【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】 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=4

業務実施契約（単独型）
国名
キリバス
フィリピン
カンボジア
ベトナム
ベトナム
マレーシア
ギニア
エジプト
エジプト
イラン
アフリカ地域
エジプト
インド
カンボジア
イラン
イラン
イラン
スリランカ
カンボジア
キューバ
パレスチナ
スリランカ
インド
インド
インド
カンボジア
カンボジア
バングラデシュ
キューバ
キューバ
インド
ベトナム
シエラレオネ
ザンビア
セネガル
インド
ネパール
南スーダン
エチオピア
フィリピン
フィリピン
フィリピン
アルメニア
ベトナム
インドネシア
ガーナ
キルギス
タンザニア
ホンジュラス
インドネシア
ニカラグア

案件名
ベシオ港拡張計画フォローアップ協力（調査）（設計・施工計画・維持管理計画）
鉄道事業形成支援（経済財務分析）【有償勘定技術支援】
流域水資源利用プロジェクト（流域水収支モデルの活用支援）
職業訓練機能強化事業追加調査（機械加工）
職業訓練機能強化事業追加調査（電子・電気）
女性起業促進のための能力構築及び政策対話プロジェクト詳細計画策定調査①（女性企業家支援）
農業開発管理アドバイザー業務
海運需要モデルのアップデートとSCAのマーケティング機能強化(マーケティング）
海運需要モデルのアップデートとSCAのマーケティング機能強化(海運動向）
防災計画の立案・更新によるテヘラン市災害対応能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（災害対策（洪水、地震））
南部アフリカ地域における円借款事業実施促進アドバイザー業務
2017年度国別ジェンダー情報収集・確認調査（エジプト）（ジェンダー分析）
デリー上水道運営・維持管理能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
水道行政管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析/組織運営）
防災計画の立案・更新によるテヘラン市災害対応能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
防災計画の立案・更新によるテヘラン市災害対応能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（防災計画/防災組織）
政府系ビルのESCO導入にかかるパイロット事業実施プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
コロンボ都市圏洪水対策マスタープランプロジェクト詳細計画策定調査（都市排水・内水対策）
カンボジア地雷対策センター運営能力向上アドバイザー業務(組織運営手法)
全国運輸マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査（経済統計・分析）
廃棄物管理能力向上プロジェクトフェーズ2 終了時評価調査（評価分析）
コロンボ都市圏洪水対策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）
ヴァラナシ市衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査（廃棄物管理）
ヴァラナシ市衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査（汚水・排水）
ヴァラナシ市衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査（上水道）
シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査（港湾EDI・ITサービス）
シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査（評価分析）
医療サービス提供の質の改善プロジェクト（病院サービスの質現状調査）
全国運輸マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査（地域開発計画・運輸交通）
全国運輸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）
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）
ホーチミン工業大学重化学工業人材育成支援プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
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)
（科学技術）アフリカにおけるウイルス性人獣共通感染症の調査研究プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
円借款事業実施監理促進業務
ヴァラナシ市衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
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終了時評価調査（評価分析）170460
南スーダン放送局組織能力強化プロジェクト 終了時評価調査（評価分析）
REDD+及び付加価値型森林コーヒー生産・販売を通じた持続的な森林管理支援プロジェクト（コーヒー生産・品質向上）
災害リスク軽減・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（防災計画／組織強化）
災害リスク軽減・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（災害リスク情報）
災害リスク軽減・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（評価分析）
クライシス・コミュニケーション及び災害危機管理における啓発向上プロジェクト基本計画策定調査（防災啓発）
「2020年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」中間評価調査（評価分析）
感染症の早期警戒警報対応システム運用強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
初中等教員の資質向上・管理政策制度化支援プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
輸出のための野菜種子生産振興プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
コメ振興支援計画プロジェクト（マーケティング）
首都圏斜面災害対策管理プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
地方分権化における母子手帳を活用した母子保健プログラムの質の向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
「工業統計整備アドバイザー」業務（工業統計整備）フォローアップ協力

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
2018/1/31
2018/3/22 パシフィックコンサルタンツ株式会社
2018/1/31
2018/3/22 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
2017/11/15
2018/1/10 児玉 正行
2017/11/22
2018/1/10 インテムコンサルティング株式会社
2017/11/22
2018/1/10 インテムコンサルティング株式会社
2017/10/4
2017/12/27 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/10/25
2017/12/20 ＮＴＣインターナショナル株式会社
2017/10/18
2017/12/13 一般財団法人国際臨海開発研究センター
2017/10/18
2017/12/13 一般財団法人国際臨海開発研究センター
2017/10/18
2017/12/13 株式会社建設技研インターナショナル
2017/10/18
2017/12/13 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン
2017/10/11
2017/12/6 アイ・シー・ネット株式会社
2017/10/18
2017/12/6 グローバルリンクマネージメント株式会社
2017/10/18
2017/12/6 株式会社日本開発サービス
2017/10/18
2017/12/6 寺尾 豊光
2017/10/18
2017/12/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
2017/9/20
2017/11/29 合同会社はるの環境社会ワークス
2017/9/27
2017/11/29 株式会社建設技研インターナショナル
2017/10/11
2017/11/29 株式会社フロネティック
2017/10/11
2017/11/29 株式会社アルメックＶＰＩ
2017/9/20
2017/11/22 アイ・シー・ネット株式会社
2017/9/27
2017/11/22 ビコーズインスチチュート株式会社
2017/10/4
2017/11/22 国際航業株式会社
2017/10/4
2017/11/22 株式会社ＴＥＣインターナショナル
2017/10/4
2017/11/22 株式会社ソーワコンサルタント
2017/10/4
2017/11/22 一般財団法人国際臨海開発研究センター
2017/10/4
2017/11/22 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス
2017/10/11
2017/11/22 株式会社フジタプランニング
2017/10/11
2017/11/22 日本工営株式会社
2017/10/11
2017/11/22 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/8/23
2017/11/15 古橋 武之
2017/9/20
2017/11/15 ＯＰＭＡＣ株式会社
2017/9/20
2017/11/15 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
2017/9/27
2017/11/15 株式会社日本開発サービス
2017/9/27
2017/11/15 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン
2017/10/4
2017/11/15 株式会社アイコンズ
2017/7/12
2017/11/8 三井共同建設コンサルタント株式会社
2017/8/30
2017/11/8 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス
2017/9/13
2017/11/8 倉持 晋作
2017/9/13
2017/11/8 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
2017/9/13
2017/11/8 株式会社建設技研インターナショナル
2017/9/13
2017/11/8 株式会社国際開発センター
2017/9/20
2017/11/8 日本工営株式会社
2017/9/20
2017/11/8 合同会社適材適所
2017/9/27
2017/11/8 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/9/27
2017/11/8 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/9/27
2017/11/8 中央開発株式会社
2017/9/6
2017/11/1 株式会社タスクアソシエーツ
○
2017/9/6
2017/11/1 株式会社国際開発センター
2017/9/6
2017/11/1 株式会社国際開発センター
2017/9/6
2017/11/1 株式会社国際開発アソシエイツ
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業務実施契約（単独型）
国名
ラオス
パレスチナ
サモア
チュニジア
ミャンマー
エジプト
南アフリカ共和国
南アフリカ共和国
南アフリカ共和国
ネパール
ソロモン
モルディブ
ホンジュラス
インドネシア
マラウイ
パキスタン
セネガル
ブラジル
エチオピア
チュニジア
タイ
エルサルバドル
東ティモール
ベトナム
ベトナム
東ティモール
コモロ
モルディブ
モルディブ
パキスタン
エジプト
タンザニア
タンザニア
ベトナム
メキシコ
東南アジア地域
イラン
モザンビーク
ベトナム
ジンバブエ
ベトナム
バングラデシュ
カンボジア
エルサルバドル
ソロモン
ソロモン
ボリビア
コートジボワール
チュニジア
北米・中南米地域
コンゴ民主共和国
カメルーン
チリ
モンゴル
ルワンダ
ウガンダ
パレスチナ
イラン
バングラデシュ
トルコ
パレスチナ
ウガンダ
エチオピア
カメルーン
パキスタン
ラオス
グアテマラ
ケニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベトナム
東ティモール

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
サバナケット県における参加型農業振興プロジェクト（メタファシリテーション）
2017/9/6
2017/11/1 株式会社レックス・インターナショナル
2017年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-8：パレスチナ「ジェリコ市水環境改善・有効活用計画」（プロジェクト評価）
2017/9/6
2017/11/1 稲田 十一
沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト（無収水対策）
2017/9/13
2017/11/1 株式会社ソーワコンサルタント
入札図書作成促進【有償勘定技術支援】
2017/9/13
2017/11/1 日本工営株式会社
医療機器関連人材にかかる情報収集・確認調査（研修施設計画）
2017/9/13
2017/11/1 一般財団法人日本国際協力システム
情報アクセシビリティの改善による障害者の社会参画促進プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/9/13
2017/11/1 合同会社適材適所
包括的アーティサン（熟練工）育成推進プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析/ソフトスキル）
2017/9/20
2017/11/1 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
包括的アーティサン（熟練工）育成推進プロジェクト詳細計画策定調査（電気・電子/メカトロニクス）
2017/9/20
2017/11/1 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
包括的アーティサン（熟練工）育成推進プロジェクト詳細計画策定調査（自動車整備）
2017/9/20
2017/11/1 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
教育の質の向上支援プロジェクト第二次詳細計画策定調査（評価分析）
2017/9/20
2017/11/1 株式会社アイコンズ
ホニアラ交通マスタープラン支援プロジェクト詳細計画策定調査（交通計画）
2017/8/9
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
地上デジタルテレビ放送網運用能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（情報システム（防災））
2017/8/16
2017/10/25 株式会社三隆国際気象
首都圏斜面災害対策管理プロジェクト 詳細計画策定調査（斜面災害対策）
2017/8/16
2017/10/25 国際航業株式会社
日本インドネシアREDD+実施メカニズム構築プロジェクト（泥炭地における地盤沈下の計測手法開発）
2017/8/23
2017/10/25 日鉄鉱コンサルタント株式会社
中規模灌漑開発維持管理能力強化プロジェクト（参加型施設管理）
2017/8/30
2017/10/25 株式会社レックス・インターナショナル
定期予防接種強化プロジェクト（EPI機材管理）
2017/8/30
2017/10/25 合同会社ＡＭＨＮ
初等教育算数能力向上プロジェクト（初等算数教材開発（図形））
2017/9/6
2017/10/25 インテムコンサルティング株式会社
○
地域警察活動普及プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
2017/9/22
2017/10/25 株式会社ファルチザン
空港計画アドバイザー業務
2017/8/9
2017/10/18 日本工営株式会社
南部地域を対象とした産業クラスター機能強化プロジェクト詳細計画策定調査（クラスター開発）
2017/8/9
2017/10/18 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
産業集積地のレジリエンス強化を目指したArea-BCM体制の構築（SATREPS)詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/16
2017/10/18 株式会社日本開発サービス
熱発光地熱探査法による地熱探査と地熱貯留層の統合評価システム 詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/16
2017/10/18 インテムコンサルティング株式会社
国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト（コメ営農状況調査（３））
2017/8/23
2017/10/18 株式会社国際開発ソリューションズ
サイバーセキュリティに関する能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（サイバーセキュリティ技術）
2017/8/30
2017/10/18 株式会社日本開発サービス
サイバーセキュリティに関する能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/30
2017/10/18 株式会社パデコ
インフラプロジェクト審査・評価アドバイザー業務
2017/8/30
2017/10/18 ペガサスエンジニアリング株式会社
コミュニティレベルの母子栄養改善を目的とした啓発普及／IEC支援業務（二年次）（母子栄養／IEC）
2017/8/30
2017/10/18 アイ・シー・ネット株式会社
地上デジタルテレビ放送網運用能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（地デジ計画）
2017/8/16
2017/10/11 八千代エンジニヤリング株式会社
地上デジタルテレビ放送網運用能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析）
2017/8/16
2017/10/11 株式会社地域計画連合
プライマリヘルスケアにおける母子保健強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/23
2017/10/11 株式会社国際開発センター
エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェーズ２中間レビュー（評価分析）
2017/8/23
2017/10/11 合同会社適材適所
産業クラスター開発
2017/7/12
2017/10/4 株式会社日本経済研究所
○
効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクトフェーズ2 詳細計画策定調査（配電技術）
2017/7/26
2017/10/4 株式会社東條インテリジェントネットワーク
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中間レビュー調査（評価分析）
2017/8/2
2017/10/4 株式会社日本開発サービス
(科学技術）遺伝資源の多様性評価と持続的利用の基盤構築終了時評価調査(評価分析)
2017/8/16
2017/10/4 株式会社ＶＳＯＣ
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」中間レビュー及びベトナム「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」中間レビュー(評価分析）
2017/8/16
2017/10/4 株式会社アイコンズ
無収水対策プロジェクト詳細計画策定調査（水道計画／無収水対策）
2017/7/19
2017/9/27 株式会社日水コン
○
魚市場運営管理・水産物衛生改善
2017/7/26
2017/9/27 ＯＡＦＩＣ株式会社
ディスバース促進アドバイザー業務【有償資金協力専門家】
2017/8/2
2017/9/27 海外開発コンサルタントＳＰＷ株式会社
西マショナランド州、マニカランド州及びミッドランド州 小規模園芸農民組織化強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/2
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
麻疹風疹混合ワクチン製造技術移転プロジェクト 終了時評価調査（評価分析）
2017/8/2
2017/9/27 株式会社日本開発サービス
金融包摂強化プロジェクト 詳細計画策定調査（金融包摂）
2017/8/2
2017/9/27 一般社団法人アクセスアドバイザリージャパン
水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ３（人材マネジメント・人事評価/評価分析）
2017/8/2
2017/9/27 佐野総合企画株式会社
（科学技術協力）シャーガス病制圧のための統合的研究開発プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/9
2017/9/27 合同会社適材適所
ホニアラ交通マスタープラン支援プロジェクト詳細計画策定調査（道路計画）
2017/8/9
2017/9/27 株式会社アンジェロセック
ホニアラ交通マスタープラン支援プロジェクト詳細計画策定調査（環境社会配慮）
2017/8/9
2017/9/27 株式会社パセット
サンタクルス県アグリビジネス強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/9
2017/9/27 株式会社アイコンズ
中部・北部紛争影響地域の公共サービス改善のための人材育成プロジェクトPhase2詳細計画策定調査(地方行政)
2017/8/9
2017/9/27 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
南部地域を対象とした産業クラスター機能強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/9
2017/9/27 株式会社アイコンズ
2017年度国別ジェンダー情報収集・確認調査（中米統合機構）（ジェンダー分析）
2017/5/24
2017/9/20 上村 美輪子
市民と平和のための警察研修実施能力強化プロジェクト（訓練コース運営指導）
2017/6/14
2017/9/20 株式会社ＰＡＳＣ
コメ振興プロジェクト（灌漑圃場整備支援）
2017/7/12
2017/9/20 ＮＴＣインターナショナル株式会社
持続可能な養殖確立に向けた赤潮早期警戒のための研究基盤の構築詳細計画策定調査（評価分析）
2017/7/19
2017/9/20 株式会社アイコンズ
公共投資計画策定能力強化プロジェクト基本計画策定調査（公共投資管理）
2017/7/19
2017/9/20 アイ・シー・ネット株式会社
トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェクトフェーズ２終了時評価調査(評価分析)
2017/7/19
2017/9/13 ペガサスエンジニアリング株式会社
産業人材育成体制強化支援プロジェクト(建設入札支援及び施工監理)
2017/7/19
2017/9/13 一般財団法人日本国際協力システム
保健医療セクター（非感染性疾患対策分野）情報収集・確認調査(保健システム／非感染性疾患)
2017/7/19
2017/9/13 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
無収水対策プロジェクト 詳細計画策定調査(評価分析)
2017/7/19
2017/9/13 株式会社日本開発サービス
公共投資管理強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
2017/7/19
2017/9/13 ＯＰＭＡＣ株式会社
○
（科学技術協力）トルコにおける顧みられない熱帯病、特に節足動物媒介性感染症制御に向けたワンヘルス的展開プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/7/26
2017/9/13 エスペランサ株式会社
ヨルダン川西岸地区電力セクターに係る調査（電力）
2017/7/26
2017/9/13 一般財団法人グローバル人材開発
コメ振興プロジェクト第２次終了時評価調査及びコメ振興プロジェクト・フェーズ２詳細計画策定調査（評価分析）
2017/7/26
2017/9/13 株式会社ＪＩＮ
国立イネ研究研修センター強化プロジェクト(農業研究におけるジェンダー主流化)
2017/7/26
2017/9/13 株式会社ジャイロス
○
地域住民の在来知と生態学的手法の協働と共創による革新的な森林資源マネジメントの確立と実装詳細計画策定調査（評価分析）
2017/8/3
2017/9/13 株式会社日本開発サービス
円借款事業実施促進【有償勘定技術支援】
2017/7/12
2017/9/6 合同会社グラスルーツ・エキスパーツ
水道公社事業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（上水道制度/経営/財務分析）
2017/7/12
2017/9/6 有限会社エクシディア
「地方自治体能力強化プロジェクト」フォローアップ協力（生活改善アプローチ定着分析）
2017/7/19
2017/9/6 アイ・シー・ネット株式会社
持続的森林管理のための能力開発プロジェクト（農地林業普及実施計画策定）
2017/7/19
2017/9/6 アイ・シー・ネット株式会社
スポーツ教育を通じた信頼醸成プロジェクト（ベースライン調査）
2017/7/19
2017/9/6 ＯＰＭＡＣ株式会社
行政改革分野情報収集・確認調査（人材育成計画策定）
2017/7/19
2017/9/6 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
産業開発アドバイザー業務（第２年次）
2017/7/19
2017/9/6 株式会社インサイト
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業務実施契約（単独型）
国名
カンボジア
カンボジア
モンゴル
モンゴル
モンゴル
ナイジェリア
ナイジェリア
タイ
ベトナム
バングラデシュ
ベトナム
ベトナム
ラオス
ラオス
チリ
チリ
チリ
ベトナム
ウガンダ
フィリピン
北米・中南米地域
パキスタン
ジブチ
ベナン
スリランカ
バングラデシュ
ラオス
カンボジア
タイ
キルギス
ヨルダン
モンゴル
モンゴル
バングラデシュ
フィリピン
ナイジェリア
パキスタン
モザンビーク
ミャンマー
スリランカ
インドネシア
南アフリカ共和国
インドネシア
ザンビア
ウガンダ
フィリピン
フィリピン
フィリピン
モザンビーク
エジプト
インドネシア
インドネシア
フィリピン
フィリピン
エチオピア
コロンビア
インドネシア
インドネシア
ベナン
スリランカ
インドネシア
ベトナム
タンザニア
ミャンマー
ミャンマー
コートジボワール
ウガンダ
ミャンマー
全世界
ネパール
ネパール

案件名
電力経済・計画アドバイザー（「電力量計検定制度」専門家）
電力経済・計画アドバイザー（「電力量計技術」専門家）
ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ３ 詳細計画策定調査（大気汚染対策）
ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ３詳細計画策定調査（大気質測定・分析）
ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ３ 詳細計画策定調査（評価分析）
連邦首都区における栄養改善能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析/財務持続性評価）
連邦首都区における栄養改善能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（栄養改善）
THAILAND4.0を目指したCO2排出削減と市民総幸福向上を同時実現するためのe-スマート交通統合戦略詳細計画策定調査（評価分析）
感染症の予防・対応能力向上のための実験室の機能及び連携強化プロジェクト（実験室設計支援）
地方都市行政能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
都市廃棄物総合管理能力向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
ジェンダーの視点に立った金融包摂促進支援プロジェクト（開発調査型技術協力）詳細計画策定調査（金融包摂／ジェンダー）
水道公社事業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（上水道技術）
水道公社事業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（評価分析）
災害リスク削減のためのONEMI組織強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
災害リスク削減のためのONEMI組織強化プロジェクト詳細計画策定調査（防災計画／組織強化）
災害リスク削減のためのONEMI組織強化プロジェクト詳細計画策定調査（防災人材育成／防災意識啓発）
国営企業の株式会社化・国家資本撤退促進に向けた株式市場制度整備プロジェクト（仮称）にかかる詳細計画策定調査（評価分析）
「湿地管理プロジェクト」フォローアップ協力
（科学技術）フィリピンの狂犬病撲滅に資する医・獣医学からの新たな人と動物の狂犬病診断システム構築に向けた取り組み詳細計画策定調査（評価分析）
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終了時評価調査（評価分析）
バロチスタン州農業普及員能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（農業研修）
タジュラ湾海上輸送能力にかかる情報収集・確認調査（港湾計画）
コトヌ都市圏機能強化にかかるインフラセクター情報収集・確認調査（道路整備）
国家上下水道公社事業運営能力向上プロジェクト 詳細計画策定調査（評価分析）
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終了時評価調査（評価分析）【有償勘定技術支援】
ルアンパバン世界遺産の持続可能な管理保全能力向上プロジェクト
流域水資源利用プロジェクト（灌漑地区間の水利用調整強化支援）
メコン地域人身取引被害者支援能力向上プロジェクト 現地モニタリング調査（評価分析）
乳品質向上のための食品検査人材育成プロジェクト詳細計画策定調査（食品検査・検査体制構築）
シリア難民女性生計向上支援（難民支援）
モンゴルの気候条件に適した道路舗装技術能力向上プロジェクト（道路舗装技術）
モンゴルの気候条件に適した道路舗装技術能力向上プロジェクト（評価分析）
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（総合技術アドバイザー）【有償勘定技術支援】
ダバオ治水対策プロジェクト詳細計画策定調査（環境社会配慮）
公衆衛生上の脅威の検出及び対応強化プロジェクト 詳細計画策定調査（評価分析）
定期予防接種強化プロジェクト（EPIワクチンロジスティクス／スーパービジョン）
持続可能な森林管理及び森林保全プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
持続可能な自然資源管理能力向上支援プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
国家上下水道公社事業運営能力向上プロジェクト 詳細計画策定調査（上水道事業運営/無収水対策）
「地方インフラ・居住環境整備事業」追加調査（経済/財務分析）
算数教育政策アドバイザー業務（MST政策）
災害警戒対策および事業継続管理にかかる国家防災庁能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（情報マネジメント（防災））
コメ普及支援プロジェクト（モニタリング手法研修およびモニタリングの実施）
コメ振興プロジェクト（稲育種）
ダバオ治水対策プロジェクト詳細計画策定調査（海岸保全・高潮対策）
ダバオ治水対策プロジェクト詳細計画策定調査（雨水排水対策）
ダバオ治水対策プロジェクト詳細計画策定調査（洪水対策）
HIV/エイズ対策システム強化アドバイザー業務
開発計画・政策実施能力強化における知見共有プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
インドネシア「地方インフラ・居住環境整備事業」追加調査（都市計画・地域計画）
「地方インフラ・居住環境整備事業」追加調査（環境社会配慮）
農業近代化に係る情報収集・確認調査（農業政策・金融）
農業近代化に係る情報収集・確認調査（農業機械）
エチオピア企業の成長を目的としたビジネス・ディベロップメント・サービスプロジェクト詳細計画策定調査（中小企業振興/評価分析）
一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
災害警戒対策および事業継続管理にかかる国家防災庁能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（防災計画）
災害警戒対策および事業継続管理にかかる国家防災庁能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
コトヌ都市圏機能強化にかかるインフラセクター情報収集・確認調査（港湾計画）
非感染性疾患対策強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
「地方インフラ・居住環境整備事業」追加調査（道路インフラ積算）
国営企業・銀行セクター改革に係る基礎情報収集・確認調査
産業クラスター開発
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（IEC/テレビ番組制作）
農村地域基礎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）
農業機械サービスの質及びアクセス向上プロジェクト詳細計画策定調査（農業機械サービス）
中等理数科強化教員研修プロジェクトフェーズ3終了時評価調査(評価分析)
ミャンマーにおけるASEAN稲ゲノム育種ネットワークプロジェクト（SATREPS)詳細計画策定調査（評価分析）
住民移転計画作成支援アドバイザー業務
教育の質の向上支援プロジェクト 詳細計画策定調査（算数教材開発）
教育の質の向上支援プロジェクト 詳細計画策定調査（教員の職能開発）
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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
2017/7/19
2017/9/6 中国電力株式会社
2017/7/19
2017/9/6 中国電力株式会社
2017/7/19
2017/9/6 株式会社数理計画
2017/7/19
2017/9/6 株式会社数理計画
2017/7/19
2017/9/6 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション
2017/7/19
2017/9/6 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
2017/7/19
2017/9/6 株式会社ＪＩＮ
2017/7/19
2017/9/6 寺尾 豊光
2017/7/12
2017/8/30 須賀工業株式会社
2017/7/12
2017/8/30 合同会社適材適所
2017/7/12
2017/8/30 アイ・シー・ネット株式会社
2017/7/12
2017/8/30 有限会社アイエムジー
2017/7/12
2017/8/30 株式会社日水コン
2017/7/12
2017/8/30 ビコーズインスチチュート株式会社
2017/7/12
2017/8/30 株式会社レデス
2017/7/12
2017/8/30 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
2017/7/12
2017/8/30 ＯＹＯインターナショナル株式会社
2017/7/19
2017/8/30 株式会社ファルチザン
2017/6/21
2017/8/23 株式会社建設技研インターナショナル
2017/7/5
2017/8/23 株式会社日本開発サービス
2017/7/5
2017/8/23 株式会社レックス・インターナショナル
2017/7/5
2017/8/23 国際耕種株式会社
2017/4/12
2017/8/16 一般財団法人国際臨海開発研究センター
2017/5/24
2017/8/16 大日本コンサルタント株式会社
2017/6/21
2017/8/16 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
2017/6/21
2017/8/16 株式会社ＶＳＯＣ
2017/6/21
2017/8/16 佐野総合企画株式会社
2017/7/5
2017/8/16 児玉 正行
2017/7/5
2017/8/16 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/7/5
2017/8/16 海外貨物検査株式会社
2017/7/5
2017/8/16 株式会社タック・インターナショナル
2017/7/5
2017/8/16 ペガサスエンジニアリング株式会社
2017/7/5
2017/8/16 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス
2017/5/31
2017/8/9 一般社団法人東京技術士会
2017/6/7
2017/8/9 ビコーズインスチチュート株式会社
2017/6/14
2017/8/9 株式会社ＪＩＮ
2017/6/14
2017/8/9 公益財団法人結核予防会
2017/6/14
2017/8/9 中央開発株式会社
2017/6/14
2017/8/9 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
2017/6/21
2017/8/9 株式会社日水コン
2017/5/10
2017/8/2 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
2017/5/17
2017/8/2 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/5/31
2017/8/2 八千代エンジニヤリング株式会社
2017/6/7
2017/8/2 有限会社エムエム・サービス
2017/6/7
2017/8/2 公益社団法人国際農林業協働協会
2017/6/7
2017/8/2 株式会社ふたば
2017/6/7
2017/8/2 株式会社建設技研インターナショナル
2017/6/7
2017/8/2 株式会社建設技研インターナショナル
2017/6/14
2017/8/2 合同会社サマウーマ・コンサルティング
2017/6/14
2017/8/2 アイ・シー・ネット株式会社
2017/5/10
2017/7/26 三井共同建設コンサルタント株式会社
2017/5/10
2017/7/26 株式会社パセット
2017/5/31
2017/7/26 株式会社ＪＩＮ
2017/5/31
2017/7/26 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/5/31
2017/7/26 菊池 慎吾
2017/5/31
2017/7/26 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
2017/5/31
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
2017/5/31
2017/7/26 株式会社アイコンズ
2017/6/7
2017/7/26 パシフィックコンサルタンツ株式会社
2017/6/7
2017/7/26 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン
○
2017/6/15
2017/7/26 ペガサスエンジニアリング株式会社
2017/3/29
2017/7/19 榊原 隆
2017/4/19
2017/7/19 Ｂｒｉｄｇｅ ａｎｄ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社
2017/5/17
2017/7/19 アイ・シー・ネット株式会社
2017/5/24
2017/7/19 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
2017/5/24
2017/7/19 株式会社タスクアソシエーツ
○
2017/5/31
2017/7/19 ＯＰＭＡＣ株式会社
2017/5/31
2017/7/19 株式会社レックス・インターナショナル
2017/5/24
2017/7/12 環境社会基盤コンサルタント株式会社
2017/5/24
2017/7/12 株式会社国際開発センター
2017/5/24
2017/7/12 株式会社国際開発センター

業務実施契約（単独型）
国名
フィリピン
フィリピン
コートジボワール
ウガンダ
全世界
大洋州地域
ラオス
アジア地域
アジア地域
アジア地域
アジア地域
ミャンマー
モザンビーク
モザンビーク
ベトナム
ベトナム
フィリピン
南アフリカ共和国
パキスタン
パキスタン
コソボ
カメルーン
アルバニア
インドネシア
ラオス
モンゴル
ペルー
コンゴ民主共和国
ミャンマー
インドネシア
タンザニア
タンザニア
ガーナ
モロッコ
全世界
タンザニア
スリランカ
モザンビーク
カンボジア
ベトナム
モンゴル
メキシコ
ラオス
フィリピン
バングラデシュ
カンボジア
ルワンダ
スリランカ
コンゴ民主共和国
ブルキナファソ
エルサルバドル
タンザニア
カンボジア
マラウイ
フィリピン
ジブチ
モザンビーク
マラウイ
アルゼンチン
バングラデシュ
ニカラグア
マラウイ
ネパール
ウガンダ
ザンビア
モロッコ
ケニア
タンザニア
マラウイ
エジプト
エジプト

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
廃棄物管理モニタリング能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（第2次）（評価分析）
2017/5/24
2017/7/12 国際航業株式会社
廃棄物管理モニタリング能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（第2次）（廃棄物管理）
2017/5/24
2017/7/12 日本工営株式会社
農業機械サービスの質及びアクセス向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/5/24
2017/7/12 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
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）
2017/5/24
2017/7/12 インテムコンサルティング株式会社
○
廃棄物管理事業支援アドバイザー業務
2017/4/19
2017/7/5 天野 史郎
大洋州広域フィラリア対策プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/26
2017/7/5 センティノス・インコーポレイテッド
持続可能な都市交通システム能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（都市交通計画）
2017/5/10
2017/7/5 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
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中間レビュー調査（評価分析）及びミャンマー日本人材開発センタープロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査（評価分析）
2017/5/10
2017/7/5 有限責任あずさ監査法人
アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト･フェーズ3終了時評価･フェーズ4詳細計画策定調査（評価分析1）
2017/5/10
2017/7/5 合同会社適材適所
アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト･フェーズ3終了時評価･フェーズ4詳細計画策定調査（評価分析2）
2017/5/10
2017/7/5 合同会社適材適所
アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト･フェーズ3終了時評価･フェーズ4詳細計画策定調査（評価分析3）
2017/5/10
2017/7/5 合同会社適材適所
口蹄疫対策のための組織能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（ワクチン製造）
2017/5/17
2017/7/5 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
ニアッサ州持続的給水システム推進プロジェクト詳細計画策定調査（水道事業運営/人材育成）
2017/4/19
2017/6/28 日本テクノ株式会社
ニアッサ州持続的給水システム推進プロジェクト詳細計画策定調査（地方給水施設整備/衛生）
2017/4/19
2017/6/28 日本テクノ株式会社
気象予測及び洪水早期警報システム運営能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/19
2017/6/28 株式会社生活工房ｄｏ
気象予測及び洪水早期警報システム運営能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（気象観測/予警報）
2017/4/19
2017/6/28 一般財団法人気象業務支援センター
○
バンサモロ包括的能力向上プロジェクト第二回中間レビュー調査（評価分析）
2017/4/26
2017/6/28 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
算数教育政策アドバイザー業務（算数教材開発）
2017/4/26
2017/6/28 インテムコンサルティング株式会社
東西道路改修事業（国道 70 号線）技術支援（有償勘定技術支援）（環境社会配慮）
2017/4/26
2017/6/28 アイ・シー・ネット株式会社
東西道路改修事業（国道 70 号線）技術支援（有償勘定技術支援）（交通計画／積算）
2017/4/26
2017/6/28 株式会社建設技研インターナショナル
循環型社会に向けた廃棄物管理能力向上アドバイザー業務
2017/4/26
2017/6/28 国際航業株式会社
品質・生産性向上（カイゼン）推進を通じた総合的中小企業振興プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/26
2017/6/28 合資会社プラスタ
ディヴィアカ・カラヴァスタ国立公園におけるエコシステムを基盤とした国立公園管理に係る能力開発プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/26
2017/6/28 株式会社日本開発サービス
社会保険実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/5/10
2017/6/28 株式会社コーエイ総合研究所
持続可能な都市交通システム能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/5/10
2017/6/28 株式会社アイコンズ
社会保険実施能力強化プロジェクト（研修体系構築及び研修講師養成）
2017/5/10
2017/6/28 株式会社コーエイ総合研究所
アマソナス州における持続可能な観光開発促進プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/5/10
2017/6/28 ＯＰＭＡＣ株式会社
持続可能な森林経営促進のための国家森林モニタリングシステム強化とREDD+パイロットプロジェクト 詳細計画策定調査(評価分析）
2017/5/17
2017/6/28 合同会社適材適所
口蹄疫対策のための組織能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/5/17
2017/6/28 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
看護実践能力強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
2017/4/12
2017/6/21 株式会社日本開発サービス
効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクトフェーズ2 詳細計画策定調査（変電技術）
2017/4/12
2017/6/21 瀬戸 寛仁
効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査（電力事業経営）
2017/4/12
2017/6/21 センティノス・インコーポレイテッド
母子手帳を通じた母子保健サービス改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析）
2017/4/19
2017/6/21 モエ・コンサルティング有限会社
アフリカ交通人材育成プロジェクト詳細計画策定調査（港湾人材育成/機材）
2017/3/22
2017/6/14 一般財団法人国際臨海開発研究センター
アフリカ中近東廃棄物管理事業支援アドバイザー業務
2017/4/5
2017/6/14 一般社団法人国際環境協力ネットワーク
効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/12
2017/6/14 株式会社ナインステップス
特別支援学級へのインクルーシブアプローチ導入による教育機会の向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/12
2017/6/14 一般財団法人国際開発機構
ニアッサ州持続的給水システム推進プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/19
2017/6/14 アイ・シー・ネット株式会社
産業開発のための工学教育研究強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/19
2017/6/14 株式会社国際開発センター
税務行政改革支援プロジェクトフェーズ4 終了時評価(評価分析)
2017/4/26
2017/6/14 合同会社適材適所
資本市場規制・監督能力向上プロジェクトフェーズ2に係る詳細計画策定調査(評価分析）
2017/5/10
2017/6/14 株式会社ファルチザン
自動車産業クラスター振興プロジェクト 詳細計画策定調査（有望企業調査）
2017/3/22
2017/6/7 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ
持続可能な保健人材開発・質保障制度整備プロジェクト 詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/5
2017/6/7 合同会社適材適所
経済特区との連携による産業人材育成およびバリューチェーン強化を通じた産業競争力向上プロジェクト詳細計画策定調査（産業人材育成）
2017/4/5
2017/6/7 ＥＹ新日本サステナビリティ株式会社
高等専門学校の近代化および教育の質の改善プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/5
2017/6/7 アイ・シー・ネット株式会社
水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ３ 終了時評価調査（評価分析）
2017/4/12
2017/6/7 佐野総合企画株式会社
地方給水施設運営維持管理強化プロジェクト中間レビュー調査（評価分析）
2017/4/12
2017/6/7 グローバルリンクマネージメント株式会社
円借款事業形成・実施促進アドバイザー業務【有償勘定技術支援】
2017/4/12
2017/6/7 ＯＰＭＡＣ株式会社
保健人材開発支援プロジェクトフェーズ２終了時評価・フェーズ３詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/12
2017/6/7 株式会社アイコンズ
ゴマ生産支援プロジェクト中間レビュー調査（評価分析）
2017/4/19
2017/6/7 株式会社アイコンズ
東部地域を中心とする地方開発能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/19
2017/6/7 株式会社アイコンズ
SHEPアプローチを活用した県農業開発計画実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/3/1
2017/5/31 ＯＰＭＡＣ株式会社
海水魚種苗生産技術向上プロジェクト（種苗生産技術）
2017/3/29
2017/5/31 株式会社国際水産技術開発
リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（水道計画／無収水管理）
2017/3/29
2017/5/31 横浜ウォーター株式会社
経済特区との連携による産業人材育成およびバリューチェーン強化を通じた産業競争力向上プロジェクト詳細計画策定調査（産業振興/評価分析）
2017/4/5
2017/5/31 ユニコインターナショナル株式会社
タジュラ湾海上輸送能力にかかる情報収集・確認調査（船舶計画／運航計画）
2017/4/12
2017/5/31 ＯＡＦＩＣ株式会社
円借款事業実施支援アドバイザー
2017/4/12
2017/5/31 株式会社レデス
○
リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
2017/4/13
2017/5/31 グローバルリンクマネージメント株式会社
中南米における中小企業の生産性向上拠点化支援プロジェクト詳細計画策定調査（品質・生産性向上）
2017/3/22
2017/5/24 株式会社パデコ
小学校理数科教育強化プロジェクトフェーズ3詳細計画策定調査（評価分析）
2017/3/29
2017/5/24 株式会社パデコ
地方自治行政能力強化プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査（評価分析）
2017/3/29
2017/5/24 一般財団法人国際開発機構
リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（機材計画／積算）
2017/3/29
2017/5/24 日本テクノ株式会社
補給管理センター及び航空路レーダー管制業務整備プロジェクト終了時評価調査及び航空航法システム運用能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)
2017/4/5
2017/5/24 有限会社ＡＤＡＭＩＳ
コメ振興プロジェクト（植物病理（PCRおよびELISA検定））
2017/3/15
2017/5/17 公益社団法人国際農林業協働協会
コメ普及支援プロジェクト（リモートセンシング・GIS)
2017/3/22
2017/5/17 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
国家都市廃棄物処理戦略策定プロジェクト詳細計画策定調査（環境社会配慮/廃棄物管理計画）
2017/3/22
2017/5/17 久心コンサルタント株式会社
東部アフリカ地域における国際貿易円滑化のための能力向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析１）
2017/3/22
2017/5/17 ペガサスエンジニアリング株式会社
○
コメ振興支援計画プロジェクト（農業機械）
2017/3/29
2017/5/17 特定非営利活動法人国際農民参加型技術ネットワーク
リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（経営管理／財務分析）
2017/3/29
2017/5/17 株式会社国際開発アソシエイツ
省エネルギー研修事前調査（省エネルギー技術）
2017/3/29
2017/5/17 ジゾラボ合同会社
省エネルギー研修事前調査（省エネルギー政策・制度）
2017/3/29
2017/5/17 長山 浩章
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業務実施契約（単独型）
国名
案件名
ケニア
東部アフリカ地域における国際貿易円滑化のための能力向上プロジェクト終了時評価調査（評価分析２/情報収集(OSBP/取締)）
タンザニア
コメ振興支援計画プロジェクト（ジェンダー）
フィジー
大洋州気象人材育成能力強化プロジェクト（研修能力強化／プロジェクト運営）
ジブチ
地熱開発試掘プロジェクト詳細計画策定調査（地熱開発／評価分析）
ジブチ
地熱開発試掘プロジェクト詳細計画策定調査（環境社会配慮）
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終了時評価調査（評価分析）
ブータン
住民関与を目指した地方行政支援プロジェクト（指導者研修/研修マネジメント）
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（灌漑施設／水管理）
カンボジア
海水魚種苗生産技術向上プロジェクト(施設設備)
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）
ブラジル
E-wasteリバースロジスティクス改善プロジェクト終了時評価調査（評価分析）
パプアニューギニア
資源収入管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
パラグアイ
小農輸出農作物の安全性向上のための取り組み強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
ネパール
カトマンズ水道公社運営・維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（浄水処理／水質管理）
ネパール
カトマンズ水道公社運営・維持管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（送配水管理／無収水対策）
ジブチ
地熱開発試掘プロジェクト詳細計画策定調査（貯留層解析／人材育成計画）
アルゼンチン
中南米における中小企業の生産性向上拠点化支援プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
欧州地域
欧州地域における円借款実施促進支援【有償勘定技術支援】
モロッコ
アフリカ交通人材育成プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
タイ
認知症高齢者のための介護サービス開発プロジェクト詳細計画策定調査及び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終了時評価調査（評価分析）
ザンビア
持続可能な地域密着型灌漑開発支援プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
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（参加型設計・施工（小規模水路））
バングラデシュ
小学校理数科教育強化計画フェーズ2終了時評価調査（評価分析）
ネパール
カトマンズ水道公社運営・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／組織運営）
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終了時評価調査（評価分析）
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（施工管理）
タンザニア
SHEPアプローチを活用した県農業開発計画実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査（農業開発計画）
全世界
市場志向型農業振興にかかる広域支援促進調査（SHEPアプローチ）
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7）
チュニジア
南部無収水削減支援プロジェクト詳細計画策定調査（水道計画/無収水対策）
モンゴル
社会保険実施能力強化プロジェクト（行政サービスにおける接遇向上／組織マネジメント）
ベトナム
国会事務局能力向上プロジェクト フェーズ２詳細計画策定調査（評価分析）
ラオス
公共投資・財政管理分野における情報収集・確認調査（公共財政管理）
ソロモン
ヘルシービレッジ推進プロジェクト（調査データ分析）
フィリピン
高規格道路網開発マスタープランプロジェクト（フェーズ2）詳細計画策定調査（地域開発）
ブータン
電力マスタープラン2040策定プロジェクト詳細計画策定調査（電力系統計画）
モンゴル
資本市場規制・監督能力向上プロジェクトに係る終了時評価（評価分析）
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(中級経営幹部コース 修了生フォローアップ調査)(情報収集/分析)
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」詳細計画策定調査（評価分析）
ミャンマー
教育政策アドバイザー業務
チュニジア
南部無収水削減支援プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
ベトナム
被害者支援及びカウンセリングのための人身取引対策ホットライン運営強化プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
フィリピン
高規格道路網開発マスタープランプロジェクト（フェーズ2）詳細計画策定調査（道路計画）
フィリピン
高規格道路網開発マスタープランプロジェクト（フェーズ2）詳細計画策定調査（環境社会配慮）
ブータン
電力マスタープラン2040策定プロジェクト詳細計画策定調査（水力開発計画）
ブータン
電力マスタープラン2040策定プロジェクト詳細計画策定調査（環境社会配慮）
パキスタン
省エネルギー基準及びラべリング制度普及促進プロジェクト詳細計画策定調査（省エネルギー普及促進）
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(上級経営幹部コース 修了生フォローアップ調査)(情報収集/分析)
ザンビア
持続可能な地域密着型灌漑開発支援プロジェクト詳細計画策定調査（小規模灌漑）
ザンビア
持続可能な地域密着型灌漑開発支援プロジェクト詳細計画策定調査（灌漑農業（営農））
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」詳細計画策定調査(森林管理／治山技術）
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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
○
2017/4/12
2017/5/17 株式会社サクセス・プロジェクト・マネジメント・オフィス
2017/2/15
2017/5/10 株式会社ジャイロス
2017/2/15
2017/5/10 基軸コンサルティング株式会社
2017/2/22
2017/5/10 株式会社アイコンズ
2017/2/22
2017/5/10 ビコーズインスチチュート株式会社
2017/3/1
2017/5/10 株式会社タック・インターナショナル
2017/3/1
2017/5/10 有限会社アイエムジー
2017/3/1
2017/5/10 株式会社ＶＳＯＣ
○
2017/3/8
2017/5/10 株式会社シーエスジェイ
2017/3/8
2017/5/10 株式会社国際水産技術開発
2017/3/15
2017/5/10 佐野総合企画株式会社
2017/3/15
2017/5/10 ＥＹ新日本サステナビリティ株式会社
2017/3/15
2017/5/10 寺尾 豊光
2017/3/15
2017/5/10 株式会社建設技研インターナショナル
2017/3/15
2017/5/10 株式会社ソーワコンサルタント
○
2017/3/22
2017/5/10 日本工営株式会社
2017/3/22
2017/5/10 株式会社パデコ
2017/3/22
2017/5/10 瀬山 修平
2017/3/22
2017/5/10 株式会社アンジェロセック
2017/3/29
2017/5/10 株式会社コーエイ総合研究所
2017/2/22
2017/4/26 株式会社レックス・インターナショナル
○
2017/3/2
2017/4/26 株式会社レックス・インターナショナル
2017/3/8
2017/4/26 株式会社アイコンズ
2017/3/15
2017/4/26 合同会社適材適所
2017/3/15
2017/4/26 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
2017/2/8
2017/4/19 日本工営株式会社
2017/3/1
2017/4/19 株式会社国際開発センター
2017/3/1
2017/4/19 有限会社アイエムジー
2017/3/1
2017/4/19 古橋 武之
2017/3/1
2017/4/19 株式会社ＴＥＣインターナショナル
2017/3/8
2017/4/19 株式会社日本開発サービス
2017/3/8
2017/4/19 株式会社国際開発センター
2017/1/18
2017/4/12 株式会社コーエイ総合研究所
○
2017/2/8
2017/4/12 株式会社国際開発センター
2017/2/8
2017/4/12 日本工営株式会社
2017/2/15
2017/4/12 東京電力パワーグリッド株式会社
2017/2/15
2017/4/12 株式会社ファルチザン
2017/2/15
2017/4/12 株式会社タック・インターナショナル
2017/2/22
2017/4/12 アジア航測株式会社
2017/3/1
2017/4/12 株式会社国際開発センター
2017/3/1
2017/4/12 株式会社日本開発サービス
2017/3/1
2017/4/12 株式会社アイコンズ
2017/2/8
2017/4/5 株式会社建設技研インターナショナル
2017/2/8
2017/4/5 株式会社建設技研インターナショナル
2017/2/15
2017/4/5 中部電力株式会社
2017/2/15
2017/4/5 アイ・シー・ネット株式会社
2017/2/15
2017/4/5 ジゾラボ合同会社
2017/2/15
2017/4/5 ビコーズインスチチュート株式会社
2017/2/22
2017/4/5 株式会社三祐コンサルタンツ
2017/2/22
2017/4/5 Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社
2017/2/22
2017/4/5 国際航業株式会社

