
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

パキスタン 省エネルギー基準及びラべリング制度にかかる戦略策定・推進プロジェクト 2018/11/28 2019/3/27 ジゾラボ合同会社
ルワンダ 灌漑水管理能力向上プロジェクト（第１期） 2018/11/28 2019/3/27 ＮＴＣインターナショナル株式会社
パキスタン ファイサラバード浄水場・送配水管網改善計画準備調査 2018/11/28 2019/3/27 日本テクノ株式会社 株式会社日水コン 日本水工設計株式会社 横浜ウォーター株式会社
ベトナム 電子政府にかかる情報収集・確認調査（企画競争） 2018/12/19 2019/3/27 株式会社富士通総研
ウガンダ 北部回廊インフラ開発のための情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/12/12 2019/3/27 株式会社エイト日本技術開発 日本工営株式会社
インドネシア 持続可能な開発目標（SDGs）実施体制強化プロジェクト 2018/12/12 2019/3/27 株式会社国際開発センター 国立大学法人広島大学
ベトナム ベトナム都市鉄道分野における測定報告検証（MRV）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）） 2019/1/9 2019/3/27 株式会社アルメックＶＰＩ
マダガスカル 食と栄養改善プロジェクト（第１期） 2018/12/12 2019/3/27 株式会社三祐コンサルタンツ 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
ラオス 公共投資計画管理改善プロジェクト 2018/12/12 2019/3/27 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 カイゼンｅラーニングにかかる情報収集・確認調査 2018/12/19 2019/3/27 株式会社日本開発サービス 株式会社デジタル・ナレッジ
ベトナム メコンデルタ沿岸地域における産業・物流に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2019/1/9 2019/3/27 日本工営株式会社 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
モンゴル 建設分野における労働安全管理能力強化プロジェクト 2018/12/19 2019/3/27 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
ウズベキスタン 園芸作物バリューチェーン強化事業準備調査 2018/12/19 2019/3/27 株式会社日本経済研究所 株式会社三祐コンサルタンツ
アフリカ地域 サブサハラアフリカにおける食料安全保障・栄養改善のためのフードバリューチェーン開発に係る情報収集・確認調査 2018/12/19 2019/3/27 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング ＮＴＣインターナショナル株式会社
エジプト 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（第１期） 2018/12/19 2019/3/27 特定非営利活動法人支援技術開発機構 グリーンエイト株式会社 株式会社フジタプランニング
北米・中南米地域 広域・フードバリューチェーン強化における本邦技術活用のための情報収集・確認調査 2018/12/19 2019/3/27 株式会社パデコ
ウガンダ 西ナイル難民受入地域国道改修計画準備調査 2018/12/19 2019/3/27 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル 株式会社エイト日本技術開発 株式会社アンジェロセック
インドネシア ジャカルタ漁港及び地方漁港の運営改善・改修に係る情報収集・確認調査（企画競争） 2019/1/16 2019/3/27 インテムコンサルティング株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
アルメニア クライシス・コミュニケーション及び防災啓発能力向上プロジェクト（第１期） 2018/11/14 2019/3/20 ＯＹＯインターナショナル株式会社
スリランカ コロンボ都市圏雨水排水計画策定プロジェクト 2018/11/14 2019/3/20 株式会社建設技研インターナショナル 日本工営株式会社 株式会社地球システム科学
ナイジェリア 連邦首都区における栄養改善能力向上プロジェクト（第１期） 2018/11/21 2019/3/20 株式会社ＪＩＮ ＮＴＣインターナショナル株式会社
フィリピン 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（第1フェーズ） 2018/11/28 2019/3/20 株式会社パデコ アビームコンサルティング株式会社
セネガル ダカール州変電所緊急整備及び送電線増強計画準備調査 2018/11/21 2019/3/20 八千代エンジニヤリング株式会社
スリランカ 国道土砂災害対策事業フェーズ2準備調査 2018/11/28 2019/3/20 日本工営株式会社 株式会社地球システム科学
東南アジア地域 ASEANシングル・ウィンドウに関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/12/12 2019/3/20 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社パデコ
全世界 インフラ整備関連の中国の動向に関する情報収集・確認調査（企画競争） 2018/11/28 2019/3/20 株式会社国際開発センター 日本テピア株式会社
ネパール タライ平野灌漑農業振興プロジェクト 2018/12/5 2019/3/20 日本工営株式会社 株式会社三祐コンサルタンツ
ネパール 水力発電セクターにおけるPPPモデルに係る情報収集・確認調査（企画競争） 2018/12/5 2019/3/20 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 産業人材のニーズに基づく技術教育改善プロジェクト（第１期） 2018/12/12 2019/3/20 アイ・シー・ネット株式会社
ガーナ 道路橋梁維持管理能力強化プロジェクト（第Ⅰ期） 2018/12/12 2019/3/20 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 首都高速道路株式会社
スリランカ インクルーシブ教育アプローチを通じた特別なニーズのある子どもの教育強化プロジェクト 2018/12/12 2019/3/20 株式会社国際開発センター
アフリカ地域 アフリカにおける本邦企業の農業機械の活用に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/12/12 2019/3/20 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 西部州における廃棄物管理計画（マスタープラン）策定支援プロジェクト 2018/12/12 2019/3/20 株式会社エックス都市研究所 国際航業株式会社
スーダン スーダンのきれいな街のための廃棄物管理機材改善計画準備調査 2018/12/12 2019/3/20 八千代エンジニヤリング株式会社
ホンジュラス 首都圏斜面災害対策管理プロジェクト 2018/12/12 2019/3/20 国際航業株式会社 ＯＹＯインターナショナル株式会社
フィジー 上下水道セクター情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2019/1/9 2019/3/20 株式会社日水コン 八千代エンジニヤリング株式会社 オリジナル設計株式会社
レソト 中等学校建設計画フォローアップ協力（FU調査/施工監理）（第1期） 2018/12/19 2019/3/20 株式会社マツダコンサルタンツ
ガーナ ノーザン州医療体制改善計画　準備調査 2018/12/19 2019/3/20 株式会社日本設計 株式会社フジタプランニング
アフリカ地域 プロジェクト研究「アフリカ地域におけるコミュニティ参加を通じた『子どもの学びの改善』モデルの開発・スケールアップ」(第1期)
 2018/12/19 2019/3/20 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
エジプト エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェーズ3 2018/12/19 2019/3/20 学校法人立命館
ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ県の公共交通にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2019/1/9 2019/3/20 日本工営株式会社
パレスチナ 理数科教育の質改善プロジェクト 2018/12/19 2019/3/20 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
キルギス 転圧コンクリート（RCCP）技術能力向上プロジェクト 2018/12/19 2019/3/20 株式会社建設技研インターナショナル
ヨルダン ヨルダン・イラクにおける中国企業及び中国開発援助機関活動情報収集・確認調査 2018/12/19 2019/3/20 クラウンエイジェンツ・ジャパン株式会社
ラオス ICT等の活用に係る情報収集・確認調査（物流）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/11/28 2019/3/13 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル アビームコンサルティング株式会社 株式会社国際開発センター アイ・シー・ネット株式会社
モザンビーク ニアッサ州地方給水施設建設計画準備調査 2018/11/28 2019/3/13 日本テクノ株式会社 株式会社地球システム科学
フィリピン ダバオ下水道整備に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/12/12 2019/3/13 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飲料水供給システム増強計画準備調査 2018/12/12 2019/3/13 株式会社三祐コンサルタンツ
エジプト エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクト　フェーズ3　エネルギー資源工学専攻・学科及び環境工学専攻支援 2018/11/28 2019/3/13 国立大学法人東京工業大学
エジプト エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクト　フェーズ3　経営工学専攻・学科支援 2018/11/28 2019/3/13 国立大学法人東京工業大学
フィジー 5S-KAIZEN-TQMによる保健サービスの質の向上プロジェクト 2018/12/12 2019/3/13 株式会社フジタプランニング
バングラデシュ 小学校理数科教育強化プロジェクトフェーズ3（第１期） 2018/12/12 2019/3/13 株式会社パデコ 国立大学法人広島大学
パレスチナ 産業振興プロジェクト（第1期） 2018/12/12 2019/3/13 株式会社パデコ
イラン 地震対策分野における情報収集・確認調査 2018/12/12 2019/3/13 一般財団法人気象業務支援センター 八千代エンジニヤリング株式会社
イラン タブリーズ及びその周辺地域における観光開発戦略策定に係る情報収集・確認調査 2018/12/12 2019/3/13 株式会社国際開発センター 株式会社エイチ・アイ・エス
カンボジア シェムリアップ州リファラル病院改善計画準備調査 2018/12/12 2019/3/13 株式会社梓設計 インテムコンサルティング株式会社
フィリピン カトゥビッグ農業総合開発事業　国家灌漑庁分事業管理支援 【有償勘定技術支援】 2018/12/19 2019/3/13 株式会社三祐コンサルタンツ
インド ムンバイ－アーメダバード間高速鉄道建設事業　アーメダバード駅付近工区及びバドーダラ駅付近工区におけるプレ・コンストラクションサービス【有償勘定技術支援】（ステージⅠ）2018/4/27 〇 2019/3/6 株式会社大林組 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 株式会社ＩＨＩインフラシステム 鉄建建設株式会社
全世界 強靭で安全な都市・地域形成に向けた気候変動対策に関する情報収集・確認調査（企画競争） 2018/11/7 2019/3/6 日本工営株式会社 みずほ情報総研株式会社
コートジボワール 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　フェーズ2 2018/11/14 2019/3/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社地球システム科学 ＮＴＣインターナショナル株式会社
ミャンマー 産業競争力強化に向けた投資振興プロジェクト（フェーズ1） 2018/11/28 2019/3/6 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング アイ・シー・ネット株式会社
カメルーン 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 2018/11/21 2019/3/6 アイ・シー・ネット株式会社
シエラレオネ 中央子ども病院強化計画準備調査 2018/11/21 2019/3/6 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
キルギス 乳品質向上のための食品検査人材育成プロジェクト（第１期） 2018/11/28 2019/3/6 海外貨物検査株式会社 一般財団法人新日本検定協会 
スリランカ 農業分野に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/12/5 2019/3/6 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
エチオピア アジスアベバ市道路維持管理機材整備計画準備調査 2018/12/12 2019/3/6 八千代エンジニヤリング株式会社
インドネシア 船舶航行安全システム開発整備計画改訂プロジェクト 2018/12/5 2019/3/6 一般財団法人日本航路標識協会
エジプト エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェーズ3　国際ビジネス・人文学系大学院・学部及びリベラルアーツ教育支援 2018/11/28 2019/3/6 国立大学法人筑波大学
スリランカ スリランカ北部州酪農開発プロジェクト（第１期） 2018/12/5 2019/3/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
マダガスカル 稲作生産・流通にかかる情報収集・確認調査 2018/12/12 2019/3/6 株式会社三祐コンサルタンツ 株式会社レックス・インターナショナル
コートジボワール アビジャン国際空港保安強化計画準備調査 2018/12/19 2019/3/6 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社アンジェロセック
マラウイ 病院運営改善に向けた5S-KAIZEN-TQM普及 2018/12/19 2019/3/6 株式会社フジタプランニング
トルコ 建築物耐震化促進にかかる情報収集・確認調査 2018/12/19 2019/3/6 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　上水供給強化プロジェクトに関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/12/12 2019/2/27 日本工営株式会社
チュニジア 漁業資源管理機材整備計画準備調査 2018/12/5 2019/2/27 一般財団法人日本造船技術センター インテムコンサルティング株式会社
インドネシア 中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト【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） 2018/11/28 2019/2/27 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 パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社パスコ
エチオピア 農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェクト（第１期） 2018/11/14 2019/2/27 株式会社三祐コンサルタンツ ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
ラオス 持続可能な都市交通システム能力向上プロジェクト 2018/10/17 2019/2/27 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
バングラデシュ 国家健全性戦略支援プロジェクト　フェーズ2 2018/9/19 2019/2/27 アイ・シー・ネット株式会社
パレスチナ 教育の質と環境改善のための学校建設計画準備調査 2018/11/21 2019/2/20 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
ケニア モンバサ経済特区インフラ整備計画準備調査 2018/11/14 2019/2/20 日本工営株式会社 玉野総合コンサルタント株式会社
スリランカ 土砂災害リスク軽減のための非構造物対策能力強化プロジェクト 2018/11/14 2019/2/20 株式会社地球システム科学 日本工営株式会社
イラク 公共事業に係る広報支援調査 2018/11/14 2019/2/13 クラウンエイジェンツ・ジャパン株式会社
ブルキナファソ 第三次中学校建設計画準備調査 2018/11/14 2019/2/13 株式会社福永設計
パキスタン 国家基幹送電系統開発計画策定支援プロジェクト 2018/11/7 2019/2/13 株式会社ニュージェック
インド マディヤ・プラデシュ州地方給水事業準備調査【有償勘定技術支援】 2018/10/31 2019/2/13 日本工営株式会社 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング
アジア地域 ASEAN-JICA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 2018/10/31 2019/2/13 株式会社国際開発センター 日本工営株式会社
ブータン 道路斜面対策工能力強化プロジェクト 2018/10/24 2019/2/13 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
ミャンマー 農村地域基礎保健サービス強化プロジェクト（第１期） 2018/11/14 2019/2/6 グローバルリンクマネージメント株式会社 公益財団法人ジョイセフ
カンボジア 国道1号線及びベトナム国境付近における道路整備・関連施設整備等に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/11/7 2019/2/6 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル
モンゴル 外部事後評価：モンゴル「ツェツィー風力発電事業」（海外投融資） 2018/10/24 2019/2/6 一般財団法人国際開発機構 有限責任あずさ監査法人
インド メガラヤ州持続的コミュニティ森林管理事業準備調査【有償勘定技術支援】 2018/10/24 2019/2/6 国際航業株式会社 アイ・シー・ネット株式会社
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（第1期） 2018/10/3 2019/2/6 株式会社国際開発センター 日本工営株式会社
モンゴル 国家総合開発計画策定プロジェクト 2018/9/12 2019/2/6 株式会社レックス・インターナショナル 株式会社パデコ 日本工営株式会社
ネパール カトマンズ盆地都市交通セクターに係る情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】 2018/10/24 2019/1/30 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社パデコ
インド ナグプール市ナグ川浄化事業準備調査【有償勘定技術支援】 2018/10/24 2019/1/30 日本工営株式会社 株式会社日水コン
ザンビア ナカラ回廊上の運輸インフラ整備に向けた情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/10/31 2019/1/30 大日本コンサルタント株式会社
ガーナ 第二次テマ交差点改良計画準備調査 2018/10/31 2019/1/30 株式会社建設技研インターナショナル
ソロモン 再生可能エネルギー促進に係る情報収集・確認調査 2018/9/26 2019/1/23 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 東電設計株式会社
ベナン 電力セクターにかかる情報収集・確認調査 （一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/10/31 2019/1/23 株式会社ニュージェック 関西電力株式会社
フィリピン 新マクタン橋建設事業準備調査及び詳細設計調査【有償勘定技術支援】（フェーズⅠ） 2018/10/10 2019/1/16 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社長大 日本工営株式会社 株式会社アルメックＶＰＩ
タンザニア ドドマ市道路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）） 2018/10/17 2019/1/16 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社国際開発センター
ナイジェリア ナイジェリア疾病予防センターネットワーク検査室機能強化計画準備調査 2018/10/24 2019/1/16 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
ザンビア コッパーベルト州病院整備計画準備調査 2018/10/24 2019/1/16 株式会社大建設計 ビンコーインターナショナル株式会社
セネガル 民間連携による産業人材育成強化のためのセネガル日本職業訓練センター機材整備計画準備調査 2018/10/31 2019/1/16 インテムコンサルティング株式会社
マラウイ リロングウェ市変電所改修計画準備調査 2018/10/10 2019/1/9 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
インド 鉄道安全能力強化プロジェクト（有償勘定技術支援） 2018/8/22 2019/1/9 日本工営株式会社 日本コンサルタンツ株式会社
ザンビア 持続可能な地域密着型灌漑開発プロジェクト(第1期) 2018/9/26 2019/1/9 株式会社三祐コンサルタンツ
インドネシア 食料安全保障のための灌漑開発・管理長期戦略策定プロジェクト（第1期） 2018/10/10 2019/1/9 株式会社三祐コンサルタンツ
インドネシア 「農業保険実施能力向上プロジェクト」における気象観測データ評価能力強化 2018/10/10 2019/1/9 一般財団法人気象業務支援センター
ナイジェリア アブジャ都市マスタープラン更新にかかわる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/10/17 2019/1/9 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社ナインステップス
ミクロネシア ミクロネシア地域港湾整備基礎情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/10/24 2019/1/9 株式会社Ｉｄｅｓ 一般財団法人国際臨海開発研究センター 株式会社エコー 水産エンジニアリング株式会社
エジプト 電力セクター改革アドバイザー業務（有償勘定技術支援） 2018/10/3 2018/12/26 東電設計株式会社
ラオス 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 2018/10/10 2018/12/26 日本工営株式会社
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2期） 2017/7/19 2018/12/26 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
モンゴル 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（第1期） 2018/8/22 2018/12/19 株式会社数理計画
フィリピン ダバオ市治水対策マスタープラン策定プロジェクト 2018/8/29 2018/12/19 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
カメルーン 持続的森林エコシステム管理能力強化プロジェクト(第1期) 2018/9/12 2018/12/19 一般社団法人日本森林技術協会
フィリピン バンサモロ地域インフラニーズ情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/10/17 2018/12/19 株式会社建設技研インターナショナル
キルギス チュイ州変電所整備計画準備調査 2018/9/12 2018/12/12 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
ベナン コトヌ立体交差建設及び道路改良計画準備調査 2018/8/29 2018/12/12 株式会社アンジェロセック 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 首都高速道路株式会社
フィリピン ピナツボ火山災害緊急復旧事業（II)に係る援助効果促進調査 2018/9/19 2018/12/12 日本工営株式会社
ガーナ 人材育成奨学計画（JDS)準備調査 2018/9/12 2018/12/12 株式会社日本開発サービス
ガーナ 野口記念医学研究所改善計画フォローアップ入札支援・施工監理（動物実験棟空調設備） 2018/9/26 2018/12/12 株式会社アールコンサルタンツ
ネパール 人材育成奨学計画準備調査 2018/10/10 2018/12/12 株式会社日本開発サービス
タンザニア 税務行政能力強化プロジェクト（第2期） 2017/8/2 2018/12/12 一般社団法人金融財政事情研究会 株式会社パクサ
チリ 災害リスク削減のためのONEMI組織強化プロジェクト（第1期） 2018/8/1 2018/12/5 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
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２期） 2017/1/25 2018/12/5 アイ・シー・ネット株式会社

ラオス 水道事業運営管理能力向上プロジェクト（MaWaSU2）（第１期） 2018/7/18 2018/11/28 有限会社エクシディア Ａ．Ｉ．ネットワーク株式会社
南アフリカ共和国 エクルレニ市における無収水対策 2018/8/15 2018/11/28 横浜ウォーター株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-3（パキスタン、ミャンマー）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/9/5 2018/11/28 株式会社国際開発センター
全世界 道路アセットマネジメント人材育成計画に関する基礎情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/9/19 2018/11/28 日本高速道路インターナショナル株式会社 大日本コンサルタント株式会社 一般社団法人国際建設技術協会
タイ 全地球航法衛星システムの整備による社会実験フィールドの構築に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/9/19 2018/11/28 株式会社パスコ 国際航業株式会社
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（第一期） 2018/8/15 2018/11/21 株式会社アイコンズ 株式会社アンジェロセック
ブータン 災害対策強化に向けた通信BCP策定プロジェクト 2018/8/29 2018/11/21 株式会社ジャパンリーコム 東日本電信電話株式会社
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-1（インドネシア、フィリピン、ベトナム） 2018/9/5 2018/11/21 ＯＰＭＡＣ株式会社
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-4（エチオピア、マラウイ） 2018/9/5 2018/11/21 一般財団法人国際開発機構 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 技能工育成のための職業訓練校能力強化プロジェクト(第1期) 2018/7/18 2018/11/14 アイ・シー・ネット株式会社 株式会社グローバル開発経営コンサルタンツ
パプアニューギニア トクア空港整備事業　基礎情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/9/5 2018/11/14 株式会社ジャイロス 日本工営株式会社
タイ バンスー駅周辺整備推進に向けたスマートシティ構想 2018/8/15 2018/11/14 パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社国際開発センター
バヌアツ サント島水力発電施設建設計画準備調査 2018/8/29 2018/11/14 株式会社ニュージェック 株式会社建設技研インターナショナル
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-2（インド、ルーマニア） 2018/9/5 2018/11/14 Ｖａｌｕｅ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ株式会社 一般財団法人国際開発機構

　【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】　2019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、2018年4月1日～2019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 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-6（ガーナ、ケニア、スーダン） 2018/8/1 2018/11/7 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
パキスタン シンド州におけるインフォーマルセクターの女性家内労働者の生計向上および生活改善支援プロジェクト（フェーズ２） 2018/8/1 2018/11/7 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 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-1（イラク、インドネシア） 2018/8/1 2018/10/31 オクタヴィアジャパン株式会社
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-2（中国、ケニア） 2018/8/1 2018/10/31 アイ・シー・ネット株式会社
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-3（インド、パナマ） 2018/8/1 2018/10/31 一般財団法人国際開発機構
カンボジア 物流システム改善プロジェクト（フェーズ１） 2018/8/1 2018/10/24 株式会社国際開発センター 株式会社パデコ
キューバ 全国運輸マスタープラン策定プロジェクト 2018/6/27 2018/10/24 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
エジプト 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国際ビジネス・人文学部支援（副幹事校２） 2018/7/11 2018/10/24 学校法人立命館
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-4（セネガル、ナイジェリア、ベナン） 2018/8/1 2018/10/24 株式会社アイコンズ
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-5（ツバル、ベトナム、ミクロネシア） 2018/8/1 2018/10/24 株式会社日本経済研究所 ＥＹ新日本有限責任監査法人
ケニア 東部アフリカ地域における貿易円滑化及び国境管理能力向上プロジェクト 2018/8/1 2018/10/24 株式会社パデコ
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 2018/8/15 2018/10/17 ＥＹ新日本有限責任監査法人 グローバルイノベーションコンサルティング株式会社
ドミニカ ロゾー・マリゴット水産施設復旧計画準備調査 2018/7/11 2018/10/10 ＯＡＦＩＣ株式会社 株式会社建設技研インターナショナル
スリランカ 国家上下水道公社西部州南部地域事業運営能力向上プロジェクト（第１期） 2018/6/20 2018/10/3 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
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-2（タイ、ベトナム） 2018/7/4 2018/10/3 ＯＰＭＡＣ株式会社
ミャンマー 資金・証券決済システム近代化プロジェクトに係る金融政策人材育成（フェーズ2） 2018/8/1 2018/10/3 一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター
ベトナム 防災分野における情報コミュニケーションシステムへのICT技術の利用実証に関する基礎情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/7/4 2018/9/19 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
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-3（スリランカ、マレーシア） 2018/7/4 2018/9/19 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-4（モザンビーク） 2018/7/4 2018/9/19 株式会社アイコンズ
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-5（トンガ、パプアニューギニア、東ティモール） 2018/7/4 2018/9/19 株式会社日本経済研究所
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-6（タイ、ラオス）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/7/4 2018/9/19 ＯＰＭＡＣ株式会社
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・サービス強化プロジェクト【有償勘定技術支援】 2018/6/13 2018/9/12 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
バングラデシュ 電力・エネルギーセクターインフラ整備に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/6/20 2018/9/12 東京電力ホールディングス株式会社 株式会社三菱総合研究所
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-5（ベトナム、ウガンダ） 2018/6/6 2018/9/5 ＥＹ新日本有限責任監査法人
コートジボワール 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）） 2018/6/20 2018/9/5 株式会社アジア共同設計コンサルタント
全世界 2018年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-7（バングラデシュ、ラオス） 2018/6/6 2018/8/22 株式会社日本経済研究所 ＥＹ新日本有限責任監査法人
セネガル 食料安全保障とレジリエンスのガバナンスに係る能力向上プロジェクト（第一段階） 2018/4/25 2018/8/8 日本工営株式会社 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション
インド 協同組合を通じた酪農セクター生計向上事業準備調査 2018/5/9 2018/8/1 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング 日本工営株式会社 株式会社パデコ
キューバ 青年の島における電力供給改善計画準備調査 2018/4/25 2018/7/25 八千代エンジニヤリング株式会社 九州電力株式会社 西日本技術開発株式会社
ジブチ タジュラ湾海上輸送能力強化計画準備調査 2018/4/11 2018/7/25 一般財団法人国際臨海開発研究センター 三協テクノ株式会社 株式会社日本港湾コンサルタント
ミャンマー メディカルエンジニア育成体制強化プロジェクト 2018/4/18 2018/7/25 公益社団法人日本臨床工学技士会
ミャンマー IoT・AI等の最新技術を用いた発電設備の維持管理に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/5/16 2018/7/25 関西電力株式会社 三菱日立パワーシステムズ株式会社
カンボジア プノンペン下水道整備計画準備調査 2018/1/31 2018/7/4 株式会社建設技研インターナショナル 日本工営株式会社 北九州市上下水道局
ベトナム ハノイ市都市鉄道2号線北部延伸に係る情報収集・確認調査 2018/4/18 2018/7/4 有限会社エクシディア 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 社会システム株式会社
ミャンマー ヤンゴン市外環状道路（東区間）整備事業準備調査 2018/2/7 2018/6/13 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 大日本コンサルタント株式会社 首都高速道路株式会社
ミャンマー ミャンマー日本人材開発センタープロジェクト（フェーズⅡ） 2018/2/28 2018/6/13 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 株式会社日本開発サービス
バングラデシュ ダッカ地下変電所建設事業案件実施促進支援【有償勘定技術支援】 2018/2/28 2018/6/6 東京電力パワーグリッド株式会社 東電設計株式会社
フィリピン フィリピン鉄道訓練センター設立・運営能力強化支援プロジェクト【有償勘定技術支援】 2018/2/21 2018/6/6 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 株式会社アルメックＶＰＩ
ガンビア 第四次地方飲料水供給計画準備調査 2018/2/14 2018/5/16 日本テクノ株式会社 国際航業株式会社
北米・中南米地域 南米地域安全評価調査（ブラジル、コロンビア）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/2/14 ○ 2018/5/2 コントロール・リスクス・グループ株式会社
北米・中南米地域 中米地域安全評価調査（エルサルバドル・ホンジュラス・メキシコ）（一般競争入札（総合評価落札方式）） 2018/2/14 ○ 2018/5/2 ＣＭＳＳ株式会社 ビコーズインスチチュート株式会社
タンザニア 中小製造業等育成のための金融促進事業準備調査 2018/1/17 2018/5/2 ＯＰＭＡＣ株式会社 ユニコインターナショナル株式会社
セネガル IUU漁業対策・海難事故防止に係る情報収集・確認調査 2018/1/10 2018/5/2 インテムコンサルティング株式会社 公益社団法人日本海難防止協会
ミャンマー 日本・ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画準備調査 2018/1/31 2018/5/2 株式会社マツダコンサルタンツ 株式会社山下設計 株式会社パデコ インテムコンサルティング株式会社
全世界 2018年度一般文化無償資金協力機材計画調査 2018/2/21 2018/5/2 一般財団法人日本国際協力システム
ミャンマー ヤンゴン港湾開発に係る情報収集・確認調査 2018/2/28 2018/5/2 一般財団法人国際臨海開発研究センター 日本工営株式会社
ヨルダン アカバ税関治安対策強化計画準備調査 2018/2/14 ○ 2018/4/25 株式会社アンジェロセック
イラン カルーン河上流域における参加型森林・草地管理能力強化プロジェクト(第1期) 2017/11/29 2018/4/25 一般社団法人日本森林技術協会 一般社団法人海外林業コンサルタンツ協会 日本工営株式会社
セネガル 水産行政アドバイザー 2018/1/17 2018/4/25 ＯＡＦＩＣ株式会社
タジキスタン クルガンチュベ－キジルカラ間道路改修計画準備調査 2018/1/17 2018/4/25 株式会社建設技研インターナショナル
フィジー タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画準備調査 2018/1/24 2018/4/25 セントラルコンサルタント株式会社
ミャンマー 航空機監視システム改良計画準備調査 2018/1/31 2018/4/25 日本工営株式会社 株式会社日本空港コンサルタンツ
エジプト ガバルアスファル下水処理場改善事業準備調査（迅速化対象案件／詳細設計等オプション契約想定） 2018/2/7 2018/4/25 株式会社日水コン 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
インド コルカタ都市圏廃棄物管理改善事業促進業務（フェーズ２） 2018/2/7 2018/4/25 八千代エンジニヤリング株式会社
ルワンダ キガリ市都市交通に係る情報収集・確認調査 2018/2/7 2018/4/25 日本工営株式会社
インドネシア 財政支援型無償「離島における水産セクター開発計画」にかかる情報収集・確認調査 2017/11/1 2018/4/18 ＯＡＦＩＣ株式会社 三井共同建設コンサルタント株式会社
インド 北東部地域における連結性改善に係る情報収集・確認調査 2018/1/10 2018/4/18 株式会社パデコ 株式会社レックス・インターナショナル
コートジボワール 大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画準備調査 2018/1/17 2018/4/18 株式会社横河建築設計事務所 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
モザンビーク ザンベジア州中学校建設計画準備調査 2018/1/31 2018/4/18 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
ラオス ルアンパバーン郡上水道拡張計画準備調査 2018/2/14 2018/4/18 株式会社日水コン 有限会社エクシディア
ミャンマー チャウセ・ガスコンバインドサイクル火力発電所建設事業準備調査（迅速化対象案件） 2018/2/14 2018/4/18 日本工営株式会社
ニジェール 灌漑稲作振興のための農業水利整備公社機能強化計画協力準備調査 2018/1/10 2018/4/11 株式会社三祐コンサルタンツ
ベトナム 遮集管整備による都市洪水対策効果および下水道整備・洪水対策への民間資金活用可能性に関する情報収集・確認調査 2018/1/31 2018/4/11 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社日水コン
パキスタン 保健施設・機材整備に関する情報収集・確認調査 2018/2/7 2018/4/11 株式会社国際テクノ・センター
カンボジア 港湾近代化のための電子情報処理システム整備計画準備調査 2018/1/17 2018/4/4 株式会社三菱総合研究所 一般財団法人国際臨海開発研究センター
カンボジア シハヌークビル港SEZ運営アドバイザー【有償勘定技術支援】 2018/1/24 2018/4/4 日本工営株式会社
ギニア 「漁業調査船建造計画」フォローアップ調査 2018/1/24 2018/4/4 一般財団法人日本造船技術センター
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