
業務実施契約（単独型）
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

イラン クリーンエネルギー全体計画策定プロジェクト詳細計画策定調査(省エネルギー) 2015/1/7 2015/3/25 有限会社エネテック千葉
イラン クリーンエネルギー全体計画策定プロジェク詳細計画策定調査(環境対策技術/設備機器) 2015/1/22 ○ 2015/3/25 株式会社アジア共同設計コンサルタント
キューバ 中部地域５県における米証明種子の生産にかかる技術普及プロジェクト(チーフアドバイザー業務/種子生産技術/種子収穫後処理技術） 2015/1/28 2015/3/25 株式会社タスクアソシエーツ
モザンビーク 投資促進に係る能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2015/2/12 2015/3/25 株式会社コーエイ総合研究所
ミャンマー 道路橋梁技術能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(橋梁技術) 2015/2/12 2015/3/25 東日本高速道路株式会社
ラオス JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト終了時評価調査【評価分析(LPP全体総括、農業コンポーネント)】 2015/2/12 2015/3/25 A&Mコンサルタント有限会社
ラオス JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト終了時評価調査【評価分析(環境コンポーネント)】 2015/2/12 2015/3/25 株式会社生活工房do
ドミニカ共和国 第三保健地域母と子のプライマリーヘルスケアプロジェクト(母子保健） 2015/1/21 2015/3/18 有限会社エストレージャ
エジプト 零細・小企業向け金融商品の新規参入支援調査(マイクロファイナンス市場調査・分析) 2015/1/28 2015/3/18 特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパン
パプアニューギニア 鉱業環境行政能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析） 2015/1/28 2015/3/18 株式会社ジャパンソフトテックコンサルタンツ
インド デリー東部外環道路建設事業策定支援(ITS導入計画) 2014/12/15 ○ 2015/3/11 東日本高速道路株式会社
ケニア 大統領府経済アドバイザー業務【有償勘定技術支援】 2014/12/24 2015/3/11 大橋 堅一
エチオピア 農産物残留農薬検査体制・能力強化支援プロジェクト(モニタリング) 2015/1/21 2015/3/11 海外貨物検査株式会社
ウガンダ 産業人材育成体制強化支援プロジェクト(チーフアドバイザー業務/民間連携) 2015/1/21 2015/3/11 インテムコンサルティング株式会社
南スーダン 内水輸送運営管理能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2015/1/21 2015/3/11 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス
ケニア ジェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト(農業普及／モニタリング・評価) 2015/1/21 2015/3/11 株式会社国際開発アソシエイツ
インドネシア 大都市における廃棄物管理計画調査プロジェクト詳細計画策定調査(廃棄物管理) 2015/1/21 2015/3/11 国際航業株式会社
エリトリア アスマラ給水開発計画準備調査(水道計画／送配水計画) 2015/1/21 2015/3/11 日本工営株式会社
モンゴル モンゴル日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（２０１４年度）(プロジェクトマネジメント) 2015/1/21 2015/3/11 株式会社グローバル開発経営コンサルタンツ
エリトリア アスマラ給水開発計画準備調査(給水施設／運営・維持管理) 2015/1/21 2015/3/11 吉川 孝治
全世界 ジェンダー主流化支援業務(運輸交通分野)(ジェンダー主流化） 2015/1/21 2015/3/11 株式会社エムアンドワイコンサルタント
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終了時評価調査（評価分析） 2015/1/28 2015/3/11 株式会社アイコンズ
ヨルダン ペトラ地域総合開発プロジェクト詳細計画策定調査(映像コンテンツ開発) 2015/1/28 2015/3/11 有限会社アールディーアイ
ヨルダン ペトラ地域総合開発プロジェクト詳細計画策定調査(地域開発/観光開発） 2015/1/28 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
ヨルダン ペトラ地域総合開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析/組織分析) 2015/1/28 2015/3/11 株式会社日本開発サービス
パレスチナ パレスチナ日本初等理数科カリキュラム・教科書改訂協力プロジェクト詳細計画策定調査２(算数教育) 2015/1/28 2015/3/11 株式会社VSOC
パレスチナ 　パレスチナ日本初等理数科カリキュラム・教科書改訂協力プロジェクト　詳細計画策定調査２(理科教育) 2015/1/28 2015/3/11 株式会社国際開発アソシエイツ
ミャンマー 平成26年度道路・橋梁分野技術協力プロジェクト詳細計画策定調査・終了時評価調査(評価分析) 2015/1/28 2015/3/11 アイ・シー・ネット株式会社
モーリタニア ヌアクショット都市圏開発セクター情報収集・確認調査(都市計画/都市防災) 2015/1/28 2015/3/11 株式会社レックス・インターナショナル
モーリタニア ヌアクショット都市圏開発セクター情報収集・確認調査(社会インフラ整備) 2015/1/28 2015/3/11 株式会社ソーワコンサルタント
モーリタニア ヌアクショット都市圏開発セクター情報収集・確認調査(経済インフラ整備) 2015/1/28 2015/3/11 株式会社レックス・インターナショナル
ベトナム ベトナム通関電子化促進プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2015/1/28 2015/3/11 有限会社アイエムジー
ザンビア コメ普及支援プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2015/1/28 2015/3/11 有限会社アールディーアイ
ラオス 水力発電計画審査能力向上のための技術支援(水力開発計画)【有償勘定技術支援】 2014/12/24 2015/3/4 株式会社ハイドロエナジー・アソシエイツ
レバノン シリア危機の影響及び支援に係る情報収集・確認調査(情報収集、案件形成、ドナー間調整) 2015/1/7 2015/3/4 NTCインターナショナル株式会社
パプアニューギニア 公共事業省マダン土木工学研修校能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(研修事業支援計画策定） 2015/1/14 2015/3/4 国際航業株式会社
パプアニューギニア 公共事業省マダン土木工学研修校能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理） 2015/1/14 2015/3/4 国際航業株式会社
パプアニューギニア 公共事業省マダン土木工学研修校能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析）
 2015/1/14 2015/3/4 株式会社レックス・インターナショナル
モザンビーク 「観光関連機関間のリンケージ強化を通じたデスティネーションマーケティング・マーケティング能力強化プロジェクト」終了時評価調査及び「一村一品運動を通じた地域産業振興プロ

ジェクト」中間レビュー調査（評価分析）
2015/1/14 2015/3/4 株式会社アールクエスト

ラオス ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2015/1/14 2015/3/4 一般財団法人国際開発機構
ザンビア コメを中心とした作物多様化推進プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2015/1/28 2015/3/4 中央開発株式会社
ガーナ 小零細企業向けBDS強化による品質・生産性向上プロジェクト運営指導調査(産業人材育成協力計画) 2015/1/21 2015/3/4 株式会社タック・インターナショナル
ガーナ 小零細企業向けBDS強化による品質・生産性向上プロジェクト運営指導調査(産業人材育成ニーズ調査) 2015/1/21 2015/3/4 アイ・シー・ネット株式会社
ラオス 水力発電計画審査能力向上のための技術支援(送変電開発計画)【有償勘定技術支援】 2014/12/24 2015/2/25 瀬戸 寛仁
ソマリア 若年層雇用に係る情報収集・確認調査(職業訓練・産業振興) 2015/1/7 2015/2/25 ビコーズインスチチュート株式会社
モンゴル モンゴル日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（２０１４年度）(コミュニケーションとモチベーション) 2015/1/7 2015/2/25 水野 茂
カンボジア 租税総局能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2015/1/14 2015/2/25 株式会社地域計画連合

　【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】　2014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=4
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グアテマラ 地方自治体能力強化プロジェクト(参加型開発） 2014/12/24 2015/2/18 アイ・シー・ネット株式会社
ボリビア オルロ県母子保健ネットワーク強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2015/1/7 2015/2/18 グローバルリンクマネージメント株式会社
モンテネグロ 中核病院医療機材整備計画フォローアップ協力(機材整備計画/積算・入札支援) 2015/1/7 2015/2/18 合同会社AMHN
ウクライナ 空間情報統合プロジェクト詳細計画策定調査(GIS計画/地理空間情報整備) 2015/1/7 2015/2/18 国際航業株式会社
ウクライナ 空間情報統合プロジェクト詳細計画策定調査(NSDI計画/組織強化計画) 2015/1/7 2015/2/18 国際航業株式会社
モンゴル 獣医・畜産分野人材育成能力強化プロジェクト(ベースライン調査) 2015/1/7 2015/2/18 アイ・シー・ネット株式会社
コロンビア 一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト(マーケティング) 2014/11/26 2015/2/12 アイ・シー・ネット株式会社
ミャンマー 全国基幹送変電設備整備事業(系統計画)【有償勘定技術支援】 2014/12/10 2015/2/12 東京電力株式会社
ヨルダン ヨルダン・日本・イスラエル三角協力：第2フェーズ　ヨルダン先進農業技術の導入計画(ティラピア養殖技術) 2014/12/10 2015/2/12 株式会社国際水産技術開発
アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト（農業普及） 2014/12/10 2015/2/12 株式会社タック・インターナショナル
コートジボワール 内水面養殖再興計画策定プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/12/10 2015/2/12 インテムコンサルティング株式会社
ベトナム 北西部省医療サービス強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/12/10 2015/2/12 合同会社適材適所
タンザニア ASDP事業実施監理能力強化計画プロジェクトフェーズ２終了時評価調査(評価分析) 2014/12/17 2015/2/12 OPMAC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中間レビュー調査(評価分析) 2015/1/7 ○ 2015/2/12 株式会社国際開発アソシエイツ
パキスタン 定期予防接種強化プロジェクト(EPIロジスティックス) 2014/12/17 2015/2/12 特定非営利活動法人HANDS
エチオピア 2014年度無償資金協力に係る技術的監査(道路施設調査) 2014/12/17 2015/2/12 株式会社トーニチコンサルタント
グアテマラ 地方自治体能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析） 2014/12/17 2015/2/12 合同会社適材適所
モザンビーク 2014年度無償資金協力事業に係る技術的監査（水産施設調査） 2014/12/17 2015/2/12 株式会社森村設計
ドミニカ共和国 官民協力による持続可能な観光地域モデル改善プロジェクト詳細計画策定調査(地域観光振興) 2014/12/24 2015/2/12 アイ・シー・ネット株式会社
ドミニカ共和国 官民協力による持続可能な観光地域モデル改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/24 2015/2/12 アイ・シー・ネット株式会社
モロッコ 小型浮魚資源調査能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/12/24 2015/2/12 株式会社VSOC
ベトナム 農民組織機能強化プロジェクトフェーズ2終了時評価調査(評価分析） 2014/12/24 2015/2/12 佐野総合企画株式会社
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画策定能力強化プロジェクト(削井施工監理） 2014/12/24 2015/2/12 OYOインターナショナル株式会社
ケニア 産業人材育成プロジェクト詳細計画策定調査(産業人材ニーズ調査） 2014/12/24 2015/2/12 公益財団法人日本生産性本部
ケニア 産業人材育成プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/24 2015/2/12 有限会社ジャイロス
マダガスカル 中央高地コメ生産性向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析)
 2014/12/24 2015/2/12 水産エンジニアリング株式会社
ミャンマー 中央乾燥地における小規模養殖普及による住民の生計向上プロジェクト(小規模淡水養殖技術) 2014/10/22 2015/2/4 株式会社国際水産技術開発
ボリビア 灌漑農業のための人材育成プロジェクト(チーフアドバイザー業務／灌漑) 2014/11/26 2015/2/4 株式会社碧
ホンジュラス 生物回廊管理プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/3 2015/2/4 株式会社パデコ
アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト（稲研究／サブプロジェクトリーダー） 2014/12/10 2015/2/4 株式会社EKO
コートジボワール 内水面養殖再興計画策定プロジェクト詳細計画策定調査（養殖） 2014/12/10 2015/2/4 インテムコンサルティング株式会社
インド ゴア州無収水対策プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/10 2015/2/4 合同会社適材適所
モザンビーク 円借款事業実施支援【有償勘定技術支援】 2014/12/17 2015/2/4 株式会社レデス
セネガル 農業アドバイザー業務（第1年次） 2014/12/17 2015/2/4 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 「灌漑農業による生産性強化プロジェクト」第二次詳細計画策定調査(営農／農産物流通販売) 2014/12/17 2015/2/4 海外貨物検査株式会社
インドネシア 看護実践能力強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/12/17 2015/2/4 株式会社日本開発サービス
マダガスカル コメ生産性向上・環境保全プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査(評価分析） 2014/12/24 2015/2/4 NTCインターナショナル株式会社
インドネシア 市民警察活動（POLMAS）全国展開プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/12/24 2015/2/4 株式会社コーエイ総合研究所
ウクライナ 「ボルトニッチ下水処理場改修事業」詳細設計準備に係る補足調査(詳細設計のTOR案作成) 2014/11/26 2015/1/28 オーピーシー株式会社
ベトナム 北西部山岳地域農村開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析） 2014/11/19 2015/1/28 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
チリ 中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/11/26 2015/1/28 OYOインターナショナル株式会社
モーリタニア ヌアクショットデジタル地形図データベース(デジタル地形図利活用促進) 2014/11/26 2015/1/28 株式会社パスコ
コロンビア 一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト(コミュニティ開発／社会的包摂) 2014/11/26 2015/1/28 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
スリランカ 紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト(研修実施監理・能力強化) 2014/12/3 2015/1/28 ビコーズインスチチュート株式会社
ミャンマー 全国基幹送変電設備整備事業(環境社会配慮)【有償勘定技術支援】 2014/12/10 2015/1/28 イー・アール・エム日本株式会社
ウガンダ 村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査(村落給水・給水施設） 2014/12/10 2015/1/28 八千代エンジニヤリング株式会社
ウガンダ 村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査(衛生・保健行政) 2014/12/10 2015/1/28 一般財団法人国際開発機構
ウガンダ 村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/10 2015/1/28 国際航業株式会社
パキスタン 投資環境整備アドバイザー業務（II） 2014/12/10 2015/1/28 株式会社アジア共同設計コンサルタント
フィリピン バンサモロ包括的能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析） 2014/12/10 2015/1/28 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
インド ゴア州無収水対策プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査(無収水対策) 2014/12/10 2015/1/28 株式会社日水コン
イラク 食糧自給のための小麦生産改善プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/12/17 2015/1/28 中央開発株式会社
フィリピン 全国産業クラスター能力向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析） 2014/12/10 2015/1/28 有限会社アイエムジー
セネガル 「苗木育成場整備計画（1991）」及び「苗木育成場整備計画（第二期、1996）」フォローアップ協力(入札支援/施工監理) 2014/11/26 2015/1/21 国際航業株式会社
パキスタン 貿易促進アドバイザー業務 2014/12/3 2015/1/21 株式会社アジア共同設計コンサルタント
カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ２終了時評価調査(評価分析） 2014/12/3 2015/1/21 インテムコンサルティング株式会社
ケニア 再生可能エネルギーによる地方電化推進のための人材育成プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/12/3 2015/1/21 株式会社日本開発サービス
チュニジア 品質/生産性向上プロジェクト（フェーズII）詳細計画策定調査(品質・生産性向上) 2014/12/3 2015/1/21 ライジングコンサルタンツ株式会社
チュニジア 品質/生産性向上プロジェクト（フェーズII）詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/3 2015/1/21 株式会社日本開発サービス
ペルー 森林の持続的管理とREDD+推進プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/3 2015/1/21 日本工営株式会社
バングラデシュ 住民参加による統合水資源開発のための能力向上プロジェクト（GIS/リモートセンシング分析　研修）【有償勘定技術支援】 2014/12/3 2015/1/21 アジア航測株式会社
タイ スマートシティ・モデル創出プロジェクト詳細計画策定調査(都市計画) 2014/12/3 2015/1/21 日本工営株式会社
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(生活環境改善)
 2014/11/19 2015/1/14 特定非営利活動法人国際農民参加型技術ネットワーク
イラン 一村一品（事業計画策定支援） 2014/11/19 2015/1/14 株式会社タック・インターナショナル
ブルキナファソ 中央プラトー・南部中央地方給水施設管理・衛生改善プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査(評価分析) 2014/12/1 ○ 2015/1/14 株式会社生活工房do
モルディブ 太陽光発電システム設計・維持管理能力強化にかかる情報収集・確認調査(太陽光発電システム) 2014/11/19 2015/1/14 有限会社はなコンサルティング
ベトナム 円借款案件実施促進【有償勘定技術支援 2014/11/19 2015/1/14 海外開発コンサルタントSPW株式会社
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業務実施契約（単独型）
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

タイ 皮膚病学ディプロマコース評価調査(事業インパクトの多角的考察) 2014/11/26 2015/1/14 合同会社適材適所
エチオピア アディスアベバ市道路維持管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(道路維持管理) 2014/11/26 2015/1/14 株式会社パデコ
アフリカ地域 西アフリカ地域住民参加型学校運営改善関連プロジェクトに係る地方分権化情報収集調査（教育セクター分析（地方分権化）） 2014/11/26 2015/1/14 株式会社フジタプランニング
エチオピア アディスアベバ市道路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) 2014/11/26 2015/1/14 インテムコンサルティング株式会社
ガーナ ガーナ由来薬用植物による抗ウイルス及び抗寄生虫活性候補物質の研究プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/11/26 2015/1/14 株式会社日本開発サービス
ジンバブエ 地理空間情報データベース整備プロジェクト詳細計画策定調査(組織開発・人材育成計画/利活用促進計画) 2014/11/26 2015/1/14 一般社団法人国際建設技術協会
コンゴ民主共和国 保健人材開発支援プロジェクトフェーズ２（中級保健人材養成校経理指導） 2014/11/26 2015/1/14 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
ジンバブエ 地理空間情報データベース整備プロジェクト詳細計画策定調査(デジタル地形図整備計画/機材計画) 2014/11/26 2015/1/14 アジア航測株式会社
キルギス 食品品質管理及び安全性向上プロジェクト詳細計画策定調査(食品検査) 2014/11/26 2015/1/14 海外貨物検査株式会社
キルギス 食品品質管理及び安全性向上プロジェクト詳細計画策定調査(家畜衛生) 2014/11/26 2015/1/14 海外貨物検査株式会社
タンザニア 県農業開発計画（DADPs）灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査（評価分析） 2014/11/26 2015/1/14 株式会社コーエイ総合研究所
ベトナム 流域水環境管理能力向上プロジェクト第二回詳細計画策定調査(環境政策（水分野）） 2014/11/26 2015/1/14 日本工営株式会社
ベトナム 流域水環境管理能力向上プロジェクト第二回詳細計画策定調査(水質汚染対策技術） 2014/11/26 2015/1/14 株式会社Ides
タンザニア 地方自治体研修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) 2014/12/3 2015/1/14 一般財団法人国際開発機構
ペルー 森林の持続的管理とREDD+推進プロジェクト詳細計画策定調査(GIS/リモートセンシング) 2014/12/3 2015/1/14 国際航業株式会社
アルジェリア 漁業教育技術向上（漁業訓練） 2014/11/5 2015/1/7 アイ・シー・ネット株式会社
アルジェリア 漁業教育技術向上（船員教育） 2014/11/5 2015/1/7 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス
タンザニア コメ振興支援計画プロジェクト(ポストハーベスト技術改善) 2014/11/19 2015/1/7 株式会社タスクアソシエーツ
インド デリー東部外環道路建設事業策定支援(道路設計レビュー) 2014/11/12 2015/1/7 大日コンサルタント株式会社
ラオス 南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト(淡水養殖） 2014/11/26 2015/1/7 株式会社国際水産技術開発
カンボジア 医療技術者育成システム強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析） 2014/11/19 2015/1/7 合同会社適材適所
タンザニア 県農業開発計画（DADPs）灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクトフェーズ2 詳細計画策定調査（灌漑開発／施設運営維持管理） 2014/11/19 2015/1/7 株式会社三祐コンサルタンツ
ドミニカ共和国 第三保健地域母と子のプライマリーヘルスケアプロジェクト(情報・教育・コミュニケーション(IEC)) 2014/11/19 2015/1/7 有限会社エストレージャ
ボリビア ポトシ県南西部基礎サービスインフラ整備のためのコミュニティ支援プロジェクト第二次詳細計画策定調査(評価分析) 2014/11/12 2014/12/24 株式会社コーエイ総合研究所
モザンビーク 中等教育教員研修システム強化アドバイザー業務(教員養成・研修) 2014/10/8 2014/12/24 株式会社コーエイ総合研究所
ラオス 母子保健統合サービス強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析） 2014/11/14 ○ 2014/12/24 モエ・コンサルティング有限会社
マラウイ 公共投資計画(PSIP)能力向上プロジェクトフェーズ２中間レビュー調査（評価分析） 2014/10/29 2014/12/24 センティノス・インコーポレイテッド
ブラジル 2014年度中南米地域対象ナショナルスタッフ等向けPCM研修(PCM研修) 2014/11/5 2014/12/24 アイ・シー・ネット株式会社
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(保健情報活用) 2014/11/12 2014/12/24 株式会社ティーエーネットワーキング
インドネシア 航空安全政策向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/11/12 2014/12/24 有限会社ADAMIS
スーダン 水供給人材育成プロジェクト フェーズ２ 終了時評価調査(評価分析) 2014/11/12 2014/12/24 グローバルリンクマネージメント株式会社
インド デリー東部外環道路建設事業策定支援(環境社会配慮) 2014/11/12 2014/12/24 セントラルコンサルタント株式会社
全世界 地方分権下における小規模園芸農民組織強化・振興プロジェクトにかかる広域支援のための補足調査(SHEPアプローチ） 2014/11/12 2014/12/24 有限会社アイエムジー
エジプト ナイル流域における食糧・燃料の持続的生産プロジェクト終了時評価調査（評価分析) 2014/11/12 2014/12/24 株式会社VSOC
タンザニア 村落給水事業実施・運営維持管理能力強化プロジェクト（RUWASA-CAD） フェーズ2終了時評価調査(評価分析) 2014/9/10 2014/12/17 グローバルリンクマネージメント株式会社
アフガニスタン アフガニスタン女性警察官支援に係る調査業務(ジェンダー調査) 2014/10/29 2014/12/17 システム科学コンサルタンツ株式会社
チュニジア 乾燥地生物資源の機能解析と有効利用終了時評価調査（評価分析） 2014/11/5 2014/12/17 株式会社サステイナブル
ベトナム 保健医療従事者の質の改善プロジェクト終了時評価調査(評価分析） 2014/11/5 2014/12/17 一般財団法人国際開発機構
モンゴル 「障害児支援・教育改善プロジェクト 」および「教育専門機関における人材能力強化プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2014/11/5 2014/12/17 株式会社コーエイ総合研究所
ブルキナファソ 中央プラトー・南部中央地方給水施設管理・衛生改善プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査(村落給水施設維持管理) 2014/11/12 2014/12/17 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション
マレーシア サバ州を拠点とする生物多様性・生態系保全のための持続可能な開発プロジェクト(流域管理経済手法調査） 2014/10/15 2014/12/10 株式会社パデコ
ガーナ 「天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ2」及び「小規模農家市場指向型農業支援・民間セクター連携強化プロジェクト」詳細計画策定調査(灌漑) 2014/10/8 2014/12/10 NTCインターナショナル株式会社
ニジェール 「中等理数科教育強化プロジェクト第2フェーズ」フォローアップ協力(授業研究及び理数科教育) 2014/10/22 2014/12/10 株式会社アイリンク
コソボ コソボ国営放送局能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/10/29 2014/12/10 グローバルリンクマネージメント株式会社
ウズベキスタン コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター整備プロジェクト詳細計画策定調査(コンバインドサイクル発電)【有償勘定技術支援】 2014/10/29 2014/12/10 株式会社アジア共同設計コンサルタント
ウズベキスタン コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター整備プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)【有償勘定技術支援】 2014/10/29 2014/12/10 国際航業株式会社
ウズベキスタン コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター整備プロジェクト詳細計画策定調査(発電研修計画)【有償勘定技術支援】 2014/10/29 2014/12/10 株式会社アジア共同設計コンサルタント
バングラデシュ TQMを通じた公共サービス改善プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/10/29 2014/12/10 有限会社アイエムジー
ボリビア 農業技術アドバイザー業務(総合営農技術) 2014/10/29 2014/12/10 有限会社アールディーアイ
バングラデシュ 自然災害に対応した公共建築物の建設・改修能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/10/29 2014/12/10 グローバルリンクマネージメント株式会社
イラン 沿岸域生態系保全計画策定プロジェクト詳細計画策定調査(沿岸環境管理） 2014/10/8 2014/12/3 株式会社パデコ
ガーナ 「天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ2」及び「小規模農家市場指向型農業支援・民間セクター連携強化プロジェクト」詳細計画策定調査(営農) 2014/10/8 2014/12/3 有限会社アールディーアイ
アフリカ地域 北部回廊物流網整備マスタープラン策定支援プロジェクト及びモンバサゲートシティ総合都市開発マスタープランプロジェクト詳細計画策定調査（都市交通） 2014/10/8 2014/12/3 株式会社パデコ
カメルーン 2014年度仏語圏アフリカ地域対象ナショナルスタッフ等向けPCM研修（PCM研修） 2014/10/15 2014/12/3 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 小規模島嶼国における地域開発のあり方　調査研究(島嶼振興計画) 2014/10/15 2014/12/3 アイ・シー・ネット株式会社
カンボジア 地方行政法運用のための首都と州レベルの能力開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/10/22 2014/12/3 国際航業株式会社
ブルキナファソ 学校運営委員会支援プロジェクトフェーズ２(視聴覚教材作成) 2014/10/22 2014/12/3 株式会社タック・インターナショナル
ザンビア 小規模農民のための灌漑開発プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/10/29 2014/12/3 株式会社国際開発アソシエイツ
トルコ 東部黒海地域開発庁能力向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/10/1 2014/11/26 アイ・シー・ネット株式会社
タンザニア コメ振興支援計画プロジェクト(灌漑地区組織運営改善) 2014/10/8 2014/11/26 株式会社地域計画連合
全世界 プロジェクト研究「長期化した難民状況における開発機関の果たす役割」(難民状況分析） 2014/10/8 2014/11/26 グローバルリンクマネージメント株式会社
ネパール モニタリング評価システム強化プロジェクトフェーズ２終了時評価調査（評価分析） 2014/10/8 2014/11/26 A&Mコンサルタント有限会社
セルビア 国家がん対策プログラム改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/10/8 2014/11/26 佐野総合企画株式会社
インドネシア 輸出振興庁機能改善プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/10/8 2014/11/26 EY新日本サステナビリティ株式会社
フィリピン バンサモロ包括的能力向上プロジェクト(組織・制度構築計画/行政人材育成計画） 2014/10/8 2014/11/26 アイ・シー・ネット株式会社
カメルーン COMIFAC諸国における生物多様性保全・利用及び気候変動対策プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/10/15 2014/11/26 中央開発株式会社
インド 包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト中間レビュー調査(評価分析） 2014/10/15 2014/11/26 有限会社アイエムジー
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アフリカ地域 平成20年度環境プログラム無償「緊急給水計画」実施促進調査(地方給水) 2014/10/15 2014/11/26 株式会社地球システム科学
セネガル 教育環境改善プロジェクトフェーズ２（学校運営委員会(CGE)連合機能強化） 2014/10/15 2014/11/26 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション
セネガル 初等教育算数能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/10/15 2014/11/26 グローバルリンクマネージメント株式会社
全世界 小規模島嶼国における地域開発のあり方　調査研究(経済・社会インフラ計画) 2014/10/15 2014/11/26 国際航業株式会社
ソロモン 「マラリア対策システム強化プロジェクトフェーズⅡ」フォローアップ協力（コミュニティ開発／マラリア対策） 2014/9/24 2014/11/19 アイ・シー・ネット株式会社
ブルンジ 妊産婦・新生児ケア人材の能力強化プロジェクト（5S-KAIZEN-TQM） 2014/10/10 ○ 2014/11/19 株式会社フジタプランニング
ブータン 園芸作物研究開発・普及促進プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/9/24 2014/11/19 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 工事品質管理能力向上プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査第2次調査（評価分析） 2014/9/24 2014/11/19 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
バングラデシュ ダッカ圏廃棄物管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(廃棄物管理/評価分析) 2014/10/1 2014/11/19 八千代エンジニヤリング株式会社
ベトナム 持続的自然資源管理プロジェクト詳細計画策定調査(生物多様性保全) 2014/10/1 2014/11/19 日本工営株式会社
ガーナ 「天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ2」及び「小規模農家市場指向型農業支援・民間セクター連携強化プロジェクト」詳細計画策定調査(評価分析) 2014/10/8 2014/11/19 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル
チリ 中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト(公共インフラ復旧・復興) 2014/10/8 2014/11/19 株式会社トーニチコンサルタント
チリ 中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト(耐震工学) 2014/10/8 2014/11/19 OYOインターナショナル株式会社
ザンビア 教員養成校機能向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/10/8 2014/11/19 グローバルリンクマネージメント株式会社
ガーナ 小零細企業向けBDS強化による品質・生産性向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析）

 2014/10/8 2014/11/19 有限会社ジャイロス
ケニア 教育政策アドバイザー業務 2014/9/3 2014/11/12 株式会社フジタプランニング
エチオピア 付加価値型森林コーヒー生産・販売促進プロジェクト(コーヒー生産・品質向上) 2014/9/10 2014/11/12 倉持 晋作
ナイジェリア 女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクトフェーズ２終了時評価調査(評価分析) 2014/10/1 ○ 2014/11/12 株式会社アールクエスト
マラウイ 首都圏水源域保全分野情報収集・確認調査(事業計画) 2014/9/17 2014/11/12 国際航業株式会社
中華人民共和国 四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト(治山測量設計)
 2014/9/17 2014/11/12 株式会社森林テクニクス
モンゴル ウランバートル市マスタープラン計画・実施能力改善プロジェクト（都市開発/プロジェクトマネジメント） 2014/9/24 2014/11/12 一般財団法人日本開発構想研究所
グアテマラ チキムラ県及びイサバル県妊産婦と子どもの栄養改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析） 2014/10/1 2014/11/12 株式会社コーエイ総合研究所
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終了時評価調査（評価分析） 2014/10/1 2014/11/12 株式会社レックス・インターナショナル
ガーナ HIV母子感染予防に係る運営能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/10/1 2014/11/12 有限会社アイエムジー
タンザニア 税務研修能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/10/1 2014/11/12 株式会社国際開発ソリューションズ
アフリカ地域 北部回廊物流網整備マスタープラン策定支援プロジェクト及びモンバサゲートシティ総合都市開発マスタープランプロジェクト詳細計画策定調査（都市開発） 2014/10/8 2014/11/12 日本工営株式会社
アフリカ地域 北部回廊物流網整備マスタープラン策定支援プロジェクト及びモンバサゲートシティ総合都市開発マスタープランプロジェクト詳細計画策定調査（地域開発） 2014/10/8 2014/11/12 日本工営株式会社
アフリカ地域 北部回廊物流網整備マスタープラン策定支援プロジェクト及びモンバサゲートシティ総合都市開発マスタープランプロジェクト詳細計画策定調査（インフラ整備/物流計画） 2014/10/8 2014/11/12 八千代エンジニヤリング株式会社
アフリカ地域 北部回廊物流網整備マスタープラン策定支援プロジェクト及びモンバサゲートシティ総合都市開発マスタープランプロジェクト詳細計画策定調査（環境社会配慮） 2014/10/8 2014/11/12 八千代エンジニヤリング株式会社
カンボジア 道路・橋梁の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) 2014/8/6 2014/11/5 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
ベトナム 法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ３詳細計画策定調査(評価分析) 2014/9/3 ○ 2014/11/5 有限会社アイエムジー
マレーシア マレーシアE-waste管理に関する情報収集・確認調査(E-waste管理) 2014/9/3 2014/11/5 株式会社エックス都市研究所
セネガル 教育環境改善プロジェクトフェーズ2（チーフアドバイザー業務） 2014/9/3 2014/11/5 國枝 信宏
東ティモール マナツト県灌漑稲作プロジェクトフェーズ2(コメ流通販売) 2014/9/3 2014/11/5 有限会社アールディーアイ
キルギス 林産品による地方ビジネス開発プロジェクト詳細計画策定調査(市場流通) 2014/9/3 2014/11/5 日本工営株式会社
スーダン 地方VTC職業訓練システム強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/9/10 2014/11/5 株式会社タック・インターナショナル
アフリカ地域 西アフリカ成長リング回廊整備戦略的マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(地域開発) 2014/9/17 2014/11/5 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
アフリカ地域 西アフリカ成長リング回廊整備戦略的マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(運輸交通／物流) 2014/9/17 2014/11/5 八千代エンジニヤリング株式会社
中華人民共和国 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/9/24 2014/11/5 株式会社国際開発センター
カメルーン 「ラジオ放送機材整備計画」フォローアップ協力調査（機材システム／維持管理計画） 2014/9/24 2014/11/5 株式会社エヌエイチケイアイテック
フィリピン （科学技術）レプトスピラ症の予防対策と診断技術の開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/9/24 2014/11/5 株式会社日本開発サービス
タンザニア コメ振興支援計画プロジェクト（ジェンダー） 2014/9/24 2014/11/5 インテムコンサルティング株式会社
カンボジア 産業のための人材育成プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/9/24 2014/11/5 株式会社コーエイ総合研究所
タンザニア よりよい県農業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中間レビュー調査(評価分析) 2014/9/24 2014/11/5 OPMAC株式会社
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画策定能力強化プロジェクト（生計向上） 2014/9/24 2014/11/5 ビコーズインスチチュート株式会社
モザンビーク 平成26年度国別ジェンダー情報整備調査(ジェンダー分析) 2014/10/1 ○ 2014/10/29 株式会社日本開発サービス
セントクリストファー・ネーヴィース 零細漁業振興計画フォローアップ協力(施工計画/入札支援/施工監理) 2014/8/20 2014/10/29 OAFIC株式会社
ホンジュラス 「国家保健モデル」に基づくプライマリーヘルスケア体制強化プロジェクト(助産教育) 2014/8/27 2014/10/29 有限会社エストレージャ
ベトナム 持続的自然資源管理プロジェクト詳細計画策定調査(持続的森林管理１／評価分析) 2014/8/27 2014/10/29 日本工営株式会社
エクアドル 防災分野情報収集・確認調査(気象観測体制) 2014/8/27 2014/10/29 一般財団法人日本気象協会
エクアドル 防災分野情報収集・確認調査(警報システム/気象関連災害) 2014/8/27 2014/10/29 一般財団法人日本気象協会
ナイジェリア 「初等理数科教育強化プロジェクト」フォローアップ協力(フォローアップ研修／モニタリング評価) 2014/8/27 2014/10/29 アイ・シー・ネット株式会社
カメルーン 中小企業振興システム構築プロジェクト詳細計画策定調査(組織構築/ビジネス開発サービス) 2014/9/3 2014/10/29 株式会社日本開発サービス
スーダン リバーナイル州灌漑スキーム管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(営農) 2014/9/10 2014/10/29 国際耕種株式会社
スーダン リバーナイル州灌漑スキーム管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/9/10 2014/10/29 株式会社国際開発アソシエイツ
キューバ 中部地域５県における米証明種子の生産にかかる技術普及プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/9/10 2014/10/29 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
インド 自然災害の減災と復旧のための情報ネットワーク構築に関する研究終了時評価調査(評価分析) 2014/9/17 2014/10/29 水産エンジニアリング株式会社
アフリカ地域 西アフリカ成長リング回廊整備戦略的マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2014/9/17 2014/10/29 株式会社生活工房do
メキシコ 低侵襲医療技術研修センタープロジェクト詳細計画策定調査(評価分析） 2014/9/17 2014/10/29 システム科学コンサルタンツ株式会社
モルドバ 医療ケア改善プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/9/24 2014/10/29 株式会社フジタプランニング
ブラジル (科学技術)地球環境劣化に対応した環境ストレス耐性作物の作出技術の開発終了時評価調査(評価分析) 2014/8/20 2014/10/22 中央開発株式会社
アジア地域 平成26年度国別ジェンダー情報整備調査(ジェンダー分析)（インド、パキスタン） 2014/8/27 2014/10/22 株式会社日本開発サービス
ホンジュラス コパン・ルイナスにおける持続的観光開発(参加型地域開発／観光開発) 2014/8/20 ○ 2014/10/15 川崎 健
タンザニア 病院改革品質管理強化プロジェクト詳細計画策定調査(PCMワークショップ) 2014/8/6 2014/10/15 株式会社フジタプランニング
エジプト 橋梁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） 2014/8/27 2014/10/15 株式会社システム科学研究所
ボリビア 道路防災対策アドバイザー業務 2014/8/13 2014/10/15 セントラルコンサルタント株式会社
ベトナム チョーライ第二病院整備事業(詳細設計のためのTOR案作成業務)【有償勘定技術支援】 2014/8/13 2014/10/15 金井 直樹
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業務実施契約（単独型）
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

イラク クルド地域園芸技術改善・普及プロジェクト(普及(園芸作物)) 2014/8/20 2014/10/15 松田 明
パレスチナ 地方財政改善プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/9/3 2014/10/15 グローバルリンクマネージメント株式会社
ベトナム 持続的自然資源管理プロジェクト詳細計画策定調査(持続的森林管理２／有償資金協力可能性調査) 2014/8/27 2014/10/15 日本工営株式会社
パキスタン パンジャブ州技術短期大学機械科強化プロジェクト　詳細計画策定調査(産業人材ニーズ調査) 2014/8/27 2014/10/15 ビコーズインスチチュート株式会社
パキスタン パンジャブ州技術短期大学機械科強化プロジェクト　詳細計画策定調査(技術教育・評価分析) 2014/8/27 2014/10/15 株式会社アイコンズ
ミャンマー 医学教育に係る情報収集・確認調査(評価分析) 2014/8/27 2014/10/15 グローバルリンクマネージメント株式会社
エチオピア 農民研究グループを通じた適正技術開発・普及プロジェクト 終了時評価調査（評価分析） 2014/8/27 2014/10/15 株式会社ジャパンソフトテックコンサルタンツ
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(情報・教育・コミュニケーション（IEC）) 2014/8/27 2014/10/15 アイ・シー・ネット株式会社
コロンビア 洪水被害リスク削減能力開発を通じた全国災害リスク管理システムの強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/9/3 2014/10/15 株式会社レデス
コロンビア 洪水被害リスク削減能力開発を通じた全国災害リスク管理システムの強化プロジェクト詳細計画策定調査(洪水リスク評価・洪水予警報) 2014/9/3 2014/10/15 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 ハトロン州ピアンジ県給水事業運営維持管理技術指導プロジェクト詳細計画策定調査(上水道セクター調査／水道事業運営・維持管理) 2014/9/3 2014/10/15 株式会社ソーワコンサルタント
タジキスタン ハトロン州ピアンジ県給水事業運営維持管理技術指導プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/9/3 2014/10/15 株式会社国際開発アソシエイツ
キルギス 林産品による地方ビジネス開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/9/3 2014/10/15 株式会社コーエイ総合研究所
マラウイ 中規模灌漑開発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) 2014/9/3 2014/10/15 インテムコンサルティング株式会社
チュニジア 第三国研修｢リプロダクティブヘルス・HIV/AIDS対策｣（PCM研修及び研修計画立案) 2014/9/10 2014/10/15 アイ・シー・ネット株式会社
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(組織強化) 2014/8/28 ○ 2014/10/8 株式会社タック・インターナショナル
カンボジア 道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(道路・橋梁運営維持管理技術) 2014/8/6 2014/10/8 株式会社長大
インド 包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト(生産システム・企業間連携推進3） 2014/8/13 2014/10/8 一般社団法人中部産業連盟
モンゴル モンゴル日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（2014年度）(店舗管理) 2014/8/13 2014/10/8 加藤 玲
モンゴル モンゴル日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（2014年度）(マーケティング) 2014/8/13 2014/10/8 株式会社トラスパイア
ブラジル リオグランジドノルテ州小農支援を目指したバイオディーゼル燃料のための油糧作物の導入支援プロジェクト(チーフアドバイザー業務／小農支援) 2014/8/13 2014/10/8 株式会社アグリ・エナジー　インターナショナル
フィリピン 水文気象情報システムの戦略的構築を通じた洪水予警報の総合的データマネジメント能力強化プロジェクト詳細計画策定調査【有償勘定技術支援】(洪水予警報・データベース) 2014/8/13 2014/10/8 日本工営株式会社
フィリピン 水文気象情報システムの戦略的構築を通じた洪水予警報の総合的データマネジメント能力強化プロジェクト詳細計画策定調査【有償勘定技術支援】(組織強化・人材育成計画) 2014/8/13 2014/10/8 日本工営株式会社
南アフリカ共和国 算数教育政策アドバイザー業務 2014/8/20 2014/10/8 インテムコンサルティング株式会社
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詳細計画策定調査(都市再開発) 2014/8/20 2014/10/8 一般財団法人日本開発構想研究所
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画能力強化プロジェクト(開発計画書作成能力強化支援) 2014/8/20 2014/10/8 株式会社三祐コンサルタンツ
ミャンマー 農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト(イネ種子品質管理） 2014/8/20 2014/10/8 公益社団法人国際農林業協働協会
ケニア ナクル下水処理場周辺地域の水質に係る情報収集・確認調査(物理探査) 2014/8/27 2014/10/8 OYOインターナショナル株式会社
グアテマラ ケツァルテナンゴ県、トトニカパン県、ソロラ県母とこどもの健康プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/8/27 2014/10/8 インテムコンサルティング株式会社
ハイチ 開発計画実施支援 2014/3/26 2014/10/1 高橋 祐司
ニジェール サヘル地域における貯水池の有効活用と自律的コミュニティ開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析)
 2014/7/30 ○ 2014/10/1 長谷川 安代
ベトナム ホーチミン国家政治学院及び行政学院公務員研修実施能力強化支援プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/8/6 2014/10/1 株式会社日本開発サービス
モンゴル モンゴル日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（2014年度）(生産管理) 2014/8/13 2014/10/1 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
エルサルバドル 地域警察モデル普及プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/8/13 2014/10/1 センティノス・インコーポレイテッド
モンゴル モンゴル日本人材開発センター･ビジネス人材育成プロジェクト（2014年度）(管理会計) 2014/8/13 2014/10/1 株式会社国際開発ソリューションズ
フィリピン 水文気象情報システムの戦略的構築を通じた洪水予警報の総合的データマネジメント能力強化プロジェクト詳細計画策定調査【有償勘定技術支援】(評価分析) 2014/8/13 2014/10/1 有限会社ADAMIS
エチオピア 農民研究グループを通じた適正技術開発・普及プロジェクト(普及教材作成支援) 2014/8/20 2014/10/1 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル
ガーナ 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（SATREPS）中間レビュー調査(評価分析) 2014/7/2 2014/9/24 国際航業株式会社
メキシコ 乾燥地に適応した魚種・作物種を用いたアクアポニックスによる水の有効利用と持続的食料生産プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/7/2 2014/9/24 株式会社レックス・インターナショナル
モロッコ アブダ・ドゥカラ灌漑地域における灌漑システム向上プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/7/31 ○ 2014/9/24 株式会社VSOC
タンザニア 開発政策借款（民間セクター分野）形成支援【有償勘定技術支援】 2014/7/23 2014/9/24 エイジスコンサルティング有限会社
スーダン 根寄生雑草克服によるスーダン乾燥地農業開発プロジェクト（SATREPS)終了時評価調査(評価分析) 2014/7/23 2014/9/24 株式会社国際開発アソシエイツ
ケニア 再生可能エネルギーによる地方電化モデル構築プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/8/6 2014/9/24 有限会社アイエムジー
スリランカ 水質管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(水環境管理) 2014/7/23 2014/9/24 日本工営株式会社
バングラデシュ 住民参加による統合水資源開発のための能力向上プロジェクト(GIS/リモートセンシング分析)【有償勘定技術支援】 2014/7/23 2014/9/24 アジア航測株式会社
スリランカ 認証野菜種子生産システム強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/7/23 2014/9/24 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
イラン ゲシュム島における住民主導の持続可能な開発計画策定プロジェクト詳細計画策定調査(地域開発計画) 2014/7/30 2014/9/24 株式会社パセット
モンゴル モンゴル日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/7/30 2014/9/24 佐野総合企画株式会社
パキスタン 自動車部品製造業技術移転プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析） 2014/7/30 2014/9/24 株式会社アイコンズ
ウガンダ カンパラ市交差点管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(都市交通計画) 2014/8/6 2014/9/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
北米・中南米地域 カリブ地域における漁民と行政の共同による漁業管理プロジェクト(社会調査) 2014/8/13 2014/9/24 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 生物資源多様性を利用した抗マラリア・抗アメーバ新規薬剤リード化合物の創成プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/8/13 2014/9/24 株式会社日本開発サービス
ケニア 稲作を中心とした市場志向農業振興プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/8/13 2014/9/24 A&Mコンサルタント有限会社
ケニア 小規模園芸農民組織強化・振興ユニットプロジェクト終了時評価(評価分析) 2014/8/13 2014/9/24 株式会社サステイナブル
ブータン 国家地理空間情報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計画/機材計画) 2014/7/16 2014/9/17 株式会社パスコ
パプアニューギニア 保護地域制定及び愛知ターゲットに向けた生物多様性保全プロジェクト詳細計画策定調査（保護区管理／生物多様性／評価分析） 2014/7/23 2014/9/17 日本工営株式会社
ボリビア 灌漑農業のための人材育成プロジェクト(灌漑施設施工管理・維持管理) 2014/7/23 2014/9/17 株式会社碧
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終了時評価調査(評価分析) 2014/7/23 2014/9/17 有限会社アイエムジー
キューバ 中部地域５県における米証明種子の生産にかかる技術普及プロジェクト(農業普及) 2014/7/30 2014/9/17 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル
パキスタン 自動車部品製造業技術移転プロジェクト詳細計画策定調査(工場運営・管理） 2014/7/30 2014/9/17 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
パキスタン 自動車部品製造業技術移転プロジェクト詳細計画策定調査(生産技術） 2014/7/30 2014/9/17 株式会社国際開発アソシエイツ
ミャンマー （科学技術協力）ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/8/13 2014/9/17 OYOインターナショナル株式会社
ケニア 小規模園芸農民組織強化・振興ユニットプロジェクトフェーズ3詳細計画策定調査(評価分析) 2014/8/13 2014/9/17 株式会社JIN
ボリビア ポトシ県母子保健ネットワーク強化プロジェクト(チーフアドバイザー業務/ヘルスプロモーション政策) 2014/7/16 2014/9/10 学校法人順天堂
ボリビア 灌漑農業のための人材育成プロジェクト(研修評価) 2014/7/23 2014/9/10 株式会社地域計画連合
ルワンダ 教員間の校内相互研鑽強化プロジェクト 終了時評価調査(評価分析) 2014/7/23 2014/9/10 システム科学コンサルタンツ株式会社
インドネシア 農産物物流システム改善に係るPPPプロジェクト詳細計画策定調査（園芸作物/評価分析） 2014/7/23 2014/9/10 株式会社国際開発センター
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詳細計画策定調査(道路維持管理体制・制度) 2014/7/23 2014/9/10 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 コメ振興プロジェクト(稲育種) 2014/7/2 2014/9/3 公益社団法人国際農林業協働協会
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業務実施契約（単独型）
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

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終了時評価調査（評価分析） 2014/7/16 2014/9/3 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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中間レビュー調査(評価分析) 2014/7/16 2014/9/3 公益社団法人国際農林業協働協会
アンゴラ ジョシナ・マシェル病院及びその他保健機関の人材育成と一次医療の再活性化を通じた保健システム強化計画(母子健康手帳に係るセミナー実施支援) 2014/7/23 2014/9/3 特定非営利活動法人HANDS
ルワンダ 農業機械化計画策定支援業務 2014/7/23 2014/9/3 株式会社防災技術コンサルタント
インドネシア 農産物物流システム改善に係るPPPプロジェクト詳細計画策定調査（農産物流通/官民連携） 2014/7/23 2014/9/3 有限会社アイエムジー
パキスタン 連邦捜査庁関連施設にかかる施設計画調査(防御設計) 2014/7/23 2014/9/3 株式会社山下設計
ヨルダン エネルギーセクターマスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(系統計画) 2014/6/18 2014/8/27 中部電力株式会社
ヨルダン エネルギーセクターマスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(電源開発計画) 2014/6/18 2014/8/27 中部電力株式会社
ベトナム ロンアン省環境配慮型工業団地関連事業(工業団地運営支援業務)【有償勘定技術支援】 2014/6/25 2014/8/27 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
セネガル 教育環境改善プロジェクトフェーズ２(算数補助教材作成) 2014/6/25 2014/8/27 株式会社アイリンク
ブルキナファソ 初等教育・理数科現職教員研修改善プロジェクトフェーズ２（理数科指導案作成支援） 2014/7/2 2014/8/27 株式会社アイリンク
ケニア ジェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト(チーフアドバイザー業務／農業普及におけるジェンダー主流化) 2014/7/2 2014/8/27 グローバルリンクマネージメント株式会社
タイ 結核症撲滅に向けた宿主と菌のゲノム情報の統合的活用プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/7/2 2014/8/27 海外貨物検査株式会社
バングラデシュ 住民参加による統合水資源開発のための能力向上プロジェクト(組織育成強化）【有償勘定技術支援】 2014/7/9 2014/8/27 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終了時評価調査(評価分析) 2014/7/24 2014/8/27 特定非営利活動法人HANDS
インドネシア 地球規模飛行オオコウモリを対象とした狂犬病及び関連ウイルスの網羅的解析とその防圧研究プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/7/16 2014/8/27 久心コンサルタント株式会社
ハイチ 農業技術研修コースプロジェクトフェーズ２　詳細計画策定調査(評価分析) 2014/7/16 2014/8/27 株式会社コーエイ総合研究所
ブータン 国家地理空間情報作成プロジェクト詳細計画策定調査(組織強化・人材育成計画/利活用促進計画) 2014/7/16 2014/8/27 一般社団法人国際建設技術協会
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終了時評価調査(評価分析) 2014/7/16 2014/8/27 グローバルリンクマネージメント株式会社
ザンビア 農村振興能力向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/7/16 2014/8/27 水産エンジニアリング株式会社
ブラジル 統合自然災害リスク管理国家戦略プロジェクト(土砂災害警戒基準設定 2014/7/16 2014/8/27 国際航業株式会社
パレスチナ 理科教育における生徒中心型教育普及プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/7/23 2014/8/27 グローバルリンクマネージメント株式会社
エチオピア 一村一品促進プロジェクト専門家派遣（チーフアドバイザー/OVOP促進）（第3年次） 2014/8/6 2014/8/27 Bridge and Associates Consulting合同会社
エルサルバドル 貝類養殖技術向上・普及プロジェクト(マーケティング) 2014/6/18 2014/8/20 パナソニックエクセルインターナショナル株式会社
セルビア 持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/6/25 2014/8/20 合同会社適材適所
アジア地域 平成26年度道路・橋梁分野技術協力プロジェクト詳細計画策定調査・中間レビュー調査(評価分析) 2014/6/25 2014/8/20 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
パプアニューギニア レイ－ナザブ都市開発計画プロジェクト詳細計画策定調査(都市計画) 2014/7/2 2014/8/20 一般財団法人日本開発構想研究所
パプアニューギニア レイ－ナザブ都市開発計画プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2014/7/2 2014/8/20 株式会社生活工房do
アジア地域 2014年度民間セクター開発分野技術協力プロジェクト終了時評価調査（グループ1）(評価分析) 2014/7/2 2014/8/20 合同会社適材適所
タンザニア ＨＩＶ／エイズサービスのための保健システム強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/7/2 2014/8/20 株式会社ジャパンソフトテックコンサルタンツ
北米・中南米地域 中米・カリブ地域生活改善広域アドバイザー業務 2014/7/2 2014/8/20 有限会社アールディーアイ
ケニア 第三国研修　陸域観測技術衛星（ALOS：和名だいち）を活用したアフリカ地域の地形図作成在外研修(ALOSを使った地図作成指導) 2014/7/9 2014/8/20 一般社団法人国際建設技術協会
ケニア 第三国研修　GIS応用セミナー在外研修(GIS指導) 2014/7/9 2014/8/20 国際航業株式会社
タイ 要援護高齢者等のための介護サービス開発プロジェクト(高齢者介護サービスモニタリング) 2014/6/11 2014/8/13 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
ボスニア・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(観光商品開発) 2014/6/18 2014/8/13 株式会社黒田設計室
タイ 次世代の食糧安全保障のための養殖技術研究開発中間レビュー調査(評価分析） 2014/7/2 2014/8/13 株式会社レックス・インターナショナル
カンボジア 淡水養殖改善・普及プロジェクトフェーズ2終了時評価調査(評価分析) 2014/7/2 2014/8/13 合同会社適材適所
ペルー 森林管理事業(森林保全) 2014/4/16 2014/8/6 日本工営株式会社
ベトナム 薬剤耐性細菌発生機構の解明と対策モデルの開発中間レビュー調査(評価分析) 2014/5/8 2014/8/6 株式会社日本開発サービス
セーシェル 離島マイクログリッド開発マスタープラン策定支援プロジェクト　詳細計画策定調査(系統計画/離島マイクログリッド) 2014/5/28 2014/8/6 株式会社沖縄エネテック
ベトナム 在来ブタ資源の遺伝子バンクの設立と多様性維持が可能な持続的生産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） 2014/6/4 2014/8/6 株式会社レックス・インターナショナル
パキスタン インダス・ハイウェイ建設事業（III)にかかる事業実施促進業務(道路施工)【有償勘定技術支援】 2014/6/4 2014/8/6 株式会社アンジェロセック
パキスタン インダス・ハイウェイ建設事業（III)にかかる事業実施促進業務(橋梁等構造物施工)【有償勘定技術支援】 2014/6/4 2014/8/6 株式会社アンジェロセック
メキシコ プラスチック成形技術人材育成プロジェクト 終了時評価調査(評価分析) 2014/6/11 2014/8/6 有限会社アイエムジー
カンボジア 政府統計能力向上プロジェクトフェーズ3終了時評価調査(評価分析) 2014/6/18 2014/8/6 有限会社アイエムジー
ラオス 母子保健人材開発プロジェクト（看護業務状況調査（４中央病院）） 2014/6/18 2014/8/6 株式会社タック・インターナショナル
エチオピア 付加価値型森林コーヒー生産・販売促進プロジェクト(海外マーケティング) 2014/6/18 2014/8/6 株式会社アフィニティー・ジャパン
ミクロネシア 漁業訓練計画フォローアップ調査(機材計画／積算) 2014/6/18 2014/8/6 水産エンジニアリング株式会社
ヨルダン エネルギーセクターマスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(財務分析) 2014/6/18 2014/8/6 合同会社石黒アソシエイツ
ヨルダン エネルギーセクターマスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2014/6/18 2014/8/6 アイ・シー・ネット株式会社
ナイジェリア 「連邦首都圏統合的廃棄物管理プロジェクト」詳細計画策定調査（廃棄物管理/評価分析） 2014/6/18 2014/8/6 八千代エンジニヤリング株式会社
スリランカ 安全な土地活用/保全を通じた防災主流化のための地理空間データベース能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(組織強化・人材育成計画/機材計画) 2014/6/18 2014/8/6 パシフィックコンサルタンツ株式会社
エルサルバドル 中小零細企業の経営・品質・生産性向上支援能力強化プロジェクト　詳細計画策定調査(評価分析) 2014/6/18 2014/8/6 佐野総合企画株式会社
インドネシア 家畜衛生ラボ能力向上プロジェクト(実験施設維持管理） 2014/6/25 2014/8/6 株式会社日本設計インターナショナル
フィリピン アフリカ稲作農業普及研修（第三国研修）　終了時評価調査（評価分析） 2014/6/25 2014/8/6 グローバルリンクマネージメント株式会社
東ティモール 東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/6/25 2014/8/6 合同会社適材適所
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終了時評価調査(評価分析) 2014/5/8 2014/7/30 株式会社サステイナブル
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画策定能力強化プロジェクト（水利用者委員会強化支援） 2014/6/12 2014/7/30 有限会社アルファコンサルタンシー
タジキスタン アフガニスタン・タジキスタン国境バダフシャーン地域における農村開発プロジェクト(ファシリテーション技術指導) 2014/5/21 2014/7/30 特定非営利活動法人ソムニード
タンザニア 中央鉄道洪水対策事業準備調査（その１）（鉄道改修計画） 2014/6/4 2014/7/30 株式会社パデコ
ケニア 結核対策アドバイザー業務 2014/6/4 2014/7/30 公益財団法人結核予防会
メキシコ 日系自動車産業集積地帯における官民学連携型人材育成プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析／技術教育） 2014/6/4 2014/7/30 株式会社アイコンズ
ケニア 小規模園芸農民組織強化･振興ユニットプロジェクト 農村インフラ（土のうを利用した農道整備） 2014/6/11 2014/7/30 特定非営利活動法人道普請人
パプアニューギニア 小規模稲作振興プロジェクト（フェーズ２）終了時評価調査（評価分析） 2014/6/11 2014/7/30 株式会社ジャパンソフトテックコンサルタンツ
ナミビア 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(SATREPS)中間レビュー調査(評価分析) 2014/6/11 2014/7/30 中央開発株式会社
ニカラグア チョンタレス県およびRAAS4市における女性の安全な妊娠および出産のための保健サービス強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/6/11 2014/7/30 グローバルリンクマネージメント株式会社
イラク クルド地域園芸技術改善・普及プロジェクト（園芸作物生産） 2014/6/18 2014/7/30 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
スリランカ 安全な土地活用/保全を通じた防災主流化のための地理空間データベース能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(DEM作成計画/利活用促進計画) 2014/6/18 2014/7/30 国際航業株式会社
グアテマラ クリーン・エネルギーによる北部村落再生活動促進計画終了時レビュー調査(評価分析) 2014/6/18 2014/7/30 中央開発株式会社
マラウイ シレ川中流域における農民による流域保全活動推進プロジェクト(普及戦略) 2014/5/8 2014/7/23 株式会社日本開発サービス
ラオス 南部メコン川沿岸地域参加型灌漑農業振興プロジェクト（営農） 2014/5/8 2014/7/23 公益社団法人国際農林業協働協会

6/9



業務実施契約（単独型）
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

エチオピア 都市給水に係る情報収集・確認調査（地下水開発） 2014/5/8 2014/7/23 株式会社地球システム科学
カンボジア 流域水資源利用プロジェクト（気象・水文観測網の改善・強化支援） 2014/5/21 2014/7/23 児玉 正行
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終了時評価調査(評価分析) 2014/5/21 2014/7/23 A&Mコンサルタント有限会社
南アジア地域 南アジア4カ国（バングラデシュ、ネパール、スリランカ、インド）における円借款事業形成・実施促進業務【有償勘定技術支援】 2014/5/28 2014/7/23 有限会社めなむアドバイザリー
全世界 平成26年度マイクロファイナンス関連分野　課題対応力強化のための情報収集等支援業務（マイクロファイナンス） 2014/5/21 2014/7/23 特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパン
フィリピン パッシグ河予警報システム事業復旧支援プロジェクト詳細計画策定調査(電気通信)【有償勘定技術支援】 2014/5/28 2014/7/23 進士 悦行
ベトナム 母子健康手帳全国展開プロジェクト(母子健康手帳増刷のための資金調達調整) 2014/6/4 2014/7/23 特定非営利活動法人HANDS
ナイジェリア 電力マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(系統計画) 2014/6/12 2014/7/23 瀬戸 寛仁
カンボジア 円借款案件実施促進【有償勘定技術支援】 2014/5/28 2014/7/23 株式会社レデス
インドネシア インドネシアにおける地熱発電の大幅促進を目指した蒸気スポット検出と持続的資源利用の技術開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/6/4 2014/7/23 インテムコンサルティング株式会社
ベトナム 法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２終了時評価調査(評価分析） 2014/6/4 2014/7/23 アイ・シー・ネット株式会社
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終了時評価調査（評価分析） 2014/6/4 2014/7/23 有限会社アイエムジー
ミャンマー 教育政策アドバイザー業務（教育政策アドバイザー） 2014/6/4 2014/7/23 株式会社国際開発センター
ベトナム 流域水環境管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(環境管理) 2014/6/4 2014/7/23 日本工営株式会社
エジプト 水管理移管強化プロジェクト（水管理移管に係る研修プログラム実施支援） 2014/6/11 2014/7/23 国際耕種株式会社
タンザニア 中央鉄道洪水対策事業準備調査（その１）（河川調査） 2014/6/4 2014/7/23 日本工営株式会社
ラオス 水道公社事業管理能力向上プロジェクト(無収水管理) 2014/6/4 2014/7/23 東京水道インターナショナル株式会社
メキシコ 日系自動車産業集積地帯における官民学連携型人材育成プロジェクト詳細計画策定調査（自動車産業人材ニーズ分析） 2014/6/4 2014/7/23 有限会社アイエムジー
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（SATREPS）中間レビュー調査（評価分析） 2014/6/11 2014/7/23 株式会社コーエイ総合研究所
ウガンダ 産業人材育成体制強化支援プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/6/11 2014/7/23 株式会社タック・インターナショナル
ニジェール みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/6/11 2014/7/23 阿部 久美子
ベトナム 高効率燃料電池と再生バイオガスを融合させた地域内エネルギー循環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) 2014/6/11 2014/7/23 株式会社アイコンズ
中華人民共和国 環境にやさしい社会構築プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/6/11 2014/7/23 株式会社国際開発センター
スリランカ 紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト（教材作成支援・コミュニティ開発） 2014/5/28 2014/7/16 ビコーズインスチチュート株式会社
カザフスタン 生産・品質管理 2014/5/21 2014/7/16 株式会社ケイディーテック
ニカラグア 産業振興アドバイザー業務（水産業/漁業資源管理） 2014/5/21 2014/7/16 OAFIC株式会社
中華人民共和国 黄土高原林業新技術推進普及プロジェクト(林業技術) 2014/5/28 2014/7/16 一般社団法人海外林業コンサルタンツ協会
ベトナム 持続可能な地域農業・バイオマス産業の融合プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/5/28 2014/7/16 合同会社適材適所
ミャンマー 円借款債務管理能力向上支援【有償勘定技術支援】 2014/5/28 2014/7/16 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
バングラデシュ ITEEマネジメント能力向上プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/5/28 2014/7/16 オクタヴィアジャパン株式会社
フィリピン パッシグ河予警報システム事業復旧支援プロジェクト詳細計画策定調査(洪水予警報)【有償勘定技術支援】 2014/5/28 2014/7/16 株式会社建設技研インターナショナル
フィリピン パッシグ河予警報システム事業復旧支援プロジェクト詳細計画策定調査(調達計画／積算）【有償勘定技術支援】 2014/5/28 2014/7/16 株式会社建設技研インターナショナル
スリランカ 紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト（研修実施体制強化） 2014/5/28 2014/7/16 株式会社アルメックVPI
エチオピア 品質・生産性向上（カイゼン）普及能力開発プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/6/4 2014/7/16 有限会社アイエムジー
アフリカ地域 平成26年度道路・橋梁分野技術協力プロジェクト詳細計画策定調査・中間レビュー調査・終了時評価調査(評価分析) 2014/6/4 2014/7/16 株式会社アンジェロセック
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」フォローアップ協力(電源・空調機材据付指導) 2014/5/14 2014/7/9 株式会社パンテル・インターナショナル
バヌアツ 豊かな前浜プロジェクトフェーズ２　終了時評価調査（評価分析） 2014/5/21 2014/7/9 株式会社日本経済研究所
フィリピン バンサモロ包括的能力向上プロジェクト（人事情報システム改訂指導） 2014/5/21 2014/7/9 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力
トルコ イェニカプ駅周辺開発計画プロジェクト詳細計画策定調査(都市計画/都市交通/組織分析) 2014/5/21 2014/7/9 株式会社アルメックVPI
タンザニア コメ振興支援計画プロジェクト（マーケティング） 2014/5/28 2014/7/9 株式会社タスクアソシエーツ
ラオス 南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト(水産技術普及) 2014/5/28 2014/7/9 株式会社国際水産技術開発
セーシェル 離島マイクログリッド開発マスタープラン策定支援プロジェクト　詳細計画策定調査(電源開発計画) 2014/5/28 2014/7/9 株式会社エネルギー環境研究所
マラウイ 電力開発計画アドバイザー業務 2014/5/28 2014/7/9 株式会社日本開発サービス
ベトナム 国家生物多様性データベースシステム開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/5/28 2014/7/9 佐野総合企画株式会社
ナイジェリア 電力マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査　（電源開発計画） 2014/5/28 2014/7/9 八千代エンジニヤリング株式会社
マダガスカル 農業セクター基礎情報収集・確認調査（農業プログラム策定／農民組織） 2014/3/12 2014/7/2 株式会社三祐コンサルタンツ
ミャンマー 開発政策借款にかかる政策アドバイザー業務 2014/4/9 2014/7/2 大橋 堅一
コロンビア 一村一品（OVOP)コロンビア推進プロジェクト(チーフアドバイザー業務/地域開発) 2014/4/16 2014/7/2 アイ・シー・ネット株式会社
モンゴル モンゴル日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（経営指導） 2014/4/23 2014/7/2 株式会社MSCインターナショナル
マダガスカル ムララノクロム総合環境保全・農村開発促進手法開発プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/5/8 2014/7/2 株式会社国際開発アソシエイツ
ガーナ 農業民間投資に向けたアグリビジネス能力強化支援業務 2014/5/14 2014/7/2 有限会社アイエムジー
インドネシア ジャカルタ特別州水関連問題改善のための能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(下水道計画) 2014/5/8 2014/7/2 日本工営株式会社
モザンビーク 気象レーダー・高層気象観測システム管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/4/23 2014/7/2 株式会社レデス
ケニア （科学技術）黄熱病およびリフトバレー熱に対する迅速診断法の開発とそのアウトブレイク警戒システムの構築プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/5/8 2014/7/2 A&Mコンサルタント有限会社
ベトナム 高危険度病原体に係るバイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェクト（実験施設及び機材維持管理） 2014/5/14 2014/7/2 須賀工業株式会社
ウズベキスタン ナボイ州総合医療センター機材計画第一次準備調査(機材計画) 2014/5/14 2014/7/2 株式会社国際テクノ・センター
フィリピン バンサモロ包括的能力向上プロジェクト（クイック・インパクト・プロジェクト（QIP）事業計画策定・実施支援（施設設計）） 2014/5/21 2014/7/2 海外貨物検査株式会社
東ティモール マナツト県灌漑稲作プロジェクトフェーズ2（コメ流通販売） 2014/5/21 2014/7/2 株式会社タスクアソシエーツ
トルコ イェニカプ駅周辺開発計画プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮) 2014/5/21 2014/7/2 イー・アール・エム日本株式会社
ウガンダ アチョリ地域コミュニティ開発計画策定能力強化プロジェクト（調達能力強化支援） 2014/5/21 2014/7/2 海外開発コンサルタントSPW株式会社
キルギス 輸出のための野菜種子生産振興プロジェクト(研修運営管理) 2014/5/21 2014/7/2 株式会社VSOC
パキスタン 円借款事業実施促進【有償勘定技術支援】 2014/5/8 2014/6/25 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
カメルーン 熱帯雨林地域陸稲振興プロジェクト（市場調査） 2014/5/14 2014/6/25 有限会社アールディーアイ
モロッコ アブダ・ドゥカラ灌漑地域における灌漑システム向上プロジェクト（水管理計画）【有償勘定技術支援】 2014/5/14 2014/6/25 有限会社コンサルタント・マクロ
タンザニア 援助協調を通じた運輸・交通セクター政策支援【有償勘定技術支援】 2014/4/16 2014/6/18 株式会社国際開発アソシエイツ
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(水土保全) 2014/4/23 2014/6/18 国際航業株式会社
ニカラグア 農牧分野職業訓練改善プロジェクト(教材作成) 2014/4/23 2014/6/18 OAFIC株式会社
エチオピア 都市給水に係る情報収集・確認調査（都市給水施設） 2014/5/8 2014/6/18 株式会社日水コン
エチオピア 都市給水に係る情報収集・確認調査（組織体制・経営財務分析） 2014/5/8 2014/6/18 株式会社日水コン
マラウイ 持続可能な土地管理促進プロジェクト（土壌調査・試験計画） 2014/4/23 2014/6/11 株式会社環境総合テクノス
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終了時評価調査（評価分析） 2014/4/9 2014/6/11 グローバルリンクマネージメント株式会社

7/9



業務実施契約（単独型）
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

カンボジア 海産種苗生産技術（魚類防疫） 2014/4/16 2014/6/11 インテムコンサルティング株式会社
パキスタン 送変電設備維持管理研修能力強化支援プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/4/23 2014/6/11 国際航業株式会社
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（評価分析） 2014/4/16 2014/6/11 株式会社地域計画連合
フィリピン 海上法執行実務能力強化プロジェクト（海事人材育成（訓練サイクル形成支援）） 2014/4/16 2014/6/11 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終了時評価調査（評価分析） 2014/4/16 2014/6/11 株式会社日本開発サービス
バングラデシュ 橋梁維持管理プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) 2014/4/16 2014/6/11 株式会社アンジェロセック
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中間レビュー調査(評価分析) 2014/4/16 2014/6/11 アイ・シー・ネット株式会社
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） 2014/4/16 2014/6/11 イー・アール・エム日本株式会社
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　詳細計画策定調査（鉱山情報） 2014/4/23 2014/6/11 住鉱資源開発株式会社
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　詳細計画策定調査（評価分析） 2014/4/23 2014/6/11 合同会社適材適所
コンゴ民主共和国 保健人材開発支援プロジェクトフェーズ2（中級保健人材養成校運営管理） 2014/4/23 2014/6/11 アイ・シー・ネット株式会社
イラク クルド地域園芸技術改善・普及プロジェクト（普及（園芸作物）） 2014/4/23 2014/6/11 松田 明
ギニア 水産行政アドバイザー業務（水産開発） 2014/4/23 2014/6/11 インテムコンサルティング株式会社
ギニア 農業開発管理アドバイザー業務（農業開発） 2014/4/23 2014/6/11 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション
エチオピア 一村一品促進プロジェクト（経営管理/マーケティング） 2014/5/8 2014/6/11 株式会社トラスパイア
コンゴ民主共和国 国立職業訓練校能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析/産業動向) 2014/5/8 2014/6/11 株式会社アイコンズ
ホンジュラス 地方開発のための自治体能力強化プロジェクト(生活改善・村落開発) 2014/4/9 2014/6/4 特定非営利活動法人国際農民参加型技術ネットワーク
ホンジュラス 地方開発のための自治体能力強化プロジェクト(公共事業管理) 2014/4/9 2014/6/4 一般財団法人国際開発機構
ホンジュラス 地方開発のための自治体能力強化プロジェクト中間レビュー(評価分析） 2014/4/9 2014/6/4 アイ・シー・ネット株式会社
インド マディヤ・プラデシュ州大豆増産プロジェクト（病虫害管理） 2014/4/9 2014/6/4 アイ・シー・ネット株式会社
ガーナ アッパーウエスト州地域保健機能を活用した妊産婦・新生児保健サービス改善プロジェクト/アッパーウエスト州母子保健サービス強化プログラム中間レビュー調査（評価分析） 2014/4/9 2014/6/4 株式会社VSOC
ウガンダ コメ振興プロジェクト中間レビュー（評価分析） 2014/4/16 2014/6/4 株式会社国際開発アソシエイツ
モンゴル ウランバートル市マスタープラン計画・実施能力改善プロジェクト詳細計画策定調査(都市・地域経営) 2014/4/16 2014/6/4 一般財団法人日本開発構想研究所
バングラデシュ 円借款事業実施促進【有償勘定技術支援】 2014/4/16 2014/6/4 OPMAC株式会社
グアテマラ 地方自治体能力強化プロジェクト(参加型開発) 2014/4/16 2014/6/4 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 アフリカ水資源開発・給水施設改善のための情報収集・案件形成調査（水資源開発・給水施設） 2014/4/9 2014/5/28 株式会社ソーワコンサルタント
コンゴ民主共和国 職業訓練アドバイザー業務 2014/4/9 2014/5/28 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
モザンビーク 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） 2014/4/9 2014/5/28 株式会社アイコンズ
タイ メコン地域人身取引対策ケースマネージャー能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/4/9 2014/5/28 アイ・シー・ネット株式会社
マラウイ リロングウェ市都市計画・開発管理にかかる人材強化プロジェクト（都市施設（パイロットプロジェクト）） 2014/3/5 ○ 2014/5/21 株式会社ランテックジャパン
トルコ 東部黒海地域開発庁能力強化向上プロジェクト（農山村部廃棄物管理調査） 2014/3/19 2014/5/21 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
ミャンマー 基礎教育改善アドバイザー運営指導調査（教育政策分析） 2014/3/26 2014/5/21 株式会社国際開発センター
アフリカ地域 HIVエイズ対策のモニタリング評価システムと実施の強化(保健人材育成・研修管理) 2014/3/26 2014/5/21 株式会社国際テクノ・センター
ホンジュラス 「国家保健モデル」に基づくプライマリーヘルス体制強化プロジェクト（地域保健/研修計画業務） 2014/3/26 2014/5/21 有限会社エストレージャ
ケニア 小規模園芸農民組織強化･振興ユニットプロジェクト（ジェンダー主流化） 2014/3/26 2014/5/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
コモロ 国立水産学校能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/3/26 2014/5/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
マダガスカル 北西部マジュンガ地区ティラピア養殖普及を通じた村落開発プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/3/26 2014/5/21 株式会社レックス・インターナショナル
ミャンマー 中央乾燥地における小規模養殖普及による住民の生計向上プロジェクト（社会経済調査） 2014/3/26 2014/5/21 アイ・シー・ネット株式会社
モザンビーク ショクエ灌漑地区稲作生産性向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/4/2 2014/5/21 水産エンジニアリング株式会社
モザンビーク ザンベジア州ナンテ地区稲作生産性向上のための技術改善プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/4/2 2014/5/21 中央開発株式会社
マラウイ 持続可能な土地管理促進プロジェクト（チーフアドバイザー/普及） 2014/4/2 2014/5/21 A&Mコンサルタント有限会社
マラウイ 持続可能な土地管理促進プロジェクト（施肥・圃場管理） 2014/4/2 2014/5/21 一般社団法人海外農業開発協会
パキスタン パンジャブ州上下水道管理能力強化プロジェクト第二次詳細計画策定調査（上水道計画） 2014/4/9 2014/5/21 株式会社ソーワコンサルタント
パキスタン パンジャブ州上下水道管理能力強化プロジェクト第二次詳細計画策定調査(下水道計画(汚水、雨水) 2014/4/9 2014/5/21 株式会社建設技研インターナショナル
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中間レビュー調査（評価分析） 2014/4/9 2014/5/21 佐野総合企画株式会社
スリランカ 紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト(教材開発・指導者研修) 2014/4/9 2014/5/21 ビコーズインスチチュート株式会社
ガボン （科学技術協力）野生生物と人間の共生を通じた熱帯雨林の生物多様性保全プロジェクト終了時評価（エコツアー手法評価） 2014/3/5 2014/5/14 一般社団法人エコロジック
インドネシア 保全地域における生態系保全のための荒廃地回復能力向上プロジェクト(チーフアドバイザー業務) 2014/3/12 2014/5/14 宮川 秀樹
アンゴラ ジョシナ・マシェル病院及びその他保健機関の人材育成と一次医療の再活性化を通じた保健システム強化計画(母子健康手帳活用促進) 2014/3/5 2014/5/14 特定非営利活動法人HANDS
ジンバブエ 母子栄養管理強化プロジェクト(母子栄養管理強化) 2014/3/26 2014/5/14 株式会社ティーエーネットワーキング
モザンビーク 道路事業実施監理【有償勘定技術支援】 2014/4/2 2014/5/14 株式会社レデス
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中間レビュー調査（評価分析） 2014/4/2 2014/5/14 株式会社コーエイ総合研究所
ジブチ ラジオ・テレビ放送局（RTD）に対するテレビ番組制作技術指導（第2年次） 2015/4/15 2014/5/14 松本 ちあき
ウガンダ 北部地域復興支援プログラム中間レビュー調査（評価分析） 2014/3/5 2014/5/9 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
エチオピア 付加価値型森林コーヒー生産・販売促進プロジェクト(コーヒー認証) 2014/3/19 2014/5/9 高橋 康夫
アフリカ地域 HIVエイズ対策のモニタリング評価システムと実施の強化(モニタリング評価能力強化) 2014/3/26 2014/5/9 小杉　大輔
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終了時評価調査(評価分析) 2014/3/26 2014/5/9 株式会社VSOC
ラオス 母子保健統合サービス強化プロジェクト（チーフアドバイザー業務） 2014/3/26 2014/5/9 株式会社ティーエーネットワーキング
ケニア コミュニティヘルス戦略強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析） 2014/3/19 2014/4/30 株式会社アイコンズ
東ティモール 産業政策アドバイザー業務 2014/3/5 2014/4/30 アイ・シー・ネット株式会社
ボリビア ポトシ県南西部基礎サービスインフラ整備のためのコミュニティ支援プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/3/12 2014/4/30 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
ベトナム メコンデルタ地域における効果的農業手法・普及システム改善プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/4/1 ○ 2014/4/30 モエ・コンサルティング有限会社
コートジボワール 有望産業振興政策支援プロジェクト詳細計画策定調査　（産業セクター分析（アグロ・インダストリ―） 2014/3/12 2014/4/30 有限会社アイエムジー
ナイジェリア 連邦首都地区無収水率削減プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/3/12 2014/4/30 株式会社国際開発アソシエイツ
マダガスカル 農業セクター基礎情報収集・確認調査（灌漑施設・流域管理） 2014/3/12 2014/4/30 株式会社三祐コンサルタンツ
モンゴル 資本市場監督機関の能力向上支援プロジェクト 詳細計画策定調査（評価分析） 2014/3/19 2014/4/30 有限会社アイエムジー
ケニア 再生可能エネルギーによる地方電化推進のための人材育成プロジェクト(太陽光発電教育・研修） 2014/3/19 2014/4/30 有限会社ジオプラス
ケニア 再生可能エネルギーによる地方電化推進のための人材育成プロジェクト(再生可能エネルギー研修計画） 2014/3/19 2014/4/30 株式会社エネルギー環境研究所
アフリカ地域 西アフリカ学校運営改善への課題対応力強化(住民参加型学校運営改善） 2014/3/19 2014/4/30 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
ブルキナファソ 初等教育・理数科現職教員研修改善プロジェクトフェーズ２（理数科指導案作成支援） 2014/3/19 2014/4/30 株式会社アイリンク
モロッコ アブダ・ドゥカラ灌漑地域における灌漑システム向上プロジェクト（営農） 2014/3/19 2014/4/30 A&Mコンサルタント有限会社
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業務実施契約（単独型）
国名 案件名 公示日／再公示日 再公示の有無 選定結果HP公表 契約相手方01

キルギス キルギス共和国日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（平成26年度）(生産・品質管理） 2014/3/19 2014/4/30 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
キルギス キルギス共和国日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（平成26年度）(人的資源管理) 2014/3/19 2014/4/30 ライジングコンサルタンツ株式会社
バングラデシュ 顧みられない熱帯病対策－特にカラ・アザールの診断体制の確立とベクター対策研究プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/3/19 2014/4/30 株式会社日本開発サービス
モルディブ 漁業振興に向けた持続的な水産資源活用マスタープラン詳細計画策定プロジェクト（水産セクター開発） 2014/3/19 2014/4/30 株式会社国際水産技術開発
モルディブ 漁業振興に向けた持続的な水産資源活用マスタープラン詳細計画策定プロジェクト（評価分析） 2014/3/19 2014/4/30 アイ・シー・ネット株式会社
エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロジェクト（種子品質管理） 2014/3/26 2014/4/30 日本工営株式会社
スリランカ インフラセクター事業形成・実施促進アドバイザー業務【有償勘定技術支援】 2014/3/26 2014/4/30 有限会社ディー・ピー・エム・コンサルティング
シエラレオネ 中学校理数科教育の質向上プロジェクト(理数科教材開発） 2014/2/19 2014/4/23 アイ・シー・ネット株式会社
ギニア 都市水道局能力強化（送配水施設維持管理） 2014/2/26 2014/4/23 日本テクノ株式会社
カンボジア 海産種苗生産技術 2014/2/26 2014/4/23 株式会社国際水産技術開発
タンザニア 保健人材開発強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/3/12 2014/4/23 グローバルリンクマネージメント株式会社
ニカラグア 社会経済開発協力に係る情報収集・確認調査(ケース・スタディ) 2014/3/5 2014/4/23 株式会社日本開発サービス
ベトナム 高速道路建設事業従事者養成能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析） 2014/3/12 2014/4/23 株式会社日本開発サービス
パラグアイ イグアス湖流域総合管理体制強化プロジェクト（プラットフォーム形成支援） 2014/3/12 2014/4/23 有限会社アールディーアイ
イラク クルド地域園芸技術改善・普及プロジェクト（園芸作物生産（野菜／施設栽培）） 2014/3/12 2014/4/23 国際耕種株式会社
コートジボワール 有望産業振興政策支援プロジェクト詳細計画策定調査（産業セクター分析（構造化産業）） 2014/3/12 2014/4/23 ユニコインターナショナル株式会社
ベナン 内水面養殖普及プロジェクト延長フェーズ終了時評価調査（評価分析） 2014/3/12 2014/4/23 株式会社アイコンズ
キルギス キルギス共和国日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（平成26年度）(マーケティング) 2014/3/12 2014/4/23 株式会社日本開発サービス
キルギス キルギス共和国日本人材開発センター・ビジネス人材育成プロジェクト（平成26年度）(ビジネスコース運営管理) 2014/3/12 2014/4/23 株式会社日本開発サービス
ナイジェリア 連邦首都地区無収水率削減プロジェクト詳細計画策定調査（無収水対策） 2014/3/12 2014/4/23 株式会社ソーワコンサルタント
タジキスタン アフガニスタン・タジキスタン国境バダフシャン地域における農村開発プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/3/12 2014/4/23 株式会社国際開発ソリューションズ
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（チーフアドバイザー業務／政策・研修計画） 2014/3/12 2014/4/23 株式会社アイコンズ
ネパール 農業開発アドバイザー業務 2014/2/19 2014/4/16 株式会社コーエイ総合研究所
キューバ 官民連携（医療機器分野） 2014/3/5 ○ 2014/4/16 有限会社エストレージャ
ネパール 円借款事業実施促進業務【有償勘定技術支援】 2014/2/26 2014/4/16 OPMAC株式会社
マレーシア （科学技術）アジア地域の低炭素社会シナリオの開発プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/2/19 2014/4/16 水産エンジニアリング株式会社
エジプト 大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/2/26 2014/4/16 佐野総合企画株式会社
中華人民共和国 四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト(治山測量設計) 2014/2/26 2014/4/16 株式会社森林テクニクス
パプアニューギニア 小規模稲作振興プロジェクト（フェーズ２）（教材・広報資料作成） 2014/2/26 2014/4/16 アイ・シー・ネット株式会社
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終了時評価調査（評価分析） 2014/3/5 2014/4/16 システム科学コンサルタンツ株式会社
アルジェリア サハラを起点とするソーラーブリーダー研究開発中間レビュー調査(評価分析) 2014/3/5 2014/4/16 株式会社アイコンズ
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詳細計画策定調査（評価分析） 2014/3/5 2014/4/16 株式会社トラスパイア
メキシコ 自動車産業基盤整備プロジェクト中間レビュー調査(評価分析) 2014/3/5 2014/4/16 有限会社アイエムジー
アンゴラ ジョシナ・マシェル病院及びその他保健機関の人材育成と一次医療の再活性化を通じた保健システム強化計画(連携促進/モニタリング評価) 2014/3/5 2014/4/16 特定非営利活動法人HANDS
アンゴラ ジョシナ・マシェル病院及びその他保健機関の人材育成と一次医療の再活性化を通じた保健システム強化計画(教材開発/スーパービジョン) 2014/3/5 2014/4/16 特定非営利活動法人HANDS
欧州地域 円借款事業実施促進支援業務【有償勘定技術支援】 2014/2/19 2014/4/16 瀬山 修平
東ティモール 道路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） 2014/2/12 2014/4/16 国際航業株式会社
ラオス 道路維持管理能力強化プロジェクト中間レビュー調査（評価分析） 2014/2/5 2014/4/9 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 低炭素化型開発のためのキャパシティ・デベロップメント支援プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析） 2014/2/26 2014/4/9 合同会社適材適所
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（持続的農業技術普及） 2014/2/26 2014/4/9 株式会社日本開発サービス
パプアニューギニア 小規模稲作振興プロジェクト（フェーズ２）（機械精米サービス） 2014/2/26 2014/4/9 海外貨物検査株式会社
ブータン 地方行政支援プロジェクトフェーズ3終了時評価調査及び後継プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析（詳細計画策定）） 2014/2/26 2014/4/9 株式会社国際開発センター
ブータン 地方行政支援プロジェクトフェーズ3終了時評価調査及び後継プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析（終了時評価）） 2014/2/26 2014/4/9 アイ・シー・ネット株式会社
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（営農／種子生産） 2014/1/22 2014/4/9 一般社団法人海外農業開発協会
ベトナム 農民組織機能強化プロジェクトフェーズ2中間レビュー調査(評価分析） 2014/2/5 2014/4/2 合同会社適材適所
カンボジア プノンペン都下水・排水改善プロジェクト詳細計画策定調査(下水道計画(汚水、雨水) 2014/2/12 2014/4/2 株式会社建設技研インターナショナル
スリランカ 紛争影響地域における帰還民を対象とした生計向上支援(第３年次) 2014/2/26 2014/4/2 公益社団法人青年海外協力協会
ニカラグア 水質保全に係る情報収集・確認調査(水質管理) 2014/2/26 2014/4/2 株式会社テクノ中部
パレスチナ ヨルダン渓谷高付加価値型農業普及改善プロジェクト終了時評価調査(評価分析) 2014/2/26 2014/4/2 株式会社サステイナブル
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