株式会社国際開発センター

平成 25 年度事業実績
【調査事業及び人材養成事業】
【事業一覧】

＜平成 22 年度継続実施案件＞
（※は下期受注・契約案件）
（イタリックは年度を跨ぐ案件）

委託元
その他機関

【事業一覧】

調査名

対象国・地域

※平成 21 年度環境プログラム無償資金協力 エクアドル国「太陽
光を活用したクリーンエネルギー導入計画」
（原委託：財団法人日本国際協力システム）

エクアドル

＜平成 23 年度継続実施案件＞
（※は下期受注・契約案件）
（イタリックは年度を跨ぐ案件）

委託元
国際協力機構

調査名

対象国・地域

タンザニア国全国物流・ブルンジ国港湾マスタープラン調査

アフリカ地域

プネ市都市鉄道事業準備調査（PPP インフラ事業）

インド国

プノンペン市都市交通計画プロジェクト（開発調査型技術協力）
（第 1 年次）

カンボジア国

ナカラ回廊経済開発戦略策定プロジェクト（開発調査型技術協力） モザンビーク国
道路維持管理能力強化プロジェクト（フェーズ 1）

【事業一覧】

ラオス国

＜平成 24 年度継続実施案件＞
（※は下期受注・契約案件）
（イタリックは年度を跨ぐ案件）

委託元
国際協力機構

調査名
JICA-ASEAN 連携ラオスパイロットプロジェクト（観光振興コン

対象国・地域
ラオス国

ポーネント）（第 2 年次）
カッサラ州基本行政サービス向上による復興支援プロジェクト

スーダン国

（第 2 年次）
ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査

ミャンマー国

よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェク

タンザニア国

1

トフェーズ 2（第 1 年次）
地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プ

タンザニア国

ロジェクト（第 4 年次）
ASDP 事業実施管理能力強化計画プロジェクトフェーズ 2

タンザニア国

（第 2 年次）
民間連携による住宅セクター情報収集・確認調査

タイ国

平成 24 年度案件別事後評価：パッケージ III-9 ベトナム国

ベトナム国

ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト(第 4 年次)

ネパール国

オロミア州マルチセクター計画・予算策定支援プロジェクト

エチオピア国

（第 3 年次）
モニタリング評価システム強化プロジェクトフェーズ 2

ネパール国

（第 2 年次）
ナイロビ市都市開発マスタープラン策定プロジェクト

ケニア国

全国運輸交通プログラム形成準備調査

ミャンマー国

理数科教育改善プロジェクト(理数科教材開発／研修モニタリン

エチオピア国

グ)
食品産業に関連する農産物流通に係る情報収集・確認調査

インドネシア国

包括的農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト

南スーダン国

（第 2 年次）

大アビジャン圏都市整備計画策定プロジェクト

コートジボワ―ル
国

＜原委託：国際協

甘草生産事業準備調査(BOP ビジネス連携)

タジキスタン国

国際協力人材需給動向分析支援(国際協力人材需給動向分析)

東南アジア地域

環状 3 号線建設事業準備調査

フィリピン国

力機構＞
平成 24 年度案件別事後評価：内部評価支援
通信網改善事業準備調査（ファスト・トラック制度適用案件）
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ミャンマー国

【事業一覧】

＜平成 25 年度新規受注および継続実施案件＞
（※は下期受注・契約案件）
（イタリックは年度を跨ぐ案件）

委託元
国際協力機構

調査名

対象国・地域

グローバル化時代の国際教育のあり方国際比較調査（第 2 年次）

（ニュージーラン
ド、オーストラリ
ア、英国、ドイツ、
米国、カナダ）

教育セクター情報収集・確認調査（カリキュラム分析・評価）

ミャンマー国

緊急開発調査における実証事業のあり方にかかる研究（プロジェ

全世界

クト研究）フェーズ 3
循環型経済推進プロジェクト終了時評価調査（評価分析）

中華人民共和国

政策プログラムモニタリング（マクロ経済運営・開発政策）

ミャンマー国

ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト F/U 協力専

タンザニア国

門家派遣（交通計画・行政）

小学校運営改善支援プロジェクト（フェーズ 2）（第 1 年次）

ネパール国

ベトナムにおける我が国 ODA のインパクトに係る情報収集・確認

ベトナム国

調査

JICA-ASEAN 連携ラオスパイロットプロジェクト（観光振興コン

ラオス国

ポーネント）（第 3 年次）
東ティモールにおける公共支出の雇用創出効果に係る情報収集・

東ティモール国

確認調査

よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェク
トフェーズ 2（第 2 年次）

タンザニア国

※カッサラ州基本行政サービス向上による復興支援プロジェクト
（第 3 年次）

スーダン国

※ASDP 事業実施管理能力強化計画プロジェクトフェーズ 2
（第 3 年次）

タンザニア国

※モニタリング評価システム強化プロジェクトフェーズ 2
（第 3 年次）

ネパール国

※外国投資促進計画策定調査

ミャンマー国

※農業政策モニタリング評価

マラウイ国
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※平成 25 年度課題別研修等事後評価調査・現況調査（一般競争入
札（総合評価落札方式））

※産業人材育成情報収集・確認調査

スリランカ国

※初中等教員の質向上・管理政策制度支援プロジェクト詳細計画
策定調査（評価分析）
※SADC 諸国連結国際物流ハブ構築マスタープランプロジェクト詳

ナミビア国

細計画策定調査（地域経済・開発政策）
※SADC 諸国連結国際物流ハブ構築マスタープランプロジェクト詳

ナミビア国

細計画策定調査（物流産業振興・投資促進）
※SADC 諸国連結国際物流ハブ構築マスタープランプロジェクト詳

ナミビア国

細計画策定調査（環境社会配慮）
※基礎教育改善アドバイザー運営指導調査（教育政策分析）

ミャンマー国

※プロジェクト研究「途上国における効果的な授業実践のための

全世界

教員政策と支援のあり方」（教員政策分析 1）
※ビエンチャン・ロジスティクスパーク（VLP）事業準備調査（PPP

ラオス国

インフラ事業）
※環境社会配慮プロファイル作成調査（ブラジル国・モンゴル国） ブラジル国、モンゴ
ル国
※メコン国際幹線道路連結強化事業準備調査（ファスト・トラッ

ミャンマー国

ク制度適用案件）
※国際物流ハブ構築マスタープランプロジェクト（第１年次）

ナミビア国

※開発調査・技術協力プロジェクト等実施済案件現状調査並びに
経済産業省委託費実施済案件裨益調査
※産業振興に係る情報収集・確認調査

東ティモール国

※平成 25 年度第 1 回民間提案型普及・実証事業「食品加工におけ

インドネシア国

る常温保存が可能なレトルト食品製造技術の普及事業」
※地方行政支援プロジェクトフェーズ 3 終了時評価調査及び後継

プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析（詳細計画策定））
＜原委託＞国際協

※平成 25 年度案件別事後評価：内部評価支援

力機構
外務省

平成 25 年度 ODA 評価「開発人材育成及び開発教育支援の評価」調
査業務
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ブータン国

経済産業省

※平成 25 年度アジア産業基盤強化等事業（アセアンにおけるオー
プンソースソフトウェア（OSS）人材育成可能性に関する調査業務）
※平成 25 年度情報セキュリティ対策推進事業（アセアンにおける
オープンソースソフトウェアセキュリティ技術人材育成可能性に
関する調査事業）

環境省

※平成 25 年度環境保全と都市化に係る協力メカニズム形成等基礎

中国

調査委託業務
＜原委託＞国土交

※タイ高速鉄道計画への貨物輸送の導入可能性についての案件形

通省

成調査

＜原委託＞経済産

※平成 25 年度新興国での新中間層獲得による日本再生事業（ミャ

業省

ンマー政府の財政政策及び債務受入に関する検討課題調査）

その他機関

中国大地震及び青海省地震復興支援事業の終了時評価に係る支援

ミャンマー

業務
（委託元：日本赤十字社）
ミャンマー総合開発ビジョン（MCDV）作成支援
（委託元：東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA））
東日本大震災復興支援事業（GEJAREP）中間評価調査
（委託元：公益社団法人

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

※Updating and Improving the Social Protection Index (JPN)
（委託元：アジア開発銀行（ADB））

※ユネスコ協会／ワールド・ビジョン・ジャパン就学支援奨学金

事業に関する事業評価
（委託元：ワールド・ビジョン・ジャパン）
注：記載されている国名、地名、その他の固有名詞については、各事業の契約書に記載されている通りの表記とした。
なお、「対象国・地域」欄に記載されている（ ）で示した国名、地域名等については、各事業の契約書には明記
されていないが、調査・研究対象地域をより明確にするために補足した。
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