
業務実施契約
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果公表 契約相手方01 契約相手方02 契約相手方03 契約相手方04 契約相手方05

インドネシア 気候変動対策能力強化プロジェクト・サブプロジェクト3「国家温室効果ガス(GHG)インベントリ作成体制構築」 2010/12/8 2011/3/30 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 株式会社　数理計画
セネガル 一村一品運動を通じた地場産業振興プロジェクト（第１年次） 2010/12/22 2011/3/30 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
バングラデシュ 自然災害に対応した公共建築物の建設・改修能力向上プロジェクト（第１年次） 2011/1/5 2011/3/30 OYOインターナショナル株式会社 株式会社毛利建築設計事務所
アフリカ地域 アフリカ水分野PPP支援に関する資金支援スキーム基礎情報収集調査 2011/1/12 2011/3/30 株式会社日本経済研究所 株式会社日水コン
カンボジア 淡水養殖改善・普及プロジェクトフェーズ2（第１年次） 2011/1/12 2011/3/30 インテムコンサルティング株式会社 アイ・シー・ネット株式会社
シエラレオネ 電力供給設備維持管理のための能力向上プロジェクト（第１年次） 2010/11/24 2011/3/23 八千代エンジニヤリング株式会社
インド ゴア州無収水対策プロジェクト（第1年次） 2010/12/1 2011/3/23 株式会社日水コン
全世界 平成22年度円借款事業事後モニタリング業務　パッケージ3（ジャマイカ国・エクアドル国・モロッコ国・中国） 2010/12/8 2011/3/23 株式会社アンジェロセック
南アフリカ共和国 クワンデベレ給水事業　援助効果促進調査(SAPS) 2010/12/8 2011/3/23 八千代エンジニヤリング株式会社
パラグアイ 輸出回廊整備計画準備調査 2010/12/15 2011/3/23 八千代エンジニヤリング株式会社 セントラルコンサルタント株式会社
スーダン 北部食料生産基盤整備計画協力準備調査(その２） 2011/1/21 ○ 2011/3/23 株式会社三祐コンサルタンツ
モザンビーク イレ・クアンバ間道路橋梁整備計画準備調査（その２） 2010/12/15 2011/3/23 株式会社長大 株式会社エイト日本技術開発
フィリピン メガマニラ圏高速道路建設事業準備調査 2010/12/15 2011/3/23 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社三菱総合研究所 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 首都高速道路株式会社
ボリビア ラグナ・コロラダ地熱発電所建設推進プロジェクト 2010/12/22 2011/3/23 西日本技術開発株式会社
ハイチ 南東県ジャクメル病院整備計画準備調査 2010/12/22 2011/3/23 株式会社山下設計 ビンコーインターナショナル株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
フィリピン PPP制度改善調査 2010/12/22 2011/3/23 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社三菱総合研究所
全世界 自然環境保全分野基礎情報収集・確認調査 2011/1/19 2011/3/23 株式会社日本開発サービス
ベトナム ラックフェン国際港建設事業詳細設計調査(港湾及び道路/橋) 2010/10/13 2011/3/16 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 日本工営株式会社 株式会社パデコ
ルワンダ 効率的な電力システム開発のための電力公社能力向上プロジェクト 2011/1/11 ○ 2011/3/16 日本工営株式会社
ガーナ アッパーウエスト州地域保健施設整備計画準備調査 2011/1/11 ○ 2011/3/16 株式会社毛利建築設計事務所 株式会社フジタプランニング
全世界 平成22年度円借款事業事後モニタリング業務　パッケージ2(フィリピン・インド・アルゼンチン・コロンビア・ガーナ) 2010/12/8 2011/3/16 ペガサスエンジニアリング株式会社 株式会社アンジェロセック
ベトナム 全国水環境管理能力向上プロジェクト 2010/12/1 2011/3/16 日本工営株式会社
モザンビーク ナンプラ初等教員養成計画・北部中学校改善計画調査 2010/12/15 2011/3/16 株式会社マツダコンサルタンツ
インド 森林セクター基礎情報収集・確認調査 2010/12/15 2011/3/16 アイ・シー・ネット株式会社
セネガル 劣化土壌地域における土地劣化抑制・有効利用促進のための能力強化プロジェクト（第1年次） 2010/12/15 2011/3/16 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ガーナ 公務員研修センター機能強化プロジェクト（第１年次） 2010/12/15 2011/3/16 株式会社パデコ
マダガスカル 北西部マジュンガ地区ティラピア養殖普及を通じた村落開発プロジェクト（第１年次） 2010/12/15 2011/3/16 アイ・シー・ネット株式会社 インテムコンサルティング株式会社

環境社会配慮法制度調査 2010/12/15 2011/3/16 株式会社三菱総合研究所 日本工営株式会社 財団法人地球・人間環境フォーラム
ベトナム ハノイ市下水道施設PPP導入調査 2010/12/15 2011/3/16 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 日本ヘルス工業株式会社 オリックス株式会社 株式会社パデコ 横浜ウォーター株式会社
インドネシア ジャカルタ都市高速鉄道東西線事業準備調査 2010/12/22 ○ 2011/3/16 日本工営株式会社 ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社

コモロ 国立水産学校能力強化プロジェクト（第1年次） 2010/12/22 2011/3/16 オーバーシーズ アグロフィッシャリーズ コンサルタンツ株式会社

アフガニスタン コミュニティ開発支援体制強化プロジェクト･ 2010/12/22 2011/3/16 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

セネガル タンバクンダ州及びケドゥグ州保健システムマネジメント強化プロジェクト(第１年次) 2011/1/5 2011/3/16 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 卸売市場整備を通じた流通システム改善(ポストハーベスト処理及び市場流通施設の改善)(水産) 2010/12/22 2011/3/9 オーバーシーズ  アグロフィッシャリーズ  コンサルタンツ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
アジア地域 パッケージ型インフラ海外展開に係る市場調査(建設編) 2010/12/8 2011/3/9 社団法人海外建設協会
スーダン 南部スーダン内水輸送運営管理能力強化プロジェクト 2010/12/8 2011/3/9 財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

バヌアツ ビラ中央病院改善計画準備調査 2010/12/15 2011/3/9 株式会社日本設計 株式会社日本設計インターナショナル 株式会社アールコンサルタンツ
カンボジア 国道五号線整備事業準備調査 2010/12/15 2011/3/9 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ウガンダ 第三次地方電化計画準備調査 2010/12/15 2011/3/9 八千代エンジニヤリング株式会社
モザンビーク マプート魚市場建設計画協力準備調査 2010/12/15 2011/3/9 オーバーシーズ  アグロフィッシャリーズ  コンサルタンツ株式会社

ブルキナファソ 第五次小学校建設計画準備調査 2010/12/15 2011/3/9 株式会社福永設計
中華人民共和国 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト（第一年次） 2010/12/15 ○ 2011/3/9 国際航業 株式会社 株式会社エックス都市研究所
インドネシア 気候変動対策プログラム・ローンⅢ ジャカルタ首都圏温暖化シュミレーション調査 2010/12/15 2011/3/9 八千代エンジニヤリング株式会社
インドネシア 内航海運振興事業準備調査 2010/12/15 2011/3/9 株式会社アルメック 株式会社日本海洋科学 OPMAC株式会社
インドネシア 個別大学支援に係る情報収集・確認調査 2010/12/15 2011/3/9 株式会社パデコ
パキスタン ラホール都市交通マスタープラン策定プロジェクト(フェーズ2)(開発計画策定型技術協力) 2010/12/15 2011/3/9 株式会社アルメック 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ネパール SSRプログラム支援のための小学校改善計画準備調査(技術支援) 2010/12/15 2011/3/9 社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
インドネシア 西ヌサテンガラ地域地熱発電事業基礎情報収集・確認調査 2010/12/15 2011/3/9 西日本技術開発株式会社
キルギス ビシュケク－オシュ道路改修事業に関する援助効果促進調査 2010/12/22 2011/3/9 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

インドネシア 「国家森林計画実施支援プロジェクト」森林分野気候変動対策(REDD+)実施支援調査 2011/1/5 2011/3/9 日本工営株式会社
マリ モプチ地方飲料水給水計画準備調査(その2) 2011/1/5 2011/3/9 株式会社協和コンサルタンツ
フィリピン 電力協同組合のためのシステムロス低減プロジェクト 2011/1/5 2011/3/9 東京電力株式会社
インド ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト(第１年次 �) 2010/11/4 2011/3/2 日本工営株式会社 NTCインターナショナル株式会社
セーシェル 海岸侵食・洪水管理プロジェクト(第1年次) 2010/12/1 2011/3/2 セントラルコンサルタント株式会社 株式会社建設技研インターナショナル
ギニアビサウ ビサオ市小学校建設計画準備調査 2010/12/1 2011/3/2 株式会社設計計画
ブラジル ベレン都市圏幹線バスシステム事業のGHG排出削減効果に係る調査 2010/12/8 2011/3/2 株式会社長大
ソロモン マラリア対策システム強化プロジェクトフェーズ2 2010/12/1 2011/3/2 アイ・シー・ネット株式会社
パラグアイ 地方道路整備事業に係る案件実施支援調査(SAPI) 2010/12/15 2011/3/2 セントラルコンサルタント株式会社
カンボジア カンボジア開発評議会投資関連サービス向上プロジェクト（第一年次） 2010/12/15 ○ 2011/3/2 株式会社コーエイ総合研究所
インドネシア 気候変動対策能力強化プロジェクト・サブプロジェクト1「MRV可能なNAMA策定および開発計画における適応策の主流化」(第１年次）･ 2010/12/8 2011/3/2 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
モザンビーク ショクエ灌漑地区稲作生産性向上プロジェクト 2010/12/8 2011/3/2 有限会社アールディーアイ
ラオス JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト(観光振興コンポーネント)（第1年次） 2010/12/8 2011/3/2 株式会社国際開発センター
ラオス 公共財政管理能力強化プロジェクト 2010/12/8 2011/3/2 アイ・シー・ネット株式会社
ブルキナファソ 保健社会向上センター建設計画準備調査(その2) 2010/12/15 2011/3/2 株式会社福永設計 株式会社国際テクノ・センター
タイ 環境汚染物質排出移動量登録制度(PRTR制度)構築支援プロジェクト(第1年次） 2010/12/15 2011/3/2 株式会社ソーワコンサルタント 株式会社エックス都市研究所
カメルーン 第5次地方給水計画準備調査2 2010/12/15 ○ 2011/3/2 株式会社エイト日本技術開発
アフガニスタン カブール空港機能強化プロジェクト準備調査 2010/12/15 2011/3/2 有限会社ジャイロス 株式会社江平建築事務所
インドネシア JABODETABEK地域公共交通戦略策定プロジェクト（第１年次） 2010/12/15 2011/3/2 株式会社アルメック 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
スリランカ キリノッチ上水道復旧計画準備調査 2010/12/22 2011/3/2 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ホンジュラス デモクラシア新橋補修計画準備調査 2010/12/15 2011/2/23 セントラルコンサルタント株式会社
ネパール SSRプログラム支援のための小学校改善計画準備調査(資機材調達計画) 2010/12/15 2011/2/23 株式会社福渡建築コンサルタンツ

都市交通計画策定にかかるプロジェクト研究 2010/12/8 2011/2/23 株式会社アルメック
フィリピン 省エネルギー計画調査（第１年次） 2010/12/1 2011/2/23 東京電力株式会社
コンゴ民主共和国 国立職業訓練校指導員能力強化プロジェクト（第１年次） 2010/11/24 2011/2/23 財団法人海外職業訓練協会 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
フィリピン LRT2号線延伸計画準備調査 2010/11/24 2011/2/23 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社トーニチコンサルタント
ナミビア 経済開発支援にかかる基礎情報収集・確認調査 2010/12/1 2011/2/16 株式会社国際開発センター

気候変動対策（緩和策・適応策）支援の形成・実施の主流化に係る調査業務 2010/12/1 2011/2/16 日本工営株式会社
ブラジル イタキ港拡張計画準備調査(その2) 2010/11/24 2011/2/16 株式会社Ides 日本工営株式会社 中南米工営株式会社
タジキスタン 第二次クルガンチュベ－ドゥスティ間道路改修計画事業化調査 2010/12/1 2011/2/9 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

セネガル セネガル国営放送局TV放送機材整備計画フォローアップ調査 2010/11/24 2011/2/9 株式会社NHKアイテック

　【留意事項】
　　１．本リストは、参考資料として、コンサルタント等契約の選定結果の一覧を取りまとめたものです。
　　２．更新日等の関係上、常に最新のコンサルタント等契約の選定結果一覧表となっていない可能性もありますので、正式にはJICA調達情報内の公告・公示情報／選定結果のPDFファイルを適宜ご確認下さい。
　【ファイル更新日】
　　2011年4月13日
　【リスト掲載範囲】
　　2010年4月1日～2011年3月31日までにコンサルタント等契約にて公示を行い契約相手方を選定(選定結果をHP上で公表)した案件
　　（継続契約等、契約相手方を特定して契約を行った案件は、本リストに含めておりません。）

　【リスト補足説明】
　（１）「公示日／再公示日」、「再公示の有無」について
　　　　・「公示日／再公示日」では、各案件の公示／再公示掲載日を記載しています。
　　　　　①「再公示の有無」が空欄の場合（初回の公示日で契約相手方が選定された場合）：「公示日／再公示日」では1回目の公示掲載日を記載しています。
　　　　　②「再公示の有無」に“○”の記載がある場合（複数回公示・再公示を行った後、契約相手方が選定された場合）：「公示日／再公示日」では契約相手方が選定された最終の公示掲載日を記載しています。
　（２）「選定結果公表」について
　　　　選定結果公表では、選定結果の掲載日を記載しています。
　　　　なお、JICA調達情報内の選定結果HP（http://www.jica.go.jp/chotatsu/consul/kekka2010/kekka_g.html）上では、掲載日ではなく選定結果公表対象範囲（日付）を記載しており、記載方法が異なりますので、ご注意下さい。

　　　　（例：本リストの「選定結果公表」にて2010/4/7と記載がある場合は、JICA調達情報内の選定結果HP上では4月7日の前週の「3月27日～4月2日までの公表分」のシートをご確認下さい。）
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業務実施契約
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果公表 契約相手方01 契約相手方02 契約相手方03 契約相手方04 契約相手方05

フィリピン 環境開発事業実施促進調査（小水力発電分野） 2010/11/24 2011/2/9 東電設計株式会社
円借款事業に係る片務的契約条件チェックリストの改訂調査 2010/11/10 2011/2/9 社団法人日本コンサルティング・エンジニヤ協会

ザンビア 「都市コミュニティ小児保健システム強化プロジェクト」（第一年次） 2010/11/4 2011/2/9 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社 特定非営利活動法人AMDA社会開発機構
アジア地域 パッケージ型インフラ海外展開に係る市場調査（電力編） 2010/12/1 2011/2/2 東電設計株式会社
カザフスタン 環境・省エネ分野に係る基礎情報収集調査 2010/11/17 2011/2/2 東京電力株式会社
シリア 基礎教育セクタープログラム形成調査 2010/11/4 2011/2/2 株式会社パデコ 株式会社毛利建築設計事務所
ベトナム ベトナム南部高速道路事業への民間投資可能性調査 2010/11/17 2011/1/26 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所

平成22年度案件別事後評価：パッケージI-5　セネガル国 2010/11/15 ○ 2011/1/26 財団法人国際開発高等教育機構
スーダン 北部スーダン職業訓練強化プロジェクト 2010/11/4 2011/1/26 オーピーシー　株式会社

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅣ-6　フィリピン 2010/10/27 2011/1/26 アイ・シー・ネット株式会社
タイ MRT能力向上研修（バンコク大量輸送網整備事業：パープルライン・レッドライン） 2010/10/13 2011/1/26 ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社

エルサルバドル ラ・ウニオン港浚渫計画策定プロジェクト 2010/11/4 2011/1/19 株式会社エコー
マラウイ 「中等学校改善計画フェーズ2」及び「リロングウェ中等教員養成支援計画」準備調査 2010/10/27 2011/1/19 株式会社マツダコンサルタンツ
ケニア 大バリンゴ県村落給水計画協力準備調査(その2) 2010/10/20 2011/1/19 株式会社建設技研インターナショナル OYOインターナショナル株式会社
マーシャル 国内海上輸送改善計画準備調査 2010/10/20 2011/1/19 水産エンジニアリング株式会社
ベトナム 主要石炭火力発電所における温室効果ガス排出抑制策検討に係る案件実施支援調査（SAPI） 2010/10/15 ○ 2011/1/19 中部電力株式会社 財団法人石炭エネルギーセンター
インドネシア 経済特別地域（SEZ）開発マスタープランプロジェクト 2010/10/6 2011/1/19 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社地域計画連合
全世界 プロジェクト研究「統合水資源管理における援助アプローチの検討　－全国水資源マスタープランのレビュー」 2010/10/27 2011/1/12 株式会社建設技研インターナショナル
トルコ 防災教育プロジェクト（第1年次） 2010/10/27 2011/1/12 株式会社設計計画 OYOインターナショナル株式会社
フィリピン ムスリム・ミンダナオ自治地域平和・開発社会基金事業実施促進・インパクト把握調査(SAPI) 2010/10/27 2011/1/12 アイ・シー・ネット株式会社

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅣ-2　インドネシア・中国・ネパール 2010/10/27 2011/1/12 株式会社国際開発センター OPMAC株式会社
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅣ-1　ベトナム国 2010/10/27 2011/1/12 アイ・シー・ネット株式会社
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅣ-4　スリランカ国・バングラデシュ国 2010/10/27 2011/1/12 OPMAC株式会社 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 ジャカルタ首都圏幹線道路改善事業準備調査 2010/10/20 2011/1/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
イラク 保健セクターローン準備調査 2010/9/29 2011/1/12 アイテック株式会社
東ティモール 持続可能な天然資源管理能力向上プロジェクト 2010/8/25 2011/1/12 日本工営株式会社

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅢ-2　ベトナム国・インド国 2010/10/27 ○ 2011/1/5 グローバルリンクマネージメント株式会社
平成22年度案件別事後評価：パッケージIV-3 中国 2010/10/27 2011/1/5 三州技術コンサルタント株式会社
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅣ-5　エジプト・チュニジア・モロッコ 2010/10/27 ○ 2011/1/5 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

中華人民共和国 農村部におけるし尿・生活排水処理の最適技術・システムに関する検討 2010/10/20 2011/1/5 財団法人日本環境整備教育センター
モーリシャス グラン・べ地域下水処理施設整備事業に係る設計等支援調査 2010/10/13 2011/1/5 日本工営株式会社
アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト（チャリカル道路及び外郭環状道路計画策定サブ・プロジェクト）（ファスト･トラック制度適用案件） 2010/10/29 ○ 2010/12/22 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社建設技研インターナショナル
コソボ 廃棄物管理向上計画準備調査 2010/10/27 2010/12/22 国際航業 株式会社
アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト　LBT（Labour Based Technology）導入可能性検討調査（ファスト・トラック制度適用案件） 2010/10/27 2010/12/22 株式会社エイト日本技術開発 社団法人国際建設技術協会
モルドバ 国土空間データ基盤構築のための基本地図データベース作成調査 2010/10/20 2010/12/22 株式会社パスコ 国際航業 株式会社
ブルキナファソ 第二次中央プラトー及び南部中央地方飲料水供給計画準備調査 2010/10/6 2010/12/22 日本テクノ株式会社
ウズベキスタン 日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト(第1年次) 2010/9/29 2010/12/22 株式会社パデコ 株式会社トラスパイア

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅢ-6　ボスニア・ヘルツェゴビナ国 2010/9/22 2010/12/22 オフィスみかげ合同会社
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅢ-3　モーリシャス国・タンザニア国 2010/9/22 2010/12/22 学校法人早稲田大学

インドネシア ジャカルタ汚水管理マスタープランの見直しを通じた汚水管理能力強化プロジェクト 2010/9/15 2010/12/22 八千代エンジニヤリング株式会社 財団法人日本環境衛生センター 日本ヘルス工業株式会社
ネパール 平和構築・民主化促進のためのメディア能力強化プロジェクト（第１年次） 2010/9/15 2010/12/22 八千代エンジニヤリング株式会社 財団法人エヌエイチケイ・インターナショナル

アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト　デサブ南初期開発地区地下水開発サブ・プロジェクト 2010/10/8 ○ 2010/12/15 株式会社三祐コンサルタンツ
島嶼部東南アジア 平成22年度国別ジェンダー情報整備調査(東南アジア) 2010/10/6 2010/12/15 オーピーシー　株式会社
ミャンマー 沿岸部防災機能強化のためのマングローブ植林計画準備調査(その2) 2010/10/6 2010/12/15 国際航業 株式会社
エチオピア オロミア州マルチセクター計画・予算策定支援プロジェクト 2010/10/1 ○ 2010/12/15 株式会社国際開発センター 株式会社コーエイ総合研究所
セルビア 国としての適切な緩和行動（NAMA）能力開発プロジェクト（第１年次） 2010/9/29 2010/12/15 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
アフリカ地域 東アフリカ共同体　過積載車輌規制の調和化に係る調査 2010/9/22 2010/12/15 株式会社パデコ
タンザニア ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト（第１年次） 2010/9/8 2010/12/15 株式会社国際開発センター 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社エイト日本技術開発

平成22年度案件別事後評価　パッケージⅡ-1 インドネシア 2010/10/6 ○ 2010/12/8 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 オフィスみかげ合同会社
アフリカ地域 平成22年度貧困プロファイル調査(アフリカ地域) 2010/10/4 ○ 2010/12/8 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 気候変動対策プログラム・ローン(Ⅲ)に係るモニタリング支援調査 2010/9/29 2010/12/8 株式会社グローバル・グループ21ジャパン 財団法人地球環境戦略研究機関
ベトナム 開発課題達成のための我が国民間セクターリソースの活用可能性及び資金支援スキーム設計調査業務 2010/9/29 2010/12/8 株式会社野村総合研究所
トーゴ マリタイム、プラトー、サバネス地域村落給水計画協力準備調査その2 2010/9/22 ○ 2010/12/8 株式会社三祐コンサルタンツ
フィリピン 大首都圏空港戦略調査プロジェクト 2010/9/22 2010/12/8 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社日本空港コンサルタンツ

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅢ-4　ザンビア国・ナイジェリア国・ウガンダ国 2010/9/22 2010/12/8 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅢ-1　トンガ国・サモア国 2010/9/22 2010/12/8 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

エジプト 太陽光発電事業準備調査（第１年次） 2010/9/15 2010/12/8 東電設計株式会社 四国電力株式会社
バングラデシュ 小学校理数科教育強化プロジェクトフェーズ2(第１年次) 2010/9/15 2010/12/8 株式会社パデコ 国立大学法人広島大学
フィリピン ベンゲット州医療体制改善計画フォローアップ協力調査 2010/9/8 2010/12/8 株式会社　日建設計
タンザニア ワミ･ルブ流域水資源管理･開発計画策定支援調査（第１年次） 2010/9/8 2010/12/8 株式会社地球システム科学 日本テクノ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ガーナ 配電設備整備計画準備調査 2010/9/22 2010/12/1 八千代エンジニヤリング株式会社

平成22年度案件別事後評価:パッケージⅢ-5　ガーナ国・ケニア国・モザンビーク国本来 2010/9/22 2010/12/1 OPMAC株式会社
パレスチナ ジェリコ市水環境改善・有効活用計画準備調査 2010/9/22 2010/12/1 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
インドネシア ジャカルタ首都圏総合治水能力強化プロジェクト(第1年次） 2010/9/15 2010/12/1 八千代エンジニヤリング株式会社
インドネシア マカッサル上水道整備事業（フェーズ2）準備調査 2010/9/15 2010/12/1 株式会社日水コン 株式会社コーエイ総合研究所 日本工営株式会社
モンゴル 外国直接投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト 2010/9/15 2010/12/1 バリュープランニング・インターナショナル株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
ベトナム ドンナイ省水環境整備事業準備調査フェーズ2(上水道) 2010/9/8 2010/12/1 日本工営株式会社 株式会社日水コン
セネガル トランスガンビアン道路整備計画準備調査 2010/9/1 2010/12/1 株式会社アンジェロセック 八千代エンジニヤリング株式会社
モンゴル ウランバートル市消火技術及び消防機材改善計画準備調査 2010/9/22 2010/11/24 財団法人日本消防設備安全センター
アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト　デサブ地域振興サブプロジェクト(ファスト・トラック制度適用案件) 2010/9/22 2010/11/24 NTCインターナショナル株式会社

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅢ-7　モロッコ国 2010/9/22 2010/11/24 OPMAC株式会社
アンゴラ ナミベ港改修計画準備調査 2010/9/22 2010/11/24 株式会社エコー
パプアニューギニア ポートモレスビー下水道整備事業詳細設計(その2) 2010/9/22 2010/11/24 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ウクライナ ミコライフ橋建設事業準備調査 2010/9/15 2010/11/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社長大
ドイツほか4カ国 アジア地域におけるDAB・アジュディケーター導入・普及体制整備のための企画検討調査 2010/9/8 2010/11/24 日本工営株式会社 社団法人日本コンサルティング・エンジニヤ協会

ベトナム ハノイ市都市鉄道一号線に係る基本設計の妥当性調査 2010/9/1 2010/11/24 株式会社トーニチコンサルタント
インドネシア ジャカルタ大都市圏空港整備計画調査プロジェクト(第1年次) 2010/8/25 2010/11/24 日本工営株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 有限会社ジャイロス
アフガニスタン 水資源開発準備調査 2010/9/15 2010/11/17 株式会社オリエンタルコンサルタンツ NTCインターナショナル株式会社
バングラデシュ ハリプール新発電所・ベラマラ新発電所への天然ガス供給に係るSCADAシステム改善計画策定支援 2010/9/15 2010/11/17 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
シエラレオネ フリータウン市配電網緊急改修計画準備調査 2010/9/15 2010/11/17 八千代エンジニヤリング株式会社
ケニア アフリカ理数科・技術教育センター拡充計画準備調査 2010/9/8 2010/11/17 株式会社マツダコンサルタンツ インテムコンサルティング株式会社
ブータン サイクロン災害復興支援計画準備調査 2010/9/8 2010/11/17 株式会社アンジェロセック
大陸部東南アジア メコン地域における物流促進のための通関業務の改善に係る調査 2010/9/8 2010/11/17 株式会社パデコ
ラオス 河岸侵食対策技術プロジェクト(フェーズ2)（第1年次） 2010/8/25 2010/11/17 株式会社　ニュージェック 八千代エンジニヤリング株式会社

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅡ-7　インド 2010/8/25 2010/11/17 財団法人国際開発高等教育機構
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅡ-3　中国・モンゴル 2010/8/25 2010/11/17 財団法人国際開発高等教育機構
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅡ-4　中国 2010/8/25 2010/11/17 アイ・シー・ネット株式会社
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅡ-5　イラン・パキスタン・ペルー 2010/8/25 2010/11/17 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
平成22年度案件別事後評価：パッケージⅡ-6　ベトナム 2010/8/25 2010/11/17 OPMAC株式会社

ベトナム ドンナイ省水環境改善事業準備調査フェーズ2(下水・排水) 2010/8/25 2010/11/17 株式会社日水コン 日本工営株式会社
ブルガリア ブルガス港拡張事業に対する援助効果促進調査（SAPS) 2010/6/16 2010/11/17 株式会社パデコ Maritime&TransportBusinessSolutions
シリア 電力セクターレビュー調査 2010/8/26 ○ 2010/11/10 東電設計株式会社
大洋州地域 コミュニティ防災能力強化プロジェクト（第1年次） 2010/8/25 2010/11/10 八千代エンジニヤリング株式会社 OYOインターナショナル株式会社
アジア地域 特別円借款及びSTEP案件に伴う影響調査 2010/8/25 2010/11/10 株式会社野村総合研究所

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅠ-2　グアテマラ国・ニカラグア国 2010/8/20 ○ 2010/11/10 財団法人国際開発高等教育機構
ラオス 電力セクター事業管理能力強化プロジェクト（第１年次） 2010/8/4 2010/11/10 中部電力株式会社 関西電力株式会社
バングラデシュ 水事業における料金設定と内部補助の効果に関する調査 2010/7/28 2010/11/10 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 株式会社パデコ 横浜ウォーター株式会社
アフガニスタン 農業灌漑牧畜省に対するチェンジマネージメント支援準備調査 2010/9/15 2010/11/4 NTCインターナショナル株式会社
エジプト スエズ運河架橋建設計画フォローアップ協力調査 2010/9/1 2010/11/4 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社長大
--- 国際協力グローバル人材育成の戦略策定にかかる調査 2010/9/1 2010/11/4 株式会社野村総合研究所
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ベトナム ベトナムPPPインフラプロジェクトに係る調査 2010/9/1 2010/11/4 株式会社日本経済研究所
スーダン カッサラ州基本行政サービス向上による復興支援プロジェクト（詳細計画策定調査） 2010/9/1 2010/11/4 株式会社国際開発センター
ヨルダン 中小企業品質/生産性向上(カイゼン)手法普及計画プロジェクト（第1年次） 2010/8/25 2010/11/4 ユニコインターナショナル株式会社

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅡ-2　インドネシア・カザフスタン・中国 2010/8/25 2010/11/4 三州技術コンサルタント株式会社 株式会社国際開発アソシエイツ
ヨルダン ヨルダン渓谷道路開発計画調査 2010/8/25 2010/11/4 日本工営株式会社
ケニア 全国水資源マスタープラン2030策定プロジェクト（フェーズ１） 2010/8/25 2010/11/4 日本工営株式会社
ルワンダ 東部県農業生産向上プロジェクト（第1年次） 2010/8/18 2010/11/4 株式会社三祐コンサルタンツ 日本工営株式会社
マラウイ セナ回廊開発計画調査プロジェクト 2010/8/18 ○ 2010/11/4 セントラルコンサルタント株式会社 日本工営株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社　トステムズ
イラク 主要都市通信網整備事業準備調査 2010/8/18 2010/11/4 日本工営株式会社
パキスタン ファイサラバード下水・排水能力改善計画準備調査 2010/7/15 ○ 2010/11/4 日本テクノ株式会社
ベトナム 国家温室効果ガスインベントリ策定能力向上プロジェクト（第1年次） 2010/7/7 2010/11/4 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 株式会社　数理計画
アフガニスタン カブール首都圏緊急水資源開発プロジェクト（ファスト･トラック適用案件）(第1年次） 2010/9/1 2010/10/27 株式会社建設技研インターナショナル 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社三祐コンサルタンツ

平成22年度案件別事後評価：パッケージI-4　インドネシア国・マレーシア国 2010/8/20 ○ 2010/10/27 Value Frontier株式会社
メキシコ プラスチック成形技術人材育成プロジェクト(第１年次) 2010/8/18 2010/10/27 株式会社日本開発サービス
スーダン 南部スーダン・ナイル架橋建設計画準備調査 2010/8/18 2010/10/27 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社エイト日本技術開発
ラオス 国道9号線（東西経済回廊）改善計画準備調査 2010/8/4 2010/10/27 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社国際開発センター
ザンビア・ブータン ザンビア「電力アクセス向上事業」・ブータン「地方電化事業」のCDM事業登録能力向上支援 2010/8/4 2010/10/27 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

シエラレオネ 持続的稲作開発プロジェクト（第１年次） 2010/8/4 ○ 2010/10/27 株式会社レックス・インターナショナル NTCインターナショナル株式会社
インドネシア 独立発電事業体による地熱発電事業への参入促進制度に関する調査 2010/7/28 ○ 2010/10/27 西日本技術開発株式会社 株式会社日本経済研究所
パキスタン国・バングラデシュ国 平成22年度案件別事後評価：パッケージI-１　パキスタン国・バングラデシュ国 2010/7/14 ○ 2010/10/27 財団法人国際開発高等教育機構

平成22年度案件別事後評価：パッケージⅠ-3　マリ国・ブルキナファソ国・カメルーン国 2010/7/14 ○ 2010/10/27 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

チュニジア メジェルダ川総合流域管理・洪水対策事業準備調査 2010/7/2 ○ 2010/10/27 株式会社　アンジェロセック 社団法人国際建設技術協会 GEOS INGENIEURS CONSEILS S.A.
カンボジア 第六次地雷除去活動機材整備計画　協力準備調査 2010/8/18 2010/10/20 株式会社　アンジェロセック
カンボジア 国立及び州病院医療機材整備計画準備調査 2010/8/18 2010/10/20 インテムコンサルティング株式会社
ガイアナ 東デメララ貯水池管理施設緊急修復計画準備調査 2010/8/13 ○ 2010/10/20 株式会社建設技術センター
スーダン 南部スーダン都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクト(第１年次） 2010/8/4 2010/10/20 株式会社東京設計事務所
カメルーン 第五次小学校建設計画準備調査 2010/7/30 ○ 2010/10/20 株式会社マツダコンサルタンツ 株式会社エーエーユー
インドネシア 地熱開発技術力向上プロジェクト 2010/7/28 2010/10/20 西日本技術開発株式会社

アジア地域パッケージ型インフラ海外展開に向けた市場調査（都市鉄道編） 2010/7/28 2010/10/20 株式会社三菱総合研究所
ラオス ラオス日本センター・ビジネス人材育成プロジェクト（第１年次） 2010/7/21 2010/10/20 株式会社エクセルインターナショナル
大洋州地域 地域保健看護師のための「現場ニーズに基づく現任研修」強化プロジェクト(第１年次) 2010/7/14 ○ 2010/10/20 特定非営利活動法人HANDS 株式会社コーエイ総合研究所
ペルー CDM事業化に向けたプロジェクト・デザイン・ドキュメント(PDD)作成に関わる調査 2010/8/16 ○ 2010/10/13 日本工営  株式会社
バングラデシュ 食糧備蓄能力強化計画準備調査 2010/8/4 2010/10/13 国際航業 株式会社
カンボジア 政府統計能力向上プロジェクトフェーズ３（第１年次） 2010/7/21 2010/10/13 財団法人統計情報研究開発センター 株式会社日本経済研究所
エルサルバドル MEGATECラウニオン校指導力向上プロジェクト（物流税関科、港湾運営管理科教員技術能力強化） 2010/7/14 2010/10/13 財団法人国際臨海開発研究センター
ガーナ 食糧農業省財務管理改善プロジェクト（第１年次） 2010/7/7 2010/10/13 新光オーエムシー　株式会社 有限会社ネフカ アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

トルコ 中小企業コンサルタント制度構築プロジェクト(１年次) 2010/7/28 ○ 2010/10/6 ユニコインターナショナル株式会社
フィリピン パッシグ・マリキナ川河川改修事業（Ⅲ）準備調査 2010/7/28 2010/10/6 株式会社建設技研インターナショナル
カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ2 2010/7/28 2010/10/6 バリュープランニング・インターナショナル株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
パキスタン パンジャブ州技術短期大学強化計画準備調査 2010/7/7 2010/10/6 システム科学コンサルタンツ  株式会社
ミクロネシア 「電力供給改善計画」事後現状調査 2010/7/28 2010/9/29 八千代エンジニヤリング株式会社
マレーシア マレーシア日本国際工科院整備事業準備調査 2010/7/28 2010/9/29 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ベトナム 医療排水・廃棄物処理体制改善プログラム協力準備調査 2010/7/7 2010/9/29 八千代エンジニヤリング株式会社 システム科学コンサルタンツ  株式会社
バングラデシュ メグナ川流域管理計画策定支援調査プロジェクト準備調査 2010/7/14 ○ 2010/9/22 社団法人国際建設技術協会 八千代エンジニヤリング株式会社
ベトナム ベトナム日本人材協力センター・ビジネス人材育成プロジェクトビジネスコース運営管理（第１年次） 2010/7/7 2010/9/22 株式会社エクセルインターナショナル ユニコインターナショナル株式会社
ペルー 渓谷村落洪水対策事業準備調査 2010/7/1 ○ 2010/9/22 八千代エンジニヤリング株式会社 日本工営  株式会社 中南米工営株式会社
イラク 「原油輸出施設復旧事業」に係る案件実施支援調査（SAPI） 2010/7/7 2010/9/15 日本オイルエンジニアリング株式会社
パレスチナ ジェリコ農産加工団地のためのPIEFZA機能強化プロジェクト(第1年次) 2010/6/30 2010/9/15 株式会社パデコ
ラオス ビエンチャン国際空港安全性向上計画準備調査 2010/6/30 ○ 2010/9/15 日本工営  株式会社 株式会社梓設計
アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト　デサブ・バリカブ地域地形図作成サブプロジェクト（ファスト・トラック適用案件） 2010/7/26 2010/9/8 国際航業 株式会社 アジア航測　株式会社
スリランカ 大コロンボ圏都市交通整備事業に係る用地取得・住民移転に関する調査 2010/7/7 2010/9/8 グローバルリンクマネージメント株式会社
インドネシア 輸出振興庁機能改善プロジェクト（第１年次） 2010/6/30 ○ 2010/9/8 株式会社コーエイ総合研究所
ケニア 無収水管理プロジェクト 2010/6/24 ○ 2010/9/8 中央開発株式会社 東京水道サービス株式会社
エチオピア 小児保健･栄養拡大計画準備調査（その２） 2010/6/30 ○ 2010/9/1 株式会社国際テクノ・センター
インドネシア ルムットバライ地熱発電事業(2) 準備調査 2010/6/30 2010/9/1 西日本技術開発株式会社
ベトナム 「貧困地域小規模インフラ整備事業（III）」給水事業に係る案件実施支援調査（ＳＡＰＩ） 2010/6/25 ○ 2010/9/1 八千代エンジニヤリング株式会社
アルメニア 地震リスク評価・防災計画策定プロジェクト 2010/6/16 2010/9/1 OYOインターナショナル株式会社 日本工営  株式会社 国際航業 株式会社
ケニア 中小輸出業者向け貿易研修プロジェクト フェーズ2 2010/6/9 2010/9/1 株式会社日本開発政策研究所 株式会社国際開発アソシエイツ
アンゴラ 地雷除去・対策支援プログラム形成準備調査 2010/6/9 ○ 2010/9/1 株式会社三菱総合研究所
マラウイ 中西部地方給水計画準備調査 2010/6/23 2010/8/25 株式会社エイト日本技術開発
インドネシア 北スマトラ電力開発にかかる協力可能性検討調査フェーズ2 2010/6/18 ○ 2010/8/25 東電設計株式会社
スーダン 基礎的技能職業訓練強化プロジェクトフェーズ2（職業訓練センター・職業訓練プロバイダー能力強化分野）（第１年次） 2010/6/16 2010/8/25 システム科学コンサルタンツ  株式会社
インドネシア ジャカルタ都市圏鉄道輸送能力増強事業準備調査 2010/6/16 2010/8/25 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 社団法人海外鉄道技術協力協会
ベトナム 衛星情報の活用によるベトナム災害・気候変動対策事業準備調査 2010/6/2 ○ 2010/8/25 株式会社パデコ 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 財団法人リモート・センシング技術センター
中南米地域 米州開発銀行と連携した省エネルギー促進に係る研修 2010/6/2 ○ 2010/8/25 電源開発株式会社
--- 平成22年度一般文化無償機材計画調査 2010/5/26 2010/8/25 財団法人日本国際協力システム
ザンビア ンドラ市上下水道改善計画準備調査（その２） 2010/6/23 2010/8/18 株式会社三祐コンサルタンツ
ベトナム 平成21年度円借款事業中間レビュー（安全対策）業務 2010/6/16 ○ 2010/8/18 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

東ティモール 道路セクター整備事業準備調査 2010/6/16 2010/8/18 日本工営  株式会社
大陸部東南アジア メコン地域における気候変動モニタリングシステムの構築に向けた情報収集・確認調査 2010/6/2 ○ 2010/8/18 株式会社野村総合研究所 国際航業  株式会社
タンザニア ザンジバル地域配電網強化計画準備調査（その２） 2010/6/2 2010/8/18 八千代エンジニヤリング株式会社
コンゴ民主共和国 国立職業訓練センター施設整備計画準備調査 2010/5/27 ○ 2010/8/18 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 財団法人海外職業訓練協会
インド 貨物専用鉄道建設事業（フェーズ2）準備調査（その2） 2010/5/26 2010/8/18 日本工営  株式会社
インド 下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査（第1フェーズ） 2010/5/12 2010/8/18 株式会社東京設計事務所 日本ヘルス工業株式会社
エルサルバドル 東部地域観光開発能力強化プロジェクト 2010/6/10 ○ 2010/8/11 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ザンビア ルサカヘルスセンター機能向上計画準備調査 2010/6/9 2010/8/11 株式会社日本設計 株式会社フジタプランニング
インドネシア 東部インドネシア地熱発電事業準備調査 2010/6/9 2010/8/11 西日本技術開発株式会社
スリランカ バティカロア・ラグーンを渡る橋梁建設計画準備調査（その2） 2010/6/2 ○ 2010/8/11 株式会社長大 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ナイジェリア 初等理数科教育強化プロジェクトフェーズⅡ（第１年次） 2010/6/2 2010/8/11 アイ・シー・ネット株式会社
カンボジア 総合物流システム情報収集・確認調査 2010/6/2 ○ 2010/8/11 一般財団法人国際開発センター
アジア地域 アジアにおける低炭素開発に関する調査 2010/5/26 2010/8/11 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 株式会社三菱総合研究所
フィリピン マヨン火山周辺地域避難所整備計画準備調査 2010/5/19 2010/8/11 株式会社毛利建築設計事務所 OYOインターナショナル株式会社
中南米地域 米州開発銀行との技術協力連携に係る相乗効果レビュー調査 2010/5/18 ○ 2010/8/11 株式会社コーエイ総合研究所 日本工営  株式会社
アンゴラ 地方電力開発事業準備調査 2010/5/12 2010/8/11 株式会社　ニュージェック
セントクリストファー・ネーヴィス チャールズタウン水産センター建設計画準備調査 2010/4/28 2010/8/11 株式会社エコー
チュニジア 地方都市水環境改善事業準備調査 2010/4/12 ○ 2010/8/11 株式会社　アンジェロセック HIDROPROJECTO,Engenharia e Gestao,S.A.
アフガニスタン 既存カブール市道路整備サブプロジェクト（ファスト・トラック制度適用案件）（第１期） 2010/6/23 2010/8/4 八千代エンジニヤリング株式会社
ラオス 首都ビエンチャン市公共バス交通改善計画準備調査 2010/5/12 ○ 2010/8/4 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

エジプト ナイル渓谷西側地域風力発電所建設事業準備調査（第1年次） 2010/4/21 2010/8/4 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ザンビア 地方電化能力開発プロジェクト 2010/5/26 2010/7/28 中部電力株式会社
ザンビア ルサカ南部地域居住環境改善計画準備調査 2010/5/26 2010/7/28 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

フィリピン 開発と成長の振返り調査 2010/5/19 2010/7/28 株式会社コーエイ総合研究所 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 日本工営株式会社
カンボジア 地方州都における配水管改修及び拡張計画準備調査 2010/5/19 2010/7/28 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
フィリピン 東ビサヤ地域母子保健サービス強化プロジェクト（第1年次） 2010/4/28 2010/7/28 アイ・シー・ネット株式会社 特定非営利活動法人HANDS
エチオピア 第四次幹線道路改修計画準備調査 2010/5/19 2010/7/21 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社エイト日本技術開発
タイ 気候変動に係る分野別政策策定支援 2010/5/19 2010/7/21 バリュープランニング・インターナショナル株式会社 株式会社アルメック 国際航業  株式会社
インド タミル・ナド州持続的自然資源管理事業準備調査 2010/5/13 ○ 2010/7/21 日本工営  株式会社
ベトナム 交通警察官研修強化プロジェクト（第1年次） 2010/4/28 2010/7/21 株式会社アルメック

アジア地域ASEAN戦略的な海運インフラ整備のための優先取組み課題に関する情報収集・確認調査 2010/4/28 2010/7/21 財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社三菱総合研究所 株式会社Ides
インドネシア 貿易手続行政キャパシティ向上プロジェクト（第1年次） 2010/3/31 2010/7/21 株式会社国際開発アソシエイツ
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メキシコ 省エネルギー制度情報収集・確認調査 2010/5/19 2010/7/14 東京電力株式会社
パキスタン マイクロファイナンス機関における新商品開発及び職員育成ニーズ調査 2010/4/28 2010/7/14 特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパン

イラン ビルの省エネルギー管理と関連法令整備のための調査（第一年次） 2010/4/2 ○ 2010/7/14 株式会社三菱総合研究所 日本工営  株式会社
円借款事業に係る調達支援業務 2010/3/17 2010/7/14 クラウンエイジェンツ日本事務所

インドネシア タンジュンプリオク港アクセス道路建設事業に係る補足調査 2010/4/21 2010/7/7 日本工営  株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
パキスタン シンド州農村部女子前期中等教育強化計画協力準備調査 2010/4/14 2010/7/7 株式会社設計計画
エチオピア アムハラ州小・中学校建設計画準備調査 2010/4/28 2010/6/30 株式会社毛利建築設計事務所
ザンビア ルアプラ州地下水開発計画フェーズ2準備調査 2010/4/14 2010/6/30 日本テクノ株式会社
イラン チャハールマハール・バフティヤーリ州参加型森林・草地管理プロジェクト（第１年次） 2010/4/14 ○ 2010/6/30 社団法人海外林業コンサルタンツ協会 社団法人  日本森林技術協会 株式会社三祐コンサルタンツ
アフガニスタン カブール市公共輸送力復旧計画フォローアップ協力調査 2010/4/13 ○ 2010/6/30 株式会社建設技研インターナショナル
アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト(キャパシティ・ディベロップメント) 2010/3/31 2010/6/30 株式会社レックス・インターナショナル 株式会社　ティー・アソーシエイト 八千代エンジニヤリング株式会社
モンゴル 都市開発実施能力向上プロジェクト（第１次） 2010/3/24 2010/6/30 バリュープランニング・インターナショナル株式会社 株式会社アルメック 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
東ティモール 道路施工技術能力向上プロジェクト（第１年次） 2010/4/21 ○ 2010/6/23 日本工営  株式会社
タンザニア タザラ交差点改良計画準備調査 2010/4/14 2010/6/23 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社エイト日本技術開発 一般財団法人国際開発センター
イラン 乾燥地貧困改善農業農村支援プロジェクト（開発計画調査型技術協力）（第１年次） 2010/3/31 2010/6/23 NTCインターナショナル株式会社 株式会社建設技研インターナショナル
エジプト 電力セクター向け省エネルギー事業準備調査 2010/3/31 2010/6/23 東電設計株式会社
フィリピン マニラ首都圏下水・衛生環境改善準備調査フェーズ２ 2010/3/10 2010/6/23 オリジナル設計　株式会社
タイ 中小企業診断士再教育等支援プロジェクト 2010/1/20 2010/6/23 ユニコインターナショナル株式会社 有限会社グローバル開発経営コンサルタンツ 株式会社　ワールド・ビジネス・アソシエイツ

ハイチ 復興支援緊急プロジェクト（ファスト・トラック制度適用案件） 2010/5/6 ○ 2010/6/16 八千代エンジニヤリング株式会社
アフガニスタン ナンガルハール州帰還民支援プロジェクト（第１年次） 2010/4/7 2010/6/16 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

モザンビーク ナカラ港開発事業準備調査 2010/3/31 2010/6/16 財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社エコー 株式会社Ides
バングラデシュ ダッカ都市交通網整備事業準備調査（フェーズ2） 2010/3/10 2010/6/16 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社オリエンタルコンサルタンツ メトロ開発株式会社
スーダン ジュバ市水供給システム改善計画準備調査 2010/4/7 2010/6/9 株式会社東京設計事務所
ナイジェリア 地方給水改善計画準備調査 2010/4/7 2010/6/9 八千代エンジニヤリング株式会社
ネパール シンズリ道路（第二工区）斜面対策準備調査 2010/3/31 2010/6/9 日本工営  株式会社
インドネシア 業績評価に基づく予算編成能力向上支援プロジェクト（第１次） 2010/3/24 2010/6/9 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ベナン 内水面養殖普及プロジェクト（第１年次） 2010/3/17 2010/6/9 インテムコンサルティング株式会社 オーバーシーズ  アグロフィッシャリーズ  コンサルタンツ株式会社

セネガル ダカール州及びティエス州小中学校建設計画準備調査 2010/3/10 2010/6/9 株式会社毛利建築設計事務所
ベトナム インフラ工事品質確保能力向上プロジェクト（第１年次） 2010/2/24 ○ 2010/6/9 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 中日本高速道路株式会社
イラク 南部ジャジーラ灌漑事業準備調査 2010/2/16 ○ 2010/6/9 株式会社三祐コンサルタンツ
ブータン 救急車整備計画協力準備調査（概略設計） 2010/3/31 2010/6/2 株式会社国際テクノ・センター
タンザニア ゲレザニ道路拡幅計画準備調査（その２） 2010/3/17 2010/6/2 株式会社　アンジェロセック
スリランカ 円借款支援による東部州給水開発事業及び地方道路開発事業に係る案件実施支援調査（SAPI） 2010/3/17 2010/6/2 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

タイ 防災能力向上プロジェクト（フェーズ2）（第1年次） 2010/3/10 2010/6/2 いであ　株式会社 株式会社地球システム科学
アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト（カブール市都市計画マスタープラン改訂サブプロジェクト）（ファスト･トラック制度適用案件） 2010/4/14 2010/5/26 株式会社レックス・インターナショナル 八千代エンジニヤリング株式会社
フィリピン 平成21年度案件別事後評価：円借款パッケージ13 フィリピンII 2010/2/24 ○ 2010/5/26 株式会社三菱総合研究所
アフリカ地域 灌漑案件形成調査 2010/3/16 ○ 2010/5/19 NTCインターナショナル株式会社
ケニア ウゴング道路拡幅計画準備調査 2010/3/3 2010/5/19 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

セネガル タンバクンダ州及びケドゥグ州保健施設整備計画フェーズ2準備調査 2010/2/24 2010/5/19 株式会社日本設計インターナショナル 株式会社日本設計 株式会社アールコンサルタンツ
エチオピア 地方橋梁改修計画準備調査（その2） 2010/2/17 2010/5/19 セントラルコンサルタント株式会社
スリランカ CDM事業推進能力強化プロジェクト 2010/2/3 ○ 2010/5/19 株式会社エックス都市研究所 株式会社日本スマートエナジー
セネガル 第二次セネガル・日本職業訓練センター拡充計画準備調査（その２） 2010/3/3 2010/5/12 インテムコンサルティング株式会社 株式会社横河建築設計事務所
アフガニスタン 識字教育強化プロジェクトフェーズ２（第１年次） 2010/2/24 2010/5/12 システム科学コンサルタンツ  株式会社 財団法人ユネスコ・アジア文化センター

平成21年度案件別事後評価：技術協力・無償資金協力パッケージXI インドネシア国・マレーシア国 2010/2/24 ○ 2010/5/12 株式会社国際開発センター
ルワンダ 首都圏及び主要都市配電施設整備計画準備調査（その２） 2010/2/3 2010/5/12 日本工営  株式会社 株式会社三菱総合研究所

平成21年度案件別事後評価：円借款パッケージ18　ブルガリア・アルバニア 2010/2/24 ○ 2010/4/28 オフィスみかげ合同会社
全世界 平成22年度案件別事後評価：海外投融資パッケージ１ 2010/2/17 2010/4/28 株式会社  日本経済研究所
全世界 平成22年度案件別事後評価：海外投融資パッケージ2 2010/2/17 2010/4/28 株式会社  日本経済研究所
フィリピン 高度IT人材育成プロジェクト 2010/2/5 ○ 2010/4/28 株式会社パデコ
カンボジア 生産性向上に重点を置いたパイロット中小企業支援プロジェクト 2010/2/2 ○ 2010/4/28 有限会社エクシディア 株式会社　ワールド・ビジネス・アソシエイツ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

フィリピン 電子産業サプライチェーン調査プロジェクト 2010/1/22 ○ 2010/4/28 株式会社野村総合研究所
ベトナム ラックフェン港開発事業準備調査（道路・橋梁部分） 2010/3/10 2010/4/21 日本工営  株式会社 株式会社日本構造橋梁研究所
シエラレオネ カンビア地方給水整備計画準備調査 2010/2/17 ○ 2010/4/21 株式会社エイト日本技術開発
パプアニューギニア 電力セクター基礎情報収集調査 2010/2/17 2010/4/21 日本工営  株式会社

2009年度貧困プロファイル調査（欧州地域） 2010/2/5 ○ 2010/4/21 OPMAC株式会社
パキスタン ラホール都市交通マスタープラン策定プロジェクト（フェーズ１）（開発計画策定型技術協力） 2010/2/24 2010/4/14 株式会社アルメック 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
フィリピン ARMM地場産業振興調査 2010/2/3 2010/4/14 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 地方病院医療開発事業（Ⅱ）協力準備調査 2010/1/29 ○ 2010/4/14 システム科学コンサルタンツ  株式会社
ベトナム 電力技術基準普及プロジェクト（第１ステージ） 2009/12/16 2010/4/14 電源開発株式会社 四国電力株式会社 西日本技術開発株式会社
ヨルダン 南部地域給水改善計画準備調査（その２） 2010/2/3 2010/4/7 株式会社東京設計事務所
アフリカ地域 平成21年度案件別事後評価（簡易型）：パッケージ4（アフリカ地域） 2010/1/29 ○ 2010/4/7 グローバルリンクマネージメント株式会社

アジア・アフリカ地域生物多様性保全分野基礎情報収集・確認調査 2010/1/20 2010/4/7 日本工営  株式会社
イエメン 海上保安能力向上計画準備調査 2010/1/20 2010/4/7 株式会社日本海洋科学
ベトナム ハロン湾環境保全プロジェクト 2010/1/6 2010/4/7 日本工営  株式会社
パキスタン 北方地域コミュニティ参加型総合開発事業準備調査 2009/12/16 2010/4/7 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社三祐コンサルタンツ 株式会社パセット
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