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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－
＜総合的なメコン地域の発展①＞

「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：６３１億
円） [1.3]

日タイ・メコン地域経済回廊合同調査
（ ２０１０年２月１～４日） [1.1]

２０１０年３月までに，ＪＡＩＦを通じたＣＬＶ開
発の三角地帯支援全ての案件について拠
出を完了 [1.2]

*[ ]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（人材育成，通関・税関
機能強化プロジェクト，道の駅）の実
施 [1.7]

国交省・ＪＥＴＲＯが物流ワークショッ
プ開催（２０１０年１月：ビエンチャン，
２月：バンコク，７月：ヤンゴン） [1.8]

ＣＬＭＶ向け経済特区（ＳＥＺ）研修
（ ２０１０年３月１５～１８日） [1.9]

中核拠点開発に関するセミナー（２０１０年
３月４日，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（２００９年
度はベトナム８件，タイ１件） [1.10]

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１回：２０１０年３月１５日，第２回：２０１
０年５月７日） [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)

行動計画の策定（２０１０年８月２６日） [1.6]

ハード及びソフト・インフラの整備

2010年10月現在

港湾運営アドバイザー
の派遣（２００９年６月～
２０１１年６月） [1.3]

運輸政策アドバイザーの派遣（２００９年５
月～２０１１年５月） [1.3]

ＪＥＴＲＯがバンコクでメコン各国の政
府・業界関係者を招いた物流ワーク
ショップを開催（ ２０１０年８月１０-１１
日） [1.8, 1.15, 3.3]

東西・南部経済回廊に関する日メコ
ン国際会議（ ２０１０年９月９日，於バ
ンコク） [1.8]

ＪＥＴＲＯがバンコク～ヤンゴン間陸
路トライアル輸送及び成果の普及を
実施（２０１０年４月、7月） [1.8, 3.3]

ＪＥＴＲＯプノンペン事務所設立
（２０１０年３月） [1.15]

「ネアックルン橋梁建設計画」（無償，２０
１０年６月２３日Ｅ／Ｎ署名，供与限度額
１１９．４億円） [1.1]

ラオスハンディクラフト産業
育成支援(2010～2011年)

[1.15]

JETROがベトナム裾野産業育成支

援のため、部品調達展示商談会を
ホーチミンで開催（２０１０年１０月７
日～９日）[1.15]

カンボジアの一州一品展示会の開催
時、JETROが日本企業の出展をアレ

ンジすると共に、日本からの同展示
会視察ミッションを派遣[1.15]
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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－
＜総合的なメコン地域の発展②＞

官民連携によるラックフェン港開発
[2.3]

トラック運行関係を含む物流資格・研
修制度の導入調査（２００９年度実
施） [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]

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]

- タイ東北地域への投資促進ミッショ
ン（２０１０年１月）

- ミャンマー食品分析センター設立の
ための専門家派遣（２０１０年２月）

日タイ官民連携ワーキング･グループ
(２０１０年２月） [2.1]

メコン・インスティテュート所長招へい
（２０１０年２月） [2.8]

日越共同イニシアティブ中間モニタリ
ング委員会（２０１０年１月，於：ハノ
イ） [2.1]

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月予定）及び日
本側作業グループ会合（２０１０年２
月以降，計８回開催） [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

日本アセアンセンター主催投資セミ
ナー[2.7]

- ベトナム（２００９年１１月）
- ミャンマー（２００９年１２月）
- メコン地域（２００９年１２月）
- タイ（２００９年１１月，２０１０年３月，
６月）

- カンボジア（２０１０年５月）

特許庁・ＷＩＰＯによる知的財産権に
関する研修（２００９年１２月～２０１０
年３月，タイ，ベトナム，カンボジア，
ラオス） [3.1]

二国間官民合同対話の実施 （日カン
ボジア：２００９年１２月，２０１０年５月，
日ラオス：２００９年１２月） [2.1]

港湾に関する日越協議第１回会合
（２０１０年３月，於：ハノイ） [2.3] 

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

2010年１０月現在

ベトナム知的財産権庁へ専門家派遣
[3.1]

タイ・ベトナムにおいて知的財産関連
研修修了者を対象としたフォローアッ
プセミナー開催[3.1]

メコン・インスティテゥート(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[2.8]
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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－
＜環境・気候変動＞

森林保全計画（カンボジア，ラオス，ベ
トナム，タイ）（無償，２０１０年３月（カン
ボジア，ラオス），５月（ベトナム），９月
（タイ）Ｅ／Ｎ署名，供与限度額合計３２
億円） [4.1(1)]

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，ラオス）
（無償，２０１０年３月Ｅ／Ｎ署名，供
与限度額合計１２億円） [4.1(4)]

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（ミャンマー，技
プロ，２００７年４月～２０１３年３月）
[4.1(1), (2)] バイオマスタウン構築に向けた人材

育成・ワークショップ（２００９年度，タ
イ・ベトナム） [4.5]

森林の減尐・劣化による温室効果ガ
スの排出の抑制（ＲＥＤＤ）の実施枠
組みについての方法論・技術的アプ
ローチの強化に関する研究（２００９
年度，ラオス）[4.4]

自然災害緩和に関する森林管理の
研究プロジェクト（２００９年度，カンボ
ジア・ラオス） [4.4]

気候変動による自然災害対処能力向
上計画（無償，２０１０年３月（カンボジ
ア、ラオス）、６月（ベトナム）Ｅ／Ｎ署名，
供与限度額合計４０億円） [4.1(6)]

メコン河の淡水イルカ保護に関する
調査団派遣（２０１０年１月，６月及び
９月，於：カンボジア，ラオス） [4.1(2)]

東・東南アジア生物多様性情報イニ
シアティブ（ＥＳＡＢＩＩ）（２００９年１２月
～） [4.1(2)]

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

ホーチミン市水環境改善計画（第３
期）（円借款，２０１０年５月１４日Ｅ／
Ｎ署名，４３．２７億円）[4.1(6)]

ベトナムに対する気候変動対策プロ
グラム（第１期）（円借款，２０１０年５
月１４日Ｅ／Ｎ署名，１００億円）
[4.1(7)]

2010年１０月現在

ラオス：森林セクター能力開発プロジェ
クト（技協，２０１０年１０月～２０１４年９
月）[4.1(1)]

ベトナム：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（技協，２０１０年度
後半開始）[4.1(2]

メコン森林保護地域の越境生物多様
性保全計画（カンボジア，タイ）（ ２０１
０年１０月，計１．７４億円） [4.1(2)]

二国間オフセットメカニズム
構築のためのFS調査事業

（ベトナム，タイ，ラオス，ミャ
ンマー，２０１０年８月及び１０
月に決定）[4.1(8)]

ミャンマー：サイクロン予報・警報業務
改善アドバイザー（２０１０年１１月～２
０１１年３月，第一次短期専門家派遣）
[4.1(6)]

アジア太平洋気候変動適
応ネットワーク第1回運営
委員会（２０１０年３月，バ
ンコク） [4.3]

メコン河委員会を通じてメコン河の水
資源管理プロジェクトを支援[4.2]

アジア水環境パートナーシップ（ＷＥ
ＰＡ）国際ワークショップ（２０１０年３
月） [4.2]

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） [4]
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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－
＜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)]

- ベトナムにおける防災分野長期専

門家（２００９年２月～２０１１年２月）

「カンボジアにおける地雷除去活

動強化計画」（無償，２００９年１１

月２５日，供与限度額：１０．９８億

円） [5.6]

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（無償，２

００９年１２月４日Ｅ／Ｎ署名，供与限

度額：５．８億円） [5.3]

地球規模課題対応国際科学技術協力

事業（２００９年度，ベトナム１件，タイ４

件） [5.12]

感染症研究国際ネットワーク推進プ

ログラム（J-GRID）（タイ，ベトナム）

[5.11]

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（２０

０９年１１月供与決定） [5.7]

メコン各国に対して，日本ＮＧＯ連携無

償を供与（２００９年１１月以降，計２７

件） [5.14]

ＪＩＣＡ・タイ社会開発・人間の安全保障省

共催人身取引防止のためのメコン地域セ

ミナー（２０１０年２月，於：バンコク） [5.13]

*[ ]内は「日メコン行動計画６３」の項目番号を示す。

ミャンマーにおける結核対策薬品機材

整備計画（無償，２０１０年３月３１日Ｅ

／Ｎ署名，供与限度額：３．０８億円）

[5.2]

ラオスにおける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

（無償，10.18億円，６月１５日）（無償，

２０１０年６月１５日Ｅ／Ｎ署名，供与

限度額：１０．１８億円） [5.3]

2010年１０月現在

ＣＬＭＶを対象とした貧困削減支援，

マーケティング支援及び農村女性起

業のための人材育成支援（ （２００９年

１１月～２０１０年９月末） [5.9]

アジアにおける食品安全・動植物検疫

総合支援事業（２０１０年６月～７月，Ｃ

ＬＭの植物検疫従事者を対象としたセ

ミナー等を実施）[5.9]

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（調査・セミ

ナー，２０１０年１０月，ベトナム）

[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（２００９年１１月以降，計

９４件 ）[5.1]
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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－
＜協力・交流の拡大＞

「タンロンにおける文化遺産群の保
全」プロジェクト開始式（２０１０年１月，
於：ハノイ）[10.2]

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への訪問及び意
見交換（２０１０年２月，カンボジア，ラ
オス，タイ，ベトナム） [8.6]

日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）による活動
[9.4]

- 高校関係者によるベトナムへの研
修旅行（２００９年１２月）

- メコン地域各国の観光当局関係者
とのセミナー，勉強会（於：ミャン
マー，ベトナム）

- 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）

日メコン女性議員会議への女性国会
議員の派遣（２００９年１２月，ラオス・
ルアンパバーン） [8.5]

２００９年１１月以降，ＪＥＮＥＳＹＳプロ
グラムを通じ約８００名の青尐年を招
へい [8.4]

ベトナム主催「日メコン観光文化フェ
スティバル」への日本代表団派遣 （２
００９年１２月，於：カントー） [9.1]

日メコン交流年２００９クロージング･
レセプション（２００９年１２月１１日，
於：東京）

日本アセアンセンターによる観光促
進事業 [9.2]

- ＣＬＭＶ観光促進プロジェクトにおけ
るワークショップ（２００９年１２月，
ハノイ）

- ＡＳＥＡＮ観光ウィーク（２０１０年１
月，東京）

- ＣＬＭＶ観光促進セミナー（２０１０年
３月，於：東京）

*[ ]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）

2010年１０月現在

２００９年１１月以降，ＪＥＮＥＳＹＳプロ
グラムを通じ約１００名の日本人青尐
年がメコン各国を訪問 [8.4]

人材育成奨学計画（無償，２０１０年度，

カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナ

ム）[5.1]


