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日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－
＜総合的なメコン地域の発展①＞＜総合的なメコン地域の発展①＞

ベトナム：「ノイバイ国際空港第二旅客ター
ミナルビル建設計画（第一期）」（円借款，
２０１０年３月２日Ｅ／Ｎ署名，供与限度額：
１２６．０７億円） [1.3]

パッケージ型インフラ輸出促進のた
めのインフラ専門官の指定[1.1]

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

東西・南部経済回廊物流効率化支援
パートＡ案件（X線検査機導入、通関

税関施設の整備等、物流セミナー、
短期専門家派遣等）の実施 [1.7, 
1.8]

・ラオス，カンボジア，ベトナムの各日本セ
ンター及びＪＩＣＡ本部をつなげた共通研修
（第４回：２０１０年１２月１５日）

・日本センターチーフアドバイザー連絡会
議実施（２０１１年１月）[1.11]

第２回日メコン経済大臣会合における「日
メコン経済産業協力イニシアチブ」(MJ-CI)
行動計画の採択（２０１０年１０月２９日）
[1.6]

ハード及びソフト・インフラの整備

2011年7月現在

【連結性支援】ASEAN連結性日本タ

スクフォースの実施／第１回連結性
支援日ASEAN合同委員会開催（２０
０１年７月１日、於：メダン）[1.14]

ラオス・アタプー県セカマン橋
建設案件（２０１１年３月終
了） [1.2]

ラオス・メコン地域電力ネット
ワーク整備事業（２０１１年４
月終了）[1.4]

Ho Chi Minh 
City

Phnom Penh

Bangkok

Vientiane

Nay Pyi Taw

Yangon

Thailand

Cambodia

Viet Nam

Laos

1

１２６．０７億円） [1.3]

ＪＡＩＦを通じたＣＬＶ開発の三角地帯支援
全ての案件について８０－９０パーセントの
拠出が完了（２０１１年７月現在） [1.2]

国交省・ＪＥＴＲＯが物流ワークショッ
プ開催（２０１１年３月：ホーチミン）
[1.8]

カンボジア：SEZマーケティングオペ
レーション専門家の派遣
（ ２０１１年５月） [1.9]

中核拠点開発に関するセミナー（２０１１年
３月，於：ハノイ） [1.10]

ハード・インフラの開発と整備に向けた
フィージビリティ・スタディの実施（２０１０年
度、ベトナム５件，ラオス１件） [1.10]

港湾運営アドバイザーの派遣（２００９
年６月～２０１１年６月） [1.3]

カンボジア：運輸政策アドバイザーの派遣
（２００９年５月～２０１１年５月） [1.3]

カンボジア、ラオス、ベトナム国CLV
開発の三角地帯セクター調査[1.2]

カンボジア：「ネアックルン橋梁建設計画」
起工式実施（無償，２０１０年６月２３日Ｅ／
Ｎ署名，供与限度額１１９．４億円） [1.1]

カンボジア・シアヌークビル港整備
（実施継続） [1.2]

カンボジア・メコン地域通信機
関ネットワーク整備 [1.4]
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日本アセアンセンターによる投資ミッ
ション及び専門家派遣 [2.7]
- ベトナムへの投資ミッション（２０１１

メコン地域における官民協力・連携
促進のためのフォーラム日メコン全
体会合（２０１０年１２月）及び日本側
作業グループ会合（２０１０年２月以
降，計１０回実施） [2.2]

官民協力・連携の促進
地域横断的な経済面での制度整備支援

投資セミナー（日本アセアンセン
ター）[2.7]
- ベトナム（２０１０年１１月）
- ラオス（２０１１年１月）
- タイ（産業分野別、２０１０年５月）
- カンボジア（２０１１年６月）
- ミャンマー（２０１１年６月）

二国間官民合同対話の実施 （日カン

ボジア：２０１０年１２月，日ラオス：２０
１１年１月） [2.1]

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

2011年7月現在

WIPO・特許庁の知的財産に関する

研修（官民の招聘，２０１０年１２月，
カンボジア・タイ・ベトナム参加）[3.1]

メコン・インスティチュート(MI)による

東西経済回廊沿いの商工会議所の
機能強化プロジェクトを支援（２０１１
年２月～２０１３年１月，タイ・ベトナ
ム・ラオス・ミャンマー）[2.8]
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ベトナム：官民連携によるラックフェン
港開発 [2.3]

ベトナムにおいてトラックの安全運転
と実演に関するワークショップ開催
（２０１１年３月３日） [3.4]

カンボジアへの関税政策行政アドバ
イザー 派遣（２００９年７月～２０１１
年７月） [3.2]

- ベトナムへの投資ミッション（２０１１
年６月）

- ラオスへの投資促進アドバイザー
派遣（２００９年９月～２０１２年１月）

- ミャンマー食品分析センターへの専
門家派遣（２０１１年７月）

知財制度に関するSMEｓセミナー開
催（２０１１年５月２６，２７日）[3.1]

メコン・インスティチュート（ＭＩ）地域コ
ンサルテーションを実施（２０１１年７
月） [2.8]

日越共同イニシアティブ第４フェーズ
開始（２０１１年７月，於：ハノイ） [2.1]

ベトナム：レアアース探査／探鉱・開
発及び分離・精製についてのパート
ナーに決定（２０１０年１０月，於：ハノ
イ） [2.6] 

ベトナム知的財産権庁へ専門家派遣
[3.1]カンボジア開発評議会投資関連サー

ビス向上プロジェクト（２０１０年１２月
～２０１３年３月）[3.2]

官民連携によるラオス南部サラワン
県での不発弾（ＵＸＯ）処理を実施
[5.9]



日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－
＜環境・気候変動＞＜環境・気候変動＞

ベトナム：治水関係での覚書締結。ベ
トナム中部洪水被災地域への調査団
の派遣 [4.1(6)]

ベトナム：貧困地域小規模インフラ整
備に係る参加型プロジェクト（水資源
管理、ベトナム技プロ）[4.1(3)]

ラオス：森林の減少・劣化抑制のため
の参加型土地・森林管理プロジェクト
（森林管理） [4.4]

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

ラオス：気象監視システム整備計画
（無償）[4.1(6)]

2011年7月現在

森林保全計画（カンボジア，ラオス，ベ
トナム，タイ）（無償，実施中） [4.1(1)]

グリーン・メコン・フォーラムの開催（６月２４日、日タイ共催）

メコン河委員会を通じてメコン河の洪
水・渇水プロジェクトを支援決定[4.2]

ラオス：気象水文業務改善計画プロ
ジェクト（技プロ）[4.1(6)]

ベトナム：中部地域災害に強い社会
作りプロジェクト（技プロ）[4.4]

ベトナム：気候変動による自然災害
対処能力向上計画（無償）[4.4]

3

・タイ・ベトナム：バイオマスタウン構想
の推進。タイ・ベトナムを対象にしたプ
ロジェクトの推進

・バイオマスタウンに関する国際シンポ
ジウム（於：タイ）[4.5]

ミャンマー：エーヤワディ・デルタ住民
参加型マングローブ総合管理計画
（生物多様性、技プロ，２００７年４月
～２０１３年３月） [4.1(1), (2)]

タイ・チョンブリ県における水処理技術
向上支援プロジェクト（草の根技術協力
事業）[4.1(6)]

第８回アジア太平洋地域インフラ大
臣会合における声明採択（２０１０年
１０月） [4.2]

第８回日ASEAN交通大臣会合の開

催に基づき、カンボジア、ミャンマー、
ベトナムにおいて、環境対策の推進
のセミナー実施[4.1]

二国間オフセット・クレジット・制度構
築のための協議開始（ベトナム）、及
び、FS調査事業（タイ、ラオス、ミャン
マー、ベトナム）[4.1(8)]

ミャンマー：サイクロン・ナルギス被災
地における農業生産及び農村緊急
復興のための農地保全プロジェクト
（技プロ）[4.1(6)]

カンボジア：気候変動による自然災
害対処能力向上計画（技プロ）[4.4]

タイ：防災能力向上プロジェクトフェー
ズ２（技プロ）[4.4]



日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－
＜脆弱性の克服＞＜脆弱性の克服＞

水関連災害への対処能力向上のための専門

家派遣 [5.5]([4.1(6)])

メコン各国に対して地球規模課題対応国際

科学技術協力事業（２０１０年度） [5.12]

メコン各国に対して，日本ＮＧＯ連携無償を

供与（２０１０年１１月以降，計１４件） [5.14]

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

2011年7月現在

CLMVを対象とした農業生産性向上等に資す

る人材育成研修 [5.9]

・アジアにおけるSPS関連対策・越境性感染症対

策総合支援事業（農産物・食品分野、越境性感染

症対策）（２０１１年度～２０１５年度）

・アジアにおける鳥インフルエンザ防疫体制強化プ

ログラム（２００８年度～２０１２年度）

・重要動物伝染病国際貢献事業（２００９年度～２

０１３年度） [5.9]

メコン各国に対して，草の根・人間の安

全保障無償を供与（２０１０年１１月以

降，計７５件）[5.1]

ベトナム：母子健康手帳全国展開プロジェクト

（技プロ）[5.1]

【母子保健】

【食料安全保障／食の安全性】
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- ベトナムにおける防災分野長期専門家（２００

９年２月～２０１１年２月）

カンボジア：第六次地雷撤去活動機構整備計

画（無償，２０１１年３月E/N，供与限度額：１２．

９８億円） [5.6]

ラオス：母子保健統合サービス強化プロジェク

ト[5.1]

ミャンマー：主要感染症対策プロジェクト（技プ

ロ）[5.1]

ラオス・アタプー県におけるＪＭＡＳの活動に対

するＪＡＩＦを通じた支援（１０年３月終了） [5.7]

タイ：人身取引被害者保護自立支援促進プロジェク

ト実施中 [5.13]

カンボジア：助産師の能力向上を通じた母子保

健改善プロジェクト(技プロ）[5.1] ラオス：サラワン県及びセコン県における不発

弾（UXO）処理活動支援計画（第３次）（草の根

無償、２０１１年５月）[5.9]

ラオス：上級看護助産師育成プロジェクト（技プ

ロ）[5.1]

タイ：デング感染症等治療製剤研究開発プロ

ジェクト（技プロ）[5.1]

タイ：性感染症にかかる症例管理技術（技プロ）

[5.1]

【感染症】



日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－日メコン首脳会議フォローアップ－我が国の取組－
＜協力・交流の拡大＞＜協力・交流の拡大＞

日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）による活動
[9.4]
- 第２回ベトナム修旅誘致研修旅行
実施（２００９年１２月）

- ASEANツーリズムフォーラムに代

表団を派遣（２０１１年１月、於：プノ
ンペン）

２０１０年１１月から７月の間に、ＪＥＮ
ＥＳＹＳプログラムを通じ７３５名の青
少年を招聘 [8.4]

日本アセアンセンターによる観光促

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

日メコン古都シンポジウム（２０１０年
６月２２日，於：奈良）[10.1]

2011年7月現在

JENESYSメコン５ヶ国混成観光振興

観光プログラムの中で文化財活動、
外国人観光客への日本としての治安
対策のプログラムを実施（２０１１年５
月）[9.3, 10.2]
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文部科学省担当者による各国コミュ
ニティ学習センター（CLC)への訪問

及び意見交換に関し、関係者の招聘
等を検討 [8.6]

ンペン）

- 第１回メコン地域観光促進委員会
の実施（２０１１年５月）

- メコン河のクルージングに関するセ
ミナー（２０１０年３月，於：東京）

- 夏の節電に向けた家族向け長期滞
在用商品に関する業界向けセミ
ナー開催（２０１１年５月）

日本アセアンセンターによる観光促
進事業 [9.2]
- ASEANフェア開催（２０１０年９月、
於：鹿児島）

- ベトナムロングステイセミナー（２０１
０年１２月、於：東京）

- ミャンマー旅指南セミナー（２０１１
年３月、於：東京）

人材育成奨学計画（無償，２０１１年

度：カンボジア，２０１０年度：カンボジ

ア，ラオス，ミャンマー，ベトナム）

[5.1]


