
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

ベトナム 道路維持管理能力強化プロジェクトフェーズ２ 2014/12/10 2015/3/25 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 中日本高速道路株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社パスコ

バングラデシュ 教育テレビ設立支援プロジェクト（第1次） 2015/1/14 2015/3/25 一般財団法人NHKインターナショナル

ネパール シンズリ道路沿線地域商業的農業促進プロジェクト（第１期） 2014/12/24 2015/3/25 株式会社三祐コンサルタンツ アイ・シー・ネット株式会社

北米・中南米地域 セントビンセント及びグレナディーン諸島国、グレナダ国地熱開発に係る情報収集・確認調査 2015/1/7 2015/3/25 日本工営株式会社 住鉱資源開発株式会社 地熱エンジニアリング株式会社

エルサルバドル 省エネルギー分野に係る情報収集・確認調査 2015/1/14 2015/3/25 株式会社日本経済研究所

ミャンマー ヤンゴン港航路改善情報収集・確認調査 2015/1/14 2015/3/25 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル アジア航測株式会社

モロッコ 仏語圏アフリカ水産人材育成プロジェクト（第1フェーズ） 2015/1/21 2015/3/25 アイ・シー・ネット株式会社

エチオピア シミエン国立公園及び周辺地域における官民協働によるコミュニティ･ツーリズム開発プロジェクト(第４年次) 2011/9/14 2015/3/25 国立大学法人北海道大学 株式会社パデコ

コートジボワール 技術革新・普及に重点を置いた産業政策策定支援プロジェクト 2015/1/16 ○ 2015/3/18 有限会社アイエムジー

全世界 2015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及び終了時評価（Aグループ） 2014/12/17 2015/3/18 株式会社アイコンズ 株式会社日本開発サービス

ベトナム 工業団地労働者の生活環境改善のための開発計画策定調査 2015/1/7 2015/3/18 株式会社ナインステップス 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社国際開発センター 株式会社梓設計

チュニジア ボルジュ・セドリア・テクノパーク建設事業（研究用機材調達支援）【有償勘定技術支援】 2015/1/7 2015/3/18 一般財団法人日本国際協力システム

ウガンダ グル市内道路改修計画準備調査 2015/1/14 2015/3/18 株式会社エイト日本技術開発 日本工営株式会社 NTCインターナショナル株式会社

モンゴル 地域総合開発にかかる情報収集・確認調査 2015/1/14 2015/3/18 株式会社アルメックVPI 有限会社エクシディア

モンゴル 都市開発実施能力向上プロジェクトフェーズ2（第1年次） 2014/11/26 2015/3/11 株式会社アルメックVPI 玉野総合コンサルタント株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

フィリピン 配電網災害レジリエンシー向上のためのインセンティブ制度導入検討に係る情報収集・確認調査 2014/12/3 2015/3/11 四国電力株式会社 株式会社日本経済研究所

ホンジュラス 首都圏における地すべり対策能力強化支援 2014/12/3 2015/3/11 国際航業株式会社 OYOインターナショナル株式会社

インド バラウニ超臨界圧石炭火力発電所建設事業準備調査 2014/12/3 2015/3/11 九州電力株式会社

バングラデシュ 経済特区開発調査及びBEZA能力向上プロジェクト 2014/12/3 2015/3/11 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ 株式会社日本開発政策研究所 株式会社レックス・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グローバル

フィリピン 産業集積地（カビテ州）洪水対策事業準備調査 2014/12/10 2015/3/11 株式会社建設技研インターナショナル 日本工営株式会社

全世界 2015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及び終了時評価（Bグループ） 2014/12/17 2015/3/11 合同会社適材適所

パキスタン 産業セクターにおけるエネルギー管理プロジェクト 2014/12/17 2015/3/11 株式会社国際開発アソシエイツ 株式会社テクノソフト

スリランカ 水質管理能力向上プロジェクト 2014/12/24 2015/3/11 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グローバル

ルワンダ 地方給水施設運営維持管理強化プロジェクト（第１期） 2014/12/24 2015/3/11 国際航業株式会社

タンザニア 地域中核病院マネジメント強化プロジェクト(第1年次) 2014/12/24 2015/3/11 株式会社フジタプランニング

ラオス ラオス日本センター民間セクター開発支援能力強化プロジェクト (前半)（第一年次） 2014/12/24 2015/3/11 リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 株式会社トラスパイア

ガーナ 野口記念医学研究所追加実験棟設置計画準備調査 2014/12/24 2015/3/11 株式会社日本設計 株式会社フジタプランニング

ウガンダ カンパラ市交通流管理能力向上プロジェクト 2014/12/24 2015/3/11 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

全世界 開発途上国向け電力情報整備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/1/7 2015/3/11 東電設計株式会社

モーリタニア 国立ヌアクショット公衆衛生学校整備計画準備調査 2015/1/7 2015/3/11 システム科学コンサルタンツ株式会社 ビンコーインターナショナル株式会社

ウクライナ 民主化支援関連業務（情報収集・研修支援） 2015/1/14 2015/3/11 有限会社ジャイロス

モルドバ 医療機材維持管理改善プロジェクト 2015/1/14 2015/3/11 株式会社フジタプランニング

東ティモール 東ティモール国立大学工学部校舎建設計画準備調査 2015/1/7 2015/3/11 株式会社山下設計 インテムコンサルティング株式会社 株式会社パデコ

ザンビア 保健投資支援プロジェクト（2015年-2016年） 2015/1/7 2015/3/11 株式会社フジタプランニング 株式会社日本設計

パレスチナ ガザ地区復興支援（電力・水）情報収集・確認調査(ファスト・トラック制度適用案件） 2015/1/21 2015/3/11 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

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージIII-5（ベトナム） 2014/12/3 ○ 2015/3/4 アイ・シー・ネット株式会社 有限責任あずさ監査法人

ベトナム ベトナム北部高度道路交通システム統合事業準備調査 2014/11/26 2015/3/4 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 首都高速道路株式会社 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 株式会社交通総合研究所 アビームコンサルティング株式会社

北米・中南米地域 カリコム諸国防災分野に係る情報収集・確認調査 2014/11/5 2015/3/4 日本工営株式会社

スリランカ 防災強化のための数値標高モデル作成能力向上プロジェクト 2014/11/19 2015/3/4 パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 中日本航空株式会社 株式会社DMS

フィリピン マニラ首都圏新空港に係る情報収集・確認調査 2014/11/26 2015/3/4 株式会社日本空港コンサルタンツ 株式会社アルメックVPI 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

タジキスタン ソグド州及びハトロン州東部道路維持管理機材整備計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/12/10 2015/3/4 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ザンビア 橋梁維持管理能力向上プロジェクト 2014/12/24 2015/3/4 大日本コンサルタント株式会社 西日本高速道路株式会社

ブラジル 北部地域穀物輸送網整備に関する情報収集・確認調査 2014/12/17 2015/3/4 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社国際開発センター 株式会社Ides ピー・アイ・エーリミテッドライアビリティカンパニー

ガボン 水産行政アドバイザー業務 2015/1/7 2015/3/4 OAFIC株式会社

モザンビーク カーボデルガード州橋梁建設計画準備調査 2014/12/24 2015/3/4 株式会社長大

ミャンマー 電力開発計画策定能力に係る情報収集・確認調査 2015/1/7 2015/3/4 株式会社ニュージェック 関西電力株式会社

ルワンダ 第二次変電及び配電網整備計画準備調査 2014/11/12 2015/2/25 八千代エンジニヤリング株式会社

スリランカ 橋梁維持管理能力向上プロジェクト 2014/11/19 2015/2/25 株式会社日本構造橋梁研究所 中日本高速道路株式会社 大日コンサルタント株式会社

ブラジル ブラジルにおける超電導送電等高効率送電技術導入検討のための情報収集・確認調査 2014/12/10 2015/2/25 四国電力株式会社 株式会社前川製作所 古河電気工業株式会社

インドネシア 地方開発セクターにかかる情報収集・確認調査 2014/12/3 2015/2/25 システム科学コンサルタンツ株式会社 株式会社コーエイ総合研究所

セーシェル マヘ島零細漁業施設整備計画フェーズ２準備調査 2014/12/10 2015/2/25 OAFIC株式会社 株式会社エコー

パキスタン 送変電設備維持管理研修所強化計画準備調査 2014/12/10 2015/2/25 株式会社アジア共同設計コンサルタント 八千代エンジニヤリング株式会社

ブータン 国家地理空間情報作成プロジェクト（第1期） 2014/12/10 2015/2/25 株式会社パスコ

ブータン 債務管理支援 フェーズ３ 2014/12/17 2015/2/25 有限会社コンサルティングハウスミネルヴァのふくろう クラウンエイジェンツ・リミテッド

マリ バマコ都市圏デジタル地形図作成プロジェクト 2014/12/24 2015/2/25 アジア航測株式会社

ホンジュラス 金融包摂を通じたCCT受給世帯の生活改善・生計向上プロジェクト（第一期） 2014/11/12 2015/2/18 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ボリビア ラグナ・コロラダ地熱発電所建設事業（第一段階第一期）に係る案件実施支援調査（SAPI） 2014/12/3 2015/2/18 日本工営株式会社 地熱エンジニアリング株式会社 住鉱資源開発株式会社

フィリピン マニラ首都圏地下鉄事業情報収集・確認調査 2014/12/10 2015/2/18 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社アルメックVPI 日本コンサルタンツ株式会社 東京地下鉄株式会社

ミャンマー カチン州・チン州道路建設機材整備計画準備調査 2014/12/17 2015/2/18 八千代エンジニヤリング株式会社

ペルー 固形廃棄物処理事業(Ⅱ)準備調査 2014/9/17 2015/2/12 日本工営株式会社 玉野総合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 中南米工営株式会社

トルコ 病院PPP事業における本邦技術・ノウハウ導入・活用に係る情報収集・確認調査 2014/10/29 2015/2/12 アイテック株式会社

ニカラグア ニカラグア南西部地熱開発に係る情報収集・確認調査 2014/11/12 2015/2/12 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

北米・中南米地域 中米地域自然災害に強いインフラ整備に係る情報収集・確認調査 2014/11/12 2015/2/12 日本工営株式会社

カザフスタン 経済特区への日本企業誘致戦略策定業務 2014/11/19 2015/2/12 株式会社三菱総合研究所 一般社団法人ロシアＮＩＳ貿易会

パキスタン カラチ市内国道5号線改善計画準備調査 2014/11/26 2015/2/12 株式会社アンジェロセック 株式会社エイト日本技術開発

コンゴ民主共和国 国立職業訓練機構能力強化プロジェクト(第１期) 2014/11/26 2015/2/12 システム科学コンサルタンツ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

北米・中南米地域 ドミニカ共和国　日系社会支援にかかる情報収集調査 2014/11/26 2015/2/12 日本経営システム株式会社

ベトナム 気候変動対策支援プログラム政策アクション支援プロジェクト 2014/10/15 2015/2/4 一般社団法人海外環境協力センター 株式会社建設技研インターナショナル

インド グルガオン・バワル都市鉄道建設事業準備調査 2014/10/15 2015/2/4 日本コンサルタンツ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 日本工営株式会社

エクアドル 公共調達制度調査 2014/12/3 2015/2/4 一般財団法人日本国際協力システム

インド 北東州道路網改善事業準備調査 2014/10/22 2015/1/28 日本工営株式会社 Nippon Koei India Private Limited

パレスチナ 廃棄物管理能力向上プロジェクト　フェーズ２　(第１年次) 2014/10/29 2015/1/28 八千代エンジニヤリング株式会社

ホンジュラス コマヤグア市給水施設拡張計画準備調査 2014/10/29 2015/1/28 株式会社TEC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 基礎研究「小・中学校建設の付加価値向上のためのドナー・スキーム比較分析」 2014/11/5 2015/1/28 株式会社マツダコンサルタンツ グローバルリンクマネージメント株式会社

バングラデシュ 公衆衛生工学局総合能力強化プロジェクト(第１年次) 2014/11/5 2015/1/28 株式会社地球システム科学

大洋州地域 電力セクターにおけるエネルギーセキュリティ向上支援策にかかる情報収集・確認調査 2014/11/12 2015/1/28 株式会社沖縄エネテック

カンボジア チュルイ・チョンバー橋改修計画準備調査（ファスト・トラック制度適用案件） 2014/11/12 2015/1/28 セントラルコンサルタント株式会社 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社エイティアイ

セネガル ダカール港第三埠頭整備情報収集・確認調査 2014/11/19 2015/1/28 株式会社Ides

トルコ 廃棄物セクター情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)） 2014/11/26 2015/1/28 株式会社エックス都市研究所 国際航業株式会社

フィリピン 包括的PPP能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】 2014/8/27 2015/1/21 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社 Castalia Limited

ベトナム ダナン市における持続的・統合的な都市開発に係る情報収集・確認調査 2014/10/22 2015/1/21 株式会社アルメックVPI プライスウォーターハウスクーパース株式会社

全世界 プロジェクト研究「男女共同参画を推進するナショナル・マシナリー（国レベルの機構・組織）への効果的な支援アプローチ」 2014/10/29 2015/1/21 グローバルリンクマネージメント株式会社

セネガル マメル海水淡水化施設整備事業準備調査 2014/11/5 2015/1/21 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

パキスタン 国境地域農業普及員能力向上プロジェクト(1年次) 2014/11/5 2015/1/21 国際耕種株式会社

アフリカ地域 2014年度アフリカ地域マクロ経済状況確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)） 2014/11/19 2015/1/21 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 タシケント熱電併給所建設事業準備調査 2014/10/22 2015/1/14 八千代エンジニヤリング株式会社 東北電力株式会社

ウクライナ 小児病院医療機材整備計画フォローアップ調査 2014/10/29 2015/1/14 株式会社国際テクノ・センター

マラウイ 病院運営改善に向けた5S-KAIZEN-TQM普及 2014/11/19 2015/1/14 株式会社フジタプランニング

中央アジア地域 キルギス・タジキスタン農業セクター情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)) 2014/11/19 2015/1/14 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

アフリカ地域 基礎教育セクター情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式)) 2014/11/12 ○ 2015/1/7 株式会社国際開発センター

タンザニア 天然ガス利活用に係る情報収集・確認調査 2014/11/5 ○ 2015/1/7 一般財団法人日本エネルギー経済研究所

ハイチ 復興・社会経済開発協力に係る情報収集・確認調査 2014/10/29 2015/1/7 株式会社コーエイ総合研究所

フィリピン 環境開発事業促進（腐敗槽汚泥管理）情報収集・確認調査 2014/10/29 2015/1/7 横浜ウォーター株式会社

アジア地域 プロジェクト研究「NIS調査研究」 2014/10/29 2015/1/7 グローバルリンクマネージメント株式会社

ミクロネシア コスラエ州電力供給改善計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/11/5 2015/1/7 八千代エンジニヤリング株式会社

コンゴ民主共和国 キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画（第二次）事業化調査 2014/11/5 2015/1/7 株式会社アンジェロセック

ニカラグア 第二次初等学校建設計画フォローアップ調査 2014/9/24 2014/12/24 株式会社大建設計

ミャンマー 地域観光開発のためのパイロットモデル構築プロジェクト 2014/9/24 2014/12/24 株式会社コーエイ総合研究所 日本工営株式会社 株式会社JTBコーポレートセールス

カンボジア 鉱物資源にかかる行政能力向上プロジェクト 2014/10/22 2014/12/24 日鉄鉱コンサルタント株式会社 日鉄鉱業株式会社 住鉱資源開発株式会社

スリランカ 海上保安能力向上計画準備調査 2014/10/22 2014/12/24 一般財団法人日本造船技術センター 公益社団法人日本海難防止協会

エチオピア チャンピオン商品アプローチ実践支援調査（フェーズ２） 2014/9/3 2014/12/17 一般財団法人国際開発機構 株式会社電通

ミャンマー 資金・証券決済システム近代化プロジェクト(第１年次) 2014/9/10 2014/12/17 株式会社大和総研

スリランカ 全国送配電網整備・効率化事業（Ⅱ）準備調査 2014/10/1 2014/12/17 東電設計株式会社 日本工営株式会社

ラオス 持続可能な森林経営及びREDD+推進のための森林セクター政策・戦略プロジェクト準備フェーズ 2014/10/22 2014/12/17 国際航業株式会社

セネガル 農村地域における安全な水の供給と衛生改善計画準備調査(その２) 2014/11/19 2014/12/17 日本テクノ株式会社

モンゴル 資本市場規制・監督能力向上プロジェクト(第１年次) 2014/8/20 2014/12/10 株式会社大和総研 株式会社日本経済研究所

インドネシア 小水力IPP事業への民間投資促進にかかる情報収集・確認調査 2014/9/3 2014/12/10 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所

チュニジア 国営テレビ放送センター事業フェーズII　入札評価支援調査 2014/9/17 2014/12/10 株式会社エヌエイチケイアイテック

ナイジェリア 自動車産業セクター支援に係る情報収集・確認調査 2014/10/8 ○ 2014/12/10 八千代エンジニヤリング株式会社

ミャンマー 地方主要都市配電網改善事業準備調査 2014/9/24 2014/12/10 中部電力株式会社 日本工営株式会社

全世界 平成26年度無償資金協力の施工実態調査（歩掛補正） 2014/10/8 2014/12/10 一般財団法人日本国際協力システム 一般財団法人建設物価調査会

カンボジア 国家結核対策プロジェクト・フェーズ１　フォローアップ協力 2014/10/8 2014/12/10 公益財団法人結核予防会

メキシコ 日系民間企業との連携による社会経済開発推進のための情報収集・確認調査 2014/9/10 2014/12/3 株式会社国際開発センター 八千代エンジニヤリング株式会社

北米・中南米地域 中米地域　地震・津波観測能力に関する情報収集・確認調査 2014/9/17 2014/12/3 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 一般財団法人気象業務支援センター

ケニア GDCの地熱開発戦略更新支援プロジェクト（第１期） 2014/8/27 2014/12/3 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

ブラジル 造船業及びオフショア開発人材育成プロジェクト 2014/9/3 2014/12/3 一般財団法人日本造船技術センター

バングラデシュ 国際連系線情報収集・確認調査 2014/9/10 2014/12/3 東京電力株式会社 東電設計株式会社

サウジアラビア 海外投融資案件に関する有償勘定技術支援による基礎調査 2014/9/17 2014/12/3 ユニコインターナショナル株式会社 一般社団法人中部産業連盟 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

タンザニア 中央鉄道洪水対策事業準備調査（その２） 2014/9/24 2014/12/3 株式会社パデコ 日本工営株式会社 日本コンサルタンツ株式会社 株式会社復建エンジニヤリング

モザンビーク 水関連災害リスク管理組織能力強化支援 2014/10/1 2014/12/3 いであ株式会社

スリランカ 保健医療セクター情報収集・確認調査(一般競争入札（総合評価落札方式)) 2014/10/8 2014/12/3 株式会社フジタプランニング

イラン オルミエ湖流域水循環に係る情報収集・確認調査（ファスト・トラック制度適用案件） 2014/10/8 2014/12/3 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社建設技術研究所

　【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、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】　2015年3月31日

　【リスト掲載範囲】

　　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した案件のうち、2014年4月1日～2015年3月31日までに選定結果をJICA「調達情報」にて公表した案件

　　（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

エジプト 開発計画・政策実施能力強化における知見共有プロジェクト(第１期） 2014/8/20 2014/11/26 株式会社鳴尾総合研究所 株式会社VSOC

ナイジェリア 連邦首都区無収水削減プロジェクト（第1期） 2014/8/27 2014/11/26 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

ケニア 地方分権下におけるカウンティ保健システム・マネジメント強化プロジェクト（第１期） 2014/8/27 2014/11/26 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング システム科学コンサルタンツ株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージIV-3（モザンビーク、ブータン、パレスチナ） 2014/8/27 2014/11/26 学校法人専修大学

ミャンマー 保健システム強化プロジェクト（第１期） 2014/9/10 2014/11/26 株式会社国際テクノ・センター グローバルリンクマネージメント株式会社

モルディブ 持続的漁業のための水産セクターマスタープラン策定プロジェクト（第１期） 2014/9/3 2014/11/26 インテムコンサルティング株式会社 株式会社国際水産技術開発

全世界 基礎研究「人材育成支援無償（JDS）の成果に関する要因分析」 2014/9/10 2014/11/26 株式会社国際開発センター

インド ムンバイメトロ3号線建設事業に係る運営維持管理体制構築支援【有償勘定技術支援】 2014/9/10 2014/11/26 日本コンサルタンツ株式会社 株式会社パデコ メトロ開発株式会社

アジア地域 ASEAN災害医療・救急医療にかかる情報収集・確認調査 2014/9/17 2014/11/26 株式会社コーエイ総合研究所 日本工営株式会社

インド 北東州農業セクターに関する情報収集・確認調査 2014/9/24 2014/11/26 日本工営株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージII-4（アンティグア・バーブーダ、グレナダ、ニカラグア、中米地域） 2014/8/27 ○ 2014/11/19 株式会社グローバル・グループ21ジャパン アイ・シー・ネット株式会社

フィリピン 南北通勤線事業（フェーズII-A）補足準備調査 2014/8/20 2014/11/19 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社アルメックVPI 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社トステムズ

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージIV-1（フィリピン） 2014/8/27 2014/11/19 三州技術コンサルタント株式会社

マダガスカル トアマシナ港拡張事業実施支援【有償勘定技術支援】 2014/9/10 2014/11/19 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社エコー

ジンバブエ ニャコンバブロックA灌漑計画準備調査 2014/9/17 2014/11/19 NTCインターナショナル株式会社

ボリビア サンタクルス都市圏　都市交通計画に係る情報収集・確認調査 2014/9/17 2014/11/19 日本工営株式会社 中南米工営株式会社

バングラデシュ 電力マスタープラン改訂に係る情報収集・確認調査 2014/8/20 2014/11/12 東電設計株式会社 東京電力株式会社

タンザニア ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト フェーズ2（第1期） 2014/8/13 2014/11/12 株式会社国際開発センター 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

コンゴ民主共和国 カタンガ州ルブンバシ市国立職業訓練校整備計画準備調査 2014/9/17 2014/11/12 株式会社横河建築設計事務所 インテムコンサルティング株式会社

セネガル 天水稲作持続的生産支援プロジェクト（第1年次） 2014/7/16 2014/11/5 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

ブラジル E-wasteリバースロジスティクス改善プロジェクト 2014/8/6 2014/11/5 日本工営株式会社 株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所 国際航業株式会社 中南米工営株式会社

バングラデシュ 国家健全性戦略支援プロジェクト 2014/8/13 2014/11/5 アイ・シー・ネット株式会社

ベトナム ラムドン省農林水産業及び関連産業集積化に係る情報収集・確認調査 2014/8/6 2014/11/5 株式会社ドリームインキュベータ 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所

ルワンダ 小規模農家市場志向型農業プロジェクト（第1年次） 2014/8/13 2014/11/5 株式会社三祐コンサルタンツ 日本工営株式会社

フィリピン マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業準備調査 2014/8/13 2014/11/5 株式会社建設技研インターナショナル 日本工営株式会社 株式会社長大

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージIV-2（パキスタン、ネパール、ミクロネシア） 2014/8/27 2014/11/5 株式会社日本経済研究所 EY新日本サステナビリティ株式会社

インドネシア 防災情報処理伝達システム整備計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/9/3 2014/11/5 国際航業株式会社

ナイジェリア アブジャ変電設備緊急改修計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/9/10 2014/11/5 八千代エンジニヤリング株式会社

エチオピア 理数科教育アセスメント能力強化プロジェクト（第１年次） 2014/7/30 2014/10/29 株式会社国際開発センター 株式会社コーエイ総合研究所

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージIII-4（ベナン、モーリタニア、フィリピン） 2014/7/30 2014/10/29 EY新日本サステナビリティ株式会社 株式会社日本経済研究所

ハイチ 中央県及びアルティボニット県教育環境改善計画協力準備調査 2014/7/30 2014/10/29 八千代エンジニヤリング株式会社

中華人民共和国 農村汚水処理技術システムおよび管理体系の構築プロジェクト(第1年次) 2014/8/6 2014/10/29 いであ株式会社 公益財団法人地球環境戦略研究機関 株式会社データ設計

ベトナム 職業訓練機能強化事業に係る準備調査 2014/8/6 2014/10/29 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 一般財団法人海外職業訓練協会 ユニコインターナショナル株式会社

ベトナム 国営企業改革実施に向けた企業金融管理能力向上プロジェクト（債権買取公社（DATC）および資産管理公社（VAMC）業務改善支援）【有償勘定技術支援】 2014/8/13 2014/10/29 株式会社経営共創基盤 あらた監査法人

インド アーメダバードメトロ建設事業　技術確認補助 2014/8/27 2014/10/29 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 日本コンサルタンツ株式会社

ウズベキスタン ナボイ州総合医療センター機材整備計画第二次準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/9/3 2014/10/29 株式会社国際テクノ・センター

インドネシア グリーン経済政策能力強化プロジェクト グリーン都市開発にかかる調査 2014/7/30 2014/10/22 電源開発株式会社

ミャンマー ティラワ経済特別区管理委員会能力向上支援プロジェクト【有償勘定技術支援】 2014/7/30 2014/10/22 株式会社コーエイ総合研究所 日本工営株式会社

スリランカ 気象観測・予測・伝達能力向上プロジェクト（第１期） 2014/8/6 2014/10/22 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

モンゴル 年金分野に係る情報収集・確認調査(一般競争入札（総合評価落札方式)) 2014/8/20 2014/10/22 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社国際開発センター

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージII-7（ヨルダン、エジプト） 2014/7/30 ○ 2014/10/15 オクタヴィアジャパン株式会社

アフリカ地域 南部アフリカ地域における官民連携インフラ整備支援に関する情報収集・確認調査 2014/7/23 2014/10/15 株式会社パデコ 有限会社エクシディア

インドネシア 地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト（第１年次） 2014/7/23 2014/10/15 西日本技術開発株式会社 合同会社MAXEED 株式会社コーエイ総合研究所

ベトナム ホーチミン市都市鉄道1号線建設事業に係る案件実施支援調査（SAPI）（管理運営制度整備） 2014/7/23 2014/10/15 日本コンサルタンツ株式会社

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（第5年次） 2014/7/23 2014/10/15 パナソニックエクセルインターナショナル株式会社

インド 農業バリューチェーンに係る情報収集・確認調査 2014/7/30 2014/10/15 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 2014年度案件別事後評価：パッケージIII-2（インド、マケドニア、トルコ、ウクライナ） 2014/7/30 2014/10/15 OPMAC株式会社

モロッコ エルラシディア県地域開発能力向上プロジェクト 2014/7/30 2014/10/15 NTCインターナショナル株式会社

全世界 2014年度課題別研修等事後評価調査・現況調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/8/6 2014/10/15 一般財団法人日本国際協力センター 株式会社国際開発センター

アジア地域 2014年度円借款事業（STEP）施工安全確認調査 2014/8/6 2014/10/15 株式会社ランテックジャパン

ラオス 首都ビエンチャン都市水環境改善プロジェクト 2014/8/6 2014/10/15 株式会社日水コン

モルディブ 地上デジタル放送に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/8/13 2014/10/15 八千代エンジニヤリング株式会社

スリランカ 土砂災害対策強化プロジェクト【有償勘定技術支援】（第１期） 2014/7/9 2014/10/8 株式会社地球システム科学 日本工営株式会社

インド タミル・ナド州投資促進プログラム実施促進（2014年度）【有償勘定技術支援】 2014/7/16 2014/10/8 株式会社野村総合研究所 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

セネガル カオラック州、ティエス州、ファティック州中学校建設・整備計画準備調査 2014/7/16 2014/10/8 株式会社毛利建築設計事務所

モンゴル 内部監査能力向上支援プロジェクトフェーズ2（第１年次） 2014/7/16 2014/10/8 EY新日本サステナビリティ株式会社

インドネシア 帰国研修員支援に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/8/13 2014/10/8 株式会社国際開発センター

セネガル UHC支援のための円借款活用に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/7/30 2014/10/8 システム科学コンサルタンツ株式会社 クラウンエイジェンツ・リミテッド

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージⅢ-1（インドネシア）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/7/30 2014/10/8 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 オクタヴィアジャパン株式会社

マラウイ マラウイ大学教育学部拡張計画協力準備調査 2014/7/30 2014/10/8 株式会社マツダコンサルタンツ ビンコーインターナショナル株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージIII-6（ミャンマー） 2014/7/30 2014/10/8 株式会社国際開発センター

セネガル ダカール首都圏開発マスタープラン策定プロジェクト 2014/5/28 2014/10/1 株式会社レックス・インターナショナル 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社パセット 株式会社建設技研インターナショナル アジア航測株式会社

カンボジア プノンペン都下水・排水改善プロジェクト 2014/7/2 2014/10/1 株式会社建設技研インターナショナル 日本工営株式会社 一般財団法人北九州上下水道協会

フィリピン 高等教育セクター情報収集・確認調査 2014/7/9 2014/10/1 株式会社野村総合研究所

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（航空機給油施設運用技術）【有償勘定技術支援】 2014/7/23 2014/10/1 新関西国際空港エンジニアリング株式会社

フィリピン バンサモロ包括的能力向上プロジェクト（開発計画策定）(ファスト・トラック制度適用案件) 2014/7/30 2014/10/1 株式会社レックス・インターナショナル 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社建設技研インターナショナル アイ・シー・ネット株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-7（ホンジュラス） 2014/6/25 ○ 2014/9/24 Value Frontier株式会社

ケニア モンバサ・ドンゴクンドゥ港開発計画策定支援プロジェクト 2014/6/11 2014/9/24 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 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

モンゴル 新ウランバートル国際空港供用準備アクションプラン策定支援【有償勘定技術支援】 2014/6/11 2014/9/24 成田国際空港株式会社 株式会社JALUX 日本空港ビルデング株式会社

モンゴル 新ウランバートル国際空港運営制度設計支援【有償勘定技術支援】 2014/6/18 2014/9/24 株式会社野村総合研究所

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(配変電分野) 2014/6/25 2014/9/24 株式会社きんでん

ネパール ジェンダー主流化と社会的包摂促進にかかる情報収集・確認調査 2014/7/2 2014/9/24 アイ・シー・ネット株式会社

ナミビア 北部農業開発マスタープラン策定調査プロジェクト(第１年次) 2014/7/2 2014/9/24 日本工営株式会社

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 「道路維持管理機材整備計画」フォローアップ協力（調査） 2014/7/16 2014/9/24 株式会社アンジェロセック

ボツワナ 地上デジタル放送日本方式実施プロジェクト 2014/7/9 2014/9/24 八千代エンジニヤリング株式会社

インドネシア 海上交通保安能力向上プロジェクト（VTS運用体制拡充支援） 2014/7/9 2014/9/24 一般財団法人日本航路標識協会

インド トイレ整備に係る情報収集・確認調査 2014/7/16 2014/9/24 国際航業株式会社

スリランカ 全国送配電網整備・効率化計画に向けた補足調査 2014/7/16 2014/9/24 東電設計株式会社 東京電力株式会社

スリランカ 水セクター開発事業（Ⅲ）準備調査 2014/7/16 2014/9/24 株式会社日水コン

ウクライナ ボルトニッチ下水処理場改修事業計画策定支援【有償勘定技術支援】 2014/7/23 2014/9/24 日本水工設計株式会社

モロッコ 治安対策機能強化機材整備計画準備調査 2014/7/23 2014/9/24 有限会社ジャイロス

モロッコ 公平な教育振興プロジェクト(第1年次) 2014/5/28 2014/9/17 株式会社コーエイ総合研究所

パプアニューギニア 気候変動対策のためのPNG森林資源情報管理システムの活用に関する能力向上プロジェクト 2014/6/4 2014/9/17 国際航業株式会社

インドネシア 業績評価に基づく予算編成能力向上プロジェクトフェーズ2（第1年次） 2014/6/11 2014/9/17 株式会社国際開発センター 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

北米・中南米地域 カリコム諸国　再生可能エネルギー・省エネルギー分野情報収集・確認調査 2014/6/18 2014/9/17 四国電力株式会社

ベナン グラズエ市及びダッサズメ市における地下水を活用した飲料水供給計画準備調査 2014/6/25 2014/9/17 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社エイト日本技術開発 日本テクノ株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージII-6（トンガ、フィジー、パキスタン） 2014/6/25 2014/9/17 株式会社日本経済研究所 EY新日本サステナビリティ株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージII-3（ジャマイカ、ボリビア、中米カリブ地域） 2014/6/25 2014/9/17 株式会社グローバル・グループ21ジャパン

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージII-2（カザフスタン、中国、マレーシア、パキスタン） 2014/6/25 2014/9/17 OPMAC株式会社 株式会社国際開発アソシエイツ

全世界 理数科教育協力インパクト評価調査（介入実施・促進）（プロジェクト研究）(第１年次） 2014/7/9 2014/9/17 株式会社日本開発サービス

ペルー 森林管理事業準備調査 2014/7/9 2014/9/17 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 一般社団法人日本森林技術協会

パキスタン 最適電源・送電開発計画策定支援プロジェクト（発電能力分析）【有償勘定技術支援】 2014/7/9 2014/9/17 日本工営株式会社

スリランカ バンダラナイケ国際空港改善事業に係る補足調査 2014/7/16 2014/9/17 株式会社日本空港コンサルタンツ

ベトナム ベトナム国営企業改革実施に向けた企業金融管理能力向上プロジェクト（国家資本投資会社（ＳＣＩＣ）業務改善支援） 2014/7/23 2014/9/17 株式会社日本経済研究所

トンガ 国内輸送船用埠頭改善計画準備調査 2014/7/18 ○ 2014/9/10 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社Ides

マラウイ 鉱業分野能力向上プロジェクト 2014/6/25 2014/9/10 住鉱資源開発株式会社 三菱マテリアルテクノ株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージII-5（ブルンジ、エチオピア、ザンビア） 2014/6/25 2014/9/10 ビンコーインターナショナル株式会社 株式会社アイコンズ

アフガニスタン 農業灌漑牧畜省組織体制強化プロジェクト（灌漑局支援） 2014/7/2 2014/9/10 NTCインターナショナル株式会社

全世界 民間セクター分野におけるジェンダー主流化調査 2014/5/28 2014/9/3 アイ・シー・ネット株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-1（中国） 2014/5/28 2014/9/3 アイ・シー・ネット株式会社

北米・中南米地域 日本の医療技術・サービスの中南米地域への海外展開支援に係る情報収集・確認調査 2014/6/18 2014/9/3 株式会社フジタプランニング

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージII-1（中国） 2014/6/25 2014/9/3 株式会社国際開発センター

全世界 2014年度森林・自然環境分野技術協力プロジェクト等に係る中間レビュー調査及び終了時評価調査 2014/7/2 2014/9/3 株式会社日本開発サービス

パプアニューギニア ラム系統電力開発マスタープラン及びレイ地域配電網整備計画策定プロジェクト 2014/4/2 2014/8/27 株式会社ニュージェック

マラウイ カムズ国際空港ターミナル改修計画準備調査 2014/6/18 2014/8/27 有限会社ジャイロス 株式会社江平建築事務所 日本工営株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-10（パプアニューギニア、ソロモン、中国） 2014/5/28 2014/8/27 株式会社国際開発センター

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-12（インドネシア、ベトナム） 2014/5/28 2014/8/27 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 新光オーエムシー株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-9（ベトナム、ミャンマー） 2014/5/28 2014/8/27 株式会社国際開発アソシエイツ

ラオス 首都ビエンチャン上水道拡張事業準備調査 2014/6/11 2014/8/27 株式会社日水コン

バングラデシュ 地方行政強化事業準備調査 2014/6/11 2014/8/27 株式会社国際開発センター 株式会社コーエイ総合研究所

パキスタン 最適電源・送電開発計画策定支援プロジェクト【有償勘定技術支援】 2014/6/25 2014/8/27 株式会社IIEP

ドミニカ共和国 省エネルギー・セクター情報収集・確認調査 2014/5/21 2014/8/20 四国電力株式会社 株式会社パデコ

フィジー ナンディ川洪水対策策定プロジェクト 2014/5/21 2014/8/20 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社建設技研インターナショナル

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-11（ベトナム） 2014/5/28 2014/8/20 オクタヴィアジャパン株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-6（ケニア、タンザニア、ザンビア） 2014/5/28 2014/8/20 アイ・シー・ネット株式会社

インド ウッタラカンド州山地災害にかかる補足調査 2014/6/4 2014/8/20 一般社団法人海外林業コンサルタンツ協会 日本工営株式会社

ナイジェリア 第二次都市鉄道セクター情報収集・確認調査 2014/6/4 2014/8/20 日本コンサルタンツ株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 中央復建コンサルタンツ株式会社 株式会社三菱総合研究所

バングラデシュ ダッカ首都圏等建物安全化に係る情報収集・確認調査 2014/6/11 2014/8/20 OYOインターナショナル株式会社 株式会社毛利建築設計事務所

ミャンマー 州・地域拠点病院整備情報収集・確認調査 2014/6/11 2014/8/20 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 港湾EDI整備計画準備調査 2014/6/11 2014/8/20 株式会社三菱総合研究所 一般財団法人国際臨海開発研究センター

ケニア 第2次オルカリア地熱発電事業準備調査 2014/6/11 2014/8/20 西日本技術開発株式会社

インド プネ市ムラ・ムタ川汚染緩和事業準備調査 2014/6/11 2014/8/20 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

全世界 無償資金協力の医薬品等の供与案件に係る事後評価 2014/6/11 2014/8/20 株式会社タック・インターナショナル

ボリビア オキナワ道路整備計画準備調査 2014/6/18 2014/8/20 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

モンゴル 工学系高等教育支援事業実施支援【有償勘定技術支援】 2014/6/18 2014/8/20 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構

フィジー 中波ラジオ放送整備計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/6/25 2014/8/20 八千代エンジニヤリング株式会社

マレーシア （科学技術協力）生物多様性保全のためのパーム油産業におけるグリーン経済の推進プロジェクト(プラント設計・積算・施工監理) 2014/5/14 2014/8/13 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ

ブータン 国道１号線橋梁架け替え計画準備調査 2014/5/21 2014/8/13 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社アンジェロセック

インドネシア 日本インドネシアREDD+実施メカニズム構築プロジェクト（ファシリテーション能力強化） 2014/6/4 2014/8/13 一般社団法人あいあいネット

マラウイ 農業政策モニタリング評価（第1年次） 2014/6/5 2014/8/13 株式会社国際開発センター

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-3（チュニジア、エジプト、レバノン） 2014/5/28 2014/8/13 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 佐野総合企画株式会社

ブータン 道路斜面管理マスタープラン調査プロジェクト 2014/5/21 2014/8/6 国際航業株式会社 株式会社地球システム科学 株式会社オリエンタルコンサルタンツ OYOインターナショナル株式会社

カンボジア 州病院整備計画準備調査 2014/5/28 2014/8/6 株式会社梓設計 インテムコンサルティング株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-2（モルディブ・スリランカ） 2014/5/28 2014/8/6 三州技術コンサルタント株式会社

タンザニア 品質・生産性向上(カイゼン)による製造業企業強化プロジェクト(第1年次) 2013/1/30 2014/7/30 ユニコインターナショナル株式会社 一般社団法人中部産業連盟

ネパール カトマンズ盆地都市交通改善プロジェクト 2014/5/14 2014/7/30 株式会社エイト日本技術開発 日本工営株式会社 玉野総合コンサルタント株式会社

コスタリカ グアナカステ地熱開発セクターローン実施促進調査（ラス・パイラスII地熱貯留槽評価支援） 2014/5/21 2014/7/30 西日本技術開発株式会社

ベトナム ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画準備調査 2014/5/21 ○ 2014/7/30 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ 一般財団法人北九州上下水道協会

モザンビーク ナカラ医療従事者養成計画準備調査 2014/5/28 2014/7/30 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

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-5（ミャンマー、モンゴル） 2014/5/28 2014/7/30 OPMAC株式会社
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ホンジュラス エル・カホンダム森林保全区域のコミュニティ住民参加型持続的流域管理能力強化プロジェクト（参加型流域管理） 2014/5/28 2014/7/30 NTCインターナショナル株式会社

全世界 2014年度案件別事後評価：パッケージI-8（セネガル） 2014/5/28 2014/7/30 株式会社アイコンズ

ベトナム ベトナム国家銀行の政策立案・運営能力向上に向けた職員能力強化支援【有償勘定技術支援】 2014/6/11 2014/7/30 国立大学法人一橋大学

トーゴ ロメ漁港整備計画準備調査 2014/4/15 ○ 2014/7/23 水産エンジニアリング株式会社

パキスタン 省エネルギー制度構築促進【有償勘定技術支援】 2014/3/26 2014/7/23 日本工営株式会社

ミャンマー ミャンマー日本人材開発センタープロジェクト（その２） 2014/3/12 2014/7/23 パナソニックエクセルインターナショナル株式会社

エルサルバドル 東部地域野菜農家収益性向上プロジェクト（第１年次） 2014/3/12 2014/7/23 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル

カンボジア カンポット及びシハヌークビルにおける地方上水道拡張整備計画準備調査 2014/3/19 2014/7/23 株式会社日水コン 北九州市上下水道局

ネパール ナグドゥンガ峠トンネル建設事業準備調査 2014/3/26 2014/7/23 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社トーニチコンサルタント 首都高速道路株式会社 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・マンダレー鉄道整備事業フェーズ１詳細設計調査【有償勘定技術支援】 2014/3/28 2014/7/23 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 日本コンサルタンツ株式会社 パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社トーニチコンサルタント アジア航測株式会社

全世界 テーマ別評価「JICA協力プログラムの評価可能性向上に向けた分析」 2014/4/23 2014/7/23 一般財団法人国際開発機構
モンゴル 新ウランバートル国際空港人材及び運営・維持管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（空港運営維持管理） 2014/4/16 2014/7/23 成田国際空港株式会社 株式会社JALUX
インド 環境カテゴリFI案件に係る環境・社会配慮手法に関する支援(環境評価・住民移転・先住民族計画フレームワーク）【有償勘定技術支援】 2014/5/14 2014/7/23 日本工営株式会社
ナイジェリア 送電網強化事業準備調査 2014/4/9 2014/7/23 八千代エンジニヤリング株式会社
全世界 平成26年度　一般文化無償資金協力機材計画調査 2014/5/8 2014/7/23 株式会社エヌエイチケイアイテック
フィリピン 人材育成奨学計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/5/8 2014/7/23 一般財団法人日本国際協力センター
ガーナ 食糧農業省財務管理改善プロジェクト（最終フェーズ） 2014/5/14 2014/7/23 株式会社コーエイ総合研究所 EY新日本サステナビリティ株式会社
スーダン ハルツーム州郊外医療サービス改善計画準備調査 2014/5/14 ○ 2014/7/23 システム科学コンサルタンツ株式会社 ビンコーインターナショナル株式会社
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（森林モニタリングにかかる能力強化） 2014/5/14 2014/7/23 一般社団法人日本森林技術協会
キルギス 人材育成奨学計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/5/21 2014/7/23 一般財団法人日本国際協力センター
ベトナム 海上保安分野に係る情報収集・確認調査 2014/5/21 2014/7/23 公益社団法人日本海難防止協会
モーリシャス 気候変動対策能力向上プロジェクト 2014/5/21 ○ 2014/7/23 国際航業株式会社
インド チェンナイ港運営管理改善事業に係る技術支援【有償勘定技術支援】 2014/5/21 2014/7/23 一般財団法人国際臨海開発研究センター 三井造船株式会社 博多港ふ頭株式会社
アルメニア 地すべり災害管理対策プロジェクト(第１年次) 2014/5/21 2014/7/23 日本工営株式会社
バングラデシュ 廃棄物管理機材整備計画協力準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/6/11 2014/7/23 八千代エンジニヤリング株式会社
フィリピン 気象観測・予報・警報能力向上プロジェクト 2014/5/8 2014/7/16 一般財団法人気象業務支援センター
ネパール スルヤビナヤック-ドゥリケル道路改修計画準備調査 2014/5/8 2014/7/16 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社トーニチコンサルタント
インド タミル・ナド州製造業人材育成情報収集・確認調査 2014/5/14 2014/7/16 株式会社日本開発サービス
ミャンマー 円借款事業形成・実施能力強化【有償勘定技術支援】 2014/5/14 2014/7/16 有限会社めなむアドバイザリー OPMAC株式会社
タンザニア アグロインダストリー振興・産業人材育成に係る情報収集・確認調査 2014/5/14 2014/7/16 株式会社国際開発センター 海外貨物検査株式会社
グアテマラ スニルⅡ地熱開発に係る情報収集・確認調査 2014/5/14 2014/7/16 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
北米・中南米地域 カリブ地域水産関連機材整備計画準備調査（２） 2014/5/21 2014/7/16 OAFIC株式会社
ミャンマー ミャンマー法令に係る情報収集業務 2014/4/16 2014/7/9 株式会社大和総研 TMI総合法律事務所
バングラデシュ 中核都市インフラ実施監理・行政能力改善プログラム実施支援【有償勘定技術支援】 2014/4/9 2014/7/9 株式会社パデコ
パラオ 上水道改善計画準備調査 2014/4/9 2014/7/9 八千代エンジニヤリング株式会社 日本水工設計株式会社
アルバニア 廃棄物量削減・３Ｒ促進支援プロジェクト 2014/5/8 2014/7/9 国際航業株式会社 株式会社エックス都市研究所
ギニア 「コナクリ市小学校建設計画」フォローアップ協力 2014/5/14 2014/7/9 八千代エンジニヤリング株式会社
ブータン 電気通信技術（光ファイバー）に係る能力強化プロジェクト 2014/1/22 2014/7/2 株式会社ジャパンリーコム 株式会社パンテル・インターナショナル 株式会社ミライト・テクノロジーズ
バングラデシュ ダッカ市都市交通料金システム統合のためのクリアリングハウス設立プロジェクト 2014/2/12 2014/7/2 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 日本電気株式会社
ミャンマー 初等教育カリキュラム改訂プロジェクト(第1年次) 2014/2/19 2014/7/2 株式会社パデコ 株式会社国際開発センター 教育出版株式会社
ガーナ 東部回廊架橋事業詳細設計調査 2014/3/12 2014/7/2 セントラルコンサルタント株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
フィリピン 「フィリピンの都市鉄道におけるTOD（Transit Oriented Development）促進準備調査」 2014/3/12 2014/7/2 株式会社アルメックVPI 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
バングラデシュ 外国直接投資促進事業協力準備調査 2014/3/12 2014/7/2 株式会社コーエイ総合研究所 日本工営株式会社
ウガンダ ウガンダ中央部・東部地域灌漑地区開発計画（第1期） 2014/3/26 2014/7/2 NTCインターナショナル株式会社 株式会社パスコ
スーダン 「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト（２）（第１年次） 2014/3/19 2014/7/2 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
カンボジア プノンペン都交通管制システム導入計画準備調査 2014/3/19 2014/7/2 株式会社メッツ研究所 株式会社建設技研インターナショナル

タンザニア 全国電力システムマスタープラン策定・更新支援プロジェクト（第１年次） 2014/3/19 2014/7/2 八千代エンジニヤリング株式会社
カンボジア カンボジア日本人材開発センタービジネス人材育成・交流拠点機能強化プロジェクト 2014/3/19 2014/7/2 合同会社オフィス西田 有限会社エクシディア
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト（廃棄物管理B、F）（その２） 2014/3/19 2014/7/2 国際航業株式会社
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト（廃棄物管理C、D）（その２） 2014/3/19 2014/7/2 株式会社エックス都市研究所
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（飛行方式設定） 2014/3/26 2014/7/2 株式会社NTTデータ・アイ
ネパール トリブバン国際空港精密進入レーダー等情報収集・確認調査 2014/4/9 2014/7/2 有限会社ADAMIS 株式会社航空システムコンサルタンツ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
北米・中南米地域 南米地域鉱山環境情報収集・確認調査 2014/4/16 2014/7/2 三菱マテリアルテクノ株式会社 住鉱資源開発株式会社
全世界 テーマ別評価「評価結果の横断分析　防災分野／森林・自然環境保全分野における実践的なナレッジ教訓の抽出」 2014/4/23 2014/7/2 OPMAC株式会社
全世界 テーマ別評価「評価結果の横断分析　灌漑排水・水管理分野／水産分野における実践的なナレッジ教訓の抽出」 2014/4/23 2014/7/2 OPMAC株式会社
ヨルダン 人材育成・社会インフラ改善事業実施支援【有償勘定技術支援】 2014/4/23 2014/7/2 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
カンボジア プロジェクト研究「好適環境水による高付加価値淡水養殖」 2014/4/23 2014/7/2 インテムコンサルティング株式会社
ミャンマー 非自発的住民移転に伴う生計回復支援に係る計画策定・実施能力等向上支援(ファスト・トラック制度適用案件) 2014/4/23 2014/7/2 日本工営株式会社
インド オリッサ州送電網整備事業計画策定支援【有償勘定技術支援】 2014/5/14 2014/7/2 東京電力株式会社
サモア 安全性向上のためのアピア港改修計画準備調査 2014/4/24 ○ 2014/6/25 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
セネガル バリューチェーン開発による水産資源共同管理促進計画策定プロジェクト（第1年次） 2014/3/26 2014/6/25 OAFIC株式会社
全世界 無償資金協力事業における落雷対策のあり方について（基礎研究） 2014/4/9 ○ 2014/6/18 インテムコンサルティング株式会社 株式会社サンコーシヤ
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト（廃棄物管理A、E）（その２） 2014/3/19 2014/6/18 八千代エンジニヤリング株式会社
ブータン 第二次救急車配備計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/4/2 2014/6/18 ビンコーインターナショナル株式会社
インドネシア MPAサポートファシリティ（有償勘定技術支援）（第1年次） 2014/3/5 2014/6/11 合同会社MAXEED 株式会社コーエイ総合研究所
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 オフリド湖下水処理施設改善事業準備調査 2014/3/12 2014/6/11 株式会社TECインターナショナル 日本水工設計株式会社
スーダン ハルツーム州廃棄物管理強化プロジェクト 2014/3/12 2014/6/11 八千代エンジニヤリング株式会社
タイ インフラ・マネジメント情報収集・確認調査 2014/4/2 2014/6/11 国際航業株式会社
ベナン アトランティック県アラダ・トッフォ・ゼ保健ゾーン病院整備計画準備調査 2014/3/26 2014/6/11 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 株式会社アールコンサルタンツ
アルメニア 農業灌漑セクター情報収集・確認調査 2014/4/2 2014/6/11 株式会社三祐コンサルタンツ
イラク 海外投資促進（投資誘致）にかかる情報収集・確認調査 2014/4/16 2014/6/11 ユニコインターナショナル株式会社
コンゴ民主共和国 マタディ橋維持管理能力向上プロジェクト　橋梁点検機材据付支援業務 2014/4/16 2014/6/11 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
バングラデシュ ダッカ都市交通戦略計画改訂プロジェクト（有償勘定技術支援） 2013/11/6 2014/6/4 株式会社アルメックVPI 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
ケニア 道路維持管理業務の外部委託化に関する監理能力強化プロジェクト（フェーズ２） 2014/2/12 2014/6/4 株式会社建設技研インターナショナル 阪神高速道路株式会社
中東地域 湾岸諸国との連携強化に向けた情報収集・確認調査 2014/3/5 2014/6/4 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング グローバルリンクマネージメント株式会社
ベトナム 第二期ダナン港改良事業準備調査 2014/3/26 2014/6/4 株式会社日本港湾コンサルタント 一般財団法人国際臨海開発研究センター
カメルーン コンゴ盆地持続的森林経営・気候変動アドバイザー業務 2014/4/2 2014/6/4 一般社団法人日本森林技術協会

マダガスカル 第四次小学校建設計画準備調査 2014/3/26 2014/6/4 株式会社毛利建築設計事務所

東ティモール ディリ都市計画策定プロジェクト 2014/2/12 2014/5/28 日本工営株式会社 株式会社パセット
マラウイ 航空管制人材育成プロジェクト 2014/2/12 2014/5/28 有限会社ジャイロス 国際航業株式会社 株式会社航空システム技研
モンゴル モンゴルPPP能力強化プロジェクト 2014/2/19 2014/5/28 株式会社日本経済研究所
エジプト 小規模農家の市場志向型農業改善プロジェクト（第1期） 2014/2/26 2014/5/28 株式会社三祐コンサルタンツ
キルギス 道路維持管理機材メンテナンス機能強化計画準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2014/3/12 2014/5/28 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 建機裾野産業金属加工能力強化プロジェクト 2014/3/5 ○ 2014/5/21 ユニコインターナショナル株式会社 株式会社日本開発サービス
バングラデシュ ダッカ-チッタゴン基幹送電線強化事業準備調査 2014/1/22 2014/5/21 東京電力株式会社 東電設計株式会社
タンザニア 内部監査能力強化プロジェクトフェーズ2（第1年次） 2014/2/5 2014/5/21 EY新日本サステナビリティ株式会社
パプアニューギニア ニューブリテン国道橋梁架け替え計画準備調査 2014/2/26 2014/5/21 株式会社長大 株式会社アンジェロセック
ニカラグア マドリス県及びヌエバ・セゴビア県教育施設整備計画準備調査 2014/2/19 2014/5/21 株式会社毛利建築設計事務所 八千代エンジニヤリング株式会社
ガーナ 初中等教員の資質向上・管理政策制度化支援プロジェクト（第1年次） 2014/2/26 2014/5/21 株式会社パデコ
ベトナム 送配電網整備計画策定支援【有償勘定技術支援】 2014/3/19 2014/5/21 東京電力株式会社
ベトナム ドンナイ水環境改善事業事業化促進調査 2014/3/19 2014/5/14 株式会社日水コン 日本工営株式会社
全世界 平成26年度水資源・防災分野技術協力プロジェクト　中間レビュー及び終了時評価（Aグループ） 2014/2/12 2014/5/14 株式会社アイコンズ
ミャンマー ヤンゴン環状鉄道改修事業準備調査（ファスト・トラック制度適用案件） 2014/2/12 2014/5/9 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 日本工営株式会社 株式会社アルメックVPI 日本コンサルタンツ株式会社 アジア航測株式会社
パプアニューギニア ナザブ（レイ）空港改修事業準備調査 2014/2/12 2014/5/9 株式会社日本空港コンサルタンツ 株式会社梓設計 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ミャンマー マンダレー市上水道緊急整備計画準備調査（ファスト・トラック制度適用案件） 2014/3/12 2014/5/9 株式会社TECインターナショナル 国際航業株式会社
ミャンマー 地域観光開発のためのパイロットモデル構築プロジェクト詳細計画策定調査 2014/2/5 2014/4/30 株式会社国際開発センター 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社エイチ・アイ・エス
ミャンマー 口蹄疫対策機材整備計画準備調査 2014/2/12 2014/4/30 株式会社山下設計 株式会社シーエムプラス インテムコンサルティング株式会社
ケニア 東部アフリカ地域における国際貿易円滑化のための能力向上プロジェクト 2014/1/29 2014/4/30 株式会社パデコ
バングラデシュ ダッカ都市交通マネジメントプロジェクト 2014/2/5 2014/4/30 日本工営株式会社
フィリピン 「地方都市水道整備事業（III)（カガヤン・デ・オロ水道区）」に係る援助効果促進調査 2014/2/19 2014/4/30 横浜ウォーター株式会社
コートジボワール ソリブラ交差点改善計画準備調査 2014/2/5 2014/4/30 株式会社オリエンタルコンサルタンツ セントラルコンサルタント株式会社 アジア航測株式会社
トーゴ カラ・クモング２橋梁建設計画準備調査 2014/2/12 2014/4/30 セントラルコンサルタント株式会社
モザンビーク ナカラ回廊送電系統強化計画準備調査 2014/2/5 2014/4/30 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東電設計株式会社
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) 2014/3/5 2014/4/30 株式会社NTTデータ・アイ
全世界 平成２６年度　環境管理分野技術協力プロジェクト等の中間レビュー調査及び終了時評価調査 2014/3/5 2014/4/30 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 佐野総合企画株式会社
ブルキナファソ 中学校建設計画準備調査 2014/2/19 2014/4/30 株式会社毛利建築設計事務所
ミャンマー 環境社会配慮（電力分野）支援【有償勘定技術支援】 2014/2/12 2014/4/23 日本工営株式会社
ガーナ 小規模農家機械化促進（第1年次） 2014/2/5 2014/4/23 株式会社タスクアソシエーツ
インド インパール上水道改善事業準備調査 2014/1/27 ○ 2014/4/16 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 株式会社三祐コンサルタンツ
エジプト カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画準備調査（その２） 2014/2/18 ○ 2014/4/16 株式会社日本設計 ビンコーインターナショナル株式会社
ベトナム 都市廃棄物総合管理能力向上プロジェクト（フェーズ１） 2014/1/8 2014/4/16 株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所 国際航業株式会社
インドネシア PDAM資産管理支援プロジェクト詳細計画策定調査 2014/1/22 2014/4/16 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社日水コン
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) 2014/2/5 2014/4/16 一般財団法人空港保安事業センター
ウガンダ クイーンズウェイ変電所改修計画準備調査 2014/2/5 2014/4/16 八千代エンジニヤリング株式会社
全世界 平成26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及び終了時評価（Bグループ） 2014/2/12 2014/4/16 合同会社適材適所
チュニジア 治安対策機能強化機材整備計画準備調査 2014/1/29 2014/4/16 有限会社ジャイロス 株式会社アンジェロセック
カンボジア プノンペン首都圏送配電網拡張整備事業フェーズ2準備調査 2014/1/22 2014/4/16 株式会社ニュージェック 中国電力株式会社
ベトナム ハノイ市におけるUMRTの建設と一体となった都市開発整備計画調査の実施支援プロジェクト【有償勘定技術支援】 2013/12/18 2014/4/9 株式会社アルメックVPI 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
北米・中南米地域 プロジェクト研究「中小企業の品質・生産性向上（カイゼン）プロジェクトのインパクト分析」（産業調査） 2014/1/15 2014/4/9 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ 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 母子保健改善事業 (保健・人口・栄養セクター開発プログラム)(フェーズ2)準備調査 2014/1/22 2014/4/9 株式会社シー・ディー・シー・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
タンザニア ニューバガモヨ道路拡幅計画（フェーズ２）準備調査 2014/2/5 2014/4/9 株式会社アンジェロセック 株式会社長大
スリランカ 非感染性疾患対策強化プロジェクト【有償勘定技術支援】（第1年次） 2014/1/22 ○ 2014/4/2 グローバルリンクマネージメント株式会社
全世界 鉱業セクター・バックグラウンド調査（プロジェクト研究） 2014/1/22 ○ 2014/4/2 三菱マテリアルテクノ株式会社
ブラジル グアナバラ湾流域下水処理施設維持管理支援プロジェクト【有償勘定技術支援】(第1年次） 2013/12/25 2014/4/2 株式会社日水コン
ベトナム 気候変動対策支援プログラム成果分析調査 2014/1/8 2014/4/2 一般社団法人海外環境協力センター 株式会社エックス都市研究所 株式会社建設技研インターナショナル
ベトナム ホーチミン国家政治行政学院公務員研修実施能力強化支援プロジェクト（公共政策大学院プログラム策定支援）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2013/12/25 2014/4/2 国立大学法人政策研究大学院大学
スーダン コスティ市給水施設改善計画準備調査 2014/1/8 2014/4/2 日本テクノ株式会社 株式会社地球システム科学 日本水工設計株式会社
ブータン 国内交通網に係る情報収集・確認調査�� 2014/1/15 2014/4/2 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社アンジェロセック
ペルー 防災セクター政策・制度調査 2014/1/29 2014/4/2 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
パレスチナ ジェリコ農産加工団地運営・サービス機能強化プロジェクト 2014/1/15 2014/4/2 株式会社パデコ
ミャンマー バゴー地域西部灌漑開発事業実施能力強化【有償勘定技術支援】 2014/1/22 2014/4/2 株式会社グローバル・グループ21ジャパン 株式会社三祐コンサルタンツ
フィリピン 「結核対策向上プロジェクト」フォローアップ協力 2014/2/5 2014/4/2 公益財団法人結核予防会
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