2018 年 10 月 1 日基準

JICA 案件配置図

(P) 技術協力

(D) 開発調査 / 開発計画調査型技術協力

(L) 有償資金協力

〈マグウェイ、マンダレー、ザガイン地域〉
（P）中央乾燥地における小規模養殖普及による住民の
生計向上プロジェクト /2014.2-2019.3
（G）第二次中央乾燥地村落給水計画 /2015.9

〈マンダレー地域、マグウェイ地域〉
（P）中 央乾燥地における節水農業技術開発
プロジェクト /2013.10-2019.3

〈サガイン地域〉
（L）農業所得向上事業 /2018.3

〈ネピドー〉
（P）イエジン農業大学能力向上プロジェクト
/2015.11-2020.11
（P）道 路 橋 梁 技 術 能 力 強 化 プ ロ ジ ェ ク ト
/2016.4-2019.6
（P）電 力 開 発 計 画 能 力 向 上 プ ロ ジ ェ ク ト
/2016.7-2019.5
（P）法・ 司 法 制 度 整 備 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト
/2018.6-2021.3
（P）ミャンマーにおけるイネゲノム育種シス
テム強化 /2018.5-2023.5
（P*）送 配電系統技術能力向上プロジェクト
/2016.5-2021.5

〈シャン州〉
（P）シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発
プロジェクト /2014.5-2019.4
（G）シャン州ラーショー総合病院整備計画 /2014.5

カチン州

〈マンダレー〉
（G）マ ンダレー市上水道整備
計画 /2015.6

サガイン地域

〈カヤー州、マンダレー地域〉
（L）水力発電所改修事業 /2017.4

マンダレー
○

チン州

シャン州

ニャンウー
○

○

バガン
マンダレー地域

マグウェイ地域

○ ヘホー

ラカイン州

〈ヤンゴン地域、マンダレー地域〉
（P）工学教育拡充プロジェクト /2013.10-2020.4
（P）人身取引被害者支援能力向上・協力促進プロジェクト
/2018.7-2021.7
（G）工科系大学拡充計画 /2014.8
〈バゴー地域、マンダレー地域〉
（L）全国基幹送変電設備整備事業（フェーズ１）/2015.3
（L）ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ II（第一
期）/2018.3

ネピドー

カヤー州

タンダウェ
○

バゴー地域

〈ネピドー、シャン州〉
（P）持続可能な自然資源管理能力向上支援プロ
ジェクト /2018.6-2023.6

Myanmar

(G) 無償資金協力

ヤ ンゴ ン
エーヤーワー 地域
ディ地域
○
ヤンゴン

カレン州

〈カレン州 , モン州〉
（L）東西経済回廊整備事業 /2015.10

モン州

〈ネピドー、バゴー地域〉
（P）バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト
/2016.3-2021.3
ダウェー○

〈バゴー地域〉
（L）バゴー地域西部灌漑開発事業 /2014.9

タニンダーリ地域

〈タニンダーリ地域〉
（G）ダウェイ総合病院整備計画 /2018.2

〈ヤンゴン及びヤンゴン地域（含むティラワ地域）
〉
50km
（P）通関電子化を通じたナショナル・シングルウィンドウ構築及び税関近代
化のための能力向上プロジェクト /2014.2-2020.6
（P*）ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト /2015.7-2020.7
（P*）ヤンゴンマッピングプロジェクト /2017.10-2019.5
（P*）ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクト /2018.1-2021.1
（P*）ヤンゴン都市開発管理能力向上プロジェクト /2018.8-2021.8
（L）インフラ緊急復旧改善計画（フェーズ１）/2013.6
（L）ティラワ地区インフラ開発計画（フェーズ１）/2013.6
（L）ヤンゴン都市圏上水整備事業 /2014.9
〈全域または複合地域〉
（P）資金・証券決済システム近代化プロジェクト /2014.2-2020.8
［ネピドー、
ヤンゴン、
マンダレー］
（P）初等教育カリキュラム改訂プロジェクト /2014.5-2021.3
（P）保健システム強化プロジェクト /2014.10-2018.11［ネピドーおよび全国］
（P）医学教育強化プロジェクト /2015.4-2019.9
（P）郵便サービス能力向上プロジェクト /2016.6-2019.6［ヤンゴン、ネピドー、マ
ンダレー］
（P）イネ保証種子流通促進プロジェクト /2017.10-2023.4
（P）農村地域基礎保健サービス強化プロジェクト /2019.2-2024.1
（P）ミャンマー日本人材開発センタープロジェクトフェーズ II/2018.4-2023.3
（P）TVET の質的向上プロジェクト /2018.7-2022.7
（P）国家技能標準（NSS）開発支援プロジェクト /2018.8-2021.8
（P）メディカルエンジニア育成体制強化プロジェクト /2018.5-2023.4
（P*）鉄道車両維持管理・サービス向上プロジェクト /2017.6-2021.6［ネピドー、ヤ
ンゴン、インセイン、ミンゲ、ピンマナ他］

〈ネピドー、ヤンゴン〉
（P）MRTV 能力強化プロジェクト /2016.5-2020.5
（P）産業振興機能強化プロジェクト /2016.2-2019.2
（P）保険セクター育成プロジェクト /2018.4-2019.12

〈ヤンゴン、バゴー地域〉
（P）ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プ
ラットフォームの構築プロジェクト /2015.4-2020.4
（L）全国基幹送変電設備整備事業フェーズⅡ /2015.10
（L）ヤ ンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ１（Ⅰ）
/2014.9
（L）ヤ ンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ１（Ⅱ）
/2017.3
〈バゴー地域、カレン州〉
（P）マラリア対策（排除）モデル構築プロジェクト
/2016.3-2020.3

（L）ティラワ地区インフラ開発事業フェーズ２/2014.9
（L）ヤンゴン配電網改善事業（フェーズ１）/2015.6
（L）ティラワ地区インフラ開発事業（フェーズ１）（第二期）/2015.6
（L）ヤンゴン環状鉄道改修事業 /2015.10
（L）バゴー橋建設事業 /2016.9
（L）ヤンゴン都市圏上水整備事業（フェーズ２）（第一期）/2017.3
（G）口蹄疫対策改善計画 /2016.6
（G）マグウェイ総合病院整備計画 /2017.4
（G）ミャンマーラジオテレビ局放送機材拡充計画 /2017.3
（G）ヤンゴン新専門病院建設計画 /2018.3
（L）貧困削減地方開発事業（フェーズ１）/2013.6
（L）通信網改善事業 /2015.3［ヤンゴン、ネピドー、マンダレー］
（L）中小企業金融強化事業 /2015.6
（L）貧困削減地方開発事業（フェーズ２）/2017.3
（L）農業・農村開発ツーステップローン事業 /2017.3
（L）地方主要都市配電網改善事業 /2017.3
（L）中小企業金融強化事業（フェーズ２）/2018.3
（L）住宅金融拡充事業 /2018.3
（G）鉄道中央監視システム及び保安機材整備計画 /2014.3［ヤンゴン地域、バゴー地
域、マンダレー地域］
（G）少数民族地域及びヤンゴンにおける貧困層コミュニティ緊急支援計画 (UN 連携 /
UN-Habitat 実施 )（コミュニティ開発支援無償）/2015.3［カチン州、シャン州、
ヤンゴン市］
（G）洪水及び地滑り被害地における学校復旧計画 /2015.12
（G）金融市場インフラ整備計画 /2018.8［ネーピードー、ヤンゴン、マンダレー］
（G）人材育成奨学計画 /2015.6/2016.6/2017.6/2018.6

技協：実施中案件（R/D 締結済み案件を含む）。期間は R/D 協力開始～終了予定。個別案件は除く。* は円借款 / 海外投融資附帯プロジェクト
開調技：実施中案件。期間は本格調査開始～ F/R 予定
有償：実施中案件（L/A 締結済み案件を含む）。日にちは L/A 調印日
無償：実施中案件。日にちは G/A または E/N 締結日

