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中華人民共和国 「循環型経済推進プロジェクト」中間レビュー(評価分析) 2011/2/16 2011/3/30 株式会社国際開発センター
ベトナム 社会保障分野協力に関する情報収集・確認調査(社会保障制度) 2011/2/16 2011/3/30 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ベトナム 貧困削減支援借款レビュー調査(貧困削減借款評価・分析) 2011/2/16 2011/3/30 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

スーダン 「南部スーダン、ジュバ市持続的な道路維持管理能力強化プロジェクト」詳細計画策定調査(道路維持管理) 2011/2/23 2011/3/30 株式会社建設技研インターナショナル
スーダン 「南部スーダン、ジュバ市持続的な道路維持管理能力強化プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/23 2011/3/30 国際航業株式会社
ガーナ 包括的HIV/AIDS対策プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/16 2011/3/23 株式会社日本開発サービス
タンザニア ASDP事業実施監理能力強化計画プロジェクトフェーズ2　詳細計画策定調査(評価分析） 2011/2/16 2011/3/23 株式会社 双日総合研究所
フィリピン マリトボグ-マリダガオ灌漑事業に係る援助効果発現・持続性確保調査(灌漑排水) 2011/2/2 2011/3/16 株式会社三祐コンサルタンツ
フィリピン マリトボグ-マリダガオ灌漑事業に係る援助効果発現・持続性確保調査(営農) 2011/2/2 2011/3/16 株式会社三祐コンサルタンツ
マダガスカル 南西部地下水開発計画事後現状調査（地下水開発） 2011/2/9 2011/3/16 株式会社地球システム科学
パプアニューギニア 「小規模稲作生産活動強化」詳細計画策定調査（評価分析） 2011/2/9 2011/3/16 水産エンジニアリング株式会社
フィリピン メトロセブ上水道事業運営・管理現状確認調査 2011/2/9 2011/3/16 横浜ウォーター株式会社
マラウイ 「持続可能な土地管理促進プロジェクト」詳細計画策定調査（その2）(評価分析) 2011/2/9 2011/3/9 アイ・シー・ネット株式会社
フィリピン 社会保障分野案件形成・モニタリング支援(社会保障分野案件形成・モニタリング支援) 2011/1/19 2011/3/9 株式会社国際開発センター
タイ 地方環境管理能力向上及び連携強化プロジェクト詳細計画策定調査2(評価分析) 2011/1/26 2011/3/9 バリュープランニング・インターナショナル株式会社

ミャンマー 社会的被害者保護支援促進プロジェクト(人身取引)詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/2 2011/3/9 グローバルリンクマネージメント株式会社
--- フィリピン国及びインドネシア国におけるスマートグリッド導入可能性に係る情報収集・確認調査(配電整備計画／人材育成計画) 2011/1/26 2011/3/9 東電設計株式会社
--- フィリピン国及びインドネシア国におけるスマートグリッド導入可能性に係る情報収集・確認調査(経済分析) 2011/1/26 2011/3/9 株式会社国際開発アソシエイツ
--- フィリピン国及びインドネシア国におけるスマートグリッド導入可能性に係る情報収集・確認調査(配電/通信設備) 2011/1/26 2011/3/9 四国電力株式会社
アンゴラ 農業振興協力プログラム形成調査(農業政策) 2011/2/2 2011/3/9 NTCインターナショナル株式会社
アンゴラ 農業振興協力プログラム形成調査（営農） 2011/2/2 2011/3/9 社団法人国際農林業協働協会
アンゴラ 農業振興協力プログラム形成調査(農産物市場) 2011/2/2 2011/3/9 社団法人国際農林業協働協会
アンゴラ 農業振興協力プログラム形成調査(農業インフラ) 2011/2/2 2011/3/9 NTCインターナショナル株式会社
モザンビーク 道路維持管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理) 2011/2/2 2011/3/9 ペガサスエンジニアリング株式会社
モザンビーク 道路維持管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/2 2011/3/9 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

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2詳細計画策定調査(橋梁維持管理) 2011/2/2 2011/3/9 大日本コンサルタント株式会社
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2詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/2 2011/3/9 株式会社コーエイ総合研究所
ケニア 再生可能エネルギーによる地方電化モデル構築プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/9 2011/3/9 グローバルリンクマネージメント株式会社
マダガスカル 南西部地下水開発計画事後現状調査（給水施設） 2011/2/9 2011/3/9 吉川　孝治
トンガ 「ヌクアロファ上水道整備計画」事後現状調査(配管/給水計画) 2011/2/9 2011/3/9 株式会社東京設計事務所
トンガ 「ヌクアロファ上水道整備計画」事後現状調査(浄水施設) 2011/2/9 2011/3/9 株式会社東京設計事務所
マラウイ 「持続可能な土地管理促進プロジェクト」詳細計画策定調査（その2）(営農) 2011/2/9 2011/3/9 株式会社レックス・インターナショナル

開発途上地域における民間向け融資案件の信用リスク評価・金利決定方式に関する調査(融資体制)(信用リスク評価)(金利決定手法) 2011/1/5 2011/3/2 プライスウォーターハウスクーパース株式会社

全世界 協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)に基づく無償資金協力案件の新たな積算方法の検討(積算方法検討(建築)) 2011/1/19 2011/3/2 株式会社日本設計
全世界 協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)に基づく無償資金協力案件の新たな積算方法の検討(積算方法(土木)) 2011/1/19 2011/3/2 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

カンボジア 森林セクター能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(森林リモートセンシング/GIS) 2011/1/19 2011/3/2 アジア航測株式会社
中華人民共和国 地域公衆衛生サービス提供能力及び感染症対策能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/1/19 2011/3/2 有限会社クランベリー
スーダン ジュバ市廃棄物管理プロジェクト詳細計画策定調査(廃棄物管理) 2011/1/19 2011/3/2 国際航業株式会社
マラウイ 国家水資源マスタープラン調査詳細計画策定調査(水資源) 2011/1/19 2011/3/2 株式会社ニュージェック
マラウイ 国家水資源マスタープラン調査詳細計画策定調査(水利用/環境社会配慮) 2011/1/19 2011/3/2 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
タンザニア ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(無収水管理) 2011/1/26 2011/3/2 株式会社ソーワコンサルタント

【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 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 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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タンザニア ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2011/1/26 2011/3/2 株式会社地域計画連合
イラク バスラ製油所改良事業に係る審査に必要な情報収集・確認調査（円借款案件審査技術面支援） 2011/1/26 2011/3/2 株式会社国際開発アソシエイツ
アフガニスタン チェンジ・マネージメント及び営農の多様化支援準備調査(農村開発：国家プログラム連携) 2011/2/2 2011/3/2 ビコーズインスチチュート株式会社
ナミビア ウォルビスベイ地域自然・社会環境基礎情報収集・確認調査(自然環境・社会環境) 2011/2/2 2011/3/2 株式会社パデコ
スーダン 水供給人材育成プロジェクト・フェーズ2詳細計画策定調査(研修計画/給水施設) 2011/2/2 2011/3/2 株式会社地球システム科学
スーダン 水供給人材育成プロジェクト・フェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/2 2011/3/2 アイ・シー・ネット株式会社
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2詳細計画策定調査(道路維持管理) 2011/2/2 2011/3/2 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ベトナム ファンリー・ファンティエット農業開発プロジェクト詳細計画策定調査(灌漑施設) 2011/2/2 2011/3/2 株式会社三祐コンサルタンツ
カンボジア 次期シハヌークビル港開発プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2011/1/26 2011/2/23 国際航業株式会社
パプアニューギニア 基礎教育セクター情報収集・確認調査(教育セクター調査分析) 2011/1/26 2011/2/23 株式会社国際開発センター
イラク ベイジ製油所改良事業（E/S）に係る審査に必要な情報収集・確認調査（円借款案件審査技術面支援） 2011/1/26 2011/2/23 大嶽　英機
イラク バスラ製油所改良事業に係る環境社会配慮確認調査（環境配慮確認支援） 2011/1/26 2011/2/23 株式会社ソーワコンサルタント
ラオス 稲種子増殖普及システム改善計画プロジェクト 終了時評価調査(評価分析) 2011/1/19 2011/2/23 株式会社日本開発サービス
カンボジア 森林セクター能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/1/19 2011/2/23 株式会社レックス・インターナショナル
ラオス ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクト詳細計画策定調査(公共バス交通政策/企画) 2011/1/19 2011/2/23 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ラオス ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクト詳細計画策定調査(バス運行/車両整備) 2011/1/19 2011/2/23 株式会社　トステムズ
ラオス ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/1/19 2011/2/23 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

イラク 農業分野　園芸技術・小麦生産性向上プロジェクト(円借款附帯)に係る調査(農業普及) 2011/1/19 2011/2/23 国際耕種株式会社
セネガル 平成22年度プロジェクト関係者等向けPCM手法研修(アフリカ)　(PCM研修) 2011/1/19 2011/2/23 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
バングラデシュ 母性保護サービス強化プロジェクトフェーズ2　詳細計画策定調査(評価分析) 2011/1/12 2011/2/23 株式会社タック・インターナショナル
アフリカ地域 アフリカ地域民間セクター支援　情報収集・確認調査(有償資金協力) (金融制度)(プロジェクトファイナンス) 2011/1/5 2011/2/23 株式会社野村総合研究所
イラク 農業分野　園芸技術・小麦生産性向上プロジェクト(円借款附帯)に係る調査(評価分析) 2011/1/19 2011/2/16 合同会社適材適所
ベトナム ベトナムにおける円借款ディスバース促進調査 2011/1/12 2011/2/16 株式会社国際開発アソシエイツ
タジキスタン ハトロン州母子保健システム改善プロジェクト準備調査(地域保健) 2011/1/12 2011/2/16 有限会社国際環境科学研究所
タジキスタン ハトロン州母子保健システム改善プロジェクト準備調査(保健医療設備・機器) 2011/1/12 2011/2/16 株式会社フジタプランニング
パプアニューギニア 送電網拡張・修復事業準備調査(環境社会配慮) 2011/1/12 2011/2/16 株式会社エー・エス・エンジニアリング
パプアニューギニア 送電網拡張・修復事業準備調査(送電設備) 2011/1/12 2011/2/16 株式会社グローバル企画
リベリア 計画経済省キャパシティ・アセスメント情報収集・確認調査(キャパシティ・アセスメント) 2011/1/12 2011/2/16 ビーティー・ディベロップメント有限会社
ザンビア 食糧安全保障向上のための食用作物多様化支援プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/1/12 2011/2/16 株式会社国際開発アソシエイツ
スーダン フロントライン母子保健強化プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2011/1/5 2011/2/16 アイ・シー・ネット株式会社
スーダン フロントライン母子保健強化プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(簡易医療施設改善) 2011/1/5 2011/2/16 システム科学コンサルタンツ  株式会社
スーダン フロントライン母子保健強化プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(医療機材) 2011/1/5 2011/2/16 合同会社ＡＭＨＮ
コソボ 国レベルPNA(平和構築アセスメント)　(平和構築) 2011/1/5 2011/2/16 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

タイ 地方における橋梁基本計画作成プロジェクト詳細計画策定調査(S/W協議)(橋梁整備計画) 2011/1/5 2011/2/16 株式会社長大
タイ 地方における橋梁基本計画作成プロジェクト詳細計画策定調査(S/W協議)(橋梁設計・維持管理技術) 2011/1/5 2011/2/16 首都高速道路株式会社
エチオピア アパレル産業人材育成支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/12/22 2011/2/16 ビコーズインスチチュート　株式会社
グアテマラ シャーガス病対策プロジェクトフェーズ2(持続的監視システムの構築)中間レビュー調査(評価分析) 2011/1/12 2011/2/9 合同会社適材適所
ガーナ 現職教員研修運営管理能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/1/12 2011/2/9 インテムコンサルティング株式会社
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遠隔施工管理システム調査(施工管理計画)(ICT技術) 2011/1/12 2011/2/9 八千代エンジニヤリング株式会社
タイ メコン地域における税関リスクマネジメントプロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/1/5 2011/2/9 株式会社　VSOC
キルギス ビシュケク市交通改善計画　詳細計画策定調査(交通計画/公共交通計画) 2011/1/5 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

キルギス ビシュケク市交通改善計画　詳細計画策定調査(交通流/交通管制) 2011/1/5 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

キルギス ビシュケク市交通改善計画　詳細計画策定調査(環境社会配慮/道路計画) 2011/1/5 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

フィリピン 総合交通計画管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(都市交通計画/交通データ) 2011/1/5 2011/2/9 株式会社アルメック
フィリピン 総合交通計画管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/1/5 2011/2/9 国際航業 株式会社
アジア地域 有償資金協力事業の環境社会配慮に係る案件監理確認支援(社会配慮確認)(環境配慮確認) 2011/1/5 2011/2/9 日本環境株式会社

平成22年度 無償資金協力に係る技術的監査(村落給水施設調査） 2011/1/5 2011/2/9 M.G.アソシエイツ合同会社
--- 平成22年度 無償資金協力に係る技術的監査(教育施設調査） 2011/1/5 2011/2/9 株式会社設計計画
フィリピン ダム放流に関する洪水予警報能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/1/5 2011/2/9 株式会社  ジャパンソフトテックコンサルタンツ

ナイジェリア ジェバ水力発電所緊急改修計画準備調査(水力発電(電機)) 2011/1/5 2011/2/9 八千代エンジニヤリング株式会社
ナイジェリア ジェバ水力発電所緊急改修計画準備調査(水力発電(設備計画)) 2011/1/5 2011/2/9 八千代エンジニヤリング株式会社
スリランカ コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/12/22 2011/2/9 国際航業 株式会社
トルクメニスタン アシガバット市地域における地震リスク評価のためのモニタリング改善プロジェクト詳細計画策定調査(地震防災) 2010/12/22 2011/2/9 日本工営株式会社
タンザニア よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェクト　中間レビュー調査 2010/12/22 2011/2/9 株式会社サステイナブル　
ナイジェリア 水分野セクター開発戦略策定支援プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮/組織制度) 2010/12/22 2011/2/9 株式会社カナコン
モルドバ 農村地域の環境管理に係る基礎情報収集・確認調査(バイオマスエネルギー計画) 2010/12/22 2011/2/9 伝田　六郎
ガーナ アクラ平原灌漑開発事業準備調査(農業経済/営農計画) 2010/12/22 2011/2/9 有限会社アグロックス
スリランカ 貧困緩和マイクロファイナンス事業Ⅱ(PAMP-Ⅱ)実施促進に係る調査(マイクロファイナンス(1）) 2010/12/8 2011/2/9 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

バングラデシュ 気象解析・予測能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/12/22 2011/2/2 グローバルリンクマネージメント株式会社
エチオピア 地すべり対策工能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(防災/評価分析) 2010/12/22 2011/2/2 国際航業 株式会社
ナイジェリア 水分野セクター開発戦略策定支援プロジェクト詳細計画策定調査(河川開発) 2010/12/22 2011/2/2 株式会社建設技研インターナショナル
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ナイジェリア 水分野セクター開発戦略策定支援プロジェクト詳細計画策定調査(地下水開発) 2010/12/22 2011/2/2 八千代エンジニヤリング株式会社
モルドバ 農村地域の環境管理に係る基礎情報収集・確認調査(農村開発計画) 2010/12/22 2011/2/2 倉澤　壮児
ガーナ アクラ平原灌漑開発事業準備調査(灌漑開発)(施設整備計画)(農民･企業組織/灌漑システム運営) 2010/12/22 2011/2/2 NTCインターナショナル株式会社
ガーナ アクラ平原灌漑開発事業準備調査(環境社会配慮) 2010/12/22 2011/2/2 株式会社生活工房ｄｏ
パナマ アラフエラ湖流域総合管理・参加型村落開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/12/15 2011/2/2 インテムコンサルティング株式会社
インドネシア ハサヌディン大学工学部強化計画プロジェクト　中間レビュー調査(評価分析) 2010/12/15 2011/2/2 株式会社コーエイ総合研究所
ウズベキスタン 税務行政改善プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/12/22 2011/1/26 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

ハイチ 国レベルPNA調査(平和構築アセスメント)(平和構築に係る情報収集・分析） 2010/12/15 2011/1/26 株式会社日本開発サービス
アフリカ開発政策情報収集・確認調査(経済開発1(マクロ経済・援助連携)) 2010/12/15 2011/1/26 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

コロンビア 平和構築分野の基礎情報収集・確認調査(評価分析) 2010/12/15 2011/1/26 小島　京子
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」中間レビュー調査(評価分析) 2010/12/15 2011/1/26 株式会社国際開発アソシエイツ
ラオス 道路維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理体制・制度) 2010/12/15 2011/1/26 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ラオス 道路維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理技術） 2010/12/15 2011/1/26 大日本コンサルタント株式会社
ベトナム 道路維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理体制・技術) 2010/12/15 2011/1/26 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ベトナム 高速道路運営維持管理体制強化プロジェクト詳細計画策定調査(運営維持管理体制・技術) 2010/12/15 2011/1/26 ペガサスエンジニアリング株式会社
--- 系統連系太陽光発電に係る教材作成(系統連系PV教材作成(計画・設計))(系統連系PV教材作成(系統連系PVシステム技術)) 2010/12/15 2011/1/26 四国電力株式会社

アフリカ開発政策情報収集・確認調査(経済開発2(インフラ・産業政策・科学技術)) 2010/12/15 2011/1/26 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

アフリカ開発政策情報収集・確認調査(社会開発(ミレニアム開発目標・平和構築)) 2010/12/15 2011/1/26 アイ・シー・ネット株式会社
アフリカ開発政策情報収集・確認調査(環境・気候変動対策) 2010/12/15 2011/1/26 アイ・シー・ネット株式会社

ブルンジ 「母子保健向上を目的とする医療施設能力強化プロジェクト」中間レビュー調査(評価分析） 2010/12/8 2011/1/26 株式会社　VSOC
エジプト 「上エジプト学校保健サービス促進プロジェクト」中間レビュー調査（評価分析） 2010/12/8 2011/1/26 グローバルリンクマネージメント株式会社
スリランカ 貧困緩和マイクロファイナンス事業Ⅱ(PAMP-Ⅱ)実施促進に係る調査(マイクロファイナンス(2)) 2010/12/8 2011/1/26 OPMAC株式会社
アフリカ地域 森林・生物多様性保全分野情報収集・確認調査(森林・生物多様性保全) 2010/12/15 2011/1/19 有限会社アイエムジー
ジンバブエ チトゥンギザ市衛生環境改善に係る基礎情報収集・確認調査(下水道計画) 2010/12/15 2011/1/19 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ジンバブエ チトゥンギザ市衛生環境改善に係る基礎情報収集・確認調査(廃棄物処理計画) 2010/12/15 2011/1/19 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
キルギス 日本人材開発センタープロジェクトフェーズ2中間レビュー調査(評価分析) 2010/12/10 ○ 2011/1/19 有限会社アイエムジー
ミャンマー 児童中心型教育強化プロジェクトフェーズ２中間レビュー調査(評価分析) 2010/12/8 2011/1/19 株式会社日本開発サービス
シリア 上水道管理技術向上プロジェクト詳細計画策定調査（上水道施設維持管理） 2010/12/8 2011/1/19 株式会社三祐コンサルタンツ
シエラレオネ 地域保健改善プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/12/1 2011/1/19 グローバルリンクマネージメント株式会社
シエラレオネ 地域保健改善プロジェクト終了時評価調査(地域保健行政) 2010/12/1 2011/1/19 グローバルリンクマネージメント株式会社
カンボジア 租税総局能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/12/1 2011/1/19 株式会社　VSOC

ラオス・エジプト・ザンビア・マラウイにおけるボランティア・プロジェクト中間レビュー及び終了時評価調査(評価分析) 2010/12/1 2011/1/19 株式会社コーエイ総合研究所
スリランカ 省エネルギー普及促進プロジェクト終了時評価調査 2010/11/24 2011/1/19 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

エリトリア 保健医療サービス向上のための医療機材管理システム強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/11/24 2011/1/19 株式会社日本開発サービス
エチオピア 住民参加型初等教育改善プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/12/1 2011/1/12 グローバルリンクマネージメント株式会社
全世界 平成22年度課題別研修事後評価調査(評価制度構築支援) 2010/12/1 2011/1/12 株式会社国際開発アソシエイツ
全世界 平成22年度課題別研修事後評価調査(研修効果分析) 2010/12/1 2011/1/12 グローバルリンクマネージメント株式会社
バングラデシュ WEB円借款案件監理情報共有システム構築調査(その2) 2010/11/24 2011/1/12 OPMAC株式会社
ザンビア ザンビア投資促進プロジェクト(トライアングル・オブ・ホープ)中間レビュー調査(評価分析) 2010/11/24 2011/1/12 有限会社アイエムジー

インドネシア国海上保安調整組織の体制構築・強化プロジェクト終了時評価調査及びフィリピン国海上保安教育・人材育成管理システム開発プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/11/24 2011/1/12 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス

ベトナム メコンデルタ地域における気候変動対策計画支援プロジェクト　詳細計画策定調査(農業農村開発計画) 2010/11/24 2011/1/12 株式会社三祐コンサルタンツ
ベトナム メコンデルタ地域における気候変動対策計画支援プロジェクト　詳細計画策定調査(水資源管理) 2010/11/24 2011/1/12 株式会社　ニュージェック
ベトナム メコンデルタ地域における気候変動対策計画支援プロジェクト　詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2010/11/24 2011/1/12 ペガサスエンジニアリング株式会社
--- 保健人材分析のための調査研究(保健人材情報支援) 2010/12/1 2011/1/5 グローバルリンクマネージメント株式会社
マダガスカル ムララノクロム総合環境保全・農村開発促進手法開発プロジェクト詳細計画策定調査(第2回)(評価分析) 2010/11/24 2011/1/5 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 建築物耐震性向上のための建築行政執行能力向上プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2010/11/24 2011/1/5 株式会社  システム科学研究所
マダガスカル ムララノクロム総合環境保全・農村開発促進手法開発プロジェクト詳細計画策定調査(第2回)(参加型流域管理) 2010/11/24 2010/12/22 株式会社日本開発サービス
全世界 プロジェクト研究「教育プロジェクト成果指標の標準化」(教育評価総合分析) 2010/11/24 2010/12/22 株式会社コーエイ総合研究所
全世界 プロジェクト研究「教育プロジェクト成果指標の標準化」(援助機関評価手法分析) 2010/11/24 2010/12/22 株式会社国際開発センター
エジプト 生産性・品質向上センタープロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/11/11 ○ 2010/12/15 OPMAC株式会社
ザンビア 地方給水維持管理コンポーネント支援プロジェクト詳細計画策定調査(運営・維持管理) 2010/11/4 2010/12/15 日本テクノ株式会社
インドネシア 「南スラウェシ州地場産業振興プロジェクト」中間レビュー(評価分析) 2010/10/22 ○ 2010/12/15 財団法人国際開発高等教育機構
ウクライナ 日本センタープロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/11/10 ○ 2010/12/8 水産エンジニアリング株式会社
ウガンダ アチョリ地域地方道路網開発計画プロジェクト 詳細計画策定調査(道路計画1） 2010/11/10 2010/12/8 株式会社エイト日本技術開発
ウガンダ アチョリ地域地方道路網開発計画プロジェクト 詳細計画策定調査(道路計画2/環境社会配慮) 2010/11/10 2010/12/8 有限会社トレア
ザンビア 地方給水維持管理コンポーネント支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/11/4 2010/12/8 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

トーゴ 地形測量データベース設置計画　詳細計画策定調査(デジタル地形図作成計画) 2010/11/4 2010/12/8 社団法人国際建設技術協会
トーゴ 地形測量データベース設置計画　詳細計画策定調査(技術移転計画/機材計画) 2010/11/4 2010/12/8 社団法人国際建設技術協会
コソボ IT・職業訓練分野　基礎情報収集・確認調査(IT分野人材育成) 2010/11/4 2010/12/8 ユニコインターナショナル株式会社
インド ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業（フェーズ2）準備調査(植林・森林管理) 2010/11/4 2010/12/8 株式会社レックス・インターナショナル
インド ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業（フェーズ2）準備調査(社会開発(生計向上活動)) 2010/11/4 2010/12/8 株式会社  ジャパンソフトテックコンサルタンツ
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タイ 自動車裾野産業人材育成プロジェクト(官民連携)終了時評価調査(評価分析) 2010/11/4 2010/12/8 株式会社コーエイ総合研究所
カンボジア､ラオス､マレーシア､ミャンマー､タイ、ベトナムにおける家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト(フェーズ2)終了時評価調査(評価分析1)(評価分析2)(評価分析3) 2010/11/4 2010/12/8 合同会社適材適所

ガーナ クマシ地域総合開発計画調査　詳細計画策定調査（S/W協議） (都市計画/GIS整備) 2010/11/4 2010/12/8 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

ガーナ クマシ地域総合開発計画調査　詳細計画策定調査（S/W協議） (都市交通/社会基盤整備) 2010/11/4 2010/12/8 株式会社パデコ
セルビア 平成22年度プロジェクト関係者等向けPCM研修 2010/10/27 2010/12/8 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
アルバニア ティラナ市都市インフラ近代化プロジェクト 詳細計画策定調査(都市基盤整備2/環境社会配慮) 2010/10/27 2010/12/8 株式会社東京設計事務所
アフガニスタン 人づくりプロジェクト（仮称）に係る協力準備調査その2(評価分析) 2010/10/27 2010/12/8 有限会社アイエムジー
ドミニカ共和国 貿易投資促進人材育成センター強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/10/20 2010/12/8 有限会社アイエムジー
フィリピン 地方における障害者のためのバリアフリー環境形成　中間レビュー調査(評価分析) 2010/10/20 2010/12/8 ICONS国際協力株式会社
アフガニスタン 営農の多様化・付加価値型農業の振興　課題支援業務(農村開発) 2010/11/4 2010/12/1 合同会社適材適所
ガーナ クマシ地域総合開発計画調査　詳細計画策定調査（S/W協議） (環境社会配慮) 2010/11/4 2010/12/1 国際航業 株式会社
ガイアナ ニュー・アムステルダム病院再建計画フォローアップ調査(設備計画) 2010/11/1 ○ 2010/12/1 田中　實
アルバニア ティラナ市都市インフラ近代化プロジェクト 詳細計画策定調査(都市基盤整備1) 2010/10/27 2010/12/1 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

アフガニスタン 人づくりプロジェクト（仮称）に係る協力準備調査その2(留学制度設計) 2010/10/27 2010/12/1 財団法人日本国際協力センター
マレーシア 「廃電気・電子機器リサイクルプロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2010/10/20 2010/12/1 株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所

中華人民共和国 耐震建築人材育成プロジェクト中間レビュー(評価分析) 2010/10/20 2010/12/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
カンボジア 理科教育改善計画プロジェクトフェーズ2(STEPSAM2)中間レビュー調査(評価分析) 2010/10/20 2010/12/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
バングラデシュ 民間連携支援推進に係る調査分析及び方針形成支援(民間連携・出融資・ソーシャルビジネス) 2010/10/20 2010/12/1 OPMAC株式会社
パキスタン アラマ・イクバル公開大学機材整備計画フォローアップ協力調査(FU協力計画・維持管理体制)(放送機材)(調達/積算) 2010/10/20 2010/12/1 株式会社NHKアイテック
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(プロジェクト管理/サブプロジェクト形成(都市計画)) 2010/10/20 2010/12/1 玉野総合コンサルタント株式会社
ガイアナ ニュー・アムステルダム病院再建計画フォローアップ調査(機材整備/維持管理計画) 2010/10/18 ○ 2010/12/1 ビンコーインターナショナル  株式会社
ヨルダン ヨルダン・日本・イスラエル三角協力：ヨルダン乾燥地域における先進農業技術の導入計画プロジェクト終了時評価（評価分析） 2010/10/13 2010/12/1 OPMAC株式会社
スーダン ダルフール及び暫定統治三地域人材育成プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2010/10/20 2010/11/24 有限会社クランベリー
タンザニア 村落給水事業実施・運営維持管理能力強化プロジェクト（RUWASA-CAD）フェーズ2詳細計画策定調査（研修計画/村落給水） 2010/10/20 2010/11/24 株式会社地球システム科学
タンザニア 村落給水事業実施・運営維持管理能力強化プロジェクト（RUWASA-CAD）フェーズ2詳細計画策定調査（評価分析） 2010/10/20 2010/11/24 インテムコンサルティング株式会社
アゼルバイジャン 洪水・塩害対策計画（フェーズ2）準備調査(灌漑・排水整備計画) 2010/10/20 2010/11/24 株式会社三祐コンサルタンツ
アゼルバイジャン 洪水・塩害対策計画（フェーズ2）準備調査(建設機材) 2010/10/20 2010/11/24 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

スーダン 南部スーダン行政能力強化に係る基礎情報収集・確認調査(行政機構・地方行政） 2010/10/20 2010/11/24 財団法人国際開発高等教育機構
スーダン 南部スーダン行政能力強化に係る基礎情報収集・確認調査(財政・税関） 2010/10/20 2010/11/24 株式会社国際開発アソシエイツ
チュニジア 南南協力評価調査(評価分析) 2010/10/13 2010/11/24 ワイ・エス・ケイ　コンサルタンツ　株式会社
パキスタン 生徒中心・探求型の理科教育促進プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/10/13 2010/11/24 グローバルリンクマネージメント株式会社
ベトナム 法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２　詳細計画策定調査(評価分析) 2010/10/6 2010/11/24 有限会社アイエムジー
フィリピン (科学技術)地震火山監視能力強化と防災情報の利活用推進GPSネットワーク構築(GPSネットワーク構築(1)(2)) 2010/9/15 2010/11/24 日立造船株式会社
ミャンマー 社会福祉行政官育成プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2010/10/20 2010/11/17 ICONS国際協力株式会社
全世界 都市地域開発分野課題対応支援 2010/10/13 ○ 2010/11/17 財団法人日本開発構想研究所
ガーナ 技術教育制度化支援計画プロジェクト終了時評価調査(技術職業教育訓練) 2010/10/13 2010/11/17 財団法人海外職業訓練協会
ガーナ 技術教育制度化支援計画プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/10/13 2010/11/17 佐野総合企画株式会社
マリ 学校運営委員会支援プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/10/13 2010/11/17 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 留学生分野課題対応支援(留学生課題情報整備) 2010/10/13 2010/11/17 株式会社日本開発サービス
ベトナム ベトナム北部省保健医療サービス強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/10/6 2010/11/17 合同会社適材適所
インドネシア 「マミナサタ広域都市圏環境配慮型都市開発促進プロジェクト」中間レビュー(評価分析) 2010/10/6 2010/11/17 株式会社  システム科学研究所

再生可能エネルギー分野課題支援(再生可能エネルギー) 2010/10/6 2010/11/17 宮田　智代子
全世界 平成22年度貧困農民支援(2KR)準備調査（ザンビア）(貧困農民支援・資機材計画) 2010/10/6 ○ 2010/11/17 株式会社日本開発サービス
全世界 平成22年度貧困農民支援(2KR)準備調査(ギニアビサウ)(貧困農民支援・資機材計画) 2010/10/6 ○ 2010/11/17 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

ケニア 中小企業者向け生産管理能力・技術向上プロジェクト準備調査(その2)(商品開発戦略/包装デザイン)活躍 2010/10/6 ○ 2010/11/10 大形　進
ケニア 再生可能エネルギーによる地方電化推進のための人材育成プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/10/6 2010/11/10 グローバルリンクマネージメント株式会社
パラグアイ テリトリアル・アプローチに基いた農村開発モデルプロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/10/6 2010/11/10 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

アフガニスタン 農業農村開発支援（水資源管理・開発分野）プログラム形成調査(水資源統合管理データベース) 2010/9/15 2010/11/10 大成基礎設計株式会社
--- 平成22年度農業・農村開発分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価(評価分析) 2010/6/30 2010/11/10 株式会社日本開発サービス
インドネシア 「前期中等教育の質の向上プロジェクト」中間レビュー調査(評価分析) 2010/10/1 ○ 2010/11/4 アイ・シー・ネット株式会社
中華人民共和国 山西省雁門関地区生態環境回復および貧困緩和プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/9/30 ○ 2010/11/4 財団法人国際開発高等教育機構
アフガニスタン 農業農村開発支援（水資源管理・開発分野）プログラム形成調査(水資源開発・管理計画) 2010/9/30 ○ 2010/11/4 株式会社建設技研インターナショナル
中華人民共和国 山西省雁門関地区生態環境回復および貧困緩和プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/9/30 ○ 2010/11/4 財団法人国際開発高等教育機構
スーダン ジュバ近郊の平和の定着に向けた生計向上支援プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/9/29 2010/11/4 株式会社国際開発アソシエイツ
ネパール 学校保健・栄養改善プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/9/29 2010/11/4 ICONS国際協力株式会社
チリ 地域産業振興のための地方行政能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/9/29 2010/11/4 オフィスみかげ合同会社
ケニア 中小企業者向け生産管理能力・技術向上プロジェクト準備調査(その2)(包装技術) 2010/9/22 2010/11/4 田中　好雄
マラウイ 地方給水運営維持管理プロジェクト　詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/22 2010/11/4 財団法人国際開発高等教育機構
中南米地域 ホンジュラス・エルサルバドル国シャーガス病対策プロジェクトフェーズ2終了時評価調査(評価分析) 2010/9/22 2010/11/4 株式会社タック・インターナショナル
アフガニスタン 国立農業試験場再建計画プロジェクト終了時評価(評価分析) 2010/9/22 2010/11/4 株式会社レックス・インターナショナル
フィリピン 災害に強いコミュニティ・国づくりプロジェクト準備調査(機材計画/積算) 2010/9/22 2010/11/4 日本工営株式会社
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インドネシア PDAM資産管理支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/8/25 2010/11/4 日本工営  株式会社
パレスチナ 持続的農業技術確立のための普及システム強化フェーズ2詳細計画策定調査(営農・普及） 2010/9/22 2010/10/27 日本工営株式会社
パレスチナ 持続的農業技術確立のための普及システム強化フェーズ2詳細計画策定調査(評価分析） 2010/9/22 2010/10/27 有限会社アイエムジー
マラウイ 地方給水運営維持管理プロジェクト　詳細計画策定調査(村落給水) 2010/9/22 2010/10/27 国際航業 株式会社
フィリピン 災害に強いコミュニティ・国づくりプロジェクト準備調査(評価分析) 2010/9/22 2010/10/27 国際航業 株式会社
インドネシア 日イ経済連携協定活用強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/16 ○ 2010/10/27 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 職業衛生科学技術能力強化計画プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/9/15 2010/10/27 インテムコンサルティング株式会社
ブラジル 「アマゾン森林保全・違法伐採防止のためのALOS衛星画像利用プロジェクト」中間レビュー調査(評価分析) 2010/9/15 2010/10/27 株式会社国際開発アソシエイツ
アフガニスタン 農業農村開発支援（水資源管理・開発分野）プログラム形成調査(営農・水利用計画) 2010/9/15 2010/10/27 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
インドネシア クリーンコールテクノロジー（CCT)導入促進プロジェクト詳細計画策定調査(火力発電計画/電力開発計画) 2010/9/1 2010/10/27 東京電力株式会社
ツバル 離島漁村間連絡船建造計画フォローアップ協力(船舶改修契約補助・施工調達監理) 2010/9/1 2010/10/27 水産エンジニアリング株式会社
アフガニスタン カブール首都圏開発推進プロジェクト安全対策モニタリング調査（安全対策計画策定）（安全対策促進） 2010/9/22 2010/10/20 東都警備保障株式会社
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詳細計画策定調査(病院運営管理) 2010/9/22 2010/10/20 合同会社適材適所
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詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/22 2010/10/20 株式会社日本開発サービス
全世界 平成22年度貧困農民支援(2KR)準備調査(タンザニア)（貧困農民支援・資機材計画) 2010/9/16 ○ 2010/10/20 日本工営株式会社
全世界 平成22年度貧困農民支援(2KR)準備調査(ルワンダ)（貧困農民支援・資機材計画) 2010/9/16 ○ 2010/10/20 日本工営株式会社
アフガニスタン 「ナンガルハール稲作農業改善プロジェクト」終了時評価及び「東部・北東部稲作農業開発センタープロジェクト」詳細計画策定調査(稲作農業) 2010/9/15 2010/10/20 NTCインターナショナル株式会社
アフガニスタン 「ナンガルハール稲作農業改善プロジェクト」終了時評価及び「東部・北東部稲作農業開発センタープロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/15 2010/10/20 株式会社日本開発サービス
インドネシア 国家防災庁及び地域防災局の災害管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(防災計画) 2010/9/8 2010/10/20 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
インドネシア 国家防災庁及び地域防災局の災害管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/8 2010/10/20 国際航業 株式会社
アフガニスタン 「カブール市大学機材整備計画」フォローアップ協力調査(機材計画)(カリキュラム開発)(調達計画/積算) 2010/9/8 2010/10/20 システム科学コンサルタンツ  株式会社

「コミュニティ協働型地方行政支援アプローチ」プロジェクト研究 2010/9/8 2010/10/20 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 防災分野協力における課題と教訓の分析(プロジェクト研究)(防災協力分析) 2010/9/8 2010/10/20 OYOインターナショナル株式会社
ブルンジ 紛争影響国・地域におけるコミュニティ開発のあり方に関する研究(行政システム調査) 2010/9/8 2010/10/20 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア クリーンコールテクノロジー導入促進プロジェクト詳細計画策定調査(石炭・エネルギー利用計画) 2010/9/1 2010/10/20 財団法人石炭エネルギーセンター
イラン 職業訓練管理強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/9/1 2010/10/20 アイ・シー・ネット株式会社
ネパール 小学校運営改善支援　終了時評価調査(評価分析） 2010/9/1 2010/10/20 グローバルリンクマネージメント株式会社
パキスタン 障害者社会参加促進プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/8/25 2010/10/20 アイ・シー・ネット株式会社
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2010/8/25 2010/10/20 土井　弘行
トルコ イスタンブール市歴史地区交通需要管理プロジェクト詳細計画策定調査（交通計画） 2010/9/15 2010/10/13 株式会社アルメック
トルコ イスタンブール市歴史地区交通需要管理プロジェクト　詳細計画策定調査（評価分析） 2010/9/15 2010/10/13 株式会社パデコ
ナイジェリア コメ収穫後処理技術・マーケティング能力強化プロジェクト第2次詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/15 2010/10/13 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 平成22年度貧困農民支援(2KR)準備調査(アジア・中南米)(貧困農民支援・資機材計画1、2、3) 2010/9/9 ○ 2010/10/13 株式会社タスクアソシエーツ
モザンビーク (科学技術)ジャトロファを利用した持続可能なバイオディーゼル開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/8 2010/10/13 日本工営株式会社
フィリピン 産業クラスター開発支援計画プロジェクト準備調査(産業クラスター振興) 2010/9/8 2010/10/13 ユニコインターナショナル株式会社
ジブチ 流域の総合的水資源管理プログラム策定計画プロジェクト詳細計画策定調査(水源計画) 2010/9/8 2010/10/13 NTCインターナショナル株式会社
ジブチ 流域の総合的水資源管理プログラム策定計画プロジェクト詳細計画策定調査(栽培・営農) 2010/9/8 2010/10/13 社団法人国際農林業協働協会
ジブチ 流域の総合的水資源管理プログラム策定計画プロジェクト詳細計画策定調査(水利用・維持管理) 2010/9/8 2010/10/13 NTCインターナショナル株式会社
スーダン フロントライン母子保健強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/9/8 2010/10/13 株式会社エス・プランニング
ウガンダ 会計検査院能力向上支援プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/9/8 2010/10/13 合同会社適材適所
ベトナム ホーチミン市都市鉄道運営組織設立支援プロジェクト詳細計画策定調査(都市鉄道事業経営)(都市鉄道要員計画) 2010/9/8 2010/10/13 社団法人海外鉄道技術協力協会
ベトナム ホーチミン市都市鉄道運営組織設立支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/8 2010/10/13 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス

フィリピン 産業クラスター開発支援計画プロジェクト準備調査(産業人材育成研修) 2010/9/8 2010/10/13 ユニコインターナショナル株式会社
トンガ 港湾作業船整備計画フォローアップ協力調査(維持管理計画）(機材修理・調達計画） 2010/9/1 ○ 2010/10/13 財団法人日本造船技術センター
インドネシア クリーンコールテクノロジー導入促進プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮/気候変動対策) 2010/9/1 2010/10/13 株式会社ソーワコンサルタント
ベトナム ハノイ工科大学ＩＴＳＳ教育能力強化プロジェクトフェーズ２　中間レビュー調査（評価分析） 2010/9/1 2010/10/13 株式会社ソーワコンサルタント
マラウイ 一村一品グループ支援に向けた一村一品運動実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/8/25 2010/10/13 アイ・シー・ネット株式会社
スーダン 南部スーダン内水輸送運営能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/8/25 2010/10/13 株式会社 双日総合研究所
インドネシア PDAM資産管理支援プロジェクト詳細計画策定調査(上水道財務・経営) 2010/8/25 2010/10/13 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

バヌアツ 豊かな前浜計画(フェーズ2)第2次詳細計画策定調査(評価分析) 2010/8/25 2010/10/13 アイ・シー・ネット株式会社
バヌアツ 豊かな前浜計画(フェーズ2)第2次詳細計画策定調査(沿岸資源管理) 2010/8/25 2010/10/13 ICONS国際協力株式会社
パラオ 首都圏電力供給能力向上計画(協力準備調査その１)(送変電設備/財務分析) 2010/8/25 2010/10/13 四国電力株式会社
--- MRV推進に関する調査(気候変動) 2010/8/25 2010/10/13 株式会社富士通総研
ミクロネシア 離島漁村連絡船建造計画　フォローアップ（F/U）調査（船舶運用計画・維持管理） 2010/8/4 2010/10/13 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

ブルンジ 紛争影響国・地域におけるコミュニティ開発のあり方に関する研究(社会調査) 2010/9/8 2010/10/6 オーピーシー　株式会社
マラウイ 「持続可能な土地管理促進プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2010/9/2 ○ 2010/10/6 財団法人国際開発高等教育機構
セネガル 国家地図インフラ整備プロジェクト詳細計画策定調査(デジタル地形図作成計画) 2010/9/1 2010/10/6 社団法人国際建設技術協会
コモロ 人間の安全保障プログラム準備調査(その２)(小学校整備) 2010/9/1 2010/10/6 株式会社設計計画
ミクロネシア連邦 離島漁村連絡船建造計画フォローアップ（F/U）調査（船舶機関・計器/艤装/調達計画） 2010/8/27 ○ 2010/10/6 株式会社IMOS
マラウイ 一村一品グループ支援に向けた一村一品運動実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(地場産業振興) 2010/8/25 2010/10/6 有限会社人の森
スーダン 南部スーダン内水輸送運営能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(港湾管理) 2010/8/25 2010/10/6 財団法人国際臨海開発研究センター
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バングラデシュ 中小企業金融セクター育成事業準備調査(中小企業金融)(円借款実施監理体制) 2010/8/25 2010/10/6 OPMAC株式会社
インドネシア PDAM資産管理支援プロジェクト詳細計画策定調査(上水道施設) 2010/8/25 2010/10/6 株式会社日水コン
カンボジア 北東州地域開発能力向上プロジェクト　終了時評価調査(評価分析） 2010/8/25 2010/10/6 グローバルリンクマネージメント株式会社
パラオ 首都圏電力供給能力向上計画(協力準備調査その1)(電力開発計画/環境社会配慮) 2010/8/25 2010/10/6 株式会社エネルギー環境研究所
パラオ 首都圏電力供給能力向上計画(協力準備調査その１)(発電設備) 2010/8/25 2010/10/6 八千代エンジニヤリング株式会社
マラウイ 中等理数科現職教員再訓練プロジェクト(SMASSE)フェーズ2　中間レビュー調査（評価分析） 2010/8/25 2010/10/6 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 知的財産権保護強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/8/11 ○ 2010/10/6 財団法人国際開発高等教育機構
モロッコ 「アブダ・ドゥカラ灌漑事業」円借款附帯プロジェクト　詳細計画策定調査(Ⅱ)(灌漑施設維持管理) 2010/9/2 ○ 2010/9/29 株式会社ソーワコンサルタント
マラウイ 「中規模灌漑開発プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2010/8/25 2010/9/29 グローバルリンクマネージメント株式会社
全世界 平和構築評価に係るプロジェクト研究（フェーズ２） 2010/8/18 2010/9/29 西田　竜也
--- 中小企業振興分野課題対応力強化(中小企業振興) 2010/7/21 2010/9/29 舟橋　學
--- 平成22年度農業・農村開発分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価(評価分析) 2010/6/30 2010/9/29 グローバルリンクマネージメント株式会社
モロッコ 「アブダ・ドゥカラ灌漑事業」円借款附帯プロジェクト　詳細計画策定調査(II)(圃場灌漑) 2010/8/25 2010/9/22 中央開発株式会社
モロッコ 「アブダ・ドゥカラ灌漑事業」円借款附帯プロジェクト　詳細計画策定調査(Ⅱ)(営農) 2010/8/25 2010/9/22 株式会社レックス・インターナショナル
フィリピン 「水質管理能力強化プロジェクト」終了時評価調査(評価分析） 2010/8/25 2010/9/22 合同会社適材適所
インドネシア 南スラウェシ州前期中等教育改善総合計画プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/8/18 ○ 2010/9/22 株式会社コーエイ総合研究所
タンザニア 農業セクター開発プログラム(ASDP)事業実施監理能力強化計画　終了時評価調査 2010/8/18 2010/9/22 株式会社日本開発サービス
ベトナム ハノイ公共交通改善プロジェクト詳細計画策定調査(都市公共交通) 2010/8/18 2010/9/22 株式会社アルメック
カザフスタン ヌラ川流水域水銀環境モニタリング フォローアップ協力（環境モニタリング計画） 2010/8/18 2010/9/22 株式会社テクノ中部
ベトナム 南北高速道路建設事業（ダナン～クワンガイ間(I)及びホーチミン～ゾーザイ間(Ⅱ)）に係る環境社会配慮確認調査(環境配慮確認) 2010/8/18 2010/9/22 日本環境株式会社
インドネシア 建築物耐震性向上のための建築行政執行能力向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/8/18 2010/9/22 株式会社  システム科学研究所
コロンビア 地雷被災者を中心とした障害者総合リハビリテーション体制強化　中間レビュー調査（評価分析） 2010/8/18 2010/9/22 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

スリランカ （科学技術）廃棄物処分場における汚染防止と地域特性を活かした修復技術の構築プロジェクト 詳細計画策定調査（評価分析） 2010/8/4 2010/9/22 有限会社ラーバンデザインズ
ブルキナファソ 初等教育・理数科現職教員研修改善計画プロジェクト　終了時評価調査（評価分析） 2010/7/28 2010/9/22 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」運営指導調査(水環境管理計画１) 2010/7/14 2010/9/22 国際航業 株式会社
ベトナム 「全国水環境管理能力向上プロジェクト」運営指導調査(水環境管理計画２) 2010/7/14 2010/9/22 株式会社日水コン
--- 平成22年度農業・農村開発分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価(評価分析) 2010/6/30 2010/9/22 アイ・シー・ネット株式会社
--- 平成22年度農業・農村開発分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価(評価分析) 2010/6/30 2010/9/22 水産エンジニアリング株式会社
ミャンマー 農業普及人材育成計画プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/6/9 2010/9/22 アイ・シー・ネット株式会社
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中間レビュー調査（評価分析） 2010/8/25 ○ 2010/9/15 株式会社日本開発サービス
タンザニア 州保健行政システム強化プロジェクト　終了時評価（評価分析） 2010/8/18 2010/9/15 グローバルリンクマネージメント株式会社
ベトナム ハノイ公共交通改善プロジェクト詳細計画策定調査(バス事業管理) 2010/8/18 2010/9/15 西日本鉄道株式会社
ウルグアイ サンタルシア川流域汚染源／水質管理プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/8/4 2010/9/15 株式会社　VSOC
インドネシア 家畜衛生ラボ能力向上及び地方家畜衛生システム整備プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/8/4 2010/9/15 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
ザンビア SMASTE授業研究支援プロジェクトフェーズ2終了時評価調査（評価分析） 2010/8/4 2010/9/15 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

カンボジア 淡水養殖改善・普及計画（フェーズ2）詳細計画策定調査（第2次調査）(評価分析) 2010/8/4 2010/9/15 インテムコンサルティング株式会社
スリランカ シーギリヤにおける地域主導型観光開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/8/4 2010/9/15 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ペルー カハマルカ州小規模農家生計向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/7/28 2010/9/15 合同会社適材適所
ペルー カハマルカ州小規模農家生計向上プロジェクト詳細計画策定調査(農業技術普及/種子生産) 2010/7/28 2010/9/15 日本工営  株式会社
ペルー カハマルカ州小規模農家生計向上プロジェクト詳細計画策定調査(農民組織/農産物加工・流通） 2010/7/28 2010/9/15 日本工営  株式会社
バングラデシュ 開発事業と住民―政府間意思決定プロセスに関する調査（ガバナンス） 2010/7/28 2010/9/15 小山田　英治
パキスタン 洪水災害復旧・復興支援に係る情報収集・確認調査(灌漑復旧計画) 2010/8/19 2010/9/8 株式会社三祐コンサルタンツ
パキスタン 洪水災害復旧・復興支援に係る情報収集・確認調査(電力復旧計画) 2010/8/19 2010/9/8 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ベトナム （科学技術）天然ゴムを用いる炭素循環システムの構築プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/8/18 2010/9/8 国際航業 株式会社
ガーナ 中小零細企業振興支援プログラム準備調査(品質・生産性向上) 2010/8/4 2010/9/8 株式会社　ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ケニア 「洪水に脆弱な地域における効率的な洪水管理のための能力開発」詳細計画策定調査(コミュニティ開発/評価分析） 2010/7/28 2010/9/8 アイ・シー・ネット株式会社
カンボジア モンドルキリ州小水力地方電化計画の運営・維持管理プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/7/28 2010/9/8 株式会社地域計画連合
フィリピン ムスリム・ミンダナオ自治区人材育成プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/7/21 2010/9/8 株式会社　VSOC
スーダン 北部食料生産基盤整備計画準備調査（環境社会配慮） 2010/7/29 ○ 2010/9/1 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

インド （科学技術）エネルギー消費 小型下水処理技術の開発　詳細計画策定調査 2010/7/29 ○ 2010/9/1 八千代エンジニヤリング株式会社
フィリピン ベンゲット州地域保健システム強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/7/28 2010/9/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
パナマ (科学技術)「太平洋クロマグロとキハダの資源管理と養殖技術開発を目的とした初期生活史比較研究」詳細計画策定調査(評価分析) 2010/7/28 2010/9/1 佐野総合企画株式会社
ケニア 「洪水に脆弱な地域における効率的な洪水管理のための能力開発」詳細計画策定調査(洪水管理） 2010/7/28 2010/9/1 いであ　株式会社
カメルーン （科学技術）熱帯雨林および周辺地帯における持続的な生計戦略・自然資源管理の確立詳細計画策定調査（評価分析） 2010/7/28 2010/9/1 国際航業 株式会社
ネパール カトマンズ盆地交通管理及び道路計画準備調査（都市計画） 2010/7/21 2010/9/1 財団法人日本開発構想研究所
ラオス サバナケット県及びサラワン県における一村一品プロジェクト中間レビュー(評価分析) 2010/7/7 2010/9/1 グローバルリンクマネージメント株式会社

ホンジュラス国「算数指導力向上プロジェクトフェーズ2」及びニカラグア国「初等教育算数指導力向上プロジェクト」終了時評価調査(評価分析) 2010/7/7 2010/9/1 インテムコンサルティング株式会社
--- 平成22年度農業・農村開発分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価(評価分析) 2010/6/30 2010/9/1 中央開発株式会社
--- 平成22年度農業・農村開発分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価(評価分析) 2010/6/30 2010/9/1 株式会社　VSOC
パキスタン 植物遺伝資源保存研究所設立計画フォローアップ協力（応急対策工事） 2010/6/23 2010/9/1 株式会社マツダコンサルタンツ
パキスタン 国道公団（NHA）研究訓練施設設立支援プロジェクト運営指導調査（評価分析） 2010/7/28 2010/8/25 アイ・シー・ネット株式会社
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ナイジェリア コメ収穫後処理技術・マーケティング能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(流通（コメ）) 2010/7/22 ○ 2010/8/25 アイ・シー・ネット株式会社
アフガニスタン 人づくりプロジェクト（仮称）に係る協力準備調査(評価分析) 2010/7/21 2010/8/25 ICONS国際協力株式会社
ネパール カトマンズ盆地交通管理及び道路計画準備調査（交通計画） 2010/7/21 2010/8/25 日本工営  株式会社

アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト中間レビュー調査(評価分析1)(評価分析2) 2010/7/21 2010/8/25 一般財団法人国際開発センター
タンザニア 全国物流詳細計画策定調査(港湾) 2010/7/14 2010/8/25 株式会社ドラムエンジニアリング
ラオス ASEAN統合に向けた開発格差是正を目指したラオス・パイロット・プログラム詳細計画策定調査(環境管理) 2010/7/7 2010/8/25 株式会社ワープインターナショナル
アフガニスタン 人づくりプロジェクト（仮称）に係る協力準備調査(留学生制度設計) 2010/7/21 2010/8/18 財団法人日本国際協力センター
フィリピン （科学技術）小児急性肺炎を対象とした包括的疫学調査プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/7/16 ○ 2010/8/18 特定非営利活動法人HANDS
中華人民共和国 新疆天然草地生態保護と牧畜民定住プロジェクト中間レビュー(評価分析) 2010/7/14 2010/8/18 合同会社適材適所
ウガンダ 気象サービス強化プログラム準備調査（組織強化/人材育成） 2010/7/14 2010/8/18 日本工営  株式会社
ウガンダ 気象サービス強化プログラム準備調査（気象観測） 2010/7/14 2010/8/18 財団法人気象業務支援センター
ウガンダ 保健インフラマネジメントを通じた保健サービス強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析) 2010/7/14 2010/8/18 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

タンザニア 全国物流詳細計画策定調査(物流計画) 2010/7/14 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

タンザニア 全国物流詳細計画策定調査(交通インフラ) 2010/7/14 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

ナイジェリア コメ収穫後処理技術・マーケティング能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（収穫後処理（コメ）） 2010/7/14 2010/8/18 株式会社三祐コンサルタンツ
パプアニューギニア 総合コミュニティ開発プロジェクト中間レビュー調査 2010/7/14 2010/8/18 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
モザンビーク マプト圏公共交通網及び交通インフラ整備情報収集・確認調査(公共交通/交通安全) 2010/7/7 2010/8/18 株式会社パデコ
モザンビーク マプト圏公共交通網及び交通インフラ整備情報収集・確認調査(道路計画) 2010/7/7 2010/8/18 株式会社パデコ
アフリカ地域 西アフリカ諸国電気技術者養成プロジェクト詳細計画策定調査（配変電技術） 2010/6/30 2010/8/18 株式会社井上エンジニアリング
アフリカ地域 西アフリカ諸国電気技術者養成プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/6/30 2010/8/18 国際航業 株式会社
東ティモール インフラ整備・維持管理促進プログラム（上水）準備調査(水道運営/組織/制度) 2010/6/30 2010/8/18 OPMAC株式会社
ベトナム 高危険度感染症研究ネットワーク構築プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/7/15 ○ 2010/8/11 株式会社コーエイ総合研究所
ラオス ASEAN統合に向けた開発格差是正を目指したラオス・パイロット・プログラム詳細計画策定調査(農業振興) 2010/7/7 2010/8/11 一般財団法人国際開発センター
ガーナ 東部回廊整備事業準備調査(橋梁計画) 2010/7/7 2010/8/11 セントラルコンサルタント株式会社
ガーナ 東部回廊開発計画準備調査(環境社会配慮) 2010/7/7 2010/8/11 株式会社ケイディーテック
中華人民共和国 中西部リハビリテーション人材養成プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/7/7 2010/8/11 出口　武智郎
フィリピン ミンダナオ北部貧困削減（バランガイガバナンス）プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/7/7 2010/8/11 合同会社適材適所
ケニア 半乾燥地コミュニティ農業開発計画終了時評価調査(評価分析) 2010/7/7 2010/8/11 株式会社タスクアソシエーツ
スーダン 北部食料生産基盤整備計画準備調査(灌漑計画) 2010/7/7 2010/8/11 日本工営  株式会社
スーダン 北部食料生産基盤整備計画準備調査(灌漑施設・機材整備) 2010/7/7 2010/8/11 日本工営  株式会社
スーダン 北部食料生産基盤整備計画準備調査(営農) 2010/7/7 2010/8/11 日本工営  株式会社
フィリピン ミンダナオ紛争影響地域 稲作中心営農技術普及プロジェクト協力準備調査（案件形成および事前評価調査） 2010/7/7 2010/8/11 アイ・シー・ネット株式会社
モザンビーク ナカラ回廊農業開発研究能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/7/7 2010/8/11 アイ・シー・ネット株式会社
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プロジェクト詳細計画策定調査(デジタル地形図計画/機材計画) 2010/7/7 2010/8/11 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プロジェクト詳細計画策定調査(技術移転計画/GIS計画) 2010/7/7 2010/8/11 社団法人国際建設技術協会
タイ （科学技術）新バイオディーゼルの合成法の開発詳細計画策定調査(評価分析) 2010/7/7 2010/8/11 株式会社　VSOC
バングラデシュ ダッカ市廃棄物管理能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/7/1 ○ 2010/8/11 有限会社ネフカ
東ティモール インフラ整備・維持管理促進プログラム（上水）準備調査(水道施設) 2010/6/30 2010/8/11 株式会社ソーワコンサルタント
ルワンダ 「中等理数科教育強化プロジェクト」終了時評価調査（評価分析） 2010/6/30 2010/8/11 合同会社適材適所
--- ガバナンス分野課題対応力強化(ガバナンス課題情報整備・分析) 2010/6/30 2010/8/11 株式会社コーエイ総合研究所
タンザニア LBT(Labor Based Technology)研修能力強化プロジェクト　終了時評価調査(評価分析) 2010/6/23 2010/8/11 株式会社国際開発アソシエイツ
ラオス ASEAN統合に向けた開発格差是正を目指したラオス・パイロット・プログラム詳細計画策定調査(観光振興/評価分析) 2010/7/7 2010/8/4 一般財団法人国際開発センター
インドネシア (科学技術）国際標準微生物資源センター開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/30 2010/8/4 株式会社　VSOC
ガーナ アッパーウェスト州地域保健機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/23 2010/8/4 アイ・シー・ネット株式会社
ガーナ アッパーウェスト州地域保健機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(母子保健政策) 2010/6/23 2010/8/4 有限会社国際環境科学研究所
ガーナ アッパーウェスト州地域保健機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(地域母子保健) 2010/6/23 2010/8/4 アイ・シー・ネット株式会社
ウズベキスタン 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)に係るポストフェーズ2調査（ビジネスコース設計(PMP修了生向け)) 2010/6/23 2010/8/4 ビコーズインスチチュート　株式会社
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析1) 2010/6/23 2010/8/4 株式会社国際開発アソシエイツ
ブータン 地方電化促進プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/6/9 2010/8/4 OPMAC株式会社
フィリピン イロイロ州地域活性化・LGUクラスター開発プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/6/25 ○ 2010/7/28 中央開発株式会社
ベトナム （科学技術）ベトナム北部に適応したベトナム国産の高収量・病虫害抵抗性品種の開発プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/6/23 2010/7/28 A&Mコンサルタント有限会社
ミャンマー 社会的被害者保護支援促進プロジェクト(人身取引)詳細計画策定調査　(評価分析) 2010/6/23 2010/7/28 グローバルリンクマネージメント株式会社
アフガニスタン 「地方3州における教員養成支援プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/23 2010/7/28 株式会社日本開発サービス
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析2) 2010/6/23 2010/7/28 土井　弘行
カンボジア 投資委員会投資関連サービス向上詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/16 2010/7/28 株式会社コーエイ総合研究所
カメルーン （科学技術）火口湖ガス災害防止の総合対策と人材育成プロジェクト詳細計画策定調査(火山防災／地質) 2010/6/16 2010/7/28 有限会社　地圏探査技術研究所
スリランカ 全国廃棄物管理支援センター能力強化プロジェクト終了時評価調査 2010/6/16 2010/7/28 三井共同建設コンサルタント株式会社
--- 高等教育分野課題対応支援（高等教育課題情報整備） 2010/5/26 2010/7/28 石山　怜子
中華人民共和国 都市典型廃棄物循環利用体系建設及びパイロットプロジェクト事業詳細計画策定調査(廃棄物管理) 2010/6/23 2010/7/21 国際航業  株式会社
中華人民共和国 都市典型廃棄物循環利用体系建設およびパイロットプロジェクト事業詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/23 2010/7/21 国際航業  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詳細計画策定調査（その3）(評価分析) 2010/6/23 2010/7/21 国際航業  株式会社
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バングラデシュ （科学技術）「顧みられない熱帯病（NTDs）に関する中核的研究センタープロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/16 2010/7/21 株式会社日本開発サービス
--- プロジェクト研究「農業・農村開発協力における援助指標設定」（評価分析1、評価分析2） 2010/6/16 2010/7/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
--- 保健人材情報整備支援 2010/6/16 2010/7/21 株式会社コーエイ総合研究所
ラオス 援助協調情報収集・確認調査(援助協調) 2010/6/9 2010/7/21 A&Mコンサルタント有限会社
キルギス バイオガス技術普及支援計画プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/6/9 2010/7/21 アイ・シー・ネット株式会社
コンゴ民主共和国 保健人材開発支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/9 2010/7/21 特定非営利活動法人HANDS
ラオス 南部メコン川沿岸地域農業生産性向上・多様化のための参加型灌漑農業振興プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/3 ○ 2010/7/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
ラオス 南部メコン川沿岸地域農業生産性向上・多様化のための参加型灌漑農業振興プロジェクト詳細計画策定調査(水管理/組織制度) 2010/6/3 ○ 2010/7/21 NTCインターナショナル株式会社
ベトナム 法・司法制度改革支援プロジェクト　終了時評価調査 2010/6/2 2010/7/21 有限会社アイエムジー
マラウイ アフリカにおける参加型灌漑管理組織と農村社会(灌漑農業・水管理) 2010/6/2 2010/7/21 株式会社　オーテーシー
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詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/16 ○ 2010/7/14 国際航業  株式会社
セネガル 衛生分野における基礎情報収集・確認調査(村落衛生) 2010/6/16 2010/7/14 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ネパール シンズリ道路維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理計画) 2010/6/16 2010/7/14 日本工営  株式会社
ネパール シンズリ道路維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/16 2010/7/14 インテムコンサルティング株式会社
インドネシア 開発政策借款・インフラ改革セクター開発プログラムモニタリング支援 2010/6/11 ○ 2010/7/14 株式会社ソーワコンサルタント
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詳細計画策定調査(建物評価) 2010/6/10 ○ 2010/7/14 大日コンサルタント株式会社
マレーシア （科学技術）リモートセンシングによる地盤災害予測・監視システムの開発に係る詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/10 ○ 2010/7/14 水産エンジニアリング株式会社
エチオピア アムハラ州感染症対策強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/6/9 2010/7/14 一般財団法人国際開発センター
カメルーン 熱帯雨林陸稲振興計画　第2次詳細計画策定調査(農産物マーケティング） 2010/6/9 2010/7/14 ICONS国際協力株式会社
パラグアイ 看護・助産継続教育強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/6/9 2010/7/14 グローバルリンクマネージメント株式会社
エクアドル チンボラソ県貧困削減のための持続的総合農村開発実施体制強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/6/9 2010/7/14 グローバルリンクマネージメント株式会社
アルジェリア サハラを起点とするソーラーブリーダー研究開発詳細計画策定調査(評価分析) 2010/6/9 2010/7/14 アイコンズ（ICONS）国際協力株式会社
マラウイ 県教育開発計画制度化プロジェクト（DEPIP）終了時評価調査　(評価分析) 2010/6/9 2010/7/14 グローバルリンクマネージメント株式会社
コスタリカ バラ・デル・コロラド野生生物保護区における住民参加型管理中間レビュー調査（評価分析） 2010/6/9 2010/7/14 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 地方政府環境管理能力強化中間レビュー調査 2010/6/2 2010/7/14 グローバルリンクマネージメント株式会社
インド マディヤ・プラデシュ州リプロダクティブヘルスプロジェクト(フェーズ2)終了時評価調査(評価分析) 2010/5/26 2010/7/14 株式会社タック・インターナショナル
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詳細計画策定調査(耐震技術) 2010/5/26 2010/7/14 OYOインターナショナル株式会社
ネパール モニタリング評価システム強化プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査 2010/5/26 2010/7/14 一般財団法人国際開発センター
中華人民共和国 中国安全生産科学技術能力強化計画プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/5/26 2010/7/14 株式会社グローバル企画
ヨルダン 職業訓練マネジメント強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/5/19 2010/7/14 株式会社ピオニエ・リサーチ
ケニア 中南部持続的小規模灌漑開発管理プロジェクト　終了時評価調査(評価分析) 2010/6/4 ○ 2010/7/7 アイ・シー・ネット株式会社
カメルーン 第5次地方給水計画準備調査(村落給水計画/水理地質) 2010/6/2 2010/7/7 株式会社エイト日本技術開発
カメルーン 第5次地方給水計画準備調査(運営維持管理計画/環境社会配慮) 2010/6/2 2010/7/7 アイ・シー・ネット株式会社
ニカラグア 住民による森林管理計画終了時評価調査（評価分析） 2010/5/27 ○ 2010/7/7 株式会社日本開発サービス
セーシェル 海岸侵食・洪水管理プロジェクト詳細計画策定調査(海岸保全) 2010/5/26 2010/7/7 セントラルコンサルタント株式会社
フィリピン ミンダナオ紛争影響地域におけるコミュニティ開発のための能力強化プロジェクト協力準備調査(評価分析) 2010/5/26 2010/7/7 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 森林火災危機管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/5/19 2010/7/7 有限会社アイエムジー
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詳細計画策定調査(産業動向/評価分析) 2010/6/9 2010/6/30 ICONS国際協力株式会社
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詳細計画策定調査（コミュニティ開発） 2010/6/2 2010/6/30 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
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詳細計画策定調査（評価分析） 2010/6/2 2010/6/30 株式会社　VSOC
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詳細計画策定調査（建築） 2010/6/2 2010/6/30 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
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(その１)(下水道施設計画) 2010/5/28 2010/6/30 八千代エンジニヤリング株式会社
バングラデシュ ソーシャルビジネスの可能性に関する情報収集・確認調査（ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ・BOP1）（ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ・BOP2） 2010/5/26 2010/6/30 特定非営利活動法人ｼｬﾌﾟﾗﾆｰﾙ=市民による海外協力の会

中華人民共和国 循環型経済推進プロジェクト・サブプロジェクト3　協力枠組確定調査(廃棄物管理/再利用) 2010/5/26 2010/6/30 株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所

ガーナ 公務員研修センター機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/5/26 2010/6/30 グローバルリンクマネージメント株式会社
ウガンダ 地方電化に係る情報収集確認調査(地方電化計画) 2010/5/26 2010/6/30 日本工営  株式会社
フィリピン 地方都市における適正固形廃棄物管理プロジェクト終了時評価（評価分析） 2010/5/26 2010/6/30 国際航業  株式会社
フィリピン 地方都市における適正固形廃棄物管理プロジェクト終了時評価（廃棄物管理） 2010/5/26 2010/6/30 株式会社エックス都市研究所
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詳細計画策定調査　(その2)（電気設備） 2010/5/26 2010/6/30 八千代エンジニヤリング株式会社
ケニア コミュニティヘルス戦略強化プロジェクト　詳細計画策定調査（評価分析） 2010/5/26 2010/6/30 グローバルリンクマネージメント株式会社
エチオピア 橋梁維持管理能力向上プロジェクト　終了時評価調査(評価分析) 2010/5/26 2010/6/30 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 経済特別地域（SEZ）開発マスタープラン詳細計画策定調査（評価分析） 2010/5/19 2010/6/30 ビコーズインスチチュート　株式会社
タンザニア タザラ交差点改良計画協力準備調査(環境社会配慮) 2010/5/13 ○ 2010/6/30 株式会社エー・エス・エンジニアリング
インドネシア スラウェシ地域開発能力向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析2） 2010/5/12 2010/6/30 株式会社アルメック
ウガンダ 地方電化に係る情報収集確認調査(環境社会配慮) 2010/5/26 2010/6/23 株式会社ソーワコンサルタント
セーシェル 海岸侵食・洪水管理プロジェクト詳細計画策定調査(洪水管理) 2010/5/26 2010/6/23 株式会社　ニュージェック
マレーシア （科学技術）アジア地域の低炭素社会シナリオの開発プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/5/19 2010/6/23 株式会社インターワークス
中華人民共和国 家庭保健を通じた感染症予防等健康教育強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/5/19 2010/6/23 株式会社タック・インターナショナル
ネパール シンズリ道路沿線地域高付加価値農業普及促進プロジェクト詳細計画策定調査（環境社会配慮/評価分析） 2010/5/12 2010/6/23 株式会社  双日総合研究所
インドネシア スラウェシ地域開発能力向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析１） 2010/5/12 2010/6/23 株式会社  システム科学研究所
セルビア 気候変動対策におけるNAMAS促進プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/4/28 2010/6/23 アイ・シー・ネット株式会社
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フィリピン 船員育成に係る情報収集・確認調査（船員育成） 2010/4/28 2010/6/23 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス

インドネシア ジャカルタ首都圏総合治水能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/4/28 2010/6/23 有限会社アイ・アール・エム
フィリピン レプトスピラ症の予防対策と診断技術の開発プロジェクト施工管理支援業務（バイオセーフティーレベル2実験室整備） 2010/4/28 2010/6/23 株式会社日本開発サービス
ベトナム 国家生物多様性データベースシステム開発プロジェクト詳細計画策定調査(計画分析) 2010/5/25 ○ 2010/6/16 株式会社ソーワコンサルタント
ベトナム ベトナム農民組織機能強化プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査（評価分析） 2010/5/19 2010/6/16 A&Mコンサルタント有限会社
コモロ 国立水産学校カリキュラム支援及び運営強化プロジェクト詳細計画策定調査(施設整備・積算) 2010/5/19 2010/6/16 株式会社福永設計
タンザニア 「コメ生産能力強化」プログラム準備調査（その2）（人材育成計画） 2010/5/19 2010/6/16 一般財団法人国際開発センター
タンザニア 「コメ生産能力強化」プログラム準備調査（その2）（灌漑技術） 2010/5/19 2010/6/16 NTCインターナショナル株式会社
インド 「カラワティ・サラン国立小児病院改善計画」及び「サー・ジェイ・ジェイ病院及びカマ・アンド・アルブレス母子病院医療機材整備計画」フォローアップ調査（機材管理計画） 2010/5/19 2010/6/16 ビンコーインターナショナル  株式会社
インド 「カラワティ・サラン国立小児病院改善計画」及び「サー・ジェイ・ジェイ病院及びカマ・アンド・アルブレス母子病院医療機材整備計画」フォローアップ調査（機材計画/積算） 2010/5/19 2010/6/16 ビンコーインターナショナル  株式会社
モザンビーク ショクエ灌漑スキーム小規模農家稲作生産性向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/5/12 2010/6/16 株式会社  双日総合研究所
モザンビーク ショクエ灌漑スキーム小規模農家稲作生産性向上プロジェクト詳細計画策定調査(営農 �) 2010/5/12 2010/6/16 有限会社アールディーアイ
モザンビーク ショクエ灌漑スキーム小規模農家稲作生産性向上プロジェクト詳細計画策定調査(灌漑水管理) 2010/5/12 2010/6/16 株式会社　オーテーシー
ラオス セタティラート大学病院医学教育研究機能強化プロジェクト終了時評価調査 2010/5/12 2010/6/16 株式会社日本開発サービス
フィリピン 水利組合強化支援プロジェクト終了時評価調査 2010/5/12 2010/6/16 アイ・シー・ネット株式会社
ネパール シンズリ道路沿線地域高付加価値農業普及促進プロジェクト詳細計画策定調査（農産物市場/流通） 2010/5/12 2010/6/16 株式会社ケイディーテック
ベトナム 国家生物多様性データベースシステム開発プロジェクト詳細計画策定調査(データベースシステム開発) 2010/5/12 2010/6/16 アジア航測　株式会社
モザンビーク国、ガボン国、コンゴ民主共和国 アフリカ3カ国森林資源調査及びREDDプラスインベントリー基礎情報収集・確認調査 2010/5/12 2010/6/16 国際航業  株式会社
ラオス 公共財政管理能力強化プロジェクト中間評価調査 2010/5/12 2010/6/16 ビンコーインターナショナル  株式会社
カンボジア国・ラオス国 メコン河生態系保全（カワイルカ保護）に関する情報収集・確認調査（カワイルカ保護活動支援） 2010/5/12 2010/6/16 ICONS国際協力株式会社
カンボジア国・ラオス国 メコン河生態系保全（カワイルカ保護）に関する情報収集・確認調査（村落開発支援） 2010/5/12 2010/6/16 株式会社　国際水産技術開発
パキスタン 環境モニタリング支援プロジェクト中間レビュー調査（環境モニタリング） 2010/5/12 2010/6/16 株式会社グローバル企画
インドネシア P3CU・PPPネットワーク機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(PPP政策・制度) 2010/4/28 2010/6/16 有限会社アイエムジー
カンボジア 平成22年度プロジェクト研究（カンボジア法整備支援） 2010/4/28 2010/6/16 坂野　一生
カンボジア 人間の安全保障実現化のためのCMAC機能強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/4/28 2010/6/16 株式会社コーエイ総合研究所
インドネシア P3CU・PPPネットワーク機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(PPP事業・形成プロセス) 2010/4/28 2010/6/16 合同会社MAXEED
フィリピン ダバオ地域地方行政・地域社会強化プロジェクト終了時評価調査 2010/4/21 2010/6/16 一般財団法人国際開発センター
パキスタン シンド州小児病院およびムルタン県立中央病院整備計画協力準備調査（予備調査）(保健医療体制) 2010/4/7 2010/6/16 有限会社国際環境科学研究所
タンザニア 稲作振興におけるジェンダー主流化調査（ジェンダー分析） 2010/5/12 2010/6/9 インテムコンサルティング株式会社
セネガル サンルイ水産加工場整備計画準備調査（その１）にかかる追加調査（海洋土木） 2010/5/12 2010/6/9 株式会社ドラムエンジニアリング

遠隔技術協力の利活用促進及び課題対応強化（遠隔技術協力） 2010/5/12 2010/6/9 株式会社安藤コンサルタンツ
東ティモール ボランティア要請背景調査（活動条件調査） 2010/5/12 2010/6/9 社団法人青年海外協力協会
キルギス イシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト　終了時評価調査(評価分析) 2010/4/28 ○ 2010/6/9 佐野総合企画株式会社
カンボジア 森林分野人材育成計画フェーズ２終了時評価調査（評価分析） 2010/4/28 2010/6/9 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
タンザニア 地方自治研修能力強化計画終了時評価調査（評価分析） 2010/4/28 2010/6/9 財団法人国際開発高等教育機構
ヨルダン ヨルダン渓谷道路開発計画調査詳細計画策定調査(道路交通計画) 2010/4/28 2010/6/9 株式会社トーニチコンサルタント
ジャマイカ 上水施設維持管理能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/4/28 2010/6/9 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
パキスタン 電力セクター基礎情報収集・確認調査（電力開発・発電計画） 2010/4/28 2010/6/9 プロアクトインターナショナル株式会社
パキスタン 電力セクター基礎情報収集・確認調査（再生可能エネルギー・省エネルギー） 2010/4/28 2010/6/9 日本工営  株式会社
モザンビーク 観光セクター情報収集・確認調査（観光開発） 2010/4/28 2010/6/9 株式会社パデコ
ボスニア・ヘルツェゴビナ 「スレブレニツァ地域における信頼醸成のための農業・農村開発プロジェクト」中間レビュー（評価分析） 2010/4/28 2010/6/9 株式会社国際開発アソシエイツ
アジア地域 平成22年度水資源分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価（グループ2）(評価分析１) 2010/4/22 ○ 2010/6/9 株式会社三菱総合研究所
アジア地域 平成22年度水資源分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価（グループ2）(評価分析２) 2010/4/22 ○ 2010/6/9 株式会社国際開発センター
グアテマラ 観光自治管理委員会強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/4/21 2010/6/9 株式会社日本開発サービス
ベトナム 貧困地域小規模インフラ整備計画にかかる参加型水管理推進プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/4/21 2010/6/9 アイ・シー・ネット株式会社

環境プログラム無償実施環境調査(無償資金協力) 2010/4/14 2010/6/9 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド

上水道分野における有償資金協力に係る技術支援調査(上水道) 2010/3/31 2010/6/9 柳内　龍二
ラオス 森林セクター能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/4/28 2010/6/2 一般財団法人国際開発センター
ヨルダン ヨルダン渓谷道路開発計画調査詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2010/4/28 2010/6/2 国際航業  株式会社
スーダン 北部・保健人材育成情報収集・確認調査（保健計画） 2010/4/28 2010/6/2 アイ・シー・ネット株式会社
スーダン 北部・保健人材育成情報収集・確認調査（医療機材維持管理） 2010/4/28 2010/6/2 出口　武智郎
セネガル 農村零細事業強化・起業家育成支援プロジェクト（一村一品）詳細計画策定調査(評価分析) 2010/4/21 2010/6/2 グローバルリンクマネージメント株式会社
セネガル 農村零細事業強化・起業家育成支援プロジェクト（一村一品）詳細計画策定調査(地場産業振興/一村一品) 2010/4/21 2010/6/2 ICONS国際協力株式会社
ニジェール マラリア対策支援プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/4/21 2010/6/2 特定非営利活動法人HANDS
ホンジュラス オランチョ県思春期リプロダクティブヘルス強化プロジェクト　中間レビュー調査(評価分析) 2010/4/21 2010/6/2 グローバルリンクマネージメント株式会社
ベトナム ファンリー・ファンティエット農業開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/4/21 2010/6/2 グローバルリンクマネージメント株式会社
グアテマラ 首都圏水質改善のための排水統合管理プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/4/21 2010/6/2 アイ・シー・ネット株式会社

防災分野課題対応支援（課題対応強化） 2010/4/21 2010/6/2 大井　英臣
カンボジア 淡水養殖改善・普及プロジェクト（フェーズ2）詳細計画策定調査（第１次調査）(養殖環境調査) 2010/4/14 2010/6/2 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

障害者支援分野課題対応強化支援 2010/3/31 2010/6/2 株式会社国際開発アソシエイツ
アフリカ地域 平成22年度水資源分野技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価（グループ1）(評価分析1)(評価分析2) 2010/3/31 2010/6/2 アイ・シー・ネット株式会社
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平成22年度水資源分野技術協力プロジェクト終了時評価（グループ3）(評価分析1)(評価分析2) 2010/3/31 2010/6/2 有限会社　アイエムジー
アフガニスタン 配電人材研修プロジェクト詳細計画策定調査（実施協議） 2010/4/23 ○ 2010/5/26 八千代エンジニヤリング株式会社
タイ 地方環境管理能力向上及び連携強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/4/21 2010/5/26 バリュープランニング・インターナショナル株式会社

エジプト ナイルデルタ地域農業用水水質改善・再利用計画プロジェクト準備調査(水質保全対策1、水質保全対策2) 2010/4/21 2010/5/26 株式会社建設技研インターナショナル
エジプト ナイルデルタ地域農業用水水質改善・再利用計画プロジェクト準備調査(農業用水再利用計画) 2010/4/21 2010/5/26 株式会社三祐コンサルタンツ
セネガル 劣化土壌回復のための総合的能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/4/19 ○ 2010/5/26 株式会社設計計画
インドネシア 低炭素開発戦略支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析(NAPA･NAMA支援／GHGインベントリー)) 2010/4/16 ○ 2010/5/26 インテムコンサルティング株式会社
パキスタン 国境地域安定化支援にかかる情報収集・確認調査(危機分析・復興支援) 2010/4/14 2010/5/26 株式会社国際開発アソシエイツ
パナマ 「ベラグアス県コミュニティ栄養改善計画」終了時評価調査(評価分析) 2010/4/14 2010/5/26 株式会社インターワークス
ラオス 保健セクター事業調整能力強化終了時評価調査及びフェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2010/4/14 2010/5/26 株式会社インターワークス
イラク クルド地域における農業分野案件形成準備調査(農業普及/農家経営) 2010/4/19 ○ 2010/5/19 国際耕種株式会社
インドネシア 低炭素開発戦略支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析(脆弱性評価)) 2010/4/16 ○ 2010/5/19 株式会社  システム科学研究所
タイ 交通セクターに係る情報収集・確認調査(都市交通に係る気候変動緩和策) 2010/4/14 2010/5/19 一般財団法人国際開発センター
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詳細計画策定調査（その１）(発電機械設備) 2010/4/14 2010/5/19 八千代エンジニヤリング株式会社
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詳細計画策定調査(水資源開発/ダム計画) 2010/4/14 2010/5/19 八千代エンジニヤリング株式会社
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詳細計画策定調査(水理地質/ダム地質) 2010/4/14 2010/5/19 中央開発株式会社
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詳細計画策定調査(気象・水文観測) 2010/4/14 2010/5/19 株式会社建設技研インターナショナル
ニカラグア プエルトカベサス先住民コミュニティ生計向上計画中間レビュー調査（評価分析） 2010/4/14 2010/5/19 株式会社　VSOC
エチオピア ベレテ・ゲラ参加型森林管理計画フェーズ２終了時評価(評価分析） 2010/4/7 2010/5/19 水産エンジニアリング株式会社
ラオス 南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/4/7 2010/5/19 株式会社インターワークス
ラオス 南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト詳細計画策定調査(水産養殖) 2010/4/7 2010/5/19 株式会社　国際水産技術開発

社会保障分野課題対応強化支援(社会保障分野の協力戦略策定支援) 2010/4/7 2010/5/19 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

フィジー 廃棄物減量化・資源化促進プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/4/7 2010/5/19 株式会社国際開発アソシエイツ
ネパール 「ラジオネパールを通じたメディア能力強化プロジェクト」詳細計画調査(評価分析) 2010/4/7 2010/5/19 八千代エンジニヤリング株式会社
グアテマラ こどもの健康プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2010/3/31 2010/5/19 グローバルリンクマネージメント株式会社
ルワンダ 電力公社訓練センター能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/3/31 2010/5/19 国際航業  株式会社
ルワンダ 電力公社訓練センター能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（発変電計画） 2010/3/31 2010/5/19 株式会社　アジア共同設計コンサルタント
ケニア ナクル湖集水域管理プロジェクト準備調査（流域管理／組織制度） 2010/4/8 ○ 2010/5/12 株式会社建設技研インターナショナル
中南米地域 中米カリブ地域/看護基礎・継続教育強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/4/7 2010/5/12 株式会社フジタプランニング
パキスタン シンド州小児病院およびムルタン県立中央病院整備計画協力準備調査（予備調査）(施設計画) 2010/4/7 2010/5/12 有限会社金山秀明一級建築士事務所
パキスタン シンド州小児病院およびムルタン県立中央病院整備計画協力準備調査（予備調査）(機材計画) 2010/4/7 2010/5/12 株式会社日本開発サービス
カザフスタン カザフスタン日本人材開発センタープロジェクト運営指導調査(計画評価) 2010/4/7 2010/5/12 有限会社　アイエムジー
ルワンダ 丘陵地灌漑開発計画準備調査(環境社会配慮） 2010/4/5 ○ 2010/5/12 株式会社ソーワコンサルタント
カンボジア トンレサップ地域農産物振興プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/3/31 2010/5/12 株式会社日本開発サービス
ルワンダ 一村一品運動のための能力強化プロジェクト準備調査(評価分析) 2010/3/31 2010/5/12 アイ・シー・ネット株式会社
ルワンダ 一村一品運動のための能力強化プロジェクト準備調査(地場産業振興) 2010/3/31 2010/5/12 株式会社コーエイ総合研究所
ブータン 地方行政支援プロジェクトフェーズ2終了時評価調査(評価分析) 2010/3/31 2010/5/12 株式会社国際開発アソシエイツ
セネガル 理数科教育改善プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2010/3/31 2010/5/12 ICONS国際協力株式会社
ルワンダ 電力公社訓練センター能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（送配電計画） 2010/3/31 2010/5/12 日本工営  株式会社
ネパール 学校保健・栄養改善プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2010/3/31 2010/5/12 グローバルリンクマネージメント株式会社
モーリシャス 気候変動プログラム準備調査(気象観測) 2010/3/31 2010/5/12 財団法人気象業務支援センター
パレスチナ 地方行政制度改善プロジェクト終了時評価調査評価分析（地方財政・研修） 2010/3/25 ○ 2010/5/12 アイ・シー・ネット株式会社
セネガル 劣化土壌回復のための総合的能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（植林（土壌劣化対策）） 2010/3/24 2010/5/12 社団法人  日本森林技術協会
パレスチナ 地方行政制度改善プロジェクト終了時評価調査評価分析（広域連合） 2010/3/17 2010/5/12 アイ・シー・ネット株式会社

出資案件の金融審査手法に関する調査(金融審査手法)(定量分析手法) 2010/3/17 2010/5/12 株式会社野村総合研究所
モンゴル 外国貿易投資環境整備プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/3/10 2010/5/12 バリュープランニング・インターナショナル株式会社

マラウイ 一村一品運動のための制度構築と人材育成プロジェクト終了時評価 2010/2/17 ○ 2010/5/12 於勢　泰子
ケニア 大バリンゴ県太陽光を用いた村落給水計画準備調査（その1）（地下水開発計画/水理地質） 2010/3/31 ○ 2010/4/28 中川　英朗
マラウイ シレ川中流域における村落振興・森林復旧プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2010/3/31 2010/4/28 株式会社タスクアソシエーツ
モーリシャス 気候変動プログラム準備調査(防災計画／土砂災害対策) 2010/3/31 2010/4/28 日本工営  株式会社
ケニア ナクル湖集水域管理プロジェクト準備調査（環境モニタリング／住民意識調査） 2010/3/31 2010/4/28 株式会社建設技研インターナショナル
ケニア ナクル湖集水域管理プロジェクト準備調査（汚水処理／雨水排水） 2010/3/31 2010/4/28 株式会社建設技研インターナショナル
パキスタン ギルギット・バルティスタン地域園芸分野にかかる情報収集・確認調査 2010/3/30 ○ 2010/4/28 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

アフリカ地域 アフリカにおける農業機械化支援方針策定調査（農業機械化（東南部アフリカ）） 2010/3/29 ○ 2010/4/28 徳 本　靖
アフリカ地域 アフリカにおける農業機械化支援方針策定調査（農業機械化（中西部アフリカ）） 2010/3/29 ○ 2010/4/28 株式会社タスクアソシエーツ
モロッコ 「アブダ・ドゥカラ灌漑事業」円借款附帯プロジェクト詳細計画策定調査（I）(かんがい/水文･気象) 2010/3/29 ○ 2010/4/28 中央開発株式会社
アフガニスタン 教師教育強化プロジェクトフェーズ2終了時評価調査(評価分析) 2010/3/24 2010/4/28 インテムコンサルティング株式会社
ザンビア 地方給水維持管理能力強化プロジェクト2終了時評価調査(評価分析) 2010/3/17 2010/4/28 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

東ティモール マナツト県灌漑稲作プロジェクト　フェーズ２詳細計画策定調査(評価分析) 2010/3/17 2010/4/28 土井　弘行
保健医療分野課題対応支援(保健医療課題対応強化（保健システム・感染症対策）) 2010/3/17 2010/4/28 株式会社フジタプランニング
保健医療分野課題対応支援(保健医療課題対応強化（母子保健・保健人材）) 2010/3/17 2010/4/28 星合　千春
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コンサルタント等役務提供契約
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

ツバル 離島漁村間連絡船建造計画 F/U調査(船舶改修計画／運用・維持管理計画)(船舶エンジン／船舶機器・計器／調達計画) 2010/3/17 ○ 2010/4/28 水産エンジニアリング株式会社
ケニア 大バリンゴ県太陽光を用いた村落給水計画準備調査（その1）（給水施設/運営・維持管理） 2010/3/10 2010/4/28 株式会社三祐コンサルタンツ

教育分野課題対応支援(教育課題情報分析) 2010/3/10 2010/4/28 興津　妙子
教育分野課題対応支援(教育課題情報整備) 2010/3/10 2010/4/28 伴　奈保

フィリピン 「メトロイリガン産業開発拠点インフラ整備事業」支援調査(代替燃料計画) 2010/3/10 2010/4/28 若林　英人
ルワンダ イミドゥグドゥ水・衛生改善計画プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/3/24 2010/4/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
ザンビア ンドラ市上下水道改善計画準備調査（その１）(下水道計画／水質／環境社会配慮) 2010/3/23 ○ 2010/4/21 柳内　龍二
モルドバ 中小企業振興分野情報収集・確認調査(中小企業振興) 2010/3/17 2010/4/21 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

南米地域 広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/3/17 2010/4/21 A&Mコンサルタント有限会社
フィリピン 「メトロイリガン産業開発拠点インフラ整備事業」支援調査(地域開発（道路）)(農業) 2010/3/10 2010/4/21 日本工営  株式会社
フィリピン ダバオ産業クラスター開発計画プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2010/3/10 2010/4/21 アイ・シー・ネット株式会社

アカウンタビリティ向上に係る調査(総合分析)(比較分析)(事例研究) 2010/3/10 2010/4/21 デロイト　トーマツ　コンサルティング株式会社

カンボジア 農業資材（化学肥料及び農薬）品質管理能力向上計画中間レビュー調査 2010/2/24 2010/4/21 有限会社　クランベリー
--- 運輸交通分野課題対応支援(課題情報作成支援) 2010/3/11 ○ 2010/4/14 株式会社建設技研インターナショナル
モザンビーク ザンベジア州ナンテ地区稲作振興プロジェクト第2次詳細計画策定調査(農業土木) 2010/3/11 ○ 2010/4/14 中央開発株式会社
ソロモン マラリア対策活動推進プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/3/10 2010/4/14 株式会社日本開発サービス
ラオス ラオス日本人材開発センタープロジェクト運営指導調査(プロジェクト計画策定) 2010/3/10 2010/4/14 株式会社　アンジェロセック

「開発途上国における鉄道分野の国際協力に関する研究会(プロジェクト研究）」調査業務(研究会調査（鉄道計画）)(研究会調査（鉄道運営）)(研究会調査（情報整備）) 2010/3/10 2010/4/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
平和構築支援分野課題対応支援(平和構築課題情報収集・分析) 2010/3/10 2010/4/14 土肥　優子

タンザニア 保健人材開発強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/3/10 2010/4/14 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

平成22年度貧困削減分野情報調査・整理(貧困削減) 2010/3/3 2010/4/14 川鍋　とも子
情報通信技術分野課題対応支援(課題対応強化) 2010/3/3 2010/4/14 伊藤　由紀美

ザンビア ンドラ市上下水道改善計画準備調査（その１）(上水道計画) 2010/3/3 2010/4/14 株式会社三祐コンサルタンツ
OECD/DAC等における援助効果向上・援助潮流分析調査(援助効果・援助潮流) 2010/2/24 2010/4/14 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

エジプト ハイリスク家庭と子どもへの支援ネットワーク（ヘルプライン事業）強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2010/3/10 2010/4/7 グローバルリンクマネージメント株式会社
パキスタン 気象観測網整備計画フォローアップ協力調査(機材･調達計画) 2010/3/10 2010/4/7 一般財団法人日本気象協会
パキスタン パンジャブ州識字行政改善プロジェクト（フェーズ2）終了時評価調査（評価分析） 2010/3/3 2010/4/7 グローバルリンクマネージメント株式会社
セネガル 国立保健医療・社会開発学校整備計画フォローアップ調査（機材管理計画） 2010/3/3 2010/4/7 株式会社国際テクノ・センター
セネガル 国立保健医療・社会開発学校整備計画フォローアップ調査(機材整備計画/積算) 2010/3/3 2010/4/7 株式会社フジタプランニング
ホンジュラス 西部地域・開発能力強化プロジェクト終了時評価調査 2010/3/3 2010/4/7 株式会社レックス・インターナショナル
ケニア 「全国水資源マスタープラン更新」詳細計画策定調査（水資源管理/水利用計画） 2010/3/3 2010/4/7 日本工営  株式会社
ケニア 「全国水資源マスタープラン更新」詳細計画策定調査（気象/水文） 2010/3/3 2010/4/7 財団法人気象業務支援センター
ケニア 「全国水資源マスタープラン更新」詳細計画策定調査（環境社会配慮） 2010/3/3 2010/4/7 株式会社　VSOC
タンザニア HIV/AIDS対策システム強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2010/3/3 2010/4/7 株式会社タック・インターナショナル
モロッコ 「アブダ・ドゥカラ灌漑事業」円借款附帯プロジェクト詳細計画策定調査（I）(農民組織/政策) 2010/3/3 2010/4/7 株式会社日本開発サービス

環境管理分野課題対応支援 2010/2/26 2010/4/7 財団法人日本国際協力センター
パプアニューギニア 運輸交通セクター調査(空港計画) 2010/2/22 ○ 2010/4/7 日本工営  株式会社
エチオピア 気候変動プログラム準備調査（再生可能エネルギー導入） 2010/2/18 ○ 2010/4/7 株式会社　アジア共同設計コンサルタント
パプアニューギニア 運輸交通セクター調査(道路橋梁計画) 2010/2/4 ○ 2010/4/7 株式会社長大
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