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*：補強として同社調査に参加
国名 案件名

薗田 元 株式会社グローバル・グループ21ジャパン ペルー 電力フロンティア拡張事業（Ⅲ）

小林 信行 OPMAC株式会社 ペルー イキトス下水道整備事業

シーク 美実 株式会社国際開発センター キルギス オシュ州、ジャララバード州及びタラス州道路維持管理機材整備計画

佐久間 美穂 株式会社国際開発センター フィリピン ピナツボ火山災害緊急復旧事業（Ⅲ）

シーク 美実 株式会社国際開発センター キルギス ビシュケク－オシュ道路クガルト川橋梁架け替え計画

佐久間 美穂 株式会社国際開発センター フィリピン 物流インフラ開発事業

大西 由美子 アイ・シー・ネット株式会社 インド レンガリ灌漑事業（Ⅰ）

大西 由美子 アイ・シー・ネット株式会社 インド レンガリ灌漑事業（Ⅱ）

大西 由美子 アイ・シー・ネット株式会社 インド レンガリ灌漑事業（Ⅲ）

小野澤 雅人 アイ・シー・ネット株式会社 ミャンマー 農業人材育成機関強化計画

小野澤 雅人 アイ・シー・ネット株式会社 ミャンマー 中央銀行業務ICTシステム整備計画

伊藤 解子 EY 新日本有限責任監査法人* ウガンダ ウガンダ北部アチョリ地域国内避難民帰還・再定住促進のためのコミュニティ再建計画

稲澤 健一 EY 新日本有限責任監査法人* ベトナム ビンフック省投資環境改善事業

伊藤 解子 EY 新日本有限責任監査法人* ベトナム 高等教育支援事業（ＩＴセクター）

髙橋 久恵 EY 新日本有限責任監査法人 ウガンダ 西部ウガンダ地域医療施設改善計画

島村 真澄/矢野 麻美子 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 カンボジア シハヌーク州病院整備計画

島村 真澄 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 カンボジア メコン地域通信基幹ネットワーク整備事業

島村 真澄 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 カンボジア ラタナキリ州小水力発電所建設・改修計画

島村 真澄/田口 涼子 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 カンボジア 第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画

高木 秀行 EY 新日本有限責任監査法人 ラオス JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト

高木 秀行 EY 新日本有限責任監査法人 ラオス 環境的に持続可能な都市における廃棄物管理改善計画

西川 圭輔 株式会社日本経済研究所 バングラデシュ 東部バングラデシュ橋梁改修事業

スズキ S. ヒロミ アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 安徽省地方都市水環境整備事業

西野 俊浩 株式会社国際開発センター 中華人民共和国 海南省人材育成事業

西野 俊浩 株式会社国際開発センター 中華人民共和国 吉林省吉林市環境総合整備事業

スズキ S. ヒロミ アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 甘粛省蘭州市大気環境改善事業

宮崎 慶司 OPMAC株式会社 ベトナム カイメップ・チーバイ国際港開発事業（Ⅰ）

宮崎 慶司 OPMAC株式会社 ベトナム カイメップ・チーバイ国際港開発事業（Ⅱ）

宮崎 慶司 OPMAC株式会社 タイ バンコク大量輸送網整備事業（パープルライン）（Ⅰ）

宮崎 慶司 OPMAC株式会社 タイ バンコク大量輸送網整備事業（パープルライン）（Ⅱ）

飯田 利久 OPMAC株式会社 ベトナム 国道・省道橋梁改修事業（Ⅰ）

飯田 利久 OPMAC株式会社 ベトナム 国道・省道橋梁改修事業（Ⅱ）

薗田 元 株式会社グローバル・グループ21ジャパン スリランカ ワウニア・キリノッチ送電線修復事業（Ⅰ）

薗田 元 株式会社グローバル・グループ21ジャパン スリランカ ワウニア・キリノッチ送電線修復事業（Ⅱ）

原口 孝子 株式会社グローバル・グループ21ジャパン* マレーシア 高等教育基金借款事業（Ⅲ）

薗田 元 株式会社グローバル・グループ21ジャパン スリランカ 東部州給水開発事業

岩品 雅子 株式会社アイコンズ モザンビーク ナンプラ州モナポ初等教員養成校建設計画

伊藤 治夫 株式会社アイコンズ モザンビーク ナカラ港緊急改修計画

伊藤 治夫 株式会社アイコンズ モザンビーク ナカラ回廊経済開発戦略策定プロジェクト

西川 圭輔 株式会社日本経済研究所 トンガ マイクログリッドシステム導入計画

西川 圭輔 株式会社日本経済研究所 パプアニューギニア マダン市場改修計画

髙橋 久恵 株式会社日本経済研究所* 東ティモール モラ橋護岸計画

小林 信行 OPMAC株式会社 タイ パサック川東部アユタヤ地区洪水対策計画

川初 美穂 OPMAC株式会社 ラオス タケク上水道拡張計画

小林 信行 OPMAC株式会社 タイ 東部外環状道路（国道九号線）改修計画

稲澤 健一 オクタヴィアジャパン株式会社 インドネシア タンジュンプリオク港緊急リハビリ事業

稲澤 健一 オクタヴィアジャパン株式会社 インドネシア デンパサール下水道整備事業（Ⅱ）

伊藤 解子 オクタヴィアジャパン株式会社 イラク 港湾セクター復興事業

笠原 龍二 アイ・シー・ネット株式会社 ケニア ソンドゥ・ミリウ／サンゴロ水力発電所建設事業

百田 顕児 アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 広西チワン族自治区玉林市水環境整備事業

百田 顕児 アイ・シー・ネット株式会社 中華人民共和国 寧夏回族自治区水環境整備事業

原田 郷子 一般財団法人国際開発機構 インド スワン川総合流域保全事業

藤田 伸子 一般財団法人国際開発機構 インド フセイン・サガール湖流域改善事業

朝戸 恵子 一般財団法人国際開発機構 パナマ パナマ市及びパナマ湾浄化事業

朝戸 恵子 一般財団法人国際開発機構 パナマ パナマ首都圏下水道事業運営改善プロジェクト

田中 誠 株式会社アイコンズ ナイジェリア ジェバ水力発電所緊急改修計画

伊藤 治夫 株式会社アイコンズ セネガル ルーガ州及びカオラック州中学校建設計画

喜多 桂子 株式会社アイコンズ ベナン 第五次小学校建設計画

西川 圭輔 株式会社日本経済研究所 ツバル 貨物旅客兼用船建造計画

西川 圭輔/狩野 未樹子 株式会社日本経済研究所 ベトナム 税関近代化のための通関電子化及びナショナル・シングルウィンドウ導入計画

髙橋 久恵 EY 新日本有限責任監査法人 ミクロネシア 国内海上輸送能力向上計画

島村 真澄 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 ケニア バリンゴ郡村落給水計画

渡邉 恵子 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 ガーナ 配電設備整備計画

原口 孝子 OPMAC株式会社* フィリピン カトゥビッグ農業総合開発事業

三島 光恵 OPMAC株式会社 ベトナム オモン火力発電所建設事業（E/S）

三島 光恵 OPMAC株式会社 ベトナム オモン火力発電所メコンデルタ送変電網建設事業（Ⅰ）

三島 光恵 OPMAC株式会社 ベトナム オモン火力発電所メコンデルタ送変電網建設事業（Ⅱ）

三島 光恵 OPMAC株式会社 ベトナム オモン火力発電所メコンデルタ送変電網建設事業（Ⅲ）

三島 光恵 OPMAC株式会社 ベトナム オモン火力発電所メコンデルタ送変電網建設事業（Ⅳ）

三島 光恵 OPMAC株式会社 ベトナム オモン火力発電所２号機建設事業（Ⅰ）

三島 光恵 OPMAC株式会社 ベトナム オモン火力発電所２号機建設事業（Ⅱ）

川初 美穂 OPMAC株式会社 インドネシア スマラン総合水資源・洪水対策事業

野口 純子 一般財団法人国際開発機構 インド オリッサ州森林セクター開発事業

山下 恵理子 Value Frontier株式会社 インド ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業（フェーズ１）

山下 恵理子 Value Frontier株式会社 インド ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業（フェーズ２）

石森 康一郎 Value Frontier株式会社 ルーマニア トゥルチェニ火力発電所環境対策事業

高杉 真奈 株式会社国際開発センター ミャンマー ヤンゴン市フェリー整備計画

長谷川　祐輔 株式会社国際開発センター パキスタン 空港保安強化計画

長谷川　祐輔 株式会社国際開発センター ミャンマー 全国空港保安設備整備計画

白井 和子 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング マラウイ ブランタイヤ市道路網整備計画（一次、二次、三次）

浜岡 真紀 一般財団法人国際開発機構 エチオピア 第四次幹線道路改修計画

濱田 真由美 一般財団法人国際開発機構 エチオピア 農村地域における対応能力強化緊急開発計画策定プロジェクト


