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【内容構成】 

第１章 企画競争の手続き 

第２章 特記仕様書案 

第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

 

本説明書は、「独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）」が民間コンサルタ

ント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法

（企画競争）について説明したものです。 

企画競争とは、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競

争参加者の能力等を総合的に評価することにより、JICA にとって最も有利な契約相手方を

選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に

係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。 

なお、本説明書の第２章「特記仕様書案」、第３章２.「業務実施上の条件」は、プロポー

ザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を

補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポ

ーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するも

のとし、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。 

 
「４.（２）上限額 」を超えた見積が本見積として提出された場合、当該プロポーザル・見積

は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますのでご注意くださ

い。 

 

2023年3月8日 

独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部 
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第１章 企画競争の手続き 
 

１. 公示 
公示日 2023年 3 月 8日 

２. 契約担当役 
理事 井倉 義伸 

３. 競争に付する事項 

（１）業務名称：リベリア国ディーゼル発電機メンテナンス能力強化プロジェクト

（実施フェーズ） 

（２）業務内容：「第２章 特記仕様書案」のとおり 

（３）適用される契約約款： 

（ ）「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整

理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してくださ

い。（全費目課税） 

（〇）「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規

定される業務（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として

整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税

は加算せずに積算してください。（全費目不課税） 

（４）契約履行期間（予定）：2023年6月 ～ 2025年8月 

新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の

現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これ

らにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定します。 

（５）前金払の制限 

本契約については、契約履行期間が12ヶ月を超えますので、前金払の上限額を

制限します。 

具体的には、前金払については１年毎に分割して請求を認めることとし、それ

ぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記（４）の契約履

行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきま

しては、契約交渉の場で確認させていただきます。 

１）第１回（契約締結後）：契約金額の１７％を限度とする。 

２）第２回（契約締結後13ヶ月以降）：契約金額の１７％を限度とする。 

３）第３回（契約締結後25ヶ月以降）：契約金額の６％を限度とする。 

 

４．担当部署・日程等 

（１）選定手続き窓口 

調達・派遣業務部 契約第一課 
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電子メール宛先：outm1@jica.go.jp 

担当者メールアドレス：Nakashima.Hitomi2@jica.go.jp 

（２）事業実施担当部 

社会基盤部 資源・エネルギーグループ 第二チーム 

（３）日程 

本案件の日程は以下の通りです。 

№ 項目 期限日時 

１ 配付依頼受付期限 2023年3月14日 12時 

２ 企画競争説明書に対する質問 2023年3月14日 12時 

３ 質問への回答 2023年3月17日 

４ プロポーザル等の提出用フォ

ルダ作成依頼 

プロポーザル等の提出期限日の 

4営業日前から1営業日前の正午まで 

５ 本見積書及び別見積書、プロ

ポーザル等の提出期限日 

2023年3月24日 12時 

６ プレゼンテーション 行いません。 

７ 評価結果の通知日 2023年4月4日  

８ 技術評価説明の申込日（順位

が第1位の者を除く） 

評価結果の通知メールの送付日の翌日

から起算して7営業日以内 

(連絡先：e-propo@jica.go.jp) 

 

５. 競争参加資格 

（１）各種資格の確認 

以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン

（2022 年 4 月）」を参照してください。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

１） 消極的資格制限 

２） 積極的資格要件 

３） 競争参加資格要件の確認 

（２）利益相反の排除 

以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。 

特定の排除者はありません。 

 

（３）共同企業体の結成の可否 

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の

者とします。 

なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（１）の２）

に規定する競争参加資格要件を求めません（契約交渉に際して、法人登記等を確

認することがあります）。 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作

mailto:outm1@jica.go.jp
mailto:Nakashima.Hitomi2@jica.go.jp
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全て

の社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託

契約は認めません。 

 

６. 資料の配付依頼 
資料の配付について希望される方は、下記 URL に示される手順に則り依頼くだ

さい（依頼期限は「第１章 企画競争の手続き」の「４．（３）日程」参照）。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html） 

・第３章 技術提案書作成要領に記載の配付資料 

・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022

年4月1日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022年4月1日版）」 

 

「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022年

4月1日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022年4月1日版）」に

ついては、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終

了時に速やかに廃棄することを求めます。 

 

７. 企画競争説明書に対する質問 

（１）質問提出期限 

１）提出期限：上記４．（３）参照 

２）提出先 ：上記４．（１）選定手続き窓口 CC: 担当メールアドレス 

３）提出方法：電子メール 

① 件名：「【質問】調達管理番号_案件名」 

② 添付データ：「質問書フォーマット」（JICA指定様式） 

 

注１） 質問は「質問書フォーマット」（JICA指定様式）に記入し電子メールに添付

して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可

能性があります。JICA指定様式は下記（２）の URLに記載されている「公示

共通資料」を参照してください。 

注２） 公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしてい

ます。 

 

（２）質問への回答 

上記４．（３）日程の期日までに以下の JICA ウェブサイト上に掲示します。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

 

８. プロポーザル等の提出 

（１）提出期限：上記４．（３）参照 

（２）提出方法 

https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書

等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積 

書等の電子提出方法（2022年6月1日版）」をご参照ください。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

 

１） プロポーザル・見積書 

① 電子データ（PDF）での提出とします。 

② 上記４．（３）にある期限日時までに、プロポーザル提出用フォルダ

作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。 

③ 依頼メール件名：「提出用フォルダ作成依頼_（調達管理番号）_（法

人名）」） 

④ 依頼メールが１営業日前の正午までに送付されない場合はプロポー

ザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。 

⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格

納ください。 

⑥ 本見積書と別見積書はGIGAPOD内のフォルダに格納せず、PDF にパ

スワードを設定し、別途メールでe-koji@jica.go.jpへ送付ください。

なお、パスワードは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから

送付願います。 

（３）提出先 

１）プロポーザル 

「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」 

２）見積書（本見積書及び別見積書）  

① 宛先：e-koji@jica.go.jp 

② 件名：（調達管理番号）_（法人名）_見積書 

〔例：2〇a00123_○○株式会社_見積書〕 

③ 本文：特段の指定なし 

④ 添付ファイル：「2〇a00123_○○株式会社_見積書」 

⑤ 見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワードは、

JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。 

⑥ 評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が

第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。 

３）別提案書（第３章４．（２）に示す上限額を超える提案）がある場合 

GIGAPOD内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDFファイルと

し、上記４．（３）の提出期限までに、別途メールで e-koji@jica.go.jp

へ送付ください。なお、パスワードは、JICA調達・派遣業務部からの連

絡を受けてから送付願います。 

（４）提出書類 

１）プロポーザル・見積書 

２）別提案書（第３章４．（２）に示す上限額を超える提案がある場合） 

 

９. 契約交渉権者決定の方法 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
mailto:e-koji@jica.go.jp
mailto:e-koji@jica.go.jp
mailto:e-koji@jica.go.jp
mailto:e-koji@jica.go.jp
mailto:e-koji@jica.go.jp
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提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項

目及びその配点に基づき評価（技術評価）を行います。評価の具体的な基準や評

価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル

作成ガイドライン（2022年 4月）」より以下を参照してください。 

① 別添資料１「プロポーザル評価の基準」 

② 別添資料２「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」 

③ 別添資料３「業務管理グループ制度と若手育成加点」 

技術評価点が基準点（１００点満点中６０点）を下回る場合には不合格となり

ます。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

また、第３章４．（２）に示す上限額を超える提案については、プロポーザル

には含めず（プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします）、別

提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提案・

別見積は評価に含めません。契約交渉順位1位になった場合に、契約交渉時に別提

案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。 
 

（１）評価配点表以外の加点について 

評価で６０点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の２点について、

加点・斟酌されます。 

１）業務管理体制及び若手育成加点 

本案件においては、業務管理グループ（副業務主任者 1 名の配置）としてシニ

ア（46歳以上）と若手（35～45歳）が組んで応募する場合（どちらが業務主任者

でも可）、一律２点の加点（若手育成加点）を行います。 

２）価格点 

若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第１位と第２位

以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権

者を決定します。 

 

１０. 評価結果の通知と公表 
評価結果（順位）及び契約交渉権者を上記４．（３）日程の期日までにプロポ

ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。 

 

 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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第２章 特記仕様書案 
 

本特記仕様書案に記述されている「脚注」及び別紙１「プロポーザルにて特に具

体的な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に

提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契

約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。 

また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映

するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様

書」となります。 

 

第１条 総則 

この仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）と受注者名

（以下「受注者」という。）との業務実施契約により実施する「リベリア国ディーゼ

ル発電機メンテナンス能力強化プロジェクト（実施フェーズ）」に係る業務の仕様を

示すものである。 

 

第２条 プロジェクトの背景 

リベリアは 1989 年から 2003 年まで続いた内戦により、電力設備の多くが破壊さ

れ、関連の組織・人材も機能不全に陥るなど、困難な状況からの復興を図っている途

上である。リベリア電力公社（Liberia Electricity Corporation。以下、「LEC」と

いう。）は事業運営が弱体化し、電力設備の運用保守、維持管理に携わる人材も不足

しており、電力供給施設の持続的・効率的な活用を果たせない状況にある。 

モンロビア首都圏に接続されるリベリアの発電設備容量は 2018年時点で 126MW（火

力 38MW、水力 88MW）である。LEC が想定するモンロビア首都圏の電力需要は 60MW で

ある。水力発電は乾季出力が 10MW まで落ち、火力発電もトラブルやオーバーホール

等で休止することもあり、発電能力が十分にあるとは言えない状況である。 

電力セクター全体の主な課題としては、世界で最も低い水準の電化率（12%）、アフ

リカで最も高い水準の電力料金（35￠/kWh）、水力発電主体の降雨量に左右されやす

い脆弱な電源構成、各分野の人材・能力不足、これらが原因となり頻発する停電、な

どがあげられる。 

我が国はこのような状況を改善するため、無償資金協力事業「モンロビア市電力復

旧計画」（供与額 22.37 億円）を 2012 年から実施し、モンロビア市内の基幹発電所

であるブッシュロッド発電所においてディーゼル発電設備（5MW、2基）の整備を支援

した。これら協力実績をふまえ、リベリア国政府より、ディーゼル発電設備の適切な

運用保守、維持管理を担う LECの人材育成・能力向上を目的とした「リベリア国ディ

ーゼル発電機メンテナンス能力強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）に

係る支援につき、我が国に対し要請がなされた。 

JICAは 2019 年 11月に基本計画について先方実施機関等と合意し、2019年 12月に

R/D署名、2020年 2月から詳細計画策定フェーズを実施している（2023年 5月終了予

定）。同フェーズでは、上記ブッシュロッド発電所のディーゼル発電設備を対象にパ
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イロット活動（8,000時間オーバーホール（以下、OHと言う。））及び本格活動にか

かる詳細計画の策定が実施された。同フェーズの実施状況を踏まえ、今般、実施フェ

ーズとして、LEC に対して日常維持管理やトラブル対応、中長期の保全計画策定に係

る能力開発への支援を行うものである。 

 

第３条 プロジェクトの概要 

（１）プロジェクト名 

リベリア国ディーゼル発電機メンテナンス能力強化プロジェクト（実施フェー

ズ） 

（２）上位目標 

LEC のディーゼル発電設備の適切な運用に係る計画策定および実施能力が向上

する。 

（３）プロジェクト目標 

ブッシュロッド発電所における協力対象のディーゼル発電設備において、LEC

の適切な運用に係る計画策定および実施能力が向上する。 

（４）期待される成果 

成果 1： LEC技術者の日常のディーゼル発電設備の定常的な操業および維持管

理能力が向上する。 

成果 2： LEC技術者のディーゼル発電設備のトラブル対応に係るノウハウや実

務能力が向上する。 

成果 3： LEC技術者が持続的なディーゼル発電設備使用のための予防保全およ

び定期メンテナンスに係る知識や能力を習得する。 

（５）活動の概要 

【成果１に係る活動】 

1） ディーゼル発電設備および発電システムに係る座学 

2） ディーゼル発電設備の定常的な操業および維持管理に係る実務研修 

【成果 2に係る活動】 

1） ディーゼル発電設備のトラブル対応に係る座学 

2） ディーゼル発電設備のトラブル対応に係る実務研修 

【成果 3に係る活動】 

（６）1） ディーゼル発電設備の予防保全および定期メンテナンスに係る計画策定 2）

ディーゼル発電設備の予防保全および定期メンテナンスに係る実務研修対象

地域 

モンロビア市内に位置するブッシュロッド発電所 
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なお、ブッシュロッド発電所には JICA が無償資金協力事業において整備した

ディーゼル発電設備（5MW、2 基、IHI 原動機製）の他、LEC が自己資金で整備

したディーゼル発電設備（9MW、2 基、Wartila 製）、世銀資金で整備したディ

ーゼル発電設備（2.7MW、4 基、Hyundai 製）がある。本プロジェクトは、JICA

が無償資金協力事業において整備したディーゼル発電設備（5MW、2 基、IHI 原

動機製）を対象に技術協力を実施する。 

（７）関係官庁・機関 

鉱業エネルギー省（Ministry of Mines and Energy。以下、「MME」という。） 

リベリア電力公社（LEC） 

（８）プロジェクト期間 

2023年 6月 ～ 2025年 6月 

 

第４条 業務の目的 

本業務は、ブッシュロッド発電所における LECのディーゼル発電設備の適切な運用

に係る計画策定および実施能力の向上を図るプロジェクトに関し、実施フェーズにお

いて、日常維持管理やトラブル対応、中長期の保全計画策定についての技術移転を LEC

に対して行うことを目的とする。 

 

第５条 業務の範囲 

本業務は、当該プロジェクトに係る R/Dに基づき実施される技術協力プロジェクト

の枠内で、「第４条 業務の目的」を達成するため、「第６条 実施方針及び留意事

項」を踏まえつつ、「第７条 業務の内容」に示す事項の業務を行い、「第８条 報

告書等」に示す報告書等を作成するものである。 

なお、今般の契約に含まれる内容は実施フェーズに係る業務である。 

 

第６条 実施方針及び留意事項 

（１）JICAとの情報共有及び連絡調整 

本業務は、本プロジェクトのうち、実施フェーズの業務を行うものである。本業務

の実施にあたっては、JICA 社会基盤部 資源・エネルギーグループ、ガーナ事務所お

よびリベリアフィールドオフィスとの密な情報共有及び定期的な連絡調整を行うこ

ととし、特に事業内容を方向付ける協議に際しては、先方関係機関との協議に先立ち、

JICA関係部署による十分な検討と確認を経ることとする。 

なお、実施フェーズにおける主な活動内容としては、①「基礎技術定着期間」とし

て 12,000時間 OHを実施し、詳細計画策定フェーズのパイロット活動の中の 8,000時

間 OH で実施した項目の復習及び定着を図ること、②「技術定着及び高度技術習得期

間」として 16,000時間 OHを実施し、8,000時間 OH項目に加えて新たな大きなメンテ
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ナンス項目についても理解を深めること、③中長期保全計画を策定することなどを想

定している。 

 

（２）スペアパーツに係るマネジメント 

隣国のシエラレオネで実施され、本プロジェクトに類似している技術協力「電力供

給設備維持管理のための能力向上プロジェクト」（2011 年～2019 年）の終了時評価

において、カウンターパート側の負担事項であるスペアパーツや道工具類の調達が資

金難等により遅れる事例があることが指摘された。 

本プロジェクトにおいては、大型メンテナンス等に必要となるスペアパーツ調達に

ついては、前広な計画立案を支援し、適切なタイミングで調達が実施されるように留

意する。 

また、本プロジェクトにおける協力対象のディーゼル発電設備については、無償資

金協力事業「モンロビア市電力復旧計画」において 16,000時間 OHまでのスペアパー

ツ在庫を整備している。スペアパーツ調達に係る計画立案においては、十分な在庫管

理及び確認を行い、適宜、JICA関係部署にも報告すること。 

 

（３）プロジェクト実施体制（リベリア側） 

リベリア側実施体制としては、LEC の経営層より構成されプロジェクト実施の核と

なるマネジメント・グループ（MG）及び LECの実務部隊より構成され技術移転の対象

となるテクニカル・マネジメント・チーム（TMT）、LEC及び鉱業エネルギー省を主要

メンバーとする合同調整委員会 Joint Coordination Committee（以下、「JCC」とい

う）が中心となりプロジェクトを実施していく。 

 

（４）技術移転の方法 

日常的な業務の実施に当たっては、日本側専門家内のみで業務を実施するのではな

く、リベリア側カウンターパートと密接に共同してプロジェクト活動を進めていくこ

とを基本として、双方が参加する定期的なプロジェクト進捗管理の場を設けることと

する。特に各種基準、マニュアル類の作成等にあたっては、LEC や JCC のメンバーも

交えたワークショップ等を開催し、合意形成プロセスを確保することとする。 

 

（５）プロジェクトの事業管理・評価・モニタリング 

①プロジェクト・デザイン・マトリックス（以下、PDM）/プロジェクト作業計画書

（以下、PO）を基本とした先方 C/P機関との共同運用 

技術協力プロジェクトの運営においては、PDM に沿った先方 C/P 機関との共同作業

を基本とする。技術協力プロジェクトでは、C/P 機関のパフォーマンスやプロジェク

トを取り巻く環境の変化によって、その活動を柔軟に変更していくことが必要となる

ことから、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応

じプロジェクトの方向性について、適宜発注者に報告を行う。発注者は、これら報告
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について、遅滞なく検討し、必要な処置（先方 C/P機関との合意文書の変更、契約の

変更等）を取る。 

なお、PDM に基づいて作成される PO については、発注者の承認を受けつつ、先方

C/P 機関とも合意を形成の上、必要に応じて修正し、円滑なプロジェクト運営管理に

役立てる。 

② モニタリングシートの作成・活用 

本プロジェクトでは、受注者及び C/P機関による定期モニタリングを実施する。定

期モニタリングに際しては、所定のモニタリングシート様式を用いて、派遣前の事前

打ち合わせにて Ver. 1（フォーマット）を発注者と確認し、その後の第１回 JCCにお

いて C/P機関と協議を行い、合意する。 

プロジェクト開始後は合意したモニタリングシート様式を用いて、6 か月ごとの定

期的なモニタリング（PDM達成状況、PO進捗、実施上の課題の確認、等）を C/P機関

と合同で行い、発注者に提出する。モニタリングシートに定められる項目には活動報

告のみならず、成果の発現状況（上位目標の達成見込みを含む）解決すべき実施上の

課題、懸案事項及びプロジェクトの進捗及び成果に正負の影響を及ぼす外部要素の進

捗状況を含む。 

 

（６）他ドナーの活動状況の確認 

ミレニアム・チャレンジ・コーポレーション（MCC）が LEC 施設内に研修センター

を建設し、技術面だけでなくカスタマーサービス・事務管理まで幅広い研修を行って

いる。重複を避けつつ、最適な連携および業務の分担を検討する。また、他ドナーの

電力セクターにおける活動内容及び今後の計画に係る情報を収集し、適宜整理の上、

本プロジェクトと関連する事項を中心に JICA関連部署に報告する。 

 

（７）リベリア関連機関の電力セクターに係る政策方針、開発計画、制度設計の確認 

本業務を通じ、鉱業エネルギー省や LEC等のカウンターパート機関の政策方針、開

発計画、制度設計等の確認を行う。リベリアでは国際連系線事業（CLSG）の開発を進

めており、2022年 12月より、コートジボワールからモンロビアまで送電線が繋がり、

27MW の電力供給が新たに開始されている。また、独立系発電事業者（Independent 

Power Producer。以下、「IPP」という）による事業や、分散型電源を用いたオフグリ

ッド及びミニグリッドといった電力事業の普及も想定される。これら電力需給バラン

スの変動をもたらす事項は、ブッシュロッド発電所の稼働計画等にも影響するため、

情報を収集し、適宜整理の上、JICA関連部署に報告する。 

 

（８）メーカー技術指導員の派遣について 

本フェーズで実施する 12,000 時間 OH を中心とする検査及び運転立会いに関して

は、ディーゼル発電機メーカーへ技術指導員（Supervisor。以下「SV」と言う。）派

遣の国内再委託を想定している。本国内再委託は、過去に我が国の無償資金協力で供

与されたディーゼル発電設備のメンテナンス技術の指導を行うメーカーSV の調達に
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係るものであり、同発電機は IHI原動機（新潟原動機から社名変更）のみがメンテナ

ンスを行っているため、詳細計画策定フェーズにおいても同社との特命随意契約にて

メーカーSVを調達した。 

なお、16,000 時間 OH以降での検査及び運転立会いに関しては、メーカーSV派遣に

ついては先方負担を想定している。今後想定されるメンテナンス費用とそれに必要な

予算計画策定のサポートについては中長期保全計画策定活動の中で実施する。 

 

第７条 業務の内容 

受注者は、以下に示す活動内容を勘案し、本プロジェクトを効果的かつ効率的に実

施する方法及び R/D に添付されている PDM 及び PO に基づく具体的な作業工程をプロ

ポーザルにて提案すること。 

 

本格活動の日程案 

■基礎技術定着期間 

12,000時間OH前 （OH 4カ月前）スペアパーツ及び工具類の在庫確認 
（OH 1カ月前）座学 

12,000時間OH （2023年8月開始）12,000時間OH実施 

12,000時間OH後 （OH 2カ月後）座学 

■技術定着及び高度技術習得期間 

16,000時間OH前 （OH 4カ月前）スペアパーツ及び工具類の在庫確認 
（OH 1カ月前）座学 

16,000時間OH （2024年7月開始）16,000時間OH実施 

16,000時間OH後 （OH 3カ月後）座学 

 

（１）基礎技術定着期間の実務研修および前後の座学（2023年 7月～11月） 

「基礎技術定着期間」として 12,000時間 OH の実務研修を実施し、前後の座学を通

じてパイロット活動の 8,000時間 OHで実施した項目の復習及び定着を図る1。 

 

（２）技術定着及び高度技術習得期間の実務研修および前後の座学（2024 年 7 月～

2025年 1月） 

「技術定着及び高度技術習得期間」として 16,000時間 OHの実務研修を実施し、前

後の座学を通じてパイロット活動の 8,000 時間 OH で実施した項目に加えて新たな大

きなメンテナンス項目についても理解を深める。 

本格活動の成果として、メンテナンスに係る全ての技術取得はできないものの、メ

ンテナンスの計画策定、必要な予算措置が適切に行われ、メーカーSVのサポートの下

 
1 実施フェーズのカリキュラム（案）（段階：基礎技術定着期間）に基づき、実務および座学研修の

実施方法について、プロポーザルで提案してください。 
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で自らメンテナンス実施が可能となることを目標とする。また、日常維持管理におい

ては、点検チェック、パトロールチェック、定期部品交換等が適切に実施され、不具

合発生時には、メーカーへの問い合わせによるサポートも含めて、適切にトラブル対

応が実施されることを目標とする2。 

実施フェーズのカリキュラム（案）を以下に示す。 

 
2 実施フェーズのカリキュラム（案）（段階：技術定着および高度技術習得期間）に基づき、実務及

び座学研修の実施方法について、プロポーザルで提案してください。 
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実施フェーズのカリキュラム（案） 

 

段階 実施時期 
機械設備 電気設備 

指導対象 実施項目 達成目標 指導対象 実施項目 達成目標 

基礎技術 

定着期間 

12,000時

間OH前 

（座学） 

オペレーションマ

ネージャー、 

オペレーター、 

メンテナンスマネ

ージャー、 

フォアマン 

運転状況把握 

 

Log Dataの理解 

機関性能試験の実践 

メンテナンス 

マネージャー、 

フォアマン、 

エンジニア（電

気）、オペレー

ター 

シーケンス回路の基

本 

リレーシーケンス 

ロジックシーケンス 

各種シーケンスの理解 

発生トラブル状況把

握 

維持管理記録表作成 発電所シーケンス図 

MCC 

発電機制御 

基本的な制御動作の理

解 

12000時間OH計画 メーカー案参考に作

成 

重故障項目の点検シ

ートの作成 

シーケンス図から点検

ポイントを読み取る。 

必要予備品確認 必要予備品リスト作

成 

必要予備品確認 必要予備品リスト作成 

必要予備品購入手配 予算措置及び発注・

受領 

必要予備品購入手配 予算措置及び発注・受

領 

必要工具類確認 現物とリストとの照

合 

必要工具類確認 現物とリストとの照合 

作業体制計画 人員配置表作成 作業体制計画 人員配置表作成 

12,000時

間OH 

（実務） 

メンテナンス 

マネージャー、 

フォアマン、 

エンジニア、 

テクニシャン 

OH実施計画確認 OH計画の調整 フォアマン、 

エンジニア 

（電気）、 

オペレーター 

重故障項目の動作確

認 

実動作を通じてシーケ

ンスの理解を深める。 

OH作業内容確認 座学資料、取説等の

学習 

OH作業内容確認 座学資料、取説等の学

習 

作業体制確認 人員計画の調整 作業体制確認 人員計画の調整 

12000時間OH実施 OH作業の技術習得 12000時間OH実施 OH作業の技術習得 

OH実施記録 OH実施記録作成 OH実施記録 OH実施記録作成 
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予備品払い出し記録 予備品在庫表の更新 予備品払い出し記録 予備品在庫表の更新 

消耗工具の記録 工具リストの更新 消耗工具の記録 工具リストの更新 

12,000時

間OH後 

（座学） 

オペレーションマ

ネージャー、 

オペレーター 

日常点検記録 日常、月間、年間点

検スケジュール策定

と実践 

日常点検記録表記入 

機関性能試験の実践 

オペレーター 日常点検・清掃の実

施状況確認 

点検リスト、作業手順

書の更新 

日常維持管理作業 維持管理記録表記入 

作業標準書の更新 

日常維持管理作業 維持管理記録表記入 

作業標準書の更新 

運転状況記録 Log Dataの記録・分

析 

発生トラブル状況記

録 

維持管理記録表記入 

 

発生トラブル状況記

録 

維持管理記録表記入 

 

16,000時間OH計画 16,000時間OH計画の流

れ要点の理解 

中長期維持管理計画

策定 

16,000時間OH計画 

32,000時間OHまでの

中期維持管理計画の

策定、予算措置 

16,000時間OH計画の

流れ要点の理解 

  

技術定着 

及び 

高度技術 

習得期間 

16,000時

間OH前 

（座学） 

オペレーションマ

ネージャー、 

オペレーター、 

メンテナンスマネ

ージャー 

運転状況把握 Log Dataの理解、分

析 

機関性能試験の実践 

メンテナンス 

マネージャー、 

フォアマン、 

エンジニア 

（電気）、 

オペレーター 

軽故障項目の点検シ

ートの作成 

点検シートの作成 

発生トラブル状況把

握 

維持管理記録表更新 発生トラブル状況把

握 

維持管理記録表更新 

16,000時間OH計画 メーカー案参考に作

成 

16,000時間OH計画 メーカー案参考に作成 

必要予備品確認 必要予備品リスト作

成 

必要予備品確認 必要予備品リスト作成 

必要予備品購入手配 予算措置及び発注・

受領 

必要予備品購入手配 予算措置及び発注・受

領 

必要工具類確認 現物とリストとの照

合 

必要工具類確認 現物とリストとの照合 

作業体制計画 人員配置表作成 作業体制計画 人員配置表作成 
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16,000時

間OH 

（実務） 

メンテナンスマネ

ージャー、 

フォアマン、 

エンジニア、 

テクニシャン 

OH実施計画確認 OH計画の調整 フォアマン、 

エンジニア 

（電気）、 

オペレーター 

重故障及び軽故障項

目の動作確認 

点検シートに基づいた

点検実施の定着 

OH作業内容確認 座学資料、取説等の

学習 

OH作業内容確認 座学資料、取説等の学

習 

作業体制確認 人員計画の調整 作業体制確認 人員計画の調整 

16,000時間OH実施 OH作業の技術習得 16,000時間OH実施 OH作業の技術習得 

OH実施記録 OH実施記録作成 OH実施記録 OH実施記録作成 

予備品払い出し記録 予備品在庫表の更新 予備品払い出し記録 予備品在庫表の更新 

消耗工具の記録 工具リストの更新 消耗工具の記録 工具リストの更新 

16,000時

間OH後 

（座学） 

オペレーションマ

ネージャー、 

オペレーター 

日常点検記録 日常、月間、年間点

検スケジュール更新 

日常点検記録表記入 

機関性能試験の実践 

オペレーター 日常点検・清掃の実

施状況の確認 

作業手順に従った適切

な実施 

日常維持管理作業 維持管理記録表記入 日常維持管理作業 維持管理記録表記入 

作業標準書の更新 

運転状況記録 Log Dataの記録・分

析 

発生トラブル状況記

録 

維持管理記録表記入 

 

発生トラブル状況記

録 

維持管理記録表記入   

中長期維持管理計画

更新 

32,000時間OH以降の

計画策定及び、計画

更新 
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（３）中長期保全計画の策定（2023年 6月～2024年 6月） 

LEC では JICA が無償資金協力により整備した発電設備に係る中長期の保全計画が

策定されておらず、中長期の維持管理の予算確保のため、早急に保全計画を策定する

ことが求められている。32,000 時間 OH までに必要なスペアパーツ、工具、消耗品、

SV派遣費用を整理し、維持管理計画を立案して、予算の平準化等の検討を経て必要な

予算を確保する。なお、今後、毎年 4,000時間運転すると仮定すると、32,000時間 OH

は 6年後となる。 

中長期の保全計画（案）を以下に示す（①オーバーホールの実施項目、②中長期保

全計画策定のスケジュール・内容、③中期保全計画、④予算平準化のイメージ）。こ

れらの要素をもとに、実施フェーズにおいて LECと協議して中長期保全計画を最終化

する3。 

 

① 各オーバーホールの実施項目 

 

 

 

 

 

  

 
3 中長期の保全計画（案）（①オーバーホールの実施項目、②中長期保全計画策定のスケジュール・

内容、③中期保全計画、④予算平準化のイメージ）に基づき、現時点で想定する内容、スケジュール

留意事項等についてプロポーザルで提案してください。 

修理名称 　B     点　検 　D   1   点　検 　  D     ２    点　検 　D   ３    点　検   　    E   2      点　　　検

点検周期 　4000時間毎 　　8000時間毎 　　　　16000時間毎 　　24000時間毎 　　　　32000時間毎

点検内容 吸、排気弁点検 シリンダーヘッド開放 シリンダー安全弁 シリンダーヘッド開放 ターニング装置点検

燃料噴射弁点検 始動弁点検 クランク軸バランスウェイト 始動弁点検 各タンク内部詳細点検

クランク室内点 主始動弁点検 シリンダーライナージャケット 主始動弁点検 発電機軸受点検

清浄機点検掃除 過給機点検 ねじり振動ダンパー 過給機点検 シリンダー安全弁

各フィルター掃除 空気冷却器点検 オイルミスト検知器 空気冷却器点検 クランク軸バランスウェイト

性能試験 燃料噴射ポンプ 各種温調弁、ヒーター 燃料噴射ポンプ シリンダーライナージャケット

指圧器弁 排気煙道、母管、煙突下部 指圧器弁 ねじり振動ダンパー

クランク軸 保護装置（機関、発電機） クランク軸 オイルミスト検知器

クランク、メンメタル 発電機点検（オイル交換他） クランク、メンメタル 各種温調弁、ヒーター

ピストン、連接棒 燃料噴射ポンプ 始動弁点検 ピストン、連接棒 排気煙道、母管、煙突下部

シリンダーライナー 指圧器弁 過給機点検シリンダーライナー 保護装置（機関、発電機）

ガバナー、リンク機構 クランク軸 空気冷却器 ガバナー、リンク機構 発電機点検（オイル交換他）

歯車機構 クランク、メンメタル 吸排気弁点検 歯車機構 燃料噴射ポンプ,指圧器弁 始動弁点検

各ポンプ(冷却水） ピストン、連接棒 燃料噴射弁 各ポンプ(冷却水） クランク軸、主軸メタル 吸気弁点検

各冷却水クーラー シリンダーライナー クランク室 各冷却水クーラー ピストン連接棒ライナー 過給機点検

潤滑油クーラー ガバナー、リンク機構 清浄機点検 潤滑油クーラー ガバナー、リンク機構 空気冷却器

吸、排気弁点検 歯車機構 性能試験 吸、排気弁点検 歯車機構 吸排気弁点検

燃料噴射弁点検 各ポンプ(冷却水） 燃料噴射弁点検 各ポンプ、冷却器 燃料噴射弁

クランク室内点 各冷却水クーラー クランク室内点 各タンク、潤滑油取替 クランク室

清浄機点検掃除 潤滑油クーラー 清浄機点検掃除 排ガスエコノマイザー 清浄機点検

性能試験 シリンダーヘッド開放 性能試験 シリンダーヘッド開放 性能試験
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②中長期保全計画策定のスケジュール・内容 
段階 実施時期 指導対象 実施項目 達成目標 

調査・準備 

（詳細計画

策定フェー

ズにて実

施） 

2022/8～

2023/5 

ブッシュロ

ッド 

発電所マネ

ジメント・

グループ 

1．発電設備の稼働状況、運転計画

の確認 

2. 発電設備の状態を踏まえて、

32,000 時間までに必要な機材

等の情報を整理する 

 ・スペアパーツ 

 ・工具 

 ・消耗品 

 ・SV派遣 

1．発電設備の状態を確認し、今後の

維持管理方針が整理される。 

 

2. 維持管理に必要な費用が整理さ

れ、LECが今後必要となる費用に

ついて理解する。 

 

保全計画 

策定 

 

2023/6～ 

2024/6 

（1年間） 

ブッシュロ

ッド 

発電所マネ

ジメント・

グループ 

1．発電設備の稼働状況、運転計画

の更新 

2．維持管理に必要な機材等の情報

を更新する。 

3．予算平準化により合理化する。 

4．LECの予算への反映 

 

1．発電設備の状態を確認し、今後の

維持管理方針が整理される。 

2、維持管理に必要な経費が更新され

る。 

3．予算平準化により合理的な計画と

される。 

4．必要な予算を LECが理解して予算

計画に反映される。 

 

③中期保全計画（案） 

 

 

④ 予算平準化のイメージ 

 

 

機器 OH周期 要否
SV派遣期間
（人数）

要否
SV派遣期間
（人数）

要否
SV派遣期間
（人数）

要否
SV派遣期間
（人数）

要否
SV派遣期間
（人数）

要否
SV派遣期間
（人数）

エンジン本体 4000時間 〇(B2)
約60日間
2名

〇(D2)
約60日間
2名

〇(B3)
約60日間
2名

〇(D3)
約120日間

3名
〇(B4)

約60日間
2名

〇(E1)
約120日間

3名

発電機 4000時間 〇
約12日間
（2名）

〇
約12日間
（2名）

〇
約12日間
（2名）

〇
約12日間
（2名）

〇
約12日間
（2名）

〇
約12日間
（2名）

過給機 8000時間 - -

〇
（要バ
ランシ
ング）

約20日間
（1名）

- - 〇
約20日間
（1名）

- -

〇
（要バ
ランシ
ング）

約20日間
（1名）

清浄機 4000時間 〇
約20日間
（2名）

〇
約20日間
（2名）

〇
約20日間
（2名）

〇
約20日間
（2名）

〇
約20日間
（2名）

〇
約20日間
（2名）

制御盤・高圧盤 4000時間 〇
約12日間
（1名）

〇
約12日間
（1名）

〇
約12日間
（1名）

〇
約12日間
（1名）

〇
約12日間
（1名）

〇
約12日間
（1名）

約120日間

16000 20000 24000 28000 32000

約60日間 約80日間 約60日間 約120日間 約80日間OH期間（想定）

運転時間（想定）
2023 2024 2025 2026 2027 2028

12000

2023 2024 2025 2026 2027 2028

費
用

2023 2024 2025 2026 2027 2028

費
用

予算
平準化

オーバーホールの費用 平準化後のLECの予算
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（４）JCC（2023年 11月、2024年 12月、2025年 6月：JCC） 

本プロジェクトの進捗状況を関係者一同で確認するために、JCC を年 1 回程度開催

する。受注者は JCCを活用し、本プロジェクトの適切な管理に努めるものとする。 

 

（５）プロジェクト業務完了報告書（2025年 6月） 

本業務の活動内容をプロジェクト業務完了報告書に取りまとめる。同報告書（案）

は、JCCで報告するものとする。 

 

（６）モニタリング 

本プロジェクトにおいては、6 か月に１度の頻度でモニタリングを実施することを

基本とする。JICA所定のモニタリングシートに基づき、カウンターパート機関と共同

でプロジェクトの進捗状況を把握し、PDM及び POからの変更有無も確認する。モニタ

リング結果は JCCに報告し、承認を得る。 

 

（７）国内再委託 

本フェーズで実施する 12,000 時間 OH を中心とする検査及び運転立会いに関して

は、下記の項目についてディーゼル発電機メーカーへ SV 派遣の再委託を想定してい

る。受注者は、「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（2017 

年 4 月版）」 に基づき、本業務実施契約にて再委託を行う。 

➢ 分解検査（計画・技術指導）SV派遣 

➢ 分解検査（ディーゼルエンジン）SV派遣 

➢ 分解検査（補機設備）SV派遣 

➢ 分解検査（発電機）SV派遣 

➢ 分解検査（制御盤）SV派遣 

➢ 分解検査（開閉設備）SV派遣 

➢ 分解検査（清浄機）SV派遣 

 

第８条 報告書等 

（１）報告書等 

業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約にお

ける最終報告書は事業完了報告書とし、提出期限は2025年8月29日とする。 
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レポート名 提出時期 部 数 

業務計画書（実施フェーズ） 

（共通仕様書の規定に基づく） 

契約締結から10営業日以

内 

和文：3部 

および電子データ 

ワークプラン案 

（実施フェーズ） 

業務開始から14日以内 電子データ 

ワークプラン 

（実施フェーズ） 

2023年6月末まで 和文：3部 

英文：10部 

電子データ 

モニタリングシート プロジェクト開始後6ヶ月

毎 

英文の電子データ 

業務進捗報告資料 プロジェクト開始後6ヶ月

毎 

和文・英文の電子デー

タ 

プロジェクト業務完了報告書 

（実施フェーズ） 

2025年6月 和文：3部 

英文：10部 

電子データ 

事業完了報告書 

（製本版） 

2025年8月29日まで 

なお、ドラフトをプロジェ

クト終了3か月前に提出

し、発注者からのコメント

を踏まえて最終化する 

和文：3部 

英文：10部 

CD-R：3枚 

 

業務進捗報告資料は、プロジェクトの概要及び進捗を対外的に分かりやすく説明す

ることを目的にA4１、２枚程度で現地活動の写真や図を用いて作成する。事業完了報

告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の

印刷、電子化（CD-R）の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の

印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。各報告書の記載項目（案）は発

注者と受注者で協議、確認する。 

事業完了報告書は、詳細計画策定フェーズおよび実施フェーズ双方の事業概要を総

括することとし、本プロジェクト全体での完了報告書と位置付ける。 

報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保する

こと。また、英文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、国際

的に通用する英文により作成すること。 

 

各報告書の記載項目（案）は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当た

っては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。 

1）ワークプラン記載項目（案） 

① 実施フェーズ業務の概要（背景・経緯・目的） 

② 実施フェーズ業務の基本方針 

③ 実施フェーズ業務の具体的方法 
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④ 本プロジェクトの実施体制（JCCの体制等を含む） 

⑤ PDM及び PO 

⑥ 業務フローチャート 

⑦ 要員計画 

⑧ 先方実施機関便宜供与負担事項 

⑨ その他必要事項 

 

2）プロジェクト業務完了報告書（案） 

1 本格活動の概要 

1-1 本格活動の背景及び目的 

1-2 専門家の構成 

1-3 本格活動日程概要 

1-4 本格活動結果概要 

2 事業実施の背景 

2-1 リベリア国の電力セクターの現状 

2-2 電力セクターに関する法令や政策 

2-3 電力セクターの開発計画 

2-4 他の援助機関の対応 

2-5 我が国及び JICAの援助方針と実績 

2-6 本事業の位置付け 

3 電力供給設備の運転・維持管理状況 

3-1 電力需給状況 

3-2 LECの運営（発電所単位も含む） 

3-3 LEC発電所の運転 

3-4 LEC発電所の維持管理 

 

 

3）事業完了報告書（案） 

1 詳細計画策定フェーズ業務の概要（背景・経緯・目的） 

1-1 活動内容（業務フローチャートに沿って記述） 

1-2 詳細計画策定フェーズにかかる実施運営上の課題・工夫・教訓（業

務実施方法、運営体制等） 

1-3 詳細計画策定フェーズ業務の成果、および技術協力プロジェクト

にかかる提言 

（詳細計画策定フェーズの「プロジェクト業務完了報告書」からの転記可。） 

2 本格活動実施フェーズ業務の概要（背景･経緯･目的） 

2-1 活動内容（業務フローチャートに沿って記述） 

2-2 本格活動実施フェーズにかかる実施運営上の課題・工夫・教訓（業

務実施方法、運営体制等） 

2-3 本格活動実施フェーズ業務の成果、および技術協力プロジェクト

にかかる提言 

3 総括および今後への提言（業務フローチャートに沿って記述） 

添付資料 

1) リベリア電力開発計画 
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2) 本格活動報告書 

3) LECマニュアルおよびガイドライン 

4) スペアパーツ調達計画及び予算規模 

5) 業務フローチャート 

6) 専門家派遣実績 

7) 主要会議議事録 

8) 調達計画及び調達実績 

9) その他活動実績 

 

（２）コンサルタント業務従事月報 

コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容

を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第７条に規定されているコンサルタント

業務従事月報に添付して、当機構に提出する。なお、先方と文書にて合意したものに

ついても、適宜添付の上、当機構に報告するものとする。 

1） 今月の進捗、来月の計画、当面の課題 

2） 活動に関する写真 

3） 業務フローチャート 

 

（３）その他提出物 

1） 議事録等 

関係機関（国内外）との面談及び各種説、協議にかかる議事録を作成し、JICAに提

出する。JICAとの関連会議、検討会については、少なくとも3営業日前までに配布資料

をJICAに提出すること。 

2） その他 

上記の提出物のほかに、関連会議・検討会の開催時に、必要な資料や各報告書の和

文要約等、JICAが必要と認め報告を求めたものについて提示する。また、関係者との

円滑な協議の促進を目的として、必要に応じて適宜プレゼンテーション資料や概要版

を作成すること。 
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別紙１ 

プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項 

（プロポーザルの重要な評価部分）  

 

プロポーザルの作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタント

の知見と経験に基づき、第３章１.（２）「２）業務実施の方法」にて指定した記

載分量の範囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書案を参照す

ること。なお、プロポーザルにおいては、特記仕様書案の内容と異なる内容の提

案については、これを認めています。プロポーザルにおいて代替案として提案す

ることを明記し、併せてその優位性／メリット及び費用／コストについての説明

を必ず記述してください。見積書については、同代替案に要する経費を本見積に

含めて提出することとします（ただし、上限額を超える場合は、別提案・別見積

としてください）。代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこととしま

す。 

 

№ 提案を求める項目 特記仕様書案での該当条項 

１ 目的に沿った実務および座学研

修の実施方法 

第 7条 業務の内容 

（１）基礎技術定着期間の実務研修お

よび前後の座学（2023年 7月～11

月） 

２ 
目的に沿った実務及び座学研修

の実施方法 

第 7条 業務の内容 

（２）技術定着及び高度技術習得期間

の実務研修および前後の座学（2024年

7月～2025年 1月） 

 

３ 目的に沿った中長期保全計画の

策定 

第 7条 業務の内容 

（３）中長期保全計画の策定（2023年

6月～2024年 6月） 
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第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

１．プロポーザルに記載されるべき事項 
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル

作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 

１）類似業務の経験 

類似業務：途上国におけるディーゼル発電設備および発電システムに関する

各種業務  

２）業務実施上のバックアップ体制等 

３）その他参考となる情報 

（２）業務の実施方針等 

１）業務実施の基本方針 

２）業務実施の方法 

１）及び２）を併せた記載分量は、20ぺージ以下としてください。 

３）作業計画 

４）要員計画 

５）業務従事予定者ごとの分担業務内容 

６）現地業務に必要な資機材 

７）実施設計・施工監理体制（無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ） 

８）その他 

（３）業務従事予定者の経験、能力 

１）評価対象業務従事者の経歴及び業務従事者の予定人月数 

別紙２「プロポーザル評価配点表」の「３．業務従事予定者の経験・能力」に

おいて評価対象となる業務従事者の担当専門分野及び想定される業務従事人月

数は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験

を記載願います。 

① 評価対象とする業務従事者の担当専門分野 

➢ 業務主任者／電力計画 

➢ 機械設備 

② 評価対象とする業務従事者の予定人月数 

約  15.05 人月 

 

２）業務経験分野等 

各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験

地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 

【業務主任者：（業務主任者／電力計画）】 

① 類似業務経験の分野：ディーゼル発電設備の運営維持管理に係る業務                   

② 対象国及び類似地域：アフリカ地域及びその他途上国 

③ 語学能力：英語 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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【業務従事者：機械設備】 

① 類似業務経験の分野：機械設備の運営維持管理に係る業務                   

② 対象国及び類似地域：アフリカ地域及びその他途上国 

③ 語学能力：英語 

 

【留意事項】語学の証明書に関して、TOEICのIPテストによるスコアレポートも可と

した暫定運用は2022年9月末にて終了していますので、ご留意ください。なお、CASEC

やJICA専門家検定による認定書は、従来より認定の対象外となっています。 

（詳細：https://www.jica.go.jp/announce/information/20220118_02.html） 

 

２．業務実施上の条件 

（１）業務工程 

プロジェクト期間：2023年 6月～2025年 6 月 

・基礎技術定着期間（12,000時間OH）：2023年7月～2023年11月 

（OH実施の１カ月前および実施の２カ月後に座学研修を行う） 

 

・中長期計画策定期間：2023年6月～2024年6月 

 

・技術定着・高度技術習得期間（16,000時間OH）：2024年7月～2025年1月 

（OH実施の１カ月前および実施の3カ月後に座学研修を行う） 

 

・16,000時間OH後の座学研修実施期間：2025年2月～2025年8月 

 

（２）業務量目途と業務従事者構成案 

１）業務量の目途 

  約 30.47 人月（現地：24.47人月、国内6.00人月） 

 

２）業務従事者の構成案 

業務従事者の構成（及び格付案）は以下を想定していますが、競争参加者は、

業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成（及び格付）を提案

してください。 

① 業務主任者/電力計画（２号） 

② 機械設備（３号） 

③ 電気設備 

④ 電力計画補助 

 

３）渡航回数の目途 全２０回 

なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。 

 

（３）現地再委託 

業務対象国・地域の現地法人（ローカルコンサルタント等）への再委託を認

https://www.jica.go.jp/announce/information/20220118_02.html
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める業務はありません。 

なお、以下の業務については、国内再委託を認めます（第２章第６条（８）、

第７条（７）参照）。本見積に計上してください。 

➢ 分解検査（計画・技術指導）SV派遣 

➢ 分解検査（ディーゼルエンジン）SV派遣 

➢ 分解検査（補機設備）SV派遣 

➢ 分解検査（発電機）SV派遣 

➢ 分解検査（制御盤）SV派遣 

➢ 分解検査（開閉設備）SV派遣 

➢ 分解検査（清浄機）SV派遣 

 

（４）配付資料／公開資料等 

１）配付資料 

➢ 「リベリア国ディーゼル発電機メンテナンス能力強化プロジェクト（詳

細計画策定フェーズ）詳細計画策定調査結果報告書」 

➢ 「リベリア国ディーゼル発電機メンテナンス能力強化プロジェクト（詳

細計画策定フェーズ）8,000 時間オーバーホール実施報告」 

➢ 先方要請書 

➢ R/D（基本計画策定段階のもの） 

➢ PO（案） 

➢ PDM（案） 

２）公開資料 

➢ リベリア国 モンロビア市電力復旧計画準備調査報告書 

https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000010571.html 

➢ 2018-2023開発計画「繁栄と発展のための貧困削減アジェンダ」（Pro-

poor Agenda, PAPD) 

  https://www.theperspective.org/2018/Revised_PAPD.pdf 

 

（５）対象国の便宜供与 

概要は、以下のとおりです。なお、詳細については、R/Dを参照願います。 

 便宜供与内容  

１ カウンターパートの配置 有 

２ 通訳の配置 無 

３ 執務スペース 有 

４ 家具（机・椅子・棚等） 有 

５ 事務機器（コピー機等） プリンター 

６ Wi-Fi 無 

 

（６）安全管理 

①事前準備 

・業務渡航は 1 週間前、一般渡航は 2 週間前までに国内移動届を JICA ガー 

https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000010571.html
https://www.theperspective.org/2018/Revised_PAPD.pdf
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ナ事務所及びリベリアフィールドオフィスに提出する（モンセラード州外渡航時）。 

 

②行動規範 

＜行動規制＞ 

・午後 11 時から午前 6 時は外出禁止。 

・外国人の多い場所、不特定多数が集まる場所での行事、テロの標的となりやすい

場所（治安当局施設、駅・バスターミナル、宗教関連施設、宗教行事開催場所、欧

米関連施設、デモ行進や集会、レストラン、カフェ、バー、ショッピングセンター、

大型スーパーマーケット、観光スポット、市場等）への訪問を最小限とする（ナイ

トクラブは立ち入り禁止）。 

・日頃から行動パターン（通勤時間、使用する道路や施設）を固定しない。 

・「テロ対策マニュアル」の遵守等。 

＜安全な宿舎の手配＞ 

・安全対策の手引きに記載のある宿泊施設または国際機関が常用している宿泊施設

に滞在する。 

＜通信手段＞ 

・携帯電話を携行し、車輌移動時はドライバーも通話可能な携帯電話を所持させる。 

＜移動手段＞ 

・移動は基本的に車輌を利用し、徒歩移動は極力控える。 

・自分で運転せず、借り上げ車両または信用できる運転手のタクシーを利用する。 

＜その他＞ 

・車両の燃料は常に 1/2 以上あることを確認する。 

・JICAガーナ事務所が作成する健康管理に係るマニュアルを一読する。 

・安全対策クラークからの治安情報を事前に入手しておく。 

 

３．プレゼンテーションの実施 
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。 

４．見積書作成にかかる留意事項 
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書（内訳書を含む。）の作成に当た

っては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」（2022 年 4 月）

を参照してください。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html） 

（１）上限額について 

本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場

合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象

外としますので、この金額を超える提案については、プロポーザルには含めず、

別提案・別見積としてプロポーザル提出時に提出ください。 

別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含める

か否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通り

とします。 

①超過分が切り出し可能な場合：超過分のみ別提案・別見積として提案しま

す。 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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②超過分が切り出し可能ではない場合：当該業務を上限額の範囲内の提案内

容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。 

（例） 

セミナー実施について、オンライン開催（上限額内）のA案と対面開催（上

限超過）のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積

にはA案の経費を計上、B案については、別提案においてA案の代替案である

ことがわかるように説明の上、別提案として記載し、B案の経費を別見積に

て提出。 
 

【上限額】 

１０６，９３０，０００円（税抜） 

なお、定額計上分 ４２,３７９,０００円（税抜）については上記上限額

には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約

しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポ

ーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。

この提案はプロポーザル評価に含めます。 

また、上記の金額は、下記（２）別見積としている項目を含みません。 

なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。 

 

（２）別見積について（評価対象外） 

以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。 

１） 旅費（航空賃） 

２） 旅費（その他：戦争特約保険料） 

３） 一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの 

４） 新型コロナウイルス感染対策に関連する経費 

５） 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの 

６） 上限額を超える別提案に関する経費 

 

（３）定額計上について 

定額計上した経費については、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロ

ポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注

者による見積りによる積算をするかを契約交渉において決定します。 

定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額

を確定します。 

 
 対象とする

経費 

該当箇所 金額（税抜き） 金額に含まれる範囲 

 

費用項目 

1 メーカー技

術指導員の

派遣 

「第２章第６

条（８）メーカ

ー技術指導員

の派遣につい

て、第７条（７）

国内再委託」 

42,379,000円 下記項目のメーカー SV派遣

（12,000時間OH）。 

・分解検査（計画・技術指導）SV

派遣 

・分解検査（ディーゼルエンジ

ン）SV派遣 

再委託 



 

28 

・分解検査（補機設備）SV派遣 

・分解検査（発電機）SV派遣 

・分解検査（制御盤）SV派遣 

・分解検査（開閉設備）SV派遣 

・分解検査（清浄機）SV派遣 

 

（４）見積価格について、 

各費目にて千円未満を切り捨てした合計額（税抜き）で計上してください。 

 

（５）旅費（航空賃）について 

参考まで、JICAの標準渡航経路（キャリア）を以下のとおり提示します。なお、

提示している経路（キャリア）以外を排除するものではありません。 

東京（成田）⇒ドバイ⇒アクラ⇒モンロビア（エミレーツ航空） 

 

（６）業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。

競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。 

 

（７）業務実施上、現地で必要な傭人がある場合、原則として、特殊傭人費に計上し

てください。なお、詳細計画策定フェーズでは、現地でのプロジェクトコーディネー

ターとして特殊傭人費を計上しています。 

 

（８）外貨交換レートについて 

１）JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html） 

２）上記１）に記載がない国については以下のレートを使用してください。 

➢ 現地通貨 LDR1＝0.86 円 

 

別紙２：プロポーザル評価配点表 

 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html
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別紙２ 

プロポーザル評価配点表 

評 価 項 目 配 点 

１．コンサルタント等の法人としての経験・能力 （ １０ ） 

（１）類似業務の経験 ６ 

（２）業務実施上のバックアップ体制等 ４ 

２．業務の実施方針等 （ ４０ ） 

（１）業務実施の基本方針の的確性 １８ 

（２）業務実施の方法の具体性、現実性等 １８ 

（３）要員計画等の妥当性 ４ 

（４）その他（実施設計・施工監理体制） － 

３．業務従事予定者の経験・能力 （ ５０ ） 

（１）業務主任者の経験・能力／業務管理グループの評価 

（ ３４ ） 

業務主任

者のみ 

業務管理 

グループ 

① 業務主任者の経験・能力： 業務主任者／電力計画 （３４） （１３） 

ア）類似業務の経験 １３ ５ 

イ）対象国・地域での業務経験 ３ １ 

ウ）語学力 ６ ２ 

エ）業務主任者等としての経験 ７ ３ 

オ）その他学位、資格等 ５ ２ 

② 副業務主任者の経験・能力：副業務主任者／○○○○ （－） （１３） 

ア）類似業務の経験 － ５ 

イ）対象国・地域での業務経験 － １ 

ウ）語学力 － ２ 

エ）業務主任者等としての経験 － ３ 

オ）その他学位、資格等 － ２ 

③ 業務管理体制、プレゼンテーション （－） （８） 

ア）業務主任者等によるプレゼンテーション － ０ 

イ）業務管理体制 － ８ 

（２）業務従事者の経験・能力： 機械設備 （１６） 

ア）類似業務の経験 ８ 

イ）対象国・地域での業務経験 ２ 

ウ）語学力 ３ 

エ）その他学位、資格等 ３ 

 


