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募集要項 

 
「途上国ニーズと民間技術マッチング 

に係る情報収集・確認調査」 

 

 

 受付期間：2021 年 8 月 24 日（火）～2021 年 9 月 10 日（金）正午 
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独立行政法人 国際協力機構 
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1. 事業概要 

 開発途上国で重要性が高まっている「低炭素社会の実現」、「行政・金融・通信サービ

スのデジタル化」、「保健医療・福祉」、及び「スマートフードチェーン」の 4 つの分野に

おいて、現地の課題解決に資するイノベーティブな製品・技術・サービスを募集します。

ご応募の結果、採択された企業様には JICA が傭上するコンサルタント企業を通じて、調

査対象国におけるニーズへのご提案製品・技術・サービスの適合性調査及び同製品・技

術・サービスの普及のためのセミナー開催の機会をご提供します。国内外での販売実績

のある、または実証段階を経た製品・技術・サービスを有しており、開発途上国への海

外展開を見据えた初期検討や調査段階にある企業様にお勧めです。 

 

2. 募集対象製品・技術・サービスの分野 

本調査では、上述の背景のとおり、開発途上国において重要性が高まっている 4 分野

（「低炭素社会の実現」、「行政・金融・通信サービスのデジタル化」、「保健医療・福祉」、

及び「スマートフードチェーン」）における対象国の課題解決に貢献する製品・技術・サ

ービスを募集します。対象国における各分野の課題の詳細については、以下に記載して

いるリンクをご参照下さい。 

 

① 低炭素社会の実現分野  

 【調査対象国】※各分野にて調査対象国が異なります。 

インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド、バングラデシュ、メキシコ、ブラジル、

ナイジェリア、南アフリカ 

 

対象国における同分野の課題一覧：2-1_2021C_KadaiList (jica.go.jp) 

対象国における同分野の課題詳細：3-1_2021C_KadaiShousai (jica.go.jp) 

  

② 行政・金融・通信サービスのデジタル化分野 

【調査対象国】 

インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド、バングラデシュ、メキシコ、ブラジル、

南アフリカ 

 

対象国における同分野の課題一覧：2-1_2021C_KadaiList (jica.go.jp) 

対象国における同分野の課題詳細：3-2_2021C_KadaiShousai (jica.go.jp) 

 

③ 保健医療・福祉分野 

【調査対象国】 

インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、スリランカ、グアテマラ、メキシコ、ブ

ラジル、チリ、チュニジア、ルワンダ 

 

対象国における同分野の課題一覧：2-3_2021C_KadaiList (jica.go.jp) 

対象国における同分野の課題詳細：3-3_2021C_KadaiShousai (jica.go.jp) 

https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/2-1_2021C_KadaiList.pdf
https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/3-1_2021C_KadaiShousai.pdf
https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/2-2_2021C_KadaiList.pdf
https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/3-2_2021C_KadaiShousai.pdf
https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/2-3_2021C_KadaiList.pdf
https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/3-3_2021C_KadaiShousai.pdf
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④ スマートフードチェーン分野 

【調査対象国】 

インドネシア、タイ、ベトナム、バングラデシュ、インド、メキシコ、コスタリカ、ブ

ラジル、トルコ、エチオピア、ナイジェリア、タンザニア 

 

対象国における同分野の課題一覧：2-4_2021C_KadaiList (jica.go.jp) 

対象国における同分野の課題詳細：3-4_2021C_KadaiShousai (jica.go.jp) 

 

3.採択企業へのご支援内容 

2021年10月中旬から2022年2月にかけて、採択企業の積極的な参画の下、以下のご支

援を行います。 

（１）製品・技術・サービスの現地ニーズ・課題への適合性を高めるための仮説設定と検

証 

 製品・技術・サービスの特徴に係るヒアリングを実施し、対象国で関係者に説明

し得るパンフレット・技術資料の収集のための打合せを行います。さらに、JICA

が委託している各分野のコンサルタントと協議の上、提案製品・技術・サービスが

解決を目指す顧客と現地の課題解決に向けた仮説を設定します。机上の仮説検証を

行った上で、各製品・技術・サービスで原則1カ国の調査対象国を選定します。 

 

（２）現地調査計画の策定・実施 

（１）で選定した対象国への1週間程度の現地調査を企画・実行します1。 

 

（３）現地調査時のセミナー開催 

 現地調査では、コンサルタントとともに現地での情報収集と想定する顧客に対す

るピッチ（提案製品・技術・サービスの有用性にかかる発表）の場を設定します。な

お、採択企業には航空券の代金及び手配を負担いただきます（現地活動費・日当・

宿泊費については JICAにて負担します）。 

  

                                            
1 応募者がスタートアップ企業に該当する場合で現地渡航が困難な場合はこの限りではありません（応相

談）。 

https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/2-4_2021C_KadaiList.pdf
https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2021/ku57pq00002nu88c-att/3-4_2021C_KadaiShousai.pdf
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4. 応募方法 

募集期間：2021 年 8 月 24 日（火）～ 9 月 10 日（金）正午 

 応募番号発行画面（https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-lflhra-

dc96a9696769149ba7e55921d6c4b5c3）にて応募番号を取得のうえ、応募フォーム専用ウ

ェブサイト（https://minkanrenkei.jica.go.jp/area/p/mbme4qasjl1lhnfme4/JFwdDa/login.html）

にログインし、ご登録（ご応募）いただけます。 

応募に際し以下に記載しております応募資格要件をご確認いただくようお願いします。 

 

 応募フォームにて記載いただいた情報は、募集要項、同添付資料、関連する JICA ウ

ェブサイト掲載情報等を理解・同意の上作成、提出されているものとします。 

※応募書類は本調査の審査目的にのみ使用します。応募フォームに含まれる個人情報等

は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 59号）」

等に従い、適切に管理し、取り扱います。ただし、応募フォームと同時にご提出いただ

くご連絡先については、採択時、本調査期間中、または終了後も、採択結果通知のご連

絡、案件担当者からのご連絡、及び本調査へのご協力を依頼する際に利用させていただ

くことがございますので、予めご了承ください。 

 

5.選考方法・スケジュール 

採択予定件数は各分野 10 社、計 40 社を想定しています。応募多数の場合は、審査基

準に沿って、JICA による審査・選考を行います。具体的な選考スケジュールは以下のと

おりです。 

 

選考スケジュール 

 

6. 応募資格要件 

（１）日本企業（本邦登記法人）であること（中小大企業の規模は問いません。中小企業

団体もご応募可能です） 

（２）過去に JICA中小企業・SDGsビジネス支援事業を始めとする JICA事業で採択された

案件において、調査対象とした製品・技術・サービスと同一の提案ではないこと。

また、他の公的機関（経産省、JETRO、中小機構、NEDO等）の海外展開支援事業にお

いて採択実績がない製品・技術・サービス。 

（３）販売実績のある製品または実証段階4を終えている製品・技術・サービス。 

                                            
2 書類選考結果は電子メールにて 10 月 1 日に通知予定です。 
3 応募時に最終プレゼン実施可能な日程を 3 つ選択していただきます。書類審査通過のご連絡まで、選択し

た日程は確保していただくようお願いします。 
4 販売実績はないが研究・試作・実証の一連の段階を終えた製品・技術・サービス。販売実績がある複数の

製品・技術・サービスを組み合わせたもの。 

2021年 9月 11日～10月 1日 書類選考及び結果通知2 

2021年 10月 4日～10月 7日 最終プレゼン審査3 

2021年 10月上旬～中旬 審査結果通知 

https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-lflhra-dc96a9696769149ba7e55921d6c4b5c3
https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-lflhra-dc96a9696769149ba7e55921d6c4b5c3
https://minkanrenkei.jica.go.jp/area/p/mbme4qasjl1lhnfme4/JFwdDa/login.html
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（４）採択後、選定した 1 か国への現地調査への同行が可能であり、かつ航空賃のみ自社

負担が可能な者。 

（５）外国会社に該当しない者。 

（６）JICA から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」（平成 20 

年 10 月 1 日規程（調）第 42 号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受けてい

ないこと。 

（７）以下のいずれにも該当しないこと、及び、当該調査期間満了までの将来においても

該当することはないこと。これは、反社会的勢力の排除を目的とします。 

① 提案法人の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標

榜ゴロ、特殊知能暴力団等（各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的

勢力への対応に関する規程（平成 24 年規程(総)第 25 号）に規定するところによ

り、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」）である。 

② 提案法人の役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認

められる。 

③ 反社会的勢力が提案法人の経営に実質的に関与している。 

④ 提案法人又は提案法人の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的を以て、反社会的勢力を利用するなどしている。 

⑤ 提案法人又は提案法人の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、

若しくは関与している。 

⑥ 提案法人又は提案法人の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不

当に利用するなどしている。 

⑦ 提案法人又は提案法人の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を

有している。 

⑧ その他提案法人が、東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号）又はこ

れに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。 

【留意事項】 

 上記 の応募資格要件を満たす法人複数の共同提案による応募を認めます。共同提案の

場合は、いずれかの企業を代表法人に指定してください。 

 一社から複数課題への応募は可能です（ただし、同一の製品での、二つ以上の異なる課

題への重複応募はお断りします。異なる製品であれば応募が可能です）。 

 

7.採択企業のご対応事項 

（１）情報提供／会議参加 

 今般の募集、選考を経て選定された製品・技術・サービスを有する企業へのご支援は、

JICA が実施する本調査の一環として行うものです。本調査は、4 分野それぞれにおいて

JICA が次の社に委託しており、採択企業のご支援も担います。採択企業におかれまして

は、同調査の受注者（コンサルタント）からの情報提供依頼や製品情報の開示、受注者

による調査結果報告会参加にご協力ください。 
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① 低炭素社会の実現：株式会社ドリームインキュベータ／日本工営株式会社 

② 行政・金融・通信サービスのデジタル化：有限責任監査法人トーマツ 

③ 保健医療・福祉：アイテック株式会社／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／デロイトトーマツベンチャーサポート 

④ スマートフードチェーン：中央開発株式会社／NTCインターナショナル株式会社／株

式会社三祐コンサルタンツ 

 

（２）本調査に係るアンケートへの回答 

 採択企業におかれましては、別途ご案内するアンケートへの回答を通じて、調査完了

時に本調査の評価にご協力をお願いします。 

 

8.留意事項 

（１）本調査の位置づけについて 

 本調査は、中小企業・SDGs ビジネス支援事業とは異なる評価基準により提案技術の

選考を行います（評価基準については、別添１をご参照）。中小企業・SDGs ビジネス支

援事業 2021 年度第 1 回公示（6 月 10 日公示）に応募された企業におかれても、本調査

にご応募いただくことは可能ですが、本調査と中小企業・SDGs ビジネス支援事業との

ご支援内容の違いにご留意ください。 

 

（２）免責事項 

 本調査への参画に起因して提案企業が万が一何らかの損害を被った場合、JICA は責任

を負うことができません。  

 

（３）グローバル・アジェンダと本調査の関係 

 構造的に変わりつつある内外の事業環境を踏まえ、従来の案件単位のマネジメント方

式を補完するものとして、「グローバル・アジェンダ」と呼ぶ包括的な事業マネジメント

の単位を 2019 年に導入しました。現在 JICA にて策定中のグローバル・アジェンダと

本調査にて発信する内容応募課題情報は、本調査の趣旨に鑑み必ずしも同一のものとは

なりませんので、この点ご留意をお願いします。 

 

（４）選定理由の非開示について 

 採択企業の選定に際しては、JICA 内で厳正な審査を行いますが、JICA は選定・非選

定の理由を開示することはできませんので、この点予めご了解ください。 

 

（５）選考結果の JICA ウェブサイト上での公開について 

 2021 年 10 月上旬～中旬の選考結果の通知と合わせて、採択企業におかれては企業名

を JICA ウェブサイト上で公開しますので、この点予めご了解の上ご応募をお願いしま

す。 
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9.情報の取り扱いについて 

（１）申請情報の管理 

① 申請情報の管理 

応募フォームにて記入いただいた情報は JICA 及び各分野の受注者において、審査及

び本調査の実施のために使用します。 

 

（２）秘密の保持 

① 提出物等により取得した個人情報は審査及び審査に関係するご案内、資料送付等に

利用します。 

② JICA が開催するセミナー、シンポジウム等のご案内、資料送付等に利用することが

あります。 

③ JICA 及び受注者は特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用するこ

とがあります。 

④ ご提供いただいた個人情報は、上記の利用目的以外で利用することはありません。

（ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。） 
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10.お問い合わせ  

  本調査に関して、ご不明点等ございましたら、以下 URL の質問フォームよりお問い合

わせ下さい。お問い合わせいただいた質問への回答は、2021 年 9 月 2 日（木）に JICA 

HP にて、Q&A として掲載します。なお、公平性の観点から個別のご質問についてはご

回答できませんのでご了承ください。 

 

 質問フォーム：https://forms.office.com/r/Tr3RUkGG8d 

 質問受付期間：2021 年 8 月 20 日（金）～2021 年 8 月 27 日（金）17 時 

  

以上 

 

別添１：評価基準表 

別添２：応募時課題一覧シート 

別添３：応募時課題情報詳細 

https://forms.office.com/r/Tr3RUkGG8d

