
日本の開発協力をめぐる動き（2020年1月～2020年12月）

年月 日本の開発協力をめぐる主要な動き 年月 日本の開発協力に関連する国内外の重要な会合等
2020.1 •	ベトナムに対する円借款「ハロン市下水排水

処理計画」（供与限度額118億9,100万円）に
関する交換公文の署名（於：ハノイ）
•	インドネシアに対する円借款「中部スラウェ
シインフラ復興セクター・ローン」（供与限度
額279億7,000万円）に関する交換公文の署名
（於：ジャカルタ）
•	フィリピンに対する円借款「マニラ首都圏の
2橋梁の耐震補強」（供与限度額44億900万円）
に関する交換公文の署名（於：マニラ）
•	オーストラリアにおける森林火災に対する緊
急援助
•	ミャンマーに対する円借款4件「ヤンゴン下
水道整備計画」、「ヤンゴン都市開発計画」、「都
市配電網整備計画」および「地方インフラ整
備計画」（供与限度額合計1,209億1,500万円）
に関する交換公文の署名（於：ネーピードー）
•	フィリピンにおけるタール山噴火に対する緊
急援助
•	中国における新型コロナウイルスによる感染
拡大に対する緊急援助

2020.1 •	第3回日インドネシア海洋フォーラム合同委
員会（於：ジャカルタ）

2 •	インドネシアに対する円借款「災害に対する
強靭化促進・管理プログラム・ローン」（供与
限度額318億円）ならびに無償資金協力2件「漁
業取締船の改修・機材整備等に係る資金供与」
および「第二次離島における水産セクター開
発計画」（供与限度額合計52億円）に関する交
換公文の署名（於：ジャカルタ）
•	パレスチナに対する無償資金協力「医療機材
整備計画」（供与限度額19億5,500万円）に関
する交換公文の署名（於：ラマッラ）

2 •	パキスタンにおけるアフガニスタン難民受入40
周年記念に係る国際会議（於：イスラマバード）

3 •	海洋プラスチックごみ削減などを含む環境保
全のために日・ASEAN統合基金（JAIF）に対
し10億4,500万円を拠出
•	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におけるネットワーク
検査室機能強化計画」（供与限度額20億500万
円）に関する交換公文の署名（於：アブジャ）
•	ケニア、ソマリアおよびジブチにおけるサバ
クトビバッタ被害に対する緊急無償資金協力
•	シリア北西部における人道危機に対する緊急
無償資金協力
•	アフリカ・サヘル地域における人道危機に対
する緊急無償資金協力
•	ベネズエラ周辺国における避難民に対する緊
急無償資金協力
•	カンボジアに対する円借款2件「国道五号線
改修計画（第二期）」および「国道五号線改修
計画（第三期）」（供与限度額合計294億1,700
万円）ならびに無償資金協力2件「タクマウ
上水道拡張計画」および「統合的地雷除去及
び地雷被害者支援計画」（供与限度額合計44億
2,100万円）に関する交換公文の署名（於：プ
ノンペン）
•	インドネシアに対する円借款2件「ジャカル
タ下水道整備計画（第1区）」および「洪水制
御セクター・ローン（フェーズ2）」（供与限度
額合計643億6,000万円）の交換公文の署名
（於：ジャカルタ）

3 •	G7首脳テレビ会議
•	G7外相会合（テレビ会議）
•	G20首脳テレビ会議
•	G20貿易・投資担当大臣臨時テレビ会議
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3 •	インドに対する円借款9件「アーメダバード・

メトロ計画（第二期）」、「貨物専用鉄道建設計
画（フェーズ1）（第四期）」、「マディヤ・プラ
デシュ州地方給水計画」、「ムンバイメトロ三
号線建設計画（第三期）」、「ムンバイ湾横断道
路建設計画（第二期）」、「北東州道路網連結性
改善計画（フェーズ4）」、「メガラヤ州におけ
る住民参加型森林管理及び生計改善計画」、「グ
ジャラート州生態系再生計画」および「ナグ
プール市ナグ川汚染緩和計画」（供与限度額合
計3,744億4,000万円）に関する交換公文の署
名（於：ニューデリー）
•	タイに対する円借款「産業人材育成計画」（供
与限度額94億3,400万円）に関する交換公文
の署名（於：バンコク）
•	ミャンマーに対する円借款2件「ヤンゴン・
マンダレー鉄道整備計画（フェーズI）（第三期）」
および「ティラワ地区インフラ開発計画
（フェーズ3）」（供与限度額合計479億4,300万
円）に関する交換公文の署名（於：ネーピー
ドー）

3

4 4 •	新型コロナウイルス（COVID-19）グローバル・
パンデミック経済協力開発機構（OECD）開発
援助委員会（DAC）共同声明
•	第2回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（テレビ
会議）
•	G7首脳テレビ会議

5 •	ネパールに対する無償資金協力「数値標高モ
デル及びオルソ画像整備計画」（供与限度額11
億7,000万円）に関する交換公文の署名（於：
カトマンズ）

5 •	国連主催「新型コロナウイルス時代とその後
における開発資金ハイレベルイベント」（テレ
ビ会議）
•	第2回G20貿易・投資担当大臣臨時テレビ会議
•	ベネズエラ避難民に連帯を示す国際ドナー会
合（テレビ会議）

6 •	カンボジアに対する無償資金協力「シェムリ
アップ州病院改善計画」（供与限度額合計21億
5,300万円）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円借款2件「セブ－マク
タン橋（第四橋）及び沿岸道路建設計画」お
よび「ダバオ市バイパス建設計画（第二期）」（供
与限度額合計1,540億5,500万円）に関する交
換公文の署名（於：マニラ）
•	南スーダン、スーダンおよびウガンダにおけ
るサバクトビバッタ被害に対する緊急無償資
金協力
•	パプアニューギニアに対する無償資金協力「経
済社会開発計画（海上保安関連機材の供与を
通じた海上保安能力強化のための支援）」（供
与額10億円）に関する交換公文の署名（於：
ポートモレスビー）
•	モルドバに対する円借款「農業機械・設備近
代化計画」（供与限度額20億5,900万円）に関
する交換公文の署名（於：キシニョフ）

6 •	グローバル・ワクチン・サミット2020（Gavi
ワクチンアライアンス第3次増資会合）（テレ
ビ会議）
•	スーダン・パートナーシップ会合（テレビ会議）
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7 •	ミャンマーに対する無償資金協力「ヤンゴン河

航路標識改修計画」（供与限度額13億9,900万円）
に関する交換公文の署名（於：ネーピードー）
•	ザンビアに対する無償資金協力「コッパーベ
ルト州における保健センターの郡病院への改
善計画」（供与限度額26億5,400万円）に関す
る交換公文の署名（於：ルサカ）
•	中央アジア5か国およびアフガニスタンに対
する無償資金協力「第二次バッタ管理対策改
善計画（FAO連携）」（供与限度額7億9,800万円）
に関する交換公文の署名（於：ドゥシャンベ）
•	ガンビアに対する無償資金協力「第四次地方
飲料水供給計画」（供与限度額15億9,100万円）
に関する交換公文の署名（於：ダカール）

7 •	国連ハイレベル政治フォーラム2020における
茂木外務大臣ステートメントの発出（テレビ
会議）
•	持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議第
10回会合（於：東京）

8 •	ジブチに対する基無償資金協力「バルバラ地
区ナッシブにおける小中学校建設計画」（供与
限度額20億9,200万円）に関する交換公文の
署名（於：ジブチ）
•	パラグアイに対する円借款「シウダ・デル・
エステ都市圏水及び衛生計画」（供与限度額91
億3,000万円）に関する交換公文の署名（於：
アスンシオン）
•	レバノン・ベイルートにおける大規模爆発に
対する緊急援助
•	ブルキナファソ、チャドおよびニジェールに
おける人道危機に対する緊急無償資金協力
•	モーリシャス沿岸における油流出事故に対す
る国際緊急援助隊（一次隊、二次隊）の派遣
•	バングラデシュに対する円借款7件「ジャム
ナ鉄道専用橋建設計画（第二期）」、「ダッカ都
市交通整備計画（5号線北路線）（第一期）」、
「ダッカ都市交通整備計画（IV）」、「ハズラット・
シャージャラール国際空港拡張計画（第二期）」、
「チョットグラム－コックスバザール幹線道路
整備計画（調査・設計のための役務）」、「フー
ドバリューチェーン改善計画」および「都市
開発及び都市行政強化計画」（供与限度額合計
3,382億4,700万円）に関する交換公文の署名
（於：ダッカ）
•	ラオスに対する無償資金協力「教員養成校改
善計画」（供与限度額19億1,200万円）に関す
る交換公文の署名（於：ビエンチャン）
•	ケニアに対する円借款「ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ（UHC）の達成のための保健セクター
政策借款（フェーズ2）」（供与限度額80億円）
に関する交換公文の署名（於：ナイロビ）

8 •	「中央アジア＋日本」対話・外相テレビ会合

9 •	モーリシャス沿岸における油流出事故に対す
る国際緊急援助隊（三次隊）の派遣
•	レバノン・ベイルートにおける大規模爆発被
害に対する緊急無償資金協力
•	マラウイに対する無償資金協力「リロングウェ
市幹線道路改修計画」（供与限度額30億9,900
万円）に関する交換公文の署名（於：リロン
グウェ）
•	スーダンにおける洪水被害に対する緊急援助
•	フィリピンに対する円借款「災害復旧スタン
ド・バイ借款（フェーズ2）」（供与限度額500
億円）に関する交換公文の署名（於：マニラ）
•	「マーシャルの渇水対策に対する無償資金協
力」（供与限度額17億5,700万円）に関する交
換公文の署名（於：マジュロ）
•	ケニアに対する無償資金協力「ナクル市及び
その周辺並びにモンバサ市周辺配電設備整備
計画」（供与限度額18億8,700万円）に関する
交換公文の署名（於：ナイロビ）
•	ニジェールにおける洪水被害に対する緊急援助

9 •	G20臨時外相テレビ会議
•	インド高速鉄道の第11回合同委員会（テレビ
会議）
•	G20エネルギー大臣会合（テレビ会議）
•	新型コロナウイルス時代とその後における持
続可能な開発のための2030アジェンダのファ
イナンスに関する財務大臣会合（テレビ会議）
•	新型コロナウイルス時代とその後における持
続可能な開発のための2030アジェンダのファ
イナンスに関するハイレベル会合（テレビ会議）
•	第75回国連総会一般討論（事前録画）
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10 •	国際連合世界食糧計画（WFP）のノーベル平

和賞受賞に際する菅総理大臣による祝意メッ
セージおよび外務大臣談話発出
•	技術協力に関する日本国政府とトルコ政府と
の間の協定の署名（於：アンカラ）
•	ベトナムにおける台風被害に対する緊急援助
•	パレスチナに対する無償資金協力「教育の質
及び環境改善のための学校建設計画」（供与限
度額24億6,400万円）に関する交換公文の署
名（於：ラマッラ）
•	パレスチナに対する無償資金協力「難民キャ
ンプ改善計画」（供与限度額10億円）に関する
交換公文の署名（於：ラマッラ）
•	カンボジアにおける洪水被害に対する緊急援助
•	バングラデシュに対する無償資金協力「コッ
クスバザール県におけるミャンマーからの避
難民及びホストコミュニティへの支援計画」
（WFP連携）（供与額5億2,800万円）に関する
交換公文の署名（於：ダッカ）

10 •	OECD開発センター第6回ハイレベル会合（テ
レビ会議）
•	第10回日・フィリピン経済協力インフラ合同
委員会会合（テレビ会議）
•	OECD閣僚理事会（テレビ会議）

11 •	ミャンマーに対する円借款2件「東西経済回
廊幹線道路整備計画（バゴー－チャイトー間
新道路）」および「中小企業金融強化計画
（フェーズ3）」（供与限度額合計427億7,900万
円）に関する交換公文の署名
•	ニカラグアにおけるハリケーン被害に対する
緊急援助
•	ホンジュラスにおけるハリケーン被害に対す
る緊急援助
•	グアテマラにおけるハリケーン被害に対する
緊急援助
•	アフガニスタンに対する無償資金協力「カブー
ル国際空港航空交通管制サービス施設及び管
制塔整備計画」（供与限度額19億9,500万円）
に関する交換公文の署名（於：カブール）
•	コロンビアにおけるハリケーン被害に対する
緊急援助

11 •	第52回OECD・DACハイレベル会合（テレビ
会議）
•	第12回日本・メコン地域諸国首脳会議（テレ
ビ会議）
•	WFP日本事務所、WFP協会及びWFP議連によ
る菅総理大臣表敬
•	G20リヤド・サミット（テレビ会議）
•	持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議第
11回会合（テレビ会議）

12 •	チュニジアに対する無償資金協力「漁業資源
管理指導船建造計画」（供与限度額12億900万
円）に関する交換公文の署名（於：チュニス）
•	モザンビークに対する無償資金協力「ニアッ
サ州における地方給水施設建設計画」（供与限
度額20億7,600万円）に関する交換公文の署
名（於：マプト）
•	シリアにおける人道危機に対する緊急無償資
金協力
•	スーダンに流入したエチオピアからの難民に
対する緊急無償資金協力
•	中米3か国（グアテマラ・ホンジュラス・ニ
カラグア）におけるハリケーン被害に対する
緊急無償資金協力
•	スーダンに対する無償資金協力「上水道施設運
営維持管理改善計画」（供与限度額10億400万円）
に関する交換公文の署名（於：ハルツーム）

12 •	持続可能な開発目標（SDGs）推進本部会合（第
9回）および第4回「ジャパンSDGsアワード」
表彰式
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