途上国の課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）調査
2016年度第1回公示（2017年2月17日公示分） 採択案件一覧
No.

1

2

3

対象国名

ベトナム

ミャンマー

ブータン

代表提案法人名

案件名

案件概要

-

焼畑農業による森林減少抑
制のための女竹生産・流通
システム構築ビジネス
（SDGsビジネス）調査

ディエンビエン省において、焼畑農業によるキャッサ
バ栽培の代替として、女竹（メダケ）の適切な育苗・植
栽加工技術の移転を図ることで、森林減少の抑制と
地域住民の収入向上の両立を目指すもの。

株式会社
ボーダレス・ジャパ ン

貧困農家の所得向上及び
健康改善のための無農薬
ハーブ及び雑穀等生産・販
売ビジネス（SDGsビジネス）
調査

僻地農村部（シャン州及びカレン州）において、小規
模農家を対象に、無農薬栽培による高付加価値作物
（ハーブ・雑穀）の生産・販売及び適正価格による生
活必需品の巡回販売を行うことで、農家の健康改善
と収入向上を目指すもの。

株式会社
ユーグレナ

-

パロ県及びハ県の小規模農家に対し、キヌアの栽
小規模農家の収入向上及
培・収穫後処理の技術指導及びキヌアの栄養価に関
び栄養改善のためのキヌア
する食育を実施するとともに、キヌアを輸出するため
生産・販売ビジネス（SDGs
のバリューチェーンの確立を通じ、生産者の収入向
ビジネス）調査
上と消費者の栄養状態の改善を目指すもの。

株式会社miup

ダッカ近郊において、モバイル医療機器等とICTを活
保健サービスへのアクセス 用した遠隔診断に、機械学習技術・AIを組み合わ
改善のための健康診断ビジ せ、貧困層でも利用可能な安価な健診サービスを展
ネス（SDGsビジネス）調査 開することで、非感染性疾患による死亡率の減少を
目指すもの。

-

難民等の雇用・人材育成を
通じた経済的自立のための
ソフトウェア開発ビジネス
（SDGsビジネス）調査

有限会社
臼井農畜産

4

バングラデ
シュ

コニカミノルタ
株式会社

5

ヨルダン・パ
株式会社
レスチナ自治
モンスター・ラボ
区

共同提案法人名

ヨルダンのシリア難民及びパレスチナ自治区ガザ地
区の若年層を対象に、ソフトウェア開発人材の雇用・
育成を通じて、日本及び中東地域向けのIT製品開発
業務を行い、経済的自立を目指すもの。

SDGsゴール

Feasibility Survey for SDGs Business
Selected Projects (application published on February 17, 2017)
No.

Country/
Area

1 Vietnam

2 Myanmar

3 Bhutan

4 Bangladesh

5

Jordan/
Palestine

Company
(main-proposer)
USUI
NOCHIKUSAN
LTD.

Borderless Japan
Corporation

euglena Co., Ltd.

Company
(co-proposer)

Project Name

Project Description

-

Feasibility Survey for SDGs
Business on Simon Bamboo
Production and Distribution to
Prevent Deforestation by
Slash-and-burn Agriculture

Aiming to prevent deforestation and improve locals'
income in Dien Bien Province through introducing
Simon Bamboo planting and processing techniques as
an alternative method of income generation to slashand-burn Cassava cultivation.

-

Feasibility Survey for SDGs
Business on Organic Herbs and
Millet Production and Sales to
Improve Income and Health of
Low-income Farmers

Aiming to improve income and health of low-income
farmers in remote rural areas (Shan State and Kayin
State) through the production and sales of organic
value added crops (herbs and millets) and the route
sales of reasonably-priced daily necessities.

-

Feasibility Survey for SDGs
Business on Quinoa Production
and Sales to Improve Income of
Small-scale Farmers and
Nutritional Balance of Local
People

Aiming to improve income of small-scale farmers and
nutritional balance of the people in Paro and Haa
Districts through technical guidance on quinoa
production and post-harvest treatment, dietary
education on nutritional value of quinoa, and
establishment of a value chain for exporting quinoa.

KONICA MINOLTA,
miup Inc.
inc.

Aiming to reduce the death rate from NonFeasibility Survey for SDGs
Communicable Disease in the suburbs of Dhaka
Business on Medical Check-up through providing affordable medical chek-up for the
to Improve Access to Health
poor, combining remote diagnosis utilizing mobile
Services
medical equipment and ICT with machine learning
technology and Artificial Intelligence (AI).

Monstar Lab, Inc.

Feasibility Survey for SDGs
Business on Software
Development for Economic
Independence of Refugee and
Young People through
Employment and Technical
Training on IT Product
Development

-

Aiming to enhance economic independence of Syrian
refugees in Jordan and young people of the Gaza
Strip in Palestine through employment and technical
training on software development, and promotion of
such IT products towards market in Japan and the
Middle East.

SDGs Goals

