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#REF! インド
インド国アンドラ・プラデシュ州州都地域包括的運輸・交通計画策定プロ
ジェクト(1MB)

M/P策定プロジェクト 203KB 13KB
2017年5月中旬～
2019年5月中旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

アンドラ・プラデシュ州の新州都地域において、地域の主要な交通インフラの機能、規
模・容量と整備時期を規定し上位計画となる交通計画を策定する
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#REF! インド
インド国ヒマーチャル・プラデシュ州森林生態系保全・生計改善事業準
備調査(2MB)

協力準備調査（有償） 4KB 15KB
2017年5月中旬～
2018年1月下旬

一般円借？
円借款事業により、持続可能な自然環境及び生態系の保全活動、代替生計手段創
出活動を実施する為の審査に必要な検討
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#REF! チュニジア
チュニジア国スファックス海水淡水化施設建設事業案件実施促進調査
（SAPI）(762KB)

事業実施促進調査（SAPI） 200KB 13KB
2017年5月中旬～
2018年6月下旬

一般円借？
本事業の海水淡水化プラントに係る入札手続きが円滑に実施されるよう、実施機関で
ある水資源開発公社（SONEDE）が作成した入札図書等のレビュー等の支援

スファックス海水淡水化
施設建設事業

366.76 2017年8月 一般アンタイド
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#REF! フィリピン
フィリピン国マリトボグ―マリダガオ灌漑事業（フェーズ2）準備調査
(16MB)

協力準備調査（有償） 4KB 13KB
2017年4月下旬～
2017年12月下旬

一般円借？
当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール他、有償資金協力事業として実施
するための審査に必要な調査
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#REF! ミャンマー ミャンマー国東西経済回廊整備事業（フェーズ2）準備調査(2MB) 協力準備調査（有償） 4KB 13KB
2017年4月中旬～
2018年6月下旬

一般円借？
有償資金協力を前提に、今後交通需要の増加が見込まれるチャイト～バゴー間の幹
線道路上に橋梁（橋長：約2.3km）を建設するために必要な協力準備調査
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#REF! ジョージア ジョージア国東西ハイウェイ整備事業（フェーズ2）協力準備調査(1MB) 協力準備調査（有償） 199KB 13KB
2017年4月上旬～
2018年3月中旬

一般円借／STEP（未
定）

アウグヴェタ～ズィルラ区間のレビュー及び本邦技術の適用妥当性を検討することを
目的として追加調査を行うもの

JICAのHPにあるニュー
スに、2016年3月7日「東
西ハイウェイ整備事業2
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#REF! タイ タイ国バンスー地区再開発に係る情報収集・確認調査(3MB) 基礎情報収集・確認調査 5KB 177KB
2017年3月中旬～
2017年10月下旬

有償事業等への発展
性は不詳

ハンスー地区再開発に必要な、一体開発コンセプト、都市インフラ整備、公共空間計
画、官民連携による実施体制、資金調達等の情報収集・分析と提案
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#REF! イラン イラン国シャヒード・ラジャーイー発電所建設事業準備調査(1MB) 協力準備調査（有償） 4KB 169KB
2017年3月上旬～
2017年12月下旬

一般円借／STEP（未
定）

「シャヒード・ラジャーイー発電所建設事業」について、有償資金協力事業として実施を
検討する上で必要な調査を行うもの
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#REF! ミャンマー
ミャンマー国ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズⅡ準備調査
(2MB)

協力準備調査（有償） 4KB 13KB
2017年3月上旬～
2017年12月下旬

一般円借／STEP（未
定）

資金協力を前提とした、ヤンゴン・マンダレー鉄道（タングー～マンダレー区間）整備に
かかる協力準備調査
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#REF! ルワンダ
ルワンダ国「ンゴマ-ラミロ区間道路改良事業」追加調査業務（有償勘定
技術支援）(830KB)

プロジェクト形成補完（有償） 4KB 175KB
2017年2月中旬～
2017年8月下旬

一般円借？
ンゴマ‐ラミロ区間の既設道路改良（円借款予定）について、既存のF/Sの分析のう
ち、車線構造の変更に係る設計代替案の比較検討等の追加調査
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#REF! ガイアナ
ガイアナ国ジョージタウン市排水能力情報収集・確認調査（一般競争入
札（総合評価落札方式））

基礎情報収集・確認調査 4KB 271KB
2017年2月上旬～
2017年6月下旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

洪水に対して特に脆弱なエリアと要因を特定し、排水システムと都市開発を関連付け
て、長期的な視点に立った対策を導き出すことを目的とした調査
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#REF! パラグアイ パラグアイ国ヤシレタダム湖隣接地域総合開発調査プロジェクト(1MB) M/P策定プロジェクト 4KB 178KB
2017年2月下旬～
2019年3月中旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

ヤシレタダム湖隣接地域において、官民連携の下、ヤシレタダム湖の水資源を活用し
た総合的な農業開発計画を作成するもの
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#REF! 北米・中南米地域
北米・中南米地域中米地域質の高いインフラ導入に係る情報収集・確認
調査 （道路・橋梁維持管理分野）(789KB)

基礎情報収集・確認調査 4KB 179KB
2017年2月中旬～
2017年9月下旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

ニカラグア、ホンジュラス、メキシコの道路・橋梁の点検、改修等の維持・管理情報収
集・分析、取組むべき課題の特定と活用可能な本邦企業技術に係る情報収集
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#REF! ケニア
ケニア国ナイロビ都心総合交通システム及び環状線事業計画策定プロ
ジェクト(2MB)

M/P策定プロジェクト 4KB 173KB
2017年2月下旬～
2018年3月下旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

現在の短期的都市交通施策動向、既存交通整備計画（BRT整備、道路改良、既存鉄
道活用等）のレビュー、都心部モビリティ向上のための施策策定
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#REF! アフリカ地域
アフリカ地域ナカラ回廊総合開発（ザンビア・マラウイ）にかかる情報収
集・確認調査(923KB)

基礎情報収集・確認調査 4KB 181KB
2017年2月上旬～
2017年10月下旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

ナカラ回廊地域の総合開発関連事業のレビュー、調査対象地域の現状、開発ポテン
シャルの情報整理、同地域総合開発の戦略検討と協力可能性の提言
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#REF! インド
インド国コルカタ東西地下鉄建設事業補足調査【有償勘定技術支援】
(753KB)(再公示)

プロジェクト形成補完（有償） 4KB 177KB
2017年2月下旬～
2017年10月下旬

-
第三期の円借款供与に向け、修正版DPRに基づき事業計画変更についての妥当性
検証、修正版DPRの修正点の技術的観点からのレビュー等
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#REF! スリランカ
スリランカ国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
(2MB)

協力準備調査（有償） 4KB 173KB
2017年1月下旬～
2018年3月下旬

一般円借／STEP（未
定）

円借款候補案件「コロンボ新総合都市公共交通システム導入計画」について、有償資
金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行う
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#REF! スリランカ スリランカ国キャンディ都市開発計画策定プロジェクト(2MB) M/P策定プロジェクト 4KB 178KB
2017年2月上旬～
2018年7月下旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

調査対象地域の現況把握及び開発課題の分析、キャンディ都市圏の都市開発ビジョ
ンの改定、遺産地区における詳細計画策定、計画の実現に向けた提言等
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1

#REF! コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国キンシャサ市都市交通マスタープラン策定プロジェクト
(2MB)

M/P策定プロジェクト 4KB 173KB
2017年1月下旬～
2018年8月下旬

-
2030年を目標年次とする中期的な開発プログラムを示した都市交通M/P策定、優先
プロジェクトの実現可能性にかかる予備的調査を行う
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#REF! タイ
タイ国チャオプラヤ川流域総合洪水管理計画における外郭環状道路放
水路に関する情報収集・確認調査(1MB)

基礎情報収集・確認調査 4KB 179KB
2017年1月上旬～
2018年2月下旬

有償事業等への発展
性は不詳

チャオプラヤ川流域M/Pで提案された外郭環状道路放水路計画による治水効果、放
水路規模への影響検討による基本計画整理、放水路建設事業提案のための調査
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#REF! フィリピン
フィリピン国ダバオ市インフラ開発計画策定・管理能力向上プロジェクト
(2MB)

M/P策定プロジェクト／
実施機関能力向上プロジェク

ト
4KB 171KB

2017年1月上旬～
2018年3月下旬

有償事業等への発展
性は不詳

ダバオ市総合土地利用計画（CLUP）、総合開発計画（CDP）の更新、ダバオ市、
NEDA第11地域事務所の能力強化支援を含むもの
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#REF! バングラデシュ バングラデシュ国ダッカ国際空港拡張事業準備調査(1MB)(再公示) 協力準備調査（有償） 182KB 183KB
2016年12月上旬～

2017年3月下旬
一般円借／STEP（未

定）
円借款候補案件「ダッカ国際空港拡張事業」について、有償資金協力事業として実施
するための審査に必要な調査を行う
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1

#REF! ブータン ブータン国全国総合開発計画2030策定プロジェクト(2MB) M/P策定プロジェクト 5KB 185KB
2017年1月上旬～
2018年12月下旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

調査対象地域の現況把握及び開発課題の分析、開発ビジョンと開発戦略の設定、全
国総合開発計画の策定、セクター別開発指針の作成等

2
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1

#REF! マダガスカル
マダガスカル国アンタナナリボ・トアマシナ経済都市軸（TaToM）総合開
発計画策定プロジェクト(2MB)

M/P策定プロジェクト 4KB 178KB
2016年12月下旬～
2018年12月下旬

無償／有償事業等へ
の発展性は不詳

首都アンタナナリボ都市圏及びトアマシナ都市圏においてそれぞれ目標年次を2033
年とした都市開発計画、並びに2 都市間の運輸整備・開発計画を策定
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#REF! スリランカ スリランカ国物流セクターに係る情報収集・確認調査(917KB) 基礎情報収集・確認調査 4KB 14KB
2016年12月上旬～

2017年6月下旬
無償／有償事業等へ

の発展性は不詳
物流ハブ開発計画、コロンボ北港開発を始めとする物流セクター開発計画やその方
向性の検証を経て、今後のJICAの支援内容を検討するための情報収集
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1

#REF! エチオピア エチオピア国アルトランガノ地熱発電事業準備調査(1MB) プロジェクト形成（有償） 4KB 13KB
2016年12月中旬～
2018年10月下旬

一般円借？
円借款事業候補案件「アルトランガノ地熱発電事業」について、有償資金協力事業と
して実施するための審査に必要な調査を行うもの

2
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1

#REF! ケニア ケニア国モンバサ経済特区開発事業準備調査(1MB) プロジェクト形成（有償） 188KB 13KB
2016年11月下旬～
2017年12月下旬

一般円借？
モンバサSEZ M/P及びモンバサ港M/P等のレビュー、経済特区開発の全体計画の作
成、円借款対象事業の予備設計、施工計画、工事費積算 等

2

0

1

#REF! バヌアツ
バヌアツ国エスピリッツサント島 電力セクター情報収集・確認調査
(736KB)

基礎情報収集・確認調査 184KB 13KB
2016年11月中旬～

2017年4月下旬
無償／有償事業等へ

の発展性は不詳
エピリトゥ・サント島での今後の支援形成の内容、スキームを検討するための情報収
集調査

2

0

1

#REF! モーリタニア
モーリタニア国ヌアクショット市都市開発マスタープラン策定プロジェクト
(3MB)

M/P策定プロジェクト 185KB 13KB
2016年11月下旬～

2018年4月下旬
無償／有償事業等へ

の発展性は不詳
ヌアクショット市を対象とした都市管理方針 （SDAU）案にあたるMP策定と、パイロット
プロジェクトとしてコミューンの都市計画（PLU）案を策定等

2

0

1

#REF! モザンビーク モザンビーク国電力マスタープラン策定プロジェクト(1021KB) M/P策定プロジェクト 184KB 14KB
2016年10月下旬～
2017年11月下旬

有償事業等への発展
性は不詳

最新の技術情報やモザンビーク周辺現況を踏まえた現行電力M/Pのレビュー、電力
M/P策定に必要な緒元のアップデートによる、統合的電力M/P策定への協力

2

0

1

#REF! ベトナム ベトナム国ハナム省投資環境改善事業準備調査(1MB) プロジェクト形成（有償） 186KB 13KB
2016年10月下旬～

2017年5月下旬
一般円借／STEP（未

定）
現在準備中の有償資金協力「ハナム省投資環境改善事業」について、我が国円借款
事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とするもの

2

0

1

#REF! スリランカ スリランカ国防災セクター情報収集・確認調査(987KB) 基礎情報収集・確認調査 190KB 14KB
2016年11月上旬～

2017年5月下旬
無償／有償事業等へ

の発展性は不詳
各種災害に対するスリランカ政府の取組の現状把握、他ドナー支援動向等と合わせ、
今後のJICAの支援内容を検 討するための情報収集・確認を行う

2

0

1

#REF! インド インド国高速鉄道建設事業詳細設計調査【有償勘定技術支援】
有償勘定技術支援－

円借款事業詳細設計調査
8KB 318KB

2016年12月～
2020年3月

STEP
ムンバイ～アーメダバード間に高速鉄道を整備するための設計等の案の作成、入札
図書案の 作成および入札支援等

2

0

1

#REF! エジプト
エジプト国灌漑セクター情報収集・確認調査（上エジプト及び中央デル
タ）(1MB)

基礎情報収集・確認調査 185KB 14KB
2016年10月下旬～

2017年6月下旬
無償／有償事業等へ

の発展性は不詳
エジプト灌漑セクターの現状把握、優先課題、他ドナー動向把握に基づき、当該セク
ターの包括的情報を取り纏め、具体的な今後の協力アプローチを策定する

2

0

1

#REF! インドネシア
インドネシア国ジャカルタ特別州下水道整備事業（第6処理区）追加調査
(1MB)

プロジェクト形成補完（有償） 184KB 13KB
2016年10月上旬～

2017年5月中旬
一般円借？

インドネシア側が確定した処理場建設予定地の面積に設置可能な汚水処理方式（最
大汚水量 282,000m3/日）を検討し、建設費、運営・維持管理費等を確認する

2

0

1

#REF! タンザニア
タンザニア国ダルエスサラーム都市交通マスタープラン改訂プロジェクト
(1MB)

M/P改訂プロジェクト 4KB 12KB
2016年11月上旬～

2018年4月下旬
無償／有償事業等へ

の発展性は不詳
ダルエスサラーム市の2040年を目標年次とした都市交通M/Pの改定案策定、M/Pの
優先プロジェクトにおけるPre-F/Sの実施等

2

0

1

#REF! ウクライナ ウクライナ国ウクライナ南部物流情報収集・確認調査(841KB) プロジェクト形成（有償） 193KB 13KB
2016年10月中旬～

2017年6月下旬
一般円借？

ウクライナ南部の道路・橋梁、港湾分野に係る情報収集をもとに、南部物流の現状把
握、ミコライウ橋建設事業計画のレビューと南部物流改善に資する候補事業の確認

2

0

1

#REF! ミャンマー ミャンマー国バゴー橋建設事業詳細設計調査(2MB) 円借款事業詳細設計調査 4KB 12KB
2016年9月中旬～
2018年3月下旬

一般円借
円借款事業「バゴー橋建設事業」に活用するための詳細設計、入札図書（案）の作成
を行うもの

バゴー橋建設事業 310.51 2017年10月 一般アンタイド

2

0

1

#REF! インド
インド国コルカタ東西地下鉄建設事業補足調査【有償勘定技術支援】
(744KB)

プロジェクト形成補完（有償） - 14KB
2016年9月上旬～
2017年2月下旬

一般円借？
円借款事業「コルカタ東西地下鉄建設事業」の次期円借款審査へ向けた路線変更後
の詳細事業報告書レビュー等

2

0

1

#REF! ベトナム
ベトナム国バクリウ高効率火力発電所及び送電線建設事業準備調査
(2MB)

プロジェクト形成（有償） - 12KB
2016年9月下旬～
2017年11月下旬

一般円借？
「バクリウ火力発電所整備事業」の目的、概要、実施スケジュール、実施方法、事業実
施体制、EIA等、有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査
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#REF! ウズベキスタン
ウズベキスタン国ナボイ火力発電所近代化事業（フェーズ2）準備調査
(1MB)

プロジェクト形成（有償） 183KB 12KB
2016年8月下旬～
2017年5月下旬

一般円借？
ナボイ火力発電所3号機整備について、事業の必要性、概要、事業費、実施スケ
ジュール等、我が国円借款事業として実施するための審査に必要な調査実施
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#REF! インドネシア インドネシア国首都圏東部新港開発事業準備調査(2MB) プロジェクト形成（有償） 4KB 16KB
2016年7月下旬～
2017年7月下旬

一般円借？
【Phase 1】はF/Sで構成、【Phase 2】はD/D、入札図書作成を行うもの。【Phase 2】は
【Phase 1】後に比国政府よりSTEP案件として公式要請された場合にのみ実施
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#REF! インド
インド国オディシャ州森林セクター開発事業（フェーズ2）補完調査
(989KB)

プロジェクト形成補完（有償） 4KB 14KB
2016年7月中旬～
2017年3月下旬

一般円借への発展
性？

オデｨッシャ州森林資源管理事業に関するインド国政府側の計画案、REDD+パイロット
事業の実勢計画見直しを経て新規円借款案件形成へ向けた支援を行うもの

オディシャ州森林セク
ター開発事業（フェーズ

2）
145.12本事業では、国際競争入札による調達は予定されていません。一般アンタイド

調
査
案
件

通しNo. 国名

調査案件（リンクにより業務指示書の参照可） 円借款事業

案件名称（リンク先は業務指示書） スキーム
契約コン

サル
公示内

容
調査期間

調査工程 将来プロジェクト
（想定）

調査内容 事業名称
事業費

（単位：億円）
公示時期 備考2015

年度
2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

スキーム
（一般アンタイド／

タイド）

「調査案件名 調査の種類
調査実施期間

将来の円借款事業スキーム

（調査段階の想定）
調査概要

JICA 円借款貸付契約

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_161085_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_161085_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_161085_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_161085_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170064_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170064_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170064_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170064_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170071_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170071_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170071_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170322_170071_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170301_170024_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170301_170024_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170301_170024_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170301_170024_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170215_170015_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170215_170015_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170215_170015_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170208_170006_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170208_170006_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170208_170006_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170125_161080_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170125_161080_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170125_161080_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170118_161041_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170118_161041_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170118_161041_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170111_161026_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170111_161026_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170111_161026_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20170111_161026_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161221_160990_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161221_160990_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161221_160990_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161221_160990_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160977_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160977_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160949_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160949_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160949_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160929_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160929_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160929_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160929_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160944_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160944_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160944_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160944_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160953_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160953_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160953_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161207_160953_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160468_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160468_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160468_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160468_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160897_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160897_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160897_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161124_160897_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161116_160880_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161116_160880_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161116_160880_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161116_160774_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161116_160774_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161116_160774_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161116_160774_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161109_160859_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161109_160859_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161109_160859_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161109_160859_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161102_160841_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161102_160841_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161109_160859_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161102_160841_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160450_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160450_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160450_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160825_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160825_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160825_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160829_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160829_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160829_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161026_160829_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161012_160777_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161012_160777_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161012_160777_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161005_160741_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161005_160741_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161005_160741_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161005_160771_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161005_160771_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20161005_160771_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160921_160690_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160921_160690_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160921_160690_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160921_160690_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160914_160658_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160914_160658_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160914_160658_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160914_160658_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160914_160623_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160914_160623_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160914_160623_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160907_160627_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160907_160627_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160907_160627_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160907_160613_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160907_160613_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160907_160613_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160902_160653_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160902_160653_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160831_160599_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160831_160599_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160831_160599_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160831_160599_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160547_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160547_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160547_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160547_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160572_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160572_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160572_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160817_160572_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160810_160553_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160810_160553_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160810_160553_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160713_160476_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160713_160476_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160713_160476_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160713_160468_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160713_160468_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160713_160468_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160706_160454_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160706_160454_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160706_160454_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160706_160378_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160706_160378_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160706_160378_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160706_160378_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160601_160345_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160601_160345_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160601_160345_1_02.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160525_160326_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160525_160326_1_01.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160525_160326_1_05.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20160525_160326_1_02.pdf

