
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

パプアニューギニア 理数科教育の質の改善プロジェクト 2015/12/24 2016/3/30 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社パデコ
全世界 2016年度水資源グループ技術協力プロジェクト中間レビュー及び終了時評価 2016/1/6 2016/3/30 グローバルリンクマネージメント株式会社
フィリピン マニラ首都圏における災害に対する公共インフラ強靭化のための損害保険活用に係る情報収集・確認調査 2016/1/13 2016/3/30 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 国際航業株式会社
カンボジア 第四次プノンペン都洪水防御・排水改善計画準備調査 2016/1/20 2016/3/30 株式会社建設技研インターナショナル
フィリピン マニラ西首都圏下水にかかる情報収集・確認調査 2015/12/16 2016/3/23 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
ベトナム 総合防災情報システムを用いた緊急時における効果的ダム運用及び洪水管理計画準備調査 2015/12/24 ○ 2016/3/23 一般財団法人河川情報センター 独立行政法人水資源機構 株式会社建設技術研究所
エルサルバドル オロメガ湖・ホコタル湖統合的湿地管理プロジェクト 2015/12/24 2016/3/23 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
インド 高速鉄道に係る制度整備支援プロジェクト 2016/1/6 2016/3/23 日本コンサルタンツ株式会社
ベトナム ゲアン省農業振興開発計画策定支援プロジェクト 2016/1/6 2016/3/23 NTCインターナショナル株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
ベトナム ニャチャン海洋養殖研究開発センター建設計画フォローアップ協力（調査） 2016/1/6 2016/3/23 OAFIC株式会社
インド グジャラート州系統安定化事業に係る計画策定支援【有償勘定技術支援】 2016/1/13 2016/3/23 東京電力株式会社
コロンビア 地熱発電開発にかかる情報収集・確認調査 2016/1/13 2016/3/23 日本工営株式会社 センティノス・インコーポレイテッド
インド ベンガルール都市圏ITS機器供与計画準備調査 2015/12/2 2016/3/16 日本工営株式会社 東日本高速道路株式会社
エクアドル チャチンビロ地熱発電所建設事業準備調査（第一段階） 2015/12/2 2016/3/16 三菱マテリアルテクノ株式会社 三菱マテリアル株式会社
ラオス 初等教育における算数学習改善プロジェクト（第1期） 2015/12/9 2016/3/16 株式会社パデコ 東京書籍株式会社
エジプト 高等教育セクター情報収集・確認調査 2016/1/6 2016/3/16 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構
カンボジア シハヌークビル港新コンテナターミナル整備事業準備調査 2016/1/6 2016/3/16 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グローバル
ジブチ 初等・中等教員養成校建設計画フォローアップ協力(調査、入札・施工監理)（第１期） 2016/1/13 2016/3/16 一般財団法人日本国際協力システム
インドネシア 官民連携型農業振興活性化支援情報収集・確認調査 2016/1/13 2016/3/16 株式会社国際開発センター
ペルー エネルギー効率化インフラ支援プログラム（開発金融借款）にかかる案件実施支援調査（SAPI） 2016/1/13 2016/3/16 日本工営株式会社 OPMAC株式会社
ペルー 地熱開発における民間投資促進支援に係る情報収集・確認調査 2016/1/13 2016/3/16 有限責任監査法人トーマツ
インド 電力セクター情報収集・確認調査 2016/1/13 2016/3/16 電源開発株式会社
ペルー 災害復旧スタンドバイ借款に係る案件実施支援調査 2016/1/13 2016/3/16 株式会社建設技研インターナショナル
エチオピア ティグライ州中学校建設計画準備調査 2016/1/13 2016/3/16 株式会社毛利建築設計事務所
キューバ 米種子生産技術向上のための機材整備計画 2016/1/13 2016/3/16 株式会社タスクアソシエーツ 一般財団法人日本国際協力システム
ベトナム 北西部持続的森林管理事業準備調査 2015/11/11 2016/3/9 日本工営株式会社 一般社団法人日本森林技術協会 株式会社コーエイ総合研究所
ブルキナファソ ゴマ生産支援プロジェクト（第１期） 2015/11/18 2016/3/9 株式会社VSOC 公益社団法人国際農林業協働協会
パキスタン パンジャブ州技術短期大学工業系ディプロマ機械学科強化プロジェクト（第１フェーズ） 2015/11/25 2016/3/9 オーピーシー株式会社 株式会社国際開発センター 株式会社グローバル開発経営コンサルタンツ
カメルーン 農業振興インフラ整備事業準備調査 2015/12/2 2016/3/9 NTCインターナショナル株式会社 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション
南アフリカ共和国 ガス利活用に係る情報収集・確認調査 2015/12/9 2016/3/9 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
フィリピン 道路・橋梁の建設・維持管理に係る品質管理向上プロジェクトフェーズⅢ 2015/12/16 2016/3/9 大日本コンサルタント株式会社 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 阪神高速道路株式会社
カーボヴェルデ 再生可能エネルギー導入と系統安定化のための情報収集・確認調査 2015/12/16 2016/3/9 九州電力株式会社

スーダン 州水公社運営・維持管理能力強化プロジェクト（第１期） 2015/12/16 2016/3/9 株式会社地球システム科学 日本テクノ株式会社 株式会社国際開発センター

ミャンマー ミャンマー鉄道人材育成講座【有償勘定技術支援】 2015/12/16 2016/3/9 日本コンサルタンツ株式会社

東ティモール 道路維持管理水準向上プロジェクト 2015/12/24 2016/3/9 株式会社アンジェロセック 株式会社地球システム科学

モザンビーク 投資促進円滑化能力強化プロジェクト 2015/12/24 2016/3/9 株式会社コーエイ総合研究所

コンゴ民主共和国 道路維持管理能力強化プロジェクト 2016/1/6 2016/3/9 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 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

タンザニア ザンジバル都市水道配水施設改善事業準備調査 2016/1/6 2016/3/9 株式会社ＮＪＳコンサルタンツ 横浜ウォーター株式会社

エクアドル 円借款事業実施にかかる税制度調査 2016/1/13 2016/3/9 EYアドバイザリー株式会社

ナミビア 国際物流ハブ構築促進プロジェクト（第1期） 2016/1/13 2016/3/9 株式会社国際開発センター

ナイジェリア ラゴス都市鉄道整備事業準備調査 2015/11/25 2016/3/2 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 株式会社復建エンジニヤリング

スーダン 州立職業訓練センターにおける職業訓練システム強化プロジェクト 2015/12/2 2016/3/2 システム科学コンサルタンツ株式会社 株式会社国際開発センター

インドネシア 官民協力による農産物流通システム改善プロジェクト（第1期） 2015/12/2 2016/3/2 有限会社アイエムジー 株式会社タスクアソシエーツ

パキスタン パンジャブ州・国境地域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）） 2015/12/9 2016/3/2 株式会社アジア共同設計コンサルタント A&Mコンサルタント有限会社 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

ニカラグア リオ・ブランコ－シウナ間幹線道路橋梁整備事業準備調査 2015/12/9 2016/3/2 セントラルコンサルタント株式会社

モンゴル 防災分野にかかる情報収集・確認調査 2015/12/24 2016/3/2 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 一般財団法人都市防災研究所

タジキスタン 航空管制能力強化プロジェクト 2016/1/6 2016/3/2 一般財団法人航空交通管制協会

北米・中南米地域 中米地域物流・ロジスティックスにかかる情報収集・確認調査 2016/1/6 2016/3/2 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 株式会社アルメックVPI 株式会社国際開発センター 株式会社日本開発政策研究所

ラオス 中南部地域中等教育環境改善計画準備調査 2015/11/18 2016/2/24 株式会社毛利建築設計事務所

フィリピン バンサモロ地域配電網機材整備計画準備調査 2015/12/2 ○ 2016/2/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

アンゴラ ナミベ港改修計画準備調査（見直し） 2015/11/18 2016/2/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社パデコ

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（保健システム強化） 2015/11/18 2016/2/24 学校法人順天堂

インド ラジャスタン州水資源セクター生計向上事業準備調査 2015/11/18 2016/2/24 日本工営株式会社

インド ツチコリン港外港開発事業準備調査 2015/11/18 2016/2/24 株式会社パデコ パシフィックコンサルタンツ株式会社 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

ベトナム 南部道路・橋梁の交通現況に関する情報収集・確認調査 2015/12/9 2016/2/24 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

ミャンマー バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト 2015/11/25 2016/2/24 株式会社三祐コンサルタンツ 海外貨物検査株式会社

ザンビア 第二次ルサカ郡病院整備計画協力準備調査 2015/12/9 2016/2/24 株式会社日本設計 株式会社フジタプランニング

インドネシア 国家調達改善プロジェクト【有償勘定技術支援】 2015/12/9 2016/2/24 OPMAC株式会社 一般財団法人日本国際協力システム

ボリビア ジェンダー課題に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/12/9 2016/2/24 日本テクノ株式会社 株式会社地球システム科学

スリランカ 気象観測レーダー整備計画準備調査 2015/12/9 2016/2/24 株式会社国際気象コンサルタント

ベトナム 下水道計画・実施能力強化支援プロジェクト(詳細計画策定フェーズ) 2015/12/9 2016/2/24 日本テクノ株式会社 一般財団法人下水道事業支援センター 株式会社ウォーターエージェンシー 日本水工設計株式会社 横浜ウォーター株式会社

ミャンマー 洪水被害学校再建に関する情報収集・確認調査 2015/12/16 2016/2/24 八千代エンジニヤリング株式会社

ヨルダン 北部地域シリア難民受入コミュニティにおける廃棄物管理改善のための情報収集・確認調査 2015/12/16 2016/2/24 国際航業株式会社
ガーナ 西アフリカ地域感染症予防体制強化に係る情報収集・確認調査 2015/12/16 2016/2/24 株式会社国際開発センター
欧州地域 セルビア及びボスニア・ヘルツェゴビナ防災分野情報収集・確認調査 2015/10/14 2016/2/17 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社パスコ
インド メトロ建設事業補完調査2【有償勘定技術支援】 2015/10/21 2016/2/17 日本工営株式会社 日本コンサルタンツ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社パデコ
インド メトロ建設事業補完調査1【有償勘定技術支援】 2015/10/14 2016/2/17 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 株式会社パデコ 日本工営株式会社
北米・中南米地域 中米広域防災能力向上プロジェクト・フェーズ２ 2015/11/4 2016/2/17 株式会社地球システム科学 日本工営株式会社
キューバ 運輸交通セクター情報収集・確認調査 2015/11/11 2016/2/17 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 株式会社アルメックVPI 株式会社国際開発センター
ニカラグア マナグア市都市開発マスタープランプロジェクト 2015/11/18 2016/2/17 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所 日本工営株式会社 株式会社国際開発センター 中南米工営株式会社
パラグアイ 農業保険政策・市場分析調査 2015/11/18 2016/2/17 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社国際開発センター
ベトナム ホーチミン市都市鉄道建設事業(ベンタイン－ミエンタイ間(3A号線 フェーズ1))準備調査 2015/11/25 2016/2/17 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 東京地下鉄株式会社 株式会社トーニチコンサルタント パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社アルメックVPI
インド デリー東部外環道路建設事業に係る技術支援（ITS補足調査） 2015/11/25 2016/2/17 日本工営株式会社 首都高速道路株式会社
インド チェンナイ海水淡水化プラント建設事業準備調査 2015/10/14 2016/2/10 日本工営株式会社 株式会社アンジェロセック Nippon Koei India Private Limited
ウズベキスタン ウズベキスタン日本人材開発センター・ビジネス人材育成・交流機能強化プロジェクト 2015/11/11 ○ 2016/2/10 株式会社パデコ
エジプト 「橋梁設計（スエズ運河架橋建設計画カウンターパート研修）」フォローアップ協力（調査） 2015/10/14 2016/2/10 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社長大
ベトナム 流域水環境管理能力向上プロジェクト 2015/10/21 2016/2/10 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
タイ バンコク－チェンマイ高速鉄道整備事業準備調査（ステージ1） 2015/10/14 2016/2/10 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 パシフィックコンサルタンツ株式会社
南スーダン 都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクト・フェーズ２（第１期） 2015/11/11 2016/2/10 株式会社TECインターナショナル
ガーナ LBTによる瀝青表面処理工法開発プロジェクト 2015/11/11 2016/2/10 株式会社エイト日本技術開発 株式会社パデコ
リベリア モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画フェーズ2準備調査 2015/11/11 2016/2/10 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社アンジェロセック
パキスタン ラホールセントラル地区における交通管理能力強化プロジェクト 2015/11/11 2016/2/10 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
パラグアイ 東部輸出回廊整備事業に係る案件実施支援調査（SAPI） 2015/11/11 2016/2/10 八千代エンジニヤリング株式会社 セントラルコンサルタント株式会社
ミャンマー 水力発電所改修事業準備調査 2015/11/18 2016/2/10 株式会社ニュージェック 日本工営株式会社 関西電力株式会社
カンボジア プノンペン都公共バス交通改善計画準備調査 2015/11/18 2016/2/10 株式会社アルメックVPI 日本工営株式会社
モーリシャス 斜面災害対策支援 2015/11/25 2016/2/10 国際航業株式会社
アジア地域 緊急対応期におけるパブリックヘルスに関する調査 2015/12/2 2016/2/10 システム科学コンサルタンツ株式会社
マラウイ プロジェクト研究「村落給水における社会的インパクト調査」 2015/12/9 2016/2/10 株式会社国際開発センター
イラン 上水道分野にかかる情報収集・確認調査 2015/10/28 2016/2/3 株式会社日水コン 有限会社エクシディア
コスタリカ グアナカステ地熱開発セクターローンにかかる案件実施支援調査（生態系への影響を中心とした環境モニタリング支援）（SAPI） 2015/10/21 ○ 2016/2/3 イー・アール・エム日本株式会社
モロッコ 漁業調査船建造事業追加準備調査（STEP円借款案件形成のための追加調査）第1フェーズ 2015/10/14 2016/2/3 OAFIC株式会社 株式会社日本海洋科学 一般社団法人海洋水産システム協会
全世界 2015年度案件別外部事後評価(日本人材開発センター8案件および総合的分析) 2015/10/21 2016/2/3 一般財団法人国際開発機構
バングラデシュ 中核都市機能強化プロジェクト(第１年次) 2015/10/21 2016/2/3 株式会社パデコ デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
ベトナム ハノイ首都圏BRT情報収集・確認調査 2015/11/18 2016/2/3 株式会社アルメックVPI 日本工営株式会社
モンゴル 「ウランバートル市水供給改善計画」フォローアップ協力（凍結対策機器設置） 2015/11/11 2016/2/3 株式会社建設技研インターナショナル
インド チェンナイ都市圏ITSに係る情報収集・確認調査 2015/11/11 2016/2/3 日本工営株式会社 東日本高速道路株式会社
ミャンマー 地方都市開発計画整備にかかる情報収集・確認調査 2015/11/11 2016/2/3 日本工営株式会社 株式会社国際開発センター 株式会社ナインステップス
ガンビア 冷凍機管理技術業務 2015/11/18 2016/2/3 OAFIC株式会社
ベトナム 海上保安能力強化事業準備調査 2015/11/25 2016/2/3 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
ウズベキスタン ウズベクエネルゴ運営管理体制にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/9/16 2016/1/27 有限責任監査法人トーマツ
インド 西ガート地域の環境に関する情報収集・確認調査 2015/10/7 2016/1/27 株式会社建設技研インターナショナル
パキスタン イスラマバード・ブルハン送電網増強事業準備調査 2015/10/7 2016/1/27 株式会社アジア共同設計コンサルタント 株式会社建設技研インターナショナル
ミャンマー 都市再開発手法にかかる情報収集・確認調査 2015/10/14 2016/1/27 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所 日本工営株式会社 株式会社URリンケージ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
ジブチ 地熱開発のための情報収集・確認調査（重力探査等） 2015/10/14 2016/1/27 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
イラン 保健医療分野に係る情報収集・確認調査 2015/10/28 2016/1/27 株式会社タック・インターナショナル
パラオ 国際珊瑚礁センター建設計画フォローアップ協力 2015/10/28 2016/1/27 システム科学コンサルタンツ株式会社
インド コルカタ都市圏廃棄物管理改善事業促進業務【有償勘定技術支援】（第1年次） 2015/9/16 2016/1/20 八千代エンジニヤリング株式会社
フィリピン 防災セクター戦略策定のための情報収集・確認調査 2015/10/21 2016/1/20 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社建設技研インターナショナル パシフィックコンサルタンツ株式会社
ネパール 調査分析能力の強化を通じた地方行政研修の質向上プロジェクト 2015/10/21 2016/1/20 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社タック・インターナショナル
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-9（インド・ベトナム） 2015/10/21 2016/1/20 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 国会事務局機能にかかる情報収集・確認調査 2015/10/28 2016/1/20 株式会社国際開発センター
ブータン 農業機械サービス整備計画準備調査 2015/10/28 2016/1/20 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社アンジェロセック
ブルキナファソ ワガドゥグ東南部バイパス道路改善計画準備調査 2015/11/4 2016/1/20 株式会社アンジェロセック 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
エチオピア 地熱開発のための情報収集・確認調査 2015/9/9 2016/1/13 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
ベトナム 持続的自然資源管理プロジェクト（第１期） 2015/9/9 2016/1/13 国際航業株式会社 日本工営株式会社 一般社団法人日本森林技術協会
リベリア 保健サービス監理支援能力強化(第１年次) 2015/9/16 2016/1/13 一般財団法人国際開発機構 株式会社タック・インターナショナル
チュニジア 品質/生産性向上プロジェクト（フェーズⅡ）第１期 2015/9/16 2016/1/13 公益財団法人日本生産性本部
メキシコ TRI法に焦点をあてた低侵襲医療技術の普及プロジェクト 2015/9/16 2016/1/13 株式会社ティーエーネットワーキング
ベトナム 日越大学マスタープラン改訂および民間企業参画促進調査 2015/10/7 2016/1/13 EY新日本サステナビリティ株式会社 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 株式会社国際開発センター
ベトナム 日本の総合防災情報管理システムを活用した統合ダム管理、および統合洪水管理計画の展開にかかる情報収集・確認調査 2015/10/14 2016/1/13 株式会社日建設計シビル
全世界 2015年度無償資金協力の施工実態調査（歩掛補正等） 2015/10/14 2016/1/13 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
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-6（パキスタン） 2015/10/21 ○ 2016/1/13 株式会社国際開発センター
エジプト 保健医療セクター情報収集・確認調査 2015/10/28 2016/1/13 株式会社フジタプランニング
イラク 「電力セクター復興事業」に係る案件実施支援調査（SAPI) 2015/7/8 2016/1/6 日本工営株式会社
トルコ 高等教育セクター情報収集・確認調査 2015/9/18 ○ 2016/1/6 株式会社三菱総合研究所
ミャンマー ヤンゴン環状鉄道改修事業詳細設計調査 2015/9/30 2016/1/6 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 日本工営株式会社
カンボジア 国際物流機能強化のための情報収集・確認調査 2015/9/30 2016/1/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社日通総合研究所
インドネシア ジャカルタ特別州下水道整備にかかる計画策定能力向上プロジェクト 2015/9/30 2016/1/6 日本テクノ株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社ウォーターエージェンシー
インドネシア 託送による新電力供給スキームに係る情報収集・確認調査 2015/10/14 2016/1/6 東京電力株式会社 東電設計株式会社
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（REDD+プログラム連携調査） 2015/10/21 2016/1/6 有限会社アイエムジー 公益財団法人国際緑化推進センター
全世界 プロジェクト研究「ジェンダー主流化支援体制構築」（社会セクター等） 2015/10/28 2016/1/6 株式会社国際開発センター
パラオ 海洋養殖普及センター施設改善計画準備調査 2015/8/26 2015/12/24 水産エンジニアリング株式会社 株式会社国際水産技術開発

　【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】　2016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、2015年4月1日～2016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

全世界 ペルシャ湾の海洋環境保護を目的としたROPME-JICAパートナーシップ・プログラム 2015/9/9 2015/12/24 株式会社Ides いであ株式会社
ヨルダン コミュニティ重視型のペトラ地域観光開発プロジェクト 2015/9/9 2015/12/24 株式会社国際開発センター 日本工営株式会社 株式会社エイチ・アイ・エス
ウガンダ 北部ウガンダ生計向上支援プロジェクト(第1期） 2015/9/9 2015/12/24 株式会社JIN 国際耕種株式会社
タンザニア ASDP農業定期データシステム能力強化計画プロジェクト 2015/9/30 2015/12/24 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
ホンジュラス 健康監視中央検査室整備計画準備調査 2015/10/22 ○ 2015/12/24 株式会社梓設計
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） 2015/10/7 2015/12/24 NTCインターナショナル株式会社
スリランカ 下水セクター開発計画策定プロジェクト（第1期） 2015/9/30 2015/12/24 株式会社日水コン
ベトナム サイバーセキュリティにかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/10/7 2015/12/24 株式会社三菱総合研究所 八千代エンジニヤリング株式会社
全世界 プロジェクト研究「ジェンダー主流化支援体制構築」（インフラ関連分野） 2015/10/14 2015/12/24 株式会社エムアンドワイコンサルタント 株式会社コーエイ総合研究所
ベトナム 下水汚泥適正処理に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/10/21 2015/12/24 日本水工設計株式会社 株式会社ウォーターエージェンシー
ミャンマー 地域総合病院整備計画準備調査 2015/10/21 2015/12/24 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
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-7(タンザニア) 2015/10/21 2015/12/24 OPMAC株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-10(スリランカ) 2015/10/21 2015/12/24 OPMAC株式会社 株式会社国際開発アソシエイツ
ベトナム クアンニン省ハロン湾の持続可能なグリーン成長に資する観光振興と環境管理強化のための制度・体制構築支援プロジェクト（詳細計画策定調査支援） 2015/8/12 2015/12/16 日本工営株式会社 公益財団法人国際湖沼環境委員会
パキスタン 建設技術訓練所能力強化プロジェクト 2015/10/7 ○ 2015/12/16 一般財団法人海外職業訓練協会 株式会社アジア共同設計コンサルタント 株式会社アンジェロセック
ベトナム ハナム省投資環境整備へのPPP導入情報収集・確認調査 2015/9/9 2015/12/16 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 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル パシフィックコンサルタンツ株式会社 オリジナル設計株式会社
ベトナム  PPP新政令下における諸制度構築支援に向けた情報収集・確認調査 2015/9/16 2015/12/16 FRONTIER LAW & ADVISORY LIMITED
モンゴル 投資環境・促進にかかる情報収集・確認調査 2015/9/30 2015/12/16 株式会社日本経済研究所 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
エチオピア 「アファール州給水計画」フォローアップ協力 2015/10/7 2015/12/16 国際航業株式会社
パキスタン カシム港石炭荷揚げターミナル・鉄道本線間接続に係る計画策定支援【有償勘定技術支援】 2015/10/21 2015/12/16 日本工営株式会社
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（第1年次） 2015/9/9 2015/12/9 NTCインターナショナル株式会社 国際耕種株式会社
アフリカ地域 プロジェクト研究「海水淡水化プロジェクト形成の可能性について」 2015/9/16 2015/12/9 日本工営株式会社 一般財団法人造水促進センター
ベトナム バックアイ揚水発電所建設事業準備調査 2015/9/16 2015/12/9 東電設計株式会社 電源開発株式会社 東京電力株式会社
アジア地域 中央アジア・コーカサス・モンゴル・防災分野情報収集・確認調査 2015/9/16 2015/12/9 株式会社地球システム科学 株式会社建設技研インターナショナル
ベトナム 健康保険制度に係る情報収集・確認調査 2015/9/30 2015/12/9 株式会社コーエイ総合研究所
ベトナム 気候変動対策支援プログラム促進調査 2015/9/30 2015/12/9 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
ラオス 持続可能な森林管理及びREDD+支援プロジェクト（第1期） 2015/8/12 2015/12/2 国際航業株式会社
アジア地域 ASEAN地域強靭な都市づくりに関する情報収集・確認調査 2015/8/19 2015/12/2 日本工営株式会社 株式会社パセット 株式会社エイト日本技術開発
中華人民共和国 プロジェクト研究「中国における地域総合開発計画調査の成果の評価」 2015/9/9 2015/12/2 株式会社国際開発センター
セルビア 国家乳がん対策プログラム改善プロジェクト（第１期） 2015/9/9 2015/12/2 株式会社フジタプランニング
インド アンドラ・プラデシュ州における農業・食品加工・流通に関する情報収集・確認調査 2015/9/9 2015/12/2 日本工営株式会社 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
ベトナム チョーライ日越友好病院整備事業詳細設計調査【有償勘定技術支援】 2015/7/29 2015/11/25 株式会社日本設計 日本工営株式会社 株式会社システム環境研究所
ベトナム 国としての適切な緩和行動（NAMA）計画及び策定支援プロジェクト（自治体NAMA・MRV能力向上支援）【有償勘定技術支援】 2015/8/5 2015/11/25 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 株式会社数理計画
ザンビア ルサカ市上水道改善事業準備調査 2015/8/12 2015/11/25 日本工営株式会社 株式会社三祐コンサルタンツ
イラン ゲシュム島の「エコアイランド」構想による地域のための持続可能な開発計画策定プロジェクト 2015/8/19 2015/11/25 株式会社レックス・インターナショナル 株式会社パデコ 国際航業株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-1（ニカラグア・グアテマラ） 2015/8/26 2015/11/25 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
カメルーン ドゥアラ市ユプウェ水揚場・魚市場整備計画準備調査 2015/8/26 2015/11/25 水産エンジニアリング株式会社 株式会社アンジェロセック
アフリカ地域 インクルーシブ教育推進を目指した中等学校建設・改修計画準備調査（スワジランド/レソト） 2015/8/26 2015/11/25 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
ミャンマー ミャンマーラジオテレビ局機材拡充計画準備調査 2015/9/2 2015/11/25 株式会社エヌエイチケイアイテック
ケニア ナイロビ高架橋建設・道路拡幅事業準備調査 2015/9/2 2015/11/25 株式会社エイト日本技術開発 日本工営株式会社 首都高速道路株式会社 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所
アジア地域 モンゴル・中央アジア・コーカサス-北海道民間連携情報収集・確認調査 2015/9/9 2015/11/25 一般社団法人北海道総合研究調査会 株式会社国際開発センター
モンゴル 人材育成奨学計画準備調査 2015/9/9 2015/11/25 一般財団法人日本国際協力センター
中央アジア地域 ウズベキスタン国及びタジキスタン国人材育成奨学計画準備調査 2015/9/9 2015/11/25 一般財団法人日本国際協力センター
ウクライナ ボルトニッチ下水処理場改修事業設計調査【有償勘定技術支援】 2015/9/16 ○ 2015/11/25 株式会社TECインターナショナル 日本水工設計株式会社 日本工営株式会社
ボリビア ポトシ県南西部基礎インフラ整備促進プロジェクト 2015/7/8 2015/11/18 NTCインターナショナル株式会社 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
ベトナム 国家資本投資会社（ＳＣＩＣ）業務改善プロジェクト2【有償勘定技術支援】 2015/8/5 2015/11/18 PwCあらた監査法人 株式会社日本経済研究所
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-6（エチオピア・ケニア・ブルキナファソ） 2015/8/26 ○ 2015/11/18 アルファプレミア株式会社 グローバルリンクマネージメント株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-3（インドネシア） 2015/8/26 2015/11/18 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 オクタヴィアジャパン株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-2（セネガル・ニジェール・マリ） 2015/8/26 2015/11/18 OPMAC株式会社 株式会社アンジェロセック
全世界 基礎研究「開発途上国のレベルに応じた日本の病院施設・技術の適用 2015/9/9 2015/11/18 株式会社山下設計 シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング株式会社
ベトナム 衛星情報の活用による災害・気候変動対策事業に係る調達支援【有償勘定技術支援】 2015/7/29 2015/11/11 株式会社パデコ 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 日本工営株式会社 株式会社日本設計 特定非営利活動法人大学宇宙工学コンソーシアム
インド REDD+に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/8/12 2015/11/11 日本工営株式会社 一般社団法人日本森林技術協会
全世界 2015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）） 2015/8/26 2015/11/11 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
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ Ⅱ-5（ベトナム） 2015/9/2 ○ 2015/11/11 OPMAC株式会社
キルギス オシュ市道路交通情報収集・確認調査 2015/9/2 2015/11/11 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
ツバル プリンセスマーガレット病院建設・医療機材供与計画フォローアップ調査・施工監理 2015/9/9 2015/11/11 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 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中間レビュー調査 2015/9/9 2015/11/11 インテムコンサルティング株式会社
フィリピン マニラ首都圏における排水施設整備に係る情報収集・確認調査 2015/8/5 2015/11/4 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 日本工営株式会社
全世界 「サンゴ礁の環境配慮ハンドブック」作成調査 2015/8/12 2015/11/4 国際航業株式会社 株式会社ふたば
タイ 漁業調査訓練船建造計画フォローアップ協力（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/8/26 2015/11/4 水産エンジニアリング株式会社
ラオス 人材育成奨学計画準備調査 2015/8/26 2015/11/4 一般財団法人日本国際協力センター
ミャンマー 人材育成奨学計画準備調査 2015/8/26 2015/11/4 一般財団法人日本国際協力センター
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【有償勘定技術支援】(第1年次) 2015/7/15 ○ 2015/10/28 株式会社アジア共同設計コンサルタント 中国電力株式会社 日本工営株式会社 株式会社パワー・エンジニアリング・アンド・トレーニングサービス
コソボ 国営放送局能力向上プロジェクト（第１年次） 2015/7/15 ○ 2015/10/28 一般財団法人NHKインターナショナル
アフリカ地域 南部アフリカパワープール情報収集・確認調査 2015/7/1 2015/10/28 中部電力株式会社
ギニアビサウ 水産施設運営・流通促進 2015/7/8 2015/10/28 OAFIC株式会社
中東地域 マグレブ地域　成長・安定促進のためのインフラ整備計画情報収集・確認調査 2015/7/15 2015/10/28 新日本有限責任監査法人 日本工営株式会社
ガーナ 国家カイゼンプロジェクト 2015/7/29 2015/10/28 株式会社パデコ 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-2(エルサルバドル・ペルー） 2015/7/29 2015/10/28 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
ウクライナ エネルギーセクター情報収集・確認調査 2015/8/5 2015/10/28 九州電力株式会社
カンボジア 医療保障制度に係る情報収集・確認調査 2015/8/12 2015/10/28 グローバルリンクマネージメント株式会社
ネパール 地方都市上水施設改善計画フォローアップ協力 2015/8/5 2015/10/28 国際航業株式会社
エチオピア アフリカ連合委員会カイゼン能力強化支援調査 2015/8/12 2015/10/28 有限会社アイエムジー
キルギス 乳・乳製品の品質及び安全性検査マスタープランプロジェクト 2015/8/12 2015/10/28 海外貨物検査株式会社 一般社団法人北海道総合研究調査会
ラオス 保健医療に関する情報収集・確認調査 2015/8/26 2015/10/28 システム科学コンサルタンツ株式会社
ウガンダ 村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト（第1期） 2015/7/29 2015/10/21 株式会社エイト日本技術開発 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社インターテクノコンサルタント
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-4（ミャンマー・モンゴル・モルディブ） 2015/7/29 2015/10/21 グローバルリンクマネージメント株式会社
キューバ 電力セクターにおける情報収集・確認調査 2015/8/5 2015/10/21 日本工営株式会社 西日本技術開発株式会社
エジプト エジプト日本科学技術大学教育・研究機材整備計画準備調査 2015/8/5 2015/10/21 インテムコンサルティング株式会社
コソボ 大気汚染対策アドバイザー業務 2015/8/12 2015/10/21 JFEテクノリサーチ株式会社
ラオス 前期中等教育環境にかかる情報収集・確認調査 2015/8/19 2015/10/21 株式会社毛利建築設計事務所
エチオピア 有償資金協力事業「女性起業家支援」に係る追加調査業務 2015/8/19 2015/10/21 有限会社アイエムジー
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ Ⅱ-2（エジプト・アルメニア・パキスタン） 2015/6/24 2015/10/14 オクタヴィアジャパン株式会社
エジプト 電力セクター情報収集・確認調査 2015/7/29 2015/10/14 東電設計株式会社
モルディブ 地上デジタルテレビ放送網整備計画準備調査 2015/7/29 2015/10/14 八千代エンジニヤリング株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-3（フィリピン・ラオス・カンボジア） 2015/7/29 2015/10/14 Value Frontier株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-5（パレスチナ・スリランカ） 2015/7/29 2015/10/14 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 2015年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-1（AfDB加盟国） 2015/7/29 2015/10/14 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 北西部6省対象：農業生産性向上に向けたニーズ情報収集・確認調査 2015/8/13 ○ 2015/10/14 日本工営株式会社 株式会社コーエイ総合研究所
セネガル ダカール港第三埠頭改修計画準備調査 2015/7/8 ○ 2015/10/7 三井共同建設コンサルタント株式会社 株式会社建設技術センター
キューバ ハバナ市廃棄物収集車両整備能力向上支援業務 2015/6/24 2015/10/7 株式会社エックス都市研究所
タンザニア アルーシャ-ホリリ道路改修事業にかかる追加調査業務 2015/7/22 2015/10/7 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
キューバ 全国主要病院における医療サービス向上のための医療機材整備計画準備調査 2015/7/1 2015/10/7 アイテック株式会社 有限会社エストレージャ
全世界 橋梁維持管理研修 2015/7/8 2015/10/7 国立大学法人長崎大学 株式会社国際開発センター
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 2015/7/8 2015/10/7 アイ・シー・ネット株式会社
カメルーン 中小企業品質・生産性向上(カイゼン)プロジェクト 2015/7/8 2015/10/7 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社パデコ
インド タミル・ナド州投資促進プログラム（産業人材育成支援）【有償勘定技術支援】 2015/7/22 2015/10/7 株式会社日本開発サービス
ブルキナファソ 村落給水施設管理・衛生改善プロジェクト・フェーズ２（第1年次） 2015/7/29 2015/10/7 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 日本テクノ株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ I-6　(アフガニスタン） 2015/5/27 2015/9/30 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
メキシコ 自動車産業人材育成プロジェクト(第1フェーズ） 2015/6/17 2015/9/30 株式会社日本開発サービス 日産自動車株式会社
キルギス 林産品による地方ビジネス開発プロジェクト 2015/6/24 2015/9/30 株式会社JIN 一般社団法人北海道総合研究調査会
ウクライナ 空間情報統合プロジェクト 2015/7/8 2015/9/30 国際航業株式会社 株式会社パスコ
全世界 2015年度円借款事業（STEP）施工安全確認調査 2015/7/15 2015/9/30 株式会社ランテックジャパン 一般社団法人国際建設技術協会
アジア地域 ジェンダー・多様性からの災害リスク削減 2015/7/15 2015/9/30 アイ・シー・ネット株式会社 OYOインターナショナル株式会社
ネパール トリブバン大学教育病院医療機材改善計画協力準備調査 2015/7/22 2015/9/30 ビンコーインターナショナル株式会社 システム科学コンサルタンツ株式会社
カンボジア 南部経済回廊拠点配電網整備計画準備調査 2015/7/29 2015/9/30 株式会社ニュージェック 中国電力株式会社
ネパール 緊急復興支援事業実施支援【有償勘定技術支援】（ファスト・トラック制度適用案件） 2015/7/29 2015/9/30 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社毛利建築設計事務所 株式会社国際開発センター
ウガンダ カンパラ首都圏送変電網改修事業準備調査 2015/6/24 2015/9/16 八千代エンジニヤリング株式会社
インド ガンジス川浄化事業準備調査 2015/7/1 2015/9/16 株式会社ＮＪＳコンサルタンツ 日本工営株式会社
エチオピア TICAD産業人材育成センター建設計画準備調査 2015/6/24 2015/9/16 日本工営株式会社 システム科学コンサルタンツ株式会社
モンゴル 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 2015/7/8 2015/9/16 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MSCインターナショナル
インド 女性に対する暴力に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2015/7/1 2015/9/10 オーピーシー株式会社 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ I-2（フィリピン・ベトナム） 2015/6/24 ○ 2015/9/9 オクタヴィアジャパン株式会社
インド 貨物専用鉄道運営・維持管理支援プロジェクト【有償勘定技術支援】 2015/6/10 2015/9/9 日本貨物鉄道株式会社 日本工営株式会社
ベトナム 農業金融支援事業にかかる情報収集・確認調査 2015/6/17 2015/9/9 株式会社野村総合研究所
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ Ⅱ-6（タイ・トルコ・インド・スリランカ） 2015/6/24 2015/9/9 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 プロジェクト研究「天然資源国における経済・財政状況」 2015/6/24 2015/9/9 株式会社コーエイ総合研究所 三井金属資源開発株式会社
全世界 プロジェクト研究「開発途上国における交通安全への取組み」 2015/7/8 2015/9/9 株式会社アルメックVPI
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 2015/5/13 2015/9/2 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社パデコ 株式会社パスコ
カンボジア 第七次地雷除去活動機材整備計画準備調査 2015/6/17 2015/9/2 株式会社アンジェロセック
ケニア 産業人材育成プロジェクト 2015/6/17 2015/9/2 公益財団法人日本生産性本部
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ Ⅱ-4（ケニア、タンザニア、ウガンダ、南アフリカ、スワジランド） 2015/6/24 2015/9/2 一般財団法人国際開発機構
アフリカ地域 サブサハラ・アフリカ地域円借款事業促進業務（有償勘定技術支援） 2015/7/8 2015/9/2 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
ペルー 災害時における救急医療に係る情報収集・確認調査 2015/3/11 ○ 2015/8/26 株式会社フジタプランニング
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（第一年次） 2015/5/20 2015/8/26 株式会社ＮＪＳコンサルタンツ 株式会社建設技研インターナショナル 横浜ウォーター株式会社
タイ 未来型都市持続性推進プロジェクト 2015/5/20 2015/8/26 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 株式会社国際開発センター
全世界 2015年度案件別事後評価：パッケージ I-1（中国） 2015/5/27 2015/8/26 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社国際開発センター
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ I-3（タイ・モンゴル） 2015/5/27 2015/8/26 合同会社適材適所
北米・中南米地域 中南米省エネ・再生可能エネルギー事業に係る案件実施支援調査（SAPI） 2015/6/3 2015/8/26 日本工営株式会社 四国電力株式会社 株式会社パデコ
エチオピア バハルダール市上水道整備計画準備調査 2015/6/3 2015/8/26 日本テクノ株式会社 株式会社日水コン 株式会社地球システム科学
ブータン 第三次農村道路建設機材整備計画準備調査 2015/6/10 2015/8/26 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社アンジェロセック
パキスタン 自動車部品製造業技術移転プロジェクト 2015/6/17 ○ 2015/8/26 株式会社アジア共同設計コンサルタント
ミャンマー 南部経済回廊情報収集・確認調査 2015/6/17 2015/8/26 八千代エンジニヤリング株式会社 セントラルコンサルタント株式会社
カメルーン COMIFAC諸国における生物多様性保全・利用および気候変動対策促進プロジェクト(第1期) 2015/6/17 2015/8/26 一般社団法人日本森林技術協会
ブータン 電気自動車普及に向けた情報収集・確認調査 2015/6/24 ○ 2015/8/26 株式会社アンジェロセック
バングラデシュ 地方行政強化事業　案件実施促進支援（ＳＡＰＩ） 2015/5/20 2015/8/19 株式会社コーエイ総合研究所 アイ・シー・ネット株式会社 日本工営株式会社
ベトナム ベンチェ省水管理事業準備調査 2015/5/20 2015/8/19 株式会社三祐コンサルタンツ 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社ニュージェック
ザンビア 南部地域送電網整備事業準備調査 2015/5/27 2015/8/19 東京電力株式会社 東電設計株式会社 日本工営株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ I-5 (モンゴル・ネパール・ブータン・インドネシア・タジキスタン） 2015/5/27 2015/8/19 アイ・シー・ネット株式会社
ミャンマー 貧困削減地方開発事業(フェーズ２)準備調査 2015/6/3 2015/8/19 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
モンゴル 障害児のための教育改善プロジェクト 2015/6/3 2015/8/19 株式会社コーエイ総合研究所
エジプト 基礎教育分野に係る情報収集・確認調査 2015/6/24 2015/8/19 株式会社パデコ
バングラデシュ 橋梁維持管理プロジェクト【有償勘定技術支援】 2015/4/15 2015/8/12 株式会社日本構造橋梁研究所 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 一般財団法人橋梁調査会
コロンビア 洪水リスク管理能力強化プロジェクト 2015/5/20 2015/8/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル パシフィックコンサルタンツ株式会社
ブータン 国道４号線橋梁架け替え計画準備調査 2015/6/10 2015/8/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社アンジェロセック
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】 2015/6/10 2015/8/12 有限会社めなむアドバイザリー OPMAC株式会社
南アジア地域 クロスボーダー協力（海運）情報収集・確認調査 2015/4/22 2015/8/5 株式会社パデコ 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社日本経済研究所 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 投資促進支援業務 2015/5/13 2015/8/5 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
インド バラナシ市環境改善に関する情報収集・確認調査 2015/5/13 2015/8/5 国際航業株式会社 一般財団法人下水道事業支援センター
北米・中南米地域 南米地域におけるサブソブリン融資支援に係る情報収集・確認調査 2015/5/20 2015/8/5 株式会社コーエイ総合研究所
フィリピン 災害に強い地方港湾および物流計画にかかる情報収集・確認調査 2015/5/20 2015/8/5 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
ラオス ルアンプラバン観光開発情報収集・確認調査 2015/5/20 2015/8/5 日本工営株式会社
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ I-8（ペルー・エクアドル） 2015/5/27 2015/8/5 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
全世界 2015年度案件別外部事後評価：パッケージ I-7（ブルキナファソ・セネガル・ガボン） 2015/5/27 2015/8/5 Value Frontier株式会社
ミャンマー サイバーセキュリティにかかる情報収集・確認調査 2015/5/27 2015/8/5 株式会社三菱総合研究所 八千代エンジニヤリング株式会社
ベトナム ダナン市水環境改善事業準備調査 2015/5/27 2015/8/5 日本工営株式会社
イラク 水資源管理・農業灌漑情報収集・確認調査 2015/6/3 2015/8/5 NTCインターナショナル株式会社
スリランカ 廃棄物分野に関する情報収集・確認調査 2015/6/10 2015/8/5 国際航業株式会社
インドネシア 水道公社人材育成強化プロジェクト 2015/5/27 2015/8/4 株式会社コーエイ総合研究所 株式会社日水コン 横浜ウォーター株式会社
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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

マレーシア マレーシアにおけるE-waste管理制度構築支援プロジェクト（第1期） 2015/4/30 2015/7/29 株式会社エックス都市研究所
コートジボワール アビジャン自治港穀物バース改善事業協力準備調査 2015/4/30 2015/7/29 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社エコー
インド グジャラート州運河上太陽光発電プラント建設計画準備調査 2015/4/30 2015/7/29 国際航業株式会社 JAG国際エナジー株式会社
インド マディヤ・プラデシュ州送電網整備事業フェーズ2に係る技術支援 2015/5/20 2015/7/29 東京電力株式会社
ネパール ネパール地震復旧・復興プロジェクト【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） 2015/6/12 2015/7/29 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社毛利建築設計事務所 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社パスコ
ナイジェリア 電力マスタープラン策定プロジェクト 2014/12/24 2015/7/22 八千代エンジニヤリング株式会社
ネパール コミュニティ内における調停能力強化プロジェクト・フェーズ２ 2015/4/1 2015/7/22 株式会社パデコ
ニカラグア チョンタレス保健管区とセラヤセントラル保健管区における母と子どもの健康プロジェクト(第1期) 2015/3/18 2015/7/22 有限会社エストレージャ
イラク クルド地域下水道整備事業(I)詳細設計調査【有償勘定技術支援】 2015/4/8 2015/7/22 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社ＮＪＳコンサルタンツ 株式会社ウォーターエージェンシー
ジンバブエ 貧困削減に資するコミュニティ・ベースド・ツーリズム計画プロジェクト（第1年次） 2015/4/15 2015/7/22 国立大学法人北海道大学 株式会社国際開発センター
ネパール 人材育成奨学計画準備調査 2015/5/13 2015/7/22 一般財団法人日本国際協力センター
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクト終了時評価調査 2015/5/27 2015/7/22 株式会社国際開発アソシエイツ
パプアニューギニア レイーナザブ都市開発計画プロジェクト 2015/3/4 2015/7/15 八千代エンジニヤリング株式会社 国際航業株式会社
パナマ パナマ首都圏下水道事業運営改善プロジェクト【有償勘定技術支援】（第１期（詳細計画策定フェーズ）） 2015/3/18 2015/7/15 株式会社日水コン
エチオピア 品質・生産性向上、競争力強化のためのカイゼン実施促進能力向上プロジェクト（第一次契約） 2015/4/15 2015/7/15 株式会社日本開発サービス 公益財団法人日本生産性本部
エジプト 新ダイルート堰群建設事業詳細設計調査 2015/4/22 2015/7/15 株式会社三祐コンサルタンツ
ミャンマー ヤンゴン新専門病院建設計画準備調査 2015/5/13 2015/7/15 株式会社山下設計 株式会社梓設計 ビンコーインターナショナル株式会社
ガーナ 人材育成奨学計画準備調査 2015/5/13 2015/7/15 株式会社日本開発サービス
パレスチナ ジェリコ・ヒシャム宮殿遺跡整備計画準備調査 2015/5/20 2015/7/15 株式会社マツダコンサルタンツ
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（流域管理普及） 2015/5/20 2015/7/15 NTCインターナショナル株式会社
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 2015/4/1 2015/7/8 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社建設技術研究所
全世界 2015年度一般文化無償資金協力機材計画調査 2015/4/22 2015/7/8 インテムコンサルティング株式会社
東ティモール ディリ港フェリーターミナル緊急移設計画準備調査 2015/4/30 2015/7/8 株式会社Ides 株式会社日本港湾コンサルタント
ベトナム 証券市場活性化に向けた市場環境整備・改善支援プロジェクト【有償勘定技術支援】 2015/4/30 2015/7/8 株式会社野村総合研究所
ジブチ 道路維持管理機材整備計画準備調査 2015/5/13 2015/7/8 八千代エンジニヤリング株式会社
ジャマイカ 災害対応通信体制改善計画準備調査 2015/4/8 ○ 2015/7/1 八千代エンジニヤリング株式会社
パプアニューギニア 生物多様性保全のためのPNG保護区政策強化プロジェクト（第１期） 2015/3/25 2015/7/1 日本工営株式会社 国際航業株式会社
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 2015/4/1 2015/7/1 アジア航測株式会社 株式会社パスコ
タジキスタン 主要都市間交通道路に係る情報収集・確認調査 2015/4/1 2015/7/1 株式会社建設技研インターナショナル
ミャンマー ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト【有償勘定技術支援】（第1期） 2015/4/8 2015/7/1 株式会社TECインターナショナル 東京水道サービス株式会社 株式会社PUC
全世界 2015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及び終了時評価調査（Aグループ） 2015/4/15 2015/7/1 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
マダガスカル アロチャ湖南西部灌漑整備・流域管理計画準備調査 2015/4/30 2015/7/1 株式会社三祐コンサルタンツ 日本工営株式会社
バングラデシュ ジャムナ鉄道専用橋建設事業にかかる補足調査 2015/4/30 2015/7/1 株式会社長大
パキスタン 建築分野省エネルギー制度構築促進のための情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】 2015/4/1 2015/6/16 株式会社福永設計 日本工営株式会社 株式会社アジア共同設計コンサルタント
ベトナム 都市鉄道技術規準に係る情報収集・確認調査 2015/3/18 2015/6/3 日本コンサルタンツ株式会社
全世界 2015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（A) 2015/3/25 2015/6/3 株式会社アイコンズ
全世界 2015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（B） 2015/3/25 2015/6/3 OPMAC株式会社
バングラデシュ 省エネルギー推進融資事業　協力準備調査 2015/3/11 2015/5/27 株式会社三菱総合研究所
モンゴル 新ウランバートル国際空港の人材育成及び運営・維持管理能力向上プロジェクト【有償勘定技術支援】 2015/3/4 2015/5/27 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
ミャンマー 水環境管理及び環境影響評価制度の能力向上プロジェクト（水環境管理分野）第1年次 2015/3/18 2015/5/27 日本工営株式会社
ウガンダ チョガ湖流域地方給水計画準備調査 2015/3/25 2015/5/27 OYOインターナショナル株式会社 株式会社TECインターナショナル
アンゴラ 電力セクター改革支援プログラム実施支援【有償勘定技術支援】 2015/4/1 2015/5/27 株式会社グローバル・グループ21ジャパン
モザンビーク 鉱物資源分野における能力強化プロジェクト(第1フェーズ) 2015/2/18 2015/5/20 一般財団法人石炭エネルギーセンター 三菱マテリアルテクノ株式会社
ナイジェリア 連邦首都区統合的廃棄物管理プロジェクト（第1年次） 2015/2/18 2015/5/20 八千代エンジニヤリング株式会社
ネパール カトマンズ盆地における地震災害リスクアセスメントプロジェクト（第1年次） 2015/2/25 2015/5/20 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル OYOインターナショナル株式会社
ラオス 国際協力・研修センター建設計画フォローアップ協力 2015/4/1 ○ 2015/5/20 株式会社梓設計
インド ベンガルール周辺環状道路建設事業に係る技術支援 2015/3/4 2015/5/20 日本工営株式会社 東日本高速道路株式会社 株式会社建設技研インターナショナル
ブラジル 統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト（マニュアル策定、パイロット事業、まとめフェーズ） 2015/2/12 2015/5/13 国際航業株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 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 一般財団法人砂防・地すべり技術センター
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ケア体制強化プロジェクト（第1年次） 2015/2/4 2015/5/13 アイ・シー・ネット株式会社 特定非営利活動法人AMDA社会開発機構
フィリピン メトロマニラ立体交差建設事業（VI）詳細設計調査【有償勘定技術支援】 2015/2/4 2015/5/13 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グローバル 大日本コンサルタント株式会社
ブルンジ 稲作改善支援計画プロジェクト(第1期) 2015/2/12 2015/5/13 NTCインターナショナル株式会社
ベトナム ビンズオン公共交通管理能力強化プロジェクト 2015/2/4 2015/5/13 株式会社アルメックVPI 東京急行電鉄株式会社
インド ムンバイ湾横断道路建設事業準備調査 2015/2/12 2015/5/13 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 東日本高速道路株式会社 日本工営株式会社 大日本コンサルタント株式会社
バングラデシュ クロスボーダー道路網整備事業（バングラデシュ）準備調査 2015/2/25 2015/5/13 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社パデコ
イラク 「灌漑セクターローン」に係る案件実施支援調査（SAPI） 2015/2/18 2015/5/13 日本工営株式会社
ミャンマー 第二次中央乾燥地村落給水計画準備調査 2015/3/4 2015/5/13 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グローバル
コートジボワール ササンドラ市水揚サイト整備計画準備調査 2015/3/4 2015/5/13 OAFIC株式会社
モザンビーク ナカラ回廊開発促進支援【有償勘定技術支援】 2015/3/4 2015/5/13 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
インドネシア 障害と開発に係る情報収集・確認調査 2015/3/4 2015/5/13 株式会社コーエイ総合研究所 合同会社適材適所
ベトナム 化学物質管理強化プロジェクト（第一年次） 2015/1/28 2015/4/30 株式会社エックス都市研究所
カンボジア 道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト 2015/2/12 2015/4/30 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
北米・中南米地域 中米地域・ドミニカ共和国におけるJICA協力事例分析業務（中米統合機構加盟国との協力の歩み） 2015/2/18 2015/4/30 株式会社国際開発センター
カンボジア プノンペン－バベット高規格幹線道路整備事業準備調査 2015/1/21 2015/4/22 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 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グローバル
スリランカ ジャフナ大学農学部研究施設等建設計画準備調査 2015/2/4 2015/4/22 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社アールコンサルタンツ
ジブチ 地熱開発のための情報収集・確認調査（物理探査） 2015/2/4 2015/4/22 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
イラク 南部上下水道開発計画に係る情報収集・確認調査 2015/2/18 2015/4/22 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ
ミャンマー 集約的農業推進プログラム準備調査 2015/2/25 2015/4/22 株式会社三祐コンサルタンツ
スーダン ダルフール3州における公共サービスの向上を通じた平和構築プロジェクト（第1年次） 2014/12/24 2015/4/15 システム科学コンサルタンツ株式会社 株式会社地球システム科学 株式会社コーエイ総合研究所
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プロジェクト 2015/2/4 ○ 2015/4/15 株式会社沖縄エネテック
インド タミル・ナド州都市保健に係る情報収集・確認調査 2015/1/28 2015/4/15 グローバルリンクマネージメント株式会社 株式会社日本設計
ニカラグア ヌエバギネア病院建設計画準備調査 2015/2/12 2015/4/15 株式会社日本設計 株式会社フジタプランニング
インドネシア プロジェクト効果発現のための能力強化に係る情報収集・確認調査 2015/2/4 2015/4/15 株式会社国際開発センター
インド 防災に関する情報収集・確認調査 2015/2/4 2015/4/15 八千代エンジニヤリング株式会社
タジキスタン ハマドニ県小児医療機材・施設改善計画準備調査 2015/2/12 2015/4/15 株式会社大建設計 株式会社フジタプランニング
ラオス 国道9号線橋梁改修計画準備調査 2015/2/12 2015/4/15 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
ネパール ポカラ上水道改善計画準備調査 2015/2/12 2015/4/15 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
モザンビーク 気象観測及び予警報能力向上プロジェクト 2015/1/28 2015/4/8 一般財団法人気象業務支援センター
ヨルダン 電力セクターマスタープラン策定プロジェクト 2014/12/17 2015/4/8 中部電力株式会社 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 2015/1/7 2015/4/8 日本工営株式会社 株式会社エイト日本技術開発 株式会社パデコ
モザンビーク 北部電源開発計画策定支援【有償勘定技術支援】 2015/1/7 2015/4/8 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グローバル
全世界 プロジェクト研究「省エネ施策評価の新手法開発（マージナル・アベイトメント・コスト・カーブ）」 2015/1/28 2015/4/8 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
ミャンマー 貿易振興体制情報収集・確認調査 2015/1/28 2015/4/8 株式会社コーエイ総合研究所
ミャンマー 中小企業金融強化事業案件実施促進支援 2015/2/4 2015/4/8 株式会社日本経済研究所 株式会社大和総研
ベトナム ハイフォン幹線道路整備事業準備調査 2014/12/10 2015/4/1 株式会社長大 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
ボスニア・ヘルツェゴビナ 初等学校建設計画フォローアップ協力(調査・施工監理) 2014/12/17 2015/4/1 株式会社毛利建築設計事務所
モザンビーク ナカラ回廊送配電網強化事業準備調査 2015/1/7 2015/4/1 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グローバル
ボリビア 防災セクター情報収集・確認調査 2015/1/7 2015/4/1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル パシフィックコンサルタンツ株式会社
モザンビーク ナカラ回廊道路網改善事業準備調査 2015/1/14 2015/4/1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社エイト日本技術開発 国際航業株式会社
ガーナ テマ交差点改良計画準備調査 2015/1/28 2015/4/1 株式会社建設技研インターナショナル
ネパール 主要空港航空安全設備整備計画準備調査 2015/2/18 2015/4/1 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グローバル
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