
1. JICA 地球環境部

No. 調査名
完了

年度
分野 調査概要

1 

ミャンマー

乾燥地共有

林研修・普

及計画プロ

ジェクト

2006

自然環

境保全-

持続的

自然資

源利用

【目標】乾燥地の全ての森林局ﾀｳﾝｼｯﾌﾟ事務所が、共有林令に

基づく参加型森林管理を推進する実務的能力を獲得する。

【成果】①共有林令に基づいた参加型森林管理の普及計画の

策定、②普及担当職員による参加型森林管理の重要性理解、

知識・手法の取得、③普及担当職員への研修の一環として、

乾燥地の村落において参加型森林管理の普及活動を実践、④

参加型森林管理の普及を定期的にモニタリング、⑤乾燥地緑

化局との連携強化。

2 

中央乾燥地

村落給水技

術プロジェ

クト

2009

水資

源・防災

-地方給

水

【目標】中央乾燥地において、水供給施設の建設、修繕、維

持管理にかかる能力が強化される。

【成果】①村落給水施設の建設にかかる先進技術の習得、②

深井戸の修繕にかかる先進技術の習得、③水供給施設の維持

管理にかかる先進技術の習得。

3 

サイクロン

予警報業務

改善アドバ

イザー

2011
水資

源・防災

-気象 

【目標】ミャンマー気象水文局（DMH）におけるサイクロン、

高潮予警報にかかる能力が向上し、適切な予警報情報が関係

機関へ発信されるようになる。

【成果】 ①DMH のサイクロン予報能力の向上、②DMH の

高潮予報能力の向上、③DMH によるサイクロンや高潮の早

期予警報情報の関係機関への適切な発信。

4 

中央乾燥地

村落給水用

資機材メン

テナンスワ

ークショッ

プ強化アド

バイザー

2012

水資

源・防災

-地方給

水

【目標】国境地域・少数民族開発省 開発局（DDA）が全国

を対象にした井戸関連資機材の修理・製作サービスの機能強

化。

【成果】①井戸に関連した資機材のスペアパーツ製作能力の

向上、②井戸に関連した資機材修理能力の向上、③メンテナ

ンスワークショップ運営能力の向上。

5 

エーヤーワ

ディ・デル

タ住民参加

型マングロ

ーブ総合管

理計画プロ

ジェクト

2013

自然環

境保全-

持続的

自然資

源利用

【目標】エーヤーワディ・デルタ内のプロジェクト実施地域

において、コミュニティとマングローブ林が持続的に共生す

る。

【成果】①選定されたコミュニティが環境的にも、経済的に

も持続的なコミュニティ林業（ＣＦ）の実践、②森林局の効

果的なＣＦ管理・支援体制の構築、③エーヤーワディ・デル

タのマングローブ林及び関連林の復旧と管理に関するいくつ

かの造林技術の確立、④エーヤーワディ・デルタのマングロ

ーブ林減少の根本原因に対処するための、主要セクター間の

別添1：他ドナーの支援活動



 

調整メカニズムの構築、⑤サイクロン・ナルギスの被害から

の復興促進。  

6 

防災人材育

成アドバイ

ザー 

2014

水資

源・防災

-総合防

災 

【目標】ミャンマー社会福祉・救済復興省救済復興局（RRD）

の防災対策能力が技術移転を通して向上する。  

【成果】①国家防災計画の策定、②RRD 職員に対する人材育

成計画の改善と及び人材育成に係る研修の実施、③RRD によ

る防災関連機関及び他ドナーとの活動調整・連携の強化、④①

～③の成果に係る活動を通したミャンマーでの今後の防災分

野に対する提言。  

7 

ヤンゴン市

生活用水給

水アドバイ

ザー 

2015

水資

源・防災

-都市給

水 

【目標】ヤンゴン市給水衛生局の配水管理技術が向上する。 

【成果】ヤンゴン市の水道事業の現状と課題の整理及び水道

事業改善に向けた取り組みの促進。  

8 

自然災害早

期警報シス

テム構築プ

ロジェクト 

2017

水資

源・防災

-風水害

対策(治

水） 

【目標】パイロット・プロジェクトサイトにて、自然災害の

早期警報が住民まで迅速かつ適切に伝わるシステムの改良モ

デルが確立され、他地域への展開計画が作成される。  

【成果】①自然災害早期警報の情報伝達システムの改善、②

防災関係機関の災害対応能力の中央レベル、地域・州レベル、

郡レベル、タウンシップレベルでの向上、③自然災害に対す

る住民の災害対応能力の向上、④①～③の教訓をとりまとめ

た他地域への展開計画のとりまとめ。 

9 
防災政策ア

ドバイザー 
2017

水資

源・防災

-総合防

災 

【目標】社会福祉救済・復興省救済・復興局及び同局を通じ

た NDPCC に対する助言・指導を通じて、防災政策策定の促

進及び実施体制の構築が促進され、防災行政能力が強化され

る。  

【成果】①防災法に基づく防災政策及び国家防災計画の策定、

②防災政策及び国家防災計画の実施体制の構築、③国家防災

計画等に基づくプロジェクトの優先度及び JICA の支援計画

の特定、④計画実施に必要な防災人材育成プログラムの策定。

10 

ヤンゴン市

水供給・衛

生アドバイ

ザー 

2017

水資

源・防災

-都市給

水 

2015 年 8 月開始のため詳細情報なし 

11 

ミャンマー

水環境管理

及び環境影

響評価制度

の能力向上

2018

環境管

理-水質

汚濁 

【目標】水質汚濁に係る現状の適切な把握及びデータの解釈

に基づく基礎的な水質汚濁対策策定能力を向上させることに

よって、特に工場排水による河川の水質悪化等の影響緩和に

加え、MOECAF の EIA 審査体制構築を支援することにより、

開発に伴う環境影響の問題解決のための取り組みを促進す



 

 

2. ADB  

プロジェク

ト 

る。 

【実施内容】 

① 専門家派遣による技術指導や研修 

② 水質測定等に必要な機材の供与 

【事業期間】 

2015～2018 年 

【カウンターパート】 

MOECAF 環境保全局、ヤンゴン市開発委員会、マンダレー市

開発委員会 

【進捗】 

2014 年 12 月に、JICA と MOECAF 環境保全局との間で事業

実施に係る合意文書に署名。署名者は田中雅彦 JICA ミャン

マー事務所長とネイ・エー環境保全局長。 

2015 年 5 月より支援活動開始。 

12 

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 

2020

水資

源・防災

-総合防

災 

【目標】ヤンゴン工科大学が開発を計画する一元的災害対応

システムが、産学官のプラットフォームを通じてミ国政府や

産業界に普及・採用される。 

【成果】①一元的災害対応システムの開発、②構造物の災害

低減機能確保のための技術開発、③産学官連携プラットフォ

ームの構築と安定的な運営、④①～③に必要となる人材育成

プログラム。 

13 

ヤンゴン市

開発委員会

水道事業運

営改善プロ

ジェクト 

2020

水資

源・防災

-都市給

水 

【目標】ヤンゴン市開発委員会（YCDC）の水供給管理能力

を向上させる。 

【成果】 ①YCDC の水供給管理短期計画の策定、②YCDC

の無収水削減管理担当スタッフの能力向上、 ③YCDC の水質

管理担当スタッフの能力向上。 

No. 調査名 
実施 

機関 

完了 

年度 
調査概要 

1 

Support for 

Sanitary and 

Phytosanitary 

Arrangements 

Development 

ADB 2015 

 

【目的】衛生植物検疫協定開発支援 

【実施内容】専門家(SPS 政策、植物検疫、動

物衛生)の派遣。 

2 
Skills 

Development 

ADB 2016 

 

【目的】包括的な経済成長と貧困撲滅対策と

しての職業能力の向上。 



 

 

3. GIZ 

for Inclusive 

Growth 

【実施内容】科学技術省と産業省と連携し、

職業訓練を行う。 

3 

Mandalay 

City Urban 

Services 

Improvement 

Project 

ADB 2016 【目的】マンダレー市の都市環境と公衆衛生

の改善 

【実施内容】排水管理、洪水対策、関係組織

の能力強化、水供給システムの改善。 

4 

Environmental 

Safeguard 

Institutional 

Strengthening 

ADB 2017 

 

【目的】環境保全局の能力強化 

【実施内容】環境保全技術、環境品質管理、

MRV などに関するキャパシティビルディン

グ。 

【事業期間】 

2015 年～ 2017 年 

【カウンターパート】MOECAF 環境保全局 

【進捗】 

2014 年 12 月にミャンマー政府により案件が

承認された。 

5 

Yangon Urban 

Renewal and 

District 

Cooling 

Project 

ADB 未実施 

 ( 2014 年 6 月に承認)

【目的】ヤンゴン市における冷房システムの

効率化と更新。 

No. 調査名 
実施 

機関 

完了

年度
調査概要 

1 

Support to Myanmar 

Police Force (MPF) 

GIZ 2015 【目的】 ミャンマー国家警察キャパシティビルディン

グ。警察の教義、法的枠組みの改革、議会や市民に対

する国家警察のあり方の向上。 

【実施内容】①ヤンゴンにおけるコミュニティポリシ

ングモデル実装実証実験の実施、②ヤンゴン市の警察、

市民、市民社会組織との間に意義のある協力を目的と

したマルチパートナーシップ行動計画の策定を支援。 

2 

Cities – environment 

– transport in the 

ASEAN region 

GIZ 2015 【目的】環境・気候変動問題に関する ASEAN 地域の

国・地方レベルでの人材・法・組織のキャパシティビ

ルディング。 

【実施内容】中小規模の都市における①環境汚染・GHG

削減支援、②大気汚染対策支援、③陸上交通機関のエ



 

ネルギー効率向上支援。 

【事業期間】 

2013～2015 年 

【成果】 

<ヤンゴン市> 

・ヤンゴン市における 5 年間に渡る大気品質モニタリ

ング支援及びモニタリングポイントの提案。 

<ミャンマー国全体> 

・大気品質管理に関するワークショップの実施。 

・既存の大気品質に関する法規制の更なる改善に関す

るワークショップの実施。 

3 

ASEAN Centre for 

Biodiversity; 

Biodiversity and 

Climate Change 

Project 

GIZ 2015 【目的】ASEAN 加盟国に対する生物多様性、気候変動

対策政策及び戦略に関するアドバイス。 

【実施内容】ASEAN 生物多様性センターと、各国の

ASEAN 事務局、ASEAN ワーキンググループ、及び環

境省に対する支援 (補助金、融資、実証実験、ワークシ

ョップ、戦略開発支援など) 。 

【事業期間】 

2010～2015 年 

4 

City Development 

Initiative in Asia 

(CDIA) III 

GIZ 2015 【目的】アジアの都市開発に関する開発金融機関の連

携強化を通じ、より効果的な援助の実施 

【実施内容】新興ドナーとのパートナーシップ強化を

図ると共に、被援助国政府、他の援助機関、NGO、民

間企業などと協力した持続可能な都市開発支援。 

5 

Improving 

Landmanagement in 

the Mekong Region 

GIZ 2015 【目的】カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム

における少数民族を中心とした小規模農業家の農地、

森林、漁場などへの公平なアクセス確保 

【実施内容】カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベト

ナムにおける、農村部の小規模農家(女性及び少数民族

をメイン対象とした)支援。 

6 

Support to ASEAN 

Supreme Audit 

Institutions (ASEAN 

SAI) II 

GIZ 2015 【目的】ASEAN 最高会計検査機関支援 

【実施内容】ASEAN 加盟国間における会計検査機関の

能力格差を埋めるための支援。 

※フェーズ I は 2015 に終了。 

7 

Banking and 

Financial Systems 

Development 

GIZ 2016 【目的】ミャンマー政府系銀行に対する国内中小企業

支援制度構築支援。 

【実施内容】①政府系銀行のキャパシティビルディン

グ、②中小企業のニーズに沿った金融商品開発支援。 



 

8 

Strengthening the 

Vocational Training 

System  

GIZ 2016 【目的】ミャンマーにおける持続的経済開発 

【実施内容】①ミャンマーにおける職業訓練校の導入

支援、②労働市場のニーズに沿った職業訓練戦略の開

発。 

9 

Sustainable Port 

Development in the 

ASEAN Region 

GIZ 2016 【目的】ASEAN 地域における持続可能な港湾開発 

【実施内容】ASEAN 事務局と各加盟国代表と共に、タ

イ、ミャンマー、カンボジア、マレーシア、インドネ

シア、ベトナム、フィリピンにて 12 つの港及び管理当

局を選び、安全や環境マネジメント改善支援を実施。 

10 

Adaptation of 

agricultural value 

chains at the climate 

change in Shan State 

GIZ 2017 【目的】ミャンマー・シャン州における気候変動関連

リスクに対する農業バリューチェーン適応計画 

【実施内容】商工業局と協力し、次を実施する。①ミ

ャンマー国シャン州農業分野の適応策の計画、②農産

物生産者に対する高品質の気象・気候データの提供、

③コミュニティレベル及び地区レベルによる気候変動

リスクに関するトラッキング。 

11 

Capacity 

Development for 

Private Sector 

Development 

GIZ 2017 【目的】①ミャンマー政府への中小企業支援政策提言、

②EU よりの事業資金支援活用推進 

【実施内容】中小企業支援センター(全 16 ヶ所)の設立

及びミャンマー工業省中小企業開発中央局による中小

企業支援 

12 

Competition Policy 

and Law in ASEAN 

GIZ 2017 【目的】アセアン加盟国の競争法(独占禁止法)的枠組み

条件と機関の確立と改善 

【実施内容】アセアン加盟国の競争政策に係る法的枠

組みに関する助言。 

13 

Support to the 

Initiative for 

ASEAN Integration 

(IAI) within the 

Framework of the 

ASEAN Single 

Market 

GIZ 2017 【目的】ASEAN における開発ギャップと、加盟国の内

格差の是正。 

【実施内容】①ASEAN 統合イニシアチブの IAI 作業部

会の作業部会を組織し政策提案、②同イニシアチブ開

発協力フォーラムの組織及び政策提案。 

14 

Standards in the 

Southeast Asian 

Food Trade 

GIZ 2017 【目的】ASEAN の食品貿易基準の制定 

【実施内容】①ASEAN 地域既存の農業生産工程管理に

関する ASEAN の専門家作業部会の支援、②食品基準の

監視システム向上支援。 



 

 

15 

Stabilising 

agricultural 

livelihoods to 

promote food 

security in Shan 

State. 

GIZ 2018 【目的】ミャンマー国シャン州における小規模農家に

よる食物生産事情の改善。 

【実施内容】①農産物生産環境の改善と安定化、②食

料安全保障のための適切な基準の作成と普及促進、③

余剰生産品を販売し、収入に繋げるためのシステム作

り。 

16 

Institutional 

Strengthening of the 

Biodiversity Sector 

in ASEAN 

GIZ 2019 【目的】ASEAN 加盟国における生物多様性の保護。 

【実施内容】生物多様性の保護、自然保護地域に隣接

する領域の地元住民の生活改善など。 

17 

Support of economic 

cooperation in 

subregional 

initiatives in Asia 

GIZ 2019 【目的】中国との経済協力強化 

【実施内容】①地域経済協力のために必要な構造条件

の改善支援、②関連機関の実施能力の強化支援 等 


