
2015年度外部評価者リスト

2015年度に実施した事後評価（外部評価）に携わった外部評価者は以下のとおりです。

外部評価者
所属（評価委託先）

（*：補強として同社調査に参加）
国名/地域名 案件名

アルファプレミア株式会社 エチオピア
ウォーターテクノロジーセンター
（地下水開発・水供給訓練計画フェーズ2）

アルファプレミア株式会社 エチオピア ティグライ州地方給水計画

アルファプレミア株式会社 エチオピア オロミア州給水計画

朝戸 恵子 一般財団法人国際開発機構 カザフスタン共和国 カザフスタン日本人材開発センタープロジェクトフェーズ2

雨宮 こずえ 一般財団法人国際開発機構 南アフリカ共和国 南部アフリカ医療機器保守管理能力向上プロジェクト

池田 智穂 一般財団法人国際開発機構 スワジランド 中等教育改善計画

石井 晶子 EY新日本サステナビリティ株式会社 インド ジャイプール上水道整備事業

石飛愛 合同会社適材適所 モンゴル 第四次初等教育施設整備計画

Value Frontier株式会社 ガボン リーブルビル零細漁業支援センター建設計画

Value Frontier株式会社 ナイジェリア 中波ラジオ放送網整備計画（第I 期、第II 期）

Value Frontier株式会社 フィリピン
海上保安人材育成プロジェクト（フェーズI）、
海上保安教育・人材育成管理システム開発プロジェクト（フェーズII）

井田光泰 合同会社適材適所 アセアン10カ国 アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクトフェーズ1＆2

伊藤 友見 株式会社日本経済研究所 スリランカ 環境対策支援事業（ II ）

オクタヴィアジャパン株式会社 フィリピン メトロイリガン産業拠点インフラ整備事業

オクタヴィアジャパン株式会社 フィリピン 台風オンドイ・ペペン後緊急インフラ復旧事業

オクタヴィアジャパン株式会社 アルメニア エレバン・コジェネレーション火力複合発電所建設事業

オクタヴィアジャパン株式会社 エジプト ボルグ・エル・アラブ空港近代化事業

オクタヴィアジャパン株式会社 インドネシア 国立イスラム大学保健・医学部事業

大西 由美子 アイ・シー・ネット株式会社 インド デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2（I）～（Ⅴ）

片桐 寿幸 株式会社日本経済研究所 トルコ イスタンブール上水道整備事業／イスタンブール上水道整備事業（第2期）

OPMAC株式会社 セネガル 職業訓練機能強化計画

OPMAC株式会社 マリ 第3次小学校建設計画

アイ・シー・ネット株式会社 モンゴル ウランバートル市高架橋建設計画

アイ・シー・ネット株式会社 インドネシア ニアス島橋梁復旧計画

アイ・シー・ネット株式会社 タジキスタン クルガンチュベ－ドゥスティ間道路改修計画（第I期・II期）

アイ・シー・ネット株式会社 ネパール シンズリ道路建設計画（第2工区（3/3期）、第3工区）

アイ・シー・ネット株式会社 ブータン 第三次橋梁架け替え計画

小林 信行 OPMAC株式会社 ナミビア ルンドゥ－エルンドゥ間道路改善事業

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 アフガニスタン 学校建設計画

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 インドネシア タラハン石炭火力発電事業

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 インドネシア タンジュンプリオク火力発電所拡張事業

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 インドネシア 南スマトラ－西ジャワガスパイプライン建設事業

庄 智之/荻本 洋子/笹尾 隆二郎 アイ・シー・ネット株式会社 アフリカ開発銀行加盟国
民間セクター支援融資、アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブの下での
民間セクター支援融資（Ⅱ）、アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブの
下での民間セクター支援融資（Ⅲ）

グローバルリンクマネージメント株式会社 カンボジア 第六次地雷除去活動機材整備計画

グローバルリンクマネージメント株式会社 モンゴル ウランバートル市廃棄物管理能力強化プロジェクト

グローバルリンクマネージメント株式会社 ケニア エンブ市及び周辺地域給水システム改善計画

杉本 正実 新光オーエムシー株式会社 インドネシア ジョグジャカルタ特別州ICT活用教育質向上事業

アイ・シー・ネット株式会社 エルサルバドル ラ・ウニオン港開発事業

株式会社グローバル・グループ21ジャパン* グアテマラ クリーン・エネルギーによる北部村落生産活動促進計画

住田 康雄 グローバルリンクマネージメント株式会社 ブルキナファソ 中央プラトー及び南部中央地方飲料水供給計画

Value Frontier株式会社* ラオス ビエンチャン国際空港拡張計画

グローバルリンクマネージメント株式会社 モルディブ マレ島におけるクリーンエネルギー促進計画

株式会社グローバル・グループ21ジャパン ペルー 北部地域給水・衛生事業組織強化プロジェクト

株式会社グローバル・グループ21ジャパン ペルー 国立障害者リハビリテーション・センター建設計画

株式会社グローバル・グループ21ジャパン ペルー 地方都市上下水道整備事業（II）

株式会社グローバル・グループ21ジャパン ペルー リマ首都圏周辺居住域衛生改善事業、リマ首都圏周辺居住域衛生改善事業(II)

株式会社グローバル・グループ21ジャパン ニカラグア 小規模農家のための持続的農業技術普及計画プロジェクト

薗田 元/吉田健 株式会社グローバル・グループ21ジャパン ペルー・エクアドル 新マカラ国際橋建設計画

オクタヴィアジャパン株式会社* パキスタン 給電設備拡充事業

EY新日本サステナビリティ株式会社 インド ヤムナ川流域諸都市下水道等整備事業（II）

EY新日本サステナビリティ株式会社 インド バンガロール市上下水道整備事業

瀧本 麻子 グローバルリンクマネージメント株式会社 ミャンマー エーヤーワディ・デルタ住民参加型マングローブ総合管理計画プロジェクト

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング スリランカ ジャフナ教育病院中央機能改善計画

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング スリランカ 健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト

南村 亜矢子/石飛 愛 合同会社適材適所 アジア太平洋諸国37カ国 アジア太平洋障害者センター（フェーズ1）（フェーズ2）

オクタヴィアジャパン株式会社* ベトナム ベトナムテレビ放送センター建設事業

株式会社日本経済研究所 タイ 第7次バンコク上水道整備事業（I）、第7次バンコク上水道整備事業（II）

株式会社日本経済研究所 スリランカ 観光セクター開発事業

株式会社日本経済研究所 ブルンジ ブジュンブラ市内交通網整備計画

西川 圭輔/佐藤 美由紀 株式会社日本経済研究所 スリランカ 農村経済開発復興事業

西野 俊浩 株式会社国際開発センター 中華人民共和国
内陸部・人材育成事業（地域活性化・交流、市場ルール強化、環境保全）
（広西壮族自治区）（江西省）（湖北省）（山西省）

西野 宏 Value Frontier株式会社 セネガル 漁民リーダー育成・零細漁業組織強化プロジェクト

沼口 三典 アイ・シー・ネット株式会社 ベトナム 第3期国道1号線橋梁リハビリ事業（I）（II）

野口 純子 一般財団法人国際開発機構 ラオス人民民主共和国 ラオス日本人材開発センタープロジェクトフェーズ2

原口 孝子 株式会社国際開発アソシエイツ スリランカ 地方道路開発事業（東部州）

一般財団法人国際開発機構 ベトナム ベトナム日本人材協力センタープロジェクトフェーズ2

一般財団法人国際開発機構 ウクライナ ウクライナ日本センター

長谷川 さわ OPMAC株式会社 タンザニア ザンジバル地域配電網強化計画

株式会社国際開発センター パキスタン ラホール市下水・排水機材緊急復旧計画

株式会社国際開発センター パキスタン ファイサラバード上水道整備計画、ファイサラバード上水道拡充計画

濱田 正章 一般財団法人国際開発機構 カンボジア
カンボジア日本人材開発センタープロジェクト、カンボジア日本人材開発センタープロジェク
トフェーズ2

一般財団法人国際開発機構
ケニア、タンザニア、ウ
ガンダ

アフリカ人造り拠点フェーズ2、アフリカ人造り拠点フェーズ3

一般財団法人国際開発機構 ウガンダ 中央ウガンダ地域医療施設改善計画

アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 湖北省都市洪水対策事業

アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 フフホト市水環境整備事業

アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 黒龍江省ハルビン市水環境整備事業

一般財団法人国際開発機構 モンゴル
モンゴル日本人材開発センタープロジェクト、モンゴル日本人材開発センタープロジェクト
フェーズ2

一般財団法人国際開発機構 キルギス
キルギス共和国日本人材開発センタープロジェクト、キルギス共和国日本人材開発セン
タープロジェクトフェーズ2

藤原 純子 OPMAC株式会社 ベトナム ハロン湾環境保全プロジェクト

松本 幸子 一般財団法人国際開発機構 ウズベキスタン共和国 ウズベキスタン日本人材開発センタープロジェクトフェーズ2

松木 寛子 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング パレスチナ 母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェトフーズ 2

OPMAC株式会社 タンザニア キリマンジャロ州地方送配電網強化計画

OPMAC株式会社 スリランカ 南部ハイウェイ建設事業(I)(II)

持田 智男 OPMAC株式会社 ベトナム 水環境管理技術能力向上プロジェクト（フェーズ2）、全国水環境管理能力向上プロジェクト

アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 内蒙古自治区植林植草事業

アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 新疆ウイグル自治区伊寧市環境総合整備事業

Value Frontier株式会社* ブルキナファソ コモエ県における住民参加型持続的森林管理計画プロジェクト

株式会社アンジェロセック ニジェール マラディ州・ザンデール州小学校教室建設計画

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 アフガニスタン 地方開発支援プロジェクト

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 インドネシア ラヘンドン地熱発電所拡張事業
渡邉　恵子

山田 千晶

百田 顕児

藤田 伸子

スズキ S. ヒロミ

西川 圭輔

早瀬 史麻

長谷川 祐輔

宮崎 慶司

濱田 真由美

相馬 真紀子

原田 郷子

田村 智子

髙橋 久恵

薗田 元

末吉 由起子

島村 真澄

青木 憲代

石森 康一郎

稲澤 健一

川初 美穂

岸野 優子/笠原 龍二

岸野 優子/オレニコブ 麻紀子


