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実施
状況

案件名 国名 スキーム 時期・金額

新規 「森林保全計画」 タイ 無償 2010年9月、9億円

新規 「森林セクター能力開発プロジェクト」 ラオス 技術協力 2010年10月～2014年9月

新規
ＡＳＥＡＮ統合に向けた格差是正を目指したラオス・パイロッ
ト・プログラム

ラオス 技術協力 2010年度開始予定

新規 「森林官のための造林と普及事業」 タイ 第三国研修 2010年度開始予定

実施中 「森林保全計画」 ベトナム 無償 2010年5月、4億円

実施中 「森林保全計画」 ラオス 無償 2010年3月、10億円

実施中 「森林資源情報センター整備計画」 ラオス 無償 2010年3月、4.75億円

実施中 「森林保全計画」 カンボジア 無償 2010年3月、9億円

実施中 「造林計画策定実施能力強化プロジェクト」 ベトナム 技術協力 2010年5月～2013年5月

実施中 「北西部水源地域における持続可能な森林経営プロジェクト」 ベトナム 技術協力 2010年8月～2015年8月

実施中 「森林減少防止のための途上国取組支援事業」 ラオス 林野庁補助事業 2009年度4500万円、2010年度5500万円

実施中 「森林分野人材育成計画プロジェクト（フェーズ２）」 カンボジア 技術協力 2005年12月～2010年12月

実施中 「第二次中南部海岸保全林植林計画」 ベトナム 無償
詳細設計：2008年11月、0.39億円
本体：2009年7月、4.87億円

１　緊急に取り組むべき重点分野

（１）持続可能な森林管理
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新規
メコン河委員会（ＭＲＣ）を通じたメコン河の水資源管理プロ
ジェクトへの支援

メコン地域諸国 調査・技術協力
渇水管理計画：2011年第1四半期開始予定
メコン河下流域における洪水予測：2011年第1四半期開始予定

新規
「貧困地域小規模インフラ整備計画にかかる参加型水管理推
進プロジェクト」

ベトナム 技術協力 2010年開始予定

新規 「北西部山岳地域開発プロジェクト」 ベトナム 技術協力 2010年8月～2015年7月

新規 「ファンリー・ファンティエット農業開発プロジェクト」 ベトナム 技術協力 2010年開始予定

新規
「南部メコン川沿岸地域農業生産性向上・多様化のための参
加型灌漑農業振興プロジェクト」

ラオス 技術協力 2010年開始予定

新規
「メコンデルタ地域における気候変動対策計画支援プロジェク
ト」

ベトナム
開発計画調査型

技術協力
2010年開始予定

実施中
「農業生産性向上のための参加型水管理推進計画プロジェク
ト」

ベトナム 技術協力 2005年6月～2010年6月

実施中 「ファンリー・ファンティエット灌漑計画」 ベトナム 有償 2006年3月、48.74億円

実施中 「流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト」 カンボジア 技術協力 2009年9月～2014年8月

実施中 「気候変動による自然災害対処能力向上計画」 ベトナム 無償 2010年6月、20億円

実施中 「気候変動による自然災害対処能力向上計画」 ラオス 無償 2010年3月、10億円

実施中 「気候変動による自然災害対処能力向上計画」 カンボジア 無償 2010年3月、10億円

実施中 「サイクロン予警報業務改善アドバイザー」 ミャンマー 個別専門家 2009年12月より実施中

実施中
「サイクロンナルギス被災地域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」

ミャンマー
開発計画調査型

技術協力
2009年12月～2011年10月

実施中 「カマウ省森林火災跡地コミュニティ開発支援計画」 ベトナム 無償 2008年3月、9.05億円

（２）水資源管理

（３）災害予防及び災害への対処
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新規 「バンコク大量輸送網整備事業（パープルライン）（Ⅱ）」 タイ 有償 2010年9月、166.39億円

新規 「全国３Ｒイニシアティブ活性化支援プロジェクト」 ベトナム 技術協力 2010年度後半より開始予定

実施中 「第８次バンコク上水道整備計画」 タイ 有償 2009年12月、44.62億円

実施中 「水環境改善計画」 ベトナム 有償

第2期ハノイ（Ⅱ）（2009年3月、292.89億円）、
ホーチミン（Ⅲ）（2010年5月、43.27億円）
第2期ホーチミン（Ⅱ）（2008年3月、131.69億円）
フエ（2008年3月、208.83億円）
ハイフォン（Ⅱ）（2009年3月、213.06億円）

実施中 「全国水環境管理能力向上プロジェクト」 ベトナム 技術協力 2010年6月～2013年6月

実施中 「都市鉄道建設事業」 ベトナム 有償
ハノイ1号線(E/S) （2008年3月、46.83億円）
ハノイ2号線（Ⅰ）（2009年3月、146.88億円）
ホーチミン1号線（Ⅰ）（2007年3月、208.87億円）

実施中 「バンコク大量輸送網整備事業」 タイ 有償
パープルライン（Ⅰ）（2008年3月、624.42億円）
レッドライン（Ⅰ）（2009年3月、630.18億円）

実施中 「ダナン市都市開発マスタープラン調査」 ベトナム 開発調査 2008年6月～2010年12月

新規
メコン河の淡水イルカ（イラワジ・イルカ）の保護及び生態系の
保全にかかる支援

カンボジア、ラオス 調査等
調査団の派遣：2010年1月、6月、9月
既存の保護活動に対する支援及び周辺住民の代替生計手段導
入への支援を実施予定

新規 【「メコン森林保護地域の越境生物多様性保全計画」】 タイ、カンボジア 無償 計1.74億円（内訳　カンボジア：1,250,759ドル、タイ：800,280ドル）

２　長期的な視野で取り組むべき分野

（１）生物多様性保全

（４）都市環境の改善
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実施中
「エーヤワディー・デルタ住民参加型マングローブ総合管理計
画プロジェクト」

ミャンマー 技術協力 2007年4月～2012年3月

実施中 「国家生物多様性データベースシステム開発プロジェクト」 ベトナム 技術協力 2010年度後半開始予定

新規 二国間クレジット制度構築に向けたパイロットプロジェクト
ラオス、ミャンマー、

タイ、ベトナム他
アジア諸国

フィジビリティ
スタディ

2010年度に開始、合計8.3億円（メコン地域諸国：10件）

新規 「新柔軟性メカニズムの実現可能性調査」
ラオス、タイ他
アジア諸国

フィジビリティ
スタディ

2010年度開始（メコン地域諸国：2件）

新規 「ＵＨＶ送電システム導入事前調査」 ベトナム
フィジビリティ

スタディ
2010年度

新規
「アジア・太陽エネルギー・イニシアチブ」(ADB)への支援
（アジアクリーンエネルギー基金(ACEF)）

アジア諸国 技術協力 2010年開始、計300万ドル（２件）

実施中 「CDM/JI 実現可能性調査」
ベトナム、タイ、

ラオス、カンボジア
フィジビリティ

スタディ
1999年度開始（メコン地域諸国：46件）

実施中 「気候変動対策プログラム」 ベトナム 有償 2010年5月、100億円

実施中 「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」 ラオス 無償 2009年3月、4.8億円

実施中 「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」 カンボジア 無償 2009年3月、7.2億円

実施中 「省エネルギー・再生可能エネルギー促進計画」 ベトナム 有償 2009年10月、46.82億円

実施中 原子力新規導入国への基盤整備支援 ベトナム セミナー 1980年代～

実施中
REDD+の取組の準備段階への支援
(森林炭素パートナーシップ基金（FCPF)）

ラオス 無償 2009年10月開始、上限20万ドル

実施中 「持続可能な地域農業・バイオマス産業の融合」 ベトナム 科学技術協力 2009年10月～2014年10月

実施中 「東アジアにおけるバイオマスタウン構想普及支援事業」 タイ、ベトナム 技術協力 2010年度、1,070万円

（２）温室効果ガスの排出削減
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