
NGO外務省 ODA政策定期協議会 報告事項「開発協力適正会議のこれまでと今後」補足資料 

 

2018年 7月 31日 

 

【開催要領】 

 

1 目的 

 開発協力適正会議は，無償資金協力，円借款及び技術協力を含む ODA 事業に関して，関係分野に知見を

有する独立した委員と意見交換を行うことを通じて，ODA の質と透明性の向上を図ることを目的に，国際

協力局長の下，開催することとする。 

 

2 活動内容 

（1）会議においては，原則として，国際協力機構（以下 JICA）による協力準備調査が行われるプロジェ

クト型の無償資金協力及び円借款の個別案件について，協力準備調査開始前のものを対象とする。 

（2）非プロジェクト型の無償資金協力及び円借款，技術協力についても，必要に応じて制度的な観点から

対象とする。 

（3）その他，上記（1）及び（2）に関連して外務省又は委員側から提案のあった議題について対象とする。 

 

3 構成 

（1）会議の構成員は，外務省及び JICA 関係者の他，経済界，学界，言論界及び NGO等から ODA業務に関

し十分な知見を有する独立した専門家で構成する。 

（2）会議に座長を置き，委員の互選によって選任する。 

（3）座長は会議を代表するとともに，会議の議事進行役を務める。 

（4）座長は座長代理を指名する。座長が欠席する際には，座長代理が議事進行役を務める。 

 

4 委員 

 委員の任期は原則 2 年間とする。改選にあたっては会議の継続性が維持されるよう配慮することとし，

連続 10年間までの延長を可とする。 

 

5 運営 

 会議の運営については，次のとおりとする。 

（1）会議は外務省にて 2か月に 1 度を目処に開催され，必要に応じて臨時会合を開催する。 

（2）原則として，会議は公開（オブザーバーの傍聴も可）とし，資料はホームページで公開する。 

（3）会議の議事録については，原則として会議の終了後，ホームページで公開する。 

 

6 事務局 

 会議の事務局は，外務省国際協力局開発協力総括課が行う。 

 

  



【過去の議題案一覧】 

 

第 1回（2011年 10月 18日）（越川国際協力局長／本清課長） 

1 報告事項 

（1）適正会議の運営について 

・小川座長就任挨拶，座長代理の指名 

・関連資料の事前公開について 

（2）「戦略的・効果的な援助の実施に向けて（改訂版）」について 

「本会議は、過去の経験を今後の案件形成に反映する PDCA サイクル全体の鍵にな る会議と考えておりま

して、皆様のご指導を踏まえて ODA 事業の継続的改善に取り組んでいきたいと考えております。この点に

ついていろいろなところに説明して 回りましたが、各界の方から、この会議が果たす役割は重要であると

いうご指摘を いただきましたので、これを踏まえて、我々も、良い会議になるよう、事務局とし て努力

していきたいと思っております。」（事務局／本清） 

2 議題候補案件 

（1）ラオス「南部地域保健サービスネットワーク強化計画準備調査」（無償資金協力） 

（2）インドネシア「ジャカルタ特別州下水道整備事業準備調査」（円借款） 

（3）パプアニューギニア「マダン市場・桟橋整備計画協力準備調査」（無償資金協力） 

（4）アフガニスタン「カブール国際空港駐機場改修計画準備調査」（無償資金協力） 

（5）アフガニスタン「カブール市内道路改修計画準備調査」（無償資金協力） 

3 その他の事項 

「カンボジア国道一号線改修計画」の第 4 期事業について 

 

第 2回（2012年 1月 31日）（越川国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 政務官からの冒頭挨拶 

2 報告事項   

（1）前回会議におけるコメントのフォローアップ  

（2）国別援助方針のパブリックコメント募集について   

3 議題候補案件 

（1）インドネシア「高病原性鳥インフルエンザおよび新興・再興感染症対策のための国立および州検査室

強化計画準備調査」（無償資金協力） 

（2）スリランカ「アヌラダプラ県北部上水道整備事業準備調査」（円借款） 

（3）ネパール「トリブバン国際空港近代化計画準備調査」（無償資金協力） 

（4）バングラデシュ「チッタゴン上水道整備事業準備調査」（円借款） 

（5）パキスタン「気象災害予報・伝達能力強化計画準備調査」（無償資金協力） 

（6）モロッコ「漁業調査船建造事業準備調査」（円借款） 

 

第 3回（2012年 4月 16日）（越川国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項   

（1）平成 23年度 ODA 第三者評価結果の概要及び平成 24 年度 ODA第三者評価実施予定案件の報告 

（2）TICAD Vの準備状況について 

2 議題候補案件 

（1）フィリピン協力準備調査（円借款）「環状 3号線建設事業」 

（2）カンボジア協力準備調査（円借款）「国道 5 号線（南区間）改修事業」 

（3）ミャンマー協力準備調査（無償）「ラカイン州及びカレン州における道路建設機材整備計画」 

「環境社会ガイドラインのカテゴリ分類が C であっても，適切な社会配慮は行うべき。またピースニーズ

アセスメント(PNA)を実施するべきではないか。…現在少数民族・社会状況に係る調査(国レベル PNA)を実

施中であり，その結果を踏まえつつ，継続的に現地からの情報を収集し、必要な配慮を行う。」 

（4）ミャンマー協力準備調査（無償）「ヤンゴン市渡河船供与計画」 

（5）ラオス協力準備調査（円借款）「ナムグム第一水力発電所拡張事業」 

（6）ウズベキスタン協力準備調査（円借款）「ナボイ火力発電所 2 号機近代化事業」 



3 その他の事項   

（1）カンボジア「国道一号線改修計画」について 

（2）過去の会合におけるコメントに対するフォローアップ 

「対象案件の横断的事項について…協力事業に介在するヒトへの支援の重要性…事業形成と説明責任のあ

り方一般にかかる本コメントは，重く受け 止めた上で，説明ぶりを改善したい。…今後は，かかる視点も

踏まえて効率的な案件形成 と説明を心がけたい。」 

（3）開発協力適正会議の運営について 

 

第 4回（2012年 4月 27日）（臨時）（越川国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項   

ミャンマー新経済協力方針 

2 議題候補案件 

（1）ミャンマー協力準備調査（無償）「気象観測装置整備計画」 

（2）ミャンマー協力準備調査（無償）「全国航空保安設備整備計画」 

（3）ミャンマー協力準備調査（円借款）「ヤンゴン港ティラワ地区港湾拡張事業」 

（4）ミャンマー協力準備調査（円借款）「ティラワ SEZ 関連インフラ整備事業（E/S）」 

3 その他の事項   

ミャンマー協力準備調査（無償）「バルーチャン第 2水力発電所補修改修計画」について 

 

第 5回（2012年 6月 18日）（越川国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項   

（1）平成 24年度国際協力重点方針について 

（2）第 3回会合のフォローアップ 

2 議題候補案件 

（1）東ティモール協力準備調査（無償）「ブルト灌漑施設復旧計画」 

（2）ミャンマー協力準備調査（円借款）「灌漑施設改修事業」 

（3）ミャンマー協力準備調査（円借款）「ヤンゴン都市圏電力整備改善事業」 

（4）フィリピン協力準備調査（円借款）「天然ガスパイプライン建設事業」 

（5）スリランカ協力準備調査（円借款）「新ケラニ橋周辺交通改善事業」 

（6）イラク協力準備調査（円借款）「電力セクター復興事業フェーズ 2」 

 

第 6回（2012年 10月 2日）（梅田国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）開発協力適正会議の開催要領及び具体方針の見直しについて 

「本適正会議は，全案件の調査を JICA が実施する前提になっているが，現在の援助潮流を踏まえれば，

JICA が自ら協力準備 調査を実施せずとも，被援助国が自ら F/S を実施し，日本側はそれを審査し成果を

引き継いで本体事業に繋げる方が，費用の観点からも先方のオーナーシップの観点からも好ましいのでは

ないか。」 

「「過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓」の項目について…先方政府にて必要な措置がとられるよ

う「働きかける」との記述をしばしば目にするが，実際に必要な措置がとられなかった事業について，そ

の具体的な原因分析を踏まえなければ，教訓にはならないのではないか。…調査の段階においても，先方

政府にて必要な措置がとられるよう，技術協力との連携を図る等，「働きかける」以外の手段を可能な範囲

で模索したい。」 

（2）第 5 回会合のフォローアップ及びフィリピン協力準備調査（円借款）「天然ガスパイプライン建設事

業」についての補足説明 

（3）無償資金協力に関する PDCAサイクルの強化に向けた取組状況等 

2 議題候補案件 

（1）ミャンマー協力準備調査（円借款）「ヤンゴン都市圏火力発電所建設事業」 

（2）バングラデシュ協力準備調査（円借款）「メグナ川上流域水資源管理改善事業」 

（3）インド協力準備調査（無償）「チェンナイ小児病院改善計画」 



（4）ウガンダ協力準備調査（円借款）「大カンパラ都市圏道路網改善事業」 

 

第 7回（2012年 11月 20日）（梅田国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項 

第 6回会合のフォローアップ及びバングラデシュ協力準備調査（円借款）「メグナ川流域水資源管理改善事

業」についての補足説明 

2 議題候補案件 

（1）カンボジア協力準備調査（円借款）「国道 5 号線改修事業（中央区間：スレアマーム・バッタンバン

間）」 

（2）ミャンマー協力準備調査（無償）「ヤンゴン市上水道施設緊急整備計画」 

（3）バングラデシュ協力準備調査（円借款）「ガスインフラ整備事業」 

（4）南スーダン協力準備調査（無償）「マラカルタウン給水改善計画」 

 

第 8回（2013年 2月 26日）（梅田国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項   

（1）無償資金協力の PDCAサイクルの強化に向けた取組のフォローアップ状況 

（2）ミャンマー・ティラワ経済特別区開発について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）フィリピン「ミンダナオ島南部地域回廊補修（タグム−ダバオ−ジェネラスサントス区間）事業準備調

査」（円借款） 

（2）ベトナム「職業訓練機能強化計画準備調査」（円借款） 

（3）スーダン「ハルツーム州衛生環境改善のための廃棄物管理能力向上計画準備調査」（無償） 

（4）ガーナ「セコンディ漁港改修計画準備調査」（無償） 

 

第 9回（2013年 4月 23日）（梅田国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項   

（1）平成 24年度 ODA 第三者評価結果の概要及び平成 25 年度 ODA第三者評価実施予定案件の報告 

（2）「戦略的・効果的な援助の実施に向けて（改訂版）」について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「緊急リハビリテーション・改善事業」プロジェクト形成調査（有償） 

（2）ミャンマー「中小企業育成及び農業・農村開発ツーステップローン事業」プロジェクト形成調査（有

償） 

（3）インド「ウッタラーカンド州森林資源管理事業」プロジェクト形成（有償） 

（4）ジンバブエ「ニャコンバブロック A 灌漑計画」プロジェクト形成（無償） 

 

第 10 回（2013年 6月 25日）（梅田国際協力局長／本清開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）TICAD Vの結果報告 

「高橋委員からのコメント，国別三課からでもいいのですけれども， まさにこういう開発協力適正会議で，

きめの細かい援助を実施するためにどういう協 力準備調査を行ったらいいかとか御議論いただいて，反省

点も大分積み上がってきましたので，そういうものも生かしながら，これからも ODA を実施していきたい

と思っております。アフリカに限らず，世界全体できめ細かい援助を実施していく必要性については，我々

も ODAを担当する政策部局として認識しておりますので，引き続き御協力をお願いします。」 

（2）ミャンマーのティラワ経済特別区（SEZ）整備事業にかかる環境社会配慮について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「メコン国際幹線道路連結強化事業（仮称）」プロジェクト形成調査（有償） 

（2）フィリピン「マニラ首都圏ビジネス中心地区マストランジット建設事業」プロジェクト形成調査（有

償） 

（3）ガーナ「首都圏電力流通強化計画」プロジェクト形成調査（無償） 

（4）ジブチ「海上保安能力向上のための巡視艇供与計画」プロジェクト形成調査（無償） 



案件リスト 

3 事務局からの連絡 

 

第 11 回（2013年 8月 27日）（梅田国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項   

 委員の任期延長について  

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）インドネシア「ジャワ（ジャカルタ～バンドン間）高速鉄道開発事業準備調査」（プロジェクト形成

（有償）） 

（2）インド「ジャルカンド州小規模点滴灌漑による園芸促進事業準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

（3）ウズベキスタン「トゥラクルガン火力発電所建設事業準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

（4）イラク「クルド地域下水道整備事業準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

 

第 12 回（2013年 10月 29日）（梅田国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ベトナム「カントー大学強化事業準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

（2）バングラデシュ「母子保健改善事業（フェーズ 2）準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

（3）ペルー「固形廃棄物処理事業（II）準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

（4）アルジェリア、チュニジア、モロッコ「治安対策機能強化機材整備計画準備調査」（プロジェクト形

成（無償）） 

 

第 13 回（2013年 12月 24日）（梅田国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項   

「秋のレビュー」の結果について  -  

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「ヤンゴン環状鉄道改修事業準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

（2）ニカラグア「マドリス県及びヌエバ・セゴビア県教育施設整備計画準備調査」（プロジェクト形成（無

償）） 

（3）バングラデシュ「外国直接投資促進事業準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

（4）ペルー「休廃止鉱山環境改善事業準備調査」（プロジェクト形成（有償）） 

 

第 14 回（2014年 2月 25日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

無償資金協力の効果的な活用について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ベトナム「第二期ダナン港改良事業」プロジェクト形成調査（有償） 

（2）ネパール「タンコット峠トンネル建設事業」プロジェクト形成調査（有償） 

（3）バングラデシュ「地方行政強化事業」プロジェクト形成調査（有償） 

（4）ナイジェリア「ナイジェリア送電網強化事業」プロジェクト形成調査（有償） 

 

第 15 回（2014年 4月 22日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）平成 25年度 ODA 第三者評価結果の概要及び平成 26 年度 ODA第三者評価実施予定案件の報告 

（2）所得水準が相対的に高い国に対する無償資金協力の効果的な活用について 

（3）第 14回会合のフォローアップ 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）インド「プネ市ムラ・ムタ川汚染緩和事業準備調査（プロジェクト形成（有償））」 

（2）ボリビア「オキナワ道路整備計画準備調査（プロジェクト形成（無償））」 

（3）ルワンダ「第二次変電及び配電網整備計画（プロジェクト形成（無償））」 

（4）タンザニア「中央鉄道洪水対策事業準備調査（プロジェクト形成（有償））」 



 

第 16 回（2014年 6月 24日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

委員の交代について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミクロネシア「コスラエ電力供給改善計画準備調査（無償）」 

（2）ミャンマー「地方主要都市配電網改善事業準備調査（有償）」 

（3）インド「グルガオン・バワル都市鉄道建設事業準備調査（有償）」 

（4）セネガル「マメル海水淡水化施設整備事業準備調査（有償）」 

 

第 17 回（2014年 8月 26日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

円借款「セクター・プロジェクト・ローン」の本格活用について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「貧困削減地方開発事業（フェーズ 2）準備調査」（有償） 

（2）ベトナム「北部高度道路交通システム統合事業準備調査」（有償） 

（3）インド「バラウニ超臨界圧石炭火力発電所建設計画準備調査」（有償） 

（4）インド「グジャラート州運河上太陽光発電プラント建設計画準備調査」（無償） （報告案件） 

（5）セネガル「マメル海水淡水化施設整備事業準備調査」（有償） （前回会議議題案件） 

 

第 18 回（2014年 10月 28日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

ウズベキスタン「電力セクター・プロジェクト・ローン」について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）フィリピン「産業集積地（カビテ州）洪水対策計画準備調査」（有償） 

（2）カンボジア「プノンペン−バベット高規格幹線道路整備計画準備調査」（有償） 

（3）セーシェル「マヘ島零細漁業施設整備計画フェーズ 2準備調査」（無償） 

（4）モザンビーク「ナカラ回廊送配電網強化計画準備調査」（有償） 

 

第 19 回（2014年 12月 16日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

「ODA 評価年次報告書 2014」の公表について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ラオス「国道 9号線橋梁改修計画準備調査」（無償） 

（2）インド「チェンナイ海水淡水化プラント計画準備調査」（有償） 

（3）インド「ムンバイ湾横断道路建設計画準備調査」（有償） 

（4）モザンビーク「ナカラ回廊道路網改善計画準備調査」（有償） 

 

第 20 回（2015年 2月 24日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

委員への事前提供資料の追加について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）バングラデシュ「クロスボーダー道路網整備計画準備調査」（有償） 

（2）バングラデシュ「省エネルギー推進融資計画準備調査」（有償） 

（3）エチオピア「TICAD産業人材育成センター建設計画準備調査」（無償） 

（4）ザンビア「南部地域送電網整備計画準備調査」（有償） 

 

第 21 回（2015年 4月 28日）（石兼国際協力局長／徳田開発協力総括課長） 

1 報告事項 

平成 26年度 ODA第三者評価結果の概要及び平成 27年度 ODA 第三者評価実施予定案件の報告 



案件概要書の改定等について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ベトナム「ベンチェ省水管理計画準備調査」（有償） 

（2）カンボジア「南部経済回廊拠点配電網整備計画準備調査」（無償） 

（3）ウガンダ「カンパラ首都圏送変電網改修計画準備調査」（有償） 

（4）エジプト「エジプト日本科学技術大学教育・研究機材整備計画準備調査」（無償） 

案件リスト 

3 その他 

（1）ミャンマー「人材育成奨学計画準備調査」（無償） 

（2）ミャンマー行政能力向上に係る人材育成プロジェクト」（技術協力） 

 

第 22 回（2015年 6月 30日）（石兼国際協力局長／宮下氏） 

1 報告事項 

（1）ミャンマー「人材育成奨学計画準備調査」（無償） 

（2）ミャンマー「ミャンマー行政能力向上に係る人材育成プロジェクト」（技術協力） 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）フィリピン「バンサモロ地域配電網機材整備計画準備調査」（無償） 

（2）インド「国道 55 号線斜面災害対策計画準備調査」（無償） 

（3）インド「ガンジス川浄化計画準備調査」（有償） 

（4）ケニア「モンバサ港ゲートブリッジ建設計画準備調査」（有償） 

 

第 23 回（2015年 8月 25日）（石兼国際協力局長／宮下氏） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ベトナム「ホーチミン市都市鉄道建設計画（ベンタイン−ミエンタイ間（A3 号線 フェーズ 1））準部

調査」（有償） 

（2）タイ「バンコク−チェンマイ高速鉄道整備計画準備調査」（有償） 

（3）エクアドル「チャチンビロ地熱発電所建設計画準備調査」（有償） 

（4）ケニア「モンバサ経済特区開発計画準備調査」（有償） 

 

第 24 回（2015年 10月 27日）（山田国際協力局長／宮下氏） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）フィリピン「メガマニラ圏地下鉄計画準備調査」（有償） 

（2）ミャンマー「水力発電所改修計画準備調査」（有償） 

（3）インド「チェンナイ周辺環状道路建設計画準備調査」（有償） 

（4）ナイジェリア「ラゴス都市鉄道建設計画準備調査」（有償） 

 

第 25 回（2015年 12月 22日）（山田国際協力局長／宮下氏） 

1 報告事項 

「ODA 評価年次報告書 2015」の公表について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）カンボジア「洪水地域における緊急橋梁架け替え計画準備調査」（無償） 

（2）パプアニューギニア「アロタウ市場及び水産施設改修計画準備調査」（無償） 

（3）インド「ベンガルール上下水道整備計画（フェーズ 3）準備調査」（有償） 

（4）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」（無償） 

 

第 26 回（2016年 2月 23日）（山田国際協力局長／宮下氏） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ベトナム「バクリウ高効率火力発電所及び送電線建設計画準備調査」（有償） 

（2）バングラデシュ「ダッカ都市交通整備計画（1号線及び 5号線）準備調査」（有償） 

（3）ニカラグア「モンバチョ地熱開発計画準備調査」（有償） 



（4）エチオピア「坑口地熱発電計画準備調査」（無償） 

 

第 27 回（2016年 4月 26日）（山田国際協力局長／宮下氏） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）インドネシア「首都圏東部新港開発計画準備調査」（有償） 

（2）ブータン「緊急時通信体制整備計画準備調査」（無償） 

（3）イラン「テヘラン市大気汚染分析機材整備計画準備調査」（無償） 

（4）南スーダン「TV・ラジオ放送センター改善計画準備調査」（無償） 

 

第 28 回（2016年 6月 28日）（山田国際協力局長／宮下氏） 

1 報告事項 

（1）ブータン「緊急時通信体制整備計画準備調査」（無償） 

（2）南スーダン「TV・ラジオ放送センター改善計画準備調査」（無償） 

（3）平成 27年度（2015年度）ODA評価第三者評価結果の概要及び平成 28年度（2016年度）ODA評価第三

者評価対象案件の報告 

（4）ミャンマー「行政能力向上に係る人材育成プロジェクト」（技術協力） 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）フィリピン「メトロセブ汚泥処理施設建設計画準備調査」（無償） 

（2）ミャンマー「農業所得向上計画準備調査」（有償） 

（3）ウズベキスタン「ナボイ火力発電所近代化計画（フェーズ 2）準備調査」（有償） 

（4）エチオピア「アルトランガノ地熱発電計画準備調査」（有償） 

 

第 29 回（2016年 8月 30日）（山田国際協力局長／国際総長） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）カンボジア「プノンペン都市鉄道整備計画準備調査」（有償） 

（2）ミャンマー「マンダレー港整備計画準備調査」（無償） 

（3）ルワンダ「第三次変電及び配電網整備計画準備調査」（無償） 

（4）ヨルダン「北部シリア難民受入地域における廃棄物処理資機材整備計画準備調査」（無償） 

 

第 30 回（2016年 10月 25日）（山田国際協力局長／国際総長） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）パラオ「パラオ新規廃棄物処分場建設計画準備調査」（無償） 

（2）スリランカ「コロンボ新総合都市公共交通システム導入計画準備調査」（有償） 

（3）パキスタン「第二次空港保安強化計画準備調査」（無償） 

（4）コートジボワール他 7 か国「仏語圏アフリカ刑事司法研修」（技協） 

 

第 31 回（2016年 12月 13日）（山田国際協力局長／国際総長） 

1 「ODA 評価年次報告書 2016」の公表について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）カンボジア「プルサット及びスバイリエン上水道拡張計画準備調査」（無償） 

（2）ミャンマー「東西経済回廊整備計画（フェーズ 2）準備調査」（有償） 

（3）ソロモン「ホニアラ空港改善計画準備調査」（無償） 

（4）ジョージア「東西ハイウェイ整備計画（フェーズ 2）準備調査」（有償） 

 

第 32 回（2017年 2月 28日）（山田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「ヤンゴン河航路標識改修計画準備調査」（無償） 

（2）ミャンマー「地方部農村インフラ整備計画準備調査」（無償） 

（3）タンザニア「ムトワラ火力発電所及び送電線建設計画準備調査」（有償） 

（4）南アフリカ共和国「メデュピ火力発電所排煙脱硫装置建設計画準備調査」（有償） 



 

第 33 回（2017年 4月 25日）（山田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）平成 28年度（2016年度）ODA評価第三者評価結果の概要及び平成 29年度（2017年度）ODA評価第三

者評価対象案件の報告 

（2）軍関係者が関わった事業 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）フィリピン「ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備計画準備調査」（有償） 

（2）バヌアツ「テオウマ橋災害復興計画準備調査」（無償） 

（3）エジプト「灌漑水資源管理改善計画準備調査」（有償） 

（4）ケニア「ナイロビ市周辺配電設備整備計画準備調査」（無償） 

 

第 34 回（2017年 6月 27日）（山田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）委員の任期延長について 

（2）ミャンマー「行政能力強化」（技術協力） 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）インド「ウミアム第 3 水力発電所改修計画準備調査」（有償） 

（2）インド「トゥルガ揚水発電所建設計画準備調査」（有償） 

（3）マラウイ「リロングウェ市変電所改修計画準備調査」（無償） 

（4）タンザニア「キネレジ-ウブンゴ電力供給強化計画準備調査」（無償） 

（5）フィリピン「マロロス-クラーク鉄道計画準備調査」（有償） 

（6）フィリピン「南北鉄道計画南線（通勤線）準備調査」（有償） 

 

第 35 回（2017年 8月 29日）（梨田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「ザガイン地域地方橋梁整備計画準備調査」（無償） 

（2）バングラデシュ「マタバリ港開発計画準備調査」（有償） 

（3）ケニア「モンバサ経済特区インフラ整備計画準備調査」（無償） 

（4）モロッコ「ケニトラ大西洋新港建設計画準備調査」（有償） 

2 開発協力適正会議のレビュー 

 

第 36 回（2017年 10月 31日）（梨田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）カンボジア「プノンペン下水道整備計画準備調査」（無償） 

（2）ミャンマー「航空機監視システム改良計画準備調査」（無償） 

（3）ジブチ「タジュラ湾海上輸送能力強化計画準備調査」（無償） 

（4）スーダン「上水道施設運営維持管理改善計画準備調査」（無償） 

 

第 37 回（2017年 12月 19日）（梨田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）松本委員のご退任及び後任 NGO委員 

（2）開発協力適正会議のレビューについて 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「ヤンゴン市外環状道路（東区間）整備計画準備調査」（有償） 

（2）ミャンマー「ヤンゴン都市鉄道整備計画準備調査」（有償） 

（3）エチオピア「アジスアベバ送配電網改修・拡張計画準備調査」（有償） 

（4）パキスタン「ファイサラバード浄水場・送配水管網改善計画準備調査」（無償） 

（5）モルディブ「離島における持続的エネルギー開発のためのハイブリッド発電システム整備計画準備調

査」（無償） 



 

第 38 回（2018年 2月 27日）（梨田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）田辺委員の就任について 

（2）「ODA評価年次報告書 2017」について 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）ミャンマー「チャウセコンバインド・サイクル火力発電所建設計画準備調査」（有償） 

（2）エジプト「ガルバルアスファル下水処理場改善計画準備調査」（有償） 

（3）ガーナ「第二次テマ交差点改良計画準備調査」（無償） 

案件リスト 

3 その他 

（1）案件概要書の改定について 

 

第 39 回（2018年 4月 24日）（梨田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）荒木委員の退任及び後任について 

（2）軍関係者が関わった事業 

（3）その他 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）フィリピンにおける技術協力「災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクトフェーズ 2」「災害リス

ク管理」 

（2）バングラデシュ「技術教育施設近代化計画準備調査」（無償） 

（3）インド「協同組合を通じた酪農セクター生計向上計画準備調査」（有償） 

（4）ドミニカ国「ロゾー及びマリゴット水産施設・機材改修計画準備調査」（無償） 

 

第 40 回（2018年 6月 26日）（梨田国際協力局長／山本開発協力総括課長） 

1 報告事項 

（1）道傳委員の就任について 

（2）開発協力適正会議の運営について 

（3）平成 29 年度（2017年度）ODA評価（第三者評価）評価結果の概要及び平成 30 年度（2018年度）ODA

評価（第三者評価）対象案件の報告 

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 

（1）カンボジア「タクマウ上水道拡張計画準備調査」（無償） 

（2）ネパール「人材育成奨学計画準備調査」（無償） 

（3）セネガル「ダカール州変電所緊急整備及び送電線増強計画準備調査」（無償） 

 


