
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

パレスチナ 廃棄物管理改善計画準備調査 2017/12/20 2018/3/28 八千代エンジニヤリング株式会社

ウクライナ 一般廃棄物管理に係る情報収集・確認調査 2017/11/22 2018/3/28 日本工営株式会社 一般財団法人日本環境衛生センター 株式会社エイト日本技術開発

スーダン 上水道施設運営維持管理改善計画準備調査 2018/1/10 2018/3/28 株式会社地球システム科学 日本テクノ株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社

東ティモール プレジデンテ・ニコラウ・ロバト国際空港改善計画準備調査 2018/1/17 2018/3/28 株式会社日本空港コンサルタンツ 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

パキスタン 「アボタバード市上水道整備計画」フォローアップ協力（調査） 2018/1/10 2018/3/22 日本テクノ株式会社

ジブチ 国道一号線改修計画準備調査 2017/12/20 2018/3/22 八千代エンジニヤリング株式会社

ケニア ナイロビ市周辺配電設備整備計画 2017/11/8 2018/3/14 日本工営株式会社
モロッコ 国家都市廃棄物処理戦略策定プロジェクト（第１期） 2017/12/13 2018/3/14 株式会社エックス都市研究所
エチオピア アジスアベバ送配電網改修・拡張事業準備調査 2017/12/20 2018/3/14 株式会社ニュージェック
中央アジア地域 中央アジア・コーカサス地域におけるインフラ整備支援に係る情報収集・確認調査 2017/12/20 2018/3/14 株式会社野村総合研究所
ミャンマー 都市配電網整備に係る情報収集・確認調査 2018/1/10 2018/3/14 株式会社ＪＥＲＡ 中部電力株式会社
ベトナム 公正価値会計導入に向けた会計制度情報収集・確認調査 2017/8/30 2018/3/7 有限責任あずさ監査法人
ベトナム 道路分野におけるPPP制度設計に係る情報収集・確認調査 2017/7/19 2018/2/28 株式会社インデックスコンサルティング 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弁護士法人西村あさひ法律事務所 株式会社日本総合研究所 株式会社パデコ
全世界 環境社会配慮ガイドライン　レビュー調査(第1期) 2017/11/22 2018/2/28 日本工営株式会社
モンゴル ビジネス環境改善にかかる情報収集・確認調査 2017/12/13 2018/2/28 有限会社エクシディア 株式会社アルメックＶＰＩ Ａ．Ｉ．ネットワーク株式会社
ベトナム ビンズオン省公共交通インフラ整備・改善計画に係る情報収集・確認調査 2017/12/6 2018/2/21 日本工営株式会社 株式会社アルメックＶＰＩ 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
フィリピン 「マロロス-クラーク鉄道事業」及び「南北鉄道事業南線（通勤線）」に係る協力準備調査（補完）・詳細設計調査 2017/9/8 2018/2/14 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 株式会社トーニチコンサルタント 株式会社片平エンジニアリング・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
ソマリア 若年層雇用に係る能力強化プロジェクト(第1期) 2017/10/18 2018/2/14 株式会社ＪＩＮ
タジキスタン シフォバフシュ国立医療施設医療機材整備計画及び救急車両整備計画準備調査 2017/11/29 2018/2/14 ビンコーインターナショナル株式会社 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
ミャンマー 農業所得向上事業実施能力向上支援【有償勘定技術支援】 2017/11/29 2018/2/14 株式会社三祐コンサルタンツ
ブータン 電力マスタープラン2040策定プロジェクト 2017/9/20 2018/2/7 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社 東電設計株式会社 日本工営株式会社 株式会社ＩＩＥＰ
東南アジア地域 メコン流域の流域管理・環境保全に係る情報収集・確認調査 2017/10/4 2018/2/7 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社パスコ 一般社団法人海外林業コンサルタンツ協会
ミャンマー ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクト【有償勘定技術支援】 2017/10/25 2018/2/7 株式会社アルメックＶＰＩ 日本工営株式会社
ミャンマー 中小企業金融強化事業（フェーズ2）実施促進支援【有償勘定技術支援】 2017/12/6 2018/2/7 株式会社日本経済研究所
モロッコ ケニトラ大西洋新港建設事業準備調査 2017/10/4 2018/1/31 株式会社パデコ パシフィックコンサルタンツ株式会社
ベトナム 南北高速鉄道情報収集・確認調査 2017/10/25 2018/1/31 株式会社パデコ 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社復建エンジニヤリング 新日本有限責任監査法人
ベトナム ハノイ公共交通ICカード相互利用開発支援プロジェクト【有償勘定技術支援】 2017/10/25 2018/1/31 株式会社アルメックＶＰＩ 東日本旅客鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 西日本鉄道株式会社 ＪＲ東日本メカトロニクス株式会社
バングラデシュ GNSS連続観測点及び験潮所整備計画準備調査 2017/11/30 2018/1/31 国際航業株式会社 株式会社パスコ
ベトナム ホーチミン市都市鉄道規制機関及び運営会社能力強化プロジェクト 2017/10/4 2018/1/24 東京地下鉄株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社アルメックＶＰＩ 日本コンサルタンツ株式会社 社会システム株式会社
ミャンマー フードバリューチェーン開発支援に係る情報収集・確認調査 2017/11/1 2018/1/17 株式会社三祐コンサルタンツ
スーダン 稲作振興能力強化プロジェクト（第１期） 2017/9/20 2018/1/10 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
アジア地域 ハノイ-ビエンチャン連結性強化にかかる情報収集・確認調査 2017/9/20 2018/1/10 八千代エンジニヤリング株式会社 日本工営株式会社 セントラルコンサルタント株式会社 株式会社パスコ
イラン 公共交通指向型開発における情報収集・確認調査 2017/9/20 2018/1/10 株式会社日建設計総合研究所 株式会社パデコ
タイ バンコク都気候変動マスタープラン2013-2023実施能力強化プロジェクト 2017/8/2 2017/12/27 一般社団法人海外環境協力センター 株式会社グリーン・パシフィック 公益財団法人地球環境戦略研究機関
ケニア ブルーエコノミーにかかる情報収集・確認調査 2017/9/6 2017/12/27 日本工営株式会社 一般財団法人国際臨海開発研究センター アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 海洋水産分野への適用を含む衛星システム開発・利用に関する情報収集・確認調査 2017/9/20 2017/12/27 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 一般財団法人リモート・センシング技術センター 一般財団法人日本宇宙フォーラム
パキスタン 中小企業金融にかかる情報収集・確認調査 2017/10/11 2017/12/27 有限会社アイエムジー
ベトナム ファンリー・ファンティエット農業開発プロジェクト　フェーズ２ 2017/11/1 2017/12/27 株式会社三祐コンサルタンツ
フィリピン アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト（フェーズ１）【有償勘定技術支援】 2017/8/23 2017/12/20 株式会社野村総合研究所 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
南アジア地域 スリランカ、ネパール安全対策研修（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/9/13 2017/12/20 ＣＭＳＳ株式会社
ミャンマー 連邦公務院研修設備整備計画準備調査 2017/9/20 2017/12/20 株式会社山下設計 株式会社国際開発センター 株式会社福永設計
ブータン 人材育成奨学計画（JDS)協力準備調査 2017/9/27 2017/12/20 一般財団法人日本国際協力センター
ツバル 離島開発用多目的船建造計画準備調査 2017/10/11 2017/12/20 水産エンジニアリング株式会社
フィリピン 人材育成奨学計画（JDS)協力準備調査 2017/10/11 2017/12/20 一般財団法人日本国際協力センター
キルギス 人材育成奨学計画（JDS)協力準備調査 2017/10/11 2017/12/20 一般財団法人日本国際協力センター
パキスタン 土砂災害対策にかかる情報収集・確認調査 2017/8/2 2017/12/13 国際航業株式会社
ザンビア プロジェクト研究「初等算数課題分析」 2017/8/16 2017/12/13 国立大学法人広島大学
フィリピン マニラッド社に対する無収水対策能力向上支援【有償勘定技術支援】 2017/8/23 2017/12/13 横浜ウォーター株式会社 丸紅株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-3（カメルーン、タンザニア、ルワンダ） 2017/8/23 2017/12/13 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-4（パキスタン、ヨルダン、ラオス） 2017/8/23 2017/12/13 学校法人早稲田大学
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 持続的な森林管理を通じた、生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)能力向上プロジェクト(第１期) 2017/9/6 2017/12/13 アジア航測株式会社 国際航業株式会社 一般社団法人海外林業コンサルタンツ協会
バングラデシュ マタバリ港開発事業準備調査 2017/9/6 2017/12/13 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 日本工営株式会社 株式会社パデコ
チュニジア 「メジェルダ川洪水対策事業」にかかる案件実施促進調査（SAPI)【有償勘定技術支援】 2017/9/13 2017/12/13 八千代エンジニヤリング株式会社 日本工営株式会社
ベナン クフォ県及びプラトー県における地下水開発及び給水改善計画　基礎情報収集・確認調査 2017/9/13 2017/12/13 株式会社三祐コンサルタンツ
バヌアツ テオウマ橋災害復興計画準備調査 2017/9/13 2017/12/13 株式会社建設技研インターナショナル 国際航業株式会社
インドネシア 海洋・漁業資源監視強化のための監視船整備に関する情報収集・確認調査 2017/9/13 2017/12/13 株式会社日本海洋科学 ＯＡＦＩＣ株式会社
アフリカ地域 南アフリカ、モザンビーク、ザンビア、マラウイ、ジンバブエ、ボツワナ、タンザニア安全対策研修（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/9/20 2017/12/13 コントロール・リスクス・グループ株式会社
東ティモール 人材育成奨学計画（JDS)協力準備調査 2017/9/27 2017/12/13 一般財団法人日本国際協力センター
パキスタン 人材育成奨学計画（JDS)協力準備調査 2017/9/27 2017/12/13 一般財団法人日本国際協力センター
コートジボワール 仏語圏アフリカ刑事司法研修（実施支援・技術指導） 2017/10/4 2017/12/13 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 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-4（エジプト、スーダン） 2017/9/6 2017/12/6 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
インドネシア 海洋・漁業資源監視強化のための沿岸レーダーシステム整備に関する情報収集・確認調査 2017/9/13 2017/12/6 一般財団法人日本航路標識協会
カンボジア 送変電システム運営管理能力向上プロジェクト	 2017/9/20 2017/12/6 東電設計株式会社
ベトナム 防災セクター戦略策定のための情報収集・確認調査 2017/9/20 2017/12/6 株式会社地球システム科学 株式会社日建設計シビル いであ株式会社
バングラデシュ 国際空港保安能力強化プロジェクト　機材調達支援業務 2017/9/27 ○ 2017/12/6 日本工営株式会社
ルワンダ ICTイノベーションエコシステム強化プロジェクト 2017/9/6 2017/11/29 株式会社コーエイリサーチ＆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
ミャンマー ヤンゴンマッピングプロジェクト【有償勘定技術支援】（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/9/6 2017/11/29 アジア航測株式会社 株式会社パスコ 国際航業株式会社
中東地域 安全評価調査（ＩＩ）（イラン、パレスチナ、モロッコ）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/9/27 2017/11/29 安全サポート株式会社
アフリカ地域 東部アフリカ地域安全評価調査（ケニア、タンザニア）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/9/27 2017/11/29 安全サポート株式会社
イラン 観光・文化遺産分野に係る情報収集・確認調査 2017/7/5 2017/11/22 国立大学法人北海道大学 株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 株式会社アンジェロセック 株式会社レックス・インターナショナル
コソボ 大気汚染対策能力向上プロジェクト(第１期) 2017/8/2 2017/11/22 株式会社数理計画 ＪＦＥテクノリサーチ株式会社
タンザニア 税務行政能力強化プロジェクト（第１期） 2017/8/2 2017/11/22 一般社団法人金融財政事情研究会 株式会社パクサ
インドネシア 防災分野における情報収集・確認調査 2017/8/16 2017/11/22 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
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-2（インド、ブータン） 2017/8/23 2017/11/22 ＯＰＭＡＣ株式会社
フィリピン メトロセブ汚泥処理施設建設計画準備調査 2017/8/23 2017/11/22 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 クラウンエイジェンツ・ジャパン株式会社
イラク 北西部インフラ緊急復興に係る情報収集・確認調査 2017/8/30 2017/11/22 クラウンエイジェンツ・ジャパン株式会社
セネガル ダカール首都圏電力セクターに係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/9/6 2017/11/22 八千代エンジニヤリング株式会社
ベトナム ニャチャン海洋養殖開発研究センター建設計画フォローアップ協力（詳細設計／施工・調達監理） 2017/9/13 2017/11/22 ＯＡＦＩＣ株式会社
ペルー 中小企業振興に関する情報収集・確認調査 2017/7/5 2017/11/15 有限責任監査法人トーマツ 株式会社パデコ
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-7（ザンビア、モザンビーク、レソト） 2017/8/2 2017/11/15 インテムコンサルティング株式会社
カンボジア プノンペン都上水道セクター情報収集・確認調査 2017/8/16 2017/11/15 株式会社日水コン 北九州市上下水道局 クラウンエイジェンツ・ジャパン株式会社 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
トルコ シリア難民向け社会サービスに係る情報収集・確認調査 2017/8/23 2017/11/15 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-1（スリランカ） 2017/8/23 2017/11/15 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア KPPIPサポートファシリティ（第3年次） 2017/8/30 2017/11/15 合同会社ＭＡＸＥＥＤ 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
コートジボワール 大アビジャン圏社会的統合促進のためのコミュニティ強化プロジェクト　フェーズ2 2017/9/6 2017/11/15 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
バングラデシュ 国際空港保安能力強化プロジェクト　空港保安訓練業務 2017/9/6 2017/11/15 一般財団法人空港保安事業センター
ヨルダン ヨルダン及びパレスチナと周辺地域における物流や貿易に係る情報収集・確認調査 2017/9/6 2017/11/15 株式会社パデコ
東南アジア地域 （タイ、ラオス、ベトナム）、イラン、バルカン地域安全対策研修（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/9/6 2017/11/15 ＣＭＳＳ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ェーズⅡ【有償勘定技術支援】 2017/9/21 ○ 2017/11/15 日本工営株式会社
キルギス ビシュケク-オシュ道路地吹雪対策計画準備調査 2017/7/12 2017/11/8 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 一般財団法人日本気象協会
カンボジア 種子生産・普及プロジェクト（第１期） 2017/7/19 2017/11/8 株式会社タスクアソシエーツ 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
アルゼンチン グローバル・カイゼン・ネットワーク展開プロジェクト(第1期) 2017/8/2 2017/11/8 株式会社パデコ 公益財団法人日本生産性本部 有限責任監査法人トーマツ
アフリカ地域 中小企業・起業家支援に係る基礎情報収集・確認調査 2017/8/9 2017/11/8 株式会社パデコ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
モンゴル 国家温室効果ガスインベントリの継続的な改善サイクル構築にかかる能力向上プロジェクト 2017/8/9 2017/11/8 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
ルワンダ キガリ市ンゾベ - ノトラ送水幹線強化計画協力準備調査 2017/8/16 2017/11/8 国際航業株式会社 株式会社協和コンサルタンツ 横浜ウォーター株式会社
ジンバブエ ハラレ都市圏上下水セクターにかかる情報収集・確認調査 2017/8/23 2017/11/8 株式会社エイト日本技術開発
ミャンマー ヤンゴン市下水道分野情報収集・確認調査 2017/8/30 2017/11/8 日本工営株式会社
パレスチナ 「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（CEAPAD）」促進に係る情報収集・確認調査 2017/7/5 2017/11/1 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 2017年度案件別外部事後評価：パッケージＩ-5（チュニジア、モロッコ） 2017/7/19 ○ 2017/11/1 オクタヴィアジャパン株式会社 一般財団法人国際開発機構
セネガル コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト（第1期） 2017/7/19 2017/11/1 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション アイ・シー・ネット株式会社
ミャンマー イネ保証種子流通促進プロジェクト 2017/7/19 2017/11/1 株式会社ＶＳＯＣ 公益社団法人国際農林業協働協会
ベトナム SDG指標6.3.1モニタリング手法構築に係る情報収集・確認調査 2017/7/19 2017/11/1 日本工営株式会社
インド トリプラ州持続的森林管理事業準備調査 2017/7/19 2017/11/1 国際航業株式会社 株式会社Ｉｄｅｓ アイ・シー・ネット株式会社
アフリカ地域 廃棄物管理情報収集・確認調査 2017/7/26 2017/11/1 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
タイ バンコク首都圏都市鉄道マスタープラン改定(M-MAP2)に係る情報収集・確認調査 2017/7/26 2017/11/1 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 東京地下鉄株式会社 社会システム株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-2（キリバス、パラオ、タジキスタン） 2017/8/2 2017/11/1 株式会社日本経済研究所 新日本有限責任監査法人
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-3（ソロモン、バヌアツ、モンゴル） 2017/8/2 2017/11/1 株式会社日本経済研究所 新日本有限責任監査法人
アルバニア 小規模農家金融包摂プロジェクト(第１期) 2017/8/2 2017/11/1 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
フィリピン 債券市場育成にかかる基礎情報収集・確認調査 2017/8/2 2017/11/1 株式会社大和総研 株式会社格付投資情報センター
ナミビア 市場志向型農業・畜産振興に向けた情報収集・確認調査 2017/8/2 2017/11/1 日本工営株式会社 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
全世界 火力発電所運営・維持管理能力向上プログラム 2017/8/2 2017/11/1 関西電力株式会社
南スーダン スポーツを通じた平和促進（個別専門家） 2017/8/16 2017/11/1 株式会社ＪＩＮ
北米・中南米地域 ペルー、エルサルバドル、ホンジュラス、ブラジル、コロンビア安全対策研修	（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/8/30 2017/11/1 ＣＭＳＳ株式会社
タンザニア 天然ガス普及促進プロジェクト 2017/7/5 2017/10/25 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
タイ 東南アジア地域低炭素・レジリエントな社会構築推進能力向上プロジェクト 2017/7/5 2017/10/25 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 公益財団法人地球環境戦略研究機関 一般社団法人海外環境協力センター
バングラデシュ ウパジラリンクモデル　プロジェクト（第１フェーズ） 2017/7/12 2017/10/25 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
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	 2017/7/19 2017/10/25 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 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
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-5（キューバ、ニカラグア、ペルー） 2017/8/2 2017/10/25 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
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-6（ペルー、ボリビア） 2017/8/2 2017/10/25 株式会社国際開発センター
マラウイ リロングウェ市主要幹線道路改修計画協力準備調査 2017/8/2 2017/10/25 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
モーリタニア 水産物衛生検査公社ヌアディブ検査所再建計画準備調査 2017/8/2 2017/10/25 ＯＡＦＩＣ株式会社
欧州地域 西バルカン地域における中小企業メンターサービス構築・普及促進プロジェクトフェーズ2 2017/3/22 2017/10/18 基軸コンサルティング株式会社 株式会社野村総合研究所
ベトナム 診療報酬及び保険適用診療サービスパッケージ改善プロジェクト 2017/7/12 2017/10/18 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-1（フィリピン） 2017/8/2 2017/10/18 ＯＰＭＡＣ株式会社
インド ウミアム第３水力発電所改修事業準備調査 2017/8/2 2017/10/18 東電設計株式会社 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社
アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト 2017/5/31 2017/10/11 株式会社タック・インターナショナル アイ・シー・ネット株式会社
バングラデシュ 産業成長地帯総合開発計画プロジェクト 2017/6/14 2017/10/11 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン
カンボジア プノンペン都市鉄道整備事業準備調査 2017/6/28 2017/10/11 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 日本コンサルタンツ株式会社 株式会社横浜シーサイドライン 公益社団法人日本交通計画協会
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 2017/7/5 2017/10/11 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
インド 持続可能な山岳道路開発のための能力強化プロジェクト 2017/7/5 2017/10/11 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 国際航業株式会社 東日本高速道路株式会社 国土防災技術株式会社
タンザニア キゴマ港改修計画準備調査（追加） 2017/7/26 2017/10/11 株式会社エコー
マレーシア 第三国研修への開発経験適用にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/8/9 2017/10/11 株式会社国際開発センター
大洋州地域 太平洋地域ハイブリッド発電システム導入プロジェクト（広域） 2017/4/26 2017/10/4 株式会社沖縄エネテック 沖縄電力株式会社

　【留意事項】
　　１．本リストは、参考資料として、コンサルタント等契約の選定結果の一覧を取りまとめたものです。
　　２．更新日等の関係上、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】　2018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、2017年4月1日～2018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

ミャンマー ヤンゴン都市圏上水整備事業（フェーズ２）（第一期）コッコア浄水場用地盛土工事能力強化【有償勘定技術支援】 2017/6/21 2017/10/4 中央開発株式会社
パプアニューギニア PNGにおける持続可能なGHGインベントリシステム構築のための能力強化プロジェクト 2017/6/21 2017/10/4 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-2（ラオス） 2017/6/28 2017/10/4 有限会社ＡＤＡＭＩＳ 株式会社航空システムコンサルタンツ
エルサルバドル プロジェクト研究「初中等教育算数・数学指導力向上プロジェクトのインパクト評価」のためのデータベース構築（第1次） 2017/7/5 2017/10/4 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
パキスタン 貿易・投資促進支援業務 2017/7/12 2017/10/4 株式会社アジア共同設計コンサルタント
インドネシア 社会保険実施能力強化プロジェクト（社会保障士資格制度実施方針作成支援） 2017/7/26 2017/10/4 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
インド トゥルガ揚水発電所建設事業準備調査 2017/8/2 2017/10/4 電源開発株式会社
全世界 プロジェクト研究「無収水対策プロジェクトの案件発掘・形成／実施監理上の留意事項の整理」 2017/5/10 2017/9/27 日本工営株式会社 横浜ウォーター株式会社
フィリピン ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業準備調査 2017/5/24 2017/9/27 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 アイ・シー・ネット株式会社
パレスチナ ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト 2017/6/14 ○ 2017/9/27 株式会社ＴＥＣインターナショナル 株式会社パデコ
インドネシア パティンバン港開発事業実施促進支援【有償勘定技術支援】 2017/6/21 2017/9/27 いであ株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-6（インド） 2017/6/28 2017/9/27 アルファプレミア株式会社
北米・中南米地域 省エネルギー促進に係るアドバイザリー業務（省エネルギー政策・空調機器）【有償勘定技術支援】 2017/6/28 2017/9/27 株式会社パデコ 日本工営株式会社
インドネシア 公共事業・国民住宅省電子調達システム調査 2017/6/28 2017/9/27 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン ＯＰＭＡＣ株式会社
ラオス 電力系統マスタープラン策定プロジェクト 2017/7/5 2017/9/27 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社 日本工営株式会社 東電設計株式会社
イラン クリーンエネルギー全体計画策定プロジェクト 2017/7/5 2017/9/27 東電設計株式会社
インド 酪農セクター情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/7/19 2017/9/27 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
南アフリカ共和国 IBTC無収水研修能力強化プロジェクト(第1期) 2017/5/17 2017/9/20 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
コートジボワール アビジャン３交差点建設事業準備調査 2017/7/5 2017/9/20 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社アンジェロセック
全世界 2017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）） 2017/7/5 2017/9/20 中央開発株式会社
ネパール 水力発電セクターに係る情報収集・確認調査 2017/5/31 2017/9/13 株式会社ニュージェック 関西電力株式会社
バングラデシュ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ促進事業情報収集・確認調査 2017/6/7 2017/9/13 株式会社ティーエーネットワーキング
イラン 南部沿岸域における環境保全・管理計画策定プロジェクト（ホルムズガーン州） 2017/6/7 2017/9/13 株式会社Ｉｄｅｓ 日本工営株式会社 いであ株式会社
南スーダン CAMP/IDMP実施能力強化プロジェクト（第1フェーズ） 2017/6/7 2017/9/13 株式会社ＪＩＮ
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-1（中国） 2017/6/28 2017/9/13 株式会社国際開発センター アイ・シー・ネット株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-3（ミャンマー） 2017/6/28 2017/9/13 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 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-4（カンボジア、タイ、ベトナム） 2017/6/28 2017/9/13 ＯＰＭＡＣ株式会社 株式会社国際開発アソシエイツ
ミャンマー ヤンゴン河航路標識改修計画準備調査 2017/6/28 2017/9/13 日本工営株式会社 株式会社日本海洋科学
ミャンマー ティラワ地区電力供給改善に係る提言業務 2017/6/28 2017/9/13 日本工営株式会社
ウガンダ 西ナイル地域難民受入コミュニティの現状及びニーズに係る情報収集・確認調査 2017/5/10 2017/9/6 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 国際航業株式会社
中華人民共和国 環境にやさしい社会構築プロジェクト（大気汚染対策業務）（第１期） 2017/5/31 2017/9/6 一般財団法人日本環境衛生センター
フィリピン マニラ首都圏パラニャーケ放水路に係る情報収集・確認調査 2017/5/31 2017/9/6 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
ミャンマー 円借款事業形成・実施能力強化事業 2017/6/7 2017/9/6 ＯＰＭＡＣ株式会社
レバノン 雇用創出のための道路改修セクターローン準備調査 2017/6/7 2017/9/6 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 ＮＴＣインターナショナル株式会社
カンボジア 物流システム改善に係る情報収集・確認調査 2017/6/14 2017/9/6 株式会社国際開発センター 株式会社パデコ
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-7（ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワンダ） 2017/6/28 2017/9/6 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン
インドネシア パティンバン港の運営に係る入札準備支援【有償勘定技術支援】 2017/6/28 2017/9/6 株式会社Ｉｄｅｓ 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 VNACCSによる税関行政近代化プロジェクト　ハードウェア・セキュリティ対応支援及び利活用改善に向けた方針検討支援 2017/5/24 2017/8/30 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
ネパール スルヤビナヤック－ドゥリケル道路改修事業にかかる追加調査 2017/5/31 2017/8/30 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 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-1（中国、パキスタン） 2017/5/31 2017/8/30 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社国際開発センター
ギニア 国道三号線橋梁改修計画準備調査 2017/6/7 2017/8/30 セントラル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　フェーズ２ 2017/4/19 2017/8/23 ユニコインターナショナル株式会社 公益財団法人日本生産性本部
バングラデシュ ITEE資格試験を活用したICTセクター開発プロジェクト（官民連携体制改善及びITEE運営体制改善コンポーネント） 2017/5/24 2017/8/23 株式会社パデコ 学校法人コンピュータ総合学園
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージＩ-2（ベトナム） 2017/5/31 2017/8/23 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
アジア地域 環境社会配慮能力強化支援 2017/5/31 2017/8/23 株式会社国際開発センター 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
バングラデシュ 小規模水資源開発事業（フェーズ２） 案件実施促進支援 2017/5/31 2017/8/23 日本工営株式会社
ガボン 零細漁業振興アドバイザー業務 2017/6/7 2017/8/23 ＯＡＦＩＣ株式会社
ガーナ 北部3州におけるライフコースアプローチに基づく地域保健医療サービス強化プロジェクト(第1期) 2017/4/5 2017/8/16 アイ・シー・ネット株式会社
インド チェンナイ周辺環状道路建設事業準備調査 2017/5/10 2017/8/16 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 株式会社パデコ
エクアドル 地震と津波に強い街づくりプロジェクト 2017/5/17 2017/8/16 国際航業株式会社 ＯＹＯインターナショナル株式会社 株式会社地球システム科学
マリ 行政能力強化（ガバナンス・職業訓練・地方給水）のための情報収集・確認調査 2017/5/24 2017/8/16 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション アイ・シー・ネット株式会社 株式会社ＴＥＣインターナショナル
タジキスタン ハトロン州母子保健システム改善プロジェクトフェーズ２（第一期） 2017/5/24 2017/8/16 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
フィリピン メトロセブ都市交通システム開発マスタープランプロジェクト 2017/5/24 2017/8/16 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 日本工営株式会社 株式会社長大
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージＩ-6（セネガル、ギニアビサウ、マリ） 2017/5/31 2017/8/16 株式会社タック・インターナショナル
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージＩ-7（エチオピア、ジブチ） 2017/5/31 2017/8/16 アイ・シー・ネット株式会社
ナイジェリア ナイジェリア疾病予防センター検査機能強化計画　協力準備調査 2017/6/7 2017/8/16 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社フジタプランニング
エチオピア ジンマ－チダ間及びソド－サウラ間道路改良事業（設計・維持管理計画支援・森林保全管理）【有償勘定技術支援】 2017/6/7 2017/8/16 株式会社エイト日本技術開発 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 ジャワ北幹線における都市間鉄道準高速化に向けた情報収集・確認調査 2017/6/7 2017/8/16 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 株式会社トーニチコンサルタント
ミャンマー 鉄道車両維持管理・サービス向上プロジェクト（有償勘定技術支援） 2016/12/28 2017/8/9 日本コンサルタンツ株式会社
コートジボワール アビジャン港穀物バース建設事業詳細設計調査 2017/4/19 2017/8/9 株式会社エコー 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
インド ミゾラム州持続可能な農業・灌漑開発のための能力強化プロジェクト（第1期） 2017/4/26 2017/8/9 日本工営株式会社
キルギス キルギス税務局人材育成システム向上プロジェクト（詳細計画策定フェーズ） 2017/4/26 2017/8/9 一般社団法人金融財政事情研究会 株式会社パクサ 株式会社デジタル・ナレッジ
カンボジア 環境影響評価を含む環境公害管理能力向上プロジェクト 2017/4/26 2017/8/9 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社エックス都市研究所 環境社会基盤コンサルタント株式会社
インド ウッタラカンド州山地災害対策プロジェクト 2017/4/26 2017/8/9 国際航業株式会社 ＯＹＯインターナショナル株式会社 国土防災技術株式会社
バングラデシュ 外国直接投資促進事業案件実施促進支援【有償勘定技術支援】 2017/5/10 2017/8/9 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
マラウイ 地下水開発及び無収水対策能力強化計画準備調査 2017/5/24 2017/8/9 国際航業株式会社
ミャンマー 通関電子化を通じたナショナル・シングル・ウィンドウ構築及び税関近代化のための能力向上プロジェクト（MACCS運用改善・ミヤワディ試行展開支援） 2017/5/24 2017/8/9 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
全世界 2017年度案件別外部事後評価：パッケージＩ-3（インドネシア） 2017/5/31 2017/8/9 オクタヴィアジャパン株式会社
アフリカ地域 サヘル・アフリカの角 砂漠化対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ　情報収集・確認調査	 2017/5/31 2017/8/9 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
サウジアラビア 公的機関におけるカイゼン普及情報収集・確認調査 2017/5/31 2017/8/9 株式会社グローバル開発経営コンサルタンツ 株式会社フジタプランニング
カンボジア プルサット及びスバイリエン上水道拡張計画準備調査 2017/3/22 2017/8/2 株式会社建設技研インターナショナル 北九州市上下水道局 株式会社ＴＥＣインターナショナル
エチオピア 水技術機構（EWTI）研修運営管理能力強化プロジェクト 2017/4/12 2017/8/2 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 国際航業株式会社 アイ・シー・ネット株式会社
ベトナム 下水道計画・実施能力強化支援プロジェクト 2017/4/26 2017/8/2 日本工営株式会社 一般財団法人下水道事業支援センター
ネパール シンズリ道路震災復旧計画準備調査 2017/5/17 2017/8/2 日本工営株式会社
フィリピン 違法薬物使用者治療強化計画にかかる情報収集・確認調査 2017/4/12 2017/7/26 株式会社梓設計 株式会社システム環境研究所
ミャンマー 地方部農村インフラ整備計画準備調査 2017/4/19 2017/7/26 八千代エンジニヤリング株式会社 日本工営株式会社
パラオ 送配電システム改善・維持管理強化計画策定プロジェクト 2017/4/26 2017/7/26 八千代エンジニヤリング株式会社 関西電力株式会社
インド ヴァラナシ国際協力・研修センター建設計画協力準備調査 2017/4/26 2017/7/26 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社日建設計
パキスタン ムルタン気象レーダー整備計画準備調査【無償】 2017/5/10 2017/7/26 株式会社国際気象コンサルタント
イラン オルミエ湖流域水循環モデル改善に係る情報収集・確認調査 2017/5/10 2017/7/26 株式会社建設技研インターナショナル
ナイジェリア ラゴス変電設備緊急復旧計画準備調査 2017/5/17 2017/7/26 八千代エンジニヤリング株式会社
アンゴラ 電力開発計画策定能力向上プロジェクト 2017/3/29 2017/7/19 東電設計株式会社 株式会社ＩＩＥＰ
トルクメニスタン アシガバット市地域における地震モニタリングシステム改善プロジェクト 2017/3/29 2017/7/19 ＯＹＯインターナショナル株式会社 ４Ｄジオテック合同会社 国際航業株式会社
タンザニア ムトワラ火力発電所及び送電線建設事業準備調査 2017/3/29 2017/7/19 株式会社ニュージェック 関西電力株式会社 イー・アール・エム日本株式会社
ベトナム 産業振興基盤強化にかかる情報収集・確認調査 2017/4/12 2017/7/19 株式会社日本経済研究所 株式会社日本開発サービス
キルギス タラス‐タラズ道路ウルマラル川橋梁架け替え計画準備調査 2017/4/12 2017/7/19 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
エチオピア 産業振興プロジェクト（輸出振興）（第一フェーズ） 2017/4/19 2017/7/19 一般財団法人国際開発機構
モザンビーク 職業訓練センター改善計画準備調査 2017/4/26 2017/7/19 インテムコンサルティング株式会社 株式会社マツダコンサルタンツ
フィリピン 科学的根拠に基づく薬物依存症治療プログラム導入プロジェクト情報収集・確認調査 2017/4/26 2017/7/19 ＯＰＭＡＣ株式会社
コロンビア トンネル分野ANLA組織強化アドバイザー業務 2017/5/10 2017/7/19 日本工営株式会社
バングラデシュ 南北ダッカ市及びチッタゴン市廃棄物管理能力強化プロジェクト(第一期) 2017/3/15 2017/7/12 八千代エンジニヤリング株式会社
アルジェリア 投資環境整備状況 情報収集・確認調査 2017/4/5 2017/7/12 新日本有限責任監査法人 株式会社国際開発センター ＥＹ新日本サステナビリティ株式会社
パラグアイ パラグアイ上下水道に係る省エネルギー普及促進【有償勘定技術支援】 2017/4/19 2017/7/12 日本工営株式会社
アフリカ地域 アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）終了時レビュー調査 2017/2/22 ○ 2017/7/5 ＰｗＣあらた有限責任監査法人
アルバニア ティラナ・ドゥレス地域デジタル地図作成能力向上プロジェクト 2017/3/15 2017/7/5 株式会社パスコ 国際航業株式会社
チュニジア スファックス海水淡水化施設建設事業案件実施促進調査（SAPI) 2017/3/22 2017/7/5 日本工営株式会社 株式会社アンジェロセック
ミャンマー 貧困削減地方開発事業（フェーズ2）実施能力強化【有償勘定技術支援】 2017/3/29 2017/7/5 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 パシフィックコンサルタンツ株式会社
インドネシア インドネシアにおけるJICA事業の足跡に関する情報収集・確認調査 2017/3/29 2017/7/5 株式会社国際開発センター 株式会社アルメックＶＰＩ システム科学コンサルタンツ株式会社
ガイアナ 再生可能エネルギー・省エネルギーシステム導入計画準備調査 2017/4/5 ○ 2017/7/5 関西電力株式会社 株式会社ニュージェック
ミャンマー タニンダーリ地域開発計画にかかる情報収集・確認調査 2017/4/5 2017/7/5 株式会社アルメックＶＰＩ パシフィックコンサルタンツ株式会社 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
シエラレオネ 持続的コメ生産プロジェクト(第1年次) 2017/4/5 2017/7/5 株式会社レックス・インターナショナル
南アフリカ共和国 メデュピ火力発電所排煙脱硫装置建設事業準備調査 2017/4/12 2017/7/5 日本工営株式会社
ザンビア 元難民現地統合に係る情報収集・確認調査 2017/4/19 2017/7/5 ＮＴＣインターナショナル株式会社 株式会社国際開発センター
コンゴ民主共和国 キンシャサ市道路維持管理機材整備計画準備調査 2017/4/19 2017/7/5 株式会社アンジェロセック
ウガンダ アタリ地区灌漑開発計画協力準備調査 2017/4/26 2017/7/5 株式会社三祐コンサルタンツ
ガーナ 無償資金協力「ガーナ国 野口記念医学研究所改修・拡充計画」フォローアップ調査 2017/5/17 ○ 2017/7/5 株式会社日本設計
ジョージア 東西ハイウェイ整備事業（フェーズ2）協力準備調査 2017/2/8 2017/6/28 株式会社パデコ 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
イラン テヘラン市大気汚染管理能力向上プロジェクト(1年次） 2017/3/1 2017/6/28 株式会社数理計画 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 アンドラ・プラデシュ州州都地域包括的運輸・交通計画策定プロジェクト 2017/3/22 2017/6/28 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 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所 株式会社国際開発センター
東南アジア地域 インドネシア・パプアニューギニア安全評価調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/3/29 ○ 2017/6/28 ＣＭＳＳ株式会社 ビコーズインスチチュート株式会社 株式会社アジア共同設計コンサルタント
ミャンマー 連結性強化に係る情報収集・確認調査 2017/3/29 2017/6/28 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 株式会社パデコ アイ・シー・ネット株式会社
フィジー 南太平洋大学通信体系強化計画協力準備調査 2017/4/5 ○ 2017/6/28 八千代エンジニヤリング株式会社
ミャンマー 電力供給緊急改善に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/4/21 ○ 2017/6/28 日本工営株式会社
ミャンマー 中小企業金融に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/3/29 2017/6/21 株式会社大和総研 株式会社日本経済研究所
ミャンマー 第二次中央銀行業務ICTシステム整備計画準備調査 2017/4/5 2017/6/21 株式会社三菱総合研究所 Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC
エチオピア アジスアベバ送配電網情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/4/12 2017/6/21 株式会社ニュージェック
バングラデシュ 投資促進・産業競争力強化プロジェクト 2017/2/1 2017/6/14 株式会社コーエイ総合研究所 ユニコインターナショナル株式会社 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
アンゴラ 母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト(第1期) 2017/3/8 ○ 2017/6/14 株式会社ティーエーネットワーキング 合同会社サマウーマ・コンサルティング
エジプト エジプト日本科学技術大学プロジェクトフェーズ２大学事務機能強化支援 2017/3/15 2017/6/14 学校法人立命館
マラウイ カムズ国際空港監視システム運用支援プロジェクト 2017/3/29 2017/6/14 株式会社ジャイロス
ボリビア ラグナ・コロラダ地熱発電所建設事業（実施促進支援）【有償勘定技術支援】 2017/3/29 2017/6/14 西日本技術開発株式会社
バングラデシュ 沿岸部及び内陸河川部における船舶事故・災害救助体制強化計画準備調査 2017/4/5 2017/6/14 一般財団法人日本造船技術センター
ウガンダ カンパラ市交通管制センター整備計画準備調査 2017/4/5 2017/6/14 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
ネパール 救急医療・災害医療にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/4/12 2017/6/14 株式会社国際テクノ・センター
インド ヒマーチャル・プラデシュ州森林生態系保全・生計改善事業準備調査 2017/3/22 2017/6/7 日本工営株式会社
全世界 地下水開発・衛生セクターに係る調査及び技術支援 2017/3/29 2017/6/7 株式会社ソーワコンサルタント
インドネシア JABODETABEK都市交通政策統合プロジェクトフェーズ２ 2017/2/15 2017/5/31 株式会社アルメックＶＰＩ
ルワンダ 第三次変電及び配電網整備計画準備調査 2017/2/15 2017/5/31 八千代エンジニヤリング株式会社 西日本技術開発株式会社
全世界 2017年度環境管理分野技術協力プロジェクト等の終了時評価調査 2017/3/15 2017/5/31 佐野総合企画株式会社 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション
バングラデシュ ネットワークインフラ・ガスインフラの電子化にかかる情報収集・確認調査 2017/2/1 2017/5/24 日本工営株式会社 千代田ユーテック株式会社 
ソロモン ホニアラ空港改善計画準備調査 2017/3/1 2017/5/24 株式会社ジャイロス 株式会社江平建築事務所 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 2017年度一般文化無償資金協力機材計画調査 2017/3/15 2017/5/24 一般財団法人日本国際協力システム
全世界 2017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） 2017/3/15 2017/5/24 ＯＰＭＡＣ株式会社
全世界 2017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) 2017/3/15 2017/5/24 合同会社適材適所
ミャンマー 東西経済回廊整備事業（フェーズ2）準備調査 2017/2/15 2017/5/17 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 株式会社国際開発センター 首都高速道路株式会社
フィリピン マリトボグ―マリダガオ灌漑事業（フェーズ２）準備調査 2017/3/1 2017/5/17 株式会社三祐コンサルタンツ
インドネシア 港湾EDI強化戦略計画策定プロジェクト 2017/1/11 2017/5/10 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社三菱総合研究所
エジプト 技術教育改善プロジェクト 2017/1/25 2017/5/10 株式会社パデコ
全世界 プロジェクト研究「アフリカ地域　カイゼン支援に係る標準アプローチ策定調査」 2017/2/1 2017/5/10 ユニコインターナショナル株式会社 公益財団法人日本生産性本部
ベトナム 中部高原水資源管理情報収集・確認調査 2017/2/8 ○ 2017/5/10 日本工営株式会社
タジキスタン ピアンジ県・ハマドニ県上下水道公社給水事業運営能力強化プロジェクト 2017/2/8 2017/5/10 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
キューバ 再生可能エネルギー導入にかかる情報収集・確認調査 2017/2/8 2017/5/10 九州電力株式会社 西日本技術開発株式会社
パラオ 新規廃棄物処分場建設計画準備調査 2017/2/8 2017/5/10 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社エックス都市研究所 株式会社エイト日本技術開発
バングラデシュ デジタルバングラデシュ構築のための地図作成能力高度化プロジェクト（NSDI構築支援） 2017/2/15 2017/5/10 アジア航測株式会社 国際航業株式会社 株式会社パスコ
レバノン ホストコミュニティ支援（教育分野）に係る情報収集・確認調査（II） 2017/2/15 2017/5/10 株式会社国際開発センター
モンゴル 日本モンゴル教育病院運営管理及び医療サービス提供の体制確立プロジェクト 2016/11/30 2017/4/26 国立大学法人徳島大学 国立大学法人愛媛大学 システム科学コンサルタンツ株式会社
全世界 食と栄養に係る基礎情報収集・確認調査 2016/12/21 2017/4/26 グローバルリンクマネージメント株式会社
アジア地域 パキスタン、インド、バングラデシュ、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン 2017/2/8 2017/4/26 ＣＭＳＳ株式会社
南アジア地域 南アジアにおける円借款事業形成・実施促進【有償勘定技術支援】 2017/3/1 2017/4/26 一般財団法人日本国際協力システム
イラン シャヒード・ラジャーイー発電所建設事業準備調査 2017/1/18 2017/4/19 東電設計株式会社
パプアニューギニア ポートモレスビー下水道管理能力向上プロジェクト【有償勘定技術支援】 2017/1/18 2017/4/19 日本水工設計株式会社 日本テクノ株式会社
中央アジア地域 中央アジア地域（キルギス、カザフスタン）における日本センタープロジェクト 2017/1/25 ○ 2017/4/19 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
ドミニカ共和国 北シバオ地域における地方自治体計画策定能力強化プロジェクト(第１期) 2017/1/25 2017/4/19 アイ・シー・ネット株式会社
インドネシア 国際競争力の高い産業振興の可能性と課題にかかる情報収集・確認調査 2017/1/25 2017/4/19 株式会社野村総合研究所
フィリピン マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップ作成支援調査にかかる補足調査【有償勘定技術支援】 2017/2/1 2017/4/19 株式会社アルメックＶＰＩ
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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

スリランカ 道路トンネル事業計画能力向上支援【有償勘定技術支援】 2017/2/1 2017/4/19 株式会社地球システム科学 日本工営株式会社
中東地域 トルコ、イラク、ヨルダン、エジプト安全対策研修（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/8 2017/4/19 安全サポート株式会社
東南アジア地域 マレーシア・フィリピン・ミャンマー安全評価調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/8 2017/4/19 株式会社セキュリティ工学研究所
南アジア地域 インド・パキスタン安全評価調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/8 2017/4/19 安全サポート株式会社
中央アジア地域 ウズベキスタン・キルギス・タジキスタン安全評価調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/8 2017/4/19 コントロール・リスクス・グループ株式会社
アフリカ地域 英語圏アフリカ安全評価調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/8 2017/4/19 安全サポート株式会社
アフリカ地域 仏語圏アフリカ安全評価調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/8 2017/4/19 安全サポート株式会社
ミャンマー 公務員制度に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/22 2017/4/19 株式会社国際開発センター
セネガル 水産セクターレビュー情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/22 2017/4/19 アイ・シー・ネット株式会社
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 2016/12/7 2017/4/12 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
ヨルダン 若年層へのキャリアカウンセリング能力向上プロジェクト　 2017/1/11 2017/4/12 株式会社パデコ
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクトフェーズ2（グループ2）(第1期） 2017/1/11 2017/4/12 国際航業株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
大洋州地域 廃棄物管理改善支援プロジェクトフェーズ2（グループ1）(第1期） 2017/1/11 2017/4/12 国際航業株式会社 株式会社エックス都市研究所
ミャンマー 住宅金融制度にかかる基礎情報収集・確認調査 2017/1/11 2017/4/12 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 株式会社URリンケージ 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所
全世界 2017年度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（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/1/25 2017/4/12 合同会社適材適所
エジプト エジプト日本学校（EJS）普及に向けた情報収集・確認調査 2017/1/25 2017/4/12 インテムコンサルティング株式会社
タイ バンスー地区再開発に係る情報収集・確認調査 2017/1/25 2017/4/12 日本工営株式会社 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所 株式会社URリンケージ
ベトナム 金融政策・経済分析予測能力向上プロジェクト 2017/2/1 2017/4/12 一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター
アジア地域 インドネシア、フィリピン、マレーシア、パプア・ニューギニア、ミャンマー 2017/2/8 2017/4/12 コントロール・リスクス・グループ株式会社
アフリカ地域 南スーダン、ナイジェリア、エチオピア、ケニア安全対策研修（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/8 2017/4/12 コントロール・リスクス・グループ株式会社
中東地域 エジプト・チュニジア・トルコ・ヨルダン・イラク 2017/2/8 2017/4/12 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社
アフリカ地域 コートジボワール、ブルキナファソ、マリ、セネガル、ニジェール、コンゴ民安全対策研修（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2017/2/15 2017/4/12 コントロール・リスクス・グループ株式会社
カンボジア 女性の経済的エンパワーメントのためのジェンダー主流化プロジェクト（第1期） 2016/11/30 2017/4/5 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社国際開発センター
ケニア ナイロビ都心総合交通システム及び環状線事業計画策定プロジェクト 2016/12/7 2017/4/5 日本工営株式会社 株式会社パデコ セントラルコンサルタント株式会社
レバノン ホストコミュニティ支援・地方機関能力強化のための情報収集・確認調査 2017/1/25 2017/4/5 ＮＴＣインターナショナル株式会社 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
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