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第2部　事業実績

2011年度案件
2011年度中にJICSが実施した事業を、新規（2011年度中に受託したもの）と継続（2010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（億円） E/N締結日
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 2011年度貧困農民支援事前調査
(2)貧困農民支援調達代理
調達代理（新規） アゼルバイジャン 2010年度貧困農民支援 農機 	2.60	 2011.3.17

カンボジア 2011年度貧困農民支援 肥料 	2.90	 2011.7.4
ギニアビサウ 2010年度貧困農民支援 肥料 	1.75	 2011.3.12
スリランカ 2010年度貧困農民支援 農機 	3.60	 2011.3.31
ハイチ 2010年度貧困農民支援 肥料 	3.70	 2011.12.20
パラグアイ 2011年度貧困農民支援 肥料 	1.30	 2011.6.29
ブータン 2010年度貧困農民支援 農機 	1.30	 2011.3.21
ルワンダ 2010年度貧困農民支援 肥料 	1.90	 2011.3.22

調達代理（継続） インドネシア 2009年度貧困農民支援 肥料 	5.20	 2010.3.18
ガーナ 2009年度貧困農民支援 農機 	4.60	 2010.3.12
タンザニア 2010年度貧困農民支援 肥料 	4.00	 2011.2.24
ネパール 2009年度貧困農民支援 肥料 	4.90	 2010.4.8
ボリビア 2010年度貧困農民支援 肥料 	3.20	 2010.7.5

食糧援助
調達代理（新規） ガーナ 2010年度食糧援助 政府米 	10.00	 2011.3.2

カーボヴェルデ 2011年度食糧援助 政府米 	2.40	 2012.1.19
ガンビア 2010年度食糧援助 政府米 	6.60	 2011.3.10
ガンビア 2011年度食糧援助 政府米 	2.70	 2012.1.24
コモロ 2010年度食糧援助 政府米 	1.40	 2011.3.1
コモロ 2011年度食糧援助 政府米 	1.00	 2012.1.17
コンゴ民主共和国 2010年度食糧援助 政府米 	8.80	 2011.2.3
サントメ･プリンシペ 2011年度食糧援助 政府米 	2.40	 2012.2.23
シエラレオネ 2011年度食糧援助 政府米 	2.50	 2011.12.8
セネガル 2010年度食糧援助 政府米 	9.10	 2011.3.8
トーゴ 2011年度食糧援助 政府米 	4.20	 2011.12.20
ニジェール 2011年度食糧援助 政府米 	4.90	 2012.1.17
ブルキナファソ 2010年度食糧援助 政府米 	7.60	 2011.3.4
ブルキナファソ 2011年度食糧援助 政府米 	4.80	 2012.2.2
ベナン 2011年度食糧援助 政府米 	3.40	 2011.12.5
モーリタニア 2011年度食糧援助 政府米 	4.30	 2011.12.21
モザンビーク 2010年度食糧援助 政府米 	10.00	 2011.3.2
リベリア 2010年度食糧援助 政府米 	10.00	 2011.3.8
リベリア 2011年度食糧援助 政府米 	5.40	 2011.11.14

調達代理（継続） エチオピア 2009年度食糧援助 小麦 	8.50	 2010.3.18
エチオピア 2010年度食糧援助 小麦 	5.50	 2010.11.23
エリトリア 2010年度食糧援助 小麦 	4.50	 2011.1.21
カーボヴェルデ 2009年度食糧援助 政府米 	3.40	 2010.3.19
カーボヴェルデ 2010年度食糧援助 政府米 	3.40	 2011.2.2
ガンビア 2009年度食糧援助 政府米、小麦粉 	5.60	 2010.3.18
ギニア 2007年度食糧援助 政府米 	4.70	 2008.2.5
コートジボワール 2009年度食糧援助 政府米 	5.40	 2009.11.26
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 2010年度食糧援助 政府米 	2.30	 2011.1.25
スワジランド 2009年度食糧援助 トウモロコシ 	2.40	 2010.3.15
セネガル 2009年度食糧援助 政府米 	9.10	 2010.3.18
タンザニア 2009年度食糧援助 政府米 	9.70	 2010.5.20
トーゴ 2010年度食糧援助 小麦 	4.30	 2011.1.18

※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

※E/N：	Exchange	of	Notes（交換公文）
　日本政府と被援助国との間で取り交わされる、援助に関する合意事項を記した法的文書
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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
ネパール 2009年度食糧援助 政府米 	6.80	 2010.2.9
ネパール 2010年度食糧援助 政府米 	10.00	 2011.3.17
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 2009年度食糧援助 政府米 	9.40	 2010.3.16
ブルンジ 2010年度食糧援助 小麦 	4.00	 2011.2.23
ベナン 2010年度食糧援助 政府米 	4.60	 2011.2.3
マリ 2009年度食糧援助 政府米 	8.60	 2010.3.22
モーリタニア 2010年度食糧援助 政府米 	5.40	 2011.2.1
モザンビーク 2009年度食糧援助 政府米 	9.70	 2010.3.26
モルディブ 2009年度食糧援助 小麦粉 	3.40	 2009.9.15
モンゴル 2010年度食糧援助 政府米 	8.10	 2011.2.18

文化無償
(1)文化無償調査
事前調査等 複数国 2011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事前調査 — — —
2013年度一般文化無償資金協力候補案件要請書解
析

— — —

(2)調達監理業務
調達監理業務（新規）アルゼンチン 国営放送局番組ソフト及び制作機材整備計画 番組ソフト及び制作機材 1.67	 2010.9.16

ウクライナ グリエル記念国立音楽大学楽器整備計画 楽器 0.32	 2010.5.20
ウズベキスタン アリシェル･ナボイ国立アカデミーボリショイ劇場音

響及び照明並びに視聴覚機材整備計画
音響、照明及び視聴覚機材 0.33	 2010.3.1

エクアドル ベンハミン･カリオン･エクアドル文化会館国立劇場
照明及び音響機材整備計画

音響及び照明機材 0.96	 2010.3.17

カンボジア カンボジア工科大学地圏資源･地質工学部研究機材
整備計画

研究機材 0.56	 2011.8.15

キルギス 体育庁柔道器材整備計画 柔道機材 0.69	 2011.10.7
コスタリカ コスタリカ大学日本語学習機材整備計画 日本語学習機材 0.46	 2011.3.23
コロンビア コミュニティ先住民ラジオ放送局番組制作機材整備

計画
番組制作、放送機材 0.67	 2011.9.13

ジャマイカ 西インド諸島大学日本語学習機材整備計画 日本語学習機材 0.27	 2010.3.30
スリランカ ルパバヒニ国営放送局番組制作機材整備計画 番組制作機材 0.42	 2011.2.10
スリランカ ケラニア大学及びサバラガムワ大学日本語学習機材

整備計画
日本語学習機材 0.48	 2012.3.6

タンザニア ンゴロンゴロ自然保護区ビジターセンター展示及び
視聴覚機材整備計画

展示、視聴覚機材 0.48	 2010.10.18

ブルガリア ヴェリコ･タルノヴォ–コンスタンティン･キシモフ音
楽･演劇劇場音響機材整備計画

音響機材 0.51	 2011.1.25

ペルー 国立ラ･モリーナ農業大学研究機材整備計画 研究機材 0.70	 2010.2.16
ボスニア･ヘルツェゴビナ サラエボ交響楽団楽器整備計画 楽器 0.44	 2010.10.26
マラウイ マラウイ警察楽器整備計画 楽器 0.35	 2010.6.25
モンゴル 国立ラジオ･テレビ大学教育機材整備計画 教育機材 1.01	 2010.9.3
モンゴル 文化遺産センター保存･分析機材整備計画 分析機材 0.47	 2012.3.12
南アフリカ 南アフリカ柔道連盟柔道器材整備計画 柔道機材 0.67	 2011.2.18

調達監理業務（継続）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 美術品修復機材 0.28	 2009.11.25
イエメン 国立サヌア大学中央ラボラトリー研究機材整備計画 研究機材 0.89	 2009.12.12
ガボン ガボン柔道連盟柔道器材整備計画 柔道器材（柔道畳、柔道着等） 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 スポーツ器材 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
古人類学遺物保存及び視聴覚機材 0.62	 2009.11.23

コスタリカ コスタリカ国立劇場視聴覚機材整備計画 視聴覚機材 0.41	 2010.3.19
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
日本語学習機材 0.24	 2010.3.4

ニカラグア 国立ルベンダリオ劇場照明機材及び楽器整備計画 照明・音楽機材 0.86	 2010.3.9
パナマ パナマ大学日本語学習機材整備計画 日本語学習機材 0.28	 2010.3.15
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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
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
修復室機材及び視聴覚機材（液晶
プロジェクター、ビジュアルプレゼ
ンター他）

0.47	 2009.9.7

ブルキナファソ ブルキナファソ柔道連盟柔道器材整備計画 柔道器材（柔道畳、柔道着等） 0.62	 2010.3.16
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
視聴覚機材、楽器 0.63	 2009.11.20

ペルー 体育庁柔道器材整備計画 柔道器材（柔道畳、ローイングマシ
ン他）

0.45	 2009.10.1

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 28.00 2011.3.9

カンボジア ノン･プロジェクト無償 建設用機材 6.00 2012.3.20
ツバル ノン･プロジェクト無償 軽油 1.00 2012.2.3
ナウル ノン･プロジェクト無償 軽油 1.00 2012.2.3
ラオス ノン･プロジェクト無償 建設用機材等 6.00 2012.3.16

調達代理（継続） 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、建設機械 8.00 2007.2.13
アフガニスタン ノン･プロジェクト無償 軽油 16.00 2010.3.22
イエメン ノン･プロジェクト無償 鉄棒 4.00 2008.6.16
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

エジプト ノン･プロジェクト無償 綿、地下鉄車両、工作用機械、印刷
機

30.00 2004.3.2

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 アディスアベバ市小中学校建設計画 アディスアベバ市における小中学校

8校の建設および教育家具の調達
6.00 2009.5.21

カメルーン ノン･プロジェクト無償 アルミ波板 6.00 2010.3.17
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
キリバス ノン･プロジェクト無償 軽油 1.00 2011.3.11
コンゴ ノン･プロジェクト無償 肥料、セメント 7.00 2008.1.10
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
コンゴ民主共和国 ノン･プロジェクト無償 セメント 15.00 2011.3.17
ジブチ ノン･プロジェクト無償 軽油 5.00 2009.6.15
ジブチ ノン･プロジェクト無償 軽油 3.00 2010.12.20
ツバル ノン･プロジェクト無償 軽油 1.00 2009.12.4
ツバル ノン･プロジェクト無償 軽油 1.00 2011.3.23
ナウル ノン･プロジェクト無償 軽油 1.00 2010.3.13
ナウル ノン･プロジェクト無償 軽油 1.00 2011.3.11
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 2008.1.28
バヌアツ ノン･プロジェクト無償 医薬品 1.00 2010.3.16
バヌアツ ノン･プロジェクト無償 医薬品 1.00 2011.3.14
パプアニューギニア ノン･プロジェクト無償 送電線、航空用潤滑油、コンベイ

ヤー、航空用タイヤ
3.00 2005.11.3

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
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、アルミナムロッド、ポリエチレン 6.00 2009.2.26
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、車両 11.00 2006.1.13
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 未定 9.00 2008.3.11
マリ ノン･プロジェクト無償 セメント、軽油、アルミ製品 6.00 2009.5.22
モルディブ ノン･プロジェクト無償 軽油 3.00 2010.6.1
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 大麦 18.00 2009.5.20
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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
ヨルダン ノン･プロジェクト無償 大麦 15.00 2010.5.26
ラオス ノン･プロジェクト無償 石油製品、鉄製品 10.00 2010.5.13

緊急無償
調達代理（新規） タイ タイにおける洪水に対する緊急無償資金協力 排水用ポンプ等 10.00 2011.11.21

パラオ パラオにおける電力危機に対する緊急無償資金協力 発電機等 3.00 2012.3.2
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

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 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 南部地域主要病院整備計画 病院改修 55.63	 2004.6.3
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 北部地域主要病院整備計画 病院改修 75.29	 2004.10.2
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 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 サマーワ大型発電所建設計画 発電所新設 127.02	 2005.7.18

紛争予防・平和構築無償
調達代理（新規） ウガンダ ウガンダ北部アチョリ地域国内避難民帰還・再定住促

進のためのコミュニティ再建計画
北部アチョリ地域の５つの県の社
会基盤インフラ（教育、保健、アク
セス）を整備

11.53 2012.2.23

調達代理（継続） 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

アフガニスタン バルフ県立病院医療機材整備計画 医療機材、看護教育機材、汎用機
材

10.36 2011.3.9

ウガンダ ウガンダ北部地域国内避難民帰還促進のための生活
基盤整備計画

北部アチョリ地域6路線における
橋梁建設、道路改良工事及び道
路補修工事

13.40 2010.4.12

カンボジア 地雷除去活動強化計画 ①地雷除去機、その他関連機材
の調達、②地雷除去活動の実施、
③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
ハイチ レオガン市復興のための市街地道路整備計画 レオガン市街地道路舗装、側溝整

備、排水路浚渫
10.48 2010.11.24

防災・災害復興支援無償
調達代理（継続） インドネシア 西スマトラ州パダン沖地震被災地における安全な学

校再建計画
小学校7校、中学校3校を耐震性を
備えた安全な学校として再建

5.49 2010.3.18

ミャンマー サイクロン｢ナルギス｣被災地小学校兼サイクロン
シェルター建設計画

サイクロン「ナルギス」被災地にお
ける小学校の建設（１５校予定）

5.81 2009.12.4

コミュニティ開発支援無償
調達代理（新規） エチオピア アムハラ州中学校建設計画 国内8都市に中学校8校新設及び9

校増設、家具の調達
	12.08	 2011.6.9

カメルーン 第五次小学校建設計画 小学校建設29校、教室家具 	9.66	 2011.7.19
スワジランド 中等教育改善計画 農村部4県における中等学校12校

の普通教室、理科実験室、多目的実
習室等の建設、教育家具

	11.43	 2011.3.9

ネパール 基礎教育改革プログラム支援のための学校改善計画 対象8郡の350教室練（700教室）
分の建設用資材及び教室家具の調
達。また郡レベル教育関係者の学
校運営支援能力の強化等にかかる
技術支援

	9.30	 2012.2.24

マリ 第四次小学校建設計画 小学校建設46校、教室家具、ソフ
コン

	10.11	 2011.8.24

レソト 中等学校建設･施設改善計画 中等学校12校（6校の新規建設及
び6校の増設）の普通教室及び理科
実験室等の建設、教育家具

	10.69	 2011.3.16
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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
調達代理（継続） ガーナ 基礎教育機会改善計画 国内2州に小学校33校建設及び家

具の調達
	6.05	 2009.8.13

カーボヴェルデ サンティアゴ島地下水開発･給水計画 18給水システム、ソフコン 	8.29	 2009.3.27
ジブチ 初等･中等教員養成校建設計画 教員養成校1校、教室家具、機材 	7.67	 2010.2.11
セネガル 小中学校教室建設計画 小中学校建設60校、教室家具、ソ

フコン
	9.96	 2006.12.5

セネガル ダカール州及びティエス州小中学校建設計画 小中学校建設31校、教室家具、ソ
フコン

	12.13	 2011.3.8

ナイジェリア 第二次小学校建設計画 北部カノ州の小学校33校における
教室棟・トイレ棟の増築および、家
具の調達

	11.32	 2010.6.28

ニカラグア 北部地域教育施設改修及び機材整備計画 教育施設26校、教室家具 	10.16	 2008.8.12
ニジェール マラディ州及びザンデール州小中学校教室建設計画 小学校建設68校、教室家具、ソフ

コン
	10.18	 2007.2.1

ネパール コミュニティ交通改善計画 5郡（ラメチャップ郡、カブレパラン
チョーク郡、シンズパルチョーク郡、
マホタリ郡、シンズリ郡）における吊
橋、トラス橋、RC橋、連続ボックス
橋の建設

	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7校の学校建
設と機材（理科実験機材、家具等）
の調達

	9.00	 2009.2.26

パレスチナ ヨルダン渓谷コミュニティのための公共サービス活動
支援計画

ヨルダン渓谷における施設建設（医
療、教育、コミュニティ）、配電網の
整備、道路整備、機材の調達

	11.76	 2010.3.2

ブルキナファソ 第四次小学校建設計画 小学校建設68校、教室家具、井戸 	9.98	 2009.4.2
ブルキナファソ サヘル地方初等教員養成校建設計画 教員養成校1校、家具、コピー機 	8.36	 2009.7.13
ベトナム クアンガイ省小規模貯水池修復計画 少規模貯水池（7貯水池）の修復、

アクセス道路・幹線水路の改修、維
持管理棟の建設及び施設維持管理
用機材の調達、ソフトコンポーネン
トの実施

	6.98	 2010.8.11

ベナン 第四次小学校建設計画 小学校建設51校、教室家具、ソフ
コン

	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 教育施設30校、教室家具 	9.69	 2008.3.10
マラウイ 中等学校改善計画 国内6箇所に中学校6校建設及び家

具・実験機材の調達
	11.98	 2010.8.31

マリ カティ市教員養成学校建設計画 教員養成校1校、教室家具、機材 	6.87	 2009.3.19
モザンビーク 中学校建設計画 国内4サイトにおける中学校4校建

設及び家具の調達
	10.15	 2009.10.27

ラオス 南部三県学校環境改善備計画 南部三県（サラワン県、セコン県、
アッタプー県）における小学校74
校の建設と教育家具の調達

	6.85	 2009.2.12

ラオス チャンパサック県及びサバナケット県学校環境改善	
計画

チャンパサック県及びサバナケット
県における小学校95校の建設と教
育家具の調達

	10.18	 2010.6.15

レソト 中等学校建設計画 7県に7校の中学校（各6教室、理科
実験室、情報・コミニュケーション技
術（ICT）実習室等）を建設

7.15 2008.3.7

環境プログラム無償
調達代理（新規） サモア 気象観測・災害対策向上計画 気象観測装置 7.45	 2010.3.10

チュニジア 南部地下水淡水化計画 地下水淡水化プラントの建設 10.00	 2010.3.18
東ティモール 太陽光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（270kW） 5.00	 2010.3.15

調達代理（継続） アフガニスタン 太陽光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（245kW） 7.00	 2012.3.15
イエメン 太陽光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（480kW） 6.20	 2009.12.12
インドネシア 森林保全計画 植林、GIS/RS関連機材、技術協力等

（予定）
10.00	 2010.3.18

インドネシア 気候変動による自然災害対処能力向上計画 浚渫機材等(予定) 10.00	 2010.3.18
エクアドル 太陽光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（200kW等） 8.60	 2010.3.17
エジプト 太陽光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（420kW） 9.70	 2010.2.11
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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 緊急給水計画 井戸掘削リグ、給水車、浄水剤、可搬式

浄水装置等
8.00	 2009.4.23

エチオピア 森林保全計画 種子加工保存センター建設、地熱
開発支援

17.00	 2010.3.18

エルサルバドル 気候変動による自然災害対処能力向上計画 車両・建機 15.00	 2010.4.28
カーボヴェルデ 気候変動による自然災害対処能力向上計画 車両・建機 3.00	 2010.3.19
ガボン 太陽光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

（70kW+130kW）
6.70	 2010.3.18

ガボン 森林保全計画 衛星画像、森林調査用機材、車両、ソフ
トコンポーネント

7.00	 2010.3.18

カメルーン 森林保全計画 衛星画像、森林調査用機材、車両、技
術支援

8.00	 2010.3.17

カンボジア 太陽光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（488kW） 7.20	 2010.3.18
カンボジア 森林保全計画 車両、衛星画像、森林資源調査機器、

技術支援等
9.00	 2010.3.18

カンボジア 気候変動による自然災害対処能力向上計画 車両、建機 10.00	 2010.3.18
グァテマラ クリーン･エネルギーによる北部村落生産活動促進計

画
小規模水力発電施設建設・技術支援 10.03	 2010.1.26

ケニア 気候変動への適応のためのニャンド川流域コミュニ
ティ洪水対策計画

洪水対策用構造物の整備及び住民
組織化訓練等を実施

4.83	 2009.5.19

コスタリカ 太陽光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（1MW+3kW） 8.10	 2010.2.16
コンゴ民主共和国 森林保全計画 衛星画像、森林調査用機材、事務機器、

車両、ソフトコンポーネント
10.00	 2010.5.18

サモア 森林保全計画 森林調査用機材、衛星画像、車両、
技術支援等

3.00	 2010.6.29

ジブチ 気候変動による自然災害対処能力向上計画 車両、建機等 5.00	 2010.3.17
ジブチ 太陽光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（300kW） 6.10	 2009.12.2
シリア 太陽光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（236基の街灯） 5.60	 2010.3.4
スリランカ 太陽光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（737.1kW） 8.60	 2009.12.4
セネガル 緊急給水計画 給水車、地下水揚水機材、クレーン

付トラック等
10.00	 2009.3.30

セネガル 気候変動による自然災害対処能力向上計画 車両、ポンプ等 7.00	 2010.3.18
タイ 森林保全計画 車両、IT機材、ネットワーク整備、森

林調査機材、研究用機材
9.00	 2010.9.30

トンガ 太陽光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（552戸） 5.90	 2010.3.12
ニカラグア 太陽光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（1.38MW） 10.88	 2010.3.9
ニジェール 緊急給水計画 給水車、サービスリグ、デリックク

レーン等
4.00	 2009.3.31

ネパール 太陽光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（680kW程度） 6.60	 2010.1.29
ネパール 森林保全計画 森林調査用機材、森林火災対策用

機材、事務機器、車両等
6.00	 2010.4.28

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一式	
（178.08ｋW+178.08ｋW）

4.80	 2010.2.11

パプアニューギニア 森林保全計画 GIS/RS関連機材、森林調査用機
材、技術支援

7.00	 2010.3.19

パラオ 太陽光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（225kW） 4.80	 2009.12.24
パラグアイ 森林保全計画 施設建設、森林調査用機材、技術

支援等（予定）
7.00	 2010.5.21

パレスチナ 太陽光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（300kW） 6.00	 2009.12.21
バングラデシュ ダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画 ゴミ収集車の調達（5種類100台）、

修理用ワークショップ建設
12.15	 2009.2.18

バングラデシュ 気候変動による自然災害対処能力向上計画 脱塩装置 15.00	 2010.4.25
フィリピン 太陽光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（350kW） 6.00	 2010.3.15
ブルキナファソ 気候変動による自然災害対処能力向上計画 建機、車両、測量機器、セメント等 7.00	 2010.3.16
ブルキナファソ 国立水森林学校教育研修能力強化計画 学校施設、機材 6.55	 2010.12.2
ベトナム 森林保全計画 森林管理用機材、消防用機材、植

林等
4.00	 2010.5.27
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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
ベトナム 気候変動による自然災害対処能力向上計画 気象レーダー、観測機器等 20.00	 2010.6.30
ベナン 気候変動による自然災害対処能力向上計画 テント、車両、建機、消防車 5.00	 2010.3.16
ベリーズ 太陽光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（480kW） 5.10	 2009.12.14
ペルー 太陽光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

（150kW+150kW）
4.00	 2010.3.9

ペルー 森林保全計画 森林調査用機材、衛星画像等 9.00	 2010.9.17
ペルー 気候変動による自然災害対処能力向上計画 車両、建機等 10.00	 2010.9.17
ボツワナ 太陽光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（1MW） 11.10	 2010.2.4
マーシャル 太陽光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（205kW） 5.30	 2009.12.16
マリ 気候変動による自然災害対処能力向上計画 井戸掘削機材等 5.00	 2010.3.22
モーリタニア 気候変動による自然災害対処能力向上計画 車両、建機 5.00	 2010.3.17
モルディブ マレ島におけるクリーンエネルギー促進計画 太陽光発電システム（395kW） 10.00	 2010.3.25
モロッコ 太陽光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（800kW） 6.40	 2010.1.25
モンゴル 太陽光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（426kW） 5.90	 2009.12.11
ヨルダン 上水道エネルギー効率改善計画 ポンプ設備、送配水管機材、流量計

等
11.32	 2010.2.28

ヨルダン 太陽光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
（280kW+100kW）

6.40	 2010.2.28

ラオス 太陽光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（236kW） 4.80	 2010.3.4
ラオス 気候変動による自然災害対処能力向上計画 給水車、救急車、通信機器、防災・

救助用品等
10.00	 2010.3.4

ラオス 森林情報センター整備計画 森林資源情報センター事務所建設、
衛星画像、森林資源調査機器、技
術支援等

4.75	 2010.3.4

ラオス 森林保全計画 RS/GIS機材、森林調査用機材、技
術支援等

10.00	 2010.3.4

レソト 気候変動による自然災害対処能力向上計画 浄水機材、自動気象観測装置、緊急
災害情報システム

5.00	 2010.3.5

東ティモール 森林保全計画 GIS/RS関連機材、森林調査用機
材、森林地図作成役務等

2.00	 2010.3.15

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

エチオピア コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―
ガーナ コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―
ネパール コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―
ブルキナファソ コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―
ベナン コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―
ラオス コミュニティ開発支援計画協力（準備調査） ― ― ―

（2）紛争予防・平和構築無償実施に必要な事前調査
アフガニスタン 紛争予防・平和構築計画協力（プロジェクト運営指導

調査）
― ― ―

ハイチ 紛争予防・平和構築計画協力（準備調査） ― ― ―
ウガンダ 紛争予防・平和構築計画協力（準備調査） ― ― ―

（3）環境プログラム無償実施に必要な事前調査
東ティモール 環境プログラム無償計画（実施監理調査） — — —
モルドバ 環境プログラム無償計画（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 カブール市大学機材整備計画向け機材

アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト向け機材
アルゼンチン ALOS高解像度衛星画像を用いたアルゼンチン・アンデス山岳地帯における氷河台帳作成向け機材
エジプト エジプト日本科学技術大学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プロジェクト向け機材（C)
エジプト エジプト日本科学技術大学プロジェクト向け機材（D)
エジプト ナイルデルタ地域上下水道公社運営維持管理能力向上プロジェクト向け機材
エチオピア アバイ渓谷地すべり対策調査プロジェクト向け機材
エチオピア 地すべり対策工能力強化プロジェクト向け機材
エチオピア 地下水開発・水供給訓練計画プロジェクトフェーズ３向け機材
カンボジア 助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト向け機材
キューバ ハバナ市廃棄物管理能力向上プロジェクト向け機材
キューバ 海水魚養殖プロジェクト向け機材（A)
キューバ 海水魚養殖プロジェクト向け機材（B)
キルギス共和国 共同森林管理実施能力向上プロジェクト向け機材
キルギス共和国 道路行政アドバイザー（広域）向け機材
コスタリカ及びコロンビア 片麻痺患者に対するリハビリテーション機材
コンゴ民主共和国 マタディ橋維持管理能力向上プロジェクト向け機材
コンゴ民主共和国 国立職業訓練校指導員能力強化プロジェクト向け機材（A）
コンゴ民主共和国 国立職業訓練校指導員能力強化プロジェクト向け機材（Ｂ）
コンゴ民主共和国 国立職業訓練校指導員能力強化プロジェクト向け機材（C）
シエラレオネ 中学校理数科教育の質向上プロジェクト向け機材
スーダン ダルフール及び暫定統治三地域人材育成プロジェクト向け機材
スーダン 北部スーダン職業訓練強化プロジェクト向け機材
セネガル 「国立保健医療・社会開発学校整備計画」F/U調査向け機材
セネガル セネガル川流域灌漑地区生産性向上プロジェクト向け機材
セネガル 国営放送局TV放送機材整備計画フォローアップ協力向け機材
タンザニア 効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクト向け機材
中国 住宅新技術研究・人材育成センタープロジェクトフォローアップ調査向け機材
中国 人とトキが共生できる地域環境づくりプロジェクト向け機材
中国 日中協力地震緊急救援能力強化計画プロジェクト向け機材
チュニジア 「リプロダクティブヘルス教育強化プロジェクト」F/U協力向け機材
チュニジア 南部開発公社関連ボランティア派遣に対するF/U協力向け機材
チュニジア 品質／生産性向上プロジェクト向け機材
トーゴ デジタル地形図作成プロジェクト向け機材
トンガ 「港湾作業船整備計画」フォローアップ協力向け機材
トンガ トンガ支所用車両
日本 国際緊急援助隊医療チーム機能拡充携行資機材（手術用機材等）
日本 国際緊急援助隊救助チーム携行資機材（削岩機等）
日本 派遣前訓練時用放射線量計
バングラデシュ 「地図作成機材整備計画」フォローアップ協力向け機材
東ティモール マナツト県灌漑稲作プロジェクトフェーズ２向け機材
東ティモール 東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト向け機材（A）
東ティモール 東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト向け機材（B）
東ティモール 東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト向け機材（C）
東ティモール 東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト向け機材（D)
フィジー 南太平洋大学	ＩＣＴ	キャパシティビルディングプロジェクト向け機材
ブータン 園芸作物研究開発・普及支援プロジェクト向け機材
ブータン 農道架橋設計・実施監理能力向上プロジェクト向け機材
ブルンジ ブジュンブラ市地理情報データベース整備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
ベトナム 東メコン地域次世代航空保安システムへの移行に係る能力開発プロジェクト向け機材
ペルー ペルーにおける流域の水循環および農業生産に及ぼす気候変動の影響向け機材
ミクロネシア 「電力供給改善計画」フォローアップ協力向け機材
ミクロネシア 「離島漁村連絡船建造計画」フォローアップ協力向け機材
ミクロネシア及びマーシャル ボランティア活動用機材
ミャンマー サイクロン予警報業務改善アドバイザー向け機材
モザンビーク モザンビークにおけるジャトロファバイオ燃料の持続的生産向け機材
モルドバ 国土空間データ基盤構築のための基本地図データベースプロジェクト向け機材
モロッコ 小型浮魚資源調査能力強化プロジェクト向け機材
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向け機材
ヨルダン 課題別研修「低投入型農業生産管理システム」フォローアップ協力向け機材
ルワンダ 効率的な電力システム開発のための電力公社能力向上プロジェクト向け機材（A)
ルワンダ 効率的な電力システム開発のための電力公社能力向上プロジェクト向け機材（B)
複数国 JICA関係者用防犯機器
複数国 緊急連絡網整備向け機材

本邦調達支援（継続） アンゴラ フォローアップ（課題別研修　アフリカ地域（ポルトガル語圏）「医療器材維持管理・保守」）向け機材
インドネシア 航空安全政策向上プロジェクト向け機材
ウガンダ ネリカ米振興計画プロジェクト向け機材
エジプト ナイル渓谷西側地域風力発電所建設事業準備調査向け機材
エジプト 太陽光発電事業準備調査向け機材
ガーナ 天水稲作持続的開発プロジェクト向け機材
ガイアナ ニュー・アムステルダム病院再建計画フォローアップ協力向け機材
カンボジア 助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト向け機材
カンボジア 「主要国際港湾保安施設及び機材整備計画」フォローアップ協力向け機材
キューバ ハバナ市廃棄物管理能力向上プロジェクト向け機材
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
ザンビア HIV/エイズケアサービス管理展開プロジェクト向け機材
シリア 水資源情報センタープロジェクトフェーズ２向け機材
中国 日中協力地震緊急救援能力強化計画プロジェクト向け機材
ツバル 「離島漁村間連絡船建造計画」フォローアップ協力向け機材
トンガ ヴァイオラ病院改善整備計画F/U協力向け機材
ナイジェリア 連邦水資源研修所強化プロジェクト向け機材
パキスタン 「気象観測網整備計画」フォローアップ協力向け機材
パキスタン 「アラマ・イクバル公開大学機材整備計画」F/U協力向け機材
東ティモール マナツト県灌漑稲作プロジェクトフェーズ２向け機材
東ティモール 東ティモール事務所用車両
フィジー 感染症対策特別機材供与（特定感染症<フィラリア>）
フィリピン 高度IT人材育成プロジェクト向け機材
ブータン 園芸作物研究開発・普及支援向け機材
ベトナム 基準認証制度運用体制強化プロジェクト向け機材
ミャンマー サイクロン予警報業務改善アドバイザー向け機材
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
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向け機材
ルワンダ トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェクト向け機材

短期調達支援派遣 インドネシア、ウガンダ、エク
アドル、エジプト、エチオピ
ア、ガボン、カンボジア、コー
トジボアール、タイ、タンザ
ニア、チェニジア、ドミニカ
共和国、パレスチナ、バング
ラデシュ、東ティモール、フィ
ジー、フィリピン、ペルー、
ボリビア、マダガスカル、南
スーダン、ヨルダン、ラオス
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(2)専門家の派遣
専門家派遣（新規） 複数国

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業務（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業務（ロットE）
(2)借款調査
（新規） 複数国 円借款事業に係る調達事後調査

国際機関等事業
契約先 対象国名 案件名

ASEAN防災委員会(新規) 複数国(ASEAN) ASEAN防災人道支援調整（AHA)センター支援プロジェクト(フェーズ1)
ASEAN事務局（継続） ASEAN諸国 鳥インフルエンザ対策支援
ASEF日本信託基金（継続） 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

国際獣疫事務局（継続） 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）

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(継続）

カンボジア/ラオス/ベトナ
ム/ミャンマー /タイ

日本・アセアン統合基金（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

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

医療情報センター運営 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	随時
国内 広報誌「JICS	REPORT」発行　年4回
国内 年報発行　和・英版
国内 国際協力関連情報誌記事掲載　随時
国内 国際協力イベント出展　2回

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
2011年度NGO支援 日本 (特活)アクセス-共生社会をめざす地球市民の会

チベット (特活)アジア眼科医療協力会
イラン (特活)イランの障害者を支援するミントの会
セルビア (特活)ACC危機の子どもたち・希望
日本 (特活)エーピーエスディ（APSD）
日本 (特活)APFS（ASIAN	PEOPLE’S	FRIENDSHIP	SOCIETY）
日本 (特活)関西NGO協議会
日本 カンボジア市民フォーラム
フィリピン (特活)GFNP（Green	Field	Network	Philippines）
カンボジア 公益社団法人セカンドハンド
インド (特活)ヒューマンライツ・ナウ
ネパール (特活)ラリグラス・ジャパン
タイ (特活)Link・森と水と人をつなぐ会
ミャンマー (特活)わくわくガイア

活動報告・意見交換会 日本 活動報告・意見交換会
その他事業等
経済産業省補助金事業（新規） サウジアラビア 2011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）
JETRO輸送業者選定支援事業(新規) 日本 通関輸送業者選定に係る仕様書等作成業務
調査実施促進支援業務（新規） スリランカ マナー県再定住コミュニティ緊急復旧計画


