
2021年1月末時点

地域 国名 案件名 実施体制 契約終了時期 2019 2020 2021 2022 2023
終了 東南アジア カンボジア 道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト 国交省専門家+建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･阪神高速JV 2018.3.16
終了 東南アジア ラオス 道路維持管理能力強化プロジェクト 国際開発ｾﾝﾀｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙJV 2018.5.31

終了 東南アジア ベトナム 道路維持管理能力強化プロジェクトフェーズ２
国交省専門家+片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･中日本高速･
ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾟｽｺJV

2018.4.27

終了 東南アジア ミャンマー 道路橋梁技術能力強化プロジェクト
国交省専門家+建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ･東日本高速･首都高速･日本工営･大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄJV

2019.6.28 ○

終了 東南アジア フィリピン
道路・橋梁の建設・維持に係る品質管理向上プロ
ジェクトフェーズ３

大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･阪神高速JV
2019.2.28
⇒2019.5.15

○

終了 東南アジア 東ティモール 道路維持管理水準向上プロジェクト ｱﾝｼﾞｪﾛｾｯｸ･地球ｼｽﾃﾑ科学JV
2019.3.29
⇒2019.12.27

○

終了 中央アジア キルギス 道路防災対応能力強化プロジェクト
建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･地球ｼｽﾃﾑ科学･国際航業･中日本高
速JV

2019.6.28 ○

終了 中央アジア キルギス 転圧コンクリート技術能力向上プロジェクト 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2020.7.31 ○
終了 中央アジア タジキスタン 道路災害管理能力向上プロジェクト 建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･国際航業･中日本高速JV 2021.2.15 ○
終了 南アジア パキスタン 橋梁維持管理プロジェクト ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 2019.1.21
終了 南アジア スリランカ 橋梁維持管理能力向上プロジェクト 日本構造橋梁研究所･中日本高速･大日ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄJV 2018.2.23

終了 南アジア
バングラデ
シュ

橋梁維持管理プロジェクト
日本構造橋梁研究所･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･橋梁調査
会JV

2018.3.2
⇒2018.11.2

終了 アフリカ ケニア
道路メンテナンス業務の外部委託化に関する監理能
力強化プロジェクトフェーズ３

国交省専門家+建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･阪神高速JV 2019.12.27 ○

終了 アフリカ エチオピア
アディスアベバ市道路維持管理能力向上プロジェク
ト

片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾟﾃﾞｺ･ﾊﾟｽｺJV
2018.7.27
⇒2019.7.10

○

終了 アフリカ ガーナ LBTによる瀝青表面処理工法開発プロジェクト ｴｲﾄ日本技術開発･ﾊﾟﾃﾞｺJV 2019.2.28
終了 アフリカ ザンビア 橋梁維持管理能力向上プロジェクト 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･西日本高速JV 2017.9.30

終了 アフリカ コンゴ民 道路維持管理能力強化プロジェクト
ｱﾝｼﾞｪﾛｾｯｸ･ｴｲﾄ日本技術開発･片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙJV

2019.1.31
⇒2019.5.15

○

実施中 東南アジア インドネシア 地方道路維持管理能力向上プロジェクト
ﾊﾟｽｺ・片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ・ｲﾝﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞJV

2022.9.30 ○

実施中 東南アジア インドネシア 有料道路開発管理能力強化プロジェクト
ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･日本工営･片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ
ﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾟｽｺJV

2023.12末 ○

実施中 東南アジア ラオス 橋梁維持管理能力強化プロジェクト
長期専門家+国際開発ｾﾝﾀｰ･長崎大学･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞ
ﾛｰﾊﾞﾙ･片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙJV

2023.10.31 ○

実施中 東南アジア タイ
トンネル建設・案件監理にかかる能力向上プロジェ
クト

国交省専門家+建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ･ｴｲﾄ日本技術開発･中日本高速･首都高速JV

2024.11末

実施中 東南アジア ミャンマー 道路橋梁維持管理能力強化プロジェクト
国交省専門家+建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ･東日本高速･首都高速JV

2022.9末 ○

採択予定 東南アジア フィリピン 山岳及び洪水地域における道路防災プロジェクト 未定（詳細計画調査未了）

実施中 大洋州
パプアニュー
ギニア

道路整備能力強化プロジェクトフェーズ２
ｱﾝｼﾞｪﾛｾｯｸ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝ
ﾀｰﾅｼｮﾅﾙJV

2023.12末 ○

実施中 東アジア モンゴル
モンゴルの気候条件に適した道路舗装技術能力向上
プロジェクト

建設技研インターナショナル・日本道路・国際建設技
術協会JV

2022.3.22 ○

採択予定 中央アジア キルギス コンクリート舗装技術（国別研修） 未定

開始予定 中央アジア タジキスタン 橋梁維持管理能力向上プロジェクト
建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･中日本高速･中日本ﾊｲｳｪｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ東京JV

2024.11末

実施中 南アジア ブータン 橋梁施工監理及び維持管理能力向上プロジェクト
日本海外ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ･ｱﾝｼﾞｪﾛｾｯｸ･阪神高速･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･地球ｼｽﾃﾑ科学･建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙJV

2019.10.31
⇒2020.6.30
⇒2021.8.30

○

実施中 南アジア ブータン 道路斜面対策工能力強化プロジェクト
国際航業株式会社、株式会社地球システム科学、OYO
インターナショナル株式会社

2023.1.31 ○

実施中 南アジア インド
持続可能な山岳道路開発のための能力向上プロジェ
クト

国交省専門家+ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･国際航業･東日
本高速･国土防災技術JV

2021.3.31 ○

採択予定 南アジア インド
レジリエントな山岳道路のための維持管理能力向上
プロジェクト

未定（詳細計画調査未了）

実施中 南アジア ネパール
シンズリ道路維持管理運営強化プロジェクトフェー
ズ２

日本工営 2022.3.28 ○

実施中 南アジア
バングラデ
シュ

主要幹線軸重計整備プロジェクト
片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･首
都高速JV

実施中 中南米 キューバ 道路・橋梁維持管理（国別研修） 長崎大学･国際開発ｾﾝﾀｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 2023.10.31 〇

実施中 中南米
エルサルバド
ル

公共インフラ強化のための気候変動・リスク管理戦
略支援プロジェクト

日本工営 2021.6.30 ○

実施中 アフリカ ケニア 橋梁維持管理能力強化プロジェクト
国交省専門家+建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･阪神高速･片平ｴﾝｼﾞ
ﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂJV

2025.12.26

実施中 アフリカ ガーナ 道路橋梁維持管理能力強化プロジェクト
エイト日本技術開発・建設技研インターナショナル・
首都高速JV

2023.2末 ○

実施中 アフリカ ザンビア 橋梁維持管理能力向上プロジェクトフェーズ２
大日本コンサルタント・日本海外コンサルタンツ・中
日本高速JV

2024.3.29 ○

開始予定 アフリカ マダガスカル 道路・橋梁維持管理能力強化プロジェクト 未定（詳細計画調査実施済）
開始予定 アフリカ モザンビーク 橋梁維持管理能力強化プロジェクト 未定（詳細計画調査実施済）

開始予定 アフリカ
ブルキナファ
ソ

道路維持管理能力向上プロジェクト 未定（詳細計画調査実施済）

道路インフラの運営・維持管理能力強化に資する技術協力プロジェクトリスト

終了年度


