
日本の政府開発援助をめぐる動き（2019年1月～2019年12月）

年月 日本の援助をめぐる主要な動き 年月 日本の援助に関連する国内外の重要な会合等
2019.1 •	安倍総理大臣およびカガメ大統領立ち会いの

下、ルワンダに対する無償資金協力「キガリ
市ンゾベーノトラ間送水幹線強化計画」（供与
限度額合計31億9,100万円）に関する交換公
文の署名（於：東京）
•	コートジボワールに対する無償資金協力「第
二次日本・コートジボワール友好交差点改善
計画」（供与限度額50億2,700万円）の交換公
文の署名（於：アビジャン）
•	イエメンにおける飢餓問題に対する国連世界
食糧計画（WFP）を通じた緊急無償資金協力
の決定

2019.1 •	第3回日・国連食糧農業機関（FAO）年次戦
略協議（於：ローマ）

2 •	フィリピンに対する円借款「ミンダナオ紛争
影響地域道路ネットワーク整備計画」（供与限
度額2億204万ドル）に関する交換公文の署
名（於：ダバオ）
•	パレスチナに対する無償資金協力「廃棄物管
理に関する収集及び運搬の改善計画」（供与限
度額17億8,500万円）に関する交換公文の署
名（於：ラマッラ）
•	パキスタンに対する無償資金協力3件「ハイ
バル・パフトゥンハー州のアフガン難民受入
れ地区における栄養失調児及び妊婦・授乳婦
への栄養支援計画」、「ハイバル・パフトゥン
ハー州部族地域における包摂的な生計手段を
通じた安定化計画」および「パキスタン沿岸
地域における津波及び地震対策強化計画」（供
与限度額合計12億1,000万円）に関する交換
公文の署名（於：イスラマバード）
•	カンボジアに対する無償資金協力「港湾近代
化のための電子情報処理システム整備計画」
（供与限度額13億4,000万円）に関する交換公
文の署名（於：プノンペン）
•	カンボジアに対する円借款「トンレサップ西
部流域灌漑施設改修計画（第二期）」（供与限
度額35億9,900万円）に関する交換公文の署
名（於：プノンペン）
•	フィリピンに対する無償資金協力3件「バン
サモロ地域社会経済インフラ緊急整備計画」、
「上水供給用機材の整備による、安全な飲料水
へのアクセス改善支援（経済社会開発計画）」
および「鉄道訓練機材の整備による、鉄道事
業サービスの質の改善支援（経済社会開発計
画）」（供与限度額合計35億6,000万円）に関
する交換公文の署名（於：大阪）
•	ミャンマーに対する無償資金協力「ラカイン州、
カチン州及びシャン州北部における人道状況
への対応計画」3件および「ラカイン州にお
ける人道支援及び開発支援計画」2件、計5件
（供与限度額合計37億円）に関する交換公文
の署名（於：ネーピードー）
•	イエメンにおける人道危機に対する総額約
5,280万ドルの支援を表明（於：ジュネーブ）
•	モーリタニアに対する無償資金協力「水産物
衛生検査公社ヌアディブ検査・分析所建設計
画」（供与限度額14億2,500万円）に関する交
換公文の署名（於：ヌアクショット）

2 •	第1回日・ミクロネシア3国会議（於：パラオ・
コロール）
•	日フィリピン経済協力インフラ合同委員会第
7回会合（於：大阪）
•	第7回アフリカ開発会議（TICAD7）官民円卓
会議第2回会合（於：東京）
•	イエメン人道危機に関するハイレベル・プレッ
ジング会合（於：ジュネーブ）
•	人間の安全保障25周年シンポジウム（於：
ニューヨーク）
•	ヨルダン支援会合（於：ロンドン）
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年月 日本の援助をめぐる主要な動き 年月 日本の援助に関連する国内外の重要な会合等
3 •	シリアおよびレバノンにおける人道危機に対

する緊急無償資金協力の決定
•	スリランカに対する円借款「コロンボ都市交
通システム整備計画（第一期）」（供与限度額
300億4,000万円）に関する交換公文の署名
（於：コロンボ）
•	国連工業開発機関（UNIDO）と連携したエチ
オピア、ガボン、イラン、イラク、レバノン、
リベリア、南スーダン、パレスチナおよびシ
リアにおける緊急人道・復興支援の決定
•	南スーダンに対する無償資金協力「ナイル架
橋建設計画」（2013年1月署名済）の贈与限度
額変更（81億3,400万円から112億2,900万円）
に関する交換公文の署名（於：ジュバ）
•	マラウイにおける洪水被害に対する緊急援助
物資供与の決定
•	アフガニスタンにおける洪水被害に対する緊
急援助物資供与の決定
•	キューバに対する無償資金協力「青年の島に
おける電力供給改善計画」および「経済社会
開発計画」2件（供与限度額合計34億4,200
万円）に関する交換公文の署名（於：ハバナ）
•	モザンビークにおけるサイクロン被害に対す
る緊急援助物資供与の決定
•	モザンビークにおけるサイクロン被害に対す
る国際緊急援助隊・専門チームおよび同医療
チームの派遣の決定

3 •	国連工業開発機関（UNIDO）と連携した緊急
人道・復興支援に係るキックオフセレモニー
（於：ウィーン）
•	第1回TICAD7に関する外務省と市民ネット
ワークfor	TICAD連携協議会（於：東京）
•	第7回アフリカ開発会議（TICAD7）官民円卓
会議第3回会合（於：東京）
•	第5回国際女性会議WAW!／W20（於：東京）
•	インド高速鉄道に関する第9回合同委員会
（於：東京）

4 •	ジンバブエにおけるサイクロン被害に対する
緊急援助物資供与の決定
•	モザンビークにおけるサイクロン被害に対す
る国際緊急援助隊・医療チーム（二次隊）の
派遣の決定
•	ナイジェリアに対する無償資金協力「ナイジェ
リア疾病予防センター診断能力強化計画」（供
与限度額15億8,000万円）に関する交換公文
の署名（於：アブジャ）
•	ミャンマーに対する無償資金協力「航空機監
視システム改良計画」および「農村地域にお
ける農業機械及び建設機材整備計画」2件（供
与限度額合計32億7,200万円）に関する交換
公文の署名（於：ネーピードー）
•	イランにおける水害に対する緊急援助物資供
与の決定
•	サイクロン・イダイの影響を受ける南部アフ
リカ3か国（モザンビーク、マラウイ、ジン
バブエ）に対する緊急無償資金協力の決定
•	パキスタンに対する無償資金協力「パキスタ
ン医科学研究所における母子保健センター及
び小児病院の集中治療拡充計画」および「経
済社会開発計画」2件（供与限度額合計55億
2,000万円）に関する交換公文の署名（於：東京）

4 •	G7外相会合（於：フランス・ディナール）
•	国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）
に関する閣僚級戦略対話（於：ストックホルム）
•	国連経済社会理事会開発資金フォーラムにお
けるサイドイベント「持続可能な開発のため
の革新的資金調達：規模とインパクト」（於：
ニューヨーク）
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年月 日本の援助をめぐる主要な動き 年月 日本の援助に関連する国内外の重要な会合等
5 •	JICAとJAグループとの連携協定署名（於：東京）
•	技術協力に関する日本国政府と東南アジア諸
国連合との間の協定（日ASEAN技術協力協定）
の署名（於：東京）
•	タジキスタンに対する無償資金協力2件（供
与限度額17億7,100万円）に関する交換公文
の署名（於：ドゥシャンベ）
•	インドネシアに対する円借款「ジャカルタ下
水道整備計画（第6区）（フェーズ1）」（供与限
度額309億8,000万円）に関する交換公文の署
名（於：ジャカルタ）
•	インドネシア中部スラウェシ州の地震・津波
被害からの復興および防災のための無償資金
協力（供与限度額合計50億8,900万円）に関
する交換公文の署名（於：ジャカルタ）
•	安倍総理大臣およびシェイク・ハシナ首相の
立ち会いの下、バングラデシュに対する円借
款4件「マタバリ港開発計画（第一期）」、「ダッ
カ都市交通整備計画（1号線）（第一期）」、「外
国直接投資促進計画（第二期）」および「省エ
ネルギー推進融資計画（フェーズ2）」（供与限
度額合計1,326億5,900万円）に関する交換公
文の署名（於：東京）

5 •	G20農業大臣会合（於：新潟）
•	第4回SDGsのためのSTIに関するマルチ・ス
テークホルダー・フォーラム（於：ニューヨーク）
•	防災グローバルプラットフォーム（於：ジュ
ネーブ）
•	「中央アジア＋日本」対話・第7回外相会合（於：
ドゥシャンベ）
•	第2回TICAD7に関する外務省と市民ネット
ワークfor	TICAD連携協議会（於：東京）
•	持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議第
7回会合（於：東京）
•	日中開発協力政策局長級協議（於：北京）
•	国連アジア太平洋経済社会委員会（UN	
ESCAP）第75回総会閣僚級会合（於：バンコク）
•	日越協力委員会第11回会合（於：東京）

6 •	安倍総理大臣が日・イラン首脳会談において、
イランにおける洪水被害に対する緊急無償資
金協力の実施を表明（於：テヘラン）
•	イラクに対する円借款「バスラ製油所改良計
画（第二期）」（供与限度額1,100億円）に関す
る交換公文の署名（於：バグダッド）
•	エジプトに対する無償資金協力「カイロ大学
小児病院外来診療施設建設計画」（2015年12
月署名済）の贈与限度額変更（15億6,000万
円から19億8,300万円）に関する交換公文の
署名（於：カイロ）
•	ミャンマーに対する無償資金協力「日本ミャ
ンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画」（供
与限度額27億2,600万円）の交換公文の署名
（於：ネーピードー）

6 •	第34回日ASEANフォーラム（於：ハノイ）
•	第1回アフリカビジネス協議会会合（於：東京）
•	G20財務大臣・中央銀行総裁会議（於：福岡）
•	G20貿易・デジタル経済大臣会合（於：つくば）
•	G20持続可能な成長のためのエネルギー転換
と地球環境に関する関係閣僚会合（於：軽井沢）
•	日フィリピン経済協力インフラ合同委員会第
8回会合（於：フィリピン・クラーク）
•	SDGs推進本部第7回会合（於：東京）
•	G20大阪サミット（於：大阪）

7 •	バングラデシュに対する無償資金協力「人材
育成奨学計画」および「バングラデシュにお
ける全球測位衛星システム連続観測点高密化
及び験潮所近代化計画」2件（供与限度額合
計16億8,700万円）、および円借款「マタバリ
超々臨界圧石炭火力発電計画（V）」（供与限度
額1,431億2,700万円）に関する交換公文の署
名（於：ダッカ）
•	ギニアに対する無償資金協力「国道三号線ス
ンバ橋架け替え計画」（供与限度額14億1,400
万円）に関する交換公文の署名（於：コナクリ）
•	キルギスに対する無償資金協力「人材育成奨
学計画」および「タラス＝タラズ道路ウルマ
ラル川橋梁架け替え計画」2件（供与限度額
合計20億8,700万円）に関する交換公文の署
名（於：ビシュケク）
•	フィリピンに対する無償資金協力「メトロセ
ブ水道区汚泥管理計画」（供与限度額20億5,200
万円）に関する交換公文の署名（於：マニラ）
•	コンゴ民主共和国東部におけるエボラ出血熱
流行に対する緊急援助物資供与の決定
•	ヨルダンに対する無償資金協力「アカバ税関
治安対策強化計画」（供与限度額17億300万円）
に関する交換公文の署名（於：アンマン）

7 •	第3回TICAD7に関する外務省と市民ネット
ワークfor	TICAD連携協議会（於：東京）
•	第7回貿易のための援助グローバル・レビュー
会合（於：ジュネーブ）
•	G7開発大臣会合およびG7教育大臣・開発大
臣合同会合（於：パリ）
•	第17回東アジア・フォーラム（於：小田原）
•	SDGsの達成のための新たな資金を考える有識
者懇談会第1回会合（於：東京）
•	インド高速鉄道に関する第10回合同委員会
（於：デリー）
•	UNDP主催「SDGsアクションフォーラム」（於：
東京）
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年月 日本の援助をめぐる主要な動き 年月 日本の援助に関連する国内外の重要な会合等
8 •	ウガンダに対する無償資金協力「カンパラ市

交通管制改善計画」（供与限度額25億4,800万円）
に関する交換公文の署名（於：カンパラ）
•	ルワンダに対する円借款「農業変革を通じた
栄養改善のための分野別政策借款」（供与限度
額100億円）に関する交換公文の署名（於：
キガリ）
•	コンゴ民主共和国東部におけるエボラ出血熱
流行に対する国際緊急援助隊・感染症対策チー
ム派遣の決定
•	タジキスタンに対する無償資金協力「ドゥシャ
ンベ＝ボフタル道路におけるキジルカラ＝ボ
フタル間道路改修計画（詳細設計）」および同
計画本体工事（供与限度額合計33億4,900万円）
に関する交換公文の署名（於：ドゥシャンベ）
•	コンゴ民主共和国東部におけるエボラ出血熱
流行に対する緊急無償資金協力の決定
•	モザンビークに対する円借款「マプト・ガス
複合式火力発電所整備計画」（供与限度額47億
8,800万円）に関する交換公文の署名（於：マ
プト）
•	技術協力及び青年海外協力隊の事業に関する
日本国政府とシエラレオネ共和国政府との間
の協定（日・シエラレオネ技術協力協定）の
署名（於：フリータウン）
•	サブサハラ・アフリカにおける日米エネルギー
協力更新のための覚書の署名（於：横浜）
•	マダガスカルに対する無償資金協力「国道二
号線（アンタナナリボ＝トアマシナ間）にお
けるマングル橋及びアンツァパザナ橋改修計
画」（供与限度額25億9,600万円）に関する交
換公文の署名（於：横浜）

8 •	ASEAN関連外相会議（於：バンコク）
•	第12回日メコン外相会議（於：バンコク）
•	G7ビアリッツ・サミット（於：フランス・ビ
アリッツ）
•	第7回アフリカ開発会議（TICAD7）（於：横浜）
•	Gaviワクチンアライアンスの第3次増資準備
会合（於：横浜）

9 •	バハマにおけるハリケーン・ドリアンによる
被害に対する緊急援助物資供与の決定
•	ボリビアにおけるアマゾン森林火災に対する
緊急援助物資供与の決定
•	スリランカに対するテロ・治安対策のための
無償資金協力（供与限度額10億円）に関する
交換公文の署名（於：コロンボ）
•	ブラジルにおけるアマゾン森林火災に対する
緊急援助物資供与の決定
•	ケニアに対する円借款2件「モンバサ経済特
区開発計画（第一期）」、「モンバサゲートブリッ
ジ建設計画（第一期）」（供与限度額合計848
億9,000万円）および無償資金協力「ドンゴ
クンドゥ地域モンバサ経済特区におけるイン
フラ整備計画」（同60億円）に関する交換公文
の署名（於：ナイロビ）
•	コートジボワールに対する無償資金協力「大
アビジャン圏母子保健サービス改善のための
ココディ大学病院整備計画」（供与限度額41億
6,300万円）に関する交換公文の署名（於：ア
ビジャン）
•	ジブチに対する無償資金協力「タジュラ湾海
上輸送能力強化計画」（供与限度額40億8,100
万円）に関する交換公文の署名（於：ジブチ）

9 •	G20労働雇用大臣会合（於：松山）
•	「SDGs実施指針」改定に向けたステークホル
ダー会議（於：東京）
•	持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議第
8回会合（於：東京）
•	「世界津波の日」2019高校生サミットin北海
道（於：札幌）
•	国連ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
ハイレベル会合（於：ニューヨーク）
•	持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベ
ル・パネル第2回会合（於：ニューヨーク）
•	国連事務総長主催気候アクションサミット
（於：ニューヨーク）
•	第74回国連総会一般討論（於：ニューヨーク）
•	SDGサミット2019（於：ニューヨーク）
•	グローバルフェスタJAPAN2019（於：東京）
•	開発のための革新的資金調達リーディンググ
ループ会合（於：ニューヨーク）
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年月 日本の援助をめぐる主要な動き 年月 日本の援助に関連する国内外の重要な会合等
10 •	サモアに対する無償資金協力「経済社会開発

計画」（供与限度額25億円）に関する交換公文
の署名（於：東京）
•	カンボジアに対する無償資金協力「プノンペ
ンにおける下水道整備計画」（供与限度額27億
7,700万円）に関する交換公文の署名（於：プ
ノンペン）
•	技術協力及び青年海外協力隊の事業に関する
日本国政府とアンゴラ共和国政府との間の協
定（日・アンゴラ技術協力協定）の署名（於：
ルアンダ）
•	ニジェールに対する無償資金協力「灌漑稲作
振興のための農業水利整備公社機能強化計画」
（供与限度額11億9,400万円）に関する交換公
文の署名（於：ニアメ）
•	ラオスに対する無償資金協力「ルアンパバーン
市上水道拡張計画」（供与限度額19億2,200万円）
に関する交換公文の署名（於：ビエンチャン）
•	ドミニカにおける水産の建物及び機材整備の
ための無償資金協力（供与限度額10億7,200
万円）に関する交換公文の署名（於：ロゾー）

10 •	G20資源効率性対話・G20海洋プラスチック
ごみ対策実施枠組フォローアップ会合（於：
東京）
•	世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グロー
バルファンド）第6次増資会合（於：リヨン）
•	G20保健大臣会合（於：岡山）
•	G20観光大臣会合（於：北海道倶知安町）

11 •	日タイ・パートナーシッププログラム（JTPP）
（フェーズ3）の署名（於：バンコク）
•	エチオピアに対する円借款「エチオピア総合
運輸プログラム（フェーズ1）におけるジン
マ－チダ間及びソドーサウラ間道路改良計画
（ジンマーチダ間）」（供与限度額96億5,500万円）
に関する交換公文の署名（於：アディスアベバ）
•	ジブチにおける豪雨および洪水被害に対する
緊急援助物資供与および国際緊急援助隊・自
衛隊部隊の派遣の決定
•	アルバニアにおける地震被害に対する緊急援
助物資供与の決定
•	サモアにおける麻しんの流行に対する国際緊
急援助隊・感染症対策チームの派遣の決定

11 •	SUN（国連栄養取組拡大）グローバル・ギャ
ザリング（於：カトマンズ）
•	日ASEAN首脳会議（於：バンコク）
•	第11回日・メコン地域諸国首脳会議（於：バ
ンコク）
•	第4回TICAD7に関する外務省と市民ネット
ワークfor	TICAD連携協議会（於：東京）
•	G20外務大臣会合（於：名古屋）
•	OECD開発委員会（DAC）開発協力対日相互
レビュー訪日審査（於：東京）
•	対人地雷禁止条約第四回検討会議（於：オスロ）
•	アフガニスタン・パキスタンの貿易促進に関
するハイレベル会合（於：東京）
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年月 日本の援助をめぐる主要な動き 年月 日本の援助に関連する国内外の重要な会合等
12 •	カンボジアに対する無償資金協力「プルサッ

ト上水道拡張計画」（供与限度額24億500万円）
に関する交換公文の署名（於：プノンペン）
•	南スーダンに対する無償資金協力「ジュバ市
水供給改善計画」（2012年6月署名済）の贈与
限度額変更（供与限度額を44億200万円から
58億7,200万円に変更）に関する交換公文の
署名（於：ジュバ）
•	シリア北東部における人道危機に対する緊急
無償資金協力の決定
•	サモアにおける麻しんの流行に対する国際緊
急援助隊・感染症対策チームの派遣（二次隊）
の決定
•	エチオピアにおける無償資金協力「アディス
アベバ市における道路維持管理機材整備計画」
（供与限度額13億8,600万円）に関する交換公
文の署名（於：アディスアベバ）
•	モザンビークにおける無償資金協力「ザンベ
ジア州中学校建設計画」（供与限度額22億8,300
万円）および「ナカラ緊急発電所整備計画」（供
与限度額40億8,400万円）に関する交換公文
の署名（於：マプト）
•	バヌアツに対する災害復興のための無償資金
協力（供与限度額17億1,500万円）に関する
交換公文の署名（於：ポートビラ）
•	安倍総理大臣およびミルジヨーエフ・ウズベ
キスタン共和国大統領の立ち会いの下、ウズ
ベキスタンに対する円借款3件「ナボイ火力
発電所近代化計画（フェーズ2）」、「電力セク
ター能力強化計画（フェーズ2）」、「園芸作物
バリューチェーン強化計画」（供与限度額合計
1,878億9,000万円）に関する交換公文の署名
（於：東京）
•	パレスチナに対する国連パレスチナ難民救済
事業機関（UNRWA）を通じた無償資金協力2
件「西岸及びガザ地区パレスチナ難民キャン
プにおける学校建設及び下水道網改善計画」
および「食糧援助（UNRWA連携）」（供与限度
額合計12億1,400万円）に関する交換公文の
署名（於：ラマッラ）
•	ラオスに対する防災・災害対応能力の強化に
資する資機材の供与のための無償資金協力（供
与限度額10億円）に関する書簡の交換（於：
ビエンチャン）
•	ジョージアにおけるJICA海外協力隊派遣取極
の締結（於：トビリシ）
•	フィジーに対する災害復旧支援のための円借
款「災害復旧スタンド・バイ借款（供与限度
額50億円）」に関する交換公文の署名（於：
スバ）

12 •	持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議第
9回会合（於：東京）
•	第9回日フィリピン経済協力インフラ合同委
員会（於：小田原）
•	国連気候変動枠組条約第25回締約国会議
（COP25）開催（於：マドリ－ド）
•	第1回グローバル難民フォーラム（於：ジュネーブ）
•	SDGs推進本部第8回会合および第3回「ジャ
パンSDGsアワード」表彰式（於：東京）
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