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無償資金協力関連事業
経済社会開発計画
新規/継続 国名 案件名 調達品目 E/N額（億円） E/N締結日
新規 アフガニスタン 経済社会開発計画 セメント 4 2017.4.23

アフガニスタン 経済社会開発計画 LPG 24 2016.4.10
アンティグア・バーブーダ 経済社会開発計画 防災機材 2.2 2018.3.6
イラン 経済社会開発計画 保安機材 8 2017.3.8
インドネシア 経済社会開発計画 保安機材 5 2017.5.30
カンボジア 経済社会開発計画 選挙箱、車両 8 2018.2.21
ギニア 経済社会開発計画 医療機材 2 2017.6.20
キューバ 経済社会開発計画 ゴミ収集車 10.5 2017.3.10
コロンビア 経済社会開発計画 地雷除去関連機材 10 2017.6.28
コンゴ民主共和国 経済社会開発計画 浄水システム、医療用焼却炉 2 2017.5.26
サモア 経済社会開発計画 印刷機材 3 2018.2.9
ジブチ 経済社会開発計画 パトロール艇 1.5 2018.2.26
ジブチ 経済社会開発計画 医療機材 2 2017.4.3
スリランカ 経済社会開発計画 港湾整備機材 10 2017.4.12
タイ 経済社会開発計画 保安機材 2 2018.2.22
ドミニカ 経済社会開発計画 防災機材 2.2 2018.3.1
パキスタン 経済社会開発計画 保安機材 5 2017.2.24
パラオ 経済社会開発計画 スクールバス、医療機器等 2 2017.10.30
バングラデシュ 経済社会開発計画 未定 5 2017.7.24
バングラデシュ 経済社会開発計画 未定 10 2017.3.30
フィジー 経済社会開発計画 エクスカベーター、トラクター 1 2017.3.9
フィリピン 経済社会開発計画 保安機材、建設機材 25 2017.11.13
フィリピン 経済社会開発計画 高速艇、海上保安機材 6 2017.1.12
マダガスカル 経済社会開発計画 浄水システム 2 2017.12.5
マリ 経済社会開発計画 警察車両 5 2017.3.16
モルディブ 経済社会開発計画 警察車両等 2.5 2017.3.30
ヨルダン 経済社会開発計画 保安機材 10 2017.9.10
ヨルダン 経済社会開発計画 保安機材 5 2017.3.1
東ティモール 経済社会開発計画 未定 2 2017.5.31

継続 アルメニア 経済社会開発計画 未定 2 2016.5.25
アンティグア・バーブーダ 経済社会開発計画 海水淡水化装置 2 2017.1.23
アンティグア・バーブーダ 経済社会開発計画 防災機材 1 2015.6.11
イラン 経済社会開発計画 医療機材 12 2016.3.12
エクアドル 経済社会開発計画 防災機材 2 2016.9.6
エチオピア 経済社会開発計画 肥料 4.1 2016.6.3
グレナダ 経済社会開発計画 防災機材 1 2016.1.12
コートジボワール 経済社会開発計画 保安機材 2 2016.11.3
コスタリカ 経済社会開発計画 次世代自動車 3 2016.6.22
サモア 経済社会開発計画 消防車、歯科機材 2 2016.4.29
ジンバブエ 経済社会開発計画 アスファルト製品 6 2016.3.28
スリランカ 経済社会開発計画 警察用車両等 2.5 2017.2.27
セネガル 経済社会開発計画 浄水装置　10台（10サイト） 2 2016.8.5
セントクリストファー･ネーヴィス 経済社会開発計画 防災機材 2 2016.9.1
セントクリストファー･ネーヴィス 経済社会開発計画 防災機材 1 2015.12.4
セントビンセント 経済社会開発計画 防災機材 2 2016.7.18
セントルシア 経済社会開発計画 防災機材 2 2017.2.23
ドミニカ 経済社会開発計画 防災機材 2 2016.1.22
トンガ 経済社会開発計画 スポーツ器材、医療機材 2 2016.3.28
ナウル 経済社会開発計画 医療機材 2 2016.9.21
ニカラグア 経済社会開発計画 医療機材 5 2016.9.16
パキスタン 経済社会開発計画 保安機材 2 2016.7.4
バヌアツ 経済社会開発計画 道路維持管理機材 2 2015.5.20
バハマ 経済社会開発計画 防災機材 2 2016.4.10
パプアニューギニア 経済社会開発計画 バス、救急車、教育機材 5 2016.4.6
バルバドス 経済社会開発計画 防災機材 1 2016.3.8
フィジー 経済社会開発計画 建機、トラクター、ボート 3 2016.5.5
フィリピン 経済社会開発計画 保安機材 5 2017.3.23
ベトナム 経済社会開発計画 新造船 3 2017.1.16
ベトナム 経済社会開発計画 医療、オフィス機器 5 2016.5.6
ベトナム 経済社会開発計画 中古船 2 2015.9.15

2017年度案件
事業実績　
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マーシャル 経済社会開発計画 建設機械 2 2016.3.10
マレーシア 経済社会開発計画 海上保安機材 7 2016.11.16
ミクロネシア 経済社会開発計画 建設機械 2 2016.4.1
ミャンマー 経済社会開発計画 新造船 10 2016.12.7
ミャンマー 経済社会開発計画 中古旅客船 5 2016.9.12
ミャンマー 経済社会開発計画 浄水車、建設機械 9.45 2016.6.2
ミャンマー 経済社会開発計画 鉄製品 2 2015.9.16
モーリタニア 経済社会開発計画 保安機材 2 2016.9.7
モルディブ 経済社会開発計画 消防機材 6 2016.4.6
モロッコ 経済社会開発計画 次世代自動車 3 2017.2.17
モロッコ 経済社会開発計画 文化財用特殊スキャナ、修復機材 1 2016.9.30
ヨルダン 経済社会開発計画 保安機材 10 2016.10.27
ヨルダン 経済社会開発計画 ごみ処理用建機、特殊作業車 18.5 2016.3.22
ラオス 経済社会開発計画 石油製品、鉄製品 5 2016.10.4
ラオス 経済社会開発計画 車両、ガソリン、スチール 5 2015.7.4
東ティモール 経済社会開発計画 防舷材、港湾機材 1.5 2016.3.15

ノン・プロジェクト無償
新規/継続 対象国名 調達品目/案件概要
継続

複数国（アゼルバイジャン、アフガニスタン、イエメン、インドネシア、ウクライナ、ウ
ズベキスタン、エクアドル、エジプト、エチオピア、エルサルバドル、ガイアナ、ギニ
アビサウ、キリバス、キルギス、グアテマラ、クック諸島、グレナダ、ケニア、コンゴ
民主共和国、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、スリランカ、セルビア、
セントビンセント、セントルシア、タイ、ツバル、トーゴ、ドミニカ、ドミニカ共和国、ト
ンガ、ナイジェリア、ナウル、パキスタン、バヌアツ、パプアニューギニア、パレスチナ、
フィリピン、ベトナム、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マーシャル、マダガスカル、
ミクロネシア、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、ラオス、リベリア、ルワンダ）
52カ国

2008年から2015年までのE/N締結案件　計94件

・軽油、ガソリン等の石油製品、鉄鋼製品
･医療機材、医薬品
・建機車両、ゴミ収集車、指揮車、レスキュー車、救急車
・排水ポンプ車
・次世代自動車
・中古漁船、港湾用機材、漁業関連機材
・多目的タグボート
・環境計測機材、気象観測機材
・防災機材
・海水淡水化装置
・工作機材、職業訓練機材　等

食糧援助 
新規/継続 国名 案件名 調達品目 E/N額（億円） E/N締結日
新規 ウガンダ 食糧援助 未定 3.5 2017.8.29

カーボヴェルデ 食糧援助 政府米 3.5 2018.2.21
セネガル 食糧援助 政府米 3.5 2017.12.13
ニジェール 食糧援助 未定 5 2017.9.26
ネパール 食糧援助 政府米 3.5 2018.1.25
ハイチ 食糧援助 政府米 4 2018.1.31
ブルンジ 食糧援助 未定 4.5 2017.11.7
ベナン 食糧援助 政府米 3.2 2017.10.12
マダガスカル 食糧援助 未定 4.7 2017.12.5
モーリタニア 食糧援助 未定 4.8 2018.1.11

新規/継続 対象国名 調達品目
継続 複数国（エリトリア、カーボヴェルデ、コートジボワール、コモロ、コンゴ民主共和国、

サントメプリンシペ、ジブチ、セネガル、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ネパール、
ハイチ、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア）17カ国

2013年から2016年までのE/N締結案件　計27件

政府米、小麦

調達代理方式（機材案件）
新規/継続 国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額（億円） E/N締結日
新規 ミャンマー 電力供給緊急改善計画 ミャンアウン火力発電所向けガスエンジン型

発電機整備 25 2018.2.6

ミャンマー ミャンマーのラカイン州の住民及び避難民に対する緊急無償
資金協力 未定 3.3 2018.2.23

継続

複数国（イタリア、ギニア、リベリア）3カ国

緊急無償資金協力3件
体育館兼避難施設、エボラ出血熱対策のため
の医療機材
2010年から2014年にE/N締結

紛争予防・平和構築無償
新規/継続 国名 案件名 E/N額（億円） E/N締結日
継続 アフガニスタン 空港維持管理能力強化支援計画 9.68 2014.3.10

アフガニスタン 道路維持管理能力強化計画 27.48 2013.3.5
アフガニスタン バルフ県立病院医療機材整備計画 10.36 2011.3.9
アフガニスタン マザリ・シャリフ市内環状道路整備計画 17.51 2010.3.22
カンボジア 地雷除去活動強化計画（フェーズ3） 18.10 2016.9.27
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カンボジア 地雷除去活動強化計画（フェーズ2） 8.98 2013.10.30
ハイチ レオガン市復興のための給水システム復旧整備計画 6.69 2014.3.6
フィリピン ミンダナオ紛争影響地域におけるコミュニティ開発計画 11.17 2015.3.26
ミャンマー 地方村落電化計画 9.94 2014.6.5
ラオス 地方開発と貧困削減のための不発弾除去の加速化計画（フェーズ2） 8.45 2015.7.4
ラオス 地方開発と貧困削減のための不発弾除去の加速化計画 8.64 2013.12.15

防災・災害復興支援無償
新規/継続 対象国 調達品目/案件概要
継続

複数国（インドネシア、エルサルバドル、バヌアツ、ペルー）4カ国
広域防災システム整備計画　4件

気象観測機材、緊急警報送出システム、GTS気象情報中継システム　等
（2012年～2014年にE/N締結）

事業・運営権対応型無償
新規/継続 国名 案件名 調達品目/案件概要 E/N額（億円） E/N締結日
継続 カンボジア コンポントム上水道拡張計画 浄水場、取水堰・給配水施設建設と維持管理 32.71 2017.3.30

ミャンマー ヤンゴン市無収水削減計画 配水管工事と配水設備の維持管理 21.06 2015.3.19

調達代理方式（施設案件）
新規/継続 国名 案件名 案件概要 E/N額（億円） E/N締結日
継続 ミャンマー 洪水被災学校再建計画 洪水被害地域学校約80校の再建 12 2016.02.17

コミュニティ開発支援無償
新規/継続 国名 案件名 E/N額（億円） E/N締結日
継続 エチオピア 南部諸民族州小中学校建設計画 13.10 2012.12.5

エチオピア アムハラ州中学校建設計画 12.08 2011.6.9
ガーナ 基礎教育機会改善計画 6.05 2009.8.13
カンボジア プノンペン前期中等教育施設拡張計画 8.51 2014.6.30
ジブチ 初等・中等教員養成校建設計画 7.67 2010.2.11
セネガル カオラック州、ティエス州及びファティック州中学校建設計画 13.49 2015.7.10
セネガル ダカール州郊外中学校建設計画 12.90 2014.3.25
セネガル ファティック州教員研修センター整備計画 6.42 2014.3.25
ナイジェリア オヨ州小学校建設計画 12.77 2014.9.30
ニジェール 中学校教室建設計画 12.23 2013.11.19
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 9.30 2012.2.24
ネパール コミュニティ交通改善計画 9.90 2010.3.5
パキスタン シンド州北部農村部女子前期中等教育強化計画 9.73 2016.3.1
パキスタン シンド州南部農村部女子前期中等教育強化計画 8.08 2014.2.11
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 11.76 2010.3.2
ブルキナファソ 中学校校舎建設計画 11.51 2015.8.25
ブルキナファソ 第5次小学校建設計画 11.38 2012.7.6
ブルキナファソ 保健社会向上センター建設計画 14.01 2012.4.27
ベナン 第5次小学校建設計画 12.27 2012.12.5
マダガスカル 第4次小学校建設計画 8.60 2015.6.24
マラウイ 第3次中等学校改善計画 17.56 2014.3.17
マラウイ リロングウェ中等教員養成校建設計画 13.27 2013.12.13および2013.05.16
マリ 第4次小学校建設計画 10.11 2011.8.24
モザンビーク ナンプラ州モナポ初等教員養成校建設計画 10.24 2013.4.26
ラオス 南部地域前期中等教育環境改善計画 10.69 2014.3.4
ラオス 南部地域保健サービスネットワーク強化計画 7.41 2013.3.26

環境・気候変動対策無償
新規/継続 複数国 案件名／案件概要
継続 複数国（イエメン、インドネシア、エクアドル、エジプト、エチオピア、ガボン、シリア、

ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、マリ、ヨルダ
ン、ラオス、東ティモール）17カ国

太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画
森林保全計画、気候変動による自然災害対処能力向上計画
または上水道エネルギー効率改善計画など計17件
（2009～2011年にE/N締結）

文化に関する無償資金協力
新規/継続 国名 案件名 E/N額（億円） E/N締結日
新規 アルメニア アルメニア国営テレビ局映像資料デジタル化機材整備計画 1.379 2017.3.30

ウズベキスタン タシケント情報技術大学メディアトレーニングセンター機材整備計画 1.879 2017.12.6
マラウイ マラウイ放送協会テレビ放送機材及び番組ソフト整備計画 0.712 2017.2.17
レバノン 国立科学研究評議会考古学研究機材整備計画 0.727 2017.3.31

継続 ヨルダン ぺトラ博物館建設計画 7.838 2014.3.1

事業実績　
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新規 複数国 一般文化無償資金協力機材計画調査 － －
継続 モルディブ モルディブにおける草の根文化無償資金協力の案件形成等調査業務 － －

その他無償資金協力に係る調査
新規/継続 事業項目（内容） 国名 案件名
新規 一般無償資金協力（本体）（コンサルタント

との協働） エチオピア エチオピア国坑口地熱発電システム整備計画

一般無償資金協力準備調査（コンサルタ
ントとの協働） ガイアナ 再生可能エネルギー･省エネルギーシステム導入計画準備調査

一般無償資金協力（本体） キューバ キューバ国稲種子生産技術向上のための農業機材整備計画
一般無償資金協力準備調査関連 複数国 平成29年度無償資金協力事業における設計監理費分析業務

日本NGO連携無償
新規/継続 国名 案件名
新規 複数国 平成29年度日本NGO連携無償資金協力案件及び国際開発協力関係民間公益団体補助金案件審査

技術協力関連事業
新規/継続 事業項目（内容） 国名 案件名
新規 建設入札支援および施工監理 ウガンダ 産業人材育成体制強化支援プロジェクト

調査 ミャンマー 医療機器関連人材に係る情報収集・確認調査
契約促進および教材作成業務（コンサルタン
トとの協働） 全世界 地熱掘削契約に係る情報収集・確認調査

継続 円借款に係る技術協力支援（コンサルタント
との協働） インドネシア 地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト(フェーズ1、2)

技術協力支援事業 ジブチ 初等･中等教員養成校建設計画フォローアップ協力（調査、入札・施工監理）第1期及び第2期
円借款に係る技術協力支援（コンサルタント
との協働） ケニア 地熱開発のための能力向上プロジェクト

機材調達（コンサルタントとの協働） エジプト 大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト

有償資金協力関連事業
新規/継続 国名 事業項目（内容） 案件名
新規 複数国 円借款調達管理業務 2017年度～2019年度円借款事業に係る調達関連一次チェック外部業務委託(ロッ

トA・B･C)
インド 円借款事業に係る実施促進業務 2017年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-6（インド）
複数国 円借款事業に係る実施促進業務 南アジア地域南アジアにおける円借款事業形成・実施促進【有償勘定技術支援】
複数国 円借款事業に係る実施促進業務 円借款事業におけるDispute Board活用の実態にかかる簡易調査

継続 複数国 円借款調達管理業務 2016年度円借款事業に係る調達関連書類一次チェック業務（ロットB）
複数国 円借款事業に係る実施促進業務 南アジアにおける円借款事業形成・実施促進【有償勘定技術支援】
インドネシア 円借款事業に係る実施促進業務（コンサルタントとの協働） 国家調達改善プロジェクト【有償勘定技術支援】
インドネシア 円借款事業に係る実施促進業務（コンサルタントとの協働） トゥレフ地熱発電所建設コンサルタント事業のうち資源評価業務
エチオピア 円借款事業に係る実施促進業務（コンサルタントとの協働） アルトランガノ地熱発電事業準備調査

国際機関等事業
新規/継続 国名 契約先 案件名
新規 インドネシア インドネシア情報セキュリティ管理センター サイバーセキュリティ若手人材育成計画

カンボジア 日ASEAN統合基金 日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
（カンボジア･パートB)

継続 イラク 国連開発計画（UNDP) 国連開発計画（UNDP）イラク電力セクター向けプロジェクト

インドネシア アセアン防災人道支援調整センター ASEAN防災人道支援調整（AHA）センターの活動強化のための統合ICTシステム構
築フェーズ3

ASEM参加のアジア諸国 アジア・欧州財団 ASEF日本信託基金にて鳥インフルエンザの対策支援
マレーシア 一般財団法人日本航路標識協会（JANA) ASEAN船舶通航サービス（VTS）研修センター整備プロジェクト
ラオス ラオス自然環境・エネルギー省 自然災害救助能力強化のための機材供与プロジェクト
ラオス ラオス公共事業運輸省 道の駅及び交差点改良整備等支援プロジェクト
ラオス ラオス保健省 ラオス医療機材支援
カンボジア／ラオス／ベト
ナム／ミャンマー 各国政府 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

その他事業
新規/継続 事業項目（内容） 国名 案件名
新規 JETRO補助金事業 フィリピン 日ASEAN新産業創出実証事業 3Dプリント義足製作ソリューション


