12 

第２章 プロポーザル作成に係る

留意事項 

「注６）通訳団員については、補強を認めます。」

とありますが、これは、日本から同行する通訳と

いう理解でよろしいでしょうか。 

 ご理解のとおりです。「注６）通訳団員について

は、補強を認めます。」は、日本から同行する通

訳です。 



２ プロポーザル作成上の条件 

（１）自社と雇用関係のない業務従

事者の配置 

もし、日本から同行する通訳とは異なるという場

合、中南米における業務では翻訳・通訳にかか

る費用を定額見積りまたは別見積として計上す

るようご指示いただいているケースが複数ありま

す。今回も定額見積り又は別見積で計上させて

いただくことは可能でしょうか。定額見積りの場

合はその金額もご教示いただければ幸いです。 

こちらは全案件共通の記載であり、必ずしも本案

件に関し日本からの同行通訳を想定している訳

ではありません。同行、現地傭上いずれにしまし

ても翻訳・通訳にかかる費用は見積もりに計上く

ださい。 

14 企画競争説明書 P33 

第４章 業務実施上の条件 

（５）対象国の便宜供与 

設計および土石流シミュレーションに際しては、

ソフトウエアが必要となるかと思いますが、今回

これらはは対象国の便宜供与に含まれると理解

してよろしいでしょうか。 

対象国の便宜供与には含まれておりません。 

もし、本業務の実施に必要なソフトウエアがあれ

ばプロポーザルで提案をお願いします。また、必

要な経費は別見積もりに計上下さい。 

 

 

以 上 

 



別添






























