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第2部　事業実績

2009年度案件
2009年度中にJICSが実施した事業を、新規（2009年度中に受託したもの）と継続（2008年度までに受託したもの）に分け、事業項目ごとに掲載しています。

無償資金協力関連事業

事業項目（事業内容） 対象国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額等（億円）E/N締結日等

貧困農民支援
(1)貧困農民支援調査

貧困農民支援調査 複数国 2009年度貧困農民支援事前調査

複数国 2009年度貧困農民支援協力準備調査

(2)貧困農民支援調達代理

調達代理（新規） アルメニア 2009年度貧困農民支援 農機 1.70 2009.9.4

イエメン 2009年度貧困農民支援 農機 5.10 2009.8.15

エジプト 2008年度貧困農民支援 農機 4.70 2009.3.23

スリランカ 2008年度貧困農民支援 農機 5.20 2009.3.19

セネガル 2009年度貧困農民支援 肥料 3.80 2009.11.24

セネガル 2008年度貧困農民支援 肥料 3.90 2009.3.30

ニジェール 2008年度貧困農民支援 肥料 4.90 2009.3.31

フィリピン 2008年度貧困農民支援 肥料 4.80 2009.3.30

ブータン 2008年度貧困農民支援 農機 1.80 2009.3.13

ベトナム 2009年度貧困農民支援 肥料 3.60 2009.10.29

モルドバ 2009年度貧困農民支援 農機 1.60 2009.10.7

ルワンダ 2008年度貧困農民支援 肥料 4.80 2009.3.3

調達代理（継続） アゼルバイジャン 2008年度貧困農民支援 農機 3.50 2009.1.30

エジプト 2007年度貧困農民支援 農機 2.90 2007.12.16

ガーナ 2007年度貧困農民支援 農機 3.70 2007.12.17

カンボジア 2008年度貧困農民支援 肥料 3.30 2008.9.4

ケニア 2008年度貧困農民支援 肥料 7.00 2008.9.11

ザンビア 2007年度貧困農民支援 農機、肥料 3.20 2008.3.14

ザンビア 2008年度貧困農民支援 肥料 3.80 2008.9.10

ニカラグア 2007年度貧困農民支援 肥料 2.80 2008.2.1

ニカラグア 2008年度貧困農民支援 肥料 2.90 2008.9.30

ボリビア 2007年度貧困農民支援 肥料 3.00 2008.3.10

ホンジュラス 2007年度貧困農民支援 肥料 3.70 2008.2.27

ホンジュラス 2008年度貧困農民支援 肥料 3.60 2008.10.20

マリ 2008年度貧困農民支援 肥料 4.80 2008.9.9

食糧援助
調達代理（新規） ガーナ 2008年度食糧援助 政府米 9.50 2009.4.20

カーボ・ベルデ 2008年度食糧援助 政府米 3.70 2009.3.27

ガンビア 2008年度食糧援助 政府米 4.80 2009.3.30

コートジボワール 2008年度食糧援助 政府米 5.30 2009.4.15

コートジボワール 2009年度食糧援助 政府米 5.40 2009.11.26

コモロ 2008年度食糧援助 政府米 4.70 2009.4.29

コンゴ民主共和国 2008年度食糧援助 トウモロコシ粉 7.00 2009.4.30

コンゴ民主共和国 2009年度食糧援助 トウモロコシ粉 6.20 2009.10.8

サントメ・プリンシペ 2009年度食糧援助 政府米 2.50 2010.1.14

ジブチ 2008年度食糧援助 政府米 8.60 2009.4.3

セネガル 2008年度食糧援助 政府米 8.60 2009.3.30

トーゴ 2008年度食糧援助 小麦 6.90 2009.4.7

ニジェール 2008年度食糧援助 政府米 8.20 2009.3.31

ニジェール 2009年度食糧援助 政府米 5.70 2010.2.4

ネパール 2008年度食糧援助 政府米 6.50 2009.2.25

※E/N額： E/N上で定められた供与額
※E/N締結日： 国家間において援助に関するE/Nが署名された日
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第2部　事業実績

事業項目（事業内容） 対象国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額等（億円）E/N締結日等
ネパール 2009年度食糧援助 政府米 6.80 2010.2.9

ハイチ 2009年度食糧援助 政府米 6.30 2009.11.30

ブルキナファソ 2008年度食糧援助 小麦粉 8.00 2009.4.2

ブルンジ 2009年度食糧援助 政府米 4.50 2009.11.24

ベナン 2008年度食糧援助 政府米 6.70 2009.3.13

ベナン 2009年度食糧援助 政府米 7.20 2010.3.16

マリ 2008年度食糧援助 政府米 8.40 2009.4.23

モーリタニア 2009年度食糧援助 政府米 5.90 2010.3.9

モザンビーク 2008年度食糧援助 小麦 9.20 2009.3.30

モルディブ 2008年度食糧援助 小麦粉 3.80 2009.3.19

モルディブ 2009年度食糧援助 小麦粉 3.40 2009.9.15

モンゴル 2009年度食糧援助 政府米 5.70 2009.12.11

調達代理（継続） エリトリア 2008年度食糧援助 小麦 6.30 2008.8.4

ガーナ 2007年度食糧援助 政府米 6.50 2008.2.27

カーボ・ベルデ 2007年度食糧援助 政府米 2.30 2008.1.31

コートジボワール 2008年度食糧援助 政府米 6.70 2008.9.3

コンゴ民主共和国 2007年度食糧援助 政府米 5.20 2008.1.10

コンゴ民主共和国 2008年度食糧援助 政府米 8.40 2008.8.25

サントメ・プリンシペ 2008年度食糧援助 政府米 4.50 2008.8.12

シエラレオネ 2008年度食糧援助 政府米 5.60 2008.8.13

ニジェール 2007年度食糧援助 政府米 5.00 2008.2.29

ハイチ 2008年度食糧援助 政府米 7.80 2008.10.10

ブルキナファソ 2007年度食糧援助 政府米 4.90 2008.2.22

マリ 2007年度食糧援助 政府米 5.20 2008.2.22

モーリタニア 2007年度食糧援助 政府米 4.80 2007.11.27

リベリア 2008年度食糧援助 政府米 7.80 2008.8.18

文化無償
(1)文化無償調査

事前調査等 複数国 2009年度草の根文化無償資金協力候補案件要請
書解析

̶ ̶ ̶

2011年度一般文化無償資金協力候補案件要請書
解析

̶ ̶ ̶

一般文化無償フォローアップ・修繕等調査 ̶ ̶ ̶

(2)文化無償実施促進および調達監理業務

調達監理業務（新規）アルメニア アルメニア国立美術館美術品修復機材整備計画 ― 0.28 2009.11.25
※文化無償について
2008年度受託分まで
は「入札補助業務」を実
施していたが、2009年
度受託分より「調達監
理業務」へと業務内容
が変更になった。

イエメン 国立サヌア大学中央ラボラトリー研究機材計画 ― 0.89 2009.12.12

ウルグアイ 観光スポーツ省柔道器材整備計画 ― 0.29 2009.6.29

ガボン ガボン柔道連盟柔道器材整備計画 ― 0.43 2009.6.26

グアテマラ ラ・デモクラシア国立公園スポーツ器材整備計画 ― 0.34 2009.7.14

ケニア ケニア国立博物館古人類学遺物保存及び視聴覚機
材整備計画

― 0.62 2009.11.23

シリア アレッポ大学学術交流日本センター日本語学習機
材整備計画

― 0.24 2010.3.4

ニカラグア ニカラグア柔道連盟柔道器材整備計画 ― 0.58 2009.7.27

ブルガリア 国立美術ギャラリー修復室機材及び視聴覚機材整
備計画

― 0.47 2009.9.7

ベネズエラ 国立青少年交響楽団基金楽器及び視聴覚機材整
備計画

― 0.63 2009.11.20

ペルー 体育庁柔道器材整備計画 ― 0.45 2009.10.1

モンテネグロ モンテネグロ国立劇場音響及び視聴覚機材並びに
楽器整備計画

― 0.40 2009.7.16
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事業項目（事業内容） 対象国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額等（億円）E/N締結日等
入札補助業務（継続）アルメニア エレバン国立音楽院楽器整備計画 ― 0.43 2008.6.26

ウクライナ ルイセンコ記念ハルキフ国立オペラ・バレエ劇場照
明機材整備計画

― 0.46 2008.8.6

エチオピア エチオピア国立博物館人類化石関連機材整備計画 ― 0.40 2008.6.9

グルジア トビリシ国立大学日本語学習機材整備計画 ― 0.19 2008.12.24

ザンビア ザンビア柔道連盟柔道器材整備計画 ― 0.36 2008.10.27

ドミニカ共和国 文化省 エンリキージョ・サンチェス講堂 音響及び
照明機材整備計画

― 0.50 2008.10.23

バングラデシュ 国立博物館視聴覚機材整備計画 ― 0.62 2008.8.21

ベネズエラ 国立ロス・アンデス大学セサル・レンヒフォ劇場音
響及び視聴覚機材並びに楽器整備計画

― 0.30 2008.11.7

ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ公共放送スタジオ機材整
備計画

― 0.45 2008.12.1

モンゴル 国立人形劇場音響・照明機材整備計画 ― 0.45 2009.1.22

ルーマニア ルーマニア国立フィルム・アーカイブ資料修復保存
機材整備計画

― 0.51 2008.10.21

中国 大連外国語学院日本語学習機材整備計画 ― 0.37 2008.12.24

ノン･プロジェクト無償
調達代理（新規） アフガニスタン ノン・プロジェクト無償 軽油 15.00 2009.3.17

イエメン ノン・プロジェクト無償 ゴミ収集車、道路建設機械、発電
所スペアパーツ

10.00 2009.8.15

エチオピア 小中学校建設計画 アジスアベバ市内7校の小中学校
建設

6.00 2009.5.21

カンボジア ノン・プロジェクト無償 ガソリン 10.00 2009.8.13

キリバス ノン・プロジェクト無償 軽油 1.00 2009.12.22

コンゴ民主共和国 ノン・プロジェクト無償 セメント 7.00 2009.10.8

ジブチ ノン・プロジェクト無償 軽油 5.00 2009.6.15

ツバル ノン・プロジェクト無償 軽油 1.00 2009.12.4

ナウル ノン・プロジェクト無償 軽油 1.00 2010.3.13

パキスタン ノン・プロジェクト無償 石油関連製品 25.00 2009.2.13

パキスタン ノン・プロジェクト無償(1次） 石油関連製品 20.00 2009.5.18

パキスタン ノン・プロジェクト無償(2次） 石油関連製品 30.00 2009.11.24

バヌアツ ノン・プロジェクト無償 医薬品 1.00 2010.3.16

パレスチナ ノン・プロジェクト無償 軽油 15.00 2009.12.21

ブルキナファソ ノン・プロジェクト無償 ガソリン、異型鉄棒 6.00 2009.9.4

マリ ノン・プロジェクト無償 セメント、アルミニウム製品、軽油 6.00 2009.5.22

ヨルダン ノン・プロジェクト無償 大麦 18.00 2009.5.20

調達代理（継続） アフガニスタン カンダハル・ヘラート間幹線道路改修計画
（Ｐｈａｓｅ－ＩＩ）

カンダハル・ヘラート間幹線道路
改修

24.00 2007.3.18

アフガニスタン カブール道路技術センター整備計画　 施設新改築、整備機材 8.00 2007.2.13

アフガニスタン カブール国際空港整備計画（パッケージ２）
（見返り資金プロジェクト）

駐機場、駐車場、サービス道路の
建設

7,000,000ドル 2006.12.18

アフガニスタン カンダハール・ハイウェイパトロール用機材
（パトロール車輌含）（見返り資金プロジェクト）

警備車輌、無線機、発電機、警察
車輌への給油

1,643,560ドル 2005.8.4

アフガニスタン カンダハル・ヘラート間幹線道路改修計画（KH-1) カンダハル・ヘラート間幹線道路
改修

84.00 2004.3.18

アフガニスタン ノン・プロジェクト無償（セクター） 軽油 15.00 2007.3.18

アフガニスタン ノン・プロジェクト無償(セクター） 軽油 30.00 2008.3.17

イエメン ノン・プロジェクト無償 鉄棒 4.00 2008.6.16

インドネシア ノン・プロジェクト無償（津波災害支援） 医薬品、建機、漁船、建設機材等 146.00 2005.1.17

エジプト ノン・プロジェクト無償 綿、地下鉄車輌、工作用機械、印
刷機

30.00 2004.3.2
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事業項目（事業内容） 対象国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額等（億円）E/N締結日等
エチオピア ノン・プロジェクト無償 肥料 10.00 2009.1.23

エチオピア ノン・プロジェクト無償 送配電機材、通信用機材、車輌 15.00 2002.3.13

カメルーン ノン・プロジェクト無償 アルミ 5.00 2007.1.24

キリバス ノン・プロジェクト無償 石油製品 4.00 2009.2.11

キリバス ノン・プロジェクト無償 石油製品 2.00 2007.12.12

コンゴ民主共和国 ノン・プロジェクト無償　 肥料、セメント 7.00 2008.1.10

スリランカ ノン・プロジェクト無償 肥料 13.00 2008.5.13

スリランカ ノン・プロジェクト無償（津波災害支援） 建機、漁船、病院・建設機材等 80.00 2005.1.17

ツバル ノン・プロジェクト無償 軽油 1.00 2007.12.12

ツバル ノン・プロジェクト無償 石油製品 2.00 2009.3.12

トンガ ノン・プロジェクト無償 医薬品 1.00 2007.2.14

ナウル ノン・プロジェクト無償 石油製品 2.00 2009.2.20

ネパール ノン・プロジェクト無償 投票箱、発電所スペアパーツ、
X線透視装置等

11.00 2006.12.15

ネパール ノン・プロジェクト無償 鉄製品、医療機器、上水道整備資
機材、建設機械等

15.00 2005.3.7

パキスタン 連邦直轄部族支配地域（FATA）支援ノンプロ 学校家具、医療器材など 7.00 2008.1.28

パキスタン パキスタン北部における大規模地震被害に対する
復興支援

学校、病院建設 40.00 2006.3.13

バヌアツ ノン・プロジェクト無償 医薬品 1.00 2007.1.26

バヌアツ ノン・プロジェクト無償 医薬品 1.00 2008.1.28

パプアニューギニア ノン・プロジェクト無償 送電線、航空機用潤滑油･作動
油、航空用タイヤ等

3.00 2005.11.3

パレスチナ ノン・プロジェクト無償 石油製品、液化石油ガス 11.00 2008.10.29

ベナン ノン・プロジェクト無償 鉄棒、波打ち亜鉛鉄板 5.00 2008.8.26

ホンジュラス ノン・プロジェクト無償 肥料 6.00 2008.2.28

ホンジュラス ノン・プロジェクト無償 肥料、アルミナムロッド、ポリエチ
レン

6.00 2009.2.27

マダガスカル ノン・プロジェクト無償 未定 9.00 2008.3.11

マダガスカル ノン・プロジェクト無償 化学品、紙、亜鉛鉄板、セメント 7.00 2007.3.5

マダガスカル ノン・プロジェクト無償 鉄製品、セメント、産業機械、建設
機械、車輌

11.00 2006.1.13

モルディブ ノン・プロジェクト無償（津波災害支援） 漁船、農機、建設機材等 20.00 2005.1.17

モンゴル ノン・プロジェクト無償 石油製品 11.00 2008.1.25

モンゴル ノン・プロジェクト無償 石油製品 8.00 2006.11.23

モンゴル ノン・プロジェクト無償 石油製品 12.00 2009.1.22

ヨルダン ノン・プロジェクト無償 飼料用穀物 15.00 2008.3.9

ラオス ノン・プロジェクト無償 軽油、鉄製品 12.00 2009.1.22

レソト ノン・プロジェクト無償 肥料 2.00 2008.7.18

東ティモール ノン・プロジェクト無償 軽油、発電機、アスファルト、セメ
ント等

3.00 2003.3.7

東ティモール ノン・プロジェクト無償 消防車、SHS、発電機、石油 5.00 2004.3.8

東ティモール ノン・プロジェクト無償 X線検査機、車輌 3.00 2005.3.18

緊急無償
調達代理（新規） 台湾 台風災害復興支援 噴霧器（大・小）、簡易ガスコンロ、

ガス缶、非接触型赤外線式体温計
0.5 2009.8.17

メキシコ 新型インフルエンザ対策緊急支援 赤外線サーモカメラほか 0.765 2009.5.1

イタリア ラクイラ市体育館兼避難施設整備計画 体育館兼避難施設の建設 5,759,441
ユーロ

2010.2.12
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事業項目（事業内容） 対象国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額等（億円）E/N締結日等
調達代理（継続） アフガニスタン 病院用医療機材 医療用機材、試薬、病院研修施設

等建設
16.07 2002.3.22

イラク サマーワ大型発電所建設計画 発電所新設 127.02 2005.7.18

イラク タジガスタービン発電所復旧計画（Phase I）
（バグダッド近郊）

発電所改修 72.78 2004.9.25

イラク バグダッド市浄水設備整備計画 浄水設備改修 60.69 2004.6.3

イラク ムサンナ県プライマリーヘルスセンター整備計画 医療用機材、医薬品 8.66 2005.1.13

イラク モスルガスタービン発電所復旧計画（Phase II）（イ
ラク北部）　　　　　

発電所改修 45.85 2004.9.25

イラク モスル水力第一発電所復旧計画（イラク北部） 発電所改修 56.82 2004.9.25

イラク 移動式変電設備供与計画 変電設備改修 79.44 2004.6.1

イラク 救急車供与計画 救急車 58.30 2005.1.1

イラク 市外電話交換網整備計画 通信設備改修 35.98 2004.10.13

イラク 中部地域主要病院整備計画 病院改修 50.45 2004.10.23

イラク 南部地域主要病院整備計画 病院改修 55.63 2004.6.3

イラク 北部地域主要病院整備計画 病院改修 75.29 2004.10.2

紛争予防・平和構築無償
調達代理（新規） アフガニスタン マザリ・シャリフ市内環状道路改修計画 マザリシャリフ市内環状道路改修 17.51 2010.3.22

カンボジア 地雷除去活動強化計画 地雷除去機等の調達、地雷除去
活動支援、住民支援

10.98 2009.11.25

スーダン ジュバ職業訓練センター拡張計画 職業訓練センター建設、訓練用機
材

11.29 2009.6.30

スーダン ジュバ市交通網整備計画（幹線道路橋梁改修計画）幹線道路橋梁改修 18.73 2009.11.19

調達代理（継続） カンボジア 紛争予防・平和構築 学校、井戸、武器保管倉庫等 4.66 2005.1.18

パレスチナ ジェリコ市内生活道路整備計画 道路整備および道路維持管理機
材の調達

8.09 2008.12.23

防災・災害復興支援無償
調達代理（新規） ミャンマー サイクロン被災地小学校建設計画 サイクロンシェルター（38カ所）

および付帯の深井戸等の建設
5.81 2009.12.4

調達代理（継続） インドネシア ジャワ島中部地震災害復興支援調達監理 小中学校再建9校、保健センター
再建5カ所

8.90 2006.8.15

バングラデシュ バングラデシュ･サイクロン災害復興支援 サイクロン被災地に小学校20校
を建設

9.58 2008.6.9

ペルー イカ州地震被災地復興計画 学校再建5校、給水塔1カ所 7.85 2008.3.17

コミュニティ開発支援無償
調達代理（新規） ガーナ 基礎教育アクセス向上支援計画 北・中部6郡に37校（教室および

教員住宅）の建設
6.05 2009.8.13

カーボ・ベルデ サンティアゴ島地下水開発・給水計画 サンティアゴ島の給水施設
24サイト建設

8.29 2009.3.27

ジブチ 初等・中等教員養成校建設計画 初等・中等教員養成校の教室・講
堂等の建設および備品整備

7.67 2010.2.11

ネパール コミュニティ交通改善計画 5郡35サイトの橋梁建設 9.90 2010.3.5

パレスチナ ヨルダン川西岸地区学校建設計画 ヨルダン川西岸地区5校の学校建
設と備品供与

9.00 2008.2.26

パレスチナ ヨルダン渓谷コミュニティのための生活基盤整備
計画

医療施設改修、教育施設建設、道
路改修、配電網整備等

11.76 2010.3.2

ブルキナファソ 第4次小学校建設計画 小学校67校の教室・トイレの建設
と備品整備

9.98 2009.4.2

ブルキナファソ サヘル地方教員養成学校建設計画 教員養成校の教室・講堂等・併設
小学校の建設および備品整備

8.36 2009.7.13

マリ カティ市教員養成学校建設計画 教員養成校の教室・講堂・寄宿舎
の建設および備品整備

6.87 2009.3.19

モザンビーク 中学校建設計画 中学校4校の建設 10.15 2009.10.27



2
0
0
9
年
度
案
件

 40 日本国際協力システム 年報2009

第2部　事業実績

事業項目（事業内容） 対象国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額等（億円）E/N締結日等
調達代理（継続） エチオピア オロミヤ州小学校建設計画 小中学校教室建設 10.41 2007.12.4

セネガル 小中学校教室建設計画 小中学校教室建設 9.96 2006.12.5

ニカラグア 北部地域教育施設改修及び機材整備計画 小学校27校（266教室）の教室・
トイレの建設と備品整備

10.16 2008.8.12

ニジェール マラディ、ザンデール州小学校教室建設計画 小中学校教室建設 10.18 2007.2.1

ブータン 教育施設整備計画 中学校4校の建設と備品供与 10.64 2008.5.30

ベトナム カマウ州ウミンハ地区森林火災跡地コミュニティ
開発計画

森林改良、道路・橋・医療施設・教
育施設等の整備および機材整備

9.05 2008.3.12

ベナン 第4次小学校教室建設計画　　 小中学校教室建設 10.30 2007.12.5

ボリビア ポトシ市及びスクレ市教育施設建設計画 小学校30校の教室・トイレの建設
および備品整備

9.69 2008.3.10

マダガスカル アンツィラナナ州およびトリアラ州小学校教室建設
計画

小中学校教室建設 10.32 2007.3.5

ラオス 南部３県学校環境改善計画 南部3県の教育施設74校の建設 6.85 2009.2.12

レソト 中等学校建設計画 中学校7校の教室・理科実験室・
実習室等の建設

7.15 2008.3.7

環境プログラム無償
調達代理（新規） イエメン 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 6.20 2009.12.12

エチオピア 気候変動に関する緊急給水計画 浄水剤、簡易浄水装置、プラスチッ
クタンク、給水車等

8.00 2009.4.23

グアテマラ クリーン・エネルギーによる北部村落生産活動促進
計画

北部3サイトへの小規模水力発電
施設の建設および技術支援

10.30 2010.1.26

ケニア ニャンド川流域気候変動に適応したコミュニティ洪
水対策計画 

洪水対策用構造物の整備および
住民組織化訓練等

4.83 2009.5.19

コスタリカ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 8.10 2010.2.16

ジブチ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 6.10 2009.12.2

シリア 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 PVモジュール、街路灯支柱、ラン
プ、バッテリー等

5.60 2010.3.4

スリランカ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 8.60 2009.12.4

セネガル 気候変動に関する緊急給水計画 給水車、水中ポンプ、バーティカ
ルポンプ、発電機等

10.00 2009.3.30

ニジェール 気候変動に関する緊急給水計画 発電機、携帯型水質試験機器、袋
タンク、給水車等

4.00 2009.3.31

ネパール 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 6.60 2010.1.29

パキスタン 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 4.80 2010.2.11

パラオ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 4.80 2009.12.24

パレスチナ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 6.00 2009.12.21

ベリーズ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 5.10 2009.12.24

ペルー 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 4.00 2010.3.9

ボツワナ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 11.10 2010.2.4

マーシャル 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 5.30 2009.12.16

モロッコ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 6.40 2010.1.25

モンゴル 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 5.90 2009.12.11

ヨルダン ヨルダン国上水道エネルギー効率改善計画 送水ポンプ関連機材、配水ネット
ワーク関連機材

11.32 2010.2.28

ヨルダン 太陽光等を活用したクリーンエネルギー導入計画 太陽光発電システム 6.40 2010.2.28

調達代理（継続） バングラデシュ ダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画 CNGごみ収集車、ワークショップ 12.15 2009.2.18
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事業項目（事業内容） 対象国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額等（億円）E/N締結日等

無償資金協力にかかる事前の調査
（１）コミュニティ開発支援無償実施に必要な事前調査

ウガンダ コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

ジブチ コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

ナイジェリア コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

パレスチナ コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

ベトナム コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

ベトナム コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

マラウイ コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

（２）防災・災害復興支援無償実施に必要な事前調査

インドネシア 防災・災害復興支援計画協力（準備調査） ― ― ―

（３）環境プログラム無償実施に必要な事前調査

アフガニスタン 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

イエメン 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

エジプト 環境プログラム無償計画協力（準備調査）
第1次調査

̶ ̶ ̶

エジプト 環境プログラム無償計画協力（準備調査）
第2次調査

̶ ̶ ̶

ガボン 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

カンボジア 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

グアテマラ 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

サモア 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

ジブチ 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

シリア 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

スリランカ 環境プログラム無償計画（独自調査） ̶ ̶ ̶

チュニジア 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

トンガ 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

ネパール 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

パキスタン 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

パラオ 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

パレスチナ 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

フィリピン 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

ベリーズ 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

ペルー 環境プログラム無償計画（独自調査） ̶ ̶ ̶

マーシャル 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

モルディブ 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

モンゴル 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶

ヨルダン 環境プログラム無償計画（独自調査） ̶ ̶ ̶

ヨルダン 環境プログラム無償計画協力（準備調査）
第1次調査

̶ ̶ ̶

ヨルダン 環境プログラム無償計画協力（準備調査）
第2次調査

̶ ̶ ̶

ラオス 環境プログラム無償計画協力（準備調査）
第1次調査

̶ ̶ ̶

ラオス 環境プログラム無償計画協力（準備調査）
第2次調査

̶ ̶ ̶

東ティモール 環境プログラム無償計画協力（準備調査） ̶ ̶ ̶
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技術協力関連事業
事業項目（事業内容） 対象国名 案件名

(1)供与機材本邦／現地調達支援
供与機材本邦／現地調達支援（新規）アフガニスタン ナンガルハール稲作農業改善プロジェクト向け機材

アフガニスタン カブール首都圏開発地図作成調査向け機材
インドネシア マンゴーにおけるミバエ類検疫技術向上計画向け機材
ウガンダ ネリカ米振興計画向け機材（A)
ウガンダ ネリカ米振興計画向け機材（B)
ウガンダ ネリカ米振興計画向け機材（C)
ウズベキスタン 第二次道路建設機材整備計画フォローアップ向け機材
エクアドル ピチンチャ州地方道路整備計画F/U協力向け機材
エジプト エジプト日本科学技術大学設立プロジェクト向け機材（A)
エジプト エジプト日本科学技術大学設立プロジェクト向け機材（B)
エジプト エジプト日本科学技術大学設立プロジェクト向け機材（C)
エチオピア ポリオ対策プロジェクトF/U協力向け機材
エルサルバドル 上下水道公社組織強化・運営改善プロジェクト向け機材
カンボジア 人間の安全保障実現化のためのCMAC機能強化向け機材（A)
カンボジア 人間の安全保障実現化のためのCMAC機能強化向け機材（B)
カンボジア 人間の安全保障実現化のためのCMAC機能強化向け機材（C)
キューバ 自由流通米証明種子の生産システムの強化向け機材（A)
キューバ 自由流通米証明種子の生産システムの強化向け機材（B)
キューバ 海水魚養殖プロジェクト向け機材
コンゴ民主共和国 職業訓練局支援計画フォローアップ協力向け機材
ジャマイカ 上水施設維持管理能力強化プロジェクト向け機材
シリア 全国環境モニタリング能力強化プロジェクトフェーズ２向け機材
スリランカ コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト向け機材
タイ 情報技術（IT）を活用した地域活性化のための人材育成プロジェクト向け機材
タイ 自動車裾野産業人材育成プロジェクト向け機材（A）
タイ 自動車裾野産業人材育成プロジェクト向け機材（B）
タンザニア 灌漑農業技術普及支援体制強化計画プロジェクト向け機材（A）
タンザニア 灌漑農業技術普及支援体制強化計画プロジェクト向け機材（B）
パキスタン 地質科学研究所協力事業フォローアップ協力向け機材
パラオ サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト向け機材
フィジーおよびトンガ 地震観測網の運用プロジェクト向け機材
フィリピン 薬物法執行能力向上向け機材
フィリピン 航空航法システム安全性・効率性向上プロジェクト向け機材
複数国 JICA関係者貸与用防犯機器
複数国 日本人材開発センタープロジェクト（経済・金融危機対応）向け機材
複数国 日本人材開発センタープロジェクトフェーズ２向け機材
複数国 緊急連絡網整備向け機材
複数国 在外事務所向けパソコン関連機材
ブラジル タパジョス川流域メチル水銀に関する保健監視システム強化プロジェクト向け機材
ブルキナファソ 優良種子普及計画プロジェクト向け機材
ボリビア ボリビア農牧技術センタープロジェクト向け機材
ミャンマー シードバンク計画／原種貯蔵センター建設計画向け機材
ミャンマー フォローアップ事業「地震観測能力向上、地震データ分析能力向上」向け機材
ラオス 稲種子増殖普及システム改善計画プロジェクト向け機材
中国 「貴州省フッ素症対策医療機材整備計画」F/U協力向け機材
複数国 現地調達手続き支援業務、機材調達ヘルプデスク業務
複数国 現地調達支援、セミナー開催
複数国 携行機材等購送業務

本邦調達支援（継続） アフガニスタン ナンガルハール稲作農業改善プロジェクト向け機材
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事業項目（事業内容） 対象国名 案件名
アフガニスタン カブール市給水計画調査向け機材
アフガニスタン 道路維持管理システムの構築及び人材育成プロジェクト向け機材
イラン ハラーズ農業技術者養成センター計画（スペアパーツ供与）向け機材
イラン 省エネルギー推進プロジェクトフォローアップ協力向け機材
カンボジア 人間の安全保障実現化のためのCMAC機能強化プロジェクト向け機材
キューバ 海水魚養殖向け機材
ジャマイカ 上水施設維持管理能力強化プロジェクト向け機材
スーダン 水供給人材育成プロジェクト向け機材
日本 国際緊急援助隊救助チームIEC受検用機材
パキスタン NHA研究訓練施設設立支援プロジェクト向け機材
パキスタン 地質科学研究所協力事業フォローアップ協力向け機材
バヌアツ 建設機械整備能力向上プロジェクト向け機材
フィジーおよびトンガ 地震観測網の運用プロジェクト向け機材
フィリピン 指紋自動識別装置（ＡＦＩＳ）運用強化計画プロジェクト向け機材（A)
フィリピン 指紋自動識別装置（ＡＦＩＳ）運用強化計画プロジェクト向け機材（B)
ブータン 東部2県農業生産技術開発・普及支援計画プロジェクト向け機材
ブータン 国営放送能力強化プロジェクト向け機材
ベナン 緊急連絡用衛星通信機材
ラオス 気象水文業務改善計画プロジェクト向け機材
ルワンダ トゥンバ高等技術専門学校強化プロジェクト向け機材
東ティモール 東ティモール大学工学部支援プロジェクト向け機材
東ティモール 農産物加工・流通業振興計画調査向け機材

(2)医療特別支援
医療特別支援 複数国 医療特別支援　機材計画調査
(３)専門家の派遣
専門家派遣（継続） カンボジア CMAC専門家

借款関連事業
事業項目（事業内容） 対象国名 案件名

(1)借款調達関連書類照合
（新規） 複数国 円借款事業に係る調達関連書類の一次チェック（ロットD）

複数国 円借款事業に係る調達関連書類の一次チェック及び円借款借入国向け調達セミナー業務（ロットE）
(2)借款調査
（継続） 国内 有償資金協力の調達監理支援業務
(3)借款事業強化
（新規） 国内 円借款事業に係る調達監理強化業務

国際機関等事業
契約先 対象国名 案件名

ASEF日本信託基金（新規） ASEM参加のアジア諸国 
（16カ国）

ASEF日本信託基金インフルエンザ対策支援

ASEAN事務局（継続） ASEAN諸国 鳥インフルエンザ対策支援
国際獣疫事務局（継続） カンボジア/インドネシア/

ラオス/マレーシア/ミャン
マー /フィリピン/タイ/
ベトナム

東南アジアにおける高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫に係る特別プログラム向け調達サービス
(国際獣疫事務局（OIE)案件）

バングラデシュ/ブータン/
パキスタン/スリランカ/
モンゴル/ネパール/
インド

東南アジアにおける高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫に係る特別プログラム向け調達サービス
(国際獣疫事務局（OIE)案件）

MCAモンゴル（継続） モンゴル 平成19年度ミレニアムチャレンジアカウント（MCA)モンゴルプロジェクト
カンボジア政府、ラオス政府、ミャン
マー政府、ベトナム政府

カンボジア/ラオス/ベトナ
ム/ミャンマー /タイ

日本・ASEAN統合基金（JAIF)による東西経済回廊・南部経済回廊の物流促進プログラム
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フォローアップおよびアフターケア活動
事業項目（事業内容） 対象国名 案件名

無償資金協力医療機材等維持管理
情報センター運営

既機材供与対象国 無償資金協力医療機材等維持管理情報センター

国際協力事業を効果的に実施するための調査・研究
事業項目（事業内容） 対象国名 案件名

1. 無償資金協力調査・研究事業
(1)無償事業費積算・設計審査
無償事業費積算・設計審査(新規） 複数国 無償資金協力案件に係る概算事業費分析業務（その1）

複数国 無償資金協力案件に係る概算事業費分析業務（その2）
(２)無償基礎調査
無償基礎調査（新規） 国内調査 無償資金協力案件に係る施工実態調査 (第３年次）
無償基礎調査（継続） 国内調査 無償資金協力案件に係る施工実態調査 (第2年次　その２）
(３)無償情報整備
無償情報整備（新規） 国内調査 無償資金協力案件にかかる積算データベース構築支援業務
無償情報整備（継続） 国内調査 無償資金協力案件積算データベース構築に係る基本構想検討業務

2. その他の調査・研究事業
JICS基盤整備のための調査・研究事
業（新規）

グアテマラ JICSの事業に係る評価調査

国際協力事業推進のための啓発・支援活動
事業項目（事業内容） 対象国名 案件名

広報活動
国内 ホームページ更新
国内 広報誌「JICS REPORT」発行
国内 年報発行
国内 国際協力関連情報誌記事掲載
国内 国際協力イベント出展
国内 20周年誌発行
国内 JICS事業紹介DVD制作

その他本財団の目的を達成するために必要な事業
事業項目（事業内容） 対象国名 案件名

NGO支援事業
2009年度NGO支援 カンボジア （特活）日本カンボジア交流協会

フィリピン （特活）ソルト・パヤタス
ケニア （特活）アマニ・ヤ・アフリカ
ニジェール （特活）AMURT Japan
日本 （特活）沖縄ＮＧＯセンター
日本 （特活）関西ＮＧＯ協議会
日本 スタディツアー研究会
インド／ガーナ （特活）ACE
複数国 （特活）国際インフラ調査会
複数国 （特活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
ウクライナ （特活）チェルノブイリ救援・中部

活動報告・意見交換会 日本 活動報告・意見交換会
経済産業省補助金事業
経済産業省補助金事業（新規） サウジアラビア 2009年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金事業（トラック分野）

サウジアラビア 2009年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金事業（JICE共同事業）


	JICS年報09j_再校戻時 37
	JICS年報09j_再校戻時 38
	JICS年報09j_再校戻時 39
	JICS年報09j_再校戻時 40
	JICS年報09j_再校戻時 41
	JICS年報09j_再校戻時 42
	JICS年報09j_再校戻時 43
	JICS年報09j_再校戻時 44
	JICS年報09j_再校戻時 45
	JICS年報09j_再校戻時 46

