
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

モザンビーク ナカラ港改修計画準備調査 2012/2/6 ○ 2012/3/28 株式会社エコー 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ナミビア 地域産業開発に係る情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/28 有限会社アイエムジー
ブラジル 地上波デジタル放送に係る情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/28 八千代エンジニヤリング株式会社
バングラデシュ 参加型地方開発・行政強化支援事業準備調査 2011/12/14 2012/3/28 アイ・シー・ネット株式会社
ウガンダ 第2次地方給水計画フォローアップ協力 2011/12/14 2012/3/28 株式会社東京設計事務所
マラウイ 水資源マスタープラン策定能力強化プロジェクト(開発調査型技術協力) 2011/12/14 2012/3/28 株式会社建設技研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 株式会社ニュージェック
モザンビーク 観光関連機関間のリンケージ強化を通じたデスティネーションマーケティング・プロモーション能力強化プロジェクト 2011/12/14 2012/3/28 株式会社パセット 株式会社パデコ

化学・石油化学プラント・エンジニアリング耐震技術に係る調査(プロジェクト研究） 2012/1/11 2012/3/28 社団法人日本プラント協会 千代田アドバンスト・ソリューションズ株式会社 千代田ユーテック株式会社
セネガル タンバクンダ、ケドゥグ、マタム州村落衛生改善プロジェクト 2011/12/21 2012/3/28 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

モンゴル 保健セクター情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/28 システム科学コンサルタンツ株式会社
ブータン 南部地域における農業用水の戦略的確保･監理情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/28 株式会社三祐コンサルタンツ
フィリピン 大規模地震被害緩和のための橋梁改善調査プロジェクト（開発計画調査型技術協力） 2011/12/21 2012/3/28 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社長大 日本工営株式会社
ケニア 生産性向上プロジェクト 2011/12/21 2012/3/28 公益財団法人日本生産性本部
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 2011/12/21 2012/3/28 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
ガーナ 東部回廊整備事業準備調査(その２) 2011/12/21 2012/3/28 セントラルコンサルタント株式会社 株式会社パデコ
ベトナム 中部高原開発にかかる情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/28 株式会社コーエイ総合研究所
ガーナ 食糧農業省財務管理改善プロジェクト（優先フェーズ）（第1年次） 2011/12/14 2012/3/21 株式会社コーエイ総合研究所 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

アフリカ地域 中西部アフリカ内陸国及び周辺主要国際港湾所在国を結ぶ国際回廊の交通における情報収集･確認調査 2011/12/7 2012/3/21 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社アンジェロセック
モンゴル ウランバートル市地震防災能力向上プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/12/14 2012/3/21 財団法人都市防災研究所 東電設計株式会社
ギニアビサウ オイオ州安全な水供給計画準備調査(その2) 2011/12/7 2012/3/21 日本テクノ株式会社
フィリピン マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査(気候変動影響評価及び流出解析) 2011/12/7 2012/3/21 国立大学法人東京大学 日本工営株式会社
ブータン 地方電化促進プロジェクトフェーズ2（第１年次） 2011/12/14 2012/3/21 東京電力株式会社
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準備調査 2011/12/14 2012/3/21 セントラルコンサルタント株式会社
ブルンジ ギテガ県における紛争影響地域の生活向上を目的としたコミュニティ開発 2011/12/14 2012/3/21 NTCインターナショナル株式会社 株式会社建設技術センター
コロンビア ボゴタ首都特別区廃棄物総合管理基本計画プロジェクト 2011/12/14 2012/3/21 国際航業株式会社 株式会社エックス都市研究所
カンボジア プノンペン市都市交通計画プロジェクト（開発調査型技術協力） 2011/12/14 2012/3/21 株式会社メッツ研究所 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 株式会社トーニチコンサルタント
インドネシア 気候変動対策プログラム・ローンに係るモニタリング支援調査 2011/12/14 2012/3/21 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
インド マハラシュトラ州揚水発電開発に係る情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/21 電源開発株式会社
ラオス 国家社会経済開発計画に基づく公共投資計画策定支援プロジェクト（第１年次） 2011/12/14 2012/3/21 アイ・シー・ネット株式会社
ウガンダ 地方道路地理情報システムデータベース整備及び運用体制構築プロジェクト 2011/12/14 2012/3/21 株式会社エイト日本技術開発 国際航業株式会社 国立大学法人京都大学
アジア地域 ASEAN諸国における情報セキュリティ情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/21 株式会社三菱総合研究所
インドネシア 地方銀行支援に関する情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/21 株式会社野村総合研究所
全世界 ITSに係る情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/21 日本工営株式会社
全世界 大規模災害からの復興に係る情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/21 株式会社首都圏総合計画研究所 株式会社地域計画連合
ベトナム 北部開発情報収集・確認調査 2012/1/4 2012/3/21 日本工営株式会社
ブラジル ITSマスタープラン調査プロジェクト 2011/12/21 2012/3/21 日本工営株式会社 中南米工営株式会社
スリランカ スリランカを中心とした国際物流に係る情報収集・確認調査 2012/1/11 2012/3/21 株式会社パデコ
モンゴル ウランバートル市アジルチン跨線橋建設事業準備調査 2011/12/21 2012/3/21 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社長大 社団法人国際建設技術協会
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　ビジネスディベロップメントサービス実施能力向上サブプロジェクト 2011/12/21 2012/3/21 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 株式会社ナインステップス
ベトナム ディエンビエン省REDD+パイロットプロジェクト 2011/12/21 2012/3/21 社団法人海外林業コンサルタンツ協会 一般社団法人日本森林技術協会
モンゴル 投資並びにビジネス交流促進情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/21 有限会社グローバル開発経営コンサルタンツ

全世界 道路･橋梁維持管理に関する情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/21 株式会社三菱総合研究所
大洋州地域 沖縄県の優位性のある国際協力リソースと対大洋州協力の可能性に係る情報収集・確認調査 2011/12/21 2012/3/21 一般財団法人南西地域産業活性化センター

マリ バマコ市及び周辺GISデータ整備計画(開発計画調査型技術協力) 2011/12/21 2012/3/21 アジア航測株式会社 
アフリカ地域 人造り協力の在り方に係る情報収集･確認調査 2012/1/4 2012/3/21 株式会社国際開発センター 株式会社国際開発ジャーナル社
イラン 石油災害に対する緊急対応体制整備計画（第１年次） 2011/8/31 2012/3/14 日本オイルエンジニアリング株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
パキスタン 空港保安強化計画準備調査 2011/11/28 ○ 2012/3/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ベトナム ホイアン市下水道整備情報収集･確認調査 2011/12/13 ○ 2012/3/14 日本水工設計株式会社
ジンバブエ チトゥンギザ市上下水・廃棄物管理改善プロジェクト(開発計画調査型技術協力)（第1年次） 2011/12/14 ○ 2012/3/14 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ラオス 南部地域経済開発に係る基礎情報収集・確認調査 2011/11/24 2012/3/14 株式会社国際開発センター 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング アイ・シー・ネット株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 一村一品アプローチの有効性レビュー調査 2011/12/21 2012/3/14 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
ウガンダ 湿地管理プロジェクト（第１年次） 2011/12/7 2012/3/14 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 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

フィリピン マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査(水収支解析等) 2011/12/7 2012/3/14 日本工営株式会社 国立大学法人東京大学
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 2011/12/14 2012/3/14 システム科学コンサルタンツ株式会社
アフガニスタン フォローアップ協力｢カブール市大学機材整備計画｣簡易据付け及び操作指導 2011/12/21 2012/3/14 システム科学コンサルタンツ株式会社
インドネシア 南南協力推進のためのナレッジマネジメントプロジェクト 2011/12/14 2012/3/14 アイ・シー・ネット株式会社
フィリピン 広域防災システム整備計画準備調査（フィリピン） 2011/12/14 2012/3/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ パシフィックコンサルタンツ株式会社
インドネシア 広域防災システム整備計画準備調査（インドネシア） 2011/12/14 2012/3/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ パシフィックコンサルタンツ株式会社
インドネシア 離島マイクログリッドシステムに係る基礎情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/14 株式会社ニュージェック
バングラデシュ 再生可能エネルギー普及支援事業準備調査 2011/12/14 2012/3/14 株式会社三菱総合研究所
バングラデシュ 地方都市給水セクター情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/14 株式会社東京設計事務所 国際航業株式会社
中華人民共和国 黒河金盆ダム湖および上流域水環境管理向上プロジェクト 2011/12/14 2012/3/14 株式会社建設技研インターナショナル 独立行政法人水資源機構
フィリピン 災害リスク削減・管理能力向上プロジェクト（第一年次） 2011/12/14 2012/3/14 有限会社アイアールエム 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社建設技研インターナショナル
ウズベキスタン 山岳鉄道運営に係る実施機関能力向上プロジェクト(円借款附帯プロジェクト) 2011/12/14 2012/3/14 日本交通技術株式会社
ガーナ 小零細企業向けBDS強化による品質・生産性向上プロジェクト 2011/12/14 2012/3/14 株式会社パデコ 有限会社グローバル開発経営コンサルタンツ

ジブチ デジタル地理データ整備プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/12/14 2012/3/14 株式会社パスコ
タンザニア 地方道路開発技術向上プロジェクト 2011/12/21 2012/3/14 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
マラウイ 地質・鉱物資源情報（GIS）整備計画調査プロジェクト（開発計画調査型技術協力） 2011/12/14 2012/3/14 住鉱資源開発株式会社
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(開発調査型技術協力) 2011/12/14 2012/3/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社レックス・インターナショナル 株式会社国際開発センター 国際航業株式会社 株式会社エイト日本技術開発
モンゴル ウランバートル第4火力発電所改修事業協力準備調査 2011/12/21 2012/3/14 電源開発株式会社
トルコ 中央アジア・中東向け自動制御技術普及プロジェクト（第１年次） 2011/12/14 2012/3/14 アイ・シー・ネット株式会社
カンボジア 産業政策策定支援情報収集・確認調査 2012/1/11 2012/3/14 株式会社コーエイ総合研究所 有限会社エクシディア
全世界 紛争影響国における雇用と生計向上に係る情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/14 株式会社レックス・インターナショナル 株式会社日本開発サービス
大洋州地域 静脈物流基礎情報収集調査 2011/12/21 2012/3/14 財団法人国際臨海開発研究センター 八千代エンジニヤリング株式会社
ミャンマー ビルマ橋梁訓練センター技術協力プロジェクトの検証および適用にかかる調査研究 2012/1/11 2012/3/14 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 財団法人首都高速道路技術センター 復建調査設計株式会社 東日本高速道路株式会社
タンザニア 地下水開発セクター能力向上プロジェクト 2011/12/21 2012/3/14 株式会社地球システム科学
ラオス 農業セクター情報収集･確認調査 2011/12/21 2012/3/14 アイ・シー・ネット株式会社
アフリカ地域 学習成果と衡平性(エクイティ)に資する教育システム分析ツールの開発研究に係るデータ収集・分析調査 2011/12/21 2012/3/14 株式会社パデコ
イラン テヘラン地震災害軽減プロジェクト 2011/12/21 2012/3/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ OYOインターナショナル株式会社
エチオピア ジャラル渓谷及びシェベレ川流域水資源開発計画策定･緊急給水プロジェクト 2012/1/4 2012/3/14 国際航業株式会社

　【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】
　　2012年4月10日
　【リスト掲載範囲】
　　2011年4月1日～2012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/kekka2011/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2011/4/6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6日の前週の「3月26日～4月1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

ケニア 北部ケニア干ばつレジリエンス向上のための総合開発及び緊急支援計画策定プロジェクト(ファスト・トラック制度適用案件) 2012/1/5 2012/3/14 日本工営株式会社
ニジェール 中学校教室建設計画準備調査 2009/12/16 2012/3/14 株式会社毛利建築設計事務所
パキスタン マングラ水力発電所改修・増強事業準備調査 2011/9/28 2012/3/7 日本工営株式会社 アイ・シー・ネット株式会社
ガーナ 鉄道安全運行整備計画プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/10/26 2012/3/7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 社団法人海外鉄道技術協力協会
南アフリカ共和国 農業振興金融に係る情報収集・確認調査 2011/12/8 ○ 2012/3/7 特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパン

ベトナム 路面性状基礎情報収集･確認調査 2011/11/24 2012/3/7 株式会社パスコ
ガーナ HIV母子感染予防にかかる運営能力強化プロジェクト（第1年次） 2011/12/7 2012/3/7 公益財団法人ジョイセフ 公益財団法人結核予防会
ブルキナファソ デジタル地形図作成プロジェクト(開発計画調査型技術協力） 2011/11/30 2012/3/7 朝日航洋株式会社 国際航業株式会社
バングラデシュ TQMを通じた公共サービス改善プロジェクト 2011/12/7 2012/3/7 株式会社パデコ
アフリカ地域 （エチオピア・ガーナ・タンザニア）資金協力事業による道路整備計画のあり方（基礎研究） 2011/12/14 2012/3/7 株式会社エイト日本技術開発 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
エジプト 橋梁維持管理能力向上プロジェクト 2011/12/7 2012/3/7 大日本コンサルタント株式会社 株式会社長大
カンボジア 橋梁改善調査プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/12/7 2012/3/7 株式会社長大 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
フィリピン コーディレラ地域保健システム強化プロジェクト 2011/12/7 2012/3/7 システム科学コンサルタンツ株式会社
フィリピン ミンダナオ紛争影響地域コミュニティ開発のための能力向上支援プロジェクト 2011/12/14 2012/3/7 アイ・シー・ネット株式会社 セントラルコンサルタント株式会社
モザンビーク 電力セクター情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東電設計株式会社
東ティモール モラ橋護岸計画準備調査 2011/12/14 2012/3/7 株式会社エイト日本技術開発
フィリピン メトロセブ水道区水道事業運営・管理技術支援プロジェクト 2011/12/14 2012/3/7 横浜ウォーター株式会社
全世界 ＢＯＰビジネスと青年海外協力隊連携可能性調査 2011/12/14 2012/3/7 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

キルギス ビシュケク‐オシュ道路改修事業に関する第二次援助効果促進調査（SAPS） 2011/12/14 2012/3/7 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ニジェール サヘル地域における貯水池の有効活用と自律的コミュニティ開発プロジェクト（第１年次） 2011/12/14 2012/3/7 NTCインターナショナル株式会社 独立行政法人国際農林水産業研究センター

アジア地域 ASEAN地域における港湾EDIに係る情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/3/7 財団法人国際臨海開発研究センター
タンザニア 税務研修能力強化プロジェクト 2011/12/14 2012/3/7 一般社団法人金融財政事情研究会 株式会社パクサ
ルワンダ 東部県ンゴマ郡灌漑開発基礎情報収集調査 2011/12/14 2012/3/7 株式会社三祐コンサルタンツ
エジプト スエズ運河戦略強化プロジェクト 2011/12/14 2012/3/7 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
フィリピン 大都市圏における鉄道戦略調査(マニラ首都圏内の都市鉄道) 2011/12/21 2012/3/7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社アルメック 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
--- 中米地域における自然災害への取り組みに関する情報収集・確認調査 2012/1/11 2012/3/7 国際航業株式会社
モザンビーク ナカラ港運営改善プロジェクト 2012/1/4 2012/3/7 財団法人国際臨海開発研究センター
コンゴ民主共和国 マタディ橋維持管理能力向上プロジェクトケーブル開放調査 2012/1/11 2012/3/7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 大日本コンサルタント株式会社
タイ 農業セクター洪水対策調査(緊急開発調査)(ファスト・トラック適用案件) 2012/1/24 2012/3/7 株式会社三祐コンサルタンツ 日本工営株式会社
南スーダン ジュバ廃棄物管理能力強化プロジェクト（第一年次） 2011/11/29 ○ 2012/2/29 八千代エンジニヤリング株式会社
南スーダン アッパーナイル州マラカルタウン社会･経済インフラ総合開発及び緊急支援計画策定プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/11/9 2012/2/29 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社レックス・インターナショナル 国際航業株式会社
アジア地域 カンボジア、ラオス、ミャンマー国民間連携による産業人材育成基礎調査 2011/11/9 2012/2/29 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構 株式会社日本経済研究所
モザンビーク ナカラ回廊農業開発マスタープラン策定支援 2011/11/30 2012/2/29 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 株式会社タスクアソシエーツ
モザンビーク マプト都市圏都市交通網整備計画 2011/11/24 2012/2/29 株式会社パデコ 日本工営株式会社
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 2011/11/30 2012/2/29 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 保健セクター情報収集･確認調査 2011/12/7 2012/2/29 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社タック・インターナショナル
アジア地域 航空分野(管制、セキュリティー等)における基礎情報収集調査(ネパール、ミャンマー) 2011/12/7 2012/2/29 株式会社日本空港コンサルタンツ 日本工営株式会社
ボリビア アルティプラノ中南部地域総合開発プログラム準備調査 2011/12/14 2012/2/29 株式会社コーエイ総合研究所
バングラデシュ サイクロン常襲地における災害耐性強化に係る情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/2/29 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ラオス 南部地域保健サービスネットワーク強化計画準備調査 2011/12/14 2012/2/29 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社フジタプランニング
フィリピン 全国産業クラスター能力向上プロジェクト 2011/12/14 2012/2/29 ユニコインターナショナル株式会社
アジア地域 アセアン地域防災協力に関する基礎情報収集・確認調査 2011/10/19 2012/2/22 日本工営株式会社 株式会社アルメック 株式会社三菱総合研究所
ラオス エネルギーセクター情報収集･確認調査 2011/11/9 2012/2/22 財団法人日本エネルギー経済研究所 電源開発株式会社 株式会社三菱総合研究所
ジブチ 南部ジブチ持続的灌漑農業開発計画プロジェクト調査（1年次） 2011/11/16 2012/2/22 NTCインターナショナル株式会社
オマーン 電力省エネルギーマスタープラン策定プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/11/16 2012/2/22 東京電力株式会社
スリランカ 乾燥地における農業生産・生産性向上事業準備調査 2011/11/16 2012/2/22 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
--- 基礎教育セクター情報収集・確認調査 2011/11/30 2012/2/22 株式会社国際開発センター
ドミニカ共和国 地方自治体計画策定能力強化プロジェクト 2011/11/24 2012/2/22 アイ・シー・ネット株式会社
チュニジア 北部地域導水･灌漑事業、バルバラ灌漑事業円借款附帯プロジェクト（第一年次） 2011/11/30 2012/2/22 NTCインターナショナル株式会社
ミャンマー 農業機械化に関する情報収集・確認調査 2011/11/30 2012/2/22 株式会社タスクアソシエーツ
タジキスタン ハトロン州小水力発電に関する情報収集･確認調査 2011/12/7 2012/2/22 株式会社ニュージェック
インド 北部地熱資源に係る情報収集･確認調査 2011/12/7 2012/2/22 西日本技術開発株式会社
バヌアツ 豊かな前浜プロジェクトフェーズ2 2011/10/5 2012/2/15 アイ・シー・ネット株式会社
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 2011/10/19 2012/2/15 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

アフリカ地域 科学技術に係る高等教育　基礎情報収集・確認調査 2011/11/22 2012/2/15 株式会社パデコ
アフリカ地域 社会経済開発のためのアフリカ地域ビジネス情報収集・確認調査 2011/11/2 2012/2/15 プライスウォーターハウスクーパース株式会社

インドネシア カモジャン･フルライス地熱発電事業における資源量評価支援調査 2011/11/9 2012/2/15 西日本技術開発株式会社
アジア地域 社会保障セクター情報収集･分析調査 2011/11/24 2012/2/15 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 チラマヤ新港開発事業準備調査 2011/11/16 2012/2/15 株式会社Ides 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 財団法人国際臨海開発研究センター 日本高速道路インターナショナル株式会社
全世界 プロジェクト研究｢産業開発支援における民間企業との連携事例調査｣ 2011/11/24 2012/2/15 株式会社国際開発センター
エジプト 中央デルタ灌漑のための排水水質管理･再利用プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/11/24 2012/2/15 株式会社三祐コンサルタンツ
カンボジア 洪水対策支援計画準備調査(ファスト・トラック制度適用案件) 2011/12/22 ○ 2012/2/15 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

イラク 民間セクターの活性化に関する基礎調査 2011/11/30 2012/2/15 株式会社日本経済研究所 ユニコインターナショナル株式会社
ネパール カトマンズ市交差点改良計画事後現状調査 2011/11/30 2012/2/15 日本工営株式会社
タイ チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト(航空レーザ測量調査業務)(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/1/11 2012/2/15 株式会社パスコ 国際航業株式会社 アジア航測株式会社 
ベトナム 衛星情報の活用による災害・気候変動対策事業詳細設計調査 2011/9/14 2012/2/8 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 日本工営株式会社 株式会社日本設計
インド 経年化石炭火力発電設備の更改･改修に係る情報収集･確認調査 2011/10/26 2012/2/8 電源開発株式会社
ベトナム 海外投融資案件におけるベトナム主要銀行情報収集・確認調査 2011/11/2 2012/2/8 株式会社野村総合研究所
バングラデシュ 南東部地域開発情報収集・確認調査 2011/11/24 2012/2/8 株式会社パデコ
南アフリカ共和国 再生可能エネルギーに係る情報収集･確認調査 2011/11/9 2012/2/8 日本テクノ株式会社 株式会社駒井ハルテック
全世界 草の根技術協力事業　事後調査 2011/11/30 2012/2/8 財団法人国際開発高等教育機構 株式会社国際開発センター
アフリカ地域 アフリカ諸国における品質･生産性向上(カイゼン)支援調査 2011/10/5 2012/2/1 株式会社国際開発センター 有限会社グローバル開発経営コンサルタンツ

全世界 2011年度課題別研修事後評価調査･現況調査 2011/10/26 2012/2/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
チリ 包括的防災情報システムと早期警報システムに係る基礎情報収集･確認調査 2011/10/26 2012/2/1 株式会社建設技研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
モンゴル 内部監査及び業績モニタリングにかかる能力向上プロジェクト（第一年次） 2011/10/26 2012/2/1 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

インドネシア スラバヤ工科大学情報技術高等人材育成計画プロジェクトフェーズ2 2011/10/26 2012/2/1 国立大学法人熊本大学
カンボジア 地方給水に関する本邦技術適用可能性にかかる情報収集・確認調査� 2011/11/2 2012/2/1 メタウォーター株式会社 株式会社建設技研インターナショナル 有限責任監査法人トーマツ
ラオス 低公害型公共交通システム導入に向けた基礎情報収集・確認調査 2011/11/9 2012/2/1 株式会社アルメック
アジア地域 ASEAN RoRo船ネットワーク構築に係る基礎情報収集・確認調査 2011/11/2 2012/2/1 株式会社アルメック 株式会社日本海洋科学 財団法人国際臨海開発研究センター
タイ チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト(緊急開発調査)(ファスト・トラック制度適用案件) 2011/11/9 2012/2/1 株式会社建設技研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 日本工営株式会社 株式会社建設技術研究所
アジア地域 東南アジアにおける国境を超える高等教育の現状と課題に係る調査 2011/11/16 2012/2/1 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構

全世界 一般均衡モデルを活用したODA分析に係る調査 2011/11/30 2012/2/1 株式会社三菱総合研究所
ミャンマー 中部地域保健施設整備計画協力準備調査(ファストトラック制度適用案件） 2011/12/1 2012/2/1 株式会社山下設計 日本工営株式会社 ビンコーインターナショナル株式会社
ガーナ クマシ都市圏総合開発計画プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/10/5 2012/1/25 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社アルメック
ジブチ ジブチ自治･国際港改修計画準備調査 2011/11/2 ○ 2012/1/25 株式会社エコー 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
南アフリカ共和国 エネルギー効率向上プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/10/12 2012/1/25 財団法人日本エネルギー経済研究所
リベリア モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画準備調査 2011/10/19 2012/1/25 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 八千代エンジニヤリング株式会社
エルサルバドル 公共インフラ強化のための気候変動･リスク管理戦略局支援プロジェクト 2011/10/26 2012/1/25 日本工営株式会社 中南米工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
全世界 平成23年度円借款事業事後モニタリング業務：パッケージ1(インドネシア、フィリピン、スリランカ、カザフスタン、モンゴル) 2011/11/2 2012/1/25 株式会社国際開発センター
大洋州地域 大洋州地域への防災協力に関する情報収集・確認調査 2011/11/24 2012/1/25 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社国際気象コンサルタント
バングラデシュ 公共投資事業運営監理に係る情報収集・確認調査 2011/11/16 2012/1/25 アイ・シー・ネット株式会社
ミャンマー エーヤーワディ･デルタ輪中堤復旧機材整備計画準備調査(ファストトラック制度適用案件） 2011/12/1 2012/1/25 株式会社三祐コンサルタンツ
ラオス 幹線道路周辺地区等の安全確保計画準備調査(ファスト・トラック制度適用案件） 2011/11/30 2012/1/25 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社ランテックジャパン
アジア地域 ベトナム及びインドネシア工業団地への本邦中堅・中小企業進出支援に係る基礎情報収集・確認調査 2011/9/28 2012/1/18 株式会社三菱総合研究所
ハイチ レオガン市復興のための給水システム復旧整備計画準備調査 2011/10/19 2012/1/18 中央開発株式会社
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　都市開発関連制度比較･分析サブプロジェクト 2011/10/12 2012/1/18 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
パプアニューギニア 道路建設･補修機材整備計画準備調査 2011/10/26 2012/1/18 株式会社アンジェロセック

平成23年度案件別事後評価：パッケージIII-3　ベトナム国･グルジア国･ケニア国 2011/10/11 ○ 2012/1/11 学校法人早稲田大学 株式会社早稲田総研イニシアティブ
ラオス 森林減少抑制のための参加型土地･森林管理プロジェクトに係るREDD+認証･登録支援業務 2011/9/14 2012/1/11 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 一般社団法人日本森林技術協会
ベトナム 重化学工業人材育成情報収集・確認調査 2011/9/7 2012/1/11 ユニコインターナショナル株式会社
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全世界 基礎研究｢コミュニティ開発支援無償の効果検証｣ 2011/9/21 2012/1/11 株式会社毛利建築設計事務所
ネパール シンズリ道路維持管理運営強化プロジェクト 2011/9/21 2012/1/11 日本工営株式会社
ベトナム ハノイ公共交通改善プロジェクト 2011/10/5 2012/1/11 株式会社アルメック
バングラデシュ ダッカ・チッタゴン間国道1号線橋梁改修・建設事業準備調査 2011/9/28 2012/1/11 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

ラオス タケク上水道拡張計画準備調査 2011/10/19 2012/1/11 株式会社日水コン
モルドバ 農村地域におけるバイオマス暖房システム計画準備調査 2011/10/5 2012/1/11 三井共同建設コンサルタント株式会社 ユニコインターナショナル株式会社
インド 平成２３年度案件別事後評価：インド国マニプール州養蚕事業 2011/10/19 2012/1/11 アイ・シー・ネット株式会社
バングラデシュ 民間セクター開発プログラム準備調査(産業育成･貿易投資促進) 2011/10/5 2012/1/11 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
アフリカ地域 ガバナンス支援のためのメディアの能力強化に係る情報収集･確認調査 2011/10/5 2012/1/11 財団法人エヌエイチケイ・インターナショナル

ベトナム ハノイ市都市鉄道建設事業（１号線）準備調査 2011/10/5 2012/1/11 日本交通技術株式会社 社団法人海外鉄道技術協力協会 ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 電気技術開発株式会社
タンザニア 地方道路整備に係る基礎情報収集・確認調査 2011/11/2 2012/1/11 株式会社パデコ
ネパール 全国貯水式水力発電所マスタープラン調査（第一年次） 2011/10/26 2012/1/11 電源開発株式会社
ジブチ共和国 ジブチ市民保護のための消防・救急機材改善計画準備調査 2011/11/2 2012/1/11 財団法人日本消防設備安全センター
オマーン マングローブ環境情報センター開発プロジェクト（第一年次） 2011/9/28 2012/1/4 株式会社Ides 国際耕種株式会社
ブータン サルパン県･タクライ灌漑システム改善計画準備調査 2011/10/5 2012/1/4 株式会社三祐コンサルタンツ
バングラデシュ 石炭火力発電マスタープラン･フォローアップ情報収集･確認調査 2011/10/5 2012/1/4 東京電力株式会社
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　都市開発人材育成サブプロジェクト 2011/10/12 2012/1/4 株式会社ティー・アソーシエイト 株式会社レックス・インターナショナル

平成23年度案件別事後評価：パッケージIV-3　アフガニスタン国・パキスタン国・バングラデシュ国 2011/8/31 2011/12/21 株式会社ティー・アソーシエイト
モザンビーク ナカラ回廊における再生可能エネルギーによる電化に関する基礎情報収集・確認調査 2011/9/28 2011/12/21 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社建設技術研究所
ケニア ナロック給水拡張計画準備調査 2011/9/15 ○ 2011/12/14 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ

平成23年度案件別事後評価：パッケージIII-6　フィリピン国･インドネシア国･ペルー国･セントビンセント国 2011/8/31 2011/12/14 株式会社アイコンズ
ベトナム オモン3コンバインドサイクル発電所建設事業準備調査 2011/8/17 2011/12/14 株式会社ニュージェック
タイ 地方における橋梁基本計画策定プロジェクト(開発計画策定型技術協力) 2011/8/24 2011/12/14 株式会社長大 首都高速道路株式会社
カザフスタン カザフスタン日本人材開発センター・企業振興プロジェクト省エネセミナー(専門家派遣及び研修員受入) 2011/9/14 2011/12/14 東京電力株式会社 ワイ・エス・ケイコンサルタンツ株式会社
エチオピア シミエン国立公園及び周辺地域における官民協働によるコミュニティ･ツーリズム開発プロジェクト（第１年次） 2011/9/14 2011/12/14 国立大学法人北海道大学 株式会社パデコ
スーダン 農業セクター基礎情報収集・確認調査 2011/10/5 2011/12/14 株式会社三祐コンサルタンツ
アフガニスタン バーミヤン空港改良計画準備調査(ファスト・トラック制度適用案件) 2011/10/28 2011/12/14 有限会社ジャイロス 株式会社江平建築事務所
マダガスカル 南西部地下水開発計画フォローアップ協力(調査) 2011/9/9 ○ 2011/12/7 NTCインターナショナル株式会社 日本テクノ株式会社
フィリピン メトロマニラ立体交差建設事業(VI)準備調査 2011/8/17 2011/12/7 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 大日本コンサルタント株式会社
インドネシア 国家防災庁及び地方防災局の災害対応能力強化プロジェクト 2011/8/17 2011/12/7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 財団法人都市防災研究所
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（第１年次） 2011/8/24 2011/12/7 株式会社日本開発サービス

平成23年度案件別事後評価：パッケージIV-2　インドネシア国・タイ国・モンゴル国 2011/8/31 2011/12/7 財団法人国際開発高等教育機構
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（第１年次） 2011/9/21 2011/12/7 株式会社国際開発センター
カンボジア 産業人材育成プログラム準備調査 2011/9/21 2011/12/7 株式会社コーエイ総合研究所
アジア地域 アジア地域における紛争裁定委員会（Dispute Board)普及及びアジュディケーター育成体制整備促進のための企画検討調査 2011/9/28 2011/12/7 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

カンボジア REDD+戦略政策実施支援プロジェクト（第1年次） 2011/8/24 2011/11/30 アジア航測株式会社
ベトナム 高速道路建設事業従事者養成能力強化プロジェクト（第1年次） 2011/8/24 2011/11/30 株式会社建設技研インターナショナル 中日本高速道路株式会社 株式会社グローバル
インドネシア 産業人材、看護・介護分野人材育成事業　基礎情報収集・確認調査 2011/8/31 2011/11/30 株式会社日本開発サービス システム科学コンサルタンツ株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージIV-5　バヌアツ国・ソロモン国・キリバス国・パラオ国 2011/8/31 2011/11/30 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

カンボジア 電力セクター基礎情報収集・確認調査 2011/9/7 2011/11/30 中国電力株式会社
エチオピア 品質･生産性向上(カイゼン)普及能力開発プロジェクト第１フェーズ 2011/9/14 2011/11/30 株式会社日本開発サービス
フィリピン 情報通信技術(ICT)を活用した農業情報支援システムに関する情報収集・確認調査 2011/9/21 2011/11/30 株式会社三祐コンサルタンツ
パプアニューギニア 送配電網拡張･修復事業準備調査(協力準備調査2) 2011/7/13 2011/11/24 日本工営株式会社 株式会社双日総合研究所 株式会社三菱総合研究所 三井共同建設コンサルタント株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージIII-7　ラオス国･スリランカ国･ブータン国･エチオピア国･タンザニア国 2011/8/31 ○ 2011/11/24 財団法人国際開発高等教育機構
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（第１年次） 2011/8/3 2011/11/24 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ベトナム ハノイ首都圏高速道路交通管制システム整備計画準備調査 2011/8/3 2011/11/24 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
全世界 一般文化無償機材計画調査 2011/8/17 2011/11/24 財団法人日本国際協力システム

ブラジルにおけるスマートグリッド/スマートコミュニティ導入に係る基礎情報収集調査 2011/9/7 2011/11/24 東電設計株式会社
セネガル カオラック市下水･排水･廃棄物処理プロジェクト(開発計画調査型技術協力)(第1年次) 2011/8/31 2011/11/24 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

平成23年度案件別事後評価:パッケージIV-4　ベトナム国･モンゴル国･マリ国･モーリタニア国 2011/8/31 2011/11/24 株式会社コーエイ総合研究所 財団法人国際開発高等教育機構
ベトナム 工業化戦略策定支援のための基礎情報収集・確認調査 2011/8/31 2011/11/24 株式会社日本経済研究所 株式会社国際開発センター

平成23年度案件別事後評価：パッケージIV-1　フィリピン国 2011/8/31 2011/11/24 アイ・シー・ネット株式会社
エジプト カイロ地下鉄4号線整備事業(I)技術基準計画準備調査･詳細設計調査 2011/7/27 2011/11/16 日本工営株式会社 社団法人海外鉄道技術協力協会 日本シビックコンサルタント株式会社
カンボジア トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業に係る案件実施支援調査(SAPI) 2011/8/3 2011/11/16 日本工営株式会社
インドネシア インドネシアにおける灌漑システムの活用可能性調査 2011/8/3 2011/11/16 日本工営株式会社
ボリビア 国道7号線道路防災対策計画準備調査 2011/8/17 2011/11/16 セントラルコンサルタント株式会社 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（第1年次） 2011/8/24 2011/11/16 株式会社地球システム科学
タンザニア 州保健行政システム強化プロジェクトフェーズ2（第1年次） 2011/8/24 2011/11/16 財団法人国際開発高等教育機構 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 カトマンズ盆地交通改善のための基礎情報収集・確認調査 2011/8/24 2011/11/16 日本工営株式会社 株式会社エイト日本技術開発
バングラデシュ 都市部及び地方部における地下水調査及び深層帯水層開発計画準備調査 2011/8/24 2011/11/16 株式会社地球システム科学
アゼルバイジャン 土地改良・灌漑機材整備計画フェーズ２準備調査 2011/8/31 2011/11/16 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル NTCインターナショナル株式会社
ネパール カトマンズ上水施設改善計画フォローアップ協力調査(第二段階) 2011/9/6 ○ 2011/11/9 株式会社東京設計事務所 OYOインターナショナル株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージIII-2　フィリピン国･エクアドル国･ペルー国 2011/7/27 2011/11/9 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
フィジー 南太平洋大学ICTキャパシティビルディングプロジェクト(第二次） 2011/8/17 2011/11/9 株式会社パデコ
インド デリー･ムンバイ間産業大動脈都市上下水インフラ環境改善のための本邦技術適用可能性に係る情報収集･確認調査 2011/8/17 2011/11/9 株式会社東京設計事務所 横浜ウォーター株式会社
タンザニア キゴマ港改修計画準備調査 2011/8/24 2011/11/9 株式会社エコー
バングラデシュ ダッカ市都市交通料金システムICT化プロジェクト 2011/6/22 2011/11/2 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社エヌ・ウェーブ

平成23年度案件別事後評価：パッケージIII-1　インド国･ラオス国･グアテマラ国･パラグアイ国･ブラジル国 2011/7/27 2011/11/2 財団法人国際開発高等教育機構
フィリピン 平成23年度円借款事業中間レビュー(工事安全管理) 2011/8/30 ○ 2011/11/2 株式会社ランテックジャパン

平成23年度案件別事後評価：パッケージIII-5　フィリピン国・インドネシア国・ケニア国 2011/7/27 2011/11/2 株式会社アイコンズ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ベトナム 北西部水源地域における持続可能な森林管理プロジェクト 2011/8/3 2011/11/2 OPMAC株式会社 株式会社コーエイ総合研究所 グローバルリンクマネージメント株式会社
イラク 港湾開発計画に係る情報収集･確認調査 2011/8/3 2011/11/2 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

中米･カリブ地域向け米州開発銀行との協調融資促進に係る省エネルギー促進政策制度改善支援研修 2011/8/17 2011/11/2 電源開発株式会社
モーリシャス 気象サービス計画準備調査 2011/8/31 2011/11/2 一般財団法人日本気象協会 株式会社国際気象コンサルタント
パレスチナ 西岸地域廃棄物管理能力向上計画準備調査 2011/8/11 ○ 2011/10/26 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
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(鋼床版舗装) 2011/7/27 2011/10/26 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社長大
南スーダン ジュバ市持続的な道路維持管理能力強化プロジェクト 2011/7/27 2011/10/26 株式会社建設技研インターナショナル
全世界 平成23年度案件別事後評価：簡易型事後評価フォローアップ 2011/7/27 2011/10/26 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

パキスタン 中波ラジオ放送網リハビリテーション計画 2011/8/3 2011/10/26 八千代エンジニヤリング株式会社
ジブチ 廃棄物処理機材整備計画準備調査 2011/8/3 2011/10/26 日本テクノ株式会社
パラオ 首都圏電力供給能力向上計画準備調査(概略設計調査） 2011/8/17 2011/10/26 八千代エンジニヤリング株式会社
バヌアツ ポートビラ港国際多目的埠頭整備事業準備調査（その2　環境調査） 2011/8/3 2011/10/26 いであ株式会社 株式会社Ides
セネガル 地方給水施設整備計画フォローアップ協力(第1年次） 2011/8/31 2011/10/26 日本テクノ株式会社
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 2011/7/13 2011/10/19 日本テクノ株式会社
パキスタン カラチ環状鉄道復旧整備事業準備調査(II) 2011/7/20 2011/10/19 日本工営株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 電気技術開発株式会社
マレーシア 廃電気・電子機器リサイクルプロジェクト 2011/7/27 2011/10/19 株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所 国際航業株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージIII-4　チュニジア国･モロッコ国･スロバキア国 2011/7/27 2011/10/19 三州技術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Ⅱ 2011/7/27 2011/10/19 大日本コンサルタント株式会社 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

エチオピア 南部諸民族州小・中学校建設計画準備調査 2011/8/3 2011/10/19 株式会社毛利建築設計事務所
東ティモール 灌漑稲作セクター準備調査 2011/8/3 2011/10/19 NTCインターナショナル株式会社
バヌアツ ポートビラ港国際多目的埠頭整備事業準備調査（その1　積算見直し） 2011/8/3 2011/10/19 株式会社エコー

平成23年度案件別事後評価：パッケージII-3　ボリビア国・インドネシア国・ネパール国・エチオピア国 2011/6/29 2011/10/12 合同会社適材適所
平成23年度案件別事後評価：パッケージII-4カンボジア国・ガーナ国・ニカラグア国 2011/8/1 2011/10/12 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ケニア コミュニティヘルス戦略強化プロジェクト（第1年次） 2011/7/20 2011/10/12 グローバルリンクマネージメント株式会社
ラオス 道路維持管理能力強化プロジェクト（フェーズ1） 2011/7/20 2011/10/12 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
フィリピン 総合交通計画管理能力向上プロジェクト 2011/7/20 2011/10/12 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
ベナン 第五次小学校建設計画準備調査 2011/7/27 2011/10/12 株式会社毛利建築設計事務所

平成23年度案件別事後評価：パッケージII-1　ベトナム国・ラオス国・東ティモール国・ネパール国・エクアドル国・エジプト国・ヨルダン国・セルビア国 2011/6/29 2011/10/5 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 道路維持管理能力強化プロジェクト（第1年次） 2011/7/6 2011/10/5 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 中日本高速道路株式会社
パレスチナ ヨルダン渓谷地域上水・農業用水施設整備計画準備調査 2011/7/6 2011/10/5 株式会社三祐コンサルタンツ
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インド 本邦技術を活用した高速鉄道事業化に係る情報収集･確認調査 2011/7/6 2011/10/5 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
インドネシア 貧困削減地方インフラ開発事業に係る案件実施支援調査(SAPI) 2011/7/13 2011/10/5 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 新光オーエムシー株式会社
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準備調査 2011/8/3 2011/10/5 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

パレスチナ ヨルダン渓谷地域高付加価値型農業普及改善プロジェクト 2011/6/22 2011/9/28 日本工営株式会社 国際耕種株式会社
ベトナム 「ホアラックハイテクパーク・インフラ建設事業」案件実施支援調査(SAPI) 2011/6/29 2011/9/28 日本工営株式会社 株式会社日本経済研究所
インドネシア バリ海岸保全事業(II)協力準備調査 2011/6/15 2011/9/21 日本工営株式会社 国際航業株式会社 双葉測量設計株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージII-2　フィリピン国・インドネシア国・ベトナム国 2011/6/29 2011/9/21 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 PBジャパン株式会社
平成23年度案件別事後評価：パッケージII-6　ベトナム国・スリランカ国・インドネシア国 2011/6/29 2011/9/21 新光オーエムシー株式会社 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

全世界 基礎研究「保健医療分野ソフトコンポーネント改善」 2011/7/6 2011/9/21 システム科学コンサルタンツ株式会社
ガーナ アッパーウェスト州地域保健機能を活用した妊産婦・新生児保健サービス改善プロジェクト 2011/7/6 2011/9/21 アイ・シー・ネット株式会社
セネガル 農村地域における安全な水の供給と衛生環境改善計画準備調査 2011/7/6 2011/9/21 日本テクノ株式会社
ネパール シンズリ道路第二工区斜面対策準備調査（その2） 2011/7/6 2011/9/21 日本工営株式会社
バングラデシュ 災害対策協力プログラム準備調査 2011/7/6 2011/9/21 日本工営株式会社
ベトナム 国道３号線及びハノイ大都市圏におけるITS統合プロジェクト案件実施支援調査(SAPI) 2011/4/13 2011/9/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 日本工営株式会社 株式会社交通総合研究所 株式会社ランテックジャパン
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II（第1年次） 2011/6/15 2011/9/14 特定非営利活動法人HANDS 株式会社フジタプランニング
ヨルダン アル・カラマ国境治安対策強化計画準備調査 2011/6/29 2011/9/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 可変速揚水発電技術適用可能性調査 2011/6/22 2011/9/14 東京電力株式会社 東電設計株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージII-5　中華人民共和国・ベトナム国 2011/6/29 2011/9/14 OPMAC株式会社
ナイジェリア コメ収穫後処理・マーケティング能力強化プロジェクト（第1年次） 2011/6/29 2011/9/14 アイ・シー・ネット株式会社
エルサルバドル 再生可能エネルギー国家マスタープラン策定プロジェクト 2011/7/6 2011/9/14 日本工営株式会社 日本重化学工業株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
エチオピア アムハラ州南部地方小都市給水計画準備調査その2 2011/6/22 2011/9/7 国際航業株式会社
アフリカ地域 タンザニア国全国物流･ブルンジ国港湾マスタープラン調査 2011/6/1 2011/9/7 株式会社パデコ 日本工営株式会社 株式会社国際開発センター
トルコ 公共建物省エネに関する情報収集・確認調査 2011/6/22 2011/9/7 電源開発株式会社
アフリカ地域 医療施設機能改善プログラム準備調査 2011/6/29 2011/9/7 株式会社フジタプランニング
セントルシア アンス･ラ･レイ水産施設整備計画に係るフォローアップ調査 2011/7/13 2011/9/7 株式会社エコー
インドネシア ジャカルタ首都圏投資促進特別地域(MPA)マスタープラン調査 2011/3/9 2011/8/31 日本工営株式会社 三菱商事株式会社 千代田化工建設株式会社 日揮株式会社 大成建設株式会社
フィリピン 自動車型式認証プロジェクト 2011/6/8 2011/8/31 財団法人日本自動車輸送技術協会 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
全世界 平成23年度テーマ別評価「円滑な円借款事業実施による経済的便益に係る調査」 2011/6/8 2011/8/31 株式会社三菱総合研究所
アジア地域 平成22年度総合分析「有償資金協力・無償資金協力の経済的インパクト評価」 2011/6/15 2011/8/31 株式会社三菱総合研究所
リベリア モンロビア市緊急電力復旧計画準備調査 2011/6/15 2011/8/31 八千代エンジニヤリング株式会社
ベトナム ハノイ市都市鉄道運営組織設立支援プロジェクト実施支援調査(SAPI) 2011/6/22 2011/8/31 社団法人海外鉄道技術協力協会
ラオス JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト(環境管理コンポーネント)（第1年次） 2011/6/22 2011/8/31 国際航業株式会社 株式会社建設技研インターナショナル
インド インド工科大学ハイデラバード校支援事業準備調査 2011/6/22 2011/8/31 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 株式会社アプルデザインワークショップ 株式会社パデコ
マケドニア旧ユーゴスラビア共和ズレトヴィッツァ水利用改善事業に係る案件実施支援調査（SAPI） 2011/6/22 2011/8/31 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
インド ハイデラバード都市圏におけるITS導入実施支援調査(SAPI) 2011/5/25 2011/8/24 日本工営株式会社 東日本高速道路株式会社 首都高速道路株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージI-4タイ国/ラオス国・ベトナム国・カンボジア国・バングラデシュ国 2011/6/1 2011/8/24 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式 オフィスみかげ合同会社
インドネシア ジャワ島中・西部基幹送電線事業準備調査 2011/6/1 2011/8/24 東電設計株式会社
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(延長)(第１年次） 2011/6/8 2011/8/24 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
バングラデシュ 天然ガスセクター情報収集・確認調査 2011/6/15 2011/8/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
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（第1年次） 2011/6/15 2011/8/24 株式会社国際開発センター 一般財団法人国際開発センター
フィリピン クリーンエネルギー資源利用促進情報収集・確認調査 2011/4/27 2011/8/17 株式会社三菱総合研究所 大阪瓦斯株式会社 新日鉄エンジニアリング株式会社 財団法人日本エネルギー経済研究所

平成23年度案件別事後評価：パッケージI-1　中華人民共和国 2011/6/1 2011/8/17 三州技術コンサルタント株式会社 グローバルリンクマネージメント株式会社
アフリカ地域 低炭素開発戦略情報収集・確認調査 2011/6/1 2011/8/17 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社
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（第1年次） 2011/6/1 2011/8/17 株式会社地球システム科学 国際航業株式会社 日本テクノ株式会社
ケニア ナイロビ市廃棄物処分場建設事業準備調査 2011/6/1 2011/8/17 日本工営株式会社
全世界 ODA事業の建設工事の安全管理に関する調査研究（プロジェクト研究） 2011/6/8 2011/8/17 社団法人海外建設協会
ウガンダ アチョリ地域国内避難民の帰還・定住促進のための地方給水計画準備調査 2011/6/15 2011/8/17 株式会社東京設計事務所 OYOインターナショナル株式会社
ペルー カハマルカ州小規模農家生計向上プロジェクト（第1年次） 2011/4/13 2011/8/10 日本工営株式会社
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 2011/4/27 2011/8/10 バリュープランニング・インターナショナル株株式会社アルメック 株式会社パデコ
キルギス ビシュケク市交通改善計画調査 2011/5/11 2011/8/10 株式会社片平エンジニアリング・インターナ株式会社レックス・インターナショナル
モロッコ 下水道整備事業(III)準備調査 2011/5/18 2011/8/10 株式会社日水コン Egis International
コソボ 循環型社会へ向けた廃棄物管理能力向上プロジェクト（第1年次） 2011/5/25 2011/8/10 国際航業株式会社
ベトナム ベトナムにおける戦略的加工食品の創出と本邦食品関連ビジネスの進出促進のための情報収集・確認調査 2011/5/25 2011/8/10 株式会社野村総合研究所 NTCインターナショナル株式会社
カンボジア カンボジア国における戦略的加工食品の創出と本邦食品関連ビジネスの進出促進のための情報収集・確認調査 2011/5/25 2011/8/10 株式会社国際開発センター 海外貨物検査株式会社

平成23年度案件別事後評価：パッケージI-2　マレーシア国・タイ国 2011/6/1 2011/8/10 OPMAC株式会社
平成23年度案件別事後評価：パッケージI-3　インド国 2011/6/1 2011/8/10 OPMAC株式会社
平成23年度案件別事後評価：パッケージI-5　キルギス国・サウジアラビア国・ポーランド国 2011/6/1 2011/8/10 Value Frontier株式会社

中東地域 産業人材育成構想に関する基礎情報収集調査 2011/6/1 2011/8/10 ユニコインターナショナル株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
アフガニスタン 農村コミュニティ社会経済活性化プロジェクト 2011/6/1 2011/8/10 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
アジア地域 アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト　産業界・高等教育セクターニーズ調査 2011/6/6 ○ 2011/8/3 株式会社三菱総合研究所
ベトナム 円借款大型インフラ案件におけるHIV/エイズ対策に係る案件実施支援調査 2011/5/18 2011/8/3 株式会社ジャパンソフトテックコンサルタンツ
ベトナム メコンデルタ沿岸地域における持続的農業農村開発のための気候変動適応対策プロジェクト（開発計画調査型技術協力）（第1年次 2011/5/25 2011/8/3 株式会社三祐コンサルタンツ 株式会社ニュージェック
ナイジェリア ジェバ水力発電所緊急改修計画準備調査 2011/6/1 2011/8/3 八千代エンジニヤリング株式会社
ラオス ラオスにおける戦略的加工食品の創出と本邦食品関連ビジネスの進出促進のための情報収集・確認調査 2011/5/25 2011/8/3 アイ・シー・ネット株式会社
スリランカ 貧困地域における住民基礎サービス改善事業準備調査 2011/6/1 2011/8/3 グローバルリンクマネージメント株式会社 インテムコンサルティング株式会社
コスタリカ グアナカステ地熱開発事業協力準備調査 2011/6/1 2011/8/3 西日本技術開発株式会社
ナイジェリア 全国水資源管理開発基本計画策定プロジェクト（第１年次） 2011/5/11 2011/7/27 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 株式会社三祐コンサルタンツ
エチオピア 地すべり対策工能力強化プロジェクト（第1年次） 2011/5/18 2011/7/27 国際航業株式会社 OYOインターナショナル株式会社
マラウイ 地方給水運営維持管理プロジェクト（第1年次） 2011/5/11 2011/7/20 国際航業株式会社
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（第1年次） 2011/5/11 2011/7/20 株式会社国際テクノ・センター 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ナイジェリア ジェバ水力発電所改修事業準備調査 2011/5/18 2011/7/20 八千代エンジニヤリング株式会社
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) 2011/5/25 2011/7/20 日本オイルエンジニアリング株式会社
イラク 南部大規模火力発電所建設事業準備調査 2011/4/13 2011/7/13 東電設計株式会社 東洋エンジニアリング株式会社 三菱重工株式会社 ユニコインターナショナル株式会社 三井物産株式会社
ケニア 洪水に脆弱な地域における効果的な洪水管理のための能力開発プロジェクト(第１年次) 2011/4/20 2011/7/13 株式会社ニュージェック
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 2011/4/20 2011/7/13 バリュープランニング・インターナショナル株式会社 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
スリランカ 送配電ロス率改善分野における情報収集・確認調査 2011/4/13 2011/7/6 日本工営株式会社 東電設計株式会社 株式会社三菱総合研究所
パキスタン カラチ小児病院改善計画準備調査 2011/4/20 2011/7/6 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
インド デリー・ムンバイ間産業大動脈 都市部電力インフラ環境改善のための本邦技術に係る基礎情報収集･確認調査 2011/4/27 2011/7/6 株式会社ニュージェック
カンボジア シハヌークビル港競争力強化調査プロジェクト 2011/4/27 2011/7/6 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 日本工営株式会社 株式会社Ides
インド 地下鉄工事現場の安全・環境対策に係る調査(SAPI) 2011/4/13 2011/6/29 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ラオス 電力系統基礎情報収集・確認調査 2011/4/13 2011/6/29 東京電力株式会社 東電設計株式会社 日本工営株式会社
パプアニューギニア 気候変動対策のための森林資源モニタリングに関する能力向上プロジェクト（フェーズ１） 2011/4/13 2011/6/29 国際航業株式会社
カンボジア 住民移転のための環境社会配慮能力強化プロジェクト(標準住民移転手順書策定指導業務) 2011/4/13 2011/6/29 阪神高速道路株式会社
セネガル ルーガ州及びカオラック州小中学校建設計画準備調査 2011/4/13 2011/6/22 株式会社毛利建築設計事務所
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（第１年次） 2011/3/16 2011/6/22 株式会社国際開発センター 株式会社地球システム科学 システム科学コンサルタンツ株式会社
タンザニア タザラ交差点改良計画準備調査(その2) 2011/3/16 2011/6/15 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 株式会社国際開発センター
カンボジア 灌漑・排水施設改修事業準備調査 2011/3/16 2011/6/8 日本工営株式会社
ネパール シンズリ道路沿線高価値農業普及促進プロジェクト(開発計画策定型技術協力)（第１年次） 2011/3/9 2011/6/8 株式会社コーエイ総合研究所
ケニア モンバサ市道路開発事業準備調査 2011/3/9 2011/6/8 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 PPPインフラ事業への外国直接投資の促進に関する基礎情報収集調査 2011/1/12 2011/6/8 プライスウォーターハウスクーパース株式会社

インド 西ベンガル州総合森林開発・生物多様性保全事業準備調査 2011/3/16 2011/6/1 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
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2フェーズ)(第１年次) 2011/3/9 2011/6/1 株式会社東京設計事務所 日本ヘルス工業株式会社
ベトナム 南北高速鉄道建設計画策定プロジェクト(開発調査型技術協力) 2011/2/16 2011/6/1 株式会社アルメック 社団法人海外鉄道技術協力協会 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 日本交通技術株式会社
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)(農業) 2011/2/18 ○ 2011/5/25 システム科学コンサルタンツ株式会社 日本工営株式会社
フィリピン 新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業 2011/1/5 2011/5/25 株式会社日本空港コンサルタンツ 日本工営株式会社 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ プライスウォーターハウスクーパース株式会社

ウガンダ 西部ウガンダ医療施設改善計画準備調査 2011/3/9 2011/5/18 株式会社横河建築設計事務所 インテムコンサルティング株式会社
モザンビーク ナカラ回廊農業開発研究･技術移転能力向上プロジェクト（第１年次） 2011/2/16 2011/5/18 NTCインターナショナル株式会社 独立行政法人国際農林水産業研究センター

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 2011/2/9 2011/5/18 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 株式会社国際開発センター
エジプト カイロ地下鉄4号線整備事業　防災研修 2011/2/23 2011/5/11 日本工営株式会社
フィリピン PPP事業権入札に係る調査業務 2010/12/22 2011/5/11 株式会社KPMG　FAS
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エジプト ボルグエルアラブ空港近代化事業案件実施支援調査(SAPI) 2010/12/15 2011/5/11 株式会社日本空港コンサルタンツ 成田国際空港株式会社
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(高効率石炭火力発電設備導入促進) 2011/1/12 2011/4/27 中部電力株式会社 電源開発株式会社 財団法人石炭エネルギーセンター
アフガニスタン 教師教育強化プロジェクトフェーズ３(第１年次) 2010/12/15 2011/4/27 システム科学コンサルタンツ  株式会社 国立大学法人鳴門教育大学
エジプト ナイルデルタ地域上下水道公社運営維持管理能力向上プロジェクト（第１年次） 2010/12/15 2011/4/27 八千代エンジニヤリング株式会社
セネガル 国家地図インフラ整備プロジェクト 2011/2/9 2011/4/20 朝日航洋株式会社 アジア航測株式会社 
ウガンダ ウガンダ北部アチョリ地域国内避難民帰還・定住促進のためのコミュニティ再生計画準備調査 2011/2/9 2011/4/20 NTCインターナショナル株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
インドネシア PPPネットワーク機能強化プロジェクト（第一年次） 2010/12/8 2011/4/20 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 合同会社MAXEED 株式会社コーエイ総合研究所
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1(タイ・スリランカ・カメルーン) 2011/2/10 ○ 2011/4/13 株式会社国際開発センター
トーゴ 地形測量データベース設置計画 2011/2/9 2011/4/13 株式会社パスコ 朝日航洋株式会社
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(円借款附帯プロジェクト) 2011/1/19 2011/4/13 社団法人海外鉄道技術協力協会

二国間援助における森林クレジットの制度設計に係る調査 2011/1/12 2011/4/13 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

エジプト バイオ燃料産業育成支援に向けた政策制度環境調査 2011/1/5 2011/4/13 株式会社日本開発政策研究所
パキスタン 送変電維持管理研修能力強化支援プロジェクト(第１年次） 2010/12/15 2011/4/13 株式会社　アジア共同設計コンサルタント
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　デサブ南地区インフラ整備サブプロジェクト(ファスト・トラック制度適用案件) 2011/2/16 2011/4/6 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
パラグアイ 配水網管理技術強化プロジェクト 2011/1/5 2011/4/6 株式会社協和コンサルタンツ 中央開発株式会社
ボツワナ モルプール火力発電所リハビリ・環境対策事業準備調査 2010/12/15 2011/4/6 日本工営株式会社 三井共同建設コンサルタント株式会社 株式会社三菱総合研究所
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「静脈産業類生態工業園整備の推進」（第１年次） 2010/12/15 2011/4/6 八千代エンジニヤリング株式会社 JFEテクノリサーチ株式会社
エルサルバドル 幹線道路整備事業準備調査 2010/12/15 2011/4/6 日本工営株式会社 中南米工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所 セントラルコンサルタント株式会社
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