「ブータン国 全国総合開発計画」
共有セミナー開催のご案内
テーマ： 国をデザインするということ
ブータン全国総合開発計画 2030 策定プロジェクトの経験から
「ブータン全国総合開発計画 2030 策定プロジェクト」(以下「ブータン全総」)は、JICA として初
めての本格的な全国総合開発計画（以下「全総」）の作成案件であり、2017 年 1 月から開始し、2019
年 5 月にファイナルレポートの提出を予定しています。本プロジェクトの目的は、2030 年を目標年
次とするブータン全国総合開発計画の策定とその実施に係る提言です。ブータンでは各種計画が策
定されてきましたが、本プロジェクトのような全国を対象とした総合開発計画は初めての試みとな
ります。長期的な社会経済とこれを具現化した空間構造からなるブータンの将来像を描くことを目
指し、本プロジェクトが開始されました。
本セミナーでは、ブータン全総の概要と特徴及び活用方法を紹介するとともに、都市・地域レベ
ルの計画との違いなど、全総作成に関する知見を共有します。また日本の全総活用事例を踏まえ、
ブータン開発ビジョンを実現させるためのブータンにおける全総の展開について検討します。

開催概要
✔日時 (date)
2019 年 3 月 7 日（木）午後 1 時～午後 3 時
✔言語 (Language)
英語
✔プログラム (Programme)
〇 ブータン全総の概要と特徴
〇 全総作成に関する知見
〇 ブータンでの全総活用方法と実現に向けた取組
〇 パネルディスカッション
✔主催（Organizer）
独立行政法人国際協力機構（JICA）
✔場所 (Venue)
JICA 本部 111-112 会議室
〒102-8012 東京都千代田区二番町 5-25

二番町センタービル

✔スピーカー (Speaker)
Lyonpo Dorji Tshering：ブータン国 公共事業定住省大臣
Chhado Drukpa：本プロジェクトマネージャー、公共事業定住省定住局チーフ
十倉将： JICA 調査団総括、（株）レックス・インターナショナル 取締役
✔パネリスト (Panellist)
大西隆：豊橋技術科学大学学長、福島茂：名城大学副学長
都市情報学部教授、安達一：JICA 社会基盤・平和構築部部長

事務局：
（株）レックス・インターナショナル
担当：池⽥
〒102-0075 東京都千代⽥区三番町 24-28 千代
⽥ハヤシビル２階

✔参加登録 (Registration)

Tel：03-5211-5519

Fax：03-3261-3937

E-mail：ikeda@recs-intl.co.jp

以下のサイトからご登録ください。
https://goo.gl/forms/wFLVfSVXHUt1Oftx1
ログインできない方は右記へお問い合わせください。

Seminar “ Knowledge Sharing to Formulate
Comprehensive National Development Plan
(CNDP) for Bhutan.”
What is comprehensive planning of a country?
― Knowledge sharing from the experiences to formulate the CNDP for Bhutan.
The objectives of the Project are to formulate a Comprehensive National Development Plan (CNDP) for Bhutan.
The ultimate objectives are to promote well-balanced development in urban and rural areas across the entire
country through the implementation of the CNDP. The well-balance development will contribute to maximize
the level of GNH.
The seminar will highlight lessons learnt from the process to formulate the CNDP including differences between
the national development plan and the city/regional master plan, and difficulty to formulate the national plan.

Contents
✔ Date
7 March 2019 (THU) PM1:00 to PM3:00
✔ Language
English
✔ Programme
・CNDP overview and features
・Outcomes of the CNDP and differences from
urban/regional plans
・Panel discussion
・Expectation to utilise the CNDP in Bhutan
・Panel discussion
✔ Organized by
Japan International Cooperation Agency（JICA）
✔Venue
Nibancho Center Building,
5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japan

Enquiry :
RECS International Inc.
ADDRESS: 2F, 24-28, Sanbancho

✔ Speaker
Lyonpo Dorji Tshering, Minister, the Ministry of Works and Human
TEL: +81-3-5211-5519
Settlement
EMAIL: ikeda@recs-intl.co.jp
Mr. Chhado Drukpa; Project manager, Chief urban planner, the
Ministry of Works and Human Settlement
Mr. Masaru Tokura: CNDP JICA Project Team leader, Senior consultant, RECS international. Inc.

Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0075, Japan

✔ Panelist
Dr.Takashi Onishi, President of Toyohashi University of Technology
Dr.Shigeru Fukushima, vice President of Meijo University; professor of Faculty of Urban Science,
Department of Urban Science,
Mr.Itsu Adachi: Director General, Infrastructure and Peacebuilding Department, JICA
✔ Registration
Please register via the link below. or please contact ikeda@recs-intl.co.jp
https://goo.gl/forms/wFLVfSVXHUt1Oftx1

