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添付資料④ 対象期間案件リスト 

投入
金額（￥）

女性のための農業研修 女性子ども問題省 研修員受入れ N/A

長期専門家3名（小規模養鶏普及計画1名、魚病対策1名、その他1名）、短期専門家15名 専門家派遣 N/A
協力隊5名(家畜飼育1名他） 協力隊派遣 N/A

土壌の保全

マイクロファイナンスの活用 （住民参加型農村開発計画の１コンポーネント） N/A

大ファリドプール農村インフラ整備事業 LGED（地方行政技術局） 円借款 \4,055,000,000
農村電化事業（フェーズＶ－Ｂ） REB(農村電化庁） 円借款 \1,460,000,000

農村開発技術センター機能強化計画 LGED（地方行政技術局） 技術協力(プロ技) \300,000,000

バングラデシュ国大マイメンシン圏小規模水資源開発計画調査 LGED（地方行政技術局） 技術協力(開発調査) \180,000,000

多目的穀物貯蔵庫建設計画（フェーズＩＩ） ラングプール＝ディナジプールー農村サービスバングラデシュ 無償：草の根 \7,886,000

長期専門家2名(経済協力1、農村基盤開発1) 専門家派遣 N/A

＜タンガイル県カリハティ群＞　住民参加型農村開発行政支援 バングラデシュ農村開発公社 技術協力(プロ技) N/A

バングラデシュ・イショルゴンジ郡における住民参加による包括的農村開発プロジェクト(1年次) シャプラニール=市民による海外協力の会・ダッカ事務所 無償：草の根パートナー型 \12,188,000

農村自立支援プログラム 草の根技術協力 N/A

女性のための農村開発計画 貧困のための開発（ローカルNGO) 無償：草の根 \4,981,706

農村女性のための工芸品製作訓練センター支援計画 ジャハナラ・女性成人学校・手工芸品訓練センター（ローカルNGO） 無償：草の根 \8,524,140

長期専門家3名(女性と開発1、測量技術強化計画1、農村開発プログラム調整員1）、短期専門
家10名

専門家派遣 N/A

協力隊11名（村落開発6名ほか） 協力隊派遣 N/A

教科書作成 フォローアップ N/A

「地域別教育環境集中改善計画（ＩＤＥＡＬプロジェクト）」のためのユニセフに対する無償 UNICEF 無償：一般 \252,000,000

初等教育の質的向上に資する教材開発計画 ベーシック・デベロップメント・パートナーズ（ローカルNGO） 無償：草の根 \1,265,140

バングラデシュ小学校理数科教育強化計画 MOPME(初等大衆教育省）、NAPE(国立初等教育アカデミー） 技術協力(プロ技) \350,000,000

小学校建設 地方貧困者のための小学校及び研修施設建設計画 ヒューマンコーポレーションセンター・イン・バングラデシュ（国際NGO) 無償：草の根 \5,651,633

(初等教育全般） 長期専門家1名(初等教育）、短期専門家2名 専門家派遣 N/A

無償：一般 \292,000,000
無償：一般 \335,000,000
無償：一般 \209,000,000
無償：一般 \515,000,000

ダッカ首都圏地域地図情報整備計画調査（第1年次） 技術協力(開発調査) \85,383,900

ダッカ首都圏地域地図情報整備計画調査（第2年次） 技術協力(開発調査) \141,416,100

バングラデシュ日本高等教育同窓会に対する日本語教育機材供与 無償：一般 \1,000,000

中学卒業生徒のための職業訓練所支援計画 ダッカ・アサニア・ミッション（ローカルNGO) 無償：草の根 \5,564,428
障害者職業訓練施設建設計画 アクション・イン・ディベロップメント（国際NGO) 無償：草の根 \9,970,581
ナンガルコト青少年職業訓練学校建設計画 スリッド・サンガ 無償：草の根 \7,688,806
ノアカリ障害者職業訓練所建設計画 ノアカリ農村行動協会 無償：草の根 \9,524,540
ダムライ職業訓練センター建設計画 ゴノ・カラヤン（人間開発）・トラスト 無償：草の根 \9,841,000
身体障害者職業訓練所建設計画（フェーズII） バングラデシュ身体障害者社会福祉協会 無償：草の根 \9,210,000
プロシカ中等教育改善計画 プロシカ人間開発センター 無償：草の根 \19,808,000
ベグム・アクラルン・ネッサ女子中学校拡張計画 ベグム・アクラルン・ネッサ女子中学校 無償：草の根 \8,264,000
コミラ総合研修センター建設計画 総合開発協会コミラ 無償：草の根 \9,344,224
スポーツ学院（スポーツ機材供与） 無償：一般 \36,000,000
ダッカ大学現代言語研究所に対する文化無償 ダッカ大学現代言語研究所 無償：一般 \44,000,000
公正選挙監視同盟による選挙監視支援計画 人道支援協会（ローカルNGO) 無償：草の根 \3,334,869
子供文化センター増設計画 セントラル・コチ・カチャ・メラ 無償：草の根 \8,914,000
クルナ文化センター建設計画 LOSAUK（フォークドラマと文化振興センター） 無償：草の根 \8,269,000
総合人材育成・技術開発計画 島開発協会（ローカルNGO) 無償：草の根 \4,869,463

ＮＧＯネットワーク・トレーニング・コミュニティセンター建設計画
日本・バングラデシュ文化交流会（Japan-Bangladesh Cultural Exchange
Association)

無償：ＮＧＯ \9,948,368

長期専門家1名、短期専門家1名 専門家派遣 N/A

協力隊41名(教師14名ほか） 協力隊派遣 N/A

保健衛生分野の人材育成 村落草の根ヘルスワーカー養成計画（Ⅱ） 農村開発・社会福祉協会（ローカルNGO) 無償：草の根 \7,934,880

無償：一般 \949,000,000

無償：一般 \955,000,000
無償：一般 \384,000,000
無償：一般 \430,000,000

シシュ病院医療機材 シシュ病院 フォローアップ \6,051,000
サイドプール・フィラリア治療・予防クリニック建設計画 バングラデシュ・アレルギー・臨床免疫学研究所 無償：草の根 \9,759,042
ダッカ子供病院サラセミアセンター建設計画 ダッカ子供病院 無償：草の根 \9,963,947
カーン財団診療所支援計画 カーン財団 無償：草の根 \9,105,104
クムディニ病院支援計画 クムディニ病院 無償：草の根 \7,875,222
ラッシャヒ県ティロットマ・トレーニングセンター兼クリニック建設計画 ティロットマ女性ボランタリー団体（ローカルNGO) 無償：草の根 \9,999,792
チョンドルゴナ・キリスト教病院支援計画 チョンドルゴナ・キリスト教病院（ローカルNGO) 無償：草の根 \4,266,218
シュナムガンジVARD眼科病院兼保健センター建設計画 地方開発のためのボランティア委員会 無償：草の根 \8,930,000
リプロダクティブ・ヘルス地域展開プロジェクト FPAB（バングラデシュ家族計画協会) 開発パートナー \88,175,000

無償：一般 \21,664,000
無償：一般 \360,000,000
無償：一般 \471,000,000

母子保健研修所改善計画（国債3/3） MOHFW（保健・家族福祉省）家族計画局 無償：一般 \79,000,000
母子保健研修所改善計画 フォローアップ N/A
スリモンゴル財団・母子保健クリニック施設建設計画 スリモンゴル財団 無償：草の根 \9,812,114
家族福祉計画 バングラデシュ市民教育協会（ローカルNGO) 無償：草の根 \7,490,107
AITAM母子保健研修センター改善計画 ATAM福祉協会 無償：草の根 \8,120,000
ナリ・マイトレ母子保健診療所支援計画（Ⅱ） ナリ・マイトレ（ローカルNGO) 無償：草の根 \6,708,902
短期専門家4名（リプロダクティブヘルス人材開発プロジェクト） 専門家派遣 N/A
長期専門家2名、短期専門家1名 専門家派遣 N/A
協力隊2名（助産師） 協力隊派遣 N/A
寄生虫病診断に係るベンガル語マニュアル作成 フォローアップ N/A

地方保健開発協会ＳＴＤ及びＨＩＶ／エイズ予防・治療支援計画 地方保健開発協会（ローカルNGO) 無償：草の根 \4,977,212

バングラデシュ社会経済開発の会ダッカＳＴＤ及びＨＩＶ／エイズ予防支援計画 バングラデシュ社会経済開発の会（ローカルNGO) 無償：草の根 \4,775,517

HIV/エイズ予防・治療支援計画 バングラデシュHIV/AIDS・STD連盟 無償：草の根 \7,710,000
グラミン・マルチメディア・公衆衛生計画 グラミン・コミュニケーションズ 無償：草の根 \10,000,000

バングラデシュにおける労働組合による労働安全衛生(POSITIVE)活動 国際自由労連バングラデシュ協議会 無償：ＮＧＯ \7,959,080

長期専門家5名、短期専門家31名 専門家派遣 N/A

協力隊21名（鍼灸マッサージ師1名、保健師2名、ポリオ対策9名、その他9名） 協力隊派遣 N/A

砒素汚染地域地下水開発計画調査（フェーズ1）（第2年次） 技術協力(開発調査) \504,006,300

砒素汚染地域地下水開発計画調査（第3年次） 技術協力(開発調査) \216,835,500
砒素汚染地域地下水開発計画調査（第4年次） 技術協力(開発調査) \23,495,850

「ヒ素汚染緩和計画」のためのユニセフに対する無償 UNICEF 無償：一般 \184,000,000

水質検査システム強化基本計画設計調査 DPHE（公衆衛生工学局）
無償：一般、技術協力検討

中
\495,000,000

長期専門家1名（砒素対策） 専門家派遣 N/A
ガンジス川などの国際河川の水資源開発
（その他） 長期専門家1名、短期専門家3名（上水道） 専門家派遣 N/A

バングラデシュ国ダッカ市廃棄物管理計画調査 DCC（ダッカ市庁） 技術協力(開発調査) \250,000,000

環境ＮＧＯのための人材育成 草の根技術協力 N/A
長期専門家3名(環境1名、その他2名)、短期専門家6名 専門家派遣 N/A

パクシー橋建設事業（Ⅱ） RHD(運輸省道路局) 円借款 \9,209,000,000

地方道路簡易橋整備マスタープラン（在外開発調査） 技術協力(開発調査) \7,490,700
地方道路簡易橋整備マスタープラン調査 技術協力(開発調査) \11,313,366
パドマ橋建設計画事前調査（S/W協議）（橋梁構造／施工計画） 技術協力(開発調査) \4,583,250
パドマ橋建設計画事前調査（S/W協議）（河川構造／自然条件／環境） 技術協力(開発調査) \4,583,250
パドマ橋建設計画調査（第1年次） 技術協力(開発調査) \131,804,400

無償：一般 \892,000,000
無償：一般 \927,000,000
無償：一般 \588,000,000
無償：一般 \363,000,000

長期専門家2名（橋梁道路1名、その他1名） 専門家派遣 N/A
短期専門家7名（政策アドバイザー他） 専門家派遣 N/A

シニア海外ボランティア（発電所維持管理改善支援） シニア海外ボランティア派遣 N/A

E-Governmentイニシアチブ調査 フォローアップ N/A
長期専門家1名(ICTインフラ整備)、短期専門家6名 専門家派遣 N/A
協力隊15名(コンピュータ技術3名ほか) 協力隊派遣 N/A

制度金融機関の育成 専門家1名（ツーステップローン事業実施アドバイザー） 専門家派遣 N/A

ダッカ～チッタゴン、ダッカ～クルナ地域のインフ
ラ

ルプシャ橋建設事業 RHD(運輸省道路局) 円借款 \8,300,000,000

長期専門家3名、短期専門家4名 専門家派遣 N/A

協力隊17名 協力隊派遣 N/A

国家水管理計画 長期専門家1名（水管理） 専門家派遣 N/A

洪水予警報システム計画調査（第1年次：基礎調査） 技術協力(開発調査) \92,940,750
洪水予警報システム計画調査（第2年次：フィージビリティ調査） 技術協力(開発調査) \98,664,300

洪水適応型生計向上計画調査（第1年次） 技術協力(開発調査) \232,619,100

洪水適応型生計向上計画調査（第2年次） 技術協力(開発調査) \85,946,700
洪水適応型生計向上計画調査（第3年次） 技術協力(開発調査) \40,628,700
地方洪水対策計画事前調査 LGED（地方政府技術局） 技術協力(開発調査) \13,768,650
洪水避難所兼女性支援センター建設計画 人間開発財団 無償：草の根 \9,649,000
ジョソール地域洪水被災者復旧計画 農村開発・社会福祉協会 無償：草の根 \5,901,000
ダッカ首都圏東部雨水排水・洪水制御計画 技術協力(開発調査) N/A
メグナ河中長期護岸・洪水対策 専門家派遣 N/A
短期専門家27名 専門家派遣 N/A

気象観測・早期警戒システム 自然災害気象警報改善計画 BMD(気象局) フォローアップ \36,976,660

第五次多目的サイクロンシェルター建設計画（詳細設計） 無償：一般 \32,042,000

第五次多目的サイクロンシェルター建設計画 無償：一般 \645,000,000
ラカイン多目的コミュニティ･センター建設計画 ラカイン開発基金 無償：草の根 \8,057,000
公正選挙監視同盟による選挙監視支援計画 無償：草の根 N/A
長期専門家9名(援助強調/PRSP1名ほか) 専門家派遣 N/A
短期専門家21名 専門家派遣 N/A
協力隊4名 協力隊派遣 N/A
在外事務所対応型 フォローアップ N/A

投資促進・輸出
振興のための基

盤整備

重点分野 重点分野

投資促進・輸出振興の
ための基盤整備

医療・衛生事情改善

\159,481,000

MOWR（水資源省）、BWDB(水資源開発庁)

地方道路簡易橋整備計画 LGED（地方政府技術局）

地方道路橋整備計画 RHD(運輸省道路局)

JMBA（運輸省ジャムナ多目的橋公団）

LGED　（地方行政技術局）

\113,302,000

サブ重点分野 相手国実施機関・実施NGO スキーム

農業技術の普及・研究

案件名

Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives貧困層のエンパワメントを通じた住民参加型農村開発計画 開発パートナー

多目的サイクロンシェルター

リプロダクティブヘルス

（衛生・医療全般）

砒素問題

電力

運輸

（その他）

情報通信網

（洪水対策全般）

通信・ICT

人材育成奨学計画 ERD（財務省経済関係局)

緊急産科医療サービス強化支援計画
MOHFW(保健家族福祉省)プライマリーへルスケア・感染症対策部リプロダクティ
ブ･ヘルス課

「ポリオ撲滅計画」のためのユニセフに対する無償

医療施設・医薬品等機材の整備

＜主な関連行政機関＞国家砒素対策委員会(National Steering Committee)、公
衆衛生工学局（Department of Public Health Engineering)

開発パートナー

バングラデシュ測量局（Survey of Bangladesh)

災害対策

その他教育・人材育成

農村開発・農業
生産性の向上

初等教育改善

経済・社会インフラの整備

（農村開発全般）

農業・農村開発

社会分野改善

環境 (環境全般)

洪水対策支援

教育行政・カリキュラム開発・教員養成

MoHFW（保健・家族福祉省)、UNICEF

その他

LGD（地方行政局)飲料水砒素汚染の解決に向けた移動砒素センタープロジェクト(1)

LGED（地方政府技術局）サイクロン対策支援

LGED（地方政府技術局）

 

 




