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エチオピア アムハラ州感染症対策強化プロジェクト専門家派遣(公衆衛生学/公衆衛生マネージメント） 2011/11/16 2012/3/28 阿部　久美子
タンザニア 効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクト専門家派遣(変電設備) 2012/1/18 2012/3/28 タカオカエンジニアリング株式会社
インドネシア 小規模交差点改良技術支援(有償資金協力専門家)(総括/交通計画)(道路設計/積算)(画像解析) 2012/1/25 2012/3/28 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 日本企業への投資促進戦略策定アドバイザー専門家派遣(投資促進) 2012/2/1 2012/3/28 合同会社適材適所
インド ムンバイ・メトロ3号線建設事業に係る技術支援(有償資金協力専門家) 2012/2/1 2012/3/28 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
キルギス キルギス日本人材開発センタ―プロジェクトフェーズ2専門家派遣(マーケティング) 2012/2/1 2012/3/28 株式会社日本開発サービス
キルギス 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専門家派遣(生産・品質管理) 2012/2/1 2012/3/28 株式会社日本開発サービス
ガーナ 天水稲作持続的開発プロジェクト専門家派遣(マーケティング) 2012/2/15 2012/3/28 有限会社アールディーアイ
ケニア 小規模園芸農民組織強化･振興ユニットプロジェクト専門家派遣(農道整備) 2011/12/7 2012/3/21 特定非営利活動法人道普請人
ベトナム ノイバイ国際空港新ターミナルマネジメント支援専門家派遣(有償資金協力専門家) 2012/1/18 2012/3/21 成田国際空港株式会社
パプアニューギニア テレビ番組による授業改善計画(EQUITV)プロジェクトフォローアップ協力専門家派遣(理科教育) 2012/2/16 ○ 2012/3/21 アイ・シー・ネット株式会社
中南米地域 南米地域における円借款新規案件形成及び実施促進支援(有償資金協力専門家)(円借款案件迅速化支援) 2012/2/1 2012/3/21 有限会社エクシディア
グルジア 東西ハイウェイ整備事業における道の駅導入を含む沿線開発計画策定支援(有償資金協力専門家）(総括)(行政制度・参加型コミュニティー開発)(農業・農産品加工)(商品企画・マーケティング) 2012/2/1 2012/3/21 有限会社エクシディア
エチオピア オロミア州母子栄養改善プロジェクト専門家派遣(行動変容コミュニケーション) 2012/2/14 ○ 2012/3/21 公益財団法人ジョイセフ
マラウイ 電力開発計画アドバイザー専門家派遣(電力開発計画) 2012/2/8 2012/3/21 株式会社日本開発サービス
カメルーン 中小企業振興政策支援アドバイザー専門家派遣(中小企業振興政策支援アドバイザー) 2012/2/8 2012/3/21 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
エチオピア 母子栄養改善プロジェクト専門家派遣(スーパービジョン強化) 2011/12/7 2012/3/14 グローバルリンクマネージメント株式会社
ガーナ アフリカ諸国電力技術者養成プロジェクト専門家派遣(変電維持管理) 2012/2/6 ○ 2012/3/14 株式会社エー・エス・エンジニアリング
東ティモール 環境影響評価アドバイザー専門家派遣 2011/12/21 2012/3/14 臼井　寛二
ボリビア 北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト専門家派遣(灌漑排水) 2012/1/23 ○ 2012/3/14 日本工営株式会社
パラグアイ エステ都市圏上下水道整備計画実施準備専門家派遣(有償資金協力専門家)(組織強化アドバイザー) 2012/2/13 ○ 2012/3/14 株式会社ソーワコンサルタント
エクアドル 実践的手法による訓練コースの開発と運営管理プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/職業訓練マネジメント) 2012/1/11 2012/3/14 株式会社日本開発サービス
カンボジア 流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト専門家派遣(災害復旧施工管理) 2012/1/18 2012/3/14 株式会社ランテックジャパン
キルギス 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専門家派遣(ビジネスコース運営管理) 2012/2/13 ○ 2012/3/14 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画策定能力強化プロジェクト専門家派遣(コミュニティ開発計画策定支援1)(コミュニティ開発計画策定支援2） 2012/1/25 2012/3/14 NTCインターナショナル株式会社
パプアニューギニア テレビ番組による授業改善計画(EQUITV)プロジェクトフォローアップ協力専門家派遣(算数教育) 2012/1/25 2012/3/14 菅原　民生
エクアドル チンボラソ県持続的総合農村開発プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/持続的総合農村開発) 2012/2/1 2012/3/14 有限会社フォーラム・ツー・ワン
モロッコ アブダ・ドゥカラ灌漑地域における灌漑システム向上プロジェクト専門家派遣(営農) 2012/2/1 2012/3/14 株式会社レックス・インターナショナル
アンゴラ アンゴラ稲作復興支援専門家派遣(稲作栽培) 2012/2/15 2012/3/14 特定非営利活動法人国際農民参加型技術ネットワーク

ブータン 債務管理専門家派遣(有償資金協力専門家） 2012/1/11 ○ 2012/3/7 株式会社地域計画連合
ガーナ アフリカ諸国電力技術者育成プロジェクト専門家派遣(研修計画) 2012/1/11 ○ 2012/3/7 株式会社エー・エス・エンジニアリング
タジキスタン 営農指導向上プロジェクト専門家派遣(営農指導教材作成) 2012/2/6 ○ 2012/3/7 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

パプアニューギニア 調達支援専門家派遣(有償資金協力専門家) 2012/1/18 2012/3/7 株式会社ジャパンソフトテックコンサルタンツ
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(農業機械) 2012/1/25 2012/3/7 株式会社徳本適正技術研究所
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(普及システム) 2012/1/25 2012/3/7 Bridge and　Associates Consulting合同会社
サモア 電力分野円借款促進専門家派遣(SCADA導入促進) 2012/1/20 ○ 2012/2/29 有限会社末沢システムズ
ウガンダ カンパラ市内交通事情改善計画等フォローアップ協力専門家派遣(信号機運用保守技術)(信号機設置施工技術)(信号機運用保守研修/調整) 2011/12/21 2012/2/29 交通システム電機株式会社
マレーシア 下水処理施設維持管理有償資金協力専門家派遣(ブナス処理場担当)(総括/処理プロセス運転管理)(汚泥処理設備運転改善) 2012/1/31 ○ 2012/2/29 株式会社データベース
ラオス 母子保健人材開発プロジェクト(人材育成機関強化) 2012/1/19 ○ 2012/2/29 システム科学コンサルタンツ株式会社
ギニアビサウ 水産施設運営･流通促進専門家派遣(水産施設運営･流通促進) 2012/1/11 2012/2/29 OAFIC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専門家派遣(行動変容促進(ファシリテーション)技術) 2012/1/11 2012/2/29 一般社団法人あいあいネット
ウズベキスタン 地方三空港近代化事業(I)(II)に係る実施機関空港ロジスティクス能力強化のための専門家派遣(総括/空港ロジスティクス1)(空港ロジスティクス2)� 2012/1/11 2012/2/29 株式会社ＪＡＬエアロ・コンサルティング
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専門家派遣(プロジェクト広報強化) 2012/1/11 2012/2/29 齊藤　千絵

【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】
　　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/kekka2011/kekka_gk.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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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

キューバ 中部地域５県における米証明種子の生産に係る技術普及プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/種子生産技術/種子収穫後処理技術) 2012/1/11 2012/2/29 株式会社タスクアソシエーツ
南アフリカ共和国 教育政策アドバイザー専門家派遣(教育政策アドバイザー) 2012/1/18 2012/2/29 インテムコンサルティング株式会社
モーリタニア 水産加工教育専門家派遣(水産加工教育) 2012/1/13 ○ 2012/2/22 水産エンジニアリング株式会社
フィリピン ボホール灌漑事業のフォローアップにかかる有償資金協力専門家派遣 2012/1/5 ○ 2012/2/22 NTCインターナショナル株式会社
ベトナム (科学技術)｢持続可能な地域農業･バイオマス産業の融合プロジェクト｣専門家派遣(農村社会経済環境調査手法) 2011/12/21 2012/2/22 A&Mコンサルタント有限会社
アルジェリア 高等海運学校大学院教育･研究能力強化プロジェクト専門家派遣(総括/海事教育) 2011/12/21 2012/2/22 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス

ミャンマー 主要感染症対策プロジェクトフェーズ2専門家派遣(結核対策) 2012/1/11 2012/2/22 公益財団法人結核予防会
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専門家派遣(人材育成管理) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社MSCインターナショナル
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専門家派遣(生産･品質管理) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社ケイディーテック
キルギス 一村一品アプローチによる小規模ビジネス振興を通じたイシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト専門家派遣(フェルトデザイン) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社エムアンドワイコンサルタント
バングラデシュ 投資環境改善有償資金協力専門家派遣(投資環境改善) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社日本開発サービス
マラウイ 医療機材維持管理専門家派遣(モニタリング･評価) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社アールコンサルタンツ
ウガンダ コメ振興プロジェクト専門家派遣(栽培(ローランド)) 2012/1/18 2012/2/22 国際耕種株式会社
キルギス 共同森林管理実施能力向上プロジェクト専門家派遣（果樹栽培技術） 2012/1/18 2012/2/22 NTCインターナショナル株式会社
スワジランド 理数科教員養成政策アドバイザー個別専門家派遣(理数科教員養成政策) 2011/12/14 2012/2/15 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

インドネシア インドネシア航空安全政策向上プロジェクト空港セキュリティ専門家派遣 2011/11/24 2012/2/15 財団法人空港保安事業センター
ネパール カトマンズ盆地交通管理及び道路計画専門家派遣(運輸交通セクター)(有償資金協力専門家） 2011/12/27 ○ 2012/2/15 株式会社トーニチコンサルタント
ベトナム ビズップ・ヌイバ国立公園管理能力強化プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/協働管理) 2011/12/14 2012/2/15 グリーン航業株式会社
ラオス 電力セクター事業管理能力強化プロジェクトにかかるセミナー講師(水力土木、水力電気) 2011/12/14 2012/2/15 株式会社ハイドロエナジー・アソシエイツ
カンボジア トンレサップ西部地域農業生産性向上プロジェクト専門家派遣（農民組織強化支援） 2011/12/14 2012/2/15 アイ・シー・ネット株式会社
パプアニューギニア 電力開発アドバイザー専門家派遣(有償資金協力専門家)(電力開発アドバイザー) 2012/1/12 ○ 2012/2/15 有限会社森テクノマネジメント
マレーシア 下水処理施設維持管理有償資金協力専門家派遣(パンタイ処理場担当)(総括/処理プロセス運転管理)(汚泥処理設備運転改善) 2011/12/21 2012/2/15 東京都下水道サービス株式会社
ケニア 小規模園芸農民組織強化･振興ユニットプロジェクト専門家派遣(研修開発(農産物加工分野)) 2012/1/11 2012/2/15 社団法人海外農業開発協会
ナイジェリア 女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクトフェーズ2専門家派遣(研修計画策定) 2012/1/11 2012/2/15 甲斐田　きよみ
シエラレオネ 地方給水業務関連職員の能力強化専門家派遣(地方都市上水道管理) 2012/1/11 2012/2/15 株式会社エイト日本技術開発
ブルキナファソ 養殖による農村開発促進計画プロジェクト専門家派遣(農村社会経済調査) 2011/11/30 2012/2/8 インテムコンサルティング株式会社
ベトナム 高速道路運営維持管理体制強化プロジェクト専門家派遣(総括/高速道路運営体制)(運営組織分析/人材育成) 2011/12/7 2012/2/8 大日コンサルタント株式会社
ホンジュラス 貧困削減戦略モニタリング人材育成プロジェクト専門家派遣(教育統計) 2011/12/7 2012/2/8 学校法人関西学院
エチオピア 農民研究グループを通じた適正技術開発･普及プロジェクト専門家派遣(農業普及教材作成) 2012/1/5 ○ 2012/2/8 株式会社VSOC
ベトナム 高危険度病原体に係るバイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェクト専門家派遣 2011/12/14 2012/2/8 株式会社タック・インターナショナル
ベトナム ビズップ・ヌイバ国立公園管理能力強化プロジェクト専門家派遣(エコツーリズム) 2011/12/14 2012/2/8 新谷　雅徳
インドネシア メラピ山防災対策航空測量調査専門家派遣(航空測量） 2011/12/14 2012/2/8 株式会社DMS
ブルキナファソ 養殖による農村開発促進計画プロジェクト専門家派遣(粗放養殖) 2011/12/21 2012/2/8 水産エンジニアリング株式会社
タジキスタン 営農指導体制向上プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/営農) 2011/12/9 ○ 2012/2/1 海外貨物検査株式会社
ホンジュラス 地方開発のための自治体能力強化プロジェクト専門家派遣(生活改善・村落開発) 2011/11/24 2012/2/1 柳原　さつき
ブラジル 「ベレン都市圏幹線バスシステム事業」に係る調達支援専門家派遣(有償資金協力専門家)(円借款調達支援専門家) 2011/11/30 2012/2/1 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
カンボジア 流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト専門家派遣（リモートセンシング） 2011/11/30 2012/2/1 アジア航測株式会社 
モロッコ 円借款事業実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家)(円借款事業実施促進) 2011/12/7 2012/2/1 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画策定能力強化プロジェクト専門家派遣(行政機能分析) 2011/12/7 2012/2/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
パプアニューギニア 港湾セクター技術アドバイザー専門家派遣(有償資金協力専門家)(港湾開発)(港湾経営) 2011/12/7 2012/2/1 財団法人国際臨海開発研究センター
ホンジュラス 水力発電増強事業計画作成支援専門家派遣(有償資金協力専門家)(統括/水力電気)(水力機械)(水力土木)(財務･経済分析)(環境社会配慮) 2011/12/7 2012/2/1 株式会社ニュージェック
南スーダン 南部スーダン理数科教育強化プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/教員研修政策) 2011/12/14 2012/2/1 株式会社フジタプランニング
ホンジュラス 地方開発のための自治体能力強化プロジェクト専門家派遣(研修計画/モニタリング強化) 2011/12/14 2012/2/1 ユニコインターナショナル株式会社
カンボジア 円借款｢シアヌークビル港経済特別区開発事業｣経済特別区(SEZ)インフラ維持･管理専門家派遣 2011/12/21 2012/2/1 勝俣　陸男
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(再生可能エネルギー研修計画) 2011/12/21 2012/2/1 株式会社エネルギー環境研究所
ヨルダン 国立博物館開館準備支援有償資金協力専門家派遣(総括/マネージメント)(企画/デザイン) 2011/12/21 2012/2/1 株式会社フリータイム・インターナショナル
ケニア 陸域観測技術衛星(ALOS:和名だいち)を活用したアフリカ地域の地形図作成専門家派遣(研修講師) 2012/1/4 2012/2/1 社団法人国際建設技術協会
パキスタン ラホール上下水道整備事業制度改善実施支援有償専門家派遣(上下水道維持管理)(上下水道経営管理) 2011/11/16 2012/1/25 特定非営利活動法人テラ・コーポレーション
ホンジュラス 地方開発のための自治体能力強化プロジェクト専門家派遣(能力開発･評価) 2011/12/7 ○ 2012/1/25 合同会社適材適所
エジプト 国民経済計算部門強化専門家派遣(総括/国民勘定報告書分析(非金融部門))(国民経済計算体系)(国民勘定報告書分析(金融部門))(統計情報整備状況) 2011/12/7 2012/1/25 株式会社日本アプライドリサーチ研究所
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専門家派遣(食品品質管理) 2011/12/7 2012/1/25 海外貨物検査株式会社
キルギス 一村一品アプローチによる小規模ビジネス振興を通じたイシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー) 2011/11/16 2012/1/18 原口　明久
ベトナム 中小企業支援機能強化プロジェクト専門家派遣(企業診断/品質管理) 2011/11/24 2012/1/18 ライジングコンサルタンツ株式会社
南アフリカ共和国 在宅コミュニテイケアに係るモニタリング評価専門家派遣(モニタリング評価) 2011/12/7 2012/1/18 株式会社エタニティ
マダガスカル 中央高地コメ生産性向上プロジェクト専門家派遣(家計研修トレーナー指導) 2011/12/7 2012/1/18 グローバルリンクマネージメント株式会社
リベリア 医療機材保守管理専門家派遣(医療機材保守管理) 2011/12/7 2012/1/18 株式会社フジタプランニング
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専門家派遣(職業訓練・生計向上支援(ダルフール地域)) 2011/11/29 ○ 2012/1/11 オーピーシー株式会社
ラオス 母子保健統合サービス強化プロジェクト短期専門家派遣(建築計画(母子保健センター)) 2011/11/9 2012/1/11 有限会社金山秀明一級建築士事務所
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専門家派遣（チーフアドバイザー(第二次)） 2011/11/16 2012/1/11 パナソニックエクセルインターナショナル株式会社

パラグアイ 農業金融公庫財務改善アドバイザー専門家派遣(有償資金協力専門家)(財務改善アドバイザー) 2011/11/16 2012/1/11 有限会社グローバル開発経営コンサルタンツ

コンゴ民主共和国 職業訓練アドバイザー専門家派遣(職業訓練アドバイザー) 2011/11/16 2012/1/11 財団法人海外職業訓練協会
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業務実施契約簡易型
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

キルギス 転圧コンクリート舗装技術支援プロジェクト有償資金協力専門家派遣(総括(道路整備))(現場監理)(プラント監理) 2011/11/16 2012/1/11 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

バングラデシュ 水供給アドバイザー専門家派遣 2011/11/24 2012/1/11 株式会社VSOC
ブータン 成長診断分析(産業振興)に係る技術支援専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/11/16 2012/1/11 株式会社パデコ
タジキスタン 営農指導体制向上プロジェクト専門家派遣(営農調査) 2011/11/24 2012/1/11 A&Mコンサルタント有限会社
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画策定能力強化プロジェクト専門家派遣(社会調査･紛争予防配慮) 2011/11/24 2012/1/11 NTCインターナショナル株式会社
ブルキナファソ 養殖による農村開発促進計画プロジェクト専門家派遣（「養殖計画」及び「養殖技術」） 2011/11/30 2012/1/11 インテムコンサルティング株式会社
ベトナム ベトナムにおける円借款実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家)(円借款実施促進) 2011/11/30 2012/1/11 インテムコンサルティング株式会社
ザンビア 農村振興能力向上プロジェクト専門家派遣(農業普及員研修) 2011/9/7 2012/1/4 株式会社ＪＩＮ
ベトナム 中部高原地域における貧困削減のための参加型農業農村開発能力向上計画プロジェクト専門家派遣(ファシリテーション技術) 2011/10/19 2012/1/4 一般社団法人あいあいネット
インドネシア 生物多様性保全のための国立公園機能･人材強化プロジェクト専門家派遣(研修ファシリテーション能力強化) 2011/10/26 2012/1/4 特定非営利活動法人ソムニード
アンゴラ 地雷除去機専門家派遣(地雷除去機) 2011/11/2 2012/1/4 認定特定非営利活動法人日本地雷処理を支援する会

ペルー 一村一品運動支援アドバイザー専門家派遣(一村一品運動支援アドバイザー) 2011/11/9 2012/1/4 パナソニックエクセルインターナショナル株式会社

カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(コーポレートマネジメントコース｢ビジネスプロジェクトマネジメント｣研修講師) 2011/11/9 2012/1/4 株式会社地域計画連合
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(コーポレートマネジメントコース｢経営改善｣研修講師) 2011/11/9 2012/1/4 株式会社日本開発サービス
タンザニア 灌漑農業技術普及支援体制強化計画専門家派遣(灌漑地区組織運営改善) 2011/11/9 2012/1/4 株式会社地域計画連合
アルメニア エレバン･コジェネレーション火力複合発電所定期点検計画支援に係る有償資金協力専門家派遣(総括･資金調達計画)(発電所一般機器点検計画)(発電所主要機器点検計画) 2011/11/9 2012/1/4 東電設計株式会社
アルメニア SCADA/Communicationシステム管理能力向上支援に係る有償資金協力専門家派遣(SCADA分野) 2011/11/9 2012/1/4 東電設計株式会社
エチオピア オロミア州母子栄養改善プロジェクト専門家派遣(栄養改善マルチセクター連携支援) 2011/11/9 2012/1/4 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専門家派遣(灌漑施設施工管理) 2011/11/16 2012/1/4 NTCインターナショナル株式会社
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専門家派遣(作物栽培) 2011/11/16 2012/1/4 株式会社タスクアソシエーツ
トンガ ｢沿岸資源開発管理｣短期専門家派遣(沿岸資源開発管理) 2011/10/26 2011/12/21 株式会社フジタプランニング
フィリピン 産業人材育成支援専門家派遣(公共事業における契約監理業務) 2011/11/2 2011/12/21 株式会社ヒンマン&メイプル
アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト専門家派遣(水田圃場整備計画・設計/施工監理) 2011/11/2 2011/12/21 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト専門家派遣（研究棟及び機械倉庫建設計画・設計/施工監理） 2011/11/2 2011/12/21 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
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専門家派遣(自動車整備訓練) 2011/11/9 2011/12/21 株式会社日本開発サービス
モンゴル ウランバートル市都市交通システム改善専門家派遣(有償資金協力専門家)(都市交通計画) 2011/11/9 2011/12/21 株式会社建設技研インターナショナル
ラオス 保健セクター事業調整能力強化フェーズ2専門家派遣(保健セクター事業共通管理ツール改訂) 2011/10/12 2011/12/14 株式会社国際開発アソシエイツ
マラウイ 中規模灌漑開発プロジェクト専門家派遣(営農) 2011/11/4 ○ 2011/12/14 株式会社ランテックジャパン
インドネシア 南スラウェシ州地域保健運営能力向上プロジェクトフェーズ2専門家派遣(プライマリ･ヘルス･ケア/コミュニティ参加型開発) 2011/10/12 2011/12/14 特定非営利活動法人HANDS
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(ソフト型フォローアップ) 2011/10/19 2011/12/14 国立大学法人東京大学
ガーナ 天水稲作持続的開発プロジェクト専門家派遣(営農分析) 2011/11/14 ○ 2011/12/14 アイ・シー・ネット株式会社
エチオピア 橋梁維持管理能力向上プロジェクト専門家派遣(「監督・品質管理」及び「橋梁補修」) 2011/11/2 2011/12/14 大日コンサルタント株式会社
ベトナム 第三国研修「電気通信機器運用保守管理技術(次世代ネットワーク構築に向けたIP通信)」在外研修専門家派遣(インターネットプロトコル技術指導) 2011/11/2 2011/12/14 財団法人海外通信・放送コンサルティング協力

スリランカ 円借款事業実施改善(有償資金協力専門家)専門家派遣 2011/10/26 2011/12/14 有限会社ディー・ピー・エム・コンサルティング

マリ 学校運営委員会支援プロジェクト・フェーズ２専門家派遣(研修計画/モニタリングシステム)（第１年次） 2011/11/2 2011/12/14 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ベトナム 灌漑改善計画策定支援専門家派遣（有償資金協力専門家） 2011/11/2 2011/12/14 株式会社三祐コンサルタンツ
カンボジア 農業資材(化学肥料および農薬)品質管理能力向上プロジェクト専門家派遣(農薬登録管理) 2011/10/12 2011/12/7 田中　啓司
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専門家派遣(保健パイロット活動支援･モニタリング) 2011/10/19 2011/12/7 合同会社ＡＭＨＮ
パプアニューギニア 小規模稲作振興プロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(チーフアドバイザー/普及計画管理) 2011/10/26 2011/12/7 社団法人海外農業開発協会
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専門家派遣(チーフアドバイザー) 2011/10/26 2011/12/7 ビコーズインスチチュート株式会社
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専門家派遣(健康教育) 2011/11/9 2011/12/7 財団法人日本国際協力センター
ウクライナ ウクライナ日本センタープロジェクト・フォローアップ協力専門家派遣(カイゼン) 2011/10/20 ○ 2011/11/30 株式会社トラスパイア
マラウイ 持続可能な土地管理促進プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/土壌肥沃度) 2011/10/14 ○ 2011/11/30 日本工営株式会社
エチオピア 灌漑設計・施工能力向上プロジェクト専門家派遣(事業管理/計画) 2011/9/28 2011/11/30 株式会社三祐コンサルタンツ
モザンビーク 円借款案件実施監理強化支援専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/10/21 ○ 2011/11/30 ペガサスエンジニアリング株式会社
ボリビア 持続的農村開発のための実施体制整備計画フェーズ2専門家派遣(収入源創出) 2011/10/19 2011/11/30 株式会社日本開発サービス
ボリビア 持続的農村開発のための実施体制整備計画フェーズ2専門家派遣(作物栽培) 2011/10/19 2011/11/30 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

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専門家派遣(給水施設改修計画・パイロット活動モニタリング) 2011/10/19 2011/11/30 株式会社地球システム科学
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専門家派遣(ネットワーク設計) 2011/10/19 2011/11/30 株式会社パンテル・インターナショナル
カーボヴェルデ 上水道システム整備事業の形成促進に係る専門家派遣(有償資金協力専門家)(上水道計画) 2011/10/19 2011/11/30 株式会社アンジェロセック
モンゴル 社会セクター支援プログラム事業効果促進専門家派遣（有償資金協力専門家）(経済・財政分析) 2011/10/18 ○ 2011/11/30 学校法人早稲田大学
セネガル 教育環境改善プロジェクトフェーズ２専門家派遣(研修視聴覚教材作成) 2011/10/26 2011/11/30 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

ブータン 感染症対策プロジェクト専門家派遣(ワクチン・コールドチェーン機材ロジスティックス) 2011/9/28 2011/11/24 株式会社国際開発アソシエイツ
ベトナム 高危険度病原体に係るバイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェクト専門家派遣(実験施設･機材維持管理) 2011/10/5 2011/11/24 須賀工業株式会社
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)(プロジェクト運営管理/研修マネージメント) 2011/10/5 2011/11/24 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 稲作振興支援プロジェクト専門家派遣(コメ収穫後処理技術･市場調査) 2011/10/12 2011/11/24 海外貨物検査株式会社
ナイジェリア 女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクトフェーズ2(社会調査) 2011/10/19 2011/11/24 オーピーシー株式会社
ペルー 森林保全円借款案件形成促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/8/17 2011/11/16 清水　正
パキスタン カラチ環状鉄道復旧整備事業計画支援(II)(鉄道附帯事業開発計画)（有償資金協力専門家） 2011/9/7 2011/11/16 株式会社コンセイユ
ラオス 教育政策アドバイサー　専門家派遣（教育政策アドバイザー） 2011/9/7 2011/11/16 有限会社アイエムジー
インド タミル・ナド州送電網整備事業案件形成に係る技術支援(有償資金協力専門家) 2011/10/7 2011/11/16 東京電力株式会社
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業務実施契約簡易型
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

モンゴル 社会セクター支援プログラム事業効果促進専門家派遣（有償資金協力専門家)（政策改革達成度評価分析） 2011/10/7 2011/11/16 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

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専門家派遣(ファシリテーター・トレーナー育成) 2011/9/28 2011/11/16 特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

ケニア 小規模園芸農民組織強化・振興ユニットプロジェクト専門家派遣(情報利活用) 2011/9/28 2011/11/16 株式会社日本開発サービス
エチオピア 灌漑設計・施工能力向上プロジェクト専門家派遣(施工管理) 2011/9/28 2011/11/16 株式会社三祐コンサルタンツ
エチオピア 灌漑設計・施工能力向上プロジェクト専門家派遣(GIS) 2011/9/28 2011/11/16 国際航業株式会社
エチオピア 一村一品促進プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/一村一品促進) 2011/9/28 2011/11/16 石川　智彦
バングラデシュ 母子保健改善事業実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/10/5 2011/11/16 OPMAC株式会社
モンゴル モンゴル日本人材開発センタープロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(ビジネスプラン作成) 2011/10/5 2011/11/16 株式会社トラスパイア
パキスタン カラチ環状鉄道復旧整備事業計画支援(II)(住民移転地整備計画)（有償資金協力専門家） 2011/9/7 2011/11/9 八千代エンジニヤリング株式会社
ラオス ラオス国南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト専門家派遣（グループ養殖支援） 2011/9/7 2011/11/9 株式会社国際水産技術開発
エチオピア 理数科教育改善プロジェクト専門家派遣(授業評価) 2011/9/21 2011/11/9 アイ・シー・ネット株式会社
タンザニア 灌漑農業技術普及支援体制強化計画プロジェクト専門家派遣(ジェンダー主流化) 2011/9/21 2011/11/9 グローバルリンクマネージメント株式会社
カンボジア 流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト専門家派遣(灌漑・配水計画管理） 2011/10/6 ○ 2011/11/9 NTCインターナショナル株式会社
モーリタニア 頭足類輸出規格・品質管理専門家派遣(頭足類輸出規格・品質管理) 2011/9/21 2011/11/2 水産エンジニアリング株式会社
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専門家派遣(地理情報システム(GIS)基本設計)(地理情報システム(GIS)詳細設計) 2011/9/22 ○ 2011/11/2 国際航業株式会社
ザンビア 鉱物資源地理情報システム(GIS)データベースマネージメント専門家派遣(GIS/リモートセンシング) 2011/9/14 2011/11/2 三菱マテリアルテクノ株式会社
エチオピア 住民参加型初等教育改善プロジェクト専門家派遣（モニタリング体制強化） 2011/9/29 ○ 2011/11/2 株式会社加藤国際技術士事務所
マラウイ 環境影響評価･公害防止専門家派遣(環境影響評価･公害防止) 2011/10/4 ○ 2011/11/2 株式会社カナコン
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)専門家派遣(IEC(情報･教育･コミュニケーション) 2011/9/14 2011/11/2 有限会社エストレージャ
オマーン バイオ塩水専門家派遣(耐塩性植物育種) 2011/9/21 2011/11/2 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発電所の維持管理プロジェクトフォローアップ専門家派遣 2011/9/29 ○ 2011/11/2 中国電力株式会社
ガーナ 天水稲作持続的開発プロジェクト専門家派遣(収穫後処理（精米及びパーボイル加工改善）) 2011/9/21 2011/11/2 アイ・シー・ネット株式会社
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(流通･農業経営) 2011/9/14 2011/11/2 Bridge and　Associates Consulting合同会社

モザンビーク 道路維持管理能力向上プロジェクト専門家派遣(総括/道路維持管理計画、道路点検、道路補修) 2011/9/13 ○ 2011/10/26 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 投資環境改善アドバイザー 2011/8/31 2011/10/26 株式会社日本開発サービス
ホンジュラス 貧困削減戦略モニタリング人材育成プロジェクト専門家派遣(省庁共同利用データベースモデル構築) 2011/9/7 2011/10/26 株式会社日本開発サービス
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(スペシャルビジネスショートコース「ブランド戦略・工業デザイン」研修講師) 2011/9/7 2011/10/26 株式会社アルメック
アジア地域 東メコン地域次世代航空保安システムへの移行に係る能力開発プロジェクト専門家派遣(PBN飛行方式設定) 2011/9/7 2011/10/26 株式会社NTTデータ・アイ
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(種子生産技術) 2011/9/14 2011/10/26 アイ・シー・ネット株式会社
ルワンダ トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェクト専門家派遣(第2回学校運営指導) 2011/9/21 2011/10/26 インテムコンサルティング株式会社
マリ 魚市場運営管理･流通促進アドバイザー専門家派遣(魚市場運営管理･流通促進アドバイザー) 2011/8/17 2011/10/19 OAFIC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専門家派遣(臨床検査） 2011/8/17 2011/10/19 足立　拓也
ベトナム 省エネルギー研修センター設立支援プロジェクト(ステージ1)専門家派遣(エネルギーデータ管理･分析) 2011/8/17 2011/10/19 有限会社エネテック千葉
中華人民共和国 四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト専門家派遣(治山施工管理) 2011/8/24 2011/10/19 社団法人宮崎県治山林道協会
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(種子品質管理) 2011/8/24 2011/10/19 社団法人海外農業開発協会
アジア地域 東メコン地域次世代航空保安システムへの移行に係る能力開発プロジェクト　WGS-84ビエンチャン空港座標測量専門家派遣 2011/8/31 2011/10/19 株式会社日豊
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(農業機械) 2011/9/14 2011/10/19 有限会社アールディーアイ
モルドバ 国立ビジネスエクセレンスセンターのコンセプト形成に係る専門家派遣(中小企業振興) 2011/8/31 2011/10/19 ビーティー・ディベロップメント有限会社
中華人民共和国 汚水処理場のグレードアップ改造と運営改善プロジェクト専門家派遣(処理プロセス評価) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社ソーワコンサルタント
スリランカ アヌラダプラ上水道整備事業案件準備促進専門家派遣(環境社会配慮)(有償資金協力専門家) 2011/9/7 2011/10/19 国際航業株式会社
スリランカ アヌラダプラ上水道整備事業案件準備促進専門家派遣(水道・施設計画)(有償資金協力専門家) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社ソーワコンサルタント
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専門家派遣(農業機械) 2011/9/1 ○ 2011/10/12 オーピーシー株式会社
南スーダン 理数科教育強化プロジェクト専門家派遣（理数科教育） 2011/8/24 2011/10/12 株式会社日本開発サービス
ベトナム ビズップ･ヌイバ国立公園管理能力強化プロジェクト専門家派遣(エコツーリズム) 2011/7/27 2011/10/5 新谷　雅徳
エチオピア 橋梁維持管理能力向上プロジェクト専門家派遣(橋梁標準図改訂) 2011/8/17 2011/10/5 株式会社長大
ウガンダ 家畜疾病診断･管理体制強化計画専門家派遣 2011/8/17 2011/10/5 A&Mコンサルタント有限会社
マレーシア マレーシア日本国際工科院(MJIIT)資機材調達支援専門家派遣(有償資金協力専門家)(資機材調達支援) 2011/8/17 2011/10/5 インテムコンサルティング株式会社
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専門家派遣(稲作営農) 2011/8/17 2011/10/5 株式会社VSOC
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)専門家派遣(人材育成管理) 2011/8/31 2011/10/5 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(研修運営) 2011/8/31 2011/10/5 アイ・シー・ネット株式会社
ニカラグア 農業開発アドバイザー専門家派遣(農業開発アドバイザー) 2011/8/17 2011/9/28 有限会社アールディーアイ
バングラデシュ 中小企業振興金融セクター事業案件実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/6/15 2011/9/21 株式会社コーエイ総合研究所
フィリピン スービック港開発事業に係る利活用促進専門家派遣(有償資金協力専門家；港湾運営・経営管理支援と港湾国際マーケティング支援) 2011/8/3 2011/9/21 株式会社ドラムエンジニアリング
キルギス国及びカザフスタン国 日本人材開発センタープロジェクト専門家派遣(マーケティング) 2011/8/3 2011/9/21 株式会社日本開発サービス
キルギス国及びカザフスタン国 日本人材開発センタープロジェクト専門家派遣(生産・品質管理) 2011/8/3 2011/9/21 株式会社ケイディーテック
シエラレオネ カンビア県地域開発能力向上プロジェクト専門家派遣(村落開発) 2011/8/3 2011/9/21 株式会社タスクアソシエーツ
エチオピア 一村一品促進プロジェクト専門家派遣(ビジネスマネジメント/マーケティング) 2011/8/17 2011/9/21 株式会社トラスパイア
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専門家派遣(理数科教員研修計画) 2011/8/17 2011/9/21 株式会社国際開発アソシエイツ
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専門家派遣(地域保健計画PDM策定指導) 2011/8/24 2011/9/21 株式会社タック・インターナショナル
ザンビア 産業ストラテジー策定支援専門家派遣(戦略策定(エンジニアリング製品)) 2011/8/5 2011/9/14 有限会社アイエムジー
アジア地域 東メコン地域次世代航空保安システムへの移行にかかる能力開発プロジェクト専門家派遣(飛行方式設定1)(飛行方式設定2) 2011/7/27 2011/9/14 株式会社NTTデータ・アイ
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イラク 食糧自給のための小麦生産性改善プロジェクト専門家派遣(土地適性区分) 2011/7/27 2011/9/14 株式会社ワープインターナショナル
エルサルバドル 大統領官房開発計画アドバイザー専門家派遣(開発計画) 2011/7/27 2011/9/14 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ベトナム 中部高原地域における貧困削減のための参加型農業農村開発能力向上プロジェクト専門家派遣(ファシリテーション技術) 2011/7/27 2011/9/14 一般社団法人あいあいネット
パラグアイ エネルギー分野案件形成促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/8/12 ○ 2011/9/14 有限会社アルファコンサルタンシー
スーダン 環境管理専門家派遣(廃棄物管理計画) 2011/8/17 2011/9/14 八千代エンジニヤリング株式会社
マラウイ 灌漑政策モニタリング評価専門家派遣 2011/8/9 ○ 2011/9/7 正木　学
モザンビーク 一村一品運動推進専門家派遣 2011/7/6 2011/9/7 株式会社アイコンズ
インドネシア マンゴーにおけるミバエ類検疫技術向上計画専門家派遣 2011/7/13 2011/9/7 三州産業株式会社
ベトナム 地方開発アドバイザー(総合的営農技術） 2011/7/27 2011/9/7 株式会社コーエイ総合研究所
バングラデシュ 小規模養鶏技術普及計画プロジェクト専門家派遣(養鶏技術) 2011/7/20 2011/9/7 株式会社三祐コンサルタンツ
パラグアイ 道路整備分野案件形成促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/7/27 2011/9/7 有限会社トレア
ベトナム 「ラックフェン国際港建設事業(港湾)/(道路・橋梁)」に係る調達実施支援専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/6/22 2011/8/31 株式会社Ides
シエラレオネ カンビア県地域開発能力向上プロジェクト専門家派遣(道路計画･設計/施工監理) 2011/7/13 2011/8/31 NTCインターナショナル株式会社
タンザニア ダルエスサラム電力供給拡充計画フォローアップ調査専門家派遣(潮流解析、保護協調) 2011/7/20 2011/8/31 株式会社高岳製作所�
メキシコ 小規模農民熱帯果樹開発・普及計画プロジェクト専門家派遣(プロジェクト運営管理) 2011/7/20 2011/8/24 有限会社アールディーアイ
中華人民共和国 ダム運用管理能力向上プロジェクト専門家派遣(効果的研修手法) 2011/7/13 2011/8/24 財団法人日本国際協力センター
インドネシア 東部インドネシア地域資源に立脚した肉牛開発計画プロジェクト専門家派遣(農村金融/マーケティング) 2011/7/13 2011/8/24 ワイ・エス・ケイ　コンサルタンツ株式会社
バングラデシュ 小規模水資源開発事業におけるガバナンス能力強化(その2)専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/6/8 2011/8/17 岩野　淳之介
インドネシア マングローブ生態系保全と持続的な利用のASEAN地域における展開プロジェクト専門家派遣(生態系保全) 2011/6/22 2011/8/17 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

パラグアイ 円借款実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/6/29 2011/8/17 ペガサスエンジニアリング株式会社
グアテマラ 円借款案件形成・監理専門家派遣（有償資金協力専門家） 2011/7/6 2011/8/17 NTCインターナショナル株式会社
エチオピア 住民参加型初等教育改善プロジェクト専門家派遣(研修教材) 2011/7/6 2011/8/17 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

ルワンダ 国家ICT戦略・計画実施支援アドバイザー専門家派遣 2011/6/8 2011/8/10 山中　敦之
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(アントレプレナーシップコース講師2：ファイナンシャルマネージメント) 2011/6/22 2011/8/10 佐藤　雅也
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(コーポレートマネジメントコース講師3：プロダクションマネジメント) 2011/6/22 2011/8/10 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
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専門家派遣(人材育成管理) 2011/6/29 2011/8/10 株式会社MSCインターナショナル
ザンビア 都市計画アドバイザー専門家派遣(都市計画) 2011/6/29 2011/8/10 株式会社パセット
アフガニスタン 農業政策アドバイザー専門家派遣(農業政策アドバイザー) 2011/6/1 2011/8/3 木本　長

国際契約マネジメントセミナー実施(インド国・スリランカ国)業務 2011/6/8 2011/8/3 公立大学法人高知工科大学
カンボジア 円借款案件実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/6/15 2011/8/3 インテムコンサルティング株式会社
タンザニア 県農業開発計画(DADPs)灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクト専門家派遣(農民参加型工事、経済効果算定) 2011/6/22 2011/8/3 NTCインターナショナル株式会社
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(アントレプレナーシップコース講師1：ビジネスアイデアクリエーション) 2011/6/22 2011/8/3 株式会社地域計画連合
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(アントレプレナーシップコース研修講師3：マーケティング) 2011/6/22 2011/8/3 有限会社グローバル開発経営コンサルタンツ

カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(アントレプレナーシップコース講師4：ビジネスアイデアクリエーション/ビジネスプラン) 2011/6/22 2011/8/3 株式会社日本開発サービス
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(コーポレートマネジメントコース講師1：コーポレートマネジメント) 2011/6/22 2011/8/3 株式会社日本開発サービス
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(コーポレートマネジメントコース講師2：リーダーシップと人材マネジメント) 2011/6/22 2011/8/3 株式会社日本開発サービス
シエラレオネ カンビア県地域開発能力向上プロジェクト専門家派遣(研修計画) 2011/6/22 2011/8/3 NTCインターナショナル株式会社
ケニア 第三国研修GIS応用セミナー在外研修講師派遣 2011/6/29 2011/8/3 国際航業株式会社
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/種子生産政策･制度) 2011/7/8 ○ 2011/8/3 NTCインターナショナル株式会社
タイ タイ農地改革地区総合農業開発事業(有償資金協力専門家派遣) 2011/6/29 2011/8/3 株式会社三祐コンサルタンツ
中華人民共和国 黄土高原林業新技術推進普及プロジェクト専門家派遣(林業技術) 2011/6/1 2011/7/27 社団法人海外林業コンサルタンツ協会
大洋州地域 予防接種体制整備プロジェクト専門家派遣(ワクチン・コールドチェーン機材修理・維持管理技術指導) 2011/6/1 2011/7/27 株式会社エビスメディカル
ルワンダ トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェクト専門家派遣(学校運営評価) 2011/6/8 2011/7/27 インテムコンサルティング株式会社
モーリシャス 浄水場運営に係る技術移転専門家派遣(施設設計) 2011/6/8 2011/7/27 日本工営株式会社
マラウイ 病院運営改善専門家派遣(5S-KAIZEN-TQM普及) 2011/6/15 2011/7/27 有限会社アールディーアイ
トルコ 揚水発電フィージビリティ調査支援専門家派遣(総括/開発計画)(地質調査)(プラント設計)(環境社会配慮) 2011/6/29 2011/7/27 株式会社ニュージェック
モロッコ アブダ・ドゥカラ灌漑地域における灌漑システム向上プロジェクト専門家派遣(営農) 2011/5/18 2011/7/20 株式会社レックス・インターナショナル
ペルー 円借款総合調整専門家派遣（有償資金協力専門家） 2011/5/25 2011/7/20 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
ベトナム 新産業統計改善プロジェクト専門家派遣(産業統計整備支援) 2011/6/8 2011/7/20 株式会社国際開発センター
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専門家派遣(生計向上) 2011/6/8 2011/7/20 有限会社アイエムジー
カンボジア 公共投資政策・援助管理アドバイザー(有償資金協力専門家) 2011/5/18 2011/7/13 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
マレーシア ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラムプロジェクトフェーズ2専門家派遣(協働保護区管理) 2011/5/25 2011/7/13 有限会社アイエムジー
マラウイ 電力開発計画アドバイザー(電力開発計画) 2011/5/25 2011/7/13 株式会社日本開発サービス
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専門家派遣(保健パイロット活動支援/モニタリング) 2011/6/1 2011/7/13 特定非営利活動法人HANDS
大洋州地域 予防接種体制整備プロジェクト専門家派遣(ワクチン管理技術指導) 2011/6/1 2011/7/13 株式会社アイコンズ
カンボジア 流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト専門家派遣(水路計画)(灌漑計画) 2011/6/1 2011/7/13 株式会社ランテックジャパン
エジプト 円借款案件形成・監理専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/6/1 2011/7/13 株式会社鳴尾総合研究所
ガーナ 中小企業振興支援専門家派遣(政策アドバイザー) 2011/6/1 2011/7/13 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ブルンジ 公共交通公社運営能力再生プロジェクト専門家派遣(財務・運営管理) 2011/5/18 2011/7/6 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

ボリビア 北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト専門家派遣(稲栽培/普及) 2011/5/18 2011/7/6 合同会社適材適所
ドミニカ共和国、ハイチ 対ハイチ農業技術研修コースプロジェクト専門家派遣（農業普及） 2011/5/25 2011/7/6 株式会社環境計画研究所
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業務実施契約簡易型
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

ケニア 東部アフリカ地域税関能力向上プロジェクトフェーズ２専門家派遣(通関業者コンプライアンスⅣ) 2011/5/25 2011/7/6 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ケニア 東部アフリカ地域税関能力向上プロジェクトフェーズ２専門家派遣(通関業者コンプライアンスＶ) 2011/5/25 2011/7/6 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ベトナム ハノイ公共交通改善プロジェクト専門家派遣(総括/公共交通)(バス運行計画)(交通需要分析) 2011/6/1 2011/7/6 株式会社アルメック
バングラデシュ 農村開発技術センター機能強化計画プロジェクトフェーズ2専門家派遣(GIS･主題図作成支援) 2011/6/1 2011/7/6 アジア航測株式会社
コロンビア 国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/PCM手法指導)（第1年次） 2011/6/1 2011/7/6 アイ・シー・ネット株式会社
タンザニア 効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクト専門家派遣(業務効率改善) 2011/5/25 2011/6/29 アイ・シー・ネット株式会社
ルワンダ 技術職業教育訓練(TVET)セクター産業連携専門家派遣(TVETセクター産業連携) 2011/5/18 2011/6/29 ユニコインターナショナル株式会社
パキスタン EPI/ポリオ対策プロジェクト専門家派遣(ワクチンロジスティクス) 2011/5/18 2011/6/29 株式会社エムイー企画
タンザニア 地方自治体能力強化プロジェクトフェーズ2　専門家派遣(チーフアドバイザー/自治体研修システム開発)(第１年次) 2011/5/18 2011/6/29 株式会社日本開発サービス
ブルンジ 公共交通公社運営能力再生プロジェクト専門家派遣(バス運行管理) 2011/5/18 2011/6/29 株式会社Creative Institute of Planning & Design
ブルンジ 公共交通公社運営能力再生プロジェクト専門家派遣(バス機材維持管理) 2011/5/18 2011/6/29 株式会社日和コンサルタント
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専門家派遣(ビジネスコース運営管理) 2011/4/27 2011/6/29 株式会社日本開発サービス
シエラレオネ 保健分野の統合的スーパービジョン強化専門家派遣(保健分野の統合的スーパービジョン強化) 2011/5/18 2011/6/22 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
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専門家派遣(ファシリテーター・トレーナー育成と研修モジュール改善) 2011/5/18 2011/6/22 特定非営利活動法人ソムニード
ニカラグア シャーガス病対策プロジェクト専門家派遣(IEC(情報・教育・コミュニケーション)) 2011/5/11 2011/6/22 有限会社エストレージャ
マレーシア MJIIT円借款実施促進・調達支援専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/5/11 2011/6/22 インテムコンサルティング株式会社
ブータン 園芸作物研究開発普及支援プロジェクト専門家派遣(研修/普及) 2011/5/11 2011/6/22 株式会社VSOC
ブラジル リオグランジドノルテ州小農支援を目指したバイオディーゼル燃料のための油糧作物導入支援プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/小農支援政策) 2011/4/27 2011/6/22 株式会社アグリ・エナジー　インターナショナル

タンザニア 援助協調を通じた運輸・交通セクター政策支援専門家派遣 2011/4/27 2011/6/22 エイジスコンサルティング有限会社
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト専門家派遣(廃棄物管理B) 2011/4/20 2011/6/22 国際航業株式会社
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 デジタル地図縮尺調整技術向上専門家派遣(デジタル地図縮尺調整) 2011/5/11 2011/6/15 国際航業株式会社
タイ コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト専門家派遣(コミュニティサービス統合モデル策定) 2011/4/27 2011/6/15 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

バングラデシュ ダッカ都市高速鉄道実施体制強化支援専門家派遣(その2)(有償資金協力専門家) 2011/4/27 2011/6/15 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ミャンマー 主要感染症対策プロジェクト結核対策分野専門家派遣(総括/結核対策)(胸部X線撮影)(検査精度管理)(Community DOTS)(疫学･有病率調査) 2011/4/27 2011/6/15 公益財団法人結核予防会
ブルンジ 公共交通公社運営能力再生プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/バス運行･運営) 2011/4/27 2011/6/15 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

リベリア 医療機材保守管理専門家派遣(医療機材保守管理) 2011/4/27 2011/6/15 株式会社フジタプランニング
ベトナム 高危険度病原体に係るバイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェクト専門家派遣(実験施設・機材維持管理) 2011/4/27 2011/6/15 須賀工業株式会社
インドネシア 生物多様性保全のための国立公園機能・人材強化プロジェクト専門家派遣(保護区協働管理に係る研修評価) 2011/4/27 2011/6/15 財団法人自然環境研究センター
ラオス 国立大学ITサービス人材育成プロジェクト専門家派遣(JAVA及びOracle、クラウドコンピューター) 2011/4/20 2011/6/15 株式会社日本開発サービス
カンボジア カンボジア日本人材開発センター(フェーズ2)専門家派遣(人材育成コース運営管理) 2011/4/20 2011/6/15 株式会社国際開発センター
ミャンマー 小規模養殖普及による住民の生計向上事業専門家派遣(淡水魚種苗生産) 2011/4/20 2011/6/15 株式会社国際水産技術開発
インド マディヤ・プラデシュ州大豆増産プロジェクト専門家派遣(病虫害管理) 2011/3/2 2011/6/15 辻　耕治
バングラデシュ 母性保護サービス強化プロジェクト専門家派遣(研修プログラム・教材) 2011/5/11 2011/6/8 オーピーシー株式会社
ニジェール 住民参加型学校運営改善計画フェーズII専門家派遣(教育評価) 2011/4/27 2011/6/8 株式会社アイコンズ
カンボジア SEZマーケティング＆オペレーションアドバイザー専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/4/20 2011/6/8 株式会社日本開発サービス
ネパール 学校保健・栄養改善プロジェクト専門家派遣(モニタリング・監督) 2011/4/13 2011/6/8 財団法人家族計画国際協力財団
エチオピア アムハラ州感染症対策強化プロジェクト専門家派遣(保健マネージメント強化) 2011/4/13 2011/6/8 野田　修治
モンゴル モンゴル日本人材開発センタープロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(財務管理) 2011/4/20 2011/6/1 吉村　昭彦
モンゴル モンゴル日本人材開発センタープロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(品質管理) 2011/4/20 2011/6/1 株式会社日本開発サービス
モンゴル モンゴル日本人材開発センタープロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(工程管理) 2011/4/20 2011/6/1 株式会社日本開発サービス
モンゴル モンゴル日本人材開発センタープロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(マーケティング/企業戦略) 2011/4/20 2011/6/1 合同会社ベクター・コンサルティング
モンゴル モンゴル日本人材開発センタープロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(人的資源管理) 2011/4/20 2011/6/1 有限会社グローバル開発経営コンサルタンツ

アジア地域 東メコン地域次世代航空保安システムへの移行に係る能力開発プロジェクト専門家派遣(空港座標測量調査(座学))(空港座標測量調査(座学2)) 2011/4/20 2011/6/1 株式会社日豊
パキスタン 円借款事業に係る案件実施支援専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

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)専門家派遣(投資促進能力開発) 2011/4/13 2011/6/1 有限会社アイエムジー
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専門家派遣(州開発計画策定・実施支援(南コルドファン州)) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社レックス・インターナショナル
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専門家派遣(州開発計画策定・実施支援(青ナイル州)) 2011/4/13 2011/6/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
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専門家派遣(職業訓練・生計向上支援) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社コーエイ総合研究所
スーダン 結核対策アドバイザー専門家派遣(結核対策アドバイザー) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社タック・インターナショナル
シエラレオネ カンビア県地域開発能力向上プロジェクト専門家派遣(県・村落開発) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社タスクアソシエーツ
モンゴル モンゴル日本人材開発センタープロジェクト(フェーズ2)専門家派遣(ビジネスコース運営管理/人材育成) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社MSCインターナショナル
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専門家派遣(理数科教育モニタリング･評価) 2011/4/13 2011/5/25 アイ・シー・ネット株式会社
エチオピア 一村一品促進プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/一村一品促進) 2011/4/13 2011/5/25 於勢　泰子
ラオス 南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト専門家派遣(水産技術普及) 2011/4/13 2011/5/25 株式会社国際水産技術開発
ガーナ 太陽光発電普及のための人材育成プロジェクト専門家派遣(太陽光発電普及アドバイザー) 2011/4/13 2011/5/25 合同会社石黒アソシエイツ
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(種子生産技術) 2011/4/13 2011/5/25 アイ・シー・ネット株式会社
グアテマラ 貧困削減に向けた地方行政能力強化専門家派遣(参加型開発) 2011/3/30 2011/5/25 アイ・シー・ネット株式会社
グルジア 有償資金協力実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/3/30 2011/5/25 有限会社エクシディア
パキスタン 技術教育改善プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/業務調整) 2011/3/23 2011/5/25 ユニコインターナショナル株式会社
中華人民共和国 四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト専門家派遣(治山測量設計) 2011/4/13 2011/5/18 株式会社森林テクニクス
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専門家派遣(給水施設改修計画・パイロット活動モニタリング) 2011/4/13 2011/5/18 株式会社地球システム科学
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業務実施契約簡易型
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ウズベキスタン 有償資金協力実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家)　(円借款実施促進) 2011/3/30 2011/5/18 有限会社エクシディア
アゼルバイジャン 有償資金協力実施促進専門家派遣(有償資金協力専門家)　(円借款実施促進) 2011/3/30 2011/5/18 合同会社適材適所
バングラデシュ 運輸セクター専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/3/23 2011/5/18 株式会社グローバル・グループ21ジャパン

スーダン 南部スーダン政府能力強化専門家派遣 2011/3/24 ○ 2011/5/11 株式会社アイコンズ
アジア地域 南アジア4カ国(インド国・ブータン国・スリランカ国・バングラデシュ国)における円借款事業形成・実施促進に係る専門家派遣(有償資金協力専門家) 2011/3/23 2011/5/11 有限会社めなむアドバイザリー
エチオピア オロミア州母子栄養改善プロジェクト専門家派遣(チーフアドバイザー/母子保健・栄養) 2011/3/23 2011/5/11 グローバルリンクマネージメント株式会社

ベトナム 基準認証制度運用体制強化プロジェクト専門家派遣(電気試験) 2011/3/23 2011/5/11 一般財団法人電気安全環境研究所
ベトナム 基準認証制度運用体制強化プロジェクト専門家派遣(電線試験) 2011/3/23 2011/5/11 一般社団法人電線総合技術センター
キューバ 海水魚養殖プロジェクト専門家派遣(魚類種苗生産)（第１年次） 2011/3/2 2011/5/11 インテムコンサルティング株式会社
エクアドル 「カタラマ川流域灌漑事業」における灌漑事業活性化のための事業計画策定支援専門家派遣(有償資金協力専門家)(灌漑事業計画策定支援) 2011/3/9 2011/4/27 日本工営株式会社
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト専門家派遣(普及システム) 2011/2/9 2011/4/27 Bridge and Associates Consulting合同会社
ケニア 小規模園芸農民組織強化･振興ユニットプロジェクト 専門家派遣(情報利活用） 2011/2/23 2011/4/6 ワイ・エス・ケイ　コンサルタンツ株式会社
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