
コンサルタント役務提供契約
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

コロンビア 投降兵士家族及び受入コミュニティーのための起業・就業支援プロジェクトFU協力(起業・就業モデル評価) 2011/12/5 ○ 2012/3/28 小林　秀夫
チリ 対地震・津波対応能力向上プロジェクトフォローアップ協力(GPS波浪計導入支援) 2011/12/14 2012/3/28 日立造船株式会社
コンゴ共和国 ポワント･ノワール市水産物バリューチェーン改善計画詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2012/2/10 ○ 2012/3/28 株式会社生活工房ｄｏ
マレーシア 森林プランテーション管理プロジェクト準備調査(造林技術) 2012/2/1 ○ 2012/3/28 社団法人海外林業コンサルタンツ協会
マレーシア 森林プランテーション管理プロジェクト準備調査(森林経営) 2012/2/1 ○ 2012/3/28 社団法人海外林業コンサルタンツ協会
フィリピン 農産物競争力強化のための包装技術向上プロジェクト詳細計画策定調査(包装技術) 2012/1/18 2012/3/28 田中　好雄
カンボジア 水道事業人材育成プロジェクトフェーズ３詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/25 2012/3/28 合同会社適材適所
ソロモン 水道公社無収水対策プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/2/9 ○ 2012/3/28 インテムコンサルティング株式会社
インド デリー水道事業改善計画補足調査(量水区画設定計画) 2012/1/25 2012/3/28 株式会社東京設計事務所
インド デリー水道事業改善計画補足調査(SCADA計画) 2012/1/25 2012/3/28 株式会社東京設計事務所
ブラジル クリチバ市土地区画整理導入支援事業フォローアップ協力調査(都市計画) 2012/2/1 2012/3/28 玉野総合コンサルタント株式会社
ブラジル クリチバ市土地区画整理導入支援事業フォローアップ協力(区画整理事業) 2012/2/1 2012/3/28 玉野総合コンサルタント株式会社
シリア 「シリア国節水灌漑農業普及計画プロジェクトフェーズ2」終了時評価調査（評価分析） 2012/2/16 ○ 2012/3/28 A&Mコンサルタント有限会社
ボツワナ 森林資源マネジメント計画策定プロジェクト詳細計画策定調査(1)(森林資源管理) 2012/2/8 2012/3/28 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
南スーダン 包括的農業開発マスタープラン詳細計画策定調査(農業開発政策/ドナー協調) 2012/2/15 2012/3/28 株式会社国際開発センター
南スーダン 包括的農業開発マスタープラン詳細計画策定調査(水資源開発/灌漑技術) 2012/2/15 2012/3/28 株式会社三祐コンサルタンツ
南スーダン 包括的農業開発マスタープラン詳細計画策定調査(営農/農業環境) 2012/2/15 2012/3/28 株式会社ＪＩＮ
南スーダン 包括的農業開発マスタープラン詳細計画策定調査(リモートセンシング) 2012/2/15 2012/3/28 国際航業株式会社
南スーダン 包括的農業開発マスタープラン詳細計画策定調査(農業経済/バリューチェーン分析) 2012/2/15 2012/3/28 株式会社三祐コンサルタンツ
アンゴラ 稲作開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/2/24 2012/3/28 水産エンジニアリング株式会社
アンゴラ 稲作開発プロジェクト詳細計画策定調査(灌漑/農業資機材) 2012/2/15 2012/3/28 NTCインターナショナル株式会社
ミャンマー バルーチャン第二水力発電所補修計画準備調査(1)(水力発電設備計画(機械))(水力発電設備計画(電機))(環境社会配慮) 2012/2/22 2012/3/28 東京電力株式会社
エチオピア ロープポンプ標準化計画プロジェクト詳細計画策定調査(ロープポンプ製造･設置技術) 2012/1/23 ○ 2012/3/21 株式会社インターテクノコンサルタント
エチオピア ロープポンプ標準化計画プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/11/30 2012/3/21 株式会社アールクエスト
パキスタン 道路資産管理システム活用支援プロジェクト詳細計画策定調査(道路資産管理) 2012/1/25 2012/3/21 大日コンサルタント株式会社
ケニア 気候変動への適応のための乾燥地耐性育種プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/2/23 ○ 2012/3/21 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 カブール首都圏開発計画推進プロジェクト運営指導調査(環境社会配慮) 2012/2/8 2012/3/21 久心コンサルタント株式会社
ボツワナ 森林資源マネジメント計画策定プロジェクト詳細計画策定調査(1)(GIS/リモートセンシング) 2012/2/16 ○ 2012/3/21 国際航業株式会社
タイ 産業及びサプライチェーンの被災状況と適切な政策対応のあり方にかかる調査(投資ファンド(ベンチャー･新規事業創出) 2012/2/8 2012/3/21 日本アジア投資株式会社
エチオピア ロープポンプ標準化計画プロジェクト詳細計画策定調査(普及モデル構築/生活改善/地方給水) 2012/2/10 ○ 2012/3/14 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ラオス ビエンチャン都市開発管理情報収集・確認調査(都市計画) 2012/2/15 2012/3/14 財団法人日本開発構想研究所
ラオス ビエンチャン都市開発管理情報収集・確認調査(組織分析) 2012/1/18 2012/3/14 日本工営株式会社
ソロモン 水道公社無収水対策プロジェクト詳細計画策定調査(水セクター/組織分析) 2012/2/9 ○ 2012/3/14 八千代エンジニヤリング株式会社
欧州地域 マケドニア国・アルバニア国廃棄物管理状況情報収集・確認調査(廃棄物管理) 2012/2/1 2012/3/14 日本工営株式会社
エチオピア 東アフリカ地域ジェンダー視点に立った農業・農村開発分野における基礎情報収集調査(ジェンダー分析) 2012/2/1 2012/3/14 株式会社日本開発サービス
ミャンマー ヤンゴン都市圏都市開発セクター情報収集・確認調査(都市計画) 2012/2/1 2012/3/14 日本工営株式会社
ミャンマー ヤンゴン都市圏都市開発セクター情報収集･確認調査(都市交通･道路) 2012/2/1 2012/3/14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ミャンマー ヤンゴン都市圏都市開発セクター情報収集・確認調査(上下水道) 2012/2/1 2012/3/14 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ミャンマー ヤンゴン都市圏都市開発セクター情報収集･確認調査(廃棄物管理) 2012/2/1 2012/3/14 日本工営株式会社
ミャンマー ヤンゴン都市圏都市開発セクター情報収集･確認調査(港湾／物流) 2012/2/1 2012/3/14 日本工営株式会社
ミャンマー ヤンゴン都市圏都市開発セクター情報収集･確認調査(電力) 2012/2/1 2012/3/14 八千代エンジニヤリング株式会社
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フェーズ２詳細計画策定調査(評価分析) 2012/2/15 2012/3/14 グローバルリンクマネージメント株式会社
ブルキナファソ 農業セクター情報収集･確認調査(農業開発計画/農業セクター支援) 2012/2/6 ○ 2012/3/7 社団法人国際農林業協働協会
ネパール カトマンズ盆地廃棄物管理情報収集･確認調査(廃棄物管理)(最終処分場立地計画) 2012/1/26 ○ 2012/3/7 日本工営株式会社

【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_e.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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インドネシア 東南アジア地域工学教育認証システム情報収集・確認調査(高等教育情報分析) 2012/1/20 ○ 2012/3/7 小久保　優
ニカラグア 運輸交通セクター情報収集･確認調査(環境社会配慮)　 2012/1/11 2012/3/7 有限会社プロジェクト環境
パレスチナ パレスチナ難民キャンプ支援に係る情報収集･確認調査(生活基礎インフラ･コミュニティインフラ) 2012/2/8 ○ 2012/3/7 株式会社三祐コンサルタンツ
全世界 自然生息地における事業の環境社会配慮に係る調査(生態系配慮に係る調査) 2012/1/18 2012/3/7 八千代エンジニヤリング株式会社
ソロモン 水道公社無収水対策プロジェクト詳細計画策定調査(無収水対策) 2012/1/25 2012/3/7 株式会社ソーワコンサルタント
--- マイクロファイナンスに係る情報収集･確認調査(案件調査) 2012/1/25 2012/3/7 アイ・シー・ネット株式会社
タンザニア 現地国内研修｢中等理数科教員養成制度強化支援｣終了時評価(評価分析) 2012/1/25 2012/3/7 ペガサスエンジニアリング株式会社
インドネシア ジャカルタ汚水管理マスタープランの見直しを通じた汚水管理能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2012/1/25 2012/3/7 株式会社システム科学研究所
ヨルダン 観光振興のための総合的地域開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/25 2012/3/7 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

全世界 都市地域開発分野課題対応支援(都市地域開発分野課題対応支援(アフリカ地域)) 2012/1/25 2012/3/7 株式会社パセット
ネパール 上水道セクター情報収集･確認調査（地方都市上水道） 2012/2/2 ○ 2012/3/7 株式会社協和コンサルタンツ
コロンビア 投降兵士家族及び受入コミュニティーのための起業・就業支援プロジェクトFU協力(ジェンダー) 2011/11/16 2012/2/29 上村　美輪子
中華人民共和国 西部地区林業人材育成プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/12/7 2012/2/29 株式会社グローバル企画
バングラデシュ 統合型農村開発計画支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/20 ○ 2012/2/29 インテムコンサルティング株式会社
インドネシア ｢高等人材開発事業(Ⅳ)｣調査(技術支援) 2011/12/7 2012/2/29 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
バングラデシュ 社会開発事業ファンド民間連携プロジェクト基礎調査(金融、開発効果測定(1)(2)(3)) 2011/12/14 2012/2/29 特定非営利活動法人ソケット
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)終了時評価調査(評価分析) 2012/1/20 ○ 2012/2/29 株式会社コーエイ総合研究所
ネパール 上水道セクター情報収集･確認調査(水道政策/上水道) 2012/1/25 ○ 2012/2/29 株式会社ソーワコンサルタント
ベトナム 知的財産権の啓蒙および取り締まり強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/31 ○ 2012/2/29 ビコーズインスチチュート株式会社
スリランカ 「5S/TQMによる保健医療サービス向上プロジェクト」終了時評価(評価分析) 2012/1/4 2012/2/29 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 中小企業振興に関する情報収集･確認調査(中小企業振興) 2012/1/11 2012/2/29 株式会社日本開発サービス
マレーシア 一般廃棄物管理行政情報収集･確認調査(一般廃棄物政策/一般廃棄物管理1) 2012/1/11 2012/2/29 株式会社ダイナックス都市環境研究所
マレーシア 一般廃棄物管理行政情報収集･確認調査(一般廃棄物管理2) 2012/1/11 2012/2/29 株式会社ダイナックス都市環境研究所
フィリピン 地方水道改善プロジェクト(延長期間分)終了時評価調査(評価分析) 2012/1/4 2012/2/29 特定非営利活動法人テラ・コーポレーション
モザンビーク ナカラ回廊農業開発におけるコミュニティレベル開発モデル策定プロジェクト詳細計画策定調査(その1)(農業普及) 2012/1/18 2012/2/29 株式会社日本開発サービス
パレスチナ パレスチナ難民キャンプ支援に係る情報収集･確認調査(参加型開発計画) 2012/2/1 ○ 2012/2/29 株式会社シーズ・インターナショナル
全世界 ワクチンに係る国家検定機関調査（ワクチンに係る国家検定機関） 2012/1/18 2012/2/29 株式会社日本開発サービス
タイ 情報技術(IT)を活用した地域活性化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) 2012/2/1 ○ 2012/2/29 佐藤　順

民間セクター開発関連帰国研修員支援セミナー（グルジア、アゼルバイジャン）(生産管理) 2012/1/18 2012/2/29 財団法人日本規格協会
中南米地域 再生可能エネルギー及び省エネルギー分野向け円借款に係る検討支援(電力) 2012/1/18 2012/2/29 センティノス・インコーポレイテッド
セネガル 平成23年度仏語圏アフリカ地域プロジェクト関係者等向けPCM手法研修(PCM研修) 2012/1/18 2012/2/29 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
ラオス 「理数現職教員研修改善プロジェクト」　中間レビュー調査(評価分析) 2012/1/27 ○ 2012/2/29 株式会社国際開発アソシエイツ
ミャンマー 産業人材育成情報収集･確認調査(産業人材育成) 2012/1/25 2012/2/29 株式会社大和総研
ラオス 不発弾(UXO)分野に係る情報収集・確認調査 2011/12/12 ○ 2012/2/22 株式会社三菱総合研究所
タンザニア 製造業生産能力強化計画(KAIZEN)詳細計画策定調査(中小零細企業診断) 2011/11/30 2012/2/22 鹿子木　基員
エジプト エジプト日本科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ）設立プロジェクト大学事務運営指導調査(財務・経理) 2011/12/22 ○ 2012/2/22 株式会社アイキューブ
サモア 教育セクター基礎情報収集･確認調査(教育政策)(教育行政) 2012/1/23 ○ 2012/2/22 株式会社コーエイ総合研究所
アフリカ地域 アフリカ人造り拠点フェーズ3終了時評価調査(評価分析) 2011/12/14 2012/2/22 有限会社アイエムジー
エチオピア ベレテ･ゲラ参加型森林管理計画プロジェクトフェーズ2運営指導調査 (評価分析) 2012/1/5 ○ 2012/2/22 株式会社アールクエスト
インドネシア JICA人材ネットワーク整備に係る基礎情報収集・確認調査(人材ネットワーク整備) 2011/12/14 2012/2/22 株式会社日本開発サービス
インドネシア 感染症の早期警戒対応システム強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析） 2011/12/21 2012/2/22 株式会社ジャパンソフトテックコンサルタンツ

インドネシア クラスター支援人材育成プロジェクト詳細計画策定調査（中小企業振興） 2012/1/4 2012/2/22 ユニコインターナショナル株式会社
インドネシア クラスター支援人材育成プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社コーエイ総合研究所
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)終了時評価調査(評価分析) 2012/1/16 ○ 2012/2/22 田口　本光
コンゴ共和国 ポワント･ノワール市水産物バリューチェーン改善計画詳細計画策定調査(水産物流通) 2012/1/12 ○ 2012/2/22 OAFIC株式会社
コンゴ共和国 ポワント･ノワール市水産物バリューチェーン改善計画詳細計画策定調査(水産施設) 2011/12/21 2012/2/22 水産エンジニアリング株式会社
タンザニア  ザンジバル･マリンディ港魚市場改修計画協力準備調査(環境社会配慮) 2012/1/30 ○ 2012/2/22 株式会社エー・エス・エンジニアリング
ホンジュラス ｢首都圏洪水･地滑り対策開発調査｣フォローアップ協力調査(防災計画/流域管理) 2011/12/21 2012/2/22 株式会社地球システム科学

国際協力人材研修に係るWBT(Web Based Training)コンテンツ開発・導入支援(WBTコンテンツ開発支援) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社ティックス
パプアニューギニア マダン市場・桟橋整備計画準備調査(農水産物流通/施設運営管理) 2012/1/4 2012/2/22 OAFIC株式会社
パプアニューギニア マダン市場・桟橋整備計画準備調査(建築計画) 2012/1/4 2012/2/22 OAFIC株式会社
パプアニューギニア マダン市場・桟橋整備計画準備調査(土木施設計画) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社アジア共同設計コンサルタント
アジア地域 災害復旧復興に関するBOPビジネス促進に向けた情報収集･確認調査(ビジネス可能性発掘1)(ビジネス可能性発掘2) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ラオス 水道公社事業管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社国際開発アソシエイツ
エリトリア 保健セクター情報収集･確認調査(母子保健(産科ケア)) 2012/1/4 2012/2/22 有限会社国際環境科学研究所
コンゴ共和国 ポワント･ノワール市水産物バリューチェーン改善計画詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/30 ○ 2012/2/22 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
中南米地域 アンティグア・バーブーダ国「水産開発センター建設計画」及びドミニカ国「マリゴット漁港整備計画」に係るF/U協力(調査) 2012/1/4 2012/2/22 OAFIC株式会社
インドネシア 金属加工分野情報収集・確認調査(金属加工(建機裾野産業))(金属加工(金属加工技術)) 2012/1/4 2012/2/22 株式会社日本開発サービス
ネパール 平成23年度カトマンズ盆地地震防災情報収集･確認調査(地震防災計画･応急対応計画)(都市計画･耐震化促進)(建築基準･建築物耐震評価)(運輸･ライフライン耐震評価) 2012/1/11 2012/2/22 OYOインターナショナル株式会社
ネパール 平成23年度カトマンズ盆地地震防災情報収集･確認調査(防災教育･コミュニティー防災) 2012/1/11 2012/2/22 OYOインターナショナル株式会社
ベトナム ハノイ都市再開発プロジェクト詳細計画策定調査(事業計画) 2012/1/11 2012/2/22 日本工営株式会社
インドネシア 3R及び廃棄物適正管理のためのキャパシティ･ディベロプメント支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社レックス・インターナショナル
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アルバニア エネルギー分野環境対策情報収集･確認調査(再生可能エネルギー) 2012/1/11 2012/2/22 東電設計株式会社
ボリビア 灌漑農業のための人材育成プロジェクト詳細計画策定調査(灌漑農業) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社オーテーシー
ニカラグア 運輸交通セクター情報収集･確認調査(道路/運輸) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社建設技研インターナショナル
ニカラグア 運輸交通セクター情報収集･確認調査(国土･地域開発) 2012/1/11 2012/2/22 有限会社トレア
ニカラグア 運輸交通セクター情報収集･確認調査(港湾/物流) 2012/1/11 2012/2/22 有限会社ジャイロス
バングラデシュ 都市部地方自治体及び都市開発に係る情報収集･確認調査(都市開発/都市インフラ整備) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社国際開発センター
バングラデシュ 都市部自治体及び都市開発に係る情報収集･確認調査(行政機構) 2012/1/11 2012/2/22 財団法人国際開発高等教育機構
マダガスカル 生物多様性保全･気候変動対策･防災分野に係る情報収集･確認調査(生物多様性保全) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社応用生物
マダガスカル 生物多様性保全･気候変動対策･防災分野に係る情報収集･確認調査(気候変動対策) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
マダガスカル 生物多様性保全･気候変動対策･防災分野に係る情報収集･確認調査(防災) 2012/1/11 2012/2/22 国際航業株式会社
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終了時評価調査(評価分析) 2012/1/11 2012/2/22 アイ・シー・ネット株式会社
パレスチナ ガザ地区支援に係る情報収集･確認調査(援助ニーズ分析) 2012/1/27 ○ 2012/2/22 株式会社福永設計
フィリピン 農産物競争力強化のための包装技術向上プロジェクト詳細計画策定調査(サプライチェーン分析) 2012/1/18 2012/2/22 海外貨物検査株式会社
フィリピン 農産物競争力強化のための包装技術向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/18 2012/2/22 ユニコインターナショナル株式会社
ガボン 野生生物と人間の共生を通じた熱帯林の生物多様性保全プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2012/1/11 2012/2/22 合同会社適材適所
エチオピア 水利用実態情報収集･確認調査(健康･衛生･社会調査) 2012/1/11 2012/2/22 有限会社クランベリー
エチオピア 水利用実態情報収集確認調査(水質検査･分析) 2012/1/11 2012/2/22 株式会社インターナショナル・コミュニケーションズ・インターフェース

エクアドル 基礎教育の質向上プロジェクト第2次詳細計画策定調査(評価分析) 2012/1/25 2012/2/22 株式会社コーエイ総合研究所
ギニア 国土整備のためのコナクリ市地図作成プロジェクト詳細計画策定調査(デジタル地形図作成/GIS計画) 2012/1/25 2012/2/22 社団法人国際建設技術協会
ギニア 国土整備のためのコナクリ市地図作成プロジェクト詳細計画策定調査(機材/技術移転計画) 2012/1/25 2012/2/22 国際航業株式会社
ガーナ 野口記念医学研究所改善計画フォローアップ調査(維持管理計画/電気設備) 2011/8/24 2012/2/15 株式会社マツダコンサルタンツ
ベトナム インフラ工事品質確保能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/12/28 2012/2/15 株式会社ランテックジャパン
ブルキナファソ コモエ県における住民参加型持続的森林管理計画終了時評価調査(評価分析) 2011/11/24 2012/2/15 ペガサスエンジニアリング株式会社
タンザニア 製造業生産能力強化計画(KAIZEN)詳細計画策定調査(評価分析) 2011/11/30 2012/2/15 アイ・シー・ネット株式会社
タイ アジア太平洋障害者センタープロジェクト（フェーズ2）終了時評価調査（評価分析３） 2011/12/7 2012/2/15 株式会社コーエイ総合研究所

平成23年度案件別事後評価：内部評価支援(評価分析1/内部評価支援1)(評価分析2/内部評価支援2)(評価分析3/内部評価支援3)(評価分析4/内部評価支援4) 2011/12/14 2012/2/15 株式会社国際開発アソシエイツ
ブラジル 交通セクター情報収集･確認調査（都市交通） 2011/12/7 2012/2/15 日本工営株式会社
ミャンマー マンダレー市セントラルドライゾーン給水計画調査F/U協力(上水道施設整備) 2011/12/14 2012/2/15 株式会社東京設計事務所
ミャンマー マンダレー市セントラルドライゾーン給水計画調査F/U協力(地下水開発計画) 2011/12/14 2012/2/15 国際航業株式会社
チリ 対地震・津波対応能力向上プロジェクトフォローアップ協力(津波防災システム) 2011/12/14 2012/2/15 村田　進
チリ 対地震・津波対応能力向上プロジェクトフォローアップ協力(津波解析) 2011/12/14 2012/2/15 永井　紀彦
ヨルダン 「職業訓練技術学院プロジェクト」フォローアップ協力調査（訓練機材整備計画） 2012/1/16 ○ 2012/2/15 株式会社アジア共同設計コンサルタント
インド ミゾラム州北部3県傾斜地農業開発計画プロジェクト詳細計画策定調査(灌漑・水資源管理） 2011/12/14 2012/2/15 日本工営株式会社
インド ミゾラム州北部3県傾斜地農業開発計画詳細計画策定調査(農業経済・営農) 2012/1/6 ○ 2012/2/15 日本工営株式会社
エチオピア 投資促進能力開発基礎情報収集･確認調査(組織･体制) 2012/1/4 ○ 2012/2/15 株式会社野村総合研究所
グアテマラ 地熱開発分析支援(地熱資源分析) 2011/12/21 2012/2/15 西日本技術開発株式会社
グアテマラ 地熱開発分析支援(電力政策) 2011/12/21 2012/2/15 西日本技術開発株式会社
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運営指導調査(プロジェクト活動レビュー) 2012/1/13 ○ 2012/2/15 株式会社VSOC
タンザニア ザンジバル･マリンディ港魚市場改修計画協力準備調査(水産施設計画/水産物流通) 2011/12/21 2012/2/15 水産エンジニアリング株式会社
タンザニア ザンジバル･マリンディ港魚市場改修計画協力準備調査(海洋土木) 2011/12/21 2012/2/15 水産エンジニアリング株式会社
ホンジュラス ｢首都圏洪水･地滑り対策開発調査｣フォローアップ協力調査(洪水対策) 2011/12/21 2012/2/15 岡田　弘
ナミビア 気候変動対応型農業開発･農業支援に係る情報収集･確認調査(普及制度/実施体制) 2011/12/21 2012/2/15 A&Mコンサルタント有限会社
ナミビア 気候変動対応型農業開発･農業支援に係る情報収集･確認調査(乾燥地農業) 2011/12/21 2012/2/15 社団法人国際農林業協働協会
ナミビア 気候変動対応型農業開発･農業支援に係る情報収集･確認調査(畜産) 2011/12/21 2012/2/15 ワイ・エス・ケイコンサルタンツ株式会社
ガーナ 再生可能エネルギー分野情報収集・確認調査(再生可能エネルギー) 2012/1/4 2012/2/15 合同会社石黒アソシエイツ
ザンビア 無償資金協力におけるインパクト評価の試行実施に係る基礎研究(公衆衛生/社会調査) 2012/1/4 2012/2/15 株式会社フジタプランニング
タイ 洪水対策に係る緊急開発調査「チャオプラヤ川洪水対策プロジェクト」等(調達計画) 2012/1/4 2012/2/15 株式会社建設技研インターナショナル
全世界 大規模インフラ事業に係る環境社会配慮確認調査(環境社会配慮調査) 2012/1/4 2012/2/15 日本環境株式会社
エリトリア 保健セクター情報収集･確認調査(予防接種拡大計画(EPI)) 2012/1/4 2012/2/15 アイテック株式会社
エリトリア 保健セクター情報収集･確認調査(機材計画) 2012/1/4 2012/2/15 株式会社ティーエーネットワーキング
コスタリカ 中小企業の品質･生産性向上に係るファシリテーター能力向上プロジェクト(中米･カリブ広域)終了時評価調査(評価分析) 2012/1/11 2012/2/15 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ボスニア・ヘルツェゴビナ ウグレヴィック火力発電所排煙脱硫装置建設事業に係る技術支援調査(排煙脱硫技術) 2012/1/11 2012/2/15 東電設計株式会社
エチオピア 水利用実態情報収集･確認調査(行動実態) 2012/1/11 2012/2/15 有限会社アイエムジー
マケドニア共和国及びボスニア・ヘルツェゴビナ国 エネルギー分野環境対策情報収集･確認調査(電力(環境管理))(再生可能エネルギー) 2011/11/24 2012/2/8 東電設計株式会社
インドネシア 貿易手続行政キャパシティ向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/12/14 2012/2/8 稲田　十一
セネガル 民間セクター振興分野に係る基礎情報収集･確認調査(産業構造) 2011/12/28 2012/2/8 株式会社三菱総合研究所
アフリカ地域 住民参加型自然資源管理･普及手法に係るプロジェクト研究(住民参加型自然資源管理手法)(住民参加型普及手法) 2011/12/7 2012/2/8 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 廃棄物発電導入基礎調査(産廃･電力関連法規) 2011/12/7 2012/2/8 池口　孝
バングラデシュ 統合型農村開発計画支援プロジェクト詳細計画策定調査(灌漑/参加型水管理) 2011/12/22 ○ 2012/2/8 NTCインターナショナル株式会社
ケニア 保健セクター基礎情報収集･確認調査(保健財政管理/財政支援) 2011/12/7 2012/2/8 株式会社国際開発センター
全世界 太陽光発電事業実施基礎調査(再生可能エネルギー(ザンビア))(再生可能エネルギー(ラオス)) 2011/12/7 2012/2/8 プロアクトインターナショナル株式会社
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モロッコ ティズニット周辺地域における3R実施支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/12/21 2012/2/8 株式会社エックス都市研究所
モロッコ ティズニット周辺地域における3R実施支援プロジェクト詳細計画策定調査(廃棄物管理計画) 2011/12/21 2012/2/8 株式会社エックス都市研究所
ベトナム 電力技術基準普及プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/12/5 ○ 2012/2/1 OPMAC株式会社
ホンジュラス 西部地域観光分野基礎情報収集調査(観光開発） 2011/11/16 2012/2/1 株式会社コーエイ総合研究所

プロジェクト研究｢ＥＣＤに対する支援可能性に関する調査研究｣(ECD現地情報収集･分析1） 2011/11/24 2012/2/1 株式会社日本開発サービス
プロジェクト研究｢ＥＣＤに対する支援可能性に関する調査研究｣(ECD現地情報収集･分析2) 2011/11/24 2012/2/1 株式会社コーエイ総合研究所

インドネシア国 業績評価に基づく予算編成能力向上支援プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/11/24 2012/2/1 株式会社システム科学研究所
プロジェクト研究「ＥＣＤに対する支援可能性に関する調査研究」(ECD現地情報収集・分析3) 2011/11/24 2012/2/1 ビンコーインターナショナル株式会社

ブータン パロ谷農業総合開発計画フォローアップ調査(河川護岸) 2011/12/15 ○ 2012/2/1 株式会社ディアコンサルタンツ
--- マイクロファイナンス能力強化研修に係る演習教材作成･ファシリテーション(マイクロファイナンス演習教材作成･研修ファシリテーション)(マイクロファイナンス研修ファシリテーション) 2011/12/7 2012/2/1 アイ・シー・ネット株式会社
モンゴル モンゴル開発銀行人材育成ニーズ調査(開発銀行人材育成計画)(開発銀行人材育成ニーズ分析) 2011/12/7 2012/2/1 株式会社日本経済研究所
フィリピン 首都圏運輸交通プログラムに係る基礎情報収集調査(交通･経済指標)(環境指標) 2011/12/7 2012/2/1 有限会社ジャイロス
ベトナム 廃棄物発電導入基礎調査(産業廃棄物) 2011/12/7 2012/2/1 八千代エンジニヤリング株式会社
ベトナム 廃棄物発電導入基礎調査(廃棄物発電) 2011/12/7 2012/2/1 株式会社イーツーエンジニアリング
タイ 産業及びサプライチェーンの被災状況と適切な政策対応のあり方調査(タイ国政府等支援動向･企業被災･復興分析1)(タイ国政府等支援動向･企業被災･復興分析2)(国内政策･施策･制度調査･分析) 2011/12/7 2012/2/1 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ケニア 保健セクター基礎情報収集･確認調査(保健システム強化/協力プログラム評価) 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
ケニア 保健セクター基礎情報収集･確認調査(援助協調/官民連携) 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
ケニア 保健セクター基礎情報収集･確認調査(医療保障/社会的保護) 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
エチオピア 投資促進能力開発基礎情報収集･確認調査(投資環境調査) 2011/12/14 2012/2/1 株式会社地域計画連合
ケニア ビジネス環境に関する情報収集･確認調査(ビジネス環境) 2011/12/14 2012/2/1 株式会社国際開発アソシエイツ
ブルキナファソ 優良種子普及計画プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2011/12/14 2012/2/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
全世界 国際協力人材需給動向分析(国際協力人材需給動向分析) 2011/12/14 2012/2/1 株式会社国際開発センター
ヨルダン 第三国研修｢パレスチナ向け生徒中心型理科教育教授法｣実施に向けた情報整備支援(理科教員研修計画) 2011/12/21 2012/2/1 株式会社パデコ
パレスチナ 零細中小企業開発に係る基礎情報収集･確認調査(中小企業振興) 2011/12/21 2012/2/1 株式会社パデコ
パレスチナ 零細中小企業開発に係る基礎情報収集･確認調査(中小企業診断･ビジネス開発サービス) 2011/12/21 2012/2/1 株式会社パデコ
ミャンマー ｢小規模養殖普及による住民の生計向上事業｣終了時評価調査(評価分析) 2011/11/24 2012/1/25 グローバルリンクマネージメント株式会社

再生可能エネルギー・省エネルギー関連法および事業基礎情報収集調査（再生可能エネルギー・省エネルギー関連法／インド） 2011/12/9 ○ 2012/1/25 エーシーエス株式会社
ネパール 基礎教育セクターにおける基礎情報収集確認調査(教育セクター分析) 2011/11/24 2012/1/25 小出　美樹
パラグアイ 海外投融資事業の投資環境に係る情報収集・確認調査(中小企業金融) 2011/12/7 2012/1/25 株式会社グローバル企画
エジプト エジプト日本科学技術大学(E-JUST)設立プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/12/7 2012/1/25 株式会社パンテル・インターナショナル
タイ アジア太平洋障害者センタープロジェクト(フェーズ2)終了時評価調査(評価分析2) 2011/12/27 ○ 2012/1/25 出口　武智郎
セネガル 民間セクター振興分野に係る基礎情報収集･確認調査(産業人材育成) 2011/12/7 2012/1/25 株式会社ケイディーテック
全世界 プロジェクト研究｢開発計画策定能力強化に係る調査･分析｣(課題情報分析) 2011/12/7 2012/1/25 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

ブラジル 交通セクター情報収集･確認調査(公共輸送交通システム) 2011/12/7 2012/1/25 日本工営株式会社
スリランカ マナー県再定住コミュニティ緊急復旧計画プロジェクト運営指導調査(調達実施促進支援) 2011/12/7 2012/1/25 財団法人日本国際協力システム
ラオス ラオス保健分野に関する基礎情報収集・確認調査(保健リファラル体制) 2011/12/14 2012/1/25 株式会社タック・インターナショナル
ボリビア ｢地域保健システム向上プロジェクト｣終了時評価調査(評価分析) 2011/12/7 2012/1/25 アイ・シー・ネット株式会社
中南米地域 基礎教育分野に係る課題対応支援(課題対応力強化) 2011/12/14 2012/1/25 株式会社福永設計
ガーナ 天水稲作持続的開発プロジェクト中間レビュー調査(稲作栽培) 2011/12/14 2012/1/25 有限会社アグロックス
ガーナ 電力インフラ整備ニーズ調査(電力開発計画) 2011/12/14 2012/1/25 八千代エンジニヤリング株式会社
パラオ パラオサンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/12/14 2012/1/25 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

再生可能エネルギー・省エネルギー関連法および事業基礎情報収集調査（再生可能エネルギー・省エネルギー関連法／ブラジル） 2011/12/9 ○ 2012/1/25 国際航業株式会社
バングラデシュ デジタル地図作成能力向上プロジェクト終了時評価調査(地図作成技術) 2011/10/12 2012/1/18 伊藤　二治男
全世界 金融審査実務能力向上に係る調査（金融審査実務） 2011/12/12 ○ 2012/1/18 株式会社コーエイ総合研究所
--- 金融・財政分野の分析の視点・アプローチハンドブック策定支援(金融・財政分野分析の視点・アプローチ策定・事例分析) 2011/11/30 2012/1/18 株式会社大和総研
ウガンダ ソロティ地域医療体制整備計画･東部ウガンダ医療施設改善計画フォローアップ調査(機材管理計画)(機材計画/積算) 2011/11/30 2012/1/18 株式会社アールコンサルタンツ
イラク 石油関連製品に係る市場調査(石油関連製品) 2011/11/30 2012/1/18 株式会社国際開発アソシエイツ
エジプト エジプト日本科学技術大学（Ｅ－ＪＵＳＴ）設立プロジェクト大学事務運営指導調査(高等教育・教務) 2011/11/30 2012/1/18 株式会社パセット
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(プログラムマネジメントセミナー) 2011/12/7 2012/1/18 田中　弘
セネガル 民間セクター振興分野に係る基礎情報収集･確認調査(産業政策） 2011/12/7 2012/1/18 小林　邦康
セネガル ダカール洪水基礎情報収集･確認調査(雨水排水計画) 2011/12/7 2012/1/18 株式会社ランテックジャパン
セネガル ダカール洪水対礎情報収集･確認調査(都市計画) 2011/12/7 2012/1/18 中央開発株式会社
セネガル ダカール洪水基礎情報収集・確認調査(環境社会配慮) 2011/12/7 2012/1/18 株式会社エー・エス・エンジニアリング
ブータン パロ谷農業総合開発計画フォローアップ調査(施工計画・積算) 2011/12/15 ○ 2012/1/18 株式会社サンテックインターナショナル
ドミニカ共和国 サントドミンゴ特別区廃棄物総合管理能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/11/2 2012/1/11 株式会社レックス・インターナショナル
ガーナ 母子保健実施研究(積算) 2011/11/16 2012/1/11 株式会社アールコンサルタンツ
セネガル エコビレッジ計画詳細計画策定調査(再生可能エネルギー(太陽光発電)) 2011/11/16 2012/1/11 プロアクトインターナショナル株式会社
セネガル エコビレッジ計画詳細計画策定調査(農村開発/生計向上) 2011/12/9 ○ 2012/1/11 グローバルリンクマネージメント株式会社
--- エネルギー分野課題対応力強化（電力）（エネルギー/電力課題情報分析） 2011/11/16 2012/1/11 有限会社クープラス
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終了時評価調査(評価分析) 2011/11/24 2012/1/11 佐野総合企画株式会社
モーリタニア ヌアディブ漁港拡張整備計画準備調査(施設計画/運営維持管理) 2011/11/24 2012/1/11 OAFIC株式会社
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モーリタニア ヌアディブ漁港拡張整備計画準備調査(海洋土木) 2011/11/24 2012/1/11 株式会社エコー
モーリタニア ヌアディブ漁港拡張整備計画準備調査(環境社会配慮) 2011/11/24 2012/1/11 株式会社生活工房ｄｏ
ネパール 地方行政強化を通じた流域管理向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/11/24 2012/1/11 株式会社VSOC
ブラジル パラナ州上下水道システム運営・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) 2011/11/24 2012/1/11 合同会社適材適所
ブラジル パラナ州上下水道システム運営･維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(上下水道技術) 2011/11/24 2012/1/11 株式会社ソーワコンサルタント
ネパール 小学校運営改善支援プロジェクトフォローアップ協力調査(フォローアップ協力) 2011/11/30 2012/1/11 株式会社国際開発センター
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終了時評価調査（評価分析） 2011/10/5 2012/1/4 インテムコンサルティング株式会社
アフリカ地域 サブサハラアフリカにおけるマラリア対策のモニタリング･評価の現状と課題分析に関する調査(調査･分析1)(調査･分析2) 2011/11/9 2012/1/4 株式会社コーエイ総合研究所
全世界 プロジェクト研究｢廃棄物焼却炉技術の我が国及び先進諸外国の取り組み分析及び途上国への適用可能性研究｣(廃棄物焼却動向調査) 2011/11/9 2012/1/4 池口　孝
--- 非感染症疾患対策の開発援助に関する調査研究(保健情報分析) 2011/11/16 2012/1/4 グローバルリンクマネージメント株式会社
ドミニカ共和国 日本・ドミニカ共和国友好医療教育センター建設計画フォローアップ協力調査(機材整備計画/積算) 2011/11/16 2012/1/4 ビンコーインターナショナル株式会社
セネガル エコビレッジ計画詳細計画策定調査(地方行政/住民組織) 2011/11/16 2012/1/4 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ペルー リマ上下水道公社無収水管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(無収水管理) 2011/8/31 2011/12/21 株式会社ソーワコンサルタント
モザンビーク 一村一品推進のための基礎情報収集･確認調査(一村一品運動推進体制分析) 2011/10/12 2011/12/21 川合　麻由美
ケニア 「エイズ対策強化プロジェクトフェーズII」中間レビュー調査(評価分析) 2011/10/26 2011/12/21 アイ・シー・ネット株式会社
タイ （科学技術）デング感染症等治療製剤研究開発プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/11/2 2011/12/21 株式会社日本開発サービス
全世界 プロジェクト研究「ECDに対する支援可能性に関する調査研究」(ECD支援可能性総合分析) 2011/11/2 2011/12/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
マラウイ 中等理数科現職教員再訓練プロジェクトフェーズ2終了時評価(評価分析) 2011/11/9 2011/12/21 有限会社アイエムジー
パラグアイ 小農による輸出可能性に関する情報収集・確認調査(農作物流通) 2011/11/2 2011/12/21 中央開発株式会社
ミャンマー 社会状況調査（社会状況に係る情報収集・分析） 2011/11/9 2011/12/21 株式会社コーエイ総合研究所
--- 無償資金協力における詳細設計調査の実施状況調査(基礎研究)(施設設計(土木1)) 2011/11/9 2011/12/21 株式会社アジア共同設計コンサルタント
--- 無償資金協力における詳細設計調査の実施状況調査(基礎研究)(施設設計(建築)) 2011/11/9 2011/12/21 海外貨物検査株式会社
--- 無償資金協力における詳細設計調査の実施状況調査(基礎研究)(分析整理) 2011/11/9 2011/12/21 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

ベトナム 全国水環境管理能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/11/16 2011/12/21 財団法人国際開発高等教育機構
ニジェール 中等理数科教育強化計画プロジェクト(SMASSE)フェーズ2中間レビュー調査(評価分析) 2011/11/16 2011/12/21 有限会社クランベリー
スーダン カッサラ州基本行政サービス向上による復興計画プロジェクト(機材調達計画) 2011/11/16 2011/12/21 インテムコンサルティング株式会社
ラオス コミュニティ・イニシアティブによる初等教育改善プロジェクトフェーズ2第2次詳細計画策定調査(評価分析) 2011/11/16 2011/12/21 アイ・シー・ネット株式会社
カンボジア 建設の品質管理強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/11/1 ○ 2011/12/14 財団法人国際開発高等教育機構
バングラデシュ 地方都市における廃棄物管理能力強化情報収･確認調査(廃棄物管理) 2011/10/26 2011/12/14 八千代エンジニヤリング株式会社
インドネシア 抗Ｃ型肝炎ウィルス(HCV)物質の同定及びHCV並びにデングワクチンの開発プロジェクト(科学技術)に係る中間レビュー調査(評価分析) 2011/10/19 2011/12/14 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終了時評価調査(評価分析) 2011/10/26 2011/12/14 アイ・シー・ネット株式会社
ミャンマー 経済改革プログラム(ワークショップ(WS)企画･ファシリテーター) 2011/10/26 2011/12/14 株式会社国際開発アソシエイツ
--- プロジェクト研究｢高等教育協力プロジェクトの評価指標の標準化検討｣(評価指標標準化) 2011/11/15 ○ 2011/12/14 株式会社コーエイ総合研究所
ナイジェリア ラゴス州母子健康強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/11/2 2011/12/14 株式会社VSOC
ミャンマー 災害多発地域における道路技術改善プロジェクト詳細計画策定調査(道路管理技術) 2011/11/2 2011/12/14 ペガサスエンジニアリング株式会社
ミャンマー 災害多発地域における道路技術改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/11/2 2011/12/14 インテムコンサルティング株式会社
モザンビーク 持続的森林資源情報の構築詳細計画策定調査(GIS/リモートセンシング) 2011/11/2 2011/12/14 国際航業株式会社
セネガル カオラック中央魚市場建設計画フォローアップ調査(機材調達計画/維持運営管理、製氷設備計画) 2011/11/2 2011/12/14 水産エンジニアリング株式会社
パラグアイ イグアス湖流域現状に関する基礎情報収集・確認調査(流域保全) 2011/11/18 ○ 2011/12/14 株式会社国際開発アソシエイツ
南スーダン 事業実施環境整備に係る情報収集･確認調査(建築計画)(調達計画) 2011/11/9 2011/12/14 システム科学コンサルタンツ株式会社
--- 無償資金協力における詳細設計調査の実施状況調査(基礎研究)(施設設計(土木2)) 2011/11/9 2011/12/14 株式会社ドラムエンジニアリング
インドネシア 高等人材開発レビュー調査(高等人材開発レビュー) 2011/11/9 2011/12/14 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構

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終了時評価(評価分析) 2011/11/9 2011/12/14 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 プロジェクト研究「基礎教育分野における民間連携の可能性に関する調査研究」(基礎教育分野における民間連携総合分析1) 2011/10/31 ○ 2011/12/7 株式会社国際開発センター
アフガニスタン カブール首都圏開発計画推進プロジェクト(パイロットプロジェクト実施支援(設計)) 2011/10/12 2011/12/7 株式会社レックス・インターナショナル
ヨルダン UNRWAとの今後の連携協力に係る基礎情報収集・確認調査(UNRWA連携業務支援) 2011/11/4 ○ 2011/12/7 有限会社ジャイロス
ジブチ 医療機材管理･保守研修フォローアップ協力調査(医療機材保守管理) 2011/10/26 2011/12/7 株式会社エムイー企画
パレスチナ 官民連携による持続可能な観光振興プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/10/26 2011/12/7 グローバルリンクマネージメント株式会社
全世界 平成23年度貧困プロファイル作成 2011/10/26 2011/12/7 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ウズベキスタン 平成23年度中央アジア・周辺地域プロジェクト関係者等向けPCM手法研修(PCM研修) 2011/11/2 2011/12/7 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
モンゴル 石炭開発利用マスタープラン調査詳細計画策定調査(石炭資源開発計画) 2011/11/2 2011/12/7 財団法人石炭エネルギーセンター
モザンビーク 持続的森林資源情報の構築詳細計画策定調査(森林インベントリー) 2011/11/2 2011/12/7 株式会社レックス・インターナショナル
モンゴル ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査詳細計画策定調査(上水道計画) 2011/11/2 2011/12/7 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
モンゴル ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査詳細計画策定調査(水源開発) 2011/11/2 2011/12/7 株式会社建設技研インターナショナル
モンゴル ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査詳細計画策定調査(下水道計画) 2011/11/2 2011/12/7 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
パラグアイ 小農による輸出可能性に関する情報収集・確認調査(輸出促進) 2011/11/2 2011/12/7 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

モンゴル ウランバートル市上下水セクター開発計画策定調査詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2011/11/2 2011/12/7 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 持続可能な農村開発のためのタイバック大学機能強化プロジェクト運営指導調査(評価分析) 2011/11/9 2011/12/7 水産エンジニアリング株式会社
モンゴル 石炭開発利用マスタープラン調査詳細計画策定調査(石炭利用計画) 2011/11/2 2011/12/7 財団法人石炭エネルギーセンター
モンゴル 石炭開発利用マスタープラン調査詳細計画策定調査(石炭関連インフラ計画) 2011/11/2 2011/12/7 財団法人石炭エネルギーセンター
パキスタン 環境モニタリング支援プロジェクト終了時評価(評価分析) 2011/10/28 ○ 2011/11/30 グローバルリンクマネージメント株式会社
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バングラデシュ デジタル地図作成能力向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/10/12 2011/11/30 株式会社アイコンズ
全世界 地震・津波の観測システム等に関する基礎情報収集・確認調査(海外調査)(地震・津波観測機材)(地震・津波予警報システム)(バングラデシュ国) 2011/10/7 2011/11/30 ペガサスエンジニアリング株式会社
バングラデシュ ICT分野に係る基礎情報収集調査 2011/10/26 2011/11/30 財団法人国際情報化協力センター
--- プロジェクト研究｢高等教育協力プロジェクトの評価指標の標準化検討｣(プロジェクト分析） 2011/10/26 2011/11/30 株式会社国際開発センター
エチオピア ｢アフリカの角｣地域における干ばつ対策情報収集･確認調査(栽培/乾燥地農業)（ファスト・トラック制度適用案件） 2011/11/7 ○ 2011/11/30 社団法人国際農林業協働協会
全世界 地震・津波の観測システム等に関する基礎情報収集・確認調査(海外調査)(地震・津波観測機材)(地震・津波予警報システム)(ミャンマー国) 2011/10/7 2011/11/30 OYOインターナショナル株式会社
全世界 地震・津波の観測システム等に関する基礎情報収集・確認調査(海外調査)(地震・津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/8/31 2011/11/24 株式会社建設技研インターナショナル
カンボジア 医療技術者育成システム強化プロジェクト運営指導調査(評価分析) 2011/10/13 ○ 2011/11/24 株式会社VSOC

地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(海外調査)(地震･津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/8/31 2011/11/24 パシフィックコンサルタンツ株式会社
エルサルバドル国・グアテマラ国 地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(海外調査)(地震･津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/8/31 2011/11/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(海外調査)(地震･津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/8/31 2011/11/24 財団法人都市防災研究所
ザンビア 食用作物多様化及び普及支援プロジェクト詳細計画策定調査(作物生産(コメ)) 2011/10/5 2011/11/24 株式会社日本開発サービス
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(環境社会配慮調査検証) 2011/10/12 2011/11/24 株式会社ソーワコンサルタント
全世界 都市地域開発分野課題対応支援(都市･地域開発) 2011/10/12 2011/11/24 財団法人日本開発構想研究所
パレスチナ ジェリコ下水運営管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(組織運営/下水処理場維持管理) 2011/10/12 2011/11/24 株式会社日水コン
モザンビーク 一村一品推進のための基礎情報収集･確認調査(マーケティング･流通･包装技術) 2011/10/12 2011/11/24 オーピーシー株式会社
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詳細計画策定調査（評価分析） 2011/10/19 2011/11/24 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 南スラウェシ州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終了時評価調査(評価分析) 2011/8/31 2011/11/24 株式会社システム科学研究所
エチオピア ｢アフリカの角｣地域における干ばつ対策情報収集･確認調査(牧畜)（ファスト・トラック制度適用案件） 2011/10/26 2011/11/24 社団法人国際農林業協働協会
エチオピア ｢アフリカの角｣地域における干ばつ対策情報収集･確認調査(灌漑)（ファスト・トラック制度適用案件） 2011/10/26 2011/11/24 株式会社オーテーシー
エチオピア ｢アフリカの角｣地域における干ばつ対策情報収集･確認調査(食料安全保障/流通)（ファスト・トラック制度適用案件） 2011/10/26 2011/11/24 社団法人国際農林業協働協会
ベトナム 基準認証制度運用体制強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/8/31 2011/11/16 MTAジャパン株式会社
ミャンマー 基礎保健スタッフ強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/9/29 ○ 2011/11/16 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

カンボジア レファラル病院における医療機材管理強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/9/14 2011/11/16 アイ・シー・ネット株式会社
ニジェール 住民参画型学校運営改善計画(みんなの学校プロジェクト)フェーズⅡ運営指導調査(教育セクター分析) 2011/10/12 2011/11/16 長谷川　安代
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中間レビュー調査(評価分析) 2011/9/21 2011/11/16 株式会社レックス・インターナショナル
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中間レビュー(評価分析) 2011/10/5 2011/11/16 グローバルリンクマネージメント株式会社

中米･カリブ地域社会経済開発動向に係る基礎情報収集･確認調査(社会経済開発) 2011/10/5 2011/11/16 有限会社アールディーアイ
モンゴル ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/10/5 2011/11/16 有限会社アイエムジー
ネパール コミュニティ内における調停能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/9/28 2011/11/16 合資会社プラスタ
マリ バマコ市及び周辺GISデータ整備計画詳細計画策定調査(デジタル地形図作成/GIS計画) 2011/9/28 2011/11/16 株式会社DMS
コソボ 基礎情報収集調査(開発計画) 2011/10/5 2011/11/16 国際航業株式会社
モザンビーク ナカラ回廊給水・衛生分野に係る基礎情報収集・確認調査(村落給水/地方都市給水) 2011/9/28 2011/11/16 株式会社インターテクノコンサルタント
モザンビーク ナカラ回廊給水・衛生分野に係る基礎情報収集・確認調査(衛生計画) 2011/9/28 2011/11/16 株式会社日本開発サービス
ブラジル ジャラポン地域生態系コリドープロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/10/5 2011/11/16 株式会社国際開発アソシエイツ
ケニア ソマリア難民キャンプホストコミュニティの水･衛生改善プロジェクト(機材調達支援) 2011/10/5 2011/11/16 有限会社開発企画
フィリピン ｢震災等ハザード対策を通じた投資環境改善調査｣詳細計画策定調査(橋梁設計/耐震基準) 2011/10/12 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

フィリピン ｢震災等ハザード対策を通じた投資環境改善調査｣詳細計画策定調査(地質/地盤) 2011/10/12 2011/11/16 日本工営株式会社
フィリピン ｢震災等ハザード対策を通じた投資環境改善調査｣詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2011/10/12 2011/11/16 八千代エンジニヤリング株式会社
南スーダン 戦略的保健人材育成プロジェクト終了時評価(保健セクター情報収集･分析) 2011/10/5 2011/11/16 有限会社国際環境科学研究所
レバノン 開発計画に係る基礎情報収集･確認調査(情報収集･分析) 2011/10/5 2011/11/16 OPMAC株式会社
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終了時評価調査(評価分析) 2011/10/5 2011/11/16 合同会社適材適所
ペルー 暴力被害住民への包括的ヘルスケア強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/10/5 2011/11/16 アイ・シー・ネット株式会社
ザンビア 食用作物多様化及び普及支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/10/5 2011/11/16 A&Mコンサルタント有限会社
ブータン 感染症対策プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/10/12 2011/11/16 株式会社タック・インターナショナル
チュニジア ガベス湾沿岸漁民による水産資源管理プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/10/12 2011/11/16 アイ・シー・ネット株式会社
チュニジア ガベス湾沿岸漁民による水産資源管理プロジェクト詳細計画策定調査(漁民組織) 2011/10/12 2011/11/16 OAFIC株式会社
チュニジア ガベス湾沿岸漁民による水産資源管理プロジェクト詳細計画策定調査(水産資源管理) 2011/10/12 2011/11/16 株式会社国際水産技術開発
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(教育システム調査分析) 2011/9/30 ○ 2011/11/9 株式会社パデコ
コスタリカ ブルンカ地方における人間の安全保障を重視した地域住民参加の総合リハビリテーション強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/10/5 ○ 2011/11/9 財団法人国際開発高等教育機構
ホンジュラス 首都圏小規模水力発電　基礎情報収集・確認調査(水力土木及び発電) 2011/9/21 2011/11/9 清野　正幸
ホンジュラス 首都圏小規模水力発電　基礎情報収集・確認調査(地形・地質) 2011/9/21 2011/11/9 株式会社ニュージェック
--- 保護区管理および沿岸生態系保全に係る研修コース開発(研修開発/保護区管理)(沿岸生態系保全) 2011/9/28 2011/11/9 財団法人自然環境研究センター
全世界 生態系サービスに係る事業分析および協力の方向性の検討（政策研究，事例研究） 2011/9/28 2011/11/9 株式会社国際開発センター
マリ バマコ市及び周辺GISデータ整備計画詳細計画策定調査(機材/技術移転計画) 2011/9/28 2011/11/9 アジア航測株式会社
ドミニカ共和国 官民協力による豊かな観光地域づくりプロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/9/28 2011/11/9 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終了時評価調査(評価分析) 2011/9/28 2011/11/9 株式会社国際開発アソシエイツ
南スーダン 戦略的保健人材育成プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/9/28 2011/11/9 モエ・コンサルティング有限会社
全世界 プロジェクト研究｢途上国開発における｢生活改善アプローチ｣の適用可能性の検討｣(生活改善1)(生活改善2) 2011/9/28 2011/11/9 NTCインターナショナル株式会社
エチオピア 「アフリカの角」地域における干ばつ情報収集確認調査・エチオピア給水分野(地下水開発/水理地質/水質) 2011/9/21 2011/11/9 株式会社メディテイク
東ティモール 東ティモール国マナツト県灌漑稲作プロジェクトフォローアップ協力調査団派遣(灌漑施設) 2011/9/28 2011/11/9 株式会社ソーワコンサルタント
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ケニア 北部地域干ばつ対策基礎情報収集･確認調査(開発計画/干ばつ対策) 2011/10/13 ○ 2011/11/9 倉内　隆
ケニア 北部地域干ばつ対策基礎情報収集･確認調査(給水計画) 2011/10/5 2011/11/9 日本工営株式会社
ケニア 北部地域干ばつ対策基礎情報収集･確認調査(保健) 2011/10/5 2011/11/9 株式会社コーエイ総合研究所
ケニア 北部地域干ばつ対策基礎情報収集･確認調査(牧畜) 2011/10/5 2011/11/9 ワイ・エス・ケイコンサルタンツ株式会社
--- 平成23年度 無償資金協力に係る技術的監査(橋梁施設調査) 2011/8/24 2011/11/2 株式会社日本構造橋梁研究所
--- 防災分野課題対応支援(課題対応強化) 2011/8/31 2011/11/2 大井　英臣
インドネシア 南スラウェシ州地場産業振興支援(地域資源を活用した)プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/9/22 ○ 2011/11/2 グローバルリンクマネージメント株式会社
モザンビーク ナカラ港運営改善計画基礎情報収集･確認調査(港湾コンセッション) 2011/8/31 2011/11/2 財団法人国際臨海開発研究センター
モザンビーク ナカラ港運営改善計画基礎情報収集･確認調査(港湾荷役) 2011/8/31 2011/11/2 財団法人国際臨海開発研究センター
インドネシア 援助効果向上のためのナレッジ・マネジメント開発プロジェクト詳細計画策定調査(援助協調・南南協力) 2011/9/21 2011/11/2 有限会社アイエムジー
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(法制度(実施促進))(通関業務プロセス(実施促進)). 2011/9/14 2011/11/2 財団法人日本国際協力センター
ボリビア 全国統一障害者登録プログラム実施促進プロジェクトフェーズⅡ終了時評価調査(評価分析) 2011/9/21 2011/11/2 株式会社福永設計
ホンジュラス 首都圏小規模水力発電　基礎情報収集・確認調査(電力制度・政策) 2011/9/21 2011/11/2 株式会社ニュージェック
パプアニューギニア メディアを活用した遠隔教育普及・組織強化プロジェクト（EQUITVⅡ）詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/21 2011/11/2 アイ・シー・ネット株式会社
トーゴ ロメ港を中心とした国際広域回廊形成のための基礎情報収集調査(港湾計画) 2011/9/28 2011/11/2 財団法人国際臨海開発研究センター
トーゴ ロメ港を中心とした国際広域回廊形成のための基礎情報収集調査(広域物流) 2011/9/28 2011/11/2 株式会社国際開発センター
エチオピア 半乾燥地域ファームフォレストリープロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/28 2011/11/2 A&Mコンサルタント有限会社
インドネシア 泥炭・森林における火災と炭素管理プロジェクト(中間レビュー)(評価分析) 2011/9/28 2011/11/2 合同会社適材適所
ケニア 北部地域干ばつ対策基礎情報収集･確認調査(農業･生計向上) 2011/10/5 2011/11/2 社団法人国際農林業協働協会
ケニア 北部地域干ばつ対策基礎情報収集･確認調査(教育) 2011/10/5 2011/11/2 ユニコインターナショナル株式会社
ケニア 理数科教育強化計画プロジェクト中間レビュー調査(評価分析2) 2011/8/3 2011/10/26 株式会社パデコ
ネパール 地方都市における水道事業強化プロジェクト中間レビュー(評価分析) 2011/8/24 2011/10/26 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ケニア 生産性向上/普及プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/26 ビコーズインスチチュート株式会社
全世界 地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(国内調査)(地震･津波観測機材(国内調査)) 2011/8/31 2011/10/26 国際航業株式会社
全世界 地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(国内調査)(地震･津波予警報システム(国内調査)） 2011/8/31 2011/10/26 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
--- 情報通信技術･放送分野課題対応支援(情報通信技術･放送分野課題対応力強化) 2011/8/31 2011/10/26 日本工営株式会社
ブラジル ブラジル高度道路交通情報システム(ITS)マスタープラン調査プロジェクト詳細計画策定調査(交通管制システム/ITS) 2011/8/31 2011/10/26 日本工営株式会社
ボリビア 道路防災及び橋梁維持管理キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/9/22 ○ 2011/10/26 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 南南協力のマネージメントにかかる比較調査(南南協力) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社国際開発センター
タイ 情報技術(IT)を活用した地域活性化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) 2011/9/7 2011/10/26 グローバルリンクマネージメント株式会社
カンボジア 「国道橋梁の改善調査プロジェクト」詳細計画策定調査(橋梁維持管理) 2011/9/7 2011/10/26 株式会社長大
カンボジア 「国道橋梁の改善調査プロジェクト」詳細計画策定調査(橋梁診断・建設) 2011/9/7 2011/10/26 大日本コンサルタント株式会社
カンボジア 「国道橋梁の改善調査プロジェクト」詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2011/9/7 2011/10/26 株式会社ソーワコンサルタント
タイ 温室効果ガスの削減に係る組織能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/9/7 2011/10/26 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 教育･保健･社会保障セクター有償資金協力課題対応支援(教育･保健･社会保障セクター有償資金協力情報分析) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社地域計画連合
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終了時評価調査(評価分析) 2011/9/14 2011/10/26 グローバルリンクマネージメント株式会社
中華人民共和国 四川大地震復興支援－こころのケア人材育成プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/9/14 2011/10/26 小島　京子
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詳細計画策定調査(衛生設備･市場調査) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

エジプト エジプト日本科学技術大学(E-JUST)設立プロジェクト(機材調達計画) 2011/9/14 2011/10/26 インテムコンサルティング株式会社
アジア地域 ASEAN海上安全･保安基礎情報収集･確認調査(フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、カンボジア、ミャンマー)(人材育成･組織強化) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス

エルサルバドル MEGATECラウニオン校指導力向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/9/21 2011/10/26 ビンコーインターナショナル株式会社
モザンビーク ナカラ経済回廊地域総合開発戦略策定調査詳細計画策定調査(地域開発/社会調査) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
モザンビーク ナカラ経済回廊地域総合開発戦略策定調査詳細計画策定調査(水資源/環境社会配慮) 2011/9/14 2011/10/26 岡田　弘
モザンビーク ナカラ経済回廊地域総合開発戦略策定調査詳細計画策定調査(運輸交通･物流) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社国際開発センター
モザンビーク ナカラ経済回廊地域総合開発戦略策定調査詳細計画策定調査(地理情報) 2011/9/14 2011/10/26 国際航業株式会社
モザンビーク ナカラ経済回廊地域総合開発戦略策定調査詳細計画策定調査(電力･エネルギー) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
フィジー 廃棄物減量化･資源化促進プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/9/14 2011/10/26 株式会社国際開発アソシエイツ
エチオピア 「アフリカの角」地域における干ばつ情報収集確認調査・エチオピア給水分野(給水計画) 2011/9/21 2011/10/26 国際航業株式会社
エチオピア 「アフリカの角」地域における干ばつ情報収集確認調査・エチオピア給水分野(給水施設／機材整備) 2011/9/21 2011/10/26 石井　賢一
アフリカ地域 セネガル国｢漁業調査船建造計画｣及びモーリタニア国｢海洋漁業調査船整備計画｣フォローアップ調査(船舶改修計画/運用･維持管理計画)(調査機器/航海機器/調達計画) 2011/7/27 2011/10/19 OAFIC株式会社
中華人民共和国 涼山州金沙江流域生態環境保全総合開発モデルプロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/8/17 2011/10/19 佐野総合企画株式会社
ミャンマー 中央乾燥地における節水農業技術開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/17 2011/10/19 水産エンジニアリング株式会社
--- 平成23年度 無償資金協力に係る技術的監査(病院施設調査) 2011/8/24 2011/10/19 株式会社森村設計
--- 平成23年度 無償資金協力に係る技術的監査(教育施設調査) 2011/8/24 2011/10/19 株式会社福永設計
ブラジル ブラジル高度道路交通情報システム(ITS)マスタープラン調査プロジェクト詳細計画策定調査(交通計画) 2011/8/31 2011/10/19 株式会社トステムズ
ペルー リマ上下水道公社無収水管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(組織制度/評価分析) 2011/8/31 2011/10/19 株式会社シーエスジェイ
モーリシャス モーリシャスにおける地すべり対策プロジェクト詳細計画策定調査(地すべり対策) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社地球システム科学
モーリシャス モーリシャスにおける地すべり対策プロジェクト詳細計画策定調査(気候変動適応策) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社地球システム科学
モーリシャス 海岸保全・再生に関する能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(海岸侵食) 2011/9/7 2011/10/19 国際航業株式会社
モーリシャス 海岸保全・再生に関する能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(珊瑚礁保全) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ベトナム 人身取引予防および被害者支援のためのホットラインを通じた連携強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社VSOC
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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詳細計画策定調査(道路維持管理) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ウガンダ 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詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/7 2011/10/19 株式会社ＪＩＮ
コンゴ民主共和国 持続可能な森林経営及びREDD＋のための国家森林インベントリー整備支援プロジェクト詳細計画策定調査(リモートセンシング/GIS) 2011/9/7 2011/10/19 国際航業株式会社
コンゴ民主共和国 持続可能な森林経営及びREDD＋のための国家森林インベントリー整備支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/7 2011/10/19 グローバルリンクマネージメント株式会社
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詳細計画策定調査(衛生啓発･普及手法) 2011/9/14 2011/10/19 M.G.アソシエイツ合同会社
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詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/14 2011/10/19 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ニジェール サヘルオアシスプロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/14 2011/10/19 株式会社三祐コンサルタンツ
地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(海外調査)(地震･津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/8/31 2011/10/19 パシフィックコンサルタンツ株式会社

ミャンマー 中央乾燥地における節水農業技術開発プロジェクト詳細計画策定調査(乾燥地栽培技術） 2011/8/17 2011/10/12 社団法人国際農林業協働協会
パレスチナ ジェリコ農産加工団地のためのPIEFZA機能強化プロジェクト終了時評価(評価分析) 2011/8/24 2011/10/12 アイ・シー・ネット株式会社
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終了時評価調査（評価分析） 2011/8/24 2011/10/12 ペガサスエンジニアリング株式会社
ボスニア・ヘルツェゴビナ ヘルツェゴビナ国際観光コリドー・環境保全プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/12 株式会社パデコ

平成23年度 無償資金協力に係る技術的監査(村落給水施設調査) 2011/8/24 2011/10/12 M.G.アソシエイツ合同会社
ベトナム ホアラックハイテクパーク・インフラ建設事業に係る環境社会配慮確認調査(環境社会配慮調査) 2011/9/7 2011/10/12 日本環境株式会社
フィリピン パッシグ・マリキナ川河川改修事業Ⅲに係る環境社会配慮確認調査(環境社会配慮調査検証) 2011/8/24 2011/10/12 日本環境株式会社
タンザニア 地下水開発セクター能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(経営管理) 2011/8/24 2011/10/12 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

タンザニア 地下水開発セクター能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/12 株式会社日本開発サービス
カンボジア プノンペン市都市交通計画プロジェクト（開発計画調査型技術協力）詳細計画策定調査(都市交通計画/道路計画) 2011/8/24 2011/10/12 株式会社ソーワコンサルタント
カンボジア プノンペン市都市交通計画プロジェクト(開発計画調査型技術協力)詳細計画策定調査(公共交通計画) 2011/8/24 2011/10/12 株式会社メッツ研究所
カンボジア プノンペン市都市交通計画プロジェクト(開発計画調査型技術協力)詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2011/8/24 2011/10/12 株式会社生活工房ｄｏ
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終了時評価調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/12 財団法人国際開発高等教育機構
全世界 地震・津波の観測システム等に関する基礎情報収集・確認調査(海外調査)(地震・津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/10/7 2011/10/12 株式会社建設技研インターナショナル
南スーダン アッパーナイル州マラカルタウン事業実施環境情報収集･整備調査(建築計画)(設備計画)(調達） 2011/8/31 2011/10/12 株式会社建設技研インターナショナル
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終了時評価調査(評価分析) 2011/9/7 2011/10/12 グローバルリンクマネージメント株式会社
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プロジェクト詳細計画策定調査(農業インフラ) 2011/9/7 2011/10/12 NTCインターナショナル株式会社
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プロジェクト詳細計画策定調査(農業生産) 2011/9/7 2011/10/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
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プロジェクト詳細計画策定調査(道路整備・改修) 2011/9/7 2011/10/12 株式会社建設技術センター
マレーシア 第三国研修「統合的生物多様性・生態系保全」(研修評価) 2011/9/7 2011/10/12 株式会社パデコ
エルサルバドル国・グアテマラ国 地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(海外調査)(地震･津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/8/31 2011/10/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 地震･津波の観測システム等に関する基礎情報収集･確認調査(海外調査)(地震･津波観測機材)(地震・津波予警報システム) 2011/8/31 2011/10/12 財団法人都市防災研究所
全世界 地震・津波の観測システム等に関する基礎情報収集・確認調査(海外調査)(地震・津波観測機材)(地震・津波予警報システム)(バングラデシュ国) 2011/10/7 2011/10/12 ペガサスエンジニアリング株式会社
全世界 地震・津波の観測システム等に関する基礎情報収集・確認調査(海外調査)(地震・津波観測機材)(地震・津波予警報システム)(ミャンマー国) 2011/10/7 2011/10/12 OYOインターナショナル株式会社
インドネシア (科学技術)東ジャワ州グンディガス田における二酸化炭素の地中貯留及びモニタリングに関する先導的研究詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/27 2011/10/5 株式会社システム科学研究所
マダガスカル エイズ予防対策強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/8/3 2011/10/5 株式会社アイコンズ
ベナン 内水面養殖普及プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/8/17 2011/10/5 アイ・シー・ネット株式会社
ラオス 国家社会経済開発計画に基づく公共投資プログラム運営監理実施戦略策定プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/17 2011/10/5 アイ・シー・ネット株式会社
モーリタニア ヌアクショット水産物衛生検査施設整備計画F/U調査(建築) 2011/8/17 2011/10/5 OAFIC株式会社
フィリピン 地方自治体の観光統計にかかる能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/8/17 2011/10/5 合同会社適材適所
エルサルバドル 東部地域零細農民支援プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/9/9 ○ 2011/10/5 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ウガンダ アヤゴ水力発電所整備事業準備調査(水力土木) 2011/8/17 2011/10/5 電源開発株式会社
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) 2011/8/24 2011/10/5 柳内　龍二

エルサルバドル 上下水道公社事業運営能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/5 株式会社日本開発サービス
ブルキナファソ デジタル地形図作成プロジェクト詳細計画策定調査(デジタル地形図作成/利用促進計画) 2011/8/24 2011/10/5 社団法人国際建設技術協会
ブルキナファソ デジタル地形図作成プロジェクト詳細計画策定調査(技術移転/機材計画) 2011/8/24 2011/10/5 朝日航洋株式会社
ボスニア・ヘルツェゴビナ ヘルツェゴビナ国際観光コリドー・環境保全プロジェクト詳細計画策定調査(観光振興) 2011/8/24 2011/10/5 株式会社コーエイ総合研究所
ベトナム 東南アジア地域における森林情報整備プロジェクト詳細計画策定調査(REDD+現地活動計画) 2011/8/24 2011/10/5 一般社団法人日本森林技術協会
ベトナム 東南アジア地域における森林情報整備プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/9/1 ○ 2011/10/5 株式会社レックス・インターナショナル
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中間レビュー調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/5 バリュープランニング・インターナショナル株式会社

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)運営指導調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/5 株式会社アンジェロセック
パキスタン グジュランワラ市廃棄物対策マスタープラン作成プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/24 2011/10/5 株式会社建設技研インターナショナル
タンザニア 地下水開発セクター能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(地下水開発) 2011/8/24 2011/10/5 株式会社地球システム科学
ケニア 生産性向上/普及プロジェクト詳細計画策定調査(品質・生産性向上) 2011/8/24 2011/10/5 公益財団法人日本生産性本部
キルギス 乾燥地域緑化推進に係る情報収集･確認調査(小規模灌漑) 2011/8/31 2011/10/5 NTCインターナショナル株式会社
全世界 平成23年度貧困農民支援(2KR)準備調査(貧困農民支援・資機材計画)（セネガル国、エチオピア国） 2011/8/3 2011/10/5 深澤　友雄
全世界 平成23年度貧困農民支援(2KR)準備調査(貧困農民支援・資機材計画)（モルドバ国、ネパール国） 2011/8/3 2011/10/5 株式会社タスクアソシエーツ
全世界 平成23年度貧困農民支援(2KR)準備調査(貧困農民支援・資機材計画)（ガンビア国） 2011/8/3 2011/10/5 株式会社日本開発サービス
全世界 平成23年度貧困農民支援(2KR)準備調査(貧困農民支援・資機材計画)（ブルンジ国・タジキスタン国） 2011/8/3 2011/9/28 三井共同建設コンサルタント株式会社
ニカラグア 農村開発のためのコミュニティ強化計画プロジェクト終了時評価調査(参加型開発/地方行政) 2011/8/17 2011/9/28 有限会社アールディーアイ
ウガンダ アヤゴ水力発電所整備事業準備調査(環境社会配慮) 2011/8/17 2011/9/28 株式会社ソーワコンサルタント
ナミビア (科学技術)半乾燥地の水環境保全を目指した洪水―干ばつ対応農法の提案(評価分析) 2011/7/13 2011/9/21 合同会社適材適所
フィリピン 航空航法システム安全性･効率性向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/8/19 ○ 2011/9/21 アイ・シー・ネット株式会社
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インドネシア 省エネ・再生可能エネルギー案件形成 2011/8/3 2011/9/21 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
ケニア ナイロビ都市開発協力プログラム準備調査(都市計画・制度・組織分析) 2011/8/3 2011/9/21 日本工営株式会社
フィリピン マニラ首都圏用水供給情報収集(環境社会配慮(1)・環境社会配慮(2)) 2011/8/3 2011/9/21 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
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終了時評価調査(評価分析) 2011/8/17 2011/9/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
ニカラグア 子どもとその家族のための社会リスク予防統合モデル強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/17 2011/9/21 システム科学コンサルタンツ株式会社
ニカラグア 農村開発のためのコミュニティ強化計画プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/8/17 2011/9/21 有限会社クランベリー
インド デリー高速輸送システム建設事業(フェーズ3)に係る環境社会配慮確認調査(環境社会配慮調査検証) 2011/8/17 2011/9/21 日本環境株式会社
セネガル 医療機材保守管理基礎情報収集・確認調査(医療機材管理) 2011/8/3 2011/9/14 株式会社ティーエーネットワーキング
イラン テヘラン地震災害軽減プロジェクト詳細計画策定調査(道路防災) 2011/7/27 2011/9/14 株式会社地球システム科学
イラン テヘラン地震災害軽減プロジェクト詳細計画策定調査(市民防災) 2011/7/27 2011/9/14 OYOインターナショナル株式会社
イラン テヘラン地震災害軽減プロジェクト詳細計画策定調査(地震被害推計システム) 2011/7/27 2011/9/14 有限会社地圏探査技術研究所
ギニアビサウ オイオ州安全な水供給計画準備調査(その1)(水理地質/水質) 2011/7/27 2011/9/14 株式会社インターナショナル・コミュニケーションズ・インターフェース

ケニア ナイロビ都市開発協力プログラム準備調査(都市基盤整備1(道路・都市交通、電力)) 2011/8/3 2011/9/14 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ケニア ナイロビ都市開発協力プログラム準備調査(都市基盤整備2(上下水道、環境管理)) 2011/8/3 2011/9/14 株式会社国際開発センター
モザンビーク 観光マーケティング･プロモーション能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/17 2011/9/14 株式会社パデコ
タンザニア 地方道路開発技術向上プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理) 2011/7/27 2011/9/7 株式会社エイト日本技術開発
タンザニア 「国営ラジオ放送局教育放送用機材整備計画」フォローアップ調査(維持管理計画)(送信機材修繕) 2011/7/13 2011/9/7 株式会社NHKアイテック
イラン カルーン川流域管理計画調査フォローアップ協力(水文・気象観測機材計画) 2011/7/20 2011/9/7 財団法人気象業務支援センター
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終了時評価調査(評価分析) 2011/7/20 2011/9/7 財団法人国際開発高等教育機構
全世界 環境管理案件における課題対処能力の向上に係る取り組みの現状と課題の分析（環境管理分野の人材育成） 2011/7/27 2011/9/7 株式会社建設技研インターナショナル
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(調達計画/積算) 2011/7/20 2011/9/7 タカオカエンジニアリング株式会社
ベトナム 農村社会における社会経済開発のための地場産業振興に係る能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析1) 2011/7/27 2011/9/7 株式会社国際開発センター
ジブチ デジタル地理データ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/GIS計画) 2011/7/27 2011/9/7 社団法人国際建設技術協会
ジブチ デジタル地理データ整備プロジェクト詳細計画策定調査(機材/技術移転計画) 2011/7/27 2011/9/7 株式会社パスコ
ギニアビサウ オイオ州安全な水供給計画準備調査(その1)(給水施設) 2011/7/27 2011/9/7 日本テクノ株式会社
ギニアビサウ オイオ州安全な水供給計画準備調査(その1)(社会条件/運営･維持管理/環境社会配慮) 2011/7/27 2011/9/7 株式会社インターテクノコンサルタント
ヨルダン 観光振興のための統合的地域開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/3 2011/9/7 インテムコンサルティング株式会社
ケニア 理数科教育強化計画プロジェクト中間レビュー調査(評価分析2) 2011/9/15 ○ 2011/9/7 株式会社コーエイ総合研究所
ベトナム 農村社会における社会経済開発のための地場産業振興に係る能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析2) 2011/7/27 2011/9/7 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
タンザニア 地方道路開発技術向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析/組織強化) 2011/7/27 2011/8/31 インテムコンサルティング株式会社
ブルキナファソ 中央プラトー地方給水施設管理・衛生改善プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/6/29 2011/8/31 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

スリランカ 野菜生産性向上のための人材育成及び施設整備プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/29 2011/8/31 株式会社VSOC
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終了時評価調査(評価分析) 2011/7/13 2011/8/31 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス

タイ (科学技術)次世代食料安全保障のための水産養殖技術の開発詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/13 2011/8/31 合同会社適材適所
ドミニカ共和国 妊産婦周産期ケア向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/13 2011/8/31 株式会社コーエイ総合研究所
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運営指導調査(生産者組織評価） 2011/7/20 2011/8/31 アイ・シー・ネット株式会社
モンゴル 内部監査及び業績モニタリングに係る能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/20 2011/8/31 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

モンゴル 内部監査及び業績モニタリングに係る能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(内部監査) 2011/7/20 2011/8/31 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

モンゴル 子どもの発達を支援する指導法改善プロジェクト・フェーズ2中間レビュー調査(評価分析) 2011/7/27 2011/8/31 株式会社国際開発センター
ガーナ 中小零細企業向けBDS強化による品質・生産性向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/8/3 2011/8/31 株式会社パデコ
ネパール ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/7/19 2011/8/24 アイ・シー・ネット株式会社
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)中間レビュー調査(評価分析) 2011/7/6 2011/8/24 グローバルリンクマネージメント株式会社
ラオス 公共財政管理能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/7/13 2011/8/24 財団法人国際開発高等教育機構
ブルキナファソ 養殖による村落開発促進プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/7/13 2011/8/24 合資会社プラスタ
モザンビーク 保健人材養成機関教育能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/13 2011/8/24 株式会社日本開発サービス
タンザニア 税務行政改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/13 2011/8/24 インテムコンサルティング株式会社
日本 ガバナンス分野課題対応力強化(不正･腐敗防止対策) 2011/7/13 2011/8/24 矢野公認会計士事務所
ニカラグア 中小企業振興(輸出･開発)フォローアップ協力(中小企業･輸出振興) 2011/7/27 2011/8/24 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
カンボジア 法制度整備プロジェクト(フェーズ3)及び裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト(フェーズ2)終了時評価調査 2011/7/6 2011/8/17 株式会社アイコンズ
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終了時評価調査(評価分析) 2011/6/29 2011/8/17 株式会社タック・インターナショナル
ベトナム (科学技術)薬剤耐性細菌発生機構の解明と食品管理における耐性菌モニタリングシステムの開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析） 2011/7/6 2011/8/17 佐野総合企画株式会社
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詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/27 ○ 2011/8/17 株式会社日本開発サービス
インド 森林官研修センター研修実施能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/6/22 2011/8/10 株式会社国際開発アソシエイツ
バングラデシュ メガシティにおける廃棄物管理能力強化 基礎情報収集・確認調査(廃棄物管理) 2011/6/22 2011/8/10 池口　孝
ブータン 職業訓練校の質的強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/6/29 2011/8/10 株式会社コーエイ総合研究所
ミャンマー リハビリテーション強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/6/29 2011/8/10 財団法人国際開発高等教育機構
ケニア 稲作振興プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/15 2011/8/10 株式会社VSOC
ケニア 稲作振興プロジェクト詳細計画策定調査(農村社会) 2011/6/29 2011/8/10 NTCインターナショナル株式会社
中華人民共和国 西安市黒河引水系統生態環境保護と改善プロジェクト詳細計画策定調査(ダム貯水池水質管理技術) 2011/6/29 2011/8/10 独立行政法人水資源機構
ボツワナ 乾燥冷害地域におけるヤトロファ･バイオエネルギー生産のシステム開発詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/29 2011/8/10 アイ・シー・ネット株式会社
スーダン 南部スーダン農業・生計向上改善協力プログラム準備調査(農業普及/人材育成) 2011/6/8 2011/8/3 株式会社ＪＩＮ
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スーダン 南部スーダン農業・生計向上改善協力プログラム準備調査(食糧安全保障/農村開発) 2011/6/8 2011/8/3 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 農水産食品の安全性確保のための検査強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/15 2011/8/3 A&Mコンサルタント有限会社
キューバ 中部地域5県における高品質の自由流通米証明種子の生産・普及促進プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/22 2011/8/3 中央開発株式会社
ケニア (科学技術)アルボウィルス感染症に対する簡易診断キットの開発と警戒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) 2011/6/22 2011/8/3 株式会社日本開発サービス
ガーナ （科学技術）アフリカ半乾燥地域における気候・生態系変動の予測・影響評価と統合的レジリエンス強化戦略の構築　詳細計画策定調査(評価分析) 2011/7/5 ○ 2011/8/3 株式会社国際開発アソシエイツ

アフリカ地域防災行政に関する情報収集・確認調査(防災1)(防災2) 2011/6/22 2011/8/3 株式会社地球システム科学
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詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/29 2011/8/3 株式会社パデコ
中華人民共和国 西安市黒河引水系統生態環境保護と改善プロジェクト詳細計画策定調査(流域水質管理技術) 2011/6/29 2011/8/3 株式会社建設技研インターナショナル
--- 運輸交通分野課題対応支援(課題対応力強化) 2011/6/1 2011/7/27 八千代エンジニヤリング株式会社
セネガル タンバクンダ州及びケドゥグ州母子保健サービス改善プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/6/8 2011/7/27 株式会社アイコンズ
スーダン 南部スーダン農業・生計向上改善協力プログラム準備調査(農業インフラ) 2011/6/8 2011/7/27 株式会社三祐コンサルタンツ
ルワンダ カヨンザ―ルスモ間道路改修計画準備調査(その１)(道路計画) 2011/6/8 2011/7/27 株式会社建設技研インターナショナル
ルワンダ カヨンザ―ルスモ間道路改修計画準備調査(その１)(環境社会配慮/自然条件調査) 2011/6/8 2011/7/27 株式会社ソーワコンサルタント
キルギス 地方小児医療機材整備計画フォローアップ調査(機材計画1/機材管理計画) 2011/6/8 2011/7/27 ビンコーインターナショナル株式会社
キルギス 地方小児医療機材整備計画フォローアップ調査(機材計画2/積算) 2011/6/24 ○ 2011/7/27 株式会社アールコンサルタンツ
ミャンマー ソフトウェア及びネットワーク技術者育成プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/6/15 2011/7/27 国際航業株式会社
スーダン ジュバ近郊の平和の定着に向けた生計向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/6/8 2011/7/27 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プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/6/15 2011/7/27 水産エンジニアリング株式会社
ホンジュラス 第三保健地域病院網強化計画フォローアップ調査(機材整備計画/積算) 2011/6/15 2011/7/27 株式会社日本開発サービス
チリ 津波に強い地域づくり技術の向上に関する研究(地球規模課題対応国際科学技術協力）詳細計画策定調査(防災) 2011/7/4 ○ 2011/7/27 OYOインターナショナル株式会社
ラオス 「南部3県におけるコミュニティ・イニシアティブによる初等教育改善プロジェクト」終了時評価調査（評価分析） 2011/6/22 2011/7/27 株式会社コーエイ総合研究所
カンボジア 「産業人材育成プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/22 2011/7/27 稲田　十一
全世界 社会保障分野課題対応支援(社会保障課題分析) 2011/6/1 2011/7/20 合同会社適材適所
インドネシア 「JABODETABEK都市交通政策統合プロジェクト」終了時評価調査(評価分析) 2011/6/1 2011/7/20 株式会社システム科学研究所
ベトナム 衛星開発技術に関する人材育成計画の策定にかかる調査(人材育成計画) 2011/6/1 2011/7/20 株式会社パデコ
ベトナム 衛星開発技術に関する人材育成計画の策定にかかる調査(衛星開発技術) 2011/6/1 2011/7/20 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構

セネガル ティエス地方病院整備計画FU調査(機材管理計画) 2011/6/8 2011/7/20 株式会社ティーエーネットワーキング
中華人民共和国 大気中の主要汚染物質総量抑制政策研究及びコベネフィットモデルプロジェクト詳細計画策定調査(NOx削減対策/大気汚染シミュレーション) 2011/6/8 2011/7/20 株式会社数理計画
ボリビア 権利、多文化、ジェンダーに焦点をあてた村落地域保健ネットワーク強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/6/8 2011/7/20 国際航業株式会社
インドネシア 調達に係る新大統領令と円借款ガイドラインの調和化調査(円借款調達監理) 2011/6/8 2011/7/20 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
セルビア 国土空間データ基盤整備プロジェクト終了時評価(地形図作成技術) 2011/6/15 2011/7/20 社団法人国際建設技術協会
タジキスタン 民間セクター開発セミナー(人的資源管理) 2011/6/15 2011/7/20 株式会社MSCインターナショナル
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フェーズ２　詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/22 2011/7/20 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ドミニカ共和国 国境地域における地方自治体能力強化プロジェクト第二次詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/22 2011/7/20 株式会社コーエイ総合研究所
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フェーズ２　詳細計画策定調査(自然資源保全) 2011/6/22 2011/7/20 株式会社日本開発サービス
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フェーズ２　詳細計画策定調査(栽培/営農) 2011/6/22 2011/7/20 株式会社日本開発サービス
全世界 気候変動主流化支援 2011/4/20 2011/7/13 一般財団法人日本気象協会
モザンビーク ガザ州HIV/AIDS啓発のためのIEC活動強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/5/25 2011/7/13 アイ・シー・ネット株式会社
エチオピア オロミア州母子栄養改善プロジェクト　中間レビュー調査(評価分析) 2011/6/1 2011/7/13 財団法人国際開発高等教育機構
キルギス 土壌肥沃化及び種子生産技術向上に関する情報収集・確認調査(農業開発) 2011/6/1 2011/7/13 社団法人国際農林業協働協会
キルギス 土壌肥沃化及び種子生産技術向上に関する情報収集・確認調査(野菜種子生産) 2011/6/1 2011/7/13 ワイ・エス・ケイ　コンサルタンツ株式会社
ベトナム ハロン湾環境保全プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/6/1 2011/7/13 A&Mコンサルタント有限会社
マラウイ リロングウェ市主要幹線道路改修計画準備調査(交通計画/経済分析) 2011/6/1 2011/7/13 株式会社トーニチコンサルタント
ガーナ 太陽光発電普及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) 2011/6/1 2011/7/13 グローバルリンクマネージメント株式会社
セネガル ティエス地方病院整備計画FU調査(機材整備計画/積算) 2011/6/8 2011/7/13 インテムコンサルティング株式会社
中華人民共和国 大気中の主要汚染物質総量抑制政策研究及びコベネフィットモデルプロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/8 2011/7/13 株式会社シーエスジェイ
全世界 平成23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) 2011/4/27 2011/7/13 グローバルリンクマネージメント株式会社
ガボン REDDの活動に資するための森林再生インベントリーシステム開発計画詳細計画策定調査（評価分析） 2011/6/8 2011/7/13 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マスタープラン策定支援詳細計画策定調査(農業インフラ整備) 2011/6/8 2011/7/13 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
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詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2011/6/8 2011/7/13 株式会社生活工房ｄｏ
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詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/8 2011/7/13 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム (科学技術)「ベトナム及び他の大メコン圏地域における斜面災害危険度評価技術の開発と教育」プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/15 2011/7/13 有限会社ネフカ
ジブチ 沿岸警備に係る情報収集・確認調査(施設・機材) 2011/5/25 2011/7/6 株式会社日本海洋科学
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(評価分析) 2011/6/1 2011/7/6 システム科学コンサルタンツ株式会社
マラウイ リロングウェ市主要幹線道路改修計画準備調査(施設設計/積算) 2011/6/1 2011/7/6 セントラルコンサルタント株式会社
アルバニア ディヴィアカ・カラヴァスタ国立公園支援プロジェクト詳細計画策定調査(国立公園管理計画) 2011/6/8 2011/7/6 株式会社パデコ
全世界 平成23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)（第１年次） 2011/4/27 2011/7/6 水産エンジニアリング株式会社
ガボン REDDの活動に資するための森林再生インベントリーシステム開発計画詳細計画策定調査（森林インベントリー） 2011/6/20 ○ 2011/7/6 社団法人日本森林技術協会
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詳細計画策定調査(地域農業開発／農業経済) 2011/6/8 2011/7/6 株式会社三祐コンサルタンツ
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詳細計画策定調査(自然環境／営農) 2011/6/8 2011/7/6 社団法人国際農林業協働協会
南アフリカ共和国 南部アフリカ医療機器保守管理能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/6/1 2011/6/29 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
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ベトナム 水環境管理技術能力向上プロジェクト(フェーズ2)終了時評価調査(評価分析) 2011/6/1 2011/6/29 有限会社クランベリー
大洋州地域 島嶼型エネルギー自給システム構築プロジェクト準備調査(電力政策/再生可能・省エネルギー) 2011/6/1 2011/6/29 日本工営株式会社
大洋州地域 島嶼型エネルギー自給システム構築プロジェクト準備調査(ディーゼル発電設備運用) 2011/6/1 2011/6/29 株式会社沖縄エネテック
マリ 学校運営委員会支援プロジェクト・フェーズ2　詳細計画策定調査(評価分析) 2011/6/1 2011/6/29 グローバルリンクマネージメント株式会社
ラオス 南部地域母子保健人材開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/5/25 2011/6/29 合同会社適材適所
ジブチ 沿岸警備に係る情報収集・確認調査(組織強化・人材育成) 2011/5/25 2011/6/29 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 競争政策プロジェクト(フェーズ2)中間レビュー(評価分析) 2011/5/18 2011/6/29 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社

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フェーズ2詳細計画策定調査(評価分析) 2011/5/18 2011/6/29 A&Mコンサルタント有限会社
全世界 平成23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)(第１年次) 2011/4/27 2011/6/29 中央開発株式会社
全世界 平成23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) 2011/4/27 2011/6/29 A&Mコンサルタント有限会社
ベトナム ホーチミン市下水管理能力開発プロジェクトフェーズ2 詳細計画策定調査(評価分析) 2011/5/25 2011/6/22 株式会社東京設計事務所
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詳細計画策定調査(組織制度/評価分析) 2011/5/25 2011/6/22 株式会社日本開発サービス
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詳細計画策定調査（防災インフラ） 2011/5/25 2011/6/22 日本工営株式会社
ヨルダン ヨルダン南部女性の健康とエンパワメントの統合プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/5/18 2011/6/22 株式会社日本開発サービス
エクアドル 社会的弱者のための職業訓練強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/5/18 2011/6/22 ビンコーインターナショナル株式会社
ラオス 公共投資プログラム運営監理強化プロジェクト(PCAP2)終了時評価調査(評価分析) 2011/5/11 2011/6/22 合資会社プラスタ
全世界 遠隔技術協力の利活用促進及び課題対応力強化(遠隔技術協力) 2011/5/11 2011/6/22 株式会社安藤コンサルタンツ
全世界 平成23年度農業・農村開発分野課題対応支援(食料安全保障) 2011/5/11 2011/6/22 NTCインターナショナル株式会社
ミャンマー 母子保健課題に関する情報収集・確認調査(母子保健) 2011/4/27 2011/6/22 株式会社国際テクノ・センター
全世界 平成23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) 2011/4/27 2011/6/22 佐野総合企画株式会社
全世界 平成23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調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/22 株式会社国際開発アソシエイツ
パキスタン 技術教育改善プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/5/18 2011/6/15 株式会社コーエイ総合研究所
インドネシア 地方政府環境管理能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/5/11 2011/6/15 国際航業株式会社
ケニア ニャンザ州保健マネージメント強化プロジェクト　中間レビュー調査(評価分析) 2011/5/11 2011/6/15 グローバルリンクマネージメント株式会社
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)終了時評価(評価分析) 2011/5/11 2011/6/15 株式会社福永設計
パキスタン ギルギット・バルティスタン地域高付加価値果樹産品振興プロジェクト詳細計画策定調査(マーケティング) 2011/5/11 2011/6/15 株式会社国際開発センター
パキスタン ギルギット・バルティスタン地域高付加価値果樹産品振興プロジェクト詳細計画策定調査(果樹栽培/技術普及) 2011/5/11 2011/6/15 NTCインターナショナル株式会社
パキスタン ギルギット・バルティスタン地域高付加価値果樹産品振興プロジェクト詳細計画策定調査(果物加工/高付加価値化) 2011/5/11 2011/6/15 株式会社日本開発サービス
パキスタン ギルギット・バルティスタン地域高付加価値果樹産品振興プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/5/11 2011/6/15 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ネパール JICA事業実績レビューにかかる情報収集・確認調査(事業実績レビュー) 2011/4/27 2011/6/15 株式会社国際開発センター
インドネシア 復興期の地域に開かれた学校づくり(マルク)プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/15 株式会社日本開発サービス
ウガンダ コメ振興プロジェクト　詳細計画策定調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/15 A&Mコンサルタント有限会社
インドネシア マミナサタ廃棄物管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/15 株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所

全世界 平成23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) 2011/4/27 2011/6/15 株式会社VSOC
ザンビア 地方電化能力開発プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/20 2011/6/15 アイ・シー・ネット株式会社
コンゴ民主共和国 マタディ橋維持管理計画策定支援(橋梁維持管理技術/健全度調査) 2011/5/11 2011/6/8 大日本コンサルタント株式会社
ベトナム ベトナム開発銀行機能強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/8 OPMAC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運営支援(プロジェクト運営監理/都市環境改善事業) 2011/4/27 2011/6/8 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 結核対策プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/8 株式会社タック・インターナショナル
ミャンマー 主要感染症対策プロジェクト延長フェーズ終了時評価調査(評価分析) 2011/4/20 2011/6/8 株式会社アイコンズ
エジプト 橋梁維持管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(橋梁維持管理) 2011/4/20 2011/6/8 大日本コンサルタント株式会社
エジプト 橋梁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) 2011/4/20 2011/6/8 株式会社システム科学研究所
全世界 インパクト評価実施支援 2011/4/13 2011/6/8 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
タイ 人身取引被害者保護・自立支援促進プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/1 株式会社VSOC
キルギス 道路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) 2011/4/27 2011/6/1 有限会社ネフカ
カンボジア 助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト運営指導調査(評価分析) 2011/4/27 2011/6/1 株式会社エス・プランニング
全世界 高等教育分野課題対応支援(高等教育課題情報分析） 2011/4/22 ○ 2011/6/1 グローバルリンクマネージメント株式会社
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中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/20 2011/6/1 株式会社日本開発サービス
スリランカ コロンボ国際空港改善事業(II)に係る技術審査等業務(空港計画)(需要予測・施設容量分析)(PPP・財務分析) 2011/4/20 2011/6/1 株式会社日本空港コンサルタンツ
ザンビア 「保健投資支援プロジェクト」中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/20 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

カンボジア 港湾政策・行政システム構築プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/4/20 2011/6/1 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス

--- 平成22年度案件別事後評価：内部評価支援(評価分析1/内部評価支援)(評価分析2)(評価分析3) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社国際開発アソシエイツ
インドネシア 雇用サービスセンター能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/13 2011/6/1 財団法人国際開発高等教育機構
セルビア バルカン地域における円借款実施促進に係る調査(円借款実施促進) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社ＩＣＢ
キルギス 共同森林管理実施能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/13 2011/6/1 水産エンジニアリング株式会社
エチオピア 品質・生産性向上活動(カイゼン)普及・制度化能力開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/4/13 2011/6/1 株式会社コーエイ総合研究所
--- 平成23年度水資源・防災分野技術協力プロジェクト中間レビュー・終了時評価(グループ3)(評価分析1)(評価分析2) 2011/3/31 ○ 2011/5/25 アイ・シー・ネット株式会社
--- 平成23年度水資源・防災分野技術協力プロジェクト中間レビュー・終了時評価(グループ5)(評価分析1)(評価分析2) 2011/3/31 ○ 2011/5/25 合同会社適材適所
インドネシア 鳥インフルエンザ・サーベイランス強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/25 株式会社日本開発サービス
パキスタン 障害者社会参加促進プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/25 小島　京子
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終了時評価調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/25 株式会社VSOC
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パラグアイ プライマリーヘルスケア体制強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2011/4/20 2011/5/25 グローバルリンクマネージメント株式会社

アジア地域 平成23年度水資源・防災分野技術協力プロジェクト中間レビュー・終了時評価(グループ4)(評価分析1)(評価分析2) 2011/3/9 2011/5/18 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 衛星情報を活用した森林資源管理支援プロジェクト　終了時評価調査(評価分析) 2011/3/23 2011/5/18 株式会社国際開発アソシエイツ
ラオス 「国立大学ITサービス産業人材育成プロジェクト」中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/18 佐野総合企画株式会社
中華人民共和国 ワクチン予防可能感染症のサーベイランス及びコントロールプロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/18 株式会社フジタプランニング
モンゴル ウランバートル市廃棄物管理能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/18 グローバルリンクマネージメント株式会社

ケニア 一村一品プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/18 インテムコンサルティング株式会社
チュニジア 品質・生産性向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/4/13 2011/5/18 株式会社アイコンズ
--- 平成23年度水資源・防災分野技術協力プロジェクト中間レビュー・終了時評価(グループ1)(評価分析1)(評価分析2) 2011/3/9 2011/5/11 合同会社適材適所
--- 平成23年度水資源・防災分野技術協力プロジェクト中間レビュー・終了時評価(グループ2)(評価分析1)(評価分析2) 2011/3/9 2011/5/11 財団法人国際開発高等教育機構
全世界 教育分野課題対応支援(教育課題情報分析) 2011/3/9 2011/5/11 興津　妙子
全世界 高等教育分野課題対応支援(高等教育課題情報整備） 2011/3/23 2011/5/11 山口　考彦
全世界 平成23年度テーマ別評価「DAC評価5項目の評価視点及び判断基準の標準化」(総合分析)(JICA事業評価分析)(他援助機関プロジェクト評価分析) 2011/3/23 2011/5/11 株式会社国際開発センター
ベトナム ノイバイ国際空港運営・維持管理計画策定支援プロジェクト詳細計画策定調査(空港運営)(空港施設維持管理)(給油システム) 2011/3/23 2011/5/11 成田国際空港株式会社
--- 都市地域開発分野課題対応支援(都市・地域開発) 2011/3/23 2011/5/11 財団法人日本開発構想研究所
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」終了時評価調査(評価分析) 2011/3/2 2011/4/27 有限会社Y'sコンサルティングオフィス
全世界 教育分野課題対応支援(教育課題情報整備) 2011/3/9 2011/4/27 合同会社適材適所
日本 地震・津波に対する効果的アプローチの検討(プロジェクト研究)(防災計画) 2011/4/4 2011/4/27 有限会社アイアールエム
日本 地震・津波に対する効果的アプローチの検討(プロジェクト研究)(復興計画） 2011/4/4 2011/4/27 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
日本 地震・津波に対する効果的アプローチの検討(プロジェクト研究)(災害クロノロジー分析） 2011/4/4 2011/4/27 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 保健医療分野課題対応支援(母子保健･保健人材) 2011/3/2 2011/4/20 星合　千春
全世界 平成23年度平和構築分野課題対応支援(平和構築課題情報収集・分析) 2011/3/2 2011/4/20 山内(土肥)　優子
全世界 平成23年度貧困削減分野課題対応支援(貧困削減分野情報収集･分析) 2011/3/2 2011/4/20 株式会社日本開発サービス
インドネシア 地域振興・地方分権に係る基礎情報収集・確認調査 2011/3/9 2011/4/20 松井　和久
タイ (科学技術)熱帯地域に適した水再利用技術の研究開発プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/3/9 2011/4/20 株式会社VSOC
全世界 平成23年度マイクロファイナンス教材作成・研修企画 2011/3/9 2011/4/20 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 第4回OECD/DACハイレベル・フォーラムに向けた援助効果向上・援助潮流分析調査(援助効果・援助潮流) 2011/3/9 2011/4/20 株式会社国際開発センター
タンザニア 地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2011/3/23 2011/4/20 合同会社適材適所
アフリカ地域 アフリカ地域地理情報整備に係るプロジェクト研究(地理情報整備計画) 2011/3/23 2011/4/20 社団法人国際建設技術協会
パキスタン EPI/ポリオ対策プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2011/3/23 2011/4/20 国際航業株式会社
ベトナム ノイバイ国際空港運営・維持管理計画策定支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/3/23 2011/4/20 株式会社地域計画連合
ベトナム 都市計画策定・管理能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2011/3/23 2011/4/20 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

全世界 保健医療分野課題対応支援(保健システム・感染症対策) 2011/3/2 2011/4/13 株式会社フジタプランニング
ベトナム 貧困削減支援借款レビュー調査(援助政策評価) 2011/2/23 2011/4/13 PBジャパン株式会社
--- 環境管理分野課題対応支援 2011/3/9 2011/4/13 ICONS国際協力株式会社
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　詳細計画策定調査(評価分析) 2011/3/9 2011/4/13 グローバルリンクマネージメント株式会社
ブラジル ブラジル調達法令調査(国際競争入札) 2011/2/16 2011/4/6 日本工営株式会社
イラン テヘラン地震災害軽減プロジェクト詳細計画策定調査（道路防災） 2011/2/23 2011/4/6 大日本コンサルタント株式会社
イラン テヘラン地震災害軽減プロジェクト詳細計画策定調査（市民防災） 2011/2/23 2011/4/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
イラン テヘラン地震災害軽減プロジェクト詳細計画策定調査（地震被害推計システム） 2011/2/23 2011/4/6 有限会社地圏探査技術研究所
ウガンダ 湿地管理プロジェクト詳細計画策定調査(湿地管理） 2011/3/2 2011/4/6 株式会社建設技研インターナショナル
ウガンダ 湿地管理プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析） 2011/3/2 2011/4/6 有限会社アイ・アール・エム
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連携によるコミュニティ・ツーリズム開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2011/2/16 2011/4/6 株式会社コーエイ総合研究所
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