
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 REDD+モニタリングのための持続可能な森林資源情報プラットフォーム整備プロジェクト（第1年次） 2012/12/19 2013/3/27 社団法人海外林業コンサルタンツ協会 国際航業株式会社
バングラデシュ 沿岸部における早期予警報及び防災情報伝達システムに係る情報収集･確認調査 2012/12/12 2013/3/27 株式会社地球システム科学 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力

ザンビア 小規模農民のための灌漑開発プロジェクト（第1年次） 2012/12/12 2013/3/27 株式会社三祐コンサルタンツ
ジブチ 母子保健サービス改善プロジェクト 2012/12/19 2013/3/27 特定非営利活動法人HANDS
マレーシア 高齢化に係る情報収集･確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)) 2012/12/19 2013/3/27 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

南スーダン ジュバ市内ロロゴバイパス及び小規模橋梁整備計画準備調査 2013/1/9 2013/3/27 株式会社建設技研インターナショナル
フィリピン マニラ首都圏治水計画環境社会配慮基礎調査 2013/1/23 2013/3/27 有限会社ジャイロス 株式会社パセット
バングラデシュ 経済特区情報収集･確認調査 2012/11/28 2013/3/21 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ 株式会社日本総合研究所 株式会社日建設計シビル
ウガンダ 大カンパラ都市圏道路網改善事業準備調査 2012/12/5 2013/3/21 日本工営株式会社 株式会社エイト日本技術開発
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詳細設計調査 2012/12/26 2013/3/21 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
ベトナム ハノイ市都市鉄道規制機関強化及び運営組織設立支援プロジェクト 2012/12/12 2013/3/21 東京地下鉄株式会社 日本コンサルタンツ株式会社
モザンビーク マプト市における持続可能な3R活動推進プロジェクト （第1年次） 2012/12/12 2013/3/21 日本工営株式会社
インドネシア 中小企業振興サービスのデリバリー改善プロジェクト（第１フェーズ） 2012/12/12 2013/3/21 株式会社コーエイ総合研究所 ユニコインターナショナル株式会社
東南アジア地域 地方自治体(横浜市)が有する包括的な都市づくりのノウハウ･技術を活用した途上国への国際協力･ビジネス展開との連携可能性に係る情報収集･確認調査 2012/12/19 2013/3/21 株式会社アルメック プライスウォーターハウスクーパース株式会社 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
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フェーズ2（第1年次） 2012/12/19 2013/3/21 システム科学コンサルタンツ株式会社
ニカラグア 水産セクター/漁港振興情報収集・確認調査 2013/1/9 2013/3/21 OAFIC株式会社
ミャンマー 灌漑施設改修事業準備調査 2012/12/19 2013/3/21 株式会社三祐コンサルタンツ
ミャンマー ミャンマー中央銀行業務ICTシステム整備計画準備調査 2012/12/19 2013/3/21 株式会社三菱総合研究所 Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC

ラオス セコン橋建設計画準備調査 2012/12/26 2013/3/21 セントラルコンサルタント株式会社
パプアニューギニア 生物多様性保全基礎情報収集･確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)) 2012/12/26 2013/3/21 株式会社パデコ
フィリピン マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップ作成支援調査 2012/12/26 2013/3/21 株式会社アルメック
スリランカ ピーク需要対応型電源最適化計画調査プロジェクト【有償勘定技術支援】 2012/12/26 2013/3/21 電源開発株式会社
ミャンマー 農業セクター情報収集・確認調査 2013/1/23 2013/3/21 株式会社三祐コンサルタンツ
ラオス ラオスパイロットプログラム（LPP）（持続可能な都市づくり促進のための低公害型交通システム制度支援） 2013/1/23 2013/3/21 株式会社アルメック
インドネシア ジャカルタ首都圏投資促進特別地域（MPA）案件にかかる形成・実施促進調査 2013/1/9 2013/3/21 日本工営株式会社
エチオピア 飲料水用ロープポンプの普及による地方給水衛生･生活改善プロジェクト（第１年次） 2012/12/5 2013/3/13 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ミャンマー 自然災害早期警報システム構築プロジェクト（1年次） 2012/12/5 2013/3/13 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 復建調査設計株式会社
フィリピン 全国予警報システム情報収集･確認調査 2012/12/19 2013/3/13 日本工営株式会社
ブラジル 防災分野システムインフラ調査 2013/1/9 2013/3/13 八千代エンジニヤリング株式会社 日本工営株式会社
タイ 日タイ･産業クラスターリンケージ強化(｢お互い｣プロジェクト)のための体制整備調査（1年次） 2012/12/19 2013/3/13 株式会社日経BP
ボリビア 道路セクターにおける本邦技術適用ニーズに係る情報収集・確認調査 2013/1/9 2013/3/13 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
北米・中南米地域 ブラジル及び中米諸国における地域警察協力に係る情報収集・確認調査 2013/1/9 2013/3/13 システム科学コンサルタンツ株式会社
東ティモール 全国国道網の脆弱性に係る情報収集･確認調査(一般競争入札（総合評価落札方式)) 2012/12/26 2013/3/13 株式会社アンジェロセック
フィリピン 地場産品競争力強化のための包装技術向上プロジェクト 2012/12/19 2013/3/13 ユニコインターナショナル株式会社
ソロモン ホニアラ港施設改善計画準備調査(その2) 2012/12/19 2013/3/13 株式会社エコー
イラク 天然ガス需給計画作成に係る現況調査プロジェクト 2012/12/19 2013/3/13 東洋エンジニアリング株式会社 三井物産株式会社
バングラデシュ 円借款事業実施促進【有償勘定技術支援】 2013/1/16 2013/3/13 OPMAC株式会社
カンボジア 農業振興情報収集･確認調査 2012/12/26 2013/3/13 海外貨物検査株式会社
ルワンダ 地熱開発情報収集・確認調査 2012/12/26 2013/3/13 日本工営株式会社
中華人民共和国 大気中の窒素酸化物総量抑制プロジェクト（1年次） 2012/9/19 ○ 2013/3/6 株式会社数理計画 公益財団法人国際環境技術移転センター

カンボジア 送変電システム運営能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】 2012/10/31 2013/3/6 中国電力株式会社 東電設計株式会社
コートジボワール 大アビジャン圏都市整備計画策定プロジェクト 2012/11/21 2013/3/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社日本開発政策研究所 株式会社国際開発センター アジア航測株式会社 
ベトナム ホアラック科学技術都市振興事業【有償勘定技術支援】 2012/11/21 2013/3/6 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
パレスチナ 地方財政改善プロジェクト（1年次） 2012/12/5 2013/3/6 株式会社コーエイ総合研究所 国際航業株式会社
タンザニア ダルエスサラーム送配電網強化計画準備調査(その２) 2012/12/5 2013/3/6 八千代エンジニヤリング株式会社 西日本技術開発株式会社
アフリカ地域 アフリカ地域廃棄物分野における戦略的支援情報収集･確認調査 2012/12/12 2013/3/6 国際航業株式会社
タイ バンコク都気候変動マスタープラン2013-2023策定･実施能力向上プロジェクト 2012/12/19 2013/3/6 社団法人海外環境協力センター パシフィックコンサルタンツ株式会社
ミャンマー 少数民族のための南東部地域総合開発支援プログラム形成準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/12/18 2013/3/6 株式会社レックス・インターナショナル 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
ガイアナ 「第二次東デメララ貯水池修復計画」事業化調査 2013/1/9 2013/3/6 株式会社三祐コンサルタンツ
アフリカ地域 南部アフリカ地域気候変動予測モデルを活用した防災･農業分野等支援に係る情報収集･確認調査 2012/12/19 2013/3/6 NTCインターナショナル株式会社
アジア地域 アセアン地域における産業集積地の自然災害リスク評価と事業継続計画に関する情報収集･確認調査（第1年次） 2012/11/14 2013/2/27 OYOインターナショナル株式会社 株式会社三菱総合研究所 株式会社建設技研インターナショナル
インドネシア 金融包摂に係る情報収集･確認調査 2012/11/28 2013/2/27 株式会社日本経済研究所
エクアドル チンボラソ県医療施設･機材整備計画準備調査 2012/12/12 2013/2/27 株式会社日本設計 株式会社日本設計メディカルコア
チュニジア 観光プロモーション能力強化プロジェクト 2012/10/24 2013/2/20 株式会社JTBコーポレートセールス
中華人民共和国 地域提案型草の根技術協力事業を活用した地方自治体･中小企業等の対中進出に関する情報収集･確認調査 2012/11/7 2013/2/20 株式会社三菱総合研究所 日本テピア株式会社
ベトナム 日越大学構想に係る情報収集･確認調査 2012/10/31 2013/2/20 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 財団法人日本国際協力センター 一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム

ブラジル クリチバ都市圏スマートグリッド導入事業準備調査 2012/11/7 2013/2/20 東電設計株式会社 東京電力株式会社
キルギス チュイ州小水力発電開発に関する情報収集･確認調査 2012/11/14 2013/2/20 東電設計株式会社 株式会社建設技研インターナショナル
アジア地域 セーフガード能力強化調査 2012/11/14 2013/2/20 日本工営株式会社
モザンビーク マプト州医療従事者養成学校建設計画準備調査 2012/11/28 2013/2/20 株式会社マツダコンサルタンツ インテムコンサルティング株式会社
アフリカ地域 東アフリカ地熱開発に係る情報収集･確認調査（第1年次） 2012/12/5 2013/2/20 西日本技術開発株式会社 三菱マテリアルテクノ株式会社
ツバル 貨物旅客兼用船整備計画準備調査 2012/11/28 2013/2/20 水産エンジニアリング株式会社
ミャンマー ヤンゴン市上水道施設緊急整備計画準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/12/12 2013/2/20 株式会社TECインターナショナル
スリランカ 新ケラニ橋周辺交通改善事業準備調査 2012/12/12 2013/2/20 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

全世界 基礎研究｢医療機材の持続活用要因の検討｣ 2012/11/13 ○ 2013/2/13 アイテック株式会社
モザンビーク ニアッサ州持続的村落給水･衛生改善プロジェクト(第1年次） 2012/10/17 2013/2/13 日本テクノ株式会社 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社地球システム科学
キルギス イシククリ乾燥地域緑化推進計画準備調査 2012/11/7 2013/2/13 NTCインターナショナル株式会社
ラオス ワッタイ国際空港ターミナル拡張事業準備調査 2012/11/14 2013/2/13 日本工営株式会社 株式会社梓設計
ボリビア 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画準備調査 2012/11/21 2013/2/13 日本工営株式会社
ミャンマー 主要感染症対策プロジェクトフェーズ2(結核対策) 2012/11/14 2013/2/13 公益財団法人結核予防会
インド チェンナイ小児病院改善計画準備調査 2012/11/21 2013/2/13 株式会社横河建築設計事務所 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
モザンビーク 石炭開発振興のための情報収集･確認調査 2012/11/21 2013/2/13 一般財団法人石炭エネルギーセンター
アフリカ地域 南部アフリカ地熱開発に係る情報収集･確認調査（1年次） 2012/11/21 2013/2/13 三菱マテリアルテクノ株式会社
ミクロネシア 国内連絡船建造計画準備調査 2012/12/5 2013/2/13 水産エンジニアリング株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージI-8 マラウイ国･エリトリア国･ヨルダン国 2012/11/16 ○ 2013/2/6 オクタヴィアジャパン株式会社
インドネシア 食品産業に関連する農産物流通に係る情報収集･確認調査 2012/10/17 2013/2/6 株式会社国際開発センター アイ・シー・ネット株式会社
タイ 地方環境管理能力向上及び連携強化プロジェクト 2012/11/7 2013/2/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ヨルダン バルカ県送配水網改善･拡張計画準備調査 2012/11/21 2013/2/6 株式会社TECインターナショナル
キルギス 農産品輸出促進･農民組織化強化に係る情報収集･確認調査 2012/11/14 2013/2/6 一般社団法人北海道総合研究調査会 海外貨物検査株式会社

　【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】　2013年3月29日
　【リスト掲載範囲】
　　2012年4月1日～2013年3月29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、下記サイトにおける選定結果の掲載日を記載しています。
　　　　http://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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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

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 2012/11/14 2013/2/6 株式会社コーエイ総合研究所
モザンビーク 一村一品運動を通じた地域産業振興プロジェクト 2012/11/14 2013/2/6 株式会社コーエイ総合研究所 ユニコインターナショナル株式会社
ウズベキスタン 鉄道電化に関する情報収集･確認調査 2012/11/21 2013/2/6 日本交通技術株式会社 電気技術開発株式会社
アジア地域 平成24年度円借款事業施工安全確認調査 2012/10/17 2013/1/30 アイピーエムサービス株式会社 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

パプアニューギニア ｢マダン市場改修計画｣準備調査(その2) 2012/11/14 2013/1/30 OAFIC株式会社
ミャンマー 投資環境整備情報収集･確認調査 2012/9/19 2013/1/23 プライスウォーターハウスクーパース株式会社

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 2012/9/19 2013/1/23 ペガサスエンジニアリング株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
キューバ 地下帯水層への塩水侵入対策･地下水管理能力強化プロジェクト 2012/10/17 2013/1/23 国際航業株式会社
アフガニスタン 水文･気象情報管理能力強化プロジェクト 2012/10/24 2013/1/23 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社国際気象コンサルタント
ホンジュラス チョルテカ川流域自然災害対策情報収集･確認調査 2012/11/7 2013/1/23 株式会社地球システム科学 セントラルコンサルタント株式会社
モザンビーク ナカラ回廊農業開発融資に係る情報収集･確認調査 2012/10/31 2013/1/23 有限会社アイエムジー
カンボジア 中小企業工業団地情報収集･確認調査 2012/10/31 2013/1/23 株式会社日本開発政策研究所
南スーダン 南スーダンTV･ラジオ組織能力強化プロジェクト(第1年次) 2012/9/12 2013/1/11 財団法人エヌエイチケイ・インターナショナル

インドネシア 航空安全政策向上プロジェクト（飛行方式設定指導） 2012/11/7 2013/1/11 株式会社NTTデータ・アイ
アフリカ地域 アフリカ地域TICADVに向けた戦略･アクションプラン案検討調査(プロジェクト研究：アフリカ若年雇用政策調査) 2012/8/15 2013/1/9 国立大学法人神戸大学 Oxford Policy Management Limited
マレーシア 平成24年度円借款事業施工安全確認調査 2012/10/17 2013/1/9 アイピーエムサービス株式会社 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

全世界 小規模園芸農民組織強化計画プロジェクトを事例とした市場志向型農業開発プロジェクト実施に係る情報収集･確認調査 2012/10/10 2013/1/9 オーピーシー株式会社 特定非営利活動法人HANDS
メキシコ 自動車産業基盤強化プロジェクト 2012/10/10 2013/1/9 株式会社日本開発サービス
イラク ビジネス環境に係る情報収集･確認調査 2012/10/17 2013/1/9 ユニコインターナショナル株式会社 株式会社日本経済研究所
ミャンマー 通信網改善事業準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/10/22 2013/1/9 株式会社パンテル・インターナショナル 日本工営株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
ミャンマー ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査(都市交通)(ファスト･トラック制度適用案件） 2012/11/13 2013/1/9 株式会社アルメック 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 日本工営株式会社
アフガニスタン カブール市内道路･橋梁に係る情報収集･確認調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/11/22 2013/1/9 八千代エンジニヤリング株式会社
ミャンマー 貿易実務能力向上支援調査(第1年次) 2012/10/3 2012/12/26 株式会社コーエイ総合研究所 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ルワンダ 教員間の校内相互研鑽強化プロジェクト(第1年次) 2012/10/10 2012/12/26 株式会社パデコ
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージIV-6　パラグアイ国・中南米地域 2012/10/17 2012/12/26 株式会社グローバル・グループ21ジャパン

ミャンマー 全国運輸交通プログラム形成準備調査 2012/10/17 2012/12/26 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 株式会社アルメック
カンボジア 全国道路網整備計画に係る基礎情報調査(一般競争入札(総合評価落札方式)) 2012/10/17 2012/12/26 株式会社片平エンジニアリング・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（道路計画・設計/施工監理/維持管理/業務調整） 2012/11/7 2012/12/26 NTCインターナショナル株式会社
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 2012/8/9 ○ 2012/12/19 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ 横浜ウォーター株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅢ-9 ベトナム国 2012/10/10 ○ 2012/12/19 株式会社国際開発センター
イラク 電力セクター復興事業(II)準備調査 2012/10/15 ○ 2012/12/19 東電設計株式会社
ミャンマー 経済改革支援調査（ファスト・トラック制度適用案件）（第１年次） 2012/9/19 2012/12/19 財団法人日本国際協力センター
カンボジア プノンペン送配電網整備事業準備調査 2012/9/19 2012/12/19 東京電力株式会社 東電設計株式会社 日本工営株式会社
フィリピン メトロセブ持続的な環境都市構築のための情報収集･確認調査 2012/10/10 2012/12/19 株式会社日建設計総合研究所 株式会社パデコ
ニカラグア 国家運輸計画プロジェクト 2012/10/17 2012/12/19 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
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージIV-5　ボリビア国・パラグアイ国 2012/10/17 2012/12/19 株式会社コーエイ総合研究所
アフガニスタン 未来への架け橋･中核人材育成プロジェクト(第3バッチ・第1年次) 2012/8/29 2012/12/12 財団法人日本国際協力センター
タイ メコン地域における工業団地の持続可能性基準策定支援調査 2012/9/12 2012/12/12 株式会社日本総合研究所 株式会社日建設計シビル
アフリカ地域 南部アフリカ開発共同体(SADC)地域　開発金融支援調査 2012/9/19 2012/12/12 株式会社日本経済研究所
バングラデシュ ハオール地域水資源管理に係る情報収集・確認調査 2012/9/19 2012/12/12 日本工営株式会社
インドネシア 海上交通保安能力向上プロジェクト（海上交通安全機材落雷対策策定調査） 2012/9/19 2012/12/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 一般財団法人日本航路標識協会
ミャンマー 成長企業育成情報収集･確認調査 2012/8/15 2012/12/5 株式会社大和総研
ミャンマー 国有企業に係る情報収集･確認調査 2012/8/29 2012/12/5 株式会社日本経済研究所 株式会社大和総研
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅢ-8 タジキスタン国・モンゴル国・サモア国 2012/9/5 2012/12/5 新日本サステナビリティ株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅢ-6 マダガスカル国 2012/9/5 2012/12/5 株式会社アイコンズ
ケニア ナイロビ市都市開発マスタープラン策定プロジェクト 2012/9/12 2012/12/5 日本工営株式会社 株式会社国際開発センター 株式会社エイト日本技術開発
インドネシア ジャカルタ首都圏における電圧低下対策調査 2012/10/3 2012/12/5 東京電力株式会社 日本工営株式会社
スリランカ 防災プログラム情報収集･確認調査 2012/8/22 2012/11/28 株式会社地球システム科学 いであ株式会社 日本工営株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅣ-4　スリランカ国･バングラデシュ国 2012/8/29 2012/11/21 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング 国際航業株式会社
アフリカ地域 平成24年度テーマ別評価「病院における5S‐KAIZEN‐TQMの成果発現プロセスに係る分析」 2012/10/2 ○ 2012/11/21 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
ネパール 環境社会配慮プロファイル(ネパール)作成調査 2012/9/5 2012/11/21 プロファームジャパン株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅢ-7 セーシェル国・マダガスカル国 2012/9/5 2012/11/21 Value Frontier株式会社
インド 都市交通セクター情報収集･確認調査 2012/8/15 2012/11/14 株式会社三菱総合研究所 日本コンサルタンツ株式会社
バングラデシュ 中核都市包括的開発機能強化プロジェクト 2012/8/22 2012/11/14 株式会社パデコ
アフガニスタン カブールテレビ放送局機材整備計画･カブールテレビ放送施設整備計画フォローアップ調査 2012/8/24 ○ 2012/11/7 一般財団法人日本国際協力システム
スリランカ 地上波デジタル放送網整備事業準備調査 2012/8/1 2012/11/7 八千代エンジニヤリング株式会社
大洋州地域 大洋州地域における非感染症の現状と対策に関する情報収集･確認調査 2012/8/15 2012/11/7 株式会社コーエイ総合研究所
ソロモン 水道公社無収水対策プロジェクト 2012/8/15 2012/11/7 八千代エンジニヤリング株式会社 横浜ウォーター株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅣ-1　フィリピン国 2012/8/29 2012/11/7 三州技術コンサルタント株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅣ-3　チュニジア国･モロッコ国 2012/8/29 2012/11/7 OPMAC株式会社 プライスウォーターハウスクーパース株式会社

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 2012/8/29 2012/11/7 株式会社日豊
全世界 開発途上国における持続可能な都市・社会の形成に関する調査 2012/9/5 2012/11/7 株式会社アルメック
ザンビア ルサカ郡病院整備計画準備調査 2012/9/5 2012/11/7 株式会社日本設計 株式会社フジタプランニング
東ティモール 東ティモールのASEAN加盟支援に係る情報収集･確認調査 2012/7/24 ○ 2012/10/31 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ 株式会社日本開発サービス
東ティモール ブルト灌漑施設復旧計画準備調査 2012/8/22 2012/10/31 NTCインターナショナル株式会社
モンゴル 工学系高等教育情報収集・確認調査 2012/8/22 2012/10/31 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構 株式会社グローバル開発経営コンサルタンツ

コートジボワール 農業分野情報収集･確認調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/8/29 2012/10/31 社団法人国際農林業協働協会
ヨルダン 円借款｢人材育成･社会インフラ改善事業｣に係る案件実施支援調査 2012/7/18 2012/10/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージI-7 エチオピア国･タンザニア国･ギニア国 2012/8/15 2012/10/24 ビンコーインターナショナル株式会社
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)フェーズ3 2012/8/22 2012/10/24 日本オイルエンジニアリング株式会社
ホンジュラス 農業セクター情報収集・確認調査 2012/8/22 ○ 2012/10/17 バリュープランニング・インターナショナル株式会社 NTCインターナショナル株式会社
チュニジア ４都市下水整備事業（ＴＳ－Ｐ９）現況調査 2012/7/18 2012/10/17 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅢ-4　アルメニア国･ルーマニア国･エジプト国 2012/7/25 2012/10/17 三州技術コンサルタント株式会社
セネガル 環境と経済が調和した村落開発推進計画調査(エコビレッジ推進計画)(開発計画調査型技術協力)(第1年次) 2012/7/25 2012/10/17 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ミャンマー 石炭火力発電分野情報収集･確認調査 2012/8/1 2012/10/17 一般財団法人石炭エネルギーセンター
全世界 プロジェクト研究｢防災の主流化｣ 2012/8/13 2012/10/17 財団法人国土技術研究センター
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージI-4 ウガンダ国・シエラレオネ国・ベナン国・ケニア国 2012/7/11 ○ 2012/10/10 オクタヴィアジャパン株式会社 特定非営利活動法人HANDS
全世界 平成24年度一般文化無償機材計画調査 2012/6/20 2012/10/10 一般財団法人日本国際協力システム
ギニア コナクリ都市圏大縮尺地形図作成プロジェクト 2012/3/28 2012/10/10 株式会社パスコ 国際航業株式会社
アゼルバイジャン 電力セクター調査 2012/7/25 2012/10/10 東電設計株式会社
ネパール 民間セクター開発情報収集・確認調査 2012/8/1 2012/10/10 ユニコインターナショナル株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅢ-5　エジプト国･ボスニア･ヘルツェゴビナ国･ギニア国･モーリタニア国･メキシコ国� 2012/7/25 2012/10/10 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション アジア航測株式会社 
全世界 プロジェクト研究「ODA建設工事安全管理ガイドラインの策定等」 2012/8/1 2012/10/10 一般社団法人海外建設協会
カンボジア 工学系大学機材整備計画準備調査 2012/8/1 2012/10/10 インテムコンサルティング株式会社 株式会社マツダコンサルタンツ
ベトナム ホーチミン市給水改善計画調査 2012/5/16 2012/10/3 東洋エンジニアリング株式会社 大阪市水道局 パナソニック環境エンジニアリング株式会社 株式会社日水コン
タジキスタン ハトロン州村落地域小水力発電整備計画準備調査 2012/7/25 2012/10/3 株式会社ニュージェック 日本テクノ株式会社
全世界 平成24年度円借款事業事後モニタリング業務 2012/7/11 ○ 2012/10/3 株式会社中本・アンド・アソシエイツ
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージII-5　パキスタン国・アルジェリア国 2012/6/27 2012/10/3 学校法人早稲田大学
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（円借款附帯プロ） 2012/6/27 2012/10/3 株式会社日水コン
ラオス ラオス日本センター･ビジネス人材育成プロジェクト(後半)(第1年次) 2012/7/4 2012/10/3 パナソニックエクセルインターナショナル株式会社

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プロジェクト(開発計画調査型技術協力)(第1年次) 2012/7/11 2012/10/3 水産エンジニアリング株式会社
ベトナム ベトナム日本人材協力センター・ビジネス人材育成プロジェクト(ビジネスコース運営管理) 2012/7/18 2012/10/3 パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 東洋エンジニアリング株式会社
チュニジア ガベス湾沿岸水産資源共同管理プロジェクト(第1年次) 2012/7/18 2012/10/3 OAFIC株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージⅢ-3　カンボジア国･ミャンマー国 2012/7/25 2012/10/3 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ヨルダン サルト市における持続可能な観光開発プロジェクト（第一年次） 2012/6/27 2012/9/26 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング 国立大学法人北海道大学
モルドバ 医療サービス改善事業準備調査･詳細設計調査（第１年次） 2012/7/4 2012/9/26 株式会社フジタプランニング
カンボジア 国道5号線(南区間)改修事業準備調査 2012/7/4 2012/9/26 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

インドネシア 小径木加工業育成支援プロジェクト 2012/7/4 2012/9/26 社団法人海外林業コンサルタンツ協会
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スリランカ 南部高速道路情報提供システム整備計画準備調査 2012/7/4 2012/9/26 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東日本高速道路株式会社
タイ 民間連携による住宅セクター情報収集･確認調査 2012/7/11 2012/9/26 株式会社国際開発センター 株式会社パセット
インドネシア 気候変動対策能力強化プロジェクト　サブプロジェクト2：脆弱性評価のための能力強化 2012/6/29 ○ 2012/9/19 一般財団法人気象業務支援センター
パキスタン 気象災害予報・伝達能力強化計画準備調査 2012/6/6 2012/9/19 株式会社国際気象コンサルタント 一般財団法人日本気象協会 株式会社建設技研インターナショナル
モザンビーク 南部ガス火力発電所整備事業準備調査 2012/6/13 2012/9/19 東電設計株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージII-4　フィリピン国 2012/6/27 2012/9/19 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会オクタヴィアジャパン株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージII-3　インド国･スリランカ国･ベトナム国･インドネシア国 2012/6/27 2012/9/19 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージII-2　インド国・スリランカ国 2012/6/27 2012/9/19 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
ミャンマー ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/6/28 2012/9/19 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 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社国際開発センター
南スーダン 灌漑開発マスタープラン策定支援プロジェクト(第1年次) 2012/6/29 ○ 2012/9/19 株式会社三祐コンサルタンツ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 国際航業株式会社
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｣実験･実習指導(ソフト型支援) 2012/7/18 ○ 2012/9/19 システム科学コンサルタンツ株式会社
ミャンマー 教員養成大学改善計画準備調査 2012/7/11 2012/9/19 株式会社山下設計 株式会社コーエイ総合研究所 ビンコーインターナショナル株式会社
ミャンマー 教育セクター情報収集･確認調査 2012/7/4 2012/9/19 株式会社パデコ アイ・シー・ネット株式会社
パキスタン タール炭田開発支援に向けた情報収集・確認調査 2012/6/27 ○ 2012/9/12 日本工営株式会社 鉱山エンジニアリング株式会社
フィリピン 洪水リスク管理事業（カガヤン・デ・オロ川）準備調査 2012/5/16 2012/9/12 日本工営株式会社 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社パスコ
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージI-5 インドネシア国・ウズベキスタン国・大洋州地域 2012/5/30 2012/9/12 新日本サステナビリティ株式会社
スリランカ コロンボ都市交通調査プロジェクト（開発計画調査型技術協力） 2012/6/27 2012/9/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
パキスタン 再生可能エネルギー活用に係る情報収集･確認調査 2012/7/4 2012/9/12 日本工営株式会社
ミャンマー ヤンゴン市上下水道改善プログラム協力準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/7/11 2012/9/12 株式会社東京設計事務所 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ 日本工営株式会社 東京水道サービス株式会社
フィリピン PPP制度構築支援調査 2012/5/23 2012/9/5 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社三菱総合研究所 株式会社建設技研インターナショナル
ラオス 小水力発電計画準備調査 2012/6/21 ○ 2012/9/5 東電設計株式会社 東京電力株式会社
インドネシア 東ヌサトゥンガラ州橋梁建設計画事後現状調査 2012/7/3 ○ 2012/9/5 OYOインターナショナル株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージI-6 パラグアイ国・ブラジル国 2012/5/30 2012/9/5 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
南アフリカ共和国 鉄道セクター情報収集･確認調査 2012/5/30 2012/9/5 日本コンサルタンツ株式会社 株式会社三菱総合研究所
フィリピン 大首都圏における鉄道戦略調査(クラーク･マニラ首都圏間) 2012/6/6 2012/9/5 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
モロッコ 漁業調査船建造事業準備調査 2012/6/20 2012/9/5 OAFIC株式会社 社団法人海洋水産システム協会
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージII-1　中華人民共和国 2012/6/27 2012/9/5 OPMAC株式会社
ケニア 半乾燥地小規模灌漑開発管理プロジェクト（第1年次）(開発計画調査型技術協力)(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/6/6 ○ 2012/8/29 日本工営株式会社
全世界 テーマ別評価｢地方電化の社会経済的効果指標の考察｣ 2012/6/6 2012/8/29 OPMAC株式会社
インドネシア トンセアラマ水力発電所リハビリ事業協力準備調査 2012/5/30 2012/8/29 日本工営株式会社 株式会社双日総合研究所
全世界 平成24年度案件別中間レビュー 2012/5/30 2012/8/29 OPMAC株式会社
フィリピン ミンダナオ持続的農地改革･農業開発事業アグリビジネス支援調査 2012/6/6 2012/8/29 株式会社三祐コンサルタンツ
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（第１年次） 2012/6/20 2012/8/29 株式会社国際開発センター
トーゴ トーゴロジスティクス回廊開発・整備計画策定調査(開発計画調査型技術協力) 2012/5/23 2012/8/22 セントラルコンサルタント株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
カンボジア シハヌークビル州病院整備計画 2012/5/23 2012/8/22 株式会社梓設計 インテムコンサルティング株式会社
東ティモール 新規産業開発可能性情報収集･確認調査 2012/5/23 2012/8/22 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ アイ・シー・ネット株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージI-2 タイ国・フィリピン国・スリランカ国 2012/5/30 2012/8/22 アイ・シー・ネット株式会社
トンガ マイクログリッドシステム開発･導入計画準備調査 2012/6/13 2012/8/22 八千代エンジニヤリング株式会社 西日本技術開発株式会社
ガボン REDD+に資する国家森林資源インベントリーシステム強化プロジェクト(開発計画調査型技術協力)（第1年次） 2012/6/20 2012/8/22 一般社団法人日本森林技術協会
アフガニスタン カブール国際空港保安機能強化計画準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/7/3 2012/8/22 有限会社ジャイロス 株式会社江平建築事務所
フィリピン 環状3号線建設事業準備調査 2012/4/25 2012/8/15 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 首都高速道路株式会社
スリランカ 全国重要橋梁実態及び維持管理に係る情報収集･確認調査 2012/5/9 2012/8/15 株式会社日本構造橋梁研究所 大日コンサルタント株式会社 株式会社ランテックジャパン
スリランカ 電力供給システム効率化に係る情報収集･確認調査 2012/5/9 2012/8/15 日本工営株式会社 東電設計株式会社 株式会社双日総合研究所
北米・中南米地域 中米・カリブ地域廃棄物管理分野情報収集・確認調査 2012/5/16 2012/8/15 株式会社エックス都市研究所 有限会社ラーバンデザインズ
カンボジア ラタナキリ州小水力発電開発計画準備調査 2012/5/23 2012/8/15 電源開発株式会社 中電技術コンサルタント株式会社 中国電力株式会社
全世界 平成24年度案件別事後評価：パッケージI-1 中華人民共和国 2012/5/30 2012/8/15 アイ・シー・ネット株式会社
インド 学際的研究交流を通じたインド工科大学ハイデラバード校キャンパスデザイン支援プロジェクト(詳細設計支援) 2012/5/30 2012/8/15 株式会社日本設計 株式会社日本設計インターナショナル 株式会社アプルデザインワークショップ
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（第1・2年次） 2012/5/14 ○ 2012/8/8 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 ナムグム第一水力発電所拡張事業準備調査(その2) 2012/5/9 2012/8/8 日本工営株式会社 電源開発株式会社
バングラデシュ チッタゴン石炭火力発電所建設事業準備調査 2012/5/9 2012/8/8 東電設計株式会社 東京電力株式会社
アフリカ地域 TICADVに向けた戦略･アクションプラン案検討調査(プロジェクト研究：TICAD20周年レビューの調査) 2012/5/9 2012/8/8 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

ミャンマー 農業人材育成機材整備計画準備調査(ファスト・トラック制度適用案件) 2012/5/16 2012/8/8 システム科学コンサルタンツ株式会社
ウズベキスタン ナボイ火力発電所近代化事業（Ⅱ号機）準備調査 2012/5/23 2012/8/8 東電設計株式会社
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 オフリド湖環境改善に係る情報収集･確認調査 2012/5/23 2012/8/8 日本水工設計株式会社
フィリピン 小水力発電計画準備調査 2012/5/23 2012/8/8 東電設計株式会社
南スーダン 包括的農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト(第1年次) 2012/5/24 2012/8/8 株式会社国際開発センター 株式会社ＪＩＮ
パキスタン シンド州農村部女子前期中等教育強化計画協力準備調査 2012/5/16 2012/8/1 株式会社マツダコンサルタンツ
コンゴ民主共和国 持続可能な森林経営及びREDDプラス促進のための国家森林モニタリングシステム強化プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2012/5/16 2012/8/1 一般社団法人日本森林技術協会
チュニジア メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策検討調査 2012/5/30 2012/8/1 八千代エンジニヤリング株式会社
ホンジュラス テグシガルパ市内給水施設小水力発電導入計画準備調査 2012/5/23 2012/8/1 株式会社ニュージェック 日本テクノ株式会社
ネパール トリブバン国際空港近代化計画準備調査 2012/5/23 2012/8/1 株式会社日本空港コンサルタンツ
タジキスタン 母子保健分野機材･施設改善計画準備調査 2012/6/6 2012/8/1 株式会社フジタプランニング 株式会社大建設計
ミャンマー ティラワ経済特別区及び周辺区域水資源賦存量に係る情報収集･確認調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/6/18 2012/8/1 株式会社三祐コンサルタンツ
ミャンマー ティラワ経済特別区関連インフラ整備事業準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/6/20 2012/8/1 日本工営株式会社
ベトナム 高速道路運営維持管理体制強化プロジェクト 2012/3/28 2012/7/25 大日コンサルタント株式会社 中日本高速道路株式会社
アフリカ地域 南部アフリカ地域経済回廊インフラ開発支援に係る情報収集・確認調査 2012/4/11 2012/7/25 株式会社パデコ 日本工営株式会社
インドネシア 高病原性鳥インフルエンザおよび新興･再興感染症対策のための国立および州検査室強化計画 2012/5/9 2012/7/25 株式会社日本設計メディカルコア 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 株式会社フジタプランニング
スリランカ 農畜産物流通･市場に係る情報収集･確認調査 2012/5/9 2012/7/25 システム科学コンサルタンツ株式会社
チュニジア メジェルダ川流域気候変動影響評価 2012/5/30 2012/7/25 国立大学法人東京大学
タジキスタン ハトロン州及び共和国直轄地域道路維持管理機材整備計画準備調査 2012/5/23 2012/7/25 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ミャンマー 全国航空保安設備整備計画準備調査(ファスト・トラック制度適用案件) 2012/5/30 2012/7/25 日本工営株式会社 株式会社日本空港コンサルタンツ
フィリピン メガマニラ圏ＩＴＳによる高規格道路ネットワーク強化プロジェクト（開発計画調査型技術協力） 2012/3/28 2012/7/18 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 首都高速道路株式会社 株式会社三菱総合研究所
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(ファシリテーション技術指導コンポーネント) 2012/4/11 2012/7/18 一般社団法人あいあいネット
インド デリー・ムンバイ間産業大動脈(DMIC)関連事業に係る情報収集・確認調査 2012/4/11 2012/7/18 株式会社日本総合研究所 株式会社日本設計 株式会社日本設計インターナショナル 株式会社トーニチコンサルタント
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 2012/4/18 2012/7/18 株式会社協和コンサルタンツ 東京水道サービス株式会社
ミャンマー ヤンゴン港ティラワ地区港湾拡張事業準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/6/6 2012/7/18 一般財団法人国際臨海開発研究センター 日本工営株式会社
エルサルバドル 農産品バリューチェーン情報収集・確認調査 2012/4/18 2012/7/11 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

アフリカ地域 気候変動対策のための南部アフリカ森林管理に係る情報収集･確認調査 2012/4/18 2012/7/11 株式会社レックス・インターナショナル 一般財団法人リモート・センシング技術センター

セルビア ベオグラード市下水道整備事業準備調査 2012/5/9 2012/7/11 株式会社東京設計事務所
ミャンマー ラカイン州及びカレン州における道路建設機材整備計画準備調査（ファスト・トラック制度適用案件） 2012/5/23 2012/7/11 八千代エンジニヤリング株式会社
スーダン ｢農業再活性化計画｣実施能力強化プロジェクト（第１年次） 2012/3/21 2012/7/4 株式会社VSOC 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

ラオス 次世代航空保安システムへの移行計画準備調査 2012/3/21 2012/7/4 株式会社日本空港コンサルタンツ 日本工営株式会社
モーリタニア ヌアディブ漁港拡張整備計画準備調査（その２） 2012/3/28 2012/7/4 株式会社エコー
スリランカ 下水セクターに係る情報収集・確認調査 2012/3/28 2012/7/4 株式会社日水コン 横浜ウォーター株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
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) 2012/4/4 2012/7/4 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 理数科教育に係る情報収集･確認調査 2012/4/18 2012/7/4 株式会社コーエイ総合研究所
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(2)(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/5/1 2012/7/4 日本工営株式会社 東京電力株式会社
ベトナム 中南部沿岸地域総合開発に係る情報収集･確認調査 2012/3/7 2012/6/27 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社パセット
ガーナ EMBRACE（母子継続ケア）実施研究（第1年次） 2012/3/14 2012/6/27 システム科学コンサルタンツ株式会社 公益財団法人ジョイセフ
スリランカ 自航式グラブホッパー浚渫船供与計画 2012/3/28 2012/6/27 財団法人日本造船技術センター
ミャンマー 気象観測装置整備計画準備調査(ファスト･トラック制度適用案件) 2012/5/9 2012/6/27 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
ミャンマー 病院医療機材整備計画準備調査(ファスト・トラック制度適用案件） 2012/5/16 2012/6/27 アイテック株式会社
ミャンマー ヤンゴン市渡河船供与事業準備調査(ファスト・トラック制度適用案件） 2012/5/16 2012/6/27 水産エンジニアリング株式会社
スリランカ 災害脆弱地域における道路防災事業情報収集調査 2012/4/4 2012/6/20 国際航業株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 国土防災技術株式会社
ミャンマー 金融システム近代化に関する情報収集・確認調査 2012/1/18 2012/6/13 株式会社大和総研 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 富士通株式会社
カンボジア 地方上水道拡張整備計画準備調査 2012/3/7 2012/6/13 株式会社日水コン 北九州市上下水道局 株式会社建設技研インターナショナル
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及び地すべり対策プロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2012/3/14 2012/6/13 国際航業株式会社 日本工営株式会社 セントラルコンサルタント株式会社 双葉測量設計株式会社
インド インド工科大学ハイデラバード校整備事業（Ⅱ）準備調査 2012/4/11 2012/6/13 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
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ラオス 電力セクターガバナンス機能向上に向けた技術支援プロジェクト 2012/1/11 2012/6/13 中部電力株式会社 電源開発株式会社
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(EQUITVフェーズ2) 2012/2/15 2012/6/6 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社パデコ
イラク 保険制度に係る情報収集・確認調査 2012/2/22 2012/6/6 株式会社インターリスク総研
パキスタン 産業育成協力プログラム(カラチ投資環境整備)準備調査(産業インフラ整備) 2012/4/4 ○ 2012/6/6 日本工営株式会社
モンゴル 石炭開発利用マスタープラン調査 2012/3/7 2012/5/30 一般財団法人石炭エネルギーセンター
--- 島嶼国気候変動政策情報収集･確認調査 2012/3/7 2012/5/30 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社

アフリカ地域 東アフリカ共同体における災害リスクマネジメント戦略策定に係る情報収集･確認調査 2012/3/7 2012/5/30 株式会社地球システム科学 いであ株式会社
ベトナム 北･中･南部における成長軸形成のための情報収集･確認調査 2012/2/2 ○ 2012/5/30 株式会社三菱総合研究所 株式会社ランテックジャパン
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 2012/2/22 2012/5/23 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ 東京都下水道サービス株式会社
インドネシア 海外投融資案件におけるインドネシア主要銀行情報収集・確認調査 2012/1/25 2012/5/16 株式会社野村総合研究所
フィリピン パッシグ・マリキナ川河川改修事業フェーズ3･詳細設計調査 2012/2/15 2012/5/16 株式会社建設技研インターナショナル
バングラデシュ チッタゴン上水道改善事業準備調査 2012/2/29 2012/5/16 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ラオス ラオス首都圏地域における電力需給調査 2012/2/29 2012/5/16 日本工営株式会社
ベトナム ベトナムPPPインフラ事業への資金メカニズム具体化にかかる調査 2012/1/11 2012/5/16 アクセンチュア株式会社
インドネシア 紛争裁定委員会(Dispute Board)普及のための模擬委員会セミナー 2012/2/29 2012/5/2 日本工営株式会社
--- 環境社会配慮法制度にかかる情報収集・分析調査(バングラデシュ国、スリランカ国) 2012/1/13 ○ 2012/4/25 プロファームジャパン株式会社
スリランカ アヌラダプラ県北部上水道整備事業準備調査 2012/1/25 2012/4/25 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ 株式会社日水コン
パキスタン 産業育成協力プログラム(カラチ投資環境整備)準備調査(投資政策制度改善) 2012/1/25 2012/4/25 株式会社コーエイ総合研究所
ケニア ナイロビ市廃棄物管理能力向上プロジェクト（第1年次） 2011/12/14 2012/4/18 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社エックス都市研究所 財団法人北九州国際技術協力協会
イラク 灌漑用水効率的利用のための水利組合普及プロジェクト 2012/1/27 ○ 2012/4/18 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング 株式会社建設技研インターナショナル
ブータン 食糧自給･食糧安全保障情報収集･確認調査 2012/2/3 ○ 2012/4/18 株式会社野村総合研究所 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 人材育成分野情報収集･確認調査 2012/2/9 ○ 2012/4/18 株式会社パデコ 財団法人日本国際協力センター
インド ITSを活用した都市交通問題解決のための情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/4/11 日本工営株式会社 東日本高速道路株式会社
ウガンダ アヤゴ水力発電所整備事業準備調査 2011/12/14 2012/4/11 電源開発株式会社 日本工営株式会社
インドネシア ジャカルタ特別州下水道整備事業準備調査 2011/12/14 2012/4/11 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社日水コン 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ 株式会社ウォーターエージェンシー
ツバル 沿岸災害対応のための礫養浜パイロットプロジェクト(開発計画調査型技術協力) 2011/12/21 2012/4/11 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
エチオピア 農村地域における対応能力強化緊急開発計画策定プロジェクト(ファスト・トラック制度適用案件)（第１年次） 2012/2/24 2012/4/11 株式会社三祐コンサルタンツ
パレスチナ 援助戦略立案のための情報収集･確認調査 2012/1/24 ○ 2012/4/4 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社コーエイ総合研究所
ペルー 首都圏都市交通情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/4/4 日本工営株式会社 中南米工営株式会社
ペルー国・エルサルバドル 広域防災システム整備計画準備調査 2011/12/14 2012/4/4 八千代エンジニヤリング株式会社 財団法人気象業務支援センター
バヌアツ国・フィジー国 広域防災システム整備計画準備調査 2011/12/14 2012/4/4 八千代エンジニヤリング株式会社 財団法人気象業務支援センター
南アジア地域 公共調達制度・能力に関する情報収集・確認調査 2011/12/14 2012/4/4 ザ・クラウンエイジェンツ・フォー・オーバーシー・ガバメンツ・アンド・アドミニストレーションズ・リミテッド

インドネシア ｢気候変動対策プログラムローン(1)～(3)｣に係るAFDとの合同事後評価 2012/1/11 2012/4/4 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

スーダン 貿易・投資促進のための基礎情報収集・確認調査 2012/1/18 2012/4/4 ユニコインターナショナル株式会社
エルサルバドル 経済インフラ復旧支援プロジェクト(ファスト・トラック制度適用案件) 2012/2/1 2012/4/4 日本工営株式会社 中南米工営株式会社
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