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案件リスト　Program List

案件リスト
Program List

1．教育  Education

1684350 職業訓練の運営・管理と質的強化 1

1684362 職業能力開発行政 2

1684363 産業技術教育 3

1684364 アフリカ地域　実践的電気・電子技術者育成　－教育と現場技術の格差解消を目指して－ 4

1684000 中西部アフリカ地域幼児教育 5

1684161 中東地域における幼児教育 6

1684253 初等理数科教授法 7

1684266 学校体育 8

1684275 小学校理科教育の質的向上（「教えと学び」の現場教育） 9

1684279 大洋州地域における算数・数学教育教授法改善指導者養成 10

1684281 英語圏サブサハラアフリカ理科授業評価改善 11

1684282 授業研究による教育の質的向上 12

1684303 仏語圏アフリカ　理数科分野における教授法改善指導者養成 13

1684320 サブサハラアフリカ地域　地方教育強化 14

1684333 サブサハラ・アフリカ・初等理数科教授法の改善と学力評価法 15

1684338 アフリカ地域　教師教育　（基礎教育分野） 16

1684397 中東における基礎教育拡充のための教育行財政と学校運営の改善 17

1684342 中等教育課程における数学教育の質の向上 18

1684345 ノンフォーマル教育拡充 19

1684344 障がいのある子どものための授業づくり 20

1684366 "子どもの学びを保障する"へき地教育の振興―MDGs/EFAの達成に向けて 21

1684374 基礎教育における格差対策のための教育行政強化 22

1684379 教育行財政‐　基礎教育の質、内部効率性、格差に焦点をあて‐ 23

1684395 教育政策策定及び効果の分析に係る能力開発 24

1684396 アフリカ地域（英語圏）INSET運営管理 25

1684348 教員養成課程における方法と技術 26

1684398 インクルーシブ教育/特別支援教育の推進 27

1684399 学習効果向上に向けた総合的取組 28

2．保健医療  Health

1684437 公衆衛生活動による母子保健強化(スペイン語） 29

1684439 妊産婦の健康改善 30

1684440 母子栄養改善 31

1684444 公衆衛生活動による母子保健強化 32

1684450 アフリカ仏語圏地域　妊産婦の健康改善（行政官対象） 33

1684454 安全な出産のための助産師研修 34

1684455 周産期・新生児保健医療 35

1684400 病院経営 36

1684405 安全な輸血確保による感染症予防 37

母子保健・リプロダクティブヘルス  Maternal and Child Health/Reproductive Health

保健医療システム  Health System

職業訓練・産業技術教育  Technical and Vocational Education and Training

乳幼児ケアと就学前教育  Early Childhood Development

初等教育  Primary Education

教育行政  Education Administration

その他教育  Other Education Issues

前期中等教育 Lower Secondary Education

ノンフォーマル教育  Nonformal Education
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1684406 保健人材開発―地方村落における地域保健― 38

1684407 医療機材管理・保守 39

1684411 保健衛生政策向上-日本の経験・歴史・成果と課題の共有 40

1684412 地域保健システム強化による感染症対策 41

1684414 グローバル保健医療政策担当者の政策立案能力強化 42

1684415 適正な医薬品の供給・品質管理・使用に向けた薬事行政及び薬剤師の役割 43

1684416 保健衛生管理 44

1684417 アフリカ地域 地域保健担当官のための保健行政 45

1684420 看護管理（アジア・大洋州地域） 46

1684422 エビデンスに基づく公衆衛生計画立案 47

1684424 カイゼンを通じた保健医療サービスの質向上 48

1684527 ユニバーサルヘルスカバレッジ達成のための医療保障制度強化 49

1684426 サーベイランスを含むHIV対策のための検査技術・実験室マネジメント 50

1684427 HIV/エイズ予防および対策～MDG6達成にむけて～ 51

1684428 UHC時代における結核制圧 52

1684429 UHC時代の結核検査マネージメント強化－世界的脅威の疾患対策への応用－ 53

1684430 ポリオ及び麻疹・風疹を含むワクチン予防可能疾患の世界的制御のための実験室診断技術 54

1684431 包括的なウイルス肝炎対策 55

1684432 感染症対策のための臨床検査技術の改善－感染症の適切な診断のために－ 56

1684434 院内感染管理指導者養成 57

1684436 感染症対策行政 58

1684419    中南米災害医療マネージメント 59

1684456 学校保健 60

1684457 食品安全行政 61

1684458 アジア・大洋州島嶼地域 生活習慣病対策から学ぶ地域保健強化 62

1684460 生活習慣病予防対策 63

3．水資源・防災  Water Resources/Disaster Management

1684461 総合水資源管理 64

1684463 島嶼における水資源管理・水道事業運営 65

1684464 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策） 66

1684468 都市上水道維持管理（浄水・水質） 67

1684470 都市上水道維持管理（給・配水）　 68

1684472 水道管理行政及び水道事業経営 69

1684474 上水道施設技術総合 70

1684476 アフリカ地域都市上水道技術者養成 71

1684477 アフリカ地域　村落飲料水管理 72

1684478 洪水防災 73

1684479 統合洪水解析システム(IFAS)を活用した洪水対応能力向上 74

1684836 戦略的な水文観測技術の活用 75

1684838 水災害被害の軽減に向けた対策 76

1684481 土砂災害防止マネージメント（豪雨、地震、火山噴火起因） 77

結核  Tuberculosis

その他保健医療  Other Health Issues

予防接種  Immunization

土砂災害対策  Soil and Water Disaster

その他感染症  Other infectious diseases

総合的水資源管理  Disaster Management/Comprehensive Water Resources Management

都市給水  Disaster Management/Urban Water Supply

地方給水  Disaster Management/Rural Water Supply

風水害対策（治水）  Disaster Management/Wind and Flood Disaster(Flood Control)

HIV/AIDS HIV/AIDS
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1684482 地震学・耐震工学・津波防災 78

1684483 中南米　建物耐震技術の向上・普及 79

1684484 気象業務能力向上 80

1684485 災害に強いまちづくり戦略 81

1684486 アフリカ地域総合災害対策 82

1684487 防災意識の啓発・向上 83

1684489 防災主流化の促進 84

1684490 インフラ(河川・道路・港湾）における災害対策 85

1684492    救急救助技術 86

1684493 消防・防災 87

1684494 総合防災行政 88

1684496 中央アジア・コーカサス総合防災行政 89

1684497 中米防災対策 90

1684498 コミュニティ防災 91

1684500 中南米地域　火山防災能力強化 92

1684837   学校を中心とした防災能力向上 93

4．ガバナンス  Governance

1684513 汚職対策（刑事司法） 94

1684514 犯罪者処遇（矯正保護） 95

1684515 刑事司法（捜査、訴追、裁判及び国際協力） 96

1684516 犯罪防止及び刑事司法（高官セミナー） 97

1684620 競争法・政策－投資を促進するための基盤づくり－ 98

1684511 インクルーシブな成長のための政策を支援するモニタリング指標の作成及び統計分析 99

1684512 ポスト2015開発指標のモニタリングに係る統計の作成能力の向上 100

1684857 公的統計システム近代化のためのICTイノベーション適用 101

1684501 上級国家行政 102

1684502 上級人事管理 103

1684503 公共工事政府会計検査 104

1684504 人事行政 105

1684505 参加型地域社会開発 (PLSD) 106

1684506 住民主体のコミュニティ開発 107

1684507 地方自治 108

1684508 地方自治体行政強化（参加型地域開発） 109

1684509 参加型地域開発のための地方行政強化 110

1684517 地域警察 111

1684518 サイバー犯罪対処能力向上 112

1684519 薬物犯罪取締 113

1684520 国際テロ対策 114

1684521 警察幹部組織運営 115

1684522 国際捜査 116

1684523 議会運営・選挙管理 117

公共安全  Public Safety

地方行政  Local Governance

民主制度  Democratic Institutions

地震災害対策  Disaster Management/Earthquake Disaster

気象  Disaster Management/Meteorology

総合防災  Disaster Management/Comprehensive Disaster Management

法・司法  Legal and Judicial Development

統計 Statistics

その他水資源・防災 Other Water Resources/Disaster Management Issues

行政基盤  Administrative Institutions
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5．平和構築  Peace-building

1684524 紛争影響国におけるガバナンス能力強化 118

1684525 平和教育-相互理解の促進をとおして- 119

1684526 紛争解決と共生社会づくりのための実践的参加型コミュニティ開発手法 120

6．社会保障  Social Security

1684529 地域に根ざしたインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計 121

1684532 障害者リーダーシップ育成とネットワーキング 122

1684534 地域活動としての知的・発達障害者支援 123

1684536 アフリカ地域　障害者の自立生活とメインストリーミング 124

1684826 スポーツを通じた障害者の社会参加の促進 125

1684827 共生社会実現のためのアクセシビリティの改善　-バリアフリー化の推進- 126

1684528 アジア地域における高齢化への政策強化－高齢化社会の課題と対応－ 127

1684537 労働安全衛生政策向上－制度構築から具体的対策まで－ 128

7．運輸交通  Transportation

1684538 道路維持管理 129

1684543 海上保安政策プログラム 130

1684544 海上犯罪取締り 131

1684546 空港の建設、運営・維持管理計画策定 132

1684547 橋梁総合 133

1684548 道路行政 134

1684549 船舶安全 135

1684550 港湾物流効率化（アフリカ地域） 136

1684821 交通警察行政 137

1684551 航空保安セミナー 138

1684552 海図作成技術　-航行安全・防災のために-（国際認定資格Ｂ級） 139

1684553 高性能・高効率な飛行方式の設計 140

1684554 港湾保安能力向上 141

1684545 ITS（高度道路交通システム）実務 142

1684555 橋梁維持管理 143

1684557 高速道路整備、運営、維持管理 144

1684558 都市内道路整備 145

1684560 環境的に持続可能な都市交通計画 146

1684561 都市鉄道の運営 147

1684823 都市公共交通システムの共通化によるASEAN地域の連結性強化 148

1684563 社会基盤整備における事業管理 149

1684564 建設機械整備及び建設施工技術 150

1684565 海上保安実務者のための救難・環境防災コース 151

1684566 港湾開発・計画（港湾技術者のための） 152

1684567 港湾戦略運営 153

運輸交通行政  Capacity Development for Transport Sector

ガバナンス  Governance

その他平和構築  Other Peace-building Issues

障害者支援  Support for Persons with Disabilities

社会保険・社会福祉  Social Insurance/Social Welfare

労働・雇用関係  Labour and Employment

国際交通  International/Inter-regional Transportation

全国交通  National Transportation

都市交通  Urban Transportation

その他運輸交通  Other Transportation Issues
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1684568 アジア地域における物流システムの発展 154

8．情報通信技術  Information and Communication Technology

1684572 ICT案件形成能力向上 155

1684573 行政サービス改善のためのICT利活用 156

1684578 国際標準を活用したICT政策の推進能力向上～途上国の状況に応じたICTインフラ整備による課題解決～ 157

1684579 情報セキュリティ政策能力向上 158

1684860 サイバー攻撃防御演習 159

1684581 地上デジタルTV放送技術 160

1684582 地上デジタルテレビ放送の番組制作 161

9．資源・エネルギー  Natural Resources and Energy

1684584 エネルギー政策 162

1684586 高効率クリーン火力発電の推進 163

1684588 ガスタービン・石炭火力発電のメンテナンス技術向上 164

1684590 配電網整備 165

1684591 系統運用事業者幹部職員研修 166

1684592 水力開発の促進 167

1684593 電力系統技術 168

1684850 先進天然ガス利用技術 169

1684594 省エネ技術と技術普及のための行政の取り組み 170

1684595 民生部門の省エネルギー技術 171

1684597 省エネルギー政策立案 172

1684601 バイオマスの活用による持続可能な地域開発 173

1684602 マイクログリッドにおける再生可能エネルギー導入のための計画担当者研修 174

1684603 再生可能エネルギー導入計画　‐太陽光発電を例として‐ 175

1684851 地熱資源エンジニア 176

1684852 掘削マネージメント 177

1684853 地熱エグゼクティブプログラム 178

1684606 ASEAN鉱物資源データベース運用能力向上 179

1684607 鉱物資源開発行政 180

1684608 アフリカ地域 資源探査のための地質情報マネジメント 181

10．経済政策  Economic Policy

1684609 中央アジア・コーカサス地域　税関行政 182

1684610 アセアン地域債券市場整備（Ⅱ） 183

1684611 南部アフリカ地域開発金融機関のためのプロジェクトバリューチェーンの強化 184

1684612 アジア地域証券取引所整備 185

1684614 NIS地域金融システム安定化政策及び中小企業育成支援策 186

1684855 金融規制監督 187

1684856 金融政策・中央銀行業務 188

1684615 税関行政 189

情報通信技術  Information and Communication Technology

放送  Broadcasting

省エネルギー  Energy Conservation

財政（歳出・公共支出管理） Public Finance (expenditure/public expenditure management )

エネルギー供給  Energy Supply

鉱業　Mining 

再生可能エネルギー  Renewable Energy

金融  Financial System

市場経済化  Transition to Market Economy

財政（歳入）  Public Finance (revenue)
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1684854 公共財政管理・公的債務管理エクゼクティブ・プログラム 190

1684617 アジア国際課税 191

1684618 国際税務行政（一般） 192

1684619 国際税務行政（上級） 193

11．民間セクター開発  Private Sector Development

1684621 クラスター・アプローチによる地域産業振興 194

1684622 中小企業振興政策 195

1684627 産業振興のためのビジネス開発サービス（BDS）強化 196

1684630 品質・生産性向上(カイゼン）を通した中小企業支援能力強化 197

1684633 生産性向上のための実践的経営管理 198

1684634 中小企業振興のための経営強化・金融支援 199

1684636 アフリカ地域　人材育成に主眼を置いた生産性向上活動 200

1684637 CIS諸国、モンゴル向けアグリビジネス経営管理 201

1684639 中南米地域中小企業・地場産業活性化 202

1684641 中央アジアビジネス実務研修 203

1684645 アフリカ地域　起業家育成・中小零細企業活性化 204

1684670 直接投資を促すための知財制度整備に向けて 205

1684849 電気電子製品の貿易促進 -安全性評価基準の策定と検査能力の向上支援 206

1684648 先進国市場を対象にした輸出振興／マーケティング戦略 207

1684652 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント 208

1684655 投資環境法整備 209

1684658 コーヒー生産者輸出競争力強化 210

1684845 投資促進のための経済特区開発・工業団地開発 211

1684848 地域経済協力を通じたアフリカ地域のための貿易投資促進 212

1684661 官民連携による地域観光マーケティング 213

1684663 観光振興政策 214

1684664 観光人材育成研修「おもてなし」 215

1684665 観光振興とマーケティング 216

1684667 熱帯・亜熱帯におけるエコツーリズム企画・運営 217

1684668 中南米地域　持続可能な地域観光開発 218

1684669 島嶼観光持続性強化 219

1684847 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興 220

1684671 地域資源を活用した商品ブランディング・マーケティング 221

1684673 地方開発のためのコミュニティ・ベースド・アントレプレナーシップ 222

1684844 日本的モノづくり現場のノウハウ－生産性向上と設備管理－ 223

1684846 地域の特色を活かした産業振興 224

12．農業開発・農村開発  Agricultural/Rural Development

1684679 農業統計の企画・設計 225

1684680 農業政策企画 226

1684681 合理的・持続的な農地利用の促進 227

1684682 農産物の安全管理体制強化 228

1684683 高品質種子の供給のための植物品種保護制度及び種子の品質管理制度 229

1684684 農業普及企画管理者 230

その他経済政策  Other Economic Policy Issues

中小企業育成・裾野産業育成  Small and Medium Enterprises/Supporting Industries Promotion

産業基盤制度  Industrial Development Institution

貿易・投資促進  Trade and Investment

観光  Tourism

その他民間セクター開発  Other Private Sector Development Issues

農業政策・制度  Rural Development/Agricultural Policy and System
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1684685 サブサハラアフリカ地域・稲作開発振興 231

1684687 灌漑施設の維持・運営管理 232

1684690 アフリカ地域　市場志向型農業振興(普及員） 233

1684691 アフリカ地域　稲作振興のための中核的農学研究者の育成 234

1684692 小規模農家用農機具開発・改良 235

1684693 農業情報活用のためのICT技術向上 236

1684695 農民主導による普及手法 ～農民の自主性を高めるカリキュラム開発～ 237

1684697 稲作技術向上 238

1684698 持続的農業生産と環境保全のための土壌診断技術 239

1684699 畑地帯における農業基盤整備事業のための計画・設計・施工管理・維持管理・運営 240

1684700 アフリカ地域市場志向型農業振興（行政官） 241

1684703 ラテンアメリカ地域　持続可能な環境保全型農業普及手法 242

1684704 陸稲栽培・種子生産及び品種選定技術 243

1684705 中央アジア地域農民組織強化 244

1684706 アフリカ地域　稲作収穫後処理 245

1684707 農民主体型用水管理システム 246

1684712 小農の生計向上のための野菜生産技術 247

1684714 農業地域における経営力、マーケティング強化による地場産業振興 248

1684717 農村女性能力向上 249

1684718 統合的水管理に基づくかんがい排水技術 250

1684719 中南米地域　生活改善アプローチを通じた持続的農村開発 251

1684720 農村開発のためのアグリビジネス振興 252

1684841 バリューチェーンの整備を通じた農村振興（農畜産物の付加価値向上） 253

1684689 畜産開発計画担当行政官を対象とした政策立案実施管理能力の向上 254

1684694 乳肉卵の衛生管理・品質管理の向上を通じた地域産業の振興 255

1684716 地域資源に基づいた乳肉生産のための牛の飼養管理 256

1684722 農民参加による農業農村開発 257

1684724 ミバエ類温度処理殺虫技術 258

1684725 獣医技術研究 259

1684726 乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理 260

1684727 農業協同組合の組織化推進と事業運営能力の向上 261

1684729 中央アジア・コーカサス地域 灌漑水管理 262

13．自然環境保全  Nature Conservation

1684730 認証制度やブランド化を通じた森林資源の総合利用による地域振興 263

1684732 森林リモートセンシング 264

1684735 保護地域の協働管理を通じた持続的な自然資源管理 265

1684738 地域住民の参加による持続的な森林管理 266

1684741 コンゴ河流域諸国を中心とした仏語圏アフリカ諸国　森林資源モニタリング 267

1684831 自然環境行政官向けのエコツーリズム 268

1684740 統合的流域（河川・湖沼・沿岸域等）管理による水資源の持続可能な利用と保全 269

1684743 生物多様性保全のための環境教育技能向上 270

1684744 生物多様性保全のためのGIS・リモートセンシングを利用した情報システム及び住民参加型保全 271

1684745 持続可能な自然資源管理による生物多様性保全と地域振興-SATOYAMAイニシアティブの推進 272

1684746 地域振興に寄与する持続可能な湿地資源の利用法 273

1684828 自然災害に対する森林の防災機能など生態系を活用した防災・減災（ECO-DRR）機能強化のための能力向上 274

1684829 保護地域協働管理を通じた脆弱な沿岸・海洋生態系保全 275

農村開発 Rural Development

その他農業開発・農村開発  Rural Development/Other Agricultural/Rural Development Issues

持続的自然資源利用  Sustainable Use of Natural Resources

生物多様性保全  Conservation of Biodiversity

農業開発  Rural Development/Agricultural Development
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案件リスト　Program List

1684830 保護地域協働管理を通じた生態系保全 276

1684747 持続的森林管理及びREDD＋に向けた国家森林モニタリングシステム整備のための人材育成 277

1684748 気候変動に対する順応的流域管理（適応策）「洪水対策と生態系保全」 278

14．水産  Fisheries

1684842 水産冷凍機器の保守管理 279

1684749 水産資源の持続的利用とバリューチェーン開発 280

1684750 地域水産業の持続的発展に寄与する行政官の実践的能力開発 281

1684751 事例から学ぶ沿岸水産資源の共同管理の実践 282

1684754 資源管理のための漁民組織能力強化支援 283

1684755 漁業コミュニティ開発計画 284

1684758 ジェンダーの視点に立った漁村開発（水産起業支援） 285

1684759 島嶼国における水産業多様化と資源の持続的利用 286

15．ジェンダーと開発  Gender and Development

1684760 日アフリカ・ビジネスウーマン交流セミナー 287

1684761 行政官のためのジェンダー主流化政策 288

1684762 アセアン諸国における人身取引対策協力促進 289

1684839 ジェンダーと多様性からの災害リスク削減 290

16．都市開発・地域開発  Urban/Regional Development

1684763 持続的な都市開発のための都市経営 291

1684766 都市開発のための土地区画整理手法 292

1684767 都市計画総合 293

1684768 住宅・住環境の改善と防災 294

1684861 持続可能な都市形成に向けた都市間連携プラットフォーム 295

1684769 地域開発計画管理 296

1684770 博物館とコミュニティ開発 297

1684772 国家基準点管理の効率化と利活用 298

1684773 国家測量事業計画・管理 299

1684774 公共事業における市民参加、合意形成及び住民移転 300

1684776 建築防災（地震、津波、火災、台風等に対して） 301

1684777 総合都市交通計画 302

1684778 都市公共交通 303

1684780 国土・地域開発政策 304

17. 貧困削減 Poverty Reduction

1684739 持続可能な森林経営のための政策立案能力の強化 305

18．環境管理  Environmental Management

1684789 大気環境管理に向けたキャパシティビルディング 306

貧困削減 Poverty Reduction

その他都市開発・地域開発  Regional Development/Other Urban and Regional Development Issues

水産資源管理  Fisheries Resource Management

大気汚染・酸性雨  Air Pollution/Acid Rain

ジェンダーと開発  Gender and Development

その他自然環境保全  Other Nature Conservation Issues

漁村開発  Rural Development in Fisheries

都市開発  Regional Development/Urban Development

地理情報  Regional Development/Geographical Information

地域開発  Regional Development/Regional Development

水産行政 Fisheries Administration
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案件リスト　Program List

1684834 自動車大気汚染対策 307

1684790 下水道システム維持管理 308

1684793 水環境行政 309

1684794 排水処理技術 310

1684795 下水道・都市排水マネージメント 311

1684815 リサイクル制度設計 312

1684798 廃棄物管理能力向上（応用、計画・政策編） 313

1684801 廃棄物管理技術（応用、技術編） 314

1684803 島嶼地域における持続可能なリサイクル事業運営 315

1684805 総合的な廃棄物管理（全般） 316

1684810 コンポスト事業運営 317

1684812 準好気性埋立（福岡方式）処分場の設計・維持管理 318

1684813 廃棄物管理技術（基本、技術編） 319

1684814 カリコム諸国における持続可能な廃棄物管理 320

1684833 廃棄物に関するデータの収集・分析と情報の発信 321

1684816 気候変動への適応 322

1684781 産業環境対策 323

1684782 ASEAN化学物質管理 324

1684783 水銀に関する水俣条約批准に向けた能力強化 325

1684785 島嶼水環境の保全と管理 326

1684786 ODAにおける環境影響評価（持続可能な開発のための環境アセスメント研修） 327

1684820 円借款事業における環境社会配慮実務 328

1684832 災害リスク管理に配慮したアセットマネジメントシステムを活用した下水道資産管理 329

一般廃棄物  Urban Solid Wastes

その他環境管理 Other Environmental Management Issues

水質汚濁  Water Pollution

産業廃棄物  Industrial Solid Wastes

地球温暖化　Global Warming

環境行政一般  Environmental Administration
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(A)2016/06/13-2016/07/29
  (英語：横浜)
(B)2016/09/05-2016/10/07
  (仏語：横浜)
(C)2016/10/02-2016/11/05
 (西語：九州)

英語によるコースのほか、仏
語及び西語コースを設定する
。

【事前活動】

自国の職業訓練の現状及び自分が所属する職業訓練施設についてのジョブレポート作成。

【本邦研修】

次の内容の講義、演習、討論、視察を行う。

（１）日本の職業訓練体系、現状、特長、課題

（２）官民連携の展開及び手法

（３）PDCAサイクルによる訓練コースの設計・運営・管理・評価

（４）職業訓練施設（公共・民間）の運営・管理（管理者）。カリキュラム開発及び効果的な
職業訓練指導の進め方（指導員）。

（５）アクションプランの作成・発表・討議

【事後活動】

アクションプランの組織内承認

45受入可能上限数：

厚生労働省

英語/仏語/西語

JICA横浜/JICA九州

調整中

【目標】
参加者が我が国の職業訓練施設の現状や課題及びその改善のための取組みを理解し、職業訓練
施設の運営・管理のノウハウ或いは職業訓練コースの運営・管理手法等を習得するとともに、
自施設の問題点・課題等を洗い出し、その解決・改善向けた、具体的なアクションプランを作
成する。
【成果】
1. 職業訓練施設における経済社会の変化への対応及び職業訓練の運営・管理システムについ
て理解し、説明できるようにする。

2. 公共職業訓練における官民連携の進め方について理解する。

3. PDCAサイクルによる訓練コース運営・管理手法を習得する。

4. 職業訓練施設の総合的運営・管理のあり方と活動について理解する（管理者）。カリキュ
ラム開発手法を習得する（指導員）。

5. 自施設の問題点・課題を現状分析し、解決・改善のためのアクションプランを作成する。

【対象組織】
公共職業訓練機関
【対象人材】
校長又はこれに相当する職責の者で訓練施
設勤務歴１５年以上で管理者として３年以
上の経験があり、工学系大学卒業又はこれ
に準ずるもので、本研修で使用する言語に
堪能な５０歳までのもの

又は

学科長などの管理的な立場にある職業訓練
指導員で８年以上の工業分野での指導員経
験があり、大学卒業又はこれに準ずるもの
で、本研修で使用する言語に堪能な３０歳
～４５歳までのもの

職業訓練の運営・管理と質的強化
Enhancement of Training Management in Vocational Training Institutes

職業訓練分野に関する協力プログラムがあること

開発途上国の産業界のニーズに対応した「産業人材」の育成は、経済社会発展の重要なファクターであり、所得向上・貧困削減に寄与する
ものである。開発途上国が我が国の職業訓練施設の運営・管理及び訓練コース開発手法を学び、自国の職業訓練施設の現状及び問題点を比
較検討し、自らその改善を行うことができるようにすることは、職業に直結する職業訓練の拡充及び産業人材の育成促進に大きく寄与する
。

名

2016～2018

2016/06/13 2016/07/29～

1684350

更新

人間開発部
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【事前活動】
自国の職業能力開発についてのジョブレポート作成。

【本邦研修】
次の内容の講義、演習、討論、視察を行う。
（１）日本の職業能力開発行政の概要、体系、歴史及び雇用政策との連携
（２）官民連携の展開及び手法
（３）職業訓練（公共・民間）の運営・管理
（４）人材育成・職業能力開発及び評価の運営・管理（プロセス管理）
（５）アクションプランの作成・発表・討議

【事後活動】
アクションプランの組織内承認

15受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA横浜

調整中

【目標】
参加者が我が国の職業能力開発行政の現状及び課題を理解し、職業能力開発システムの枠組み
と運用のノウハウ等を習得するとともに、自国の問題点・課題等を洗い出し、その解決方法・
よりよいシステムの構築に向けた、具体的なアクションプランを作成する。

【成果】
1. 日本の経済社会事情、職業能力開発行政の組織、政策の現状及び課題を習得する。
2. 職業能力開発分野における官民連携の展開及びその手法について理解する。
3. 人材育成・職業能力開発及び評価サイクルの運営・管理手法を習得する。
4. 自国の問題点・課題を現状分析し、職業能力開発行政の向上・改善のためのアクション

プランを作成する。

【対象組織】
職業能力開発行政機関

【対象人材】
総局長もしくは中央省庁の課長職以上の職
責にある者で職業能力開発の政策立案者と
しての経験があり、大卒相当以上で英語に
堪能な３５歳～５５歳までのもの

職業能力開発行政
Administration for Occupational Skills Development

職業訓練に関する協力プログラムがあること

途上国各国において、職業訓練は社会的・経済的に大きな役割を果たす重要な施策の一つである。本研修では、我が国の経験やノウハウを
学び、職業能力開発への取り組みの現状と課題を広く途上国の行政官に紹介する。また、参加諸国の当該分野の現状及び問題点を比較討議
し、参加国の職業能力開発行政全般の発展を目指す。

名

2016～2018

2016/11/07 2016/12/23～

1684362

更新

人間開発部
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本コースは教授法そのものを
講義するものではなく教授法
の実践トレーニングは含まれ
ていない。

【事前活動】
自国の産業技術教育についてレポートを作成する。
【教育・産業技術概論】
1. 日本の学校教育 2. 日本の教育評価 3. 日本の産業 4. 日本の科学技術教育
【産業技術教育】
1. 工業高校や高専、大学の運営 2. 学校教材 3. 技術教育（金属加工、木材加工、電気、情報
、化学、生物）
【教員養成】
教員養成システム、教員養成学校の運営
【産業技術社会】
電気機械製作所、電子機器製作所、自動車会社訪問、労働環境の安全・衛生
【アクションプラン】
アクションプラン作成

16受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA中部

中部大学

【目標】
産業技術教育のための教員養成カリキュラム及びテキストについて改善計画案を作成し、その
基本的方向性が組織内で整理される。 
【成果】
【教育と産業技術】日本の学校教育、産業技術の現状を学ぶとともに、自国の産業技術教育を
説明できる。
【産業技術教育】日本の産業技術教育の内容と方法ついて説明できる。
【教員養成】産業技術教育のための、日本の教員養成、教材の選定などについて説明できる。

【産業技術社会】日本の産業技術教育と経済発展について説明できる。
産業技術教育のための教育養成カリキュラムおよびテキストについて改善計画案を作成する。

【対象組織】
【対象組織】 教育省 職業訓練省 人材
育成省  
【対象人材】
【対象人材】 ＜職位＞産業技術教育分野
に従事する中央および地方行政官、教員養
成関係者 ＜職務経験＞当該分野で５年以
上の実務経験を有するもの ＜その他＞年
齢が２５歳から４５歳まで，十分な英語能
力を有する者，相手国政府の推薦による者

産業技術教育
Industrial Technology Education

開発途上国の産業技術教育の推進と充実をめざして，我が国が有する産業技術教育分野の取り組み手法と内容を中心に研修を実施し，各国
の課題解決のための人材育成に資する。

名

2015～2017

2016/10/01 2016/11/19～

1684363

継続

人間開発部
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【事前活動】当該分野の自国の現状及び所属組織についてレポート等作成。
【本邦研修】
1. 講義、会社見学による電機産業の歴史、職業訓練等の制度を学ぶ。日本の専門学校・公的機

関、企業での職業教育・訓練の実際を学ぶ。
2. 電気・電子関連基礎技術の習得、各種電動機の理解、電気・電子計測技術、マイコン利用

技術等の現状を理解し、実験用の機器を操作することによりその技術を修得する。
3. 電気・電子の基礎技術習得のために、指導員自ら効果的な訓練教材の作製方法を習得し、訓

練カリキュラムに沿った適切な教材の運用方法を習得する。
4. 自国、自組織における課題を抽出し、その解決策を整理し、アクションプランの作成・発表
を行う。

【事後活動】アクションプランの進捗についてのレポート作成・提出

8受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)

【目標】
本研修は電気・電子技術分野における教育を、企業現場で必要な基礎技術習得に焦点を合わせ
、職業訓練校、技術専門学校、工業高校の教師が実践的な電気・電子技術の指導能力を向上さ
せるための指導改善案を所属組織内で共有し、実施する。
【成果】
1.日本の産業人材育成と電機産業の歴史、職業訓練、企業内教育を理解し、自国の課題が整理
される。

2.電気・電子の応用技術に関する近年の製品構成方式、技術発展方向を反映した、基本要素技
術を修得する。

3.「電気制御装置及び電子回路装置」の実習作業を通して、その技術要素のスキルアップを図
り、実習の指導法と実習目的に沿った教材作成法を習得する。
4.所属組織の課題に沿った指導改善案を作成し、所属組織に提案できる。

【対象組織】
職業訓練校、高等専門学校、工業高校
【対象人材】
＜職位＞
電気・電子工学分野の指導員クラス。
＜職務経験＞
当該分野で5年以上の経験を有する者。
＜語学能力＞
英語で研修を行うに十分な英語力がある者

アフリカ地域 実践的電気・電子技術者育成 －教育と現場技術の格差解消を目指して－
Practical Human Resource Development in Electrical and Electronic Engineering for Africa -Aiming at Elimination
of Technological Gap between Education and Field Site-

アフリカ諸国

本研修は、職業訓練校、技術専門学校、工業高校の教師の質的改善に向けて、実践的な指導能力を向上させ、教育と現場技術の格差解消の
課題を解決できる人材を育成する。アフリカにおけるミッシングミドル問題を解決するために社会基盤となる電気・電子技術分野の人材育
成を充実させることによりボトムアップを図り、産業発展に向けた素地を形成することを狙いとする。

名

2015～2017

2016/08/20 2016/10/15～

1684364

継続

人間開発部

-4-



お茶ノ水女子大学グローバル
協力センターHP
http://www-w.ao.ocha.ac.jp
/intl/cwed/

1.インセプションレポート発表／振り返り・ディスカッション
2.講義：ECDの概念と国際動向／保育園の実際／ディスカッション(幼児教育の比較、協力隊と
の連携）等

3.講義：日本の幼児教育概要／ディスカッション「幼児教育の比較：アフリカと日本」等
4.講義：日本における保育・幼児教育のカリキュラム／視察：日本の幼児教育の理念と方法等
5.講義：日本における保育者の養成と研修／ワークショップ（乳幼児の保育について）等
6.講義：幼児教育における評価：子どものQOL／視察：幼児教育と初等教育の連携 等
7.振り返り・ディスカッション／インテリムレポート発表／ファイナルレポートの提出

12受入可能上限数：

仏語

JICA東京（人間開発）

国立大学法人 お茶の水女子
大学

【目標】
幼児教育・ECDに関する専門知識・日本の経験・手法、研修員同士の意見情報交換等を参考に、
自国の課題に対応した改善案が作成され、所属組織及び他関係者へ共有される。
【成果】
1.所属組織での問題点を発見・整理し、解決すべき課題を抽出・共有し、改善策を検討する
2.ECDの概念・内容・動向に対する理解を深める
3.幼児教育における格差問題とその是正策について理解を深める
4.子どもの発達に応じた適切な保育内容・保育方法・教材作成について理解を深める
5.教員養成・研修のシステムに対して理解を深める
6.幼児教育における評価について理解を深める
7.日本での研修成果を自国の幼児教育に活用・反映・普及させる

【対象組織】
1. 中央または地方の教育省、子ども省、

幼児教育や就学前教育を監督している
行政機関

2. 幼児教育またはＥＣＤ分野に従事する
教員を養成する教員養成機関

【対象人材】
1. ＥＣＤ分野または幼児教育分野で5年以

上の経験を持ち、指導的立場にある者
 （中央または地方の行政官、教員養成校
の教授の立場にある者）

2. 大学卒業または同程度の資格（教員養
成カレッジ等）を有し、特にＥＣＤ分
野または幼児教育分野を専攻していた
者

3. 将来も引き続き確実にＥＣＤ分野また
は幼児教育分野の職務に従事する者

中西部アフリカ地域幼児教育
Early Childhood Education in Central and West Africa

中西部アフリカ地域の仏語を公用語とする諸国

本研修での幼児教育は、就学前の子どもの栄養や健康等を含む総合的な発達を重視。特に社会的に不利な立場の子どもたちへの良好な就学
前発達環境整備は、小学校への就学と学業達成を促し、貧困や不利な環境を克服する可能性が高いと実証されている。本研修では、ECDを
貧困削減の有効な方策と認識。日本で得たECDの知識・経験を自国の所属組織及び他関係者への還元を通し、全教育の下支えとしてのECDの
改善に貢献することを期待する。

名

2015～2017

2016/09/21 2016/10/22～

1684000

継続

人間開発部
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【事前活動】
自国の就学前教育の現状と課題等について関係者（可能であればJOCV 含む）と話し合い、結果
をPrior Learning Reportとしてまとめ提出する。

【本邦研修】
1.講義：就学前教育に関する法体系、保育原理、保育カリキュラムと保育者論、日本の保育の
現状と方法

2.講義：保育者養成カリキュラム、障害児保育の現状と課題
3.幼稚園、保育所の視察
4.各国のカントリーレポートの発表、Study Reportの発表

【事後活動】
Study Report を関係者に対し発表し、関係者からのコメントも踏まえ、改善計画を（可能であ
ればJOCV とともに）策定する。

10受入可能上限数：

アラビア語

JICA横浜

鶴見大学

【案件目標】
子どもの自主性を尊重した日本の就学前教育の制度や理念およびその具体的な実践方法を理解
した上で、自国あるいは所属する地方公共団体の就学前教育に関する改善計画が策定される。

【成果】

（研修実施前）
1.自国の就学前教育の現状と課題を説明できる。

（本邦研修）
2.日本の就学前教育制度、理念、実践方法および自国との差異を説明できる。
3.今後の就学前教育の改善計画（案）を含むStudy Reportが作成される。

（研修終了後）
4.上記Study Reportに基づき就学前教育の改善計画がまとめられる。

【対象組織】
幼児教育隊員の配属先、中央省庁や地方公
共団体等において乳・幼児を対象とした就
学前教育を担当する部門。

【対象人材】
1.幼児教育隊員の配属先、中央省庁や地方
公共団体等において乳・幼児を対象とした
就学前教育を担当する部門の責任者・研修
担当者・保育士・幼稚園教諭。
2.就学前教育における３年以上の業務経験
があること。

3.大卒以上または同等程度の知識を有する
こと。

<望ましい要件>
JOCV幼児教育隊員のカウンターパートであ
ること、または、JOCVと連携した取り組み
を行っている、または行う予定があること
。

中東地域における幼児教育
Early Childhood Education for Middle East Countries (Expansion of Early Childhood Development)

中東地域

本研修は、子どもの自主性を尊重した日本の就学前教育の制度・取り組みを理解し、各国での就学前教育の取り組み・課題を共有した上で
、自国での就学前教育に関する改善計画が策定されることを目的としている。また、研修参加国で子どもの自主性や情操教育を重視した教
育手法の紹介を行うJOCVの活動と相互に補完し、中東諸国の幼児教育の改善に資するものである。

名

2014～2016

2016/11/23 2016/12/10～

1684161

継続

人間開発部
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(A)2016/06/01-2016/07/23
  (仏語：北海道(札幌))
(B)2016/09/28-2016/11/19
  (英語：北海道(札幌))

http://www.hokkyodai.ac.jp

・日本の教育制度・システム、学習指導要領の役割等、授業改善のための制度やシステムに関
する講義。
・教育大学における教員養成課程や現職教員の研修制度についての講義・視察。
・校内の仕組み、教育委員会や教育大学等の他関係機関との連携、PTA、市教育センターとの関
係・連携に関する講義・視察
・授業研究、教材研究、指導案の作成、模擬授業・研究授業の実施、授業検討会の実施
・カントリーレポート発表、アクションプラン作成/発表

24受入可能上限数：

英語/仏語

JICA北海道（札幌）

国立大学法人 北海道教育大
学

1.日本の教育制度についての知識を得ること、及び研修参加各国との教育制度の比較を通じ、
教員研修制度と教員を取り巻く環境について理解を深め、自国で実施可能な研修形態について
改善点を示すことができる。
2.日本の初等教育の現場を視察し、学校のしくみと役割、および家庭や地域社会のつながりな
どについて理解を深め、自国で適用できる活動プランの構想を練ることができる。
3.日本の理数科授業を参観し、研修員自身の理数科の授業改善に向けた取組について理解を深
め、児童主体の学びを促す授業構築の具現化を図ることができる。
4.小学校での2週間の実習、研究授業、模擬授業及び授業検討会を通して、児童主体の学びを促
す授業を実践することができる。
5.修得した知識やスキルを活用し、より良い授業実践のための活動を研修員の所属組織に伝え
るアクションプランを作成する。

1.初等教育機関において5年以上の理数科
の教員経験を有し、以下のいずれかに該当
する者
・ 学校教育改善責任者である教育行政官
・ 初等教育機関の主任教員
・ 教員養成機関の教員
2.大学卒業およびそれに相当する学歴を有
する者
3.心身ともに健康な者
4.軍に属していない者
5.45歳以下が望ましい

初等理数科教授法
Improving Teaching Methods for Science and Mathematics in Primary Education

本コースでは、生徒中心アプローチを活用した問題解決型授業実践のための指導案作成および教材開発に焦点を当て、国、地方、学校レベ
ルでの理数科授業の質向上に向けた取り組みの理解を目指す。教育大学付属小学校での二週間の実習を通して、指導案作成から授業検討会
を含む一連の研究授業の流れを体得し、自国への適用方法を検討する。

名

2016～2018

2016/06/01 2016/07/23～

1684253

更新

人間開発部
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1. 日本および参加国の体育教育の現状が共有される
(1)参加国のカントリーレポート発表 (2)日本の体育教育政策の概要 (3)「各国体育教育
現状比較表」の作成

2. 日本の体育教育政策との比較において、参加国の学校体育普及・質の向上の課題が整理され
る

(1)次の内容を含む講義・視察
ア.日本の学校体育の理念・考え方
イ.日本の学校体育の変遷
ウ.日本の学校体育の現状（法規、制度、体制、政策、計画、予算、人事、支援等）
エ.学校体育の指導（指導内容、指導形態、指導方法、評価方法等）
オ.参加者間でのワークショップによる「学校体育課題分析表」の作成

3. 参加国における学校体育の課題に対して、具体的な対策が提案される
(1)アクションプランを含む「改善提案書」の作成・発表

16受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA筑波（研修業務）

国立大学法人 筑波大学

【目標】
各国の体育教育の現状・課題が整理され、学校体育の普及・質の向上に係るアクションプラン
が策定される。
【成果】
1. 日本および参加国の体育教育の現状が理解・共有される。（指標：「各国体育教育現状比較

表」の完成度）
2. 日本の学校体育に係る政策・施策や教育活動の実践との比較において、参加国における学校

体育普及・質の向上に係る課題が整理される。(指標：「学校体育課題分析表」の完成度)
3. 参加国の学校体育の課題に対して、具体的な対策が提案として取りまとめられる。（指

標：「改善提案書」の完成度）

【対象組織】
教育省及び関連省庁、地方行政機関、教員
養成校
【対象人材】
1. 体育教育担当部署の管理職（局長・次

長・課長等）、専門職（技官、特任職
員、研究者等）

2. 教育分野での職務経験10年以上、現職
在任期間1年以上

3. 学士号取得者

学校体育
Physical Education in Basic Education

UNESCO「体育とスポーツに関する国際憲章」が掲げる通り、体育・スポーツへのアクセスは万人の基本的人権である。体育教育は9割以上
の国で必修科目とされている一方、実施状況には格差があり、特に途上国では、体育教育の重要性に係る認識の低さ、指導人材や施設の不
足等の課題を抱えている。本研修は、日本の政策・施策や経験を参照しつつ各国の活動計画案について策定することを通して、体育教育の
一層の普及と質の向上を目指す。

名

2015～2017

2016/08/28 2016/09/10～

1684266

継続

人間開発部
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【事前活動】
自国の小学校理科教育の現状、及びその課題を抽出したレポートの提出

【本邦活動】
以下の内容の講義、実習、視察、討議を行う。
1．日本の教育制度・児童中心型教育の重要性についての理解、小・中・高等学校や社会教育施

設の視察、研究授業・教員研修の視察
2．簡易な理科実験・ものづくり・観察の体験、身近な素材を用いた簡易な理科実験の開発
3．学習指導案の作成、模擬授業の実践

【事後活動】
1．本邦研修で開発した簡易実験及び学習指導案を、関係者に共有
2．帰国後に行った活動を、JICAに報告

14受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

任意団体 十勝インターナシ
ョナル協会

【目標】
研修員の所属機関において、研修員により、児童中心の問題解決型の学習指導案の作成や簡易
実験の導入などの教授法が共有される
【成果】
1. 日本の小学校理科教育現場を理解し、自国への適応可能性を検討できる
2. 小学校理科教育に関わる幅広い簡易実験や観察・ものづくりを理解・体験し、実際に開発・

実施できる
3. 課題設定、課題解決のプロセス、授業評価などの基本要素が含まれており、かつ児童の学習

段階に応じた学習指導案を作成できる

【対象組織】
小学校理科教育教員養成学校または教員研
修を実施するトレーニングセンターなどの
公的機関
【対象人材】
1．小学校理科教育に関する①カリキュラ

ムの開発、②教授法、③政策・制度に
関する知識を有する者

2．小学校理科教育教員養成学校の教官ま
たは教員研修を実施するトレーニング
センターなどの機関において5年以上の
指導経験を有する者

3．小学校理科教育に関する実験の開発と
普及に携わる者

小学校理科教育の質的向上（「教えと学び」の現場教育）
Quality Improvement of Primary Science Education ("Teaching and Learning"at on-site education)

児童中心の問題解決型の教育を導入しようとしている国

身近な素材を用いた簡易実験の開発、その開発した実験を盛り込み、児童中心の問題解決型の授業を行うための学習指導案の作成手法を習
得する。
また、日本の理科教育現場の視察、及び作成した学習指導案に沿った模擬授業を行うことにより、小学校理科の教授能力を向上させること
を目指す。

名

2015～2017

2016/10/11 2016/12/10～

1684275

継続

人間開発部
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参考ホームページ；
http://www.naruto-u.ac.jp/
english/

【事前活動】
インセプションレポートの作成
【本邦活動】
1. インセプションレポートの発表及び討論。日本の教育制度、算数・数学教育の諸問題、世界

の算数・数学教育の諸問題、算数・数学のカリキュラム、算数・数学教育の教材研究手法、
算数・数学教育の学習指導法、授業研究についての講義、事例研究、演習、討議。

2. 日本の教育現場視察及び討議。
3. 授業設計、教材作成、学習指導案作成、模擬授業、授業評価の実習。
4. 模擬校内研修の演習・討議。
5. 研修報告書、アクションプランの作成、発表。
【事後活動】
所属先機関でのアクションプランの共有、所属先と協議した 終行動計画案のJICA現地事務所
への提出（帰国後3ヶ月以内）。

12受入可能上限数：

英語

JICA四国

国立大学法人 鳴門教育大学

【目標】
研修員の所属組織が、研修員の本邦研修での学びに基づき、組織の目標に即した算数・数学教
育教授法改善のための研修実施計画案を作成する。
【成果】
1. 算数・数学教育の理論・方法論に関する知識を獲得し、自国の課題（カリキュラム、教材、

指導方法等）を整理できる。
2. 学校教育現場の観察を通して、算数・数学科の授業実践における課題や留意点を整理できる
 。

3. 授業設計、教材開発、学習指導案の作成、授業評価ができる。
4. 校内研修における授業研究の企画運営ができる。
5. 自国の所属先での算数・数学教育の質的改善を目指した研修実施に向けたアクションプラン

を作成する。

【対象組織】
過去または現在JICAボランティアが派遣さ
れている算数・数学分野の教員教育に携わ
る中央および地方の教育機関
【対象人材】
1. 初等中等教育において、算数・数学の

教員を養成・研修する実施機関の視学
官、教職員、或いは学校現場において
教科主任として教員の研修を実施する
教員

2. 当該職位における実務経験3年以上
3. 過去または現在、ボランティア事業等

でJICA事業と連携している候補者を優
先する

大洋州地域における算数・数学教育教授法改善指導者養成
Leadership Training on Mathematics Education in Primary and Secondary School in Pacific Island States

大洋州地域

本研修は、算数・数学の現職教員能力開発に携わる人材を対象に、算数・数学教育に係る諸問題の改善に向け、各所属先における研修活動
を計画・実施できる指導者育成を目的としている。

名

2015～2017

2016/05/18 2016/07/02～

1684279

継続

人間開発部
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参考ホームページ；
http://www.naruto-u.ac.jp/
english/

【事前活動】
授業ビデオの撮影およびその評価に基づくインセプションレポートの作成
【本邦活動】
1. インセプションレポートの発表及び討論。日本の教育制度、理科教育の諸問題についての講

義。
2. 日本の教育現場視察及び討議。実験教材の作成。日本の科学博物館視察（余裕があれば）
3. 授業研究についての講義。学校現場での理科授業における授業研究の視察。
4. 授業設計、学習指導案作成、模擬授業、授業評価を含む模擬校内研修の演習・討議。
5. アクションプランの作成、発表。
【事後活動】
所属先機関でのアクションプランの共有、所属先と協議した 終行動計画案のJICA現地事務所
への提出（帰国後3ヶ月以内）。

15受入可能上限数：

英語

JICA四国

国立大学法人 鳴門教育大学

【目標】
研修員が「よい（効果的な）理科授業」に必要な要素を特定することができる。また、その要
素に基づいて授業改善のための助言ができる。
【成果】
1. アフリカ及び日本の理科授業の現状に関して討議し、自国の理科授業の課題を整理できる
 。

2. 日本の授業視察と討議を通して「よい（効果的な）理科授業」の要素を説明できる。
3.「よい（効果的な）理科授業」の要素に基づき、授業を評価できる。
4.「よい（効果的な）理科授業」の要素に基づく理科授業の実践、授業研究ができる。
5. 自国の所属先での理科授業の教授法改善を目指す研修実施に向けたアクションプランを作成

する。

【対象組織】
教員研修及び教員養成に携わる教育行政官
、教官、教員指導者等
【対象人材】
1. 理科教員の養成研修を担当する視学官

や研修講師、初中等教育の現職理科教
員

2. 初中等教育における理科の教員経験3年
以上

3. 過去または現在、ボランティア事業等
でJICA事業と連携している候補者を優
先する。

英語圏サブサハラアフリカ理科授業評価改善
Improvement of Lesson Evaluation in Science for English-speaking Sub-Saharan African Countries

サブサハラアフリカ諸国（英語圏）

本研修は、理科教員の養成・研修機関に所属する視学官や研修講師、初中等教育の現職教員等を対象に、日本における授業視察と討議、講
義を通して、「よい（効果的な）理科授業」に必要とな要素を理解する。また、これらの視点に基づく授業案の作成、模擬授業の実践を通
じて「よい理科授業授」の実践方法を習得する。

名

2015～2017

2016/05/25 2016/06/25～

1684281

継続

人間開発部
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(A)2016/08/31-2016/09/24
  (英語：中国)
(B)2016/11/06-2016/11/26
  (英語：北陸)
・広島大学大学院国際協力研
究科（IDEC）・岡山大学大学
院教育学研究科 ・福井大学
大学院教育学研究科
・福井県教育庁学校教育政策
課

【事前課題】
1. 授業研究に係る課題の洗い出し、レポート作成
2. 指導案の作成（算数・理科）
3. 学年別単元表の作成（算数・理科）
4. 参加国における過年度研修員の活動調査、レポート作成
【本邦研修にて】
1. 事前課題発表
2. 課題分析ワークショップ
3. 日本の教育概要
4. 授業研究概要
5. 授業ビデオ分析
6. カリキュラム分析
7. 授業観察事前指導
8. 授業観察と教員との意見交換
9. 授業観察振り返り
10.研修の振り返り・まとめ、アクションプランの作成、アクションプランの発表
【事後活動】
1. 活動改善計画案の所属先での共有・修正、開始
2. 活動の進捗報告の取りまとめ

【主要協力機関】
国立大学法人 広島大学（IDEC）、公益財団法人 ひろしま国際センター、国立大学法人 福
井大学、他調整中

29受入可能上限数：

英語

JICA中国/JICA北陸

国立大学法人 広島大学
（IDEC）、公益財団法人 ひ
ろしま国際センター他

【目標】
教師の質的向上に資する授業研究を共有・実施するためのアクションプランが着手される。
【成果】
単元目標1：日本を含む他国との比較の中で、自国の授業研究の制度もしくは目指そうとしてい
る制度が整理される。
単元目標2：日本を含む他国との比較の中で、自国で目指そうとしている授業研究における視点
（特に指導案作成、授業観察、協議会）が整理される。
単元目標3：単元1、2の視点が活かされた授業研究（特に指導案作成、授業観察、協議会）を帰
国後共有・実施するためのアクションプランが策定される。
単元目標4：本邦研修に関する知見を活用し、研修成果について意見交換を行う。

【対象組織】
初等・中等教育学校、教員養成・研修機関
、教育行政機関
【対象人材】
【職位】
初等・中等教育指導主事、教務主任又はク
ラスターリーダー、教員養成・研修講師
【職務経験】
当該分野で5年以上の実務経験を有する者
【その他】
1)JICA基礎教育分野プロジェクトによって
推薦された者
2)理数科における専門性が高い者
3)発表及びレポート作成に十分な英語力を
有する者

授業研究による教育の質的向上
Improvement of Quality of Education through Lesson Study

アジア地域、アフリカ地域

本案件は、授業改善に係る業務を行う教育関係者に対し、理数科目を通して、一連の授業研究サイクル(指導案作成、授業観察、振り返り
協議会、指導案改善）を向上させることを目的として実施する。同時に、参加国間のネットワーク構築を促し、アフリカ圏における教育の
質的向上を、授業研究を軸に実施する。

名

2016～2018

2016/08/31 2016/09/24～

1684282

更新

人間開発部
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【参考ホームページ】
http://www.naruto-u.ac.jp/
english/

以下の内容の講義、実習、演習、視察、発表を行う。

1.インセプションレポートの発表、討議。課題分析ワークショップの実施。
2.授業観察分析に関する実習、小学校における授業観察、授業研究に関する講義。
3.単元指導計画と学習指導案の作成に関する実習、模擬授業実施による授業提案と授業検討会
による改善。

4.日本の教育制度の概要に関する講義、小・中学校訪問時における授業研究や校内研修現場の
見学、意見交換、教育委員会の校内
研修での役割についての講義、視察、意見交換、教員研修計画案作成のための実習。

5.教授法に係る中央、地方レベルの現職教員研修や学校レベルの研修会に係るアクションプラ
ンの作成。

16受入可能上限数：

仏語

JICA四国

国立大学法人 鳴門教育大学

研修員が所属する組織において、理数科分野の教員の授業改善のための行動計画案が共有され
る。

1.各国の教員研修に係る課題を整理できる。
2.理数科の授業を観察分析し改善提案を行う手法について説明できる。
3.理数科の授業を立案・実施・改善するための手法について説明できる。
4.現職教員校内研修のシステムと事例から、具体的な改善計画及び普及案が作成される。
5.研修員が策定した改善計画及び普及案が所属組織の関係者間で共有され、その実施のための
ポイントが所属組織によって整理される。

【対象組織】
初等中等教育における理数科現職教員対象
の研修に携わる教育行政機関及び初等中等
学校

【対象人材】
1.現職教員研修に関わる中央／地方レベル
の視学官、授業改善のために現職教員を
指導する教員養成校教員、校内及び広域
に授業改善を行う初等中等学校長

2.上記職位における2年以上の経験と、学
校現場での5年以上の教員経験を有する
者

3.研修員の所属先機関とJICAの教育プロジ
ェクトやJICAボランティアとの連携実績
があることが望ましい

仏語圏アフリカ 理数科分野における教授法改善指導者養成
Leadership Training on Improvement of Pedagogy for Science and Mathematics Education for Francophone
Countries in Africa

仏語圏アフリカ諸国

本研修は、仏語圏アフリカ地域で特にニーズの高い教員の教授法改善を目指し、授業改善のための現職教員研修の運営や、教員に対する授
業改善の指導においてリーダーシップをとることが出来る人材の育成を目的としている。

名

2014～2016

2017/01/11 2017/02/11～

1684303

継続

人間開発部
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１．わが国の教育制度、国・地方の教育行政の役割分担、札幌市における教育行政等の背景を
踏まえ、地方教育行政機関の果たすべき役割や学校運営のあり方を理解し、研修員が自国での
適用可能性を考察する。

２．実際の現職教員研修の計画、実施、教育現場への普及・評価、運営管理など、実際の取組
を講義や視察等を通じて理解し、研修員が自国で実施可能な現職教員研修の改善・強化の方策
を考察する。

３．以上の単元における知識の習得を通じて、所属組織における現職教員研修の改善・強化に
向けた計画案（アクションプラン）を提案する。

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（札幌）

札幌市教育センター（札幌市
教育委員会）

【目標】
日本の現職教員研修制度の概要や企画運営のノウハウをもとに、研修員の自国の現職教員研修
を改善・強化するための計画が策定される。
【成果】
１．授業改善を支える教育行政の役割を理解する。

２．現職教員研修の計画、実施、教育現場への普及・評価など、運営管理を理解する。

３．所属組織の現職教員研修にかかる課題を整理し、本邦研修で学んだ知識を活用して現職教
員研修改善・強化のための活動計画案（アクションプラン）を作成する。

【対象組織】
現職教員研修(INSET)の企画・実施に関る
機関（教育省、地方教育行政機関、教員養
成校）
【対象人材】
現職教員研修の計画、実施、モニタリング
を担当する教育行政官/教育視学官（監督
官/指導主事等）

サブサハラアフリカ地域 地方教育強化
Strengthening of Local Education in Sub-Saharan Africa

サブサハラアフリカ諸国

現職教員研修に携わる教育行政官、教員養成校教官等が自国の現職教員研修制度の改善に参考とするため、日本の現職教員研修制度の概要
や企画運営のノウハウを学ぶ。

名

2016～2018

2017/01/09 2017/02/04～

1684320

更新

人間開発部
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【単元３】
1.ジョブレポート発表
2.日本における理数科教育の概要
3.教育関連機関訪問
4.授業案の作成
5.教材研究

【単元４】
1.小学校訪問
2.模擬授業Ⅰ～Ⅲ
3.授業分析手法
4.授業案及び教材の仕上げ
5.授業実践及び授業検討会

【単元５】
1.児童の学力評価の方法
2.実際に学力を向上させる授業改善及びその評価方法

【単元６】
ブックレット作成

14受入可能上限数：

英語

JICA中国

国立大学法人 岡山大学大学
院教育学研究科

サブサハラ・アフリカ諸国において初等教育の質の向上に携わる人材を対象とし、質の高い理
数科教育を実践・普及する担い手が育成される。

【事前活動（来日前）】
単元１：事前活動終了時に、配属先の現状を考察したジョブレポートが作成される。
単元２：事前活動終了時に、授業計画案（理科・算数）が作成される。

【本邦研修（来日後）】
単元３：学習者中心型の授業案及び教材作成に必要な知識・技術が習得される。
単元４：授業の質の向上を目的とした授業研究の知識・技術が習得される。
単元５：児童の学力評価の方法や実際に学力を向上させる授業改善及びその評価方法が習得さ

れる。
単元６：上記で習得した知識・技術に基づき、学習者中心型の理数科授業を実践するためのブ

ックレットが作成される。

【事後活動（帰国後）】
単元６：ブックレットが関係者と共有され活用される。

【対象組織】
サブサハラ・アフリカにおいて初等教育に
携わっている教育機関又は教育委員会等

【対象人材】
1.初等理数科教員の養成を行う教務主事又
は小学校の教員で指導的立場にある人材

2.同分野技プロ(SMASSE) のC/P

サブサハラ・アフリカ・初等理数科教授法の改善と学力評価法
Improvement of Quality Teaching and Evaluation Methodology in Primary Science and Mathematics for
Sub-Saharan Africa

サブサハラアフリカ諸国（英語圏）

サブサハラ・アフリカ諸国では、国の発展に必要な科学的知識・技術を有する人材の育成に力を入れているが、理数科教育の質はまだ低い
現状にある。本コースは、日本で確立された教員の能力を継続的・段階的に開発する仕組みをベースに、学習者中心の授業や授業研究等の
手法に加え、児童の学力評価の方法や実際に学力を向上させる授業改善及びその評価方法に焦点を当てることにより、質の高い理数科教育
を実践・普及する担い手を育成する。

名

2014～2016

2016/08/30 2016/11/01～
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【広島大学】
http://www.hiroshima-u.ac.
jp/idec/

【事前活動】
自国と所属機関における教員養成、または、現職教員研修の現状と課題点について整理する。

【本邦活動】
以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1.日本の基礎教育における歴史と教育の質を高める取り組み
2.日本の基礎教育の概要、現状と課題
3.各国の教員養成制度、または、現職教員研修に関する討論
4．課題解決に向けた行動計画案の作成と発表

【事後活動】
行動計画の組織内承認、帰国後半年以内の進捗報告書の提出

14受入可能上限数：

仏語

JICA中国

国立大学法人 広島大学、公
益財団法人 ひろしま国際セ
ンター

【案件目標】
基礎教育分野の教員の養成または現職教員の研修を行う組織において、日本の事例から教員教
育に係る課題が明らかになり、課題解決のための行動計画が作成され、実行される。

【単元毎の目標】
単元目標1：自国の教師教育（教員養成と現職教員研修）の運営管理に係る現状と課題が整理

される。
単元目標2：日本の教師教育制度の仕組み、各行政レベルの役割を理解する
単元目標3：地方レベル・学校レベルでの教師教育運営管理について理解する
単元目標4：自国で実施可能、且つ、合理的な教師教育運営管理業務改善計画案が作成される
単元目標5：帰国後、研修員が策定した改善計画が所属組織の関係者間で共有され実施のため

のポイントが整理される(事後活動)

【対象組織】
基礎教育分野の教師研修機関（教員養成及
び現職研修）又は教師教育を担当する行政
組織

【対象人材】
1.教員養成機関の教員または地方の行政官
で、教師教育に係る制度設計、カリキュ
ラムの企画・立案に携わっている者

2.当該分野での5年以上の経験
3.45歳以下

アフリカ地域 教師教育 （基礎教育分野）
Teacher Education for Basic Education of African Countries

アフリカ諸国において基礎教育強化の戦略計画を有する国

本研修では大きく分けて、まず日本の教員養成システムや教員免許制度、教育委員会、学校運営方法などの教育制度について学び、次には
教育手法として日本の特徴である詳細な指導案の作成、参加型授業、授業研究など日本独自の取組を学ぶ。
アフリカ諸国において未実践の取り組みも多いため、本研修では主として初等教育をテーマに設定し、参加者が各自のニーズに合わせて必
要な情報を得られるよう、情報提供、ファシリテートを行う。明確な目的意識を持つ者には有効な研修である。 
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2014～2016

2017/01/18 2017/02/24～
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「日本の教育制度と教育政策」、「教育行政機関の役割と責任」、「教育財政システム」等の
テーマについて学び、また、参加各国における教育行政、教育財政の現状について情報共有し
、各国の現状を分析し課題を抽出する。

教育の質向上のために必要な体制について、教育委員会及び関係機関の役割を講義、視察によ
り学び、自国の現状分析を行う。

統計データの分析・管理について、日本における取組状況を講義・関係機関の視察により学び
、自国の現状分析を行う。

日本の教員の採用、配置計画、研修システム、また市町村レベルでの独自の取り組み状況につ
いて講義・視察を通じて学び、自国の現状分析を行う。

日本におけるコミュニティ協働の学校運営の現状を視察し、関係者、関係機関の役割、支援方
法を学び、自国の現状と課題を分析する。

15受入可能上限数：

アラビア語

JICA北陸

調整中

【目標】
研修参加者が教育行財政システムを理解し、マネジメント能力向上させる。
【成果】
1.教育財政システムおよび教育行政システムのメカニズムについて理解し、自国の現状分析が
できる。
2.教育機関の役割及び関係機関との連携について理解が深められ、効果的マネジメントのため
の対策、計画が立てられる。
3.統計データの分析、処理に関する理解が深められ、適切なデータの分析・管理等のシステム
が提案される。
4.教職員の質的向上に資する採用、養成（研修）システムについて理解が深められ、改善方法
が提案される。
5.教育行政、学校、コミュニティ協働の学校運営のあり方について理解が深められ、具体的改
善方法が提案される。

【対象組織】
教育行政機関
【対象人材】
<職位>

中央教育行政官（一部地方教育行政官も含
む）

<職務経験>

実務経験3年以上

<その他>

30-50代ただし、30代～40代を優先

中東における基礎教育拡充のための教育行財政と学校運営の改善
Educational Administration, Financial System and School Management for Expansion of Basic Education in Middle
East

中東地域

EFA/MDGs達成に向けた教育分野の国際協力では、セクター政策枠組みの包括的支援、政策改革の達成を資金供与の条件とする支援が広がっ
ている。このような背景の中、今後、借款を活用した支援が予定される中東地域を対象に、教育行政官の行財政システムの理解促進とマネ
ジメント能力向上を目的とした研修を実施し、人材育成を図る。

名

2016～2018

2016/08/23 2016/09/11～
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前身の「初等算数科における
教員の授業実践能力の向上」
から変更し、中等教育を対象
とした研修とする。

【本邦研修】本研修は約3週間の期間で、以下に関する講義、演習、実習を通じ、日本における
数学科教育の取組みを理解する。

①自国の数学科教育の抱える課題分析ワークショップ(各国比較表作成)

②日本の数学科の主要な特徴に関する講義(教育行政、校内研修、教員養成、カリキュラム)

③日本の数学科の主要な特徴を理解するための授業見学

④日本の数学科の主要な特徴を理解するための演習(教材研究、指導案作成、授業実践)

⑤日本の数学科の経験を活用した、課題解決及び改善の為の計画策定(アクションプラン、成果
品作成)

16受入可能上限数：

西語

JICA中国

国立大学法人 岡山大学大学
院教育学研究科

【目標】
自国の数学教育の向上に向け、日本の数学教育の知見が関係するｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞと共有される
【成果】
単元目標1：自国の数学科教育の抱える課題が整理・分析され、課題の構造が把握される。

単元目標2：カリキュラムの系統性、問題解決型アプローチ、授業研究などを学び、日本の数学
教育の主要な特徴が理解される。

単元目標3：日本の数学教育の経験を活用した、自国の数学教育の課題解決及び改善のための行
動計画が策定される。

【対象組織】
①教育省(中央又は地方)②教員養成機関（
教育大学、教員養成カレッジ等） (全国又
は地方)③学校（中等学校）
【対象人材】
対象国で中等教育課程の数学教育の質の向
上を目指した主導的立場にある教育省、新
規教員養成課程または現職教員研修を実施
している責任者であること。また本研修は
日本の数学教育に関する実践的能力向上を
通して、カリキュラム・教科書・授業・評
価の包括的能力向上を目指しているため教
師経験が5年以上(中等教育レベルがよい)
ある実践者が望ましい。

中等教育課程における数学教育の質の向上
Improvement of quality of mathematics education in secondary education

中南米地域（スペイン語)

本研修は、日本の数学教育を包括的に理解することを目指す研修である。算数科の授業実践から、カリキュラム開発、教材研究、教科書開
発、試験実施方法等、政策制度から教員の授業実践力向上と3年間を通じて包括的な数学教育の質の向上を図る。

名

2016～2018

2016/11/01 2016/11/22～
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更新
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【事前活動】
研修参加国のノンフォーマル教育施策・課題を要約したインセプション・レポートの作成

【本邦研修】
以下の講義、視察、討論を行う。
1.日本の公教育の概要、学習者の実態把握（未登録児、不登校児、退学者等）に関する講義・
視察（文科省、東京都児童福祉センター等）
2.日本の低所得者、外国籍児童、不登校児、障害児等に対する就学機会の提供・促進策（東京
都等の地方自治体）、代替の学習機会の提供策（通信制、不就学児童等を対象としたNPO校等、
塾、大検等の検定・資格制度）に関する講義・視察
3.日本の地域社会における生涯学習の提供、進級・社会参加の促進等に関する講義・視察（公
民館等）
4.ファイナルレポートの作成・発表

10受入可能上限数：

英語

JICA東京（人間開発）

システム科学コンサルタンツ
株式会社

【研修目標】
研修員が、各所属先で適用可能な活動計画を立案するための、ノンフォーマル教育の知識を得
る。

【成果】
1.研修参加国のノンフォーマル教育に関する現状が整理される。
2.日本の中央・地方行政による学習者の実態把握策について理解し、説明できる。
3.日本の社会的弱者に対する就学機会の提供・促進策について理解し、説明できる。
4.日本の地域社会での生涯学習の提供・社会参加促進策について理解し、説明できる。
5.研修参加国で適用可能な実践のアイディアが整理され、研修参加国の所属先において実施可
能なノンフォーマル教育推進に向けた活動計画案を含めたファイナルレポートが策定される。

【対象組織】
識字教育・ノンフォーマル教育を実施する
中央・地方の教育行政機関

【対象人材】
1.識字教育・ノンフォーマル教育を実施す
る中央・地方行政機関の担当職員
2.大学卒業者、またはそれと同等の知識及
び経験を有する者
3.十分な英語の理解力及び会話力を有する
者
4.心身共に健康で支障なく研修に参加でき
る者

ノンフォーマル教育拡充
Promotion of Non-Formal Education

日本では青年の非識字は1935年頃までに急速に改善され、また学校外の学習機会を保証する場として、公民館が地域づくりに貢献する生
涯学習の場を提供する、地方自治体が不就労者のための職業訓練コースを提供する等、多様な主体により、学習者の主体性と学習の継続性
を促す教育機会を提供している。
こうした日本のノンフォーマル教育の知見と、各研修参加国のノンフォーマル教育の課題・知見を共有することで、研修参加者がノンフ

ォーマル教育施策の改善策策定のための知識を習得し、研修参加国の教育の質向上に貢献することを目的として本研修を実施する。
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【注釈：専門】短期間で学習
しやすいように、年度ごとに
障がい種別毎にカリキュラム
を設定する。
1年次「盲と聾」、2年次「肢
体不自由(学習障がい含む
)」、 3年次「知的障がい(
自閉症含む)」とする。

【事前活動】自国の所属組織や地域の学校で特別支援教育/ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育に関する現状と課題を
整理し、ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄとして作成する。

【本邦研修】本研修は約4週間の期間で、以下に関する講義、演習、実習を通じ、特別支援教育
/ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育の制度や教員養成のシステム、授業づくりの仕組み、学級運営、教科学習の工夫
などを理解し、自国の特別支援教育/ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育現場の改善に向けたノウハウを学ぶ。

①日本の特別教育制度に関する講義（教育行政・教員養成・カリキュラム）

②特別支援教育に関する講義・演習（アセスメントからフィードバックまでの授業づくりの
サイクル、学習指導案や個別指導計画作成上の課題・授業設計と目標の設定）

③特別支援学校の視察と講義（筑波大学附属特別支援学校。授業観察・学級運営・学習指導
案と個別指導計画のしくみ・教材開発）

④普通校の視察と講義(特別支援学級・普通学級)

⑤自国の特別支援/ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育において実現可能な授業改善のための政策改善提案書、学習
指導案/個別指導計画作成ガイドライン、アクションプランを作成する。

【事後活動】本邦にて作成した行動計画案をもとに、障がいのある子どものための授業づくり
のノウハウを所属組織や地域で共有する。

15受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

国立大学法人 筑波大学特別
支援教育研究センター

【目標】
所属機関において障がいのある子どもの個別のニーズに対応可能な授業方法が導入される。
【成果】
単元目標1：日本の特別支援教育と自国の特別支援教育/インクルーシブ教育が比較できる。

単元目標2：日本の学習指導案、個別の指導計画の作成プロセスが理解される。

単元目標3：障がいのある子どものための授業づくり実践に向けた改善提案書が作成される。

【対象組織】
教育省(本省)、教員養成校、特別支援学校
/インクルーシブ実践校(モデル校)、大学
【対象人材】
① 教育省（本省）の特別支援教育担当者
、② 教員養成校での特別支援教育の担当
者、③ 特別支援教育の専門性のある現職
教員 （モデル校で中核になる教員）
、④ 大学の研究者

障がいのある子どものための授業づくり
Planning the lessons for children with disabilities in the context of special needs education (SNE)

英語圏

日本では障がい種別に応じて、特別支援教育を実施している一方で、新たな取組みとして障がいのある子どもを一般校に受け入れるインク
ルーシブﾞ教育が行われている。本研修では、日本国内で培われた特別支援教育への知見を深めながら、自国への活用方法を検討する。ま
た、インクルーシブ教育でも活用可能な特別支援教育にて培われた障害児への指導方法に関しても検討してゆく。
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(A)2016/06/09-2016/06/25
  (英語：四国)
(B)2016/06/20-2016/07/09
  (西語：北海道(帯広))

Ａコース：
http://www.kochi-u.ac.jp/
Ｂコース：
http://www.hokkyodai.ac.jp
/

(1)カントリーレポート発表、日本のへき地教育改善政策の概観、参加国のへき地教育の比較分
析

(2)以下の内容を含む講義・視察
-日本のへき地教育の現状（法規、制度、体制、政策、計画、予算、人事等）
-へき地学校と地域社会との連携
-複式学級での学習指導
-へき地における教育の特性に応じた学校・学級管理

(3)アクションプランの作成・発表

30受入可能上限数：

英語/西語

JICA四国/JICA北海道（帯広
）

(A)国立大学法人 高知大学
(B)国立大学法人 北海道教
育大学

【目標】
研修を通じて自国のへき地教育の現状を再認識し、比較分析を通じて、課題解決に向けた改善
提案が策定できるようになる。

【成果】
1. 日本および参加国のへき地教育の現状が比較検討される。
2. 参加国のへき地教育の改善のために、日本のへき地教育の方法や運営管理の適用が検討され
る。
3. 参加国のへき地教育の課題に対して、具体的な対策が提案として取りまとめられる。

【対象組織】
教育省及び関連省庁、地方行政機関、国立
の教育関係研究機関、教員養成機関

【対象人材】
1.へき地教育担当部署の行政官、専門職（
技官、特任職員、研究者等）
2.へき教育分野での職務経験3年以上
3.学士号取得者

"子どもの学びを保障する"へき地教育の振興―MDGs/EFAの達成に向けて
Improvement of Education in Remote Areas - For the Achievement of MDGs and EFA

多くの途上国で初等教育の完全普及が達成に近づくなか、依然としてへき地居住児童への学校教育の提供が解決困難な課題として存在して
いる。日本は戦後、教育の地域間格差の是正を優先政策に掲げ、行政と教員が共同して数々のへき地教育振興施策に取り組んできた。特に
法/制度整備、就学支援、施設改善、教員確保、学校/授業改善等の経験は有益であり、それらの応用は途上国のへき地教育問題の解決に貢
献する。

名

2014～2016

2016/06/09 2016/06/25～

1684366

継続

人間開発部
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(A)2016/06/15-2016/07/16
  (英語：沖縄)
(B)2016/11/02-2016/12/03
  (英語：沖縄)

1-1 参加国の課題分析、共有（演習）

1-2 日本の教育行政システム,教育に関する法律、財政（講義、視察、討論）

1-3 へき地教育振興（国、県、市町村の役割）（講義、視察、討論）

2-1 自治体、地域における教育改善の取り組み事例（講義、視察、討論）

2-2 .障害児教育（講義、視察、討論）

2-3 沖縄県における教育復興の変遷（講義、討論）

3-1 PCMワークショップ

3-2 PDM作成

20受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA沖縄

調整中

【目標】
教育省基礎教育担当部署において、国内の教育格差に関する課題が整理され、自国の条件下に
適した改善計画が作成される。
【成果】
１．日本の基礎教育における行政の仕組み、制度の理解、自国や他の参加国との比較により、
自国の教育格差に対する優先課題が整理される。

２．基礎教育の格差改善の取組として、地方行政、地域社会が果たしてきた役割と成果につい
て、沖縄県の実例の検証により、適用可能な取組が抽出される。

３．上記の目標を踏まえて、自国において取り組むべき基礎教育格差対策の基本的な方向性に
関する案が纏められる。

【対象組織】
各国の教育省における基礎教育担当部局
【対象人材】
教育省基礎教育担当部局で事業計画立案を
担当する教育行政官。

教育行政の実務経験10年以上を有する者。

基礎教育における格差対策のための教育行政強化
Education Administration for Reducing Disparities in Basic Education

教育行政関連プロジェクト／アドバイザー派遣中または実施予定。

我が国は戦後の9年制義務教育の達成後、教育の地域間格差是正に取り組んできた。教員をローテーションで異動させる人事システムは、
へき地と非へき地における教員の数や質の格差是正に貢献している。 本研修は沖縄・日本の戦後の教育復興経験および昨今の地方分権化
の潮流に鑑み、国、自治体の役割の明確化、自治体における教育行政の拡充に焦点を当て、各国の国内格差是正の促進政策について検討す
るものである。

名

2016～2018

2016/06/15 2016/07/16～

1684374

更新

人間開発部
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１．カントリーレポートの発表と討議

２．日本の教育に関する講義（歴史、政策の変遷、現在の教育行財政、質の向上への取り組み
、学校保健活動、学校給食等）

３．日本の小中学校の視察

４．文部科学省、地方自治体の教育委員会の視察

５．自国の教育政策に基づいた基礎教育の質向上と男女・地域格差の是正を推進するための教
育行財政に関する改善のための行動計画案の作成、発表

６．帰国後、各組織関係者への行動計画案の発表と協議

25受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
自国の国家教育政策に基づいた、基礎教育の質の向上と男女・地域格差の是正を推進するため
の教育行財政に関する改善案が作成され、所属組織により検討される。
【成果】
1. 教育行財政の問題点、教育の質と男女・地域格差に関する政策、実践例、課題等をレビ
ュー・共有し、自国の現状と課題を整理する。

２．教育の質と男女格差に焦点をあて、日本の教育行財政に関する経験について理解を深める
。

３．文科省、教育委員会、地域社会、各学校等の各々のレベルにおけるケーススタディや論点
の講義・討議等を通じて、自国の社会的文脈性に照らし、教訓を導き出す。

４．基礎教育の質の向上と男女・地域格差を是正するための参加各国の行動計画案を策定する
。

５．帰国後、行動計画案を自国の組織関係者に発表し、協議したうえで、プログレスレポート
を取りまとめる。

【対象組織】
途上国の教育計画や教育行政を所管する中
央または州の行政部署
【対象人材】
職位：教育担当中央省庁、地方行政組織で
初等教育行財政政策に関わる役職にいる者
。

職務経験：3年以上とする。

その他：教育行財政にかかる改善案を立案
および提言できる立場にある者。大学卒業
またはそれに相当する者。

教育行財政‐ 基礎教育の質、内部効率性、格差に焦点をあて‐
Education Finance and Administration: Focused on Basic Education Quality, Internal Efficiency, and Equity

途上国政府の教育行政官を対象に、教育の行政・財政を強化することにより、教育の内部効率性と質の向上ならびに教育格差の削減を目指
し、現状改善に向けた行動計画案の立案を支援する。

名

2016～2018

2016/06/05 2016/07/16～

1684379

更新

人間開発部
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1. 教育セクターの国際協力の潮流についての講義、及び事例検討
2. カントリーレポートの発表（各国の教育事情、政策、質向上の実態把握）及び国際協力の潮

流との接点についての討論
3. 教育政策分析、制度分析や政策効果分析のさまざまな手法と具体例の習得
4. 日本の教育現場の実態や大学等における研究成果の理解及びそれぞれの課題解決への取り組

みと政策分析・立案や政策目標実現との関係について事例分析
5. 教育の質的向上に関わる政策目標を実現するための施策を策定する上での課題の明確化
6. 自国の教育セクターについてのポリシーマトリクスと質向上に係る施策案の作成及び同施策

の実施による教育現場の質的向上の分析
7. 施策案及び評価結果の発表及び討論（ワークショップ）
8. 在外補完研修を通じて研究成果と教育現場の知見を政策分析・施策立案に活用しているプロ

セス、関係者の係り方、効果等を実地で学び、また補完研修国の関係者と協議することを通
じて、本邦研修で習得した内容についての適用可能性と留意点について反芻する。

16受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA中国

国立大学法人 広島大学教育
開発国際協力研究センター

【目標】
現場知見の豊富な日本の教育の経験と大学等における研究の成果を参考として、これらを教育
の質的向上にとって有効なエビデンスとして政策協議に生かし、教育政策に反映していくため
の政策及びその効果分析の具体的な手法を身につける。
【成果】
1. 単元目標１：教育分野の国際協力の潮流とそのねらい（個別課題の解決を目指すプロジェク

ト型、政策枠組みの包括的かつ協調的な支援、政策改革の成果を資金提供の条件とする型な
ど）を説明できる。

2. 単元目標２：日本の教育現場での知見や教育研究の成果及び教育協力の経験を政策目標達成
に繋がる施策づくりに活用するための視点（ボトムアップの視点）及び教育政策目標の達成
が、確実に教育現場での質的向上に繋がるための施策づくりに必要な視点（トップダウンの
視点）を身につける。

3. 単元目標３：教育政策目標の達成に繋がる教育現場での質的向上の分析手法について身につ
ける。

4. 単元目標４：上記を実践的に適用して政策指標と教育の質改善を繋げるための施策案を提案
する。

5. 単元目標５：教育政策の包括的枠組み作り、実施、検証の過程で、政策立案者、研究者、現
場との協力関係を構築することの有効性を説明できる。

6. 単元目標６：（在外補完研修）：上記政策・施策立案の実例を実地で学ぶことで習得した知
識の適用方法を身につける。

【対象組織】
教育行政機関及び教育政策に係る研究機関
、大学等
【対象人材】
各国から、教育行政機関において政策形成
、教育計画策定、プロジェクト計画・管理
等の業務に従事する行政官及び大学等の研
究機関で教育政策に関する研究に従事する
研究者の２名ペアでの参加

教育政策策定及び効果の分析に係る能力開発
Capacity Development for the Analyses of Education Policy Making and Its Effects

各国の教育行政機関が、教育現場での知見や研究者による研究成果といった個別事例を、教育の質的向上にとって有効な指標として教育政
策に反映し、さらにその政策目標を実現して現場での成果に繋げるための施策づくりを行い、加えてその効果を検証するための能力を身に
つけることにより、セクター政策枠組の包括的支援、プログラム目標・政策改革の達成を融資条件とするドナーとの政策協議においてリー
ダーシップを取ることを目的とする。

名

2015～2017

2016/10/30 2016/11/29～

1684395

継続

人間開発部

-24-



【事前活動】
1. 所属組織内での課題の洗い出し、レポートの作成

【本邦研修】
2. ワークショップ：各国の課題、具体的事例を共有する課題分析
3. 講義･討議：日本の教育制度の概要、現職教員研修の仕組みとそれに係る各行政レベルでの

役割
4. 講義･視察･意見交換：教育センターでの現職教員研修、授業研究、校内研修、授業改善のた

めのモニタリング
5. 実習：教員研修に係る改善計画案作成

【事後活動】
1. 所属組織での改善計画を報告し、検討実施
2. 帰国後3ヵ月後を目処にした活動進捗の取りまとめとプログレスレポートをJICAへ提出

15受入可能上限数：

英語

JICA中国

公益財団法人 ひろしま国際
センター

【目標】
【案件目標】
英語圏アフリカ地域で、教員研修を担当している教育行政官が作成する教員研修の業務改善計
画案が自国の関係者と共有される。
【成果】
【単元目標】
1.自国の現職教員研修の運営管理に係る現状と課題が整理される
2.日本の現職教員研修制度の仕組み、各行政レベルの役割を理解する
3.地方レベル・学校レベルでの現職教員研修運営管理について理解する
4.自国で実施可能、且つ、合理的な現職教員研修運営管理改善計画案が作成される
5.帰国後、研修員が策定した改善計画が所属組織の関係者間で共有され実施のためのポイント
が整理される

【対象組織】
【対象組織】
初中等教育の現職教員研修を担当している
中央または地方教育行政機関
【対象人材】
【対象人材】
＜職位＞初中等教育分野の現職教員研修の
運営管理を担当している中央又は地方教育
行政官、指導主事
＜職務経験＞上記職位において5年以上の
経験を有している者
＜その他＞SMASE-WECSAプロジェクトと関
連のある者

アフリカ地域（英語圏）INSET運営管理
INSET Management in Africa (Anglophone Countries)

サブサハラアフリカ諸国（英語圏）

本案件は、初等中等教育の現職教員研修を所掌している教育行政機関に対し、課題分析ワークショップ、日本における現職教員研修に係る
講義、同研修に係る関係機関への視察・協議、参加国との意見交換を通して、参加者の現職教員研修に係るマネジメント能力の向上を図る
ことを目的としている。

名

2015～2017

2016/11/11 2016/12/17～

1684396

継続

人間開発部

-25-



1. 日本と外国の教育制度と教員免許制度および日本の教員養成大学の教育課程についての講義
と情報共有、付属小学校および中学校の教育現場の視察

2. 教員養成の方法と技術についての講義、授業研究・教材研究に関する大学講義の参観、現代
的な教育課題（例えばESD、特別支援教育、防災教育等） の研修

3. 教員養成の制度や体制に関する講義、教育現場の訪問・関係者との懇談、A/P作成のための
ワークショップ

4. 自国の教育の改善点の発表と内容の討論、研修において作成された改善案を自国の所属機関
で提案し検討を行う。

15受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA東北

国立大学法人 宮城教育大学

【目標】
研修員が帰国後、自国の教員養成計画に参画し、日本の教育制度および教育方法を参考に自国
の教員養成教育の質の向上（カリキュラム作成、授業及び教材研究、教員免許取得制度の整備
）に有効な取組みについて提言することが可能な能力を習得する。
【成果】
【成果：単元目標】
1.日本や世界の教育制度・手法の理解
2.教員養成教育（教員研修）の質の向上に資する手法や技術の習得
3.教員養成教育（教員研修）の質の向上に資する体制・制度の検討
4.自国の教員養成教育の改善案の作成

【対象組織】
教育省教員養成担当部局、教員養成大学及
び教員養成に準じる機関
【対象人材】
<職位>各年度における研修員の対象層は、
教員養成大学及び国の教員養成機関の教育
課程の計画・実施に責任を持つ教員（学部
長クラス、副学長クラス）、当該国の教員
養成課程の立案・施策の担当者（教育省ク
ラスの担当官）

教員養成課程における方法と技術
Methods and techniques of pre-service teacher training course

本研修は、教員養成で5年以上の経験を持つ関係者をターゲットに教員養成課程を改善するA／Pを作成し、実現することを目的にしている
。

名

2015～2017

2016/09/28 2016/10/23～

1684348

継続

人間開発部
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㈱コーエイ総合研究所
http://www.kri-inter.co.jp
/

【事前活動】
自国のインクルーシブ教育／特別支援教育の現状・課題及び所属組織の取り組みについて、カ
ントリーレポート及びインセプションレポート作成。

【本邦研修】
以下内容の講義、課題分析ワークショップ、視察、討論を行う。
1.インクルーシブ教育／特別支援教育の世界的潮流、各国の取り組み、日本の制度等に
かかる講義。

2.日本のインクルーシブ教育／特別支援教育現場の視察。
3.親／地域／社会とのネットワーク構築と連携事例、就業支援等にかかる講義。
4.研修参加組織の課題にかかる分析、討論。
5.アクションプランの作成。

16受入可能上限数：

英語

JICA横浜

株式会社 コーエイ総合研究
所

【目標】
研修員が、本研修を通して日本におけるインクルーシブ教育/特別支援教育の施策及び実践を学
び、帰国後に、各所属先で実現可能な同分野にかかる活動の計画を立案・実行するために必要
な知識を得る。

【成果】
1.日本および参加国の当該テーマに係る課題が整理される。
2.日本の当該テーマに係る施策との比較において、参加国の当該テーマに係る課題が整理され
る。

3.参加国の当該テーマに係る課題に対して、具体的な活動計画（アクションプラン）として取
りまとめられる。

【対象組織】
教育省のインクルーシブ／特別支援教育担
当部署（中央・地方）若しくは、インクル
ーシブ／特別支援教育のカリキュラムを有
する大学・教員養成校

【対象人材】
1.教育省のインクルーシブ／特別支援教育
担当部署の行政官（中央・地方）若しくは
、インクルーシブ／特別支援教育のカリキ
ュラムを有する大学・教員養成校の教員
2.本分野において5年以上の経験を有する
者。
3.大学を卒業している者。
4.英語能力が十分である者。

インクルーシブ教育/特別支援教育の推進
Promotion of Inclusive Education/Special Needs Education

日本の特別支援教育の概要及びインクルーシブ教育の取り組みを理解し、各国でのインクルーシブ教育/特別支援教育の取組・課題の共有
を通じて、自国でのインクルーシブ教育/特別支援教育推進に向けた計画案が策定されることを目的とした研修。

名

2014～2016

2016/08/21 2016/09/27～

1684398

継続

人間開発部
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自国に戻り教育の質向上に関
する新たな取組を開始できる
局長、課長クラスの参加（可
能であればそれぞれ1名ずつ
）を推奨。日本の教育産業の
取組も学べ、将来的にはBOP
ビジネスの進出なども期待で
きる。

【事前活動】
自国の教育の質（学習の質）に関する現状と課題を整理し、インセプションレポートとして作
成する。
【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、演習、視察、発表を行う。
１．日本の教育制度の概要と政策立案の体制
２．カリキュラムおよび学習指導要領作成・改訂の理念と形成プロセス
３．教科書開発のプロセス
４．全国学力・学習状況調査の概要（学力試験の作成・実施・分析・フィードバック）
５．自治体における学習効果向上に向けた包括的な取組
６．教育現場の視察（学校運営、授業研究、教材研究、模擬授業・研究授業の実施、補助教材

による学習等）
７．日本の教育産業における各種取組の視察（公教育の現場における教育産業の教材/サービス

の活用、教育産業と公教育の関係等）
８．アクションプランの作成と検討
【事後活動】
所属組織での関係者に向けての研修結果の報告とアクションプランの実施に向けたの意見交換
。

15受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

小河教育研究所と国際航業株
式会社の合同企業体

【目標】
学習成果発現のための包括的な取組みについて学び、自国における学習成果向上策を立案する
。
【成果】
１．インセプションレポートの作成と発表及び討論を通じ、教育の質向上に関する政策や実践

例を共有し、自国の教育行政に関する現状を整理する。
２．日本のカリキュラム・教科書の作成・改訂、教育現場での実践、学力試験等の一連の政策

と実施について理解し、自国で必要な政策・施策を認識する。
３．地方自治体及び学校現場での学力向上に向けた包括的な取組から自国で適用可能な実践の

アイディアを整理する。
４．日本の教育産業の各種取組を視察することにより、学習効果向上に向けた民間のノウハウ

を理解する。
５．自国の各所属組織において教育の質向上に向けたアクションプラン（施策）案が策定され

る。

【対象組織】
初等・中等教育に携わる中央省庁、特に教
育の質向上に携わる部局
【対象人材】
〈職位〉
本省の局長または課長（あるいはこれに準
ずるもの）
〈職務経験〉
10年以上
〈その他〉
総括指導主事（指導主事のリーダー）など
の参加も可。

学習効果向上に向けた総合的取組
Comprehensive Approach for Improvement in the Quality of Learning

教育プログラムがある国あるいは今後作る計画のある国

ミレニアム開発目標、ポスト2015年開発アジェンダを見据え、国際協力における基礎教育分野の中心的な課題がEducation for All(万人の
ための教育）からLearning for all（すべての人に質の高い教育を）へとシフトしつつある。本研修では、発展途上国で教育行政を担う中
心的人物に、我が国で行われている官・民双方の学習の質向上に向けた包括的な取組みを紹介し、質の高い教育の実現のためには個々の取
り組みのみならず、それらが整合性を持って一体的に実施される必要があることを学ぶ機会とし、各国においてJICAの支援で実施されてい
る教育分野プロジェクトと連携して教育現場に相乗効果をもたらすことを目指している。

名

2015～2017

2016/10/23 2016/11/12～

1684399

継続

人間開発部
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2.保健医療

2



(A)2016/06/15-2016/08/05
  (西語：沖縄)
(B)2017/01/11-2017/02/25
 (西語：沖縄)
本研修は主として中南米地域
を対象として実施するが、ス
ペイン語での受講を希望する
他地域の国々も応募可とする
。JICA-Netライブラリ「沖縄
の保健医療の経験シリーズ」
１ 2編参照

【事前活動】
母子保健における管轄地域および所属機関の課題分析をまとめたジョブレポートの作成・提出

【本邦活動】
1.ジョブレポート発表、各国の課題の共有
2.以下の内容の講義、視察、討論
(1)日本の保健医療システム（国、自治体の役割）、保健所における母子保健事業、

医療機関における母子医療体制
(2)沖縄県の戦後復興期における公衆衛生看護婦の地域駐在制度、インフラ未整備時代の

母子保健活動、公衆衛生看護人材育成、看護リーダーの役割と人事管理、現在の
看護職の現任教育、看護職の生涯教育

(3)住民の行動変容を促す効果的なヘルスプロモーションの事例、栄養教育、住民参加に
よる地区組織活動の実際、思春期教育とピア活動、民間団体の機能と役割、地区診断

3.課題整理、計画立案手法
4.母子保健改善計画案の作成、発表(計画案の共有)、有識者による助言指導

【事後活動】
1.日本での学びに係る現地報告会開催
2.日本での学びを生かした母子保健活動の実施

24受入可能上限数：

西語

JICA沖縄

公益社団法人 沖縄県看護協
会

【目標】
母子保健を担う組織において、公衆衛生活動の強化による、対象地域のニーズに適した母子保
健改善計画が立案、実行される。

【成果】
1.日本・沖縄の保健医療の仕組み、母子保健サービスの検証により公衆衛生の重要性が認識さ
れ、所属組織や管轄地域が抱える母子保健課題を再整理し説明できる。
2.行政機関（中央・地方）や地域保健人材、地域住民らの連携強化と地域保健改善のため、保
健行政の役割、関係機関の機能と連携の仕組み、地域での保健活動等について沖縄の事例を分
析し、自国で適用可能な取り組みが説明できる。
3.地域資源を活用した母子保健の推進例が検証され、自国で適用可能な取組みが抽出し説明で
きる。
4.日本・沖縄での学びを整理・分析し、自国での適用・適応可能性につき整理するとともに、
自らが取り組むべき優先課題を説明できる。
5.帰国後、本研修での学びを関係者と共有し、関係者が取り組むべき課題が議論される。その
結果がJICAに報告される。

【対象組織】
中央もしくは地方政府の母子保健担当部局

【対象人材】
<職位>
1.保健省（国、地方保健局）の母子保健/
公衆衛生担当部署の看護管理者

2.地域で活動する母子保健事業の指導監督
の職を担う者

<職務経験>
公衆衛生分野の実務経験10年以上を有する
者

<その他>
看護師もしくは助産師の資格を有する者が
望ましい。医師も対象になりうる。

公衆衛生活動による母子保健強化(スペイン語）
Strengthening Maternal and Child Health through Public Health Activities for Spanish Speaking Countries

中南米地域及び西語による研修受講を希望する国

沖縄は、戦後の資金・人材不足の中、多くの離島を抱える地理的なハンディを乗り越えて母子保健を改善し、更にはUHCを実現させた。こ
れを支えたのは、関係機関間の機能的な連携や地域住民の協力等沖縄の優れた保健システムである。
本研修は、戦後沖縄の公衆衛生に係る取り組みを参考に、地域保健システム、人材育成・管理、地域資源の活用等について学び、各国の地
域母子保健の向上ひいてはUHCの実現に寄与することを目的として実施する。

名

2014～2016

2016/06/15 2016/08/05～

1684437

継続

人間開発部
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(A)2016/05/18-2016/06/11
  (英語：東京)
(B)2016/10/19-2016/11/12
  (英語：東京)
(C)2016/06/07-2016/07/07
 (英語：九州)

【ジョイセフ】
http://www.joicfp.or.jp/jp
/

1.インセプションレポートの作成・討議 (自国の「妊産婦の健康改善」に関する現状・課題分
析・各国比較)

2.(1) 日本の母子保健サービスの現状紹介 (法・制度、組織、各種保健サービス）

2.(2) 日本の母子保健サービスの変遷 (特に地域における保健サービスと住民とをつなぐため
の活動)

3. 自国の地域の取組みを踏まえた上での「活動計画（案）」の作成

40受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）/JICA
九州

公益財団法人 ジョイセフ

【目標】
自国の、地域における妊産婦の健康改善を目指した「継続ケア」を強化する。
【成果】
1.自国の地域における「妊産婦の健康改善」に関する課題と現状が整理される。

2.妊産婦の健康改善のため「継続ケア」の在り方について、理解を深める。

(1)質の高いケアの提供

(2)地域と保健サービスをつなぐための経験と方策

3.自国の地域の取組みを踏まえた上での「活動計画（案」」を作成する。

【対象組織】
1. 中央または地方政府の行政機関

2. 上記1と協働するNGO
【対象人材】
1 母子保健プログラムの企画・管理を担
当する職員

2. 職務経験：3年以上

3. 十分な英語能力を有すること

妊産婦の健康改善
Improvement of Maternal Health

母子保健分野のプログラム・プロジェクトと関連のある国が望ましい。

MDG5（妊産婦の健康改善）は、MDGsの7目標の中でも最も達成が遅れているといわれており、続くSDGｓでも重要課題のひとつとなる見込み
である。本コースは、国際的な潮流とともに、思春期、妊娠、出産、乳幼児期の母子を包括的に扱う継続ケアの重要性を日本の経験を踏ま
えて伝達し、自国の現状に照合して特に地域において適用できる具体的方策を検討するものである。

名

2016～2018

2016/05/18 2016/06/11～

1684439

更新

人間開発部
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SUN：http://scalingupnutri
tion.org/

【事前活動】
自国の栄養、母子・地域保健の現状や課題点、所属組織等についてのインセプションレポート
作成。

【本邦研修】
以下の内容の講義、視察、議論等を行う。

1.SUN、WFP、WHO、UNICEFなどの国際的な栄養改善の取組み、JICAの母子保健・栄養分野への支
援方針／栄養不良の概論（現状と課題、種類、判定方法、要因と対策）／妊産婦栄養（栄養
摂取基準、貧血、栄養モニタリング等）／乳幼児栄養（栄養摂取基準、母乳育児、乳児食、
栄養調査）／微量栄養素（微量栄養素・ビタミンＡ・亜鉛・カルシウム欠乏症、鉄欠乏性
貧血とその対策）

2.食品の保存法と加工法／家庭菜園／家庭内食糧安全保障のための女性のエンパワメント／途
上国での地域保健・栄養改善の取組み／日本企業による途上国での取組み、日本が開発した
栄養改善製品の紹介

3.日本の栄養改善の歴史／母子保健事業（妊産婦の栄養・母乳・離乳食指導、乳児健診、乳児
栄養指導など）／保健所の役割と地域保健事業／栄養改善事業／健康日本21、けんこう帯広

  21
4.帰国後に研修員が実施する栄養改善に向けた行動計画のドラフト作成・意見交換会

 【事後活動】
帰国報告会の開催、行動計画の組織内承認、帰国後半年以内のファイナルレポートの提出

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

公益財団法人 ジョイセフ

【目標】
SUN参加国の中央政府及び地方自治体で栄養改善対策に従事する職員が、世界の栄養状況、栄養
改善への取組み、他の途上国や日本での栄養対策等を学ぶことにより、所属部署における母子
栄養改善への具体的な行動計画を策定し、帰国後にそれを実践する能力を形成する。

【成果】
1.国際栄養対策の潮流と枠組み及び栄養学の知識について学び、説明することができる。
2.低栄養対策、栄養改善に有効な方法、戦略の事例を学び、自国での栄養改善対策に向けた行
動計画に反映することができる。

3.日本の母子保健、地域保健の経験から、栄養改善対策に資する政策・事業・取組み方を学び
、地域保健の中でどのように栄養対策をすすめているか具体的な事例とともに説明できる。

4.成果1.から3.を踏まえ、研修員が各国において母子栄養改善のための行動計画を策定し、そ
れを実施する能力を形成する。

【対象組織】
栄養改善対策、母子保健、地域保健に携わ
る中央・地方政府機関

【対象人材】
1.母子保健、地域保健、栄養改善に関わる
中央政府及び地方自治体の行政官

2.当該分野で3年以上の経験があること
3.各国2名ずつ（母子保健或いは地域保健
担当官1名、栄養担当官１名など）

4.英語での研修となるため、英語にて受講
  ・ディスカッション可能な語学レベル

母子栄養改善
Improvement of Maternal and Child Nutrition

アジア・アフリカのSUN参加国（＊そのうちザンビア、エチオピアは必須）

本コースでは、SUN参加国の行政官を対象に、自国・担当地域にて母子栄養改善プログラムを計画、実施、管理するために必要な知識と能
力を強化することを目指す。具体的には、SUNなど国際的な栄養改善の動向や栄養学の知識、栄養改善に有効な方法・戦略の事例等を講義
にて補強した上で、日本の母子保健・地域保健・栄養改善対策の取組み方について視察等を通して学び、所属部署における栄養改善のため
の取組みを推進する。

名

2014～2016

2016/11/08 2016/12/21～

1684440

継続

人間開発部
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(A)2016/05/11-2016/06/25
  (英語：沖縄)
(B)2016/09/21-2016/11/11
  (英語：沖縄)
(C)2016/10/19-2016/12/03
  (ポルトガル語：沖縄)

JICA-Netライブラリ「沖縄の
保健医療の経験シリーズ」１
2編参照

【事前活動】
母子保健における管轄地域および所属機関の課題分析をまとめたジョブレポートの作成・提出

【本邦活動】
1.ジョブレポート発表、各国の課題の共有
2.以下の内容の講義、視察、討論
(1)日本の保健医療システム（国、自治体の役割）、保健所における母子保健事業、

医療機関における母子医療体制
(2)沖縄県の戦後復興期における公衆衛生看護婦の地域駐在制度、インフラ未整備時代の

母子保健活動、公衆衛生看護人材育成、看護リーダーの役割と人事管理、現在の看護職の
現任教育、看護職の生涯教育

(3)住民の行動変容を促す効果的なヘルスプロモーションの事例、栄養教育、住民参加による
地区組織活動の実際、思春期教育とピア活動、民間団体の機能と役割、地区診断

3.課題整理、計画立案手法
4.母子保健改善計画案の作成、発表(計画案の共有)、有識者による助言指導

【事後活動】
1.日本での学びに係る現地報告会開催
2.日本での学びを生かした母子保健活動の実施

36受入可能上限数：

英語/ポルトガル語

JICA沖縄

公益社団法人 沖縄県看護協
会

【目標】
母子保健を担う組織において、公衆衛生活動の強化による、対象地域のニーズに適した母子保
健改善計画が立案、実行される。

【成果】
1.日本・沖縄の保健医療の仕組み、母子保健サービスの検証により公衆衛生の重要性が認識さ
れ、所属組織や管轄地域が抱える母子保健課題を再整理し説明できる。
2.行政機関（中央・地方）や地域保健人材、地域住民らの連携強化と地域保健改善のため、保
健行政の役割、関係機関の機能と連携の仕組み、地域での保健活動等について沖縄の事例を分
析し、自国で適用可能な取り組みが説明できる。
3.地域資源を活用した母子保健の推進例が検証され、自国で適用可能な取組みが抽出し説明で
きる。
4.日本・沖縄での学びを整理・分析し、自国での適用・適応可能性につき整理するとともに、
自らが取り組むべき優先課題を説明できる。
5.帰国後、本研修での学びを関係者と共有し、関係者が取り組むべき課題が議論される。その
結果がJICAに報告される。

【対象組織】
中央もしくは地方政府の母子保健担当部局

【対象人材】
<職位>
1.保健省（国、地方保健局）の母子保健/
公衆衛生担当部署の看護管理者

2.地域で活動する母子保健事業の指導監督
の職を担う者

<職務経験>
公衆衛生分野の実務経験10年以上を有する
者
<語学力>
発表およびレポート作成に充分な英語力を
有する者
<その他>
看護師もしくは助産師の資格を有する者が
望ましい。医師も対象になりうる。

公衆衛生活動による母子保健強化
Strengthening Maternal and Child Health through Public Health Activities

沖縄は、戦後の資金・人材不足の中、多くの離島を抱える地理的なハンディを乗り越えて母子保健を改善し、更にはUHCを実現させた。こ
れを支えたのは、関係機関間の機能的な連携や地域住民の協力等沖縄の優れた保健システムである。
本研修は、戦後沖縄の公衆衛生に係る取り組みを参考に、地域保健システム、人材育成・管理、地域資源の活用等について学び、各国の地
域母子保健の向上ひいてはUHCの実現に寄与することを目的として実施する

名

2014～2016

2016/05/11 2016/06/25～

1684444

継続

人間開発部
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(A)2016/07/13-2016/08/06
  (仏語：東京)
(B)2016/10/05-2016/10/29
  (仏語：東京)

国際保健政策（2011-2015）
http://www.mofa.go.jp/mofa
j/gaiko/oda/doukou/mdgs/pd
fs/hea_pol_ful_jp.pdf

1-1（討議）各国の妊産婦死亡に係る課題の整理（①産前健診受診率、②技能者による分娩介助
率の状況及び課題）

1-2（講義・視察）我が国の母子保健に関する歴史、政策、制度（国民健康保険含む）の紹介
1-3（講義・討議）エビデンスが証明された妊産婦死亡率削減のための介入及びグッドプラクテ

ィスの紹介

2-1（講義）我が国の国際保健政策の紹介、「EMBRACEモデル」「継続ケア」の概念紹介
2-2（討議）各国の「継続ケア」の状況の整理
2-3（講義・討議）医療施設の緊急産科ケアにかかるサービス改善（死亡例検討会、サービス改

善の仕組み含む）
2-4（講義・討議）医療施設、行政機関、医療機関やコミュニティにおける予防啓発（家族計画

へのアクセス改善含む）
2-5（事例紹介・討議）医療施設へのアクセス改善（地理的特徴の把握、交通手段の確保、アク

セスを妨げる文化や慣習の把握、意思決定者の巻き込み）
2-6（事例紹介・討議）リファラルシステムの構築、妊産婦の数及び状態を把握するための仕組

み（コミュニティボランティア等の活用）
2-7（視察）我が国の「継続ケア」の現場視察

3-1（討議）妊産婦の健康改善に資する、研修員の配属先が実施可能な改善提案を含めた気づき
の点がまとめられる。

24受入可能上限数：

仏語

JICA東京（人間開発）

国立国際医療研究センター

参加者が当該国の「妊産婦の死亡率削減」に貢献するため、「継続ケア」の概念を踏まえ、参
加者もしくは組織の業務改善を行い得る能力を習得する。

1.各国の妊産婦死亡に関する課題が分析される。
2.日本政府の国際保健政策（EMBRACEモデル）も踏まえ、各国の望ましい「継続ケア」が整理さ
れる。

3.自国の妊産婦の健康改善に関する、改善提案も含めた気づきの点がまとめられる。

【対象組織】
中央あるいは州レベルの保健行政機関

【対象人材】
1.中央あるいは州レベルで妊産婦保健プロ
グラムの計画もしくは実施に関わる行政
官

2.中央あるいは州レベルで妊産婦保健プロ
グラムの計画もしくは実施に関わる行政
官として5年以上の職務経験を持つこと

3.医師、看護師、助産師に相当する医療専
門職であること

アフリカ仏語圏地域 妊産婦の健康改善（行政官対象）
Improvement of Maternal Health for French-Speaking African Countries (for government officials)

仏語圏アフリカ諸国

国際社会の共通目標としてミレニアム開発目標が設定されて以来、世界各国は目標達成に向かって取り組んできている。しかしながら、ア
フリカ地域では保健に関連した目標、特に妊産婦死亡率の改善に関する指標の進捗に遅れがみられる。これに対し、本研修は妊産婦死亡率
削減等の有効性が確認された保健施策や、特に保健システムの観点から継続ケアの概要を紹介し、行政官の能力向上を行うことで途上国の
課題解決へ貢献する。

名

2014～2016

2016/07/13 2016/08/06～

1684450

継続

人間開発部
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・課題レポートダイアローグ

・国際助産師会や日本において助産師に求められる能力

・助産師の責務（安全管理）

・助産師と産科医によるチーム医療（妊娠期、分娩器、産褥期におけるそれぞれの役割・責務
を明確にし、協働作業の重要性を理解する。）

・健康教育

・専門職としてのスキル（妊娠合併症の管理、助産管理、産科的出血の管理、新生児蘇生法な
ど）

・研修の振り返り

・WHOガイドラインを踏まえた実践マニュアル作成

・研修員の帰国後、実践マニュアルの活用状況をモニタリングする

10受入可能上限数：

モンゴル語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
助産師の業務・役割を、産科医及び助産師が正しく理解し、チーム医療に向けた実践マニュア
ル（案）を作成する。
【成果】
１．研修員の所属病院における妊娠・出産に関する課題が整理される。

２．助産師の業務・役割を、産科医及び助産師が正しく理解する。

３．産科医療における職能別役割分担を理解する。

４．母子保健医療分野における産科基礎知識及び母子ケアの基本的技術を学ぶ。

５．所属病院における産科医・助産師・新生児医・看護師などの協働、チーム医療に向けた実
践マニュアルを作成する。

６．チーム医療のための実践マニュアルが所属病院で活用される。

【対象組織】
3次保健医療施設
【対象人材】
3次保健医療施設に勤務し、責任のある立
場にある助産師、及び、産科医師の資格を
有する者を1名ずつ、1病院から2名

安全な出産のための助産師研修
Midwifery Course for Safe Motherhood

モンゴル

産科医と助産師が、妊娠・出産管理においてチームとして質の高い医療を行うことを目的として、チーム医療について先進的な事例を持つ
日本において人材育成研修を行うもの。この研修を通じて、産科医と助産師がそれぞれに期待される役割を正しく認識することができると
ともに、出産管理過程の医療マニュアルを作成することにより、異なる職種が相互支援を行う仕組みが構築されることを目指す。

名

2016～2016

2017/01/18 2017/02/24～

1684454

更新

人間開発部
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大阪府立母子保健総合医療セ
ンターホームページURL
http://www.mch.pref.osaka.
jp/

1.事前活動
インセプションレポートの作成において、自国ならびに所属組織の周産期保健医療サービスに
おける現状や課題が整理される。

2.本邦活動
(1)来日後、早い段階で活動計画案作成に向けたワークショップを実施し、課題が整理される。
(2)インセプションレポート発表を通じて、各国の現状が研修員同士ならびに受入先担当者間で

理解、共有される。
(3)日本の母子保健医療制度の概略と歴史についての講義
(4)周産期、新生児、小児ケアに関する講義ならびにディスカッション
(5)母子保健手帳や予防接種に関する講義
(6)主に受入先病院での臨床現場の視察(新生児蘇生法、1か月検診など）
(7)活動計画案作成、発表

3.事後活動
研修員の作成した活動計画案が所属組織内で検討され、周産期の保健医療サービス改善計画が
策定される。

10受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター

【目標】
研修員の所属する保健医療機関が主体となって、地域と連携しながら、周産期、特に新生児ケ
アにおける保健医療サービスの改善計画を策定し、実施する。

【成果】
1.研修員が所属する保健医療機関において実施されている周産期、特に新生児保健医療サービ
スの長所と課題を整理し、研修における習得目標を明確化する。

2.日本の母子保健医療の変遷および現状を理解する。
3.母子保健医療サービスの有機的な連携に関するケーススタディや、母子保健医療従事者の活
動の見学を通じて、日本の周産期、特に新生児保健医療サービスの現状と課題への取り組み
を理解する。

4.研修員所属組織において実現可能かつ効果的な周産期および新生児に対する保健医療ケアの
改善のための活動計画案を策定する。
5.研修員所属組織において、活動計画案を検討し、実施する。

【対象組織】
周産期・新生児・小児医療を担当する中央
または地方のリファーラル病院

【対象人材】
周産期・新生児・小児医療を担当する中央
または地方のリファーラル病院の産科もし
くは小児科医長、または看護師長（プロジ
ェクト関連機関からの研修員を優先する
）。職務経験は３年以上とする。

周産期・新生児保健医療
Perinatal and Neonatal Health Care

周産期・新生児・小児医療を担当する中央または地方のリファーラル病院の産科医または小児科医長、看護師または助産師長等を対象とし
た、地域と連携した母子保健サービス改善を目的とする研修。日本における周産期、特に新生児保健医療サービスについての講義や視察、
研修員間の意見交換を通じて、自国や地域もしくは研修員の所属する保健医療機関における実現可能なサービス改善のための活動計画案を
作成する。

名

2015～2017

2016/09/26 2016/10/22～

1684455

継続

人間開発部
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(A)2016/05/09-2016/06/18
  (英語：九州)
(B)2016/08/22-2016/10/01
  (英語：九州)
(C)2016/11/07-2016/12/17
  (英語：九州)
(D)2017/01/16-2017/02/25
  (英語：九州)

<運営・管理分野>
安全管理/医療事務業務、臨床検査部・食事療養部門・薬剤部門の管理体制、院内感染対策、資
材管理・在庫管理、救急医療/救急搬送体制、地域医療連携、職員の教育体制、人事・労務管理
、診療録監理室の管理体制、品質管理、リーダーシップと管理、等

<経営・財務分野>
経理業務、財務管理、変化する病院の役割、予算管理/病院のマーケティング、部門別原価計算
等

<システム・サービス分野>
病院機能評価、社会保障体制（健康保険制度）、日本の医療経済のしくみ、保健所の役割/医療
監視について、PCM手法、病院の業務改善（5S-TQMの紹介）、PFFCの取組み、BPRの取組み

44受入可能上限数：

英語

JICA九州

社会医療法人雪の聖母会聖マ
リア病院

【目標】
地域中核病院、保健医療分野の中央/地方政府機関において、効率的かつ効果的な病院運営へ向
けての改善計画が策定される。

【成果】
1.病院運営の概念及び実践的な経験を理解し、説明することができる。
2.意志決定のための適切な情報を収集処理できる。
3.収集した情報を病院管理に活用できる。
4.各職場における病院運営改善案を計画できる。
5.アクションプランの履行、導入の検討を行うことができる。

【対象組織】
地域中核病院、中央・地方政府機関

【対象人材】
現在病院運営・病院管理に従事しており
、5年以上の経験を有する者

<その他>
十分な英語力を有する者

病院経営
Hospital Management

病院の経営手法の理解促進を通じて、地域中核病院において効率的・効果的な病院運営が実施されることを目指す。

名

2016～2018

2016/05/09 2016/06/18～

1684400

更新

人間開発部
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【事前活動】自国の現状・課題に関するレポート作成
【本邦研修】
1.輸血概論、日本及び各国の輸血事業体制、WHOの輸血事業に対する方針
2.輸血のコンピューター管理、輸血関連感染症（梅毒、マラリア、シャーガス、デング、HIV、
ヒトレトロウイルス（HTLV/ATL）、肝炎など）、の日本と世界の現状とそこから学ぶ感染症
対策、献血推進、輸血・細胞治療 学会の役割、感染症サーベイランス

3.ウイルス検査、輸血と検査医学、血液製剤製造と品質管理
4.ジョブレポート作成及び発表会、アクションプラン作成の為のワークショップ及び発表会

12受入可能上限数：

英語

JICA九州

国立病院機構熊本医療センタ
ー/国立感染症研究所

【目標】
研修員の自国、所属組織の業務改善のためのアクションプランが作成される。
帰国後に自国でアクションプランが実施され、安全な輸血の実施体制が強化される。

【成果】
1.感染症予防の為の安全な輸血の重要性、WHOの方針、日本及び先進諸国の潮流について説明で
きる。

2.血液の安全性の理論と基準について説明できる。
3.血液スクリーニング検査及び評価の手法について説明できる。
4.自国、所属組織の安全な輸血の為の課題が整理され、業務改善案が検討される。

【対象組織】
血液スクリーニング検査や輸血医療に関わ
る病院・研究所・大学・行政機関等
【対象人材】
【研修員の職位】
病院・研究所・大学・血液バンク等で輸血
検査に携わる医師または、国・地方レベル
の血液事業において指導的立場にある者

【研修員の職務経験】
当該分野で実務経験5年以上の者

安全な輸血確保による感染症予防
Prevention of Infectious Diseases by ensuring blood safety

輸血医療事業の強化計画を有する国

血液由来の感染症予防には、売血でないボランティア献血が重要である、世界保健機構は2020年までに全世界において、100％ボランティ
ア献血を目指している。日本はボランティア献血100％を達成しており、現在は世界有数の安全な輸血事業体制を有している。本研修では
、日本の100％ボランティア献血達成の経験及び安全な輸血の為の事業体制、基礎及び先端技術（スクリーニング体制、安全管理システム
等）を学ぶ。

名

2015～2017

2017/01/10 2017/02/10～

1684405

継続

人間開発部
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【事前活動】
当該分野の自国の現状及び所属組織についてレポート等作成。

【本邦研修】
1.日本の医療制度・施設
2.日本の地域保健政策
3.日本の母子保健政策
4.日本の学校保健
5.人材育成の考え方
6.日本の看護教育制度
7.日本における保健医療機関の役割と連携
8.国際問題のトピックス
9.地域保健における課題の明確化
10.アクションプラン作成

15受入可能上限数：

英語

JICA九州

日本赤十字九州国際看護大学

【目標】
各研修員が自国の地方村落における地域保健の現状を踏まえて、所属地域の地域保健医療に携
わる人材育成について提案された計画が作成される。

【単元目標】
1.自国における地域保健行政の課題が整理される。
2.自国における地域保健医療の人材育成プロセスについての課題が整理される。
3.自国における助産所、保健所、病院、大学間の連携、役割等についての課題が整理される。
4.自国における地域医療サービスについての課題が整理される。
5.地方村落における保健人材の人材育成に関する改善策が検討される。

【対象組織】
中央政府、地方政府、大学、病院の地域保
健担当部門

【対象人材】
1.保健行政において実質的に地域保健の業
務に従事する者

2.医療従事経験のある者を優先する
3.地域保健分野の職務経験を5年以上有し
ている者

4.英語で研修を行うに十分な英語力がある
者

保健人材開発―地方村落における地域保健―
Human Resource Development for the Rural Community-Health

本研修では、問題が深刻化している地方部での医療環境の充実、アクセスの改善、地域保健の現場レベルの人材育成を図る。日本の地方都
市では、市町村、病院、助産所、保健所、地域ボランティア等が相互に連携し地域住民の健康と福祉を支えており、こうした日本の経験は
開発途上国でも有効である。宗像市における事例をもとに、地域保健の実施体制や協力体制などのノウハウを学び自国の地域保健人材育成
計画を作成する。

名

2014～2016

2017/02/07 2017/03/11～

1684406

継続

人間開発部
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(A)2016/04/10-2016/06/18
  (英語：東北)
(B)2016/06/20-2016/09/01
  (英語：東北)
(C)2016/09/04-2016/11/12
  (仏語：東北)
(D)2017/01/09-2017/03/18
  (英語：東北)

本研修では、講義、実習及び医療機器メーカーの工場視察等を通じて、臨床工学の基礎を学ぶ
。本研修では機材の管理やインベントリー作成、安全管理、並びに電子工学、電気工学及び微
生物学、滅菌学等を取り扱う。また、本研修の特徴として予防メンテナンス及び「5S」と呼ば
れるマネジメントスキルを習得することができる。

51受入可能上限数：

英語/仏語

JICA東北

株式会社 メディサン

【目標】
対象国の国立病院や地域中核病院等において医療機材の管理・保守方法（知識及び技能）が定
着し、機材の適切な保守・管理が継続的に行なわれる。
【成果】
1.自国の医療機材管理・保守業務の現状・問題点を整理できる
2.医療機材保守管理システムが見直される
3.医療機材管理・保守の際に理解しておくべき電気・電子の知識を習得し、機材の電気的な働
きが説明できる
4.医療機材管理・保守の際に理解しておくべき医用工学の知識を習得し、生体と機材の関係を
説明することができる
5.医療機材の予防メンテナンス方法・修理技術が習得できる
6.習得した医療機材保守・管理技術の実践について、短中期的なアクションプランを作成する
ことができる

【対象組織】
保健省、国立病院、地域中核病院、医療技
術学校（臨床工学士育成機関）等

【対象人材】
<職位>
上記対象機関に所属の、医療機材の操作・
保守管理従事者(帰国後に指導、監督を行
える者)

<職務経験>
医療機材の管理・保守分野での経験が4年
以上の者

<その他>
原則として45歳未満

医療機材管理・保守
Medical Equipment Management and Maintenance

医療機材の基礎的マネジメントに課題のある国

医療機材の故障を防ぎ、長期間有効活用するためには、十分な知識・技術を有した技術者による定期的な保守管理が重要となる。そこで本
研修では、医療機材のマネジメントが医療サービスの質に大きく影響するアフリカ諸国等医療事情の課題が大きい地域のうち、相乗効果が
期待できる我が国の資金協力や技術協力により医療機材の整備を支援した国や関連する技術協力を実施している国を中心に、技術者の機材
マネジメント向上のための研修を行う。

名

2016～2018

2016/04/10 2016/06/18～

1684407

更新

人間開発部
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*各国からの参加者は最大２
名までとする。

国立保健医療科学院

http://www.niph.go.jp/

1)日本の保健医療制度（感染症対策・母子保健政策・保健医療人材育成含む）、保健所・地域
の病院見学

2)各国の保健医療政策に関するインセプション・レポートの発表、

3)ユニバーサルヘルスカバレッジ(UHC)、ヘルスセクターファイナンシング

4)医療のトータルクオリティマネジメント、医療技術評価、各国の保健医療政策に関するイン
セプション・レポートの発表、

5)グループワークによるファイナルディスカッションノートの作成・発表

15受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

国立保健医療科学院

【目標】
ユニバーサルヘルスカバレッジの達成を含めた我が国の保健医療政策の歴史と現状を理解し、
政策立案に関する講義、視察、包括的なディスカッションを通じ相互の学びあいを促進すると
ともに、各国での保健医療政策立案にあたり新たな視座を得る。
【成果】
1)UHCの達成を含めた日本の保健医療政策の歴史と現状を理解できる。

2)自国の保健医療政策に関する現状と問題を報告し、参加者間で共有できる。

3)保健医療分野の財政の特徴を理解し、保健医療制度改革に必要な財政上の課題を検討できる
。

4)途上国における医療の質の管理と人材開発を理解し、自国の状況に当てはめて検討すること
ができる。

5)日本の経験や参加国の政策から学んだこと及び帰国後に実施すべき政策、政策形成に果たす
自らの役割について、グループディスカッションを通じて、ファイナルディスカッションノー
トを作成できる。

【対象組織】
国または地方の保健医療行政組織
【対象人材】
①保健医療行政に深く携わり、政策立案に
関与する地位にある上級行政官または同等
の地位にある者、保健医療行政において充
分な経験を有する者（経験年数10年以上
）、③十分な英語能力を有する者

保健衛生政策向上-日本の経験・歴史・成果と課題の共有
Health Policy Development -An introduction to Japan's history, achievements and challenges

本研修では、中央政府や地方政府で保健医療政策策定を行う中核的立場にある上級行政官を対象として、ユニバーサルヘルスカバレッジ
（UHC）の達成を含めた我が国の保健医療政策策定の歴史と現状を紹介するとともに、参加各国の取組を比較し、相互の学びあいを促進す
るとともに、各国での保健医療政策立案にあたり新たな視座を提供する。

名

2016～2018

2017/01/15 2017/01/27～

1684411

更新

人間開発部
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JICA-Netライブラリ「沖縄の
保健医療の経験シリーズ」１
2編参照

【事前活動】
当該分野における管轄地域および所属機関の課題分析をまとめたジョブレポートの作成・提出

【本邦活動】
1.ジョブレポート発表、各国の課題の共有
2.以下の内容の講義、視察、討論
(1)日本・沖縄の保健システム：保健行政、各機関の連携、 地方自治体の感染症対策事例の

検証
  (2)沖縄における結核対策、寄生虫ゼロ作戦、マラリア撲滅事業、公衆衛生看護婦駐在制度等

感染症対策の仕組みと機能の理解
  (3)感染症サーベイランスシステム、検査体制、情報管理、リスクマネジメント、ヘルスプロ

モーション、住民への啓発活動の理論と実践、住民参加による地区組織活動
3.課題整理、地区診断、計画立案手法
4.感染症対策のための保健システム改善計画案の作成、発表(計画案の共有)、有識者による助
言指導

【事後活動】
1.日本での学びに係る現地報告会開催
2.日本での学びを生かした感染症対策活動の実施

14受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

公益社団法人 沖縄県看護協
会

【目標】
効果的な感染症対策実施のための地域保健システム強化につき、自国で取り組むべき計画案が
作成される。

【成果】
1.沖縄の熱帯感染症対策撲滅やUHCの実現に係る成功要因を分析・説明できる。
2.過去・現在の日本・沖縄における保健システム（関係機関の連携や地域住民の働きを含む）
の実態を、自国との比較を通して説明できる。
3.日本・沖縄での学びを整理・分析し、自国での適用・適応可能性につき整理するとともに、
自らが取り組むべき優先課題を説明できる。
4.帰国後、本研修での学びを関係者と共有し、関係者が取り組むべき課題が議論される。その
結果がJICAに報告される。

【対象組織】
中央政府、地方政府の保健部局において感
染症対策を所掌する部署

【対象人材】
<職位>
中央、地方政府の保健部局の感染症対策計
画、事業実施管理担当官
<経験>
保健医療分野で5年以上の実務経験を有す
る者
<語学力>
発表及びレポート作成に充分な英語力を有
する者
<その他>
看護師、助産師、または保健師の資格保有
者が望ましい。医師も対象になりうる。

地域保健システム強化による感染症対策
Infectious Diseases Control through Strengthening of Community Health System

沖縄は、戦後の資金・人材不足の中、多くの離島を抱える地理的なハンディを乗り越えて熱帯感染症を撲滅し、更にはUHCを実現させた。
これを支えたのは、関係機関間の機能的な連携や地域住民の協力等沖縄の優れた保健システムである。
本研修は、戦後沖縄の公衆衛生に係る取り組みを参考に、地域保健システム、人材育成・管理、地域資源の活用等について学び、各国の感
染症対策の向上ひいてはUHCの実現に寄与することを目的として実施する。

名

2014～2016

2016/07/27 2016/09/17～

1684412

継続

人間開発部
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【事前活動】・自国の保健指標の確認

【本邦研修】

１．保健医療サービス供給体制、保健システムマネージメントにおけるホールシステムアプロ
ーチ

２．政策立案のためのビジョニング、医療需要将来予測（BFT）

３．感染症サーベイランスとレスポンス：振興再興感染症、インフルエンザパンデミックの脅
威

４．ヘルスファイナンシング基礎論、医療経済基礎論からUHC、理想的な社会保障政策

５．ヘルスシステムディベロップメントにおける人材育成

【事後活動】・研修員ネットワークを通じた意見交換・所属組織への共有と活動報告書の提出

17受入可能上限数：

英語

JICA横浜

調整中

【目標】
日本の保健医療政策およびグローバルな国際保健の潮流を理解し、自国における保健医療政策
の課題の分析、整理、討議及び現場視察等を通じて、保健医療行政官の政策立案能力が向上す
る。
【成果】
１．保健システムの概念を理解し説明できる。

２．Visioning手法等による政策立案スキル及び保健行政実践におけるリーダーシップを身につ
け、ガバナンスについて理解し、現場での学びの応用が可能となる。

３．情報管理の基本を理解し、現場での知識の応用が可能となる。

４．財務管理の基本および保険制度について理解し、現場での知識の応用が可能となる。

５．人材管理の基本を理解し、現場での知識の応用が可能となる。

６．研修修了生も含めた、研修員間のネットワークが構築される。

【対象組織】
国または地方の保健医療行政組織
【対象人材】
＜職位＞中央あるいは地方において保健開
発計画に携わる行政官

＜職務経験＞保健医療行政において7年間
以上の経験がある者

グローバル保健医療政策担当者の政策立案能力強化
Capacity Development on Health Systems Planning

開発途上国においては、コミュニティレベルからグローバルな視点までをもった、実効性の高い保健医療政策を立案できる中堅保健行政官
が十分に育成されていない。本コースでは、特にVisioning手法を用いた政策立案能力強化に焦点を当てながら、社会情勢の変化、新興・
再興感染症の増加、生活習慣病の増加、人口の異動・高齢化など、保健医療をとりまく急速な環境の変化への対応に必要となる保健医療行
政官の能力強化を図る。

名

2016～2018

2016/08/28 2016/09/24～

1684414

更新

人間開発部
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1. (1)日本の薬事行政の概要（法体系と組織体制、医薬品の申請から承認までの流れ、製造品
質管理（GMP）、医療保険制度 (2)薬価収載、安全対策、製造販売後調査・再審査・再評価
制度、副作用被害救済制度、自治体との役割分担等） (3)カントリーレポート発表及び討議

2. (1)医薬品の適正供給管理（医薬品原体の輸入業者、製薬企業、医薬品卸、病院、薬局等に
おける取組み) (2)薬事監視体制（薬事監視に関する関係機関（自治体等との連携）や広告
規制等） (3)国際的な規制当局間の連携の動向（偽造医薬品対策、規制当局間連携やWHOを
通じた連携強化への取組み）

3. (1)ｱ. 製薬企業視察（医薬品の品質管理） ｲ. 自治体視察（薬事行政において自
治体の果たす役割 ）ｳ. 日本の伝統的な医薬品（漢方薬を中心とした生薬製剤）や配置薬の
取扱い

   (2)ｱ. 医療現場の視察・実習・講義（病棟及び研究開発（治験）における薬剤師
の役割、調剤業務、医薬品管理、医薬品情報管理、チーム医療への参加、製剤業務など）
ｲ. 薬剤師教育 ｳ. 地域医療及び災害時における薬剤師の貢献・調剤薬局見学

4. (1)研修の振り返り (2)個別プログラムの相互フィードバック(3)最終レポート作成・討議

17受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

公益社団法人 国際厚生事業
団

【目標】
日本及び参加各国における医薬品の供給管理に対する理解を深め、自国の課題に適用可能な方
策につきアイディアをレポートにまとめる。
【成果】
1. 日本及び参加各国の保健医療システム全体における薬事関連制度について理解すると共に比

較検討する。
2. 日本及び参加各国において適正な医薬品が供給されるための管理手法及びそれに資する薬事

監視体制、国際的な規制当局間の連携の動向について把握する。
3. 行政、医療現場双方の適切な医薬品の供給に資する具体的な取組みを視察して理解を深め
    、自国と比較検討する。
(1)（行政官）薬事行政に於ける自治体の役割及び製薬企業における医薬品の品質管理について

理解する。
(2)（薬剤師）医療現場や社会における薬剤師の役割及び薬剤師教育について理解する。
4. 学びの共有と討議を通じ、行政官・薬剤師双方の立場から、日本及び参加各国と比較しつつ
   、自国の課題を整理する。

【対象組織】
1. 政府の薬事規制当局又はその関連機関

2. 医療機関（国又は地域で中心的な役割
を担う基幹病院）

【対象人材】
1か国2名分の割当枠がある場合は、１.及
び２.各1名ずつ（計2名）の参加が望まし
い。
1. 政府の薬事規制当局又はその関連機関

にて薬事関連の政策形成又は薬事行政
サービスの立案・執行実務に従事する
行政官。経験3年以上の実務責任者。

2. 医療機関（国又は地域の基幹病院）に
て、医薬品の調達管理・適正使用や人
材育成に責任を有する薬剤師。経験3年
以上の実務責任者（薬剤部等の部長級

    ）。業務上、行政機関との関わりがあ
ることが望ましい。

適正な医薬品の供給・品質管理・使用に向けた薬事行政及び薬剤師の役割
Roles of Regulatory System and Pharmacists on Ensuring Proper Access to Quality Assured Medicines

本研修では、薬事に携わる行政官及び基幹病院の薬剤師を対象として、途上国の重要テーマである、偽造医薬品対策を含む医薬品の適正な
供給管理のための1）薬事関連制度、２）サプライチェーンのあり方、３）薬剤師の役割、に焦点を当てた講義・視察・実習を行う。共通
プログラム及び職種別の個別プログラムから構成され、講義・視察のほか、行政官・薬剤師双方の立場から討議を行うことが特長である。

名

2015～2017

2016/07/06 2016/08/10～

1684415

継続

人間開発部
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国立保健医療科学院

http://www.niph.go.jp/

【事前活動】自国の保健システムに係る課題点の整理

【本邦研修】

１)

(1)公衆衛生の歴史・我が国の行政組織（厚生労働省との協議含む）、

(2)ヘルスセクターリフォーム、(3)ヘルス・ファイナンシング、(4)TQM（総合的な医療サービ
スの質管理）、

(5) 地方の保健行政視察、地方自治体の保健行政官との協議

2)

(6) PCM手法 (7) グループワークによるファイナルディスカッションノートの発表

3)

(8)人材管理におけるリーダーシップ

15受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

国立保健医療科学院

【目標】
中央政府と地方自治体の役割や連携手法を中心に行政管理やヘルスセクターリフォームの各種
方法論、リーダシップや保健人材管理手法を習得することで、効率的に保健行政（公衆衛生）
行政を運営していくうえで必要となる保健行政機関のガバナンス能力、課題解決能力を強化さ
せ、保健行政マネジメントの強化を図る。
【成果】
１．保健衛生に係る行政管理の手法を理解し説明できる。

２．行政管理の各種方法論に基づく計画策定ができるようになる。

３．保健行政管理におけるリーダーシップを身につける。

【対象組織】
国または地方の保健行政組織または研究機
関（保健医療セクターの改革を計画/実施
している組織であることが望ましい）
【対象人材】
国または地方の保健行政において将来的に
政策決定を担うことが期待されている中堅
行政官

保健衛生管理
Health Systems Management

JICAプロジェクト実施国を優先。

本研修では、将来保健衛生行政機関の意思決定を担うことが期待される幹部候補生を対象に、保健システムの6ブロック、なかでもガバナ
ンス能力の強化を行う。本研修では、サブセクターの技術的な概要や各論には入らず、効率的に保健行政を運営していくうえで必要となる
総合的なマネジメント能力の向上に向けた内容を主に扱う。

名

2016～2018

2016/05/11 2016/06/09～

1684416

更新

人間開発部
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(A)2016/06/21-2016/08/06
  (英語：北海道(札幌))
(B)2016/07/05-2016/08/05
  (仏語：九州)

1.日本の人の健康にかかわる行政の体制と活動概要/感染性疾患の蔓延防止の対策/グローバル
な視点から結核対策/日本の医療提供の概要/日本の保健統計の推移/日本の母子保健、小児保
健、学校保健の概要/日本の公衆衛生看護の歴史・時代背景・役割/遠隔ICTを活用した医療の
均等化/日本における公衆衛生看護の歴史・時代背景・役割/日本の学校保健活動/日本の環境
保健と産業保健の概要

2.地方の公衆衛生の向上と増進の活動/公衆衛生の第一線機関としての保健所の役割/地域保健
活動に役立つ健康データの種類と収集方法/地域における介護/過疎地域における市町村レベ
ルの保健行政/地域保健関連施設（食品保健・環境保健・産業保健）の実務/地方における医
療機関と地域保健業務の連携/地域保健関連施設（環境保健・産業保健）の実務/地方中規模
病院の管理運営の実際/アフリカにおける保健強化・キャパシティデベロップメント実践

3.日本の地域保健・医療における行政機関の役割/地方での結核予防対策/地域の結核治療

4.ＰＣＭ（プロジェクト・サイクル・マネジメント）手法

5.アクションプランの策定
その他：個別テーマに沿った研修員ディスカッション、デイリーレポートの作成、医大生と
の意見交換など

25受入可能上限数：

英語/仏語

JICA北海道（札幌）/JICA九
州

(A) 国立大学法人 旭川医科
大学、 (B) 国立大学法人
長崎大学

地域の保健医療行政担当官が、所掌地域の保健医療計画および行政サービスの向上に資する具
体的かつ実現可能な改善提案を提出し、所属組織において検討される。

1.日本の保健・医療・福祉政策の内容と行政の役割を理解し、参考とすることによって、自
国での効果的な政策を考える基礎が形成される。

2.地域保健計画の策定に必要な知識と技術を習得する。
3.日本における課題解決の取組みの歴史を事例から学び、自国での実施可能な解決策を展望す
ることができる。

4.研修員の担当地域における解決すべき健康課題を特定できる。
5.自国の現在の地域保健計画における問題点を踏まえ、アクションプランを作成すると共に、
帰国後の地域への啓発方法を考察する。

【対象組織】
地域の保健行政を担当している行政機関ま
たはそれに準じる組織

【対象人材】
1.地域保健管理のための地域行政官、又は
地域保健管理計画の作成に関わる組織責
任者、また相当者

2.地域保健行政分野において5年以上の経
験を有する者

3.医師、公衆衛生看護師、もしくは公衆衛
生分野の学歴を有する者

4.帰国後に、地域保健計画実施の責任者も
しくはそれに準じるもの

アフリカ地域 地域保健担当官のための保健行政
Health Systems Management for Regional and District Health Management Officers

アフリカ諸国

本コースは、講義・実習・視察を通して、我が国の保健行政に関する基本的理念を歴史や制度を把握すると共に、地方保健行政改善のため
の取り組みを多角的に把握することを目的とする。日本の遠隔地域は人口が分散し医療機関が偏在している中で保健システムとサービス向
上に取り組んできた実績を有しており、これらを具体的な参考事例として共通課題を持つアフリカ各国における問題解決に必要な取組みを
検討する。

名

2014～2016

2016/06/21 2016/08/06～

1684417

継続

人間開発部
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1.日本の看護及び看護教育制度、地域における看護師の役割、看護管理者のリーダーシップ、
チーム医療と看護、研修員間及び日本の有識者との討議

2.根拠に基づく看護管理と看護サービス(EBN)、患者の生活の質の向上を目指すアプローチ
(QOL)、看護サービス提供システムと管理、コーチング・モチベーション・コミュニケーショ
ン向上、人材育成とキャリア開発、看護ケアニード、目的管理など（病院実習含む）

3.インセプションレポートの作成・発表・討議、問題分析・問題解決手法、研修で得た知識・
技術の整理、サマリーレポート又はOJT用教材（案）の作成

12受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

公益財団法人 国際看護交流
協会

研修員のマネジメント能力が向上し、所属組織（病院、看護部、病棟など）における看護管理
及び看護サービスの質が向上する。

1.日本の臨床における看護管理・看護サービスの状況について、日本と研修参加国の現状を比
較検討し、自国における改善点が説明できる。

2.看護管理の理論と実践を理解し、看護管理者としての役割と責任、それらを果たすために必
要な知識・技術・態度を習得する。

3.所属機関における看護管理及び看護サービスの課題を整理し、討議を通じ改善策を検討する
。

【対象組織】
第二次・第三次医療を行う病院（JICA技術
協力や資金協力による支援対象病院が望ま
しい）

【対象人材】
1.臨床における看護管理者（看護部長、副
看護部長、師長レベルが望ましい）

2.看護管理者として3～5年の管理職経験を
持つ者又は7年以上の看護臨床経験を有
し、リーダーシップやマネジメントスキ
ルを必要とする職位にある者

3.十分な英語力を有する者

看護管理（アジア・大洋州地域）
Nursing Management (Asia and Pacific Region)

保健分野プログラム（特に看護関連）を実施中の国（アジア・大洋州地域）

本研修は、病院の看護管理者が看護管理の理論と実践を理解し、その役割と責任を果たすために必要な知識・技術・態度を習得することを
目的とする。プログラムは講義・討議・実習・演習から構成され、実践型かつ参加型であることが特長である。

名

2014～2016

2016/08/31 2016/10/29～

1684420

継続

人間開発部
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【事前活動】
1.自国において保健分野の課題を分析する。
2.ジョブレポートを作成の上、要請書とともに提出する。

【本邦活動】
1.研修員による自国の保健医療に係る課題の分析・発表
2.「フィールドにおけるエビデンス収集」「保健システム」「保健情報システム」等を含む
疫学、統計学、データ解析の基礎、課題分析のための手法

3.沖縄県・日本及び諸外国におけるエビデンスに基づく保健計画の事例研究
4.研修員による計画策定と発表

【事後活動】
1.本邦研修で習得した知識を自国の関係部署において報告し共有する。

12受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

株式会社 ティーエーネット
ワーキング

【目標】
定量的・定性的データ分析に基づいたエビデンスに基づく公衆衛生計画・保健政策立案を実践
すること。
【成果】
1.「エビデンスに基づく公衆衛生」の基本原理について説明できる
2.沖縄・日本の事例から低コストな公衆衛生計画のための教訓を説明できる
3.公衆衛生上の課題を分析するための主要な手法を説明できる
4.保健情報システムの概論（保健情報システムのあり方、保健データ収集の仕組みづくり等）
について説明できる

5.本邦での学びを踏まえ、エビデンスに基づく公衆衛生に係る自国の課題を分析し、発表でき
る

【対象組織】
保健省、地方政府の保健部局

【対象人材】
保健政策立案に携わる者（国・地方レベル
）、保健行政官

エビデンスに基づく公衆衛生計画立案
Evidence-Based Public Health Planning

本研修は、途上国においてエビデンスに基づいた公衆衛生計画の立案が促進されることを目的とする。
そのために必要な知識を習得するとともに、定量的・定性的データの入手方法、データに基づく保健計画策定に関する沖縄・日本の経験に
ついても学び、保健計画策定に必要な素養を身に付けることを目指すものである。
ハイレベルの行政官を対象とし、本邦講師陣及び各研修員間の対話を多く含む形で実施する。

名

2015～2017

2016/09/14 2016/10/01～

1684422

継続

人間開発部
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【事前活動】各国における5S・KAIZEN活動の成果及び課題が記載されたインセプションレポー
トの作成及び提出（ポスター発表形式）

【本邦研修】

・自国の5S-KAIZEN活動を通じて得た成果と教訓を共有するためのディスカッション、各国の保
健医療サービスと質に係る現状分析

・我が国の先進的な5S・KAIZEN事例の見学

・リーダーシップとチームマネジメント力の強化に係る講義・グループワーク

・KAIZEN大会への参加、我が国の5S・KAIZEN活動実践者との協議

・KAIZEN活動推進のための実行計画作成

15受入可能上限数：

英語

JICA東京（人間開発）

調整中

【目標】
5SからKAIZENへと移行するにあたり必要となる知識・課題分析能力・リーダーシップの強化が
行われ、KAIZEN活動推進に向けた実行計画が策定される。
【成果】
・自国の活動を通じて得た成果と教訓及び5SからKAIZENへの移行やKAIZENの実践にあたり、各
国で直面した課題を参加者間で共有し、討議を通じて解決策を導く。

・我が国のKAIZENの実践事例の見学及び関係者との協議を通じ、KAIZENに係る理解を強化する
。

・リーダーシップとマネジメント能力の強化が行われる。

・KAIZEN活動推進に向けた戦略計画が策定される。

・研修員間のネットワークが構築される。

【対象組織】
既に保健医療の分野において5Sで成果を挙
げ、KAIZENに着手している、もしくは
KAIZENへと移行しつつある国の保健行政組
織または病院
【対象人材】
<保健省>中央・州レベルで
5S・KAIZEN・TQM推進に向けたファシリテ
ーションを行っている者。<病院>KAIZENに
着手している、もしくは5SからKAIZENへと
移行しつつある病院で質改善チーム(QIT)
または業務改善チーム(WIT)に属している
者。

カイゼンを通じた保健医療サービスの質向上
Quality Improvement of Health Services through KAIZEN approach

5Sで成果を挙げKAIZENに着手している、もしくは移行しつつある国

医療サービスや経営状況改善に向け、既に5Sで成果を挙げ、KAIZENへ移行しつつある国の5S-KAIZEN-TQMに係るファシリテータや病院関係
者を対象として、我が国の実践事例を紹介するとともに、これまでの取組みを通じて得た成果や教訓を学びあう場を提供することで、5Sか
らKAIZENステップに移行するにあたり必要となる知識・課題分析能力・リーダーシップの強化を行う。

名

2016～2018

2016/09/25 2016/10/09～

1684424

更新

人間開発部
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２名割当の国については保健
省または健康保険担当庁、及
び保健財政担当の各組織より
、合計2名の参加とする。ま
た、JICAカウンターパートの
参加を推奨する。

・UHC普及へのWHO戦略

・研修員の自組織紹介

・日本の医療供給体制 ・日本の医療保険制度 ・日本の病院における医療の質の管理

・診療報酬及び薬価基準とレセプト請求等、医療機関における医事業務視察

・医療機関の診療報酬請求事務 ・医療技術と医薬品の経済評価

・日本における皆保険制度実現の要因 ・各国における皆保険制度実現に必要な要因（ディス
カッション）

・自治体の活動視察（地域包括・保険業務等） ・医療の質に対する取り組み

・地域連携事例の視察 ・日本の公衆衛生とへき地医療体制 ・日本の保険医療制度の課題
・UHC実現に向けた戦略 ・レセプト審査の現場
・ディスカッションノートの作成及び発表

15受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

国立保健医療科学院

【目標】
日本の知見及び各国の保健政策に関する分析を通じて、ユニバーサルヘルスカバレッジを提供
するための制度の構築と運営に関わる行政官の能力が向上する。
【成果】
1. 自国の保健医療提供体制と医療保障に関する政策や制度の現状と課題を分析し、また、各国
の現状についての理解を共有する。

2.ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）とは何かを理解し、それを達成するための方法、条件
などを学ぶ。

3.日本のUHC達成の経緯とそれを可能にした社会的・経済的、また、政策上・行政実務上の条件
を理解する。

4.日本がUHCを維持するにあたって、過去及び現在に直面した課題とそれへの対応を理解する。

5.諸外国の医療保障の特徴と、日本、参加国との差異とその背景を理解する。

6.上記を踏まえ、自国の課題と今後の対応について分析し、ディスカッションノートを作成す
る。

【対象組織】
医療保険政策及び施策に関わる行政機関（
保健省、健康保険担当庁等）
【対象人材】
(1)医療保険制度及び医療提供体制の政策
・施策立案に関わる官公庁及び実施機関に
所属する課長級職員

(2)医療保険制度及び医療提供体制の政策
・施策立案に関わる分野で最低3年従事し
た経験をもつ行政官

ユニバーサルヘルスカバレッジ達成のための医療保障制度強化
Strengthening Social Health Protection Towards Universal Health Coverage

アジア・アフリカ地域においてUHCの発展段階が中程度の国

日本は1961年にUHCを達成したが、保険料徴収の仕組みなど一つ一つ政策的対応を重ねつつUHCを達成・維持してきた。各国で必要な取り組
みはそれぞれの国の諸条件によって異なるが、日本がその経済成長と成熟の過程でUHC達成、維持のために実施してきた政策的対応は、同
様の課題に直面している諸国にとって大きな示唆となる。

名

2016～2018

2016/11/06 2016/11/19～

1684527

更新

人間開発部
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http://www.nih.go.jp/niid/
ja/

【事前活動】
業務内容、所属組織の問題意識等が記載されたCountry Reportを提出する。

【本邦研修】
1.講義:レトロウイルス学、HIV感染者のケアと治療、結核とHIV、日本における感染症サーベイ
ランスシステム、抗レトロウイルス療法、HIV病態、バイオセーフティ、5SカイゼンTQMのス
テップを含むHIV検査室のラボマネジメント、データ管理、クオリティコントロール、HIV感
染診断、PCR、輸血の安全性とスクリーニング、DNA配列決定、免疫学、エイズワクチン、HIV
の分子疫学、薬剤耐性

2.実習：実験室・BSCの使用法、HIV感染血清診断、DNA-PCR、定量PCR、RT-PCR、DNA配列決定
、CD4カウント、PCRワークショップ、DNA配列解析

3.見学：臨床検査を行うメーカーにて標準の検査技術を視察。献血センターにおけるスクリー
ニングシステムの視察。地方の公衆衛生研究所を視察を通し、サーベイランスにおける中央
と地方の役割、連携の重要性について学ぶ。

4.初日にカントリーレポート発表と意見交換を実施。終盤、研修成果をふまえた課題解決のた
めのディスカッションを実施、気づきの点を纏めたレポートを作成。

12受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

国立感染症研究所

本邦研修で習得したHIV感染・エイズの診断とモニタリングに必要な理論的背景、知識、それら
の検査技術、またデータ管理やラボの管理体制、ラボ内外の連携強化による有効なサーベイラ
ンスシステムの在り方について、所属機関において、知識・技術の普及が図られる。

1.HIV/AIDSについての基礎知識を理解し説明ができる。
2.基本的血清学的診断法とクオリティーコントロールについて説明ができ、関連実験技術を推
進できる。

3.PCR (Polymerase Chain Reaction)技術の理論的背景、PCRを用いたHIV感染の診断法の説明が
でき、関連実験技術を遂行できる。

4.HIV感染のモニタリング法の説明ができ、関連実験技術を遂行できる。
5.ラボのマネジメント能力を強化し、日常業務の改善を図る。
6.感染症サーベイランスにおける中央と地方の役割、及び連携について理解を深める。
7.習得した知識・技術を所属組織に還元する。

【対象組織】
HIV感染検査を実施するナショナルレファ
レンスラボ及びそれに準じる組織

【対象人材】
<職位>
ナショナルレファレンスラボ、またはこれ
に準じるラボにおいて実際のHIV感染診断
を指導・監督する立場にある者

<職務経験>
検査室でのウイルス性または細菌性感染症
の診断に4年から10年の経験を有する者

<学業経験>
大学での臨床検査学、薬理学、医学を修了
した者、または同等の学歴を有する者

<その他>
研修に必要な英語力、PCスキルを有する者

サーベイランスを含むHIV対策のための検査技術・実験室マネジメント
Laboratory Techniques and Management for strengthening surveillance system for HIV control

本邦トップレファレンスラボにおいて、HIV感染・エイズの診断とモニタリングに必要な基礎知識の講義とともに、検査技術のみならず検
査室の整備状況・精度管理、データ管理など、ラボ全体の管理体制の向上を目標とする実習を行う。加えて、感染症対策におけるサーベイ
ランスシステムに係る中央と地方との役割・連携を理解するための視察、振り返りとディスカッションを実施する。

名

2014～2016

2016/06/01 2016/07/09～

1684426

継続

人間開発部
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【事前活動】
自国の現状・課題に関するレポート作成

【本邦研修】
1.血液由来感染症と血液の安全性、日本の輸血体制、院内感染防止（針刺し事故等）、日本の
保健衛生行政、地方行政レベルでのエイズ対策、エイズワクチン、生物製剤の安全性スクリ
ーニング、バイオセーフティの考え方と実践、性感染、母子感染予防、ドラッグユーザー対
策

2.HIVの疫学、HTLVの疫学、ATL概論、レトロウイルスと神経病変、HIVの血清学的及び分子生物
学的診断法

3.AIDSの治療、日本におけるAIDS診療と問題点、AIDSへの精神学的アプローチ、HIV感染・AIDS
患者への心理社会的援助、患者支援NPOから見た日本のエイズ対策

4.世界におけるHIV流行、感染症情報システム、開発途上国における感染対策、HIV/AIDSの現状
と問題点（ワークショップ）、HIV/AIDSの予防および対策（ワークショップ）

【事後活動】
所属先におけるアクションプランの検討及び帰国後の進捗状況報告。

14受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA九州

株式会社 ティーエーネット
ワーキング

研修内容を活かし、作成された実施計画が実行され,所属組織のAIDS対策が強化される。

1.性感染等の予防対策、輸血の安全確保、日本の保健衛生行政、HIV感染予防啓蒙活動などの予
防対策について理解し、自国の課題が整理される。

2.AIDSのウイルス学、病理学、疫学等を理解するとともに、臨床検査、判定技術を習得し、説
明することができる。

3.AIDSの治療、メンタルケアを含む社会的支援等の自国の現状と課題が整理される。
4.AIDSに対する世界の予防対策について理解し、自国における予防対策計画（案）が策定され
る。

【対象組織】
AIDS予防および対策を担当する行政組織

【対象人材】
<職位>
エイズ予防および対策を担当する医療行政
官、医師、疫学者

<職務経験>
上記職位に関連する職務経験５年

HIV/エイズ予防および対策～MDG6達成にむけて～
Prevention and Control of HIV/AIDS for Final Step toward MDG6

エイズ/HIV予防対策を強化する国家計画のある国

エイズの予防、疫学、検査技術、治療、世界的な状況及び対策について理解し、自国のエイズ対策に係る計画策定能力を向上させる。行政
、大学、NGO、研究機関、病院、赤十字社など、エイズ予防対策に係る様々な講師による講義を提供する。また、自国での対策実施の為の
の計画策定のワークショップなどを多数実施する。

名

2014～2016

2017/02/05 2017/03/03～

1684427

継続

人間開発部
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1.SDGsの中のUHC、UHCとEnd TB Strategy、UHCの実例（日本）

2.基礎疫学とオペレーショナルリサーチ手法、感染症の疫学、疾患対策のモニタリングと評価

3.UHCに必要な官民連携、社会的決定要因とリスクグループへの対策、医療従事者からの
  Patient-Centered Care

4.結核とHIV重複感染、結核とNCD（糖尿病や栄養など）、たばこと結核

5.結核の診断の基礎とEQA、結核の免疫遺伝学と免疫診断、結核の診断におけるレントゲンの
役割

6.プロジェクトサイクルマネージメント、各国結核対策の問題分析、国別発表、最終発表

15受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

公益財団法人 結核予防会結
核研究所

【目標】
研修参加者が、結核世界戦略に基づいて、自国での結核プログラム強化に向けた結核対策の活
動モニタリング・評価手法、及び改善策策定に必要な知識・技術を習得する。
【成果】
（１）UHC総論について説明できる。
（２）根拠に基づく医療（EBM）の基礎を習得する。
（３）医療(診断・治療）サービスへのアクセス向上（Patient-Centered Care)について理解し
説明できる。
（４）UHC達成のための結核対策の強化策について理解し、説明できる。
（５）結核対策の近年の課題と日本の技術について理解し、説明できる。
（６）自国の結核プログラムの改善策を提示することができる。

【対象組織】
中央もしくは地方の結核対策を実施する機
関
【対象人材】
1. 中央もしくは地方の結核対策を実施す
る機関に属する医師かそれに準じる者、2.
国家結核プログラムに係る業務経験が2年
以上、かつ帰国後少なくとも2年以上同結
核プログラムに係る業務を実施する予定の
者、3. 結核対策の計画立案・実施におけ
る責任者、4. 過去に類似の結核対策に係
る国際研修に参加した経験のない者

UHC時代における結核制圧
Ending TB in the Era of Universal Health Coverage

ストップ結核戦略や新世界戦略「The End TB Strategy」（2014年採択：WHA）及び「改訂版ストップ結核ジャパンアクションプラン
」（2014年）では、UHC達成に資する結核対策への必要な取組の継続、強化が求められている。これらに基づき、研修を通じて研修参加者
が結核対策の活動モニタリング・評価手法について理解すると共に、結核問題減少のための知識、技術を習得することを目指す。

名

2016～2018

2016/05/25 2016/07/30～

1684428

更新

人間開発部
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1. 結核対策における結核検査室の役割、結核の免疫、世界の結核問題、結核の疫学、抗結核薬
、結核の治療 等

2. 結核検査室設営、PCM・ロジスティックス、記録と報告、結核菌検査室の運営、バイオセー
フティ、菌株の保存と輸送、精度保証・精度管理、検査室の認証、EQAデータ分析、塗抹評価、
塗抹検査と読影の評価、教授法 UHC達成に向けた保健システムにおける検査室の役割 等

3. 結核菌培養検査・DST検査（液体、固形）、培養・DSTトラブルシューティング、培養・DST
データ分析、同定検査、ピラジナミダーゼテスト、PNBテスト、培養・DST結果判定、DST判定練
習 等

4. TB-HIV、2次薬DST、LAMP法、ラインプローブアッセイ、GeneXpert 等

8受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

公益財団法人 結核予防会結
核研究所

【目標】
研修参加者が、早期診断の強化に向け、結核／薬剤耐性結核に対応できる検査技術及びマネー
ジメント能力を習得する。
【成果】
1. 結核対策、結核菌細菌学について説明することができる。

2. 検査室運営方法及び検査室ネットワークシステムを理解し、検査室業務について技師へ指導
することができる。

3. 結核培養検査及び薬剤感受性検査等を実施できる。

4. HIV・薬剤耐性結核に対応するための新しい検査法も含め、具体的な検査を実施できる。

【対象組織】
国または地方の基幹検査機関
【対象人材】
1. 州レベル以上の結核検査室に勤務する
上級検査技師あるいは検査担当医師で国家
結核対策プログラムに係る検査業務に責任
を有する者

2. 職務経験3年以上かつ帰国後3年以上検
査室業務を実施する予定の者

3. 大学卒業あるいは同程度の資格を有す
る者

4. 過去に類似の研修に参加したことがな
い者

UHC時代の結核検査マネージメント強化－世界的脅威の疾患対策への応用－
Quality Laboratory Management for Tuberculosis in UHC -Applied for Global Threatening Disease Control-

結核は依然世界的に重大な健康問題である。ストップ結核戦略、そして新世界戦略「The End TB Strategy」（2014年採択：WHA）及び「改
訂版ストップ結核ジャパンアクションプラン」（2014年）に対応するために、本研修では、精度の高い検査、早期診断による結核患者発見
の向上を目指し、基礎から最新技術を網羅する結核菌検査技術の習得、及びマネージメント能力の向上に向けた研修を実施する。

名

2016～2018

2016/09/28 2016/12/10～

1684429

更新

人間開発部
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国立感染症研究所
(http://www.nih.go.jp/niid
/ja/)

1. 事前活動:ワクチン予防可能疾患流行状況、実験室診断の現状と問題点についてレポート作
成

2. 本邦研修:以下の内容の講義、実習、視察、討議を行う。

(1) 標準的手法による培養細胞の維持管理・品質管理・ウイルス分離同定法の習得(講義および
実習)

(2) ウイルス実験診断に必要とされるバイオセーフティ基準の理解(講義、実習、プレゼンテー
ション)

(3) ウイルス実験室および機器の維持管理と運用(講義と見学)

(4) ウイルス検査に必要とされる血清診断および遺伝子解析の基礎的手法の習得(講義と実習)

(5) 感染症サーベイランスシステムの講義、国内検査施設(地方衛生研究所等)およびワクチン
製造施設等の視察(視察と討議)

(6) 当該国のワクチン予防可能疾患流行の現状、実験室診断の問題点および改善方法について
研修参加者が発表し、他の研修参加者および国内外専門家と討議する(講義、プレゼンテーショ
ン、討議)

13受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

国立感染症研究所

【目標】
実習を主体とした本研修コースへの参加により、研修参加者はWHO実験室ネットワーク等により
標準化されたワクチン予防可能疾患の基本的実験室診断技術・精度管理手法を習得する。
【成果】
1.標準的手法のウイルス分離用培養細胞の維持管理、品質管理について理解し、自ら実施でき
、当該実験室の中核スタッフとして機能すると共に他のスタッフへの技術指導を行う。 2.標準
的手法のウイルス分離同定について理解し、自ら実践でき、当該実験室の中核スタッフとして
機能すると共に他のスタッフへの技術指導を行う。 3.ウイルス実験室として必要なバイオセー
フティ、実験室管理・施設運用等について再確認し、講義・実習・プレゼンテーションや他国
参加者との情報交換を通じて日常業務の改善を図る。 4.ワクチン予防可能疾患実験室診断にお
ける血清診断及び分子生物学的検査手法を理解し、当該実験室の中核スタッフとして自ら機能
すると共に他のスタッフに技術指導を実施する。 5. 自国内外、中央と地方の感染症サーベイ
ランスにおける実験室診断の役割について理解を深め、ポリオ根絶計画、麻疹風疹排除計画、
世界的ワクチン戦略における各国実験室の役割と課題を再確認する。

【対象組織】
WHOワクチン予防可能疾患実験室ネットワ
ークに加盟しているNational Laboratory
【対象人材】
WHOワクチン予防可能疾患実験室ネットワ
ークに加盟しているNational Laboratory
において、ワクチン予防可能疾患の実験室
診断に従事しており、ウィルス診断に最低
一年の経験を有し、当該業務の継続的遂行
が予定される実験室スタッフ(研究員、技
術員等)。

ポリオ及び麻疹・風疹を含むワクチン予防可能疾患の世界的制御のための実験室診断技術
Laboratory Diagnosis Techniques for the Control of Vaccine Preventable Diseases, including Poliomyelitis,
Measles and Rubella

ポリオ流行国・ハイリスク地域、麻疹・ 風疹流行国が優先される。

ワクチン予防可能疾患コントロールの評価のためには、適切なサーベイランスと精度の高い実験室診断が不可欠である。実習を主体とした
研修コースにより、WHO等により標準化されたワクチン予防可能疾患の基本的実験室診断技術・精度管理手法を習得する。世界的および当
該地域における実験室ネットワークの技術レベルの向上により、ポリオ・麻疹・風疹を含むワクチン予防可能疾患の効果的なコントロール
に貢献する。

名

2016～2018

2017/01/11 2017/02/11～

1684430

更新

人間開発部
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1.肝炎の概論、感染経路、肝炎の予防、肝炎の治療
2.肝硬変、肝不全、肝臓がん概論、予防・治療、HIVとの重感染
3.肝炎対策における、中央・地方行政における取組。保健医療機関との協力の仕組み。HIVとの
一体的な予防、対策。

4.ジョブレポート作成及び発表会、アクションプラン作成の為のワークショップ及び発表会

14受入可能上限数：

英語

JICA九州

国立病院機構 熊本医療セン
ター

【目標】
研修で作成されたアクションプランが実施されウィルス肝炎対策が強化される。
【成果】
【単元毎の目標】
1.肝炎の予防、疫学について説明できる。
2.肝炎によって引き起こされる肝硬変、肝不全、肝臓がんを含めた包括的な肝炎に関する知識
を説明できる。

3.日本の肝炎対策の為の行政、保健医療機関の協力を含めた保健システムの構成について説明
できる。

4.自国、所属組織の肝炎対策の為の課題が整理され、所属組織の業務改善に向けたアクション
プランが作成される。

【対象組織】
肝炎対策を担当する行政機関または病院
【対象人材】
【研修員の職位】
2名参加の場合1.2.より各一名参加を推奨

1.肝炎対策や感染症対策を担当する行政官
  1名
2.感染症対策に関わる医療従事者1名

【研修員の職務経験】
当該分野で実務経験5年以上の者

包括的なウイルス肝炎対策
Comprehensive countermeasure for viral hepatitis

ウイルス肝炎が感染症における主要課題となっている国

肝炎という一つの課題からみた保健システムの要素を取り入れ、HIVとの一体的な予防等を含む包活的なウイルス肝炎対策を実施する為の
保健システム構築、提供手法を学ぶ。
加えて、肝炎を包括的な観点からとらえて、これまで実施してきた予防・疫学に加えて、肝炎を放置することによって引き起こされる肝硬
変、肝不全、肝臓がんに対処方法を学ぶ。

名

2015～2017

2016/10/20 2016/11/15～

1684431

継続

人間開発部
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1-1. 微生物検査室のバイオセーフティー及び標準予防策
1-2. 検査の品質管理及び検査室管理（人的管理を含む）
1-3. 迅速検査としての塗抹検査法
1-4. 材料別検査法（検査の進め方、結果の解釈及び報告）
1-5. 各種培地の特徴と使用法及び医学的に重要な細菌の集落の特徴
1-6. 同定検査法、1-7 薬剤感受性検査法及び主要な薬剤耐性菌の特徴
2-1. 各種検査の特徴
2-2. 各種感染症の診断のための検査情報の有効活用
2-3. 感染症対策（院内感染を含む）における臨床検査の役割
3-1. 保健システムにおける臨床検査の役割
3-2. 感染症の流行状況把握のための疫学と情報の収集・評価方法
3-3. アウトブレイクの検知と対応
3-4. 基幹病院と地方の拠点病院（検査室）の連携
3-5. 検査手順書の作成、検査室の運営

11受入可能上限数：

英語

JICA東京（人間開発）

公益財団法人 国際医療技術
財団

【目標】
研修員が、感染症の適切な診断と治療に必要な精度の高い検査技術、及び自国の保健システム
の中での臨床検査の役割を踏まえた検査室管理・運営の手法を習得し、説明できるようになる
ことを目標とする。
【成果】
1. 感染症対策に必要な臨床検査の知識と技術を習得し、説明できる。（『カイゼン』アプロー

チを含む）
2. 感染症の診断に必要な検査の有効な活用法を習得し、説明できる。
3. 自国における保健システム及び感染症の状況に沿った検査室の管理・運営、並びに感染症診

療を効率的に進める体制づくりの手法を習得し、説明できる。

【対象組織】
国または地方の基幹医療機関もしくは診断
部門と連携できる基幹検査機関
【対象人材】
国または地方の基幹医療機関もしくは診断
部門と連携できる基幹検査機関に勤務する
者で、
1. 臨床検査業務に従事する臨床検査技師
    、もしくは医師、薬剤師、看護師
2. 研修で習得した技術及び知識の普及を

実行可能な責任ある立場にある者

感染症対策のための臨床検査技術の改善－感染症の適切な診断のために－
Improvement of Clinical Laboratory Technology for Infectious Disease Control -for Proper Diagnosis of Infectious
Diseases-

本研修では、感染症の診断の向上、及び参加各国内でのラボラトリーネットワークの強化に向けて、国／地方の基幹医療機関もしくは診断
部門と連携できる基幹検査機関の臨床検査業務に従事する者が、１）精度の高い検査技術２）検査室管理・運営の手法を習得し、説明でき
るようになることを目指す。

名

2015～2017

2016/09/28 2016/12/03～

1684432

継続

人間開発部
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(A)2016/07/19-2016/08/13
  (英語：東京)
(B)2016/11/08-2016/12/03
  (英語：東京)

研修後も同施設に留まり、院
内感染対策活動に従事するこ
とが期待される。

http://www.ncgm.go.jp/kyok
uhp/

1.院内感染対策のための基礎知識を理解する：日本の院内感染対策の変遷、院内感染対策のた
めの組織とその活動システム、感染管理看護師とリンクナースの役割と活動

2.院内感染対策を実践するための知識及び技術を病院見学や実習を通じて習得する：標準予防
策、感染経路別予防策、実習（手洗い、マスク、ガウン等のテクニック）、院内感染対策の
ための環境管理、機材の洗浄・消毒・滅菌の方法、院内感染サーベイランス、疫学、院内感
染発生時の調査法、感染性廃棄物の管理・処理施設の見学

3.自施設における院内感染対策に関わる問題を特定し、それを解決するための計画を作成する
：5S-KAIZEN-TQM、開発途上国における院内感染対策の事例検討、自国・自施設の問題点の整
理、ファシリティレポートの発表・討論、研修成果をふまえた課題解決のためのディスカッ
ション、課題解決するための計画をまとめたレポートの作成

24受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

国立国際医療研究センター

参加者の所属施設において、効果的な院内感染対策が実践できるようになる。

1.院内感染対策の基礎について理解する。
2.院内感染対策の実践するための知識・技術を習得できるようになる。
3.研修成果をふまえ、自国及び所属施設における院内感染対策に関わる課題を特定し、その解
決のための計画をまとめたレポートを作成する。

【対象組織】
院内感染対策組織またはそれに準ずる組織
を有する、中核レベルの保健医療施設

【対象人材】
<職位>
1.管理職者（病院長等）
2.院内感染対策担当者
※1.2からの同一病院から同時参加が望ま
しい。

<職務経験>
2.については、医師、看護師、助産師、そ
の他の医療従事者で、臨床にかかる経験年
数が5年以上であること。

院内感染管理指導者養成
Program for the Specialist of Healthcare-Associated Infection Control and Prevention

院内感染対策には、標準予防策の普及と感染症コントロールチームを基軸とした適切な院内感染管理システムの構築が不可欠で、行動変容
のためにはスタッフの意識改革を必要とする。本研修では、院内感染対策の知識や技術の習得に加え、病院の組織体制やスタッフ教育に必
要なスキルについてまでを学ぶ。中核病院でコアとなる人材を養成することで、下位の病院にも効果が波及することを期待する。

名

2014～2016

2016/07/19 2016/08/13～

1684434

継続

人間開発部
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【事前活動】自国の感染症対策の現状及び課題についてジョブレポートを作成

【本邦研修】
①感染症対策・行政等についての講義
- 感染症対策の国際的トレンドについて（WHOなどの国際機関による対策の潮流、ガイドライン
等について）
- 日本における感染症対策行政について
- 日本における予防接種行政について
- 日本における感染症危機管理について（WHO IHRに関する取組を含む）
②個別疾患対策についての講義（世界的な潮流及び日本の取組について）
- 新興・再興感染症対策について、
- NTD（顧みられない感染症について）
- 肝炎対策について
- 性感染症対策について
③感染症対策関連機関における視察
- 保健所、保健研究センター、病院

15受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA九州

調整中

【目標】
感染症の予防・危機管理対策、衛生教育の観点から、参加者自身の業務に関連し直面している
問題を解決するためのアクションプランが作成される。
帰国後、所属組織で理解され、感染症対策の改善計画が策定・提案される。
【成果】
①参加者が自国の感染症や行政対策などの現状及び課題を明らかにするとともに、ジョブレポ
ートの発表およびディスカッションを通じて参加者間で情報が共有される。
②保健システム強化に資する、日本での感染症行政のあり方、行政組織、歴史的発展の経緯や
国際協力について理解される。
③新興・再興感染症、顧みられない感染症に関する課題が整理される。
④研修で得た知見を活用した実現可能な改善策が検討される。

【対象組織】
中央政府もしくは地方政府の感染症対策部
局
【対象人材】
感染症対策分野の企画・運営に携わる行政
官
公衆衛生分野で3年以上の職務経験がある
もの (医療分野の資格があれば尚良い）

感染症対策行政
Countermeasure for Communicable Diseases

新興・再興感染症や顧みられない感染症は、世界各国が協力して取り組むべき地球規模の問題である。また感染症は、開発途上国では個人
の健康への脅威であるだけでなく、社会・経済の開発を阻害する要因である。感染症対策に携わる各国の行政官が、戦後数十年の間に世界
トップレベルの感染症指標を達成した我が国の知見について学ぶことで、それらの技術を帰国後自国での感染症対策に利用できるようにな
る。

名

2016～2018

2016/08/31 2016/09/22～

1684436

更新

人間開発部
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【職務経験】
大学卒業又は同程度の学力を
有し、災害医療分野での実務
経験が3年以上ある者

【事前活動】担当地域における災害概要や所属組織・担当地域における災害対応状況、災害医
療コーディネーションの問題点等を記載したジョブレポートを作成する。（可能であれば、本
研修の帰国研修員との連絡・協議）

【本邦活動】上記の各成果に対して以下の項目について講義・演習・見学等を行う。
1.日本の災害医療体制の仕組み、現状と課題
2.災害医療支援チーム（DMAT）の養成訓練
3.日本の様々な自然災害における経験とこれに対応する体制の整備 4.アクションプラン作成

【事後活動】
日本で学んだことを自国の組織内で共有し、帰国後6ヶ月後を目途にアクションプランの実施状
況をJICAに報告する。

10受入可能上限数：

西語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
中央政府及び地方自治体における災害医療担当行政官や災害医療従事者が、中南米地域の各国
において、行政と医療機関での災害医療体制の整備を促進できるようになる。

【成果】
単元目標
1.自国・地域の防災対策改善のための課題を理解する。
2.自国・地域の災害医療体制改善と整備のための課題を理解する。
3.災害発生時の救急医療体制整備のための課題を理解する。
4.災害種に応じた災害医療体制整備のための課題を理解する。
5.自国・地域の効果的かつ円滑に稼働し得る災害医療体制を構築するアクションプランを作成
・提案できる。

【対象組織】
保健省、国立病院等、災害医療に携わる機
関、防災担当省庁

【対象人材】
<職位>
中央政府及び地方自治体における災害医療
担当行政官あるいは緊急医療施設における
医師・看護師・救急救命士等の災害医療従
事者

中南米災害医療マネージメント
Management of Disaster Medicine for Latin American Countries

中南米地域の災害多発国

本研修は、中南米地域の各国における災害発生時の行政と医療機関のマネージメント体制整備の促進に資するとともに、各国におけるネッ
トワーク作りを支援することを目的としている。

名

2016～2018

調整中

1684419

更新

人間開発部
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【あいち小児保健医療総合セ
ンター】
http://www.achmc.pref.aich
i.jp/index.html

【システム科学コンサルタン
ツ株式会社】
http://www.ssc-tokyo.co.jp
/

【事前活動】
当該分野の自国の現状および課題についてレポートを作成する。

【本邦研修】
1.インセプションレポート発表、討論、PCM手法
2.日本の学校教育制度、学校保健制度、学校医制度、養護教諭の歴史
3.保健室と養護教諭の役割と機能、学校給食と食育、学校健診、健康教育、歯科保健、

学校環境衛生管理
4.PDM手法、ケーススタディ、討論、アクションプラン作成・発表

【事後活動】
帰国後6カ月に実施状況に係る報告書を提出する。

14受入可能上限数：

英語

JICA中部

あいち小児保健医療総合セン
ター/システム科学コンサル
タンツ

【目標】
自国の学校保健システムの立ち上げや既存体制改善のための活動計画が関係者で承認され、実
施される。

【成果】
1.自国担当地域における学校保健の現状および問題点を分析・把握できる。
2.日本の学校保健政策・制度及びその歴史・経験を理解する。
3.日本の学校保健活動の実際の取り組み・手法を学び、自国への適用可能性について整理でき
る。
4.自国で取り組むべき学校保健活動について、行政（保健省と教育省）・学校・地域住民の連
携と各々の役割を整理した活動計画案を作成できる。

【対象組織】
中央省庁若しくは地方行政機関で学校保健
政策を所管している部署（教育省・保健省
から選出することが望ましい）

【対象人材】
1.学校保健政策の計画・実施を担当してい
る者、または学校を拠点に地域保健活動を
実施している者
2.当該分野において実務経験5年以上

学校保健
School Health

本研修コースは、日本の学校保健政策・制度・活動について学び、児童の学習環境改善、子供の健康維持、ひいては就学率の向上と中退者
の防止を目的に、各国に適した学校保健制度の構築・改善を目指すことを目標とする。

名

2014～2016

2016/06/09 2016/07/23～

1684456

継続

人間開発部
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１．日本における食品衛生水準向上に関する取り組みの歴史
２．食品衛生の行政体系
３．日本の食品衛生法
４．食品安全監視体制と食中毒対策及び輸入食品の検査体制
５．食品表示制度
６．日本におけるWTO,Codex対応
７．食品衛生における地方自治体の役割
８．市場の監視指導体制
９．食品衛生管理における事業者の取組
１０．食品安全委員会の役割と食品のリスク分析
１１．食品衛生におけるリスク管理
１２．HACCP研修
１３．衛生研究所の役割
１４．残留農薬の検査

13受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)

【目標】
中央政府の食品安全・農産物の安全担当部局の行政官・検査官により、自国における食品安全
に関する中央、地方行政、検査機関等のネットワーク構築および機能強化に資する業務改善計
画が作成される。

【成果】
（1）食品安全に関する日本及び研修参加国の政策が共有され、自国の課題が明らかになる。
（2）日本の食品衛生に関する中央、地方及び検査機関等の役割と連携体制が理解される。
（3）本邦研修で得た知見を活用して所属組織で取り組む業務改善が検討される。

【対象組織】
中央政府の食品安全及び農産物の安全担当
部局及び検査機関
【対象人材】
食品安全及び農産物の安全を担当する行政
官及び検査官

食品安全行政
Food Safety Administration

中央政府の食品安全担当部局の行政官・検査官を対象に、日本の食品衛生に関する政策、法律および地方自治体や検査機関等の役割と連携
体制等の講義や見学を行う。研修を通じて食品衛生における調査から対処までの一連の流れを体系的に理解し、研修参加国において取り組
むべき改善案を纏める。

名

2016～2018

2016/10/02 2016/10/29～

1684457

更新

人間開発部
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1.生活習慣病の要因（がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病）、離島における疫学研究、予防対
策

2.保健政策や計画立案・モニタリング評価の手法
3.離島での全体的地域医療システム、離島での行政の保健活動、離島の社会生態への医療アプ
ローチ、食育、地域住民のタラソテラピーや島唄・島踊りの活用実習、地域におけるボラン
ティア活動実習

4.課題分析の為のProblem Tree法による演習、研修参加国間での問題共有
5.ジョブレポートの発表、業務改善の為の活動計画の作成とコースリーダーによる指導、
同計画の発表と意見交換

12受入可能上限数：

英語

JICA九州

株式会社 ティーエーネット
ワーキング

【目標】
日本で学んだ知識を活かした生活習慣病予防のための所属組織の業務改善計画が作成される。
帰国後に所属組織で改善計画が共有され生活習慣病を含めた地域保健実施体制が強化される。
【成果】
1. 疫学の考え方を理解し、基礎的なデータ分析ができるようになる。
2. 保健分野（主に保健政策や計画立案・モニタリング評価）におけるデータ活用の方法を理解

する。
3. 島嶼部における生活習慣病対策（特に一次予防）を含めた地域保健についての意義が説明で

きる。
4. 研修参加国あるいは研修参加者の担当地域における生活習慣病対策を含めた地域保健に関す

る強み及び課題を説明できる。
5. 所属組織で取り組む業務改善計画が検討される

【対象組織】
保健省、中央・地方の病院、保健所 
【対象人材】
＜職位＞
保健省、地方保健局
生活習慣病を含む地域保健に携わる行政官

＜職務経験＞
5年程度の実務経験を有する者

アジア・大洋州島嶼地域 生活習慣病対策から学ぶ地域保健強化
Preventive Medicine Learn From Countermeasures of Non Communicable Disease(NCDs) in Remote Island
Regions of Japan for Asia and Pacific Countries

アジア・大洋州島嶼地域で離島医療及び生活習慣病対策強化計画を有する国

生活習慣病対策も含めた地域保健強化に向け、特に以下の2点を学ぶ。
(1) 疫学: エビデンスに基づいた対策立案・実施が可能となるよう、疫学及びデータ分析の基礎を学ぶ。
(2) 一次予防のためのコミュニティ活動: 健康促進活動、地域ボランティア活動、栄養等について学ぶ。

名

2015～2017

2016/10/18 2016/11/18～

1684458

継続

人間開発部
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http://www.ahv.pref.aichi.
jp/

【事前活動】当該分野の自国の現状および課題についてレポートを作成する。

【本邦研修】

1. (1)日本及び愛知県の生活習慣病対策にかかる政策・制度について学ぶ。

(2)日本及び愛知県の運動・食事ガイドライン、啓発キャンペーン、健康づくり施策、住民
意識調査、健診・保健指導等、問題解決のための具体的手法について学ぶ。

(3)人材養成法、プログラム作成法、事業評価法、データ分析法について学ぶ。

2. (1)自国の課題を抽出して有用な具体的対応策を検討する。

(2)自国の状況に即した予防対策計画を作成する。

【事後活動】帰国後6ヵ月に実施状況に係る報告書を提出する。

12受入可能上限数：

英語

JICA中部

公益財団法人 愛知県健康づ
くり振興事業団

【目標】
自国の実情にあった生活習慣病予防対策計画が所属組織で承認され、実施される。

【成果】
1. 自国担当地域における生活習慣病の現状・問題点、またその対応や地域リソースについて

分析・把握できる。
2. 日本の生活習慣病対策にかかる経験や取り組み、手法を理解する。
3. 自国の生活習慣病対策にかかる政策やプログラム・プロジェクトの方向性を整理できる。
4. 自国の生活習慣病予防対策計画を策定できる。

【対象組織】
中央省庁・地方政府の保健行政で生活習慣
病政策を所管している事務所もしくは部署
【対象人材】
生活習慣病予防対策の担当者で、5年以上
の実務経験

生活習慣病予防対策
Lifestyle-Related Diseases Prevention

食生活の変化や交通の発達に伴い開発途上国においても蔓延しつつある生活習慣病は、生活習慣の改善により病気を未然に防ぎ、医療費を
削減するとともに、生活の質を向上させることができる。本コースは、生活習慣病の発症予防および重症化予防対策の中から最も効果的な
「保健医療政策」「健康教育対策」「運動対策」に焦点を絞り、開発途上国の新たなる問題解決に貢献する。研修員はヘルスプロモーショ
ン・プログラム（食事・運動療法）を実際に受講し、その効果を実感する。

名

2016～2018

2016/05/08 2016/06/12～

1684460

更新

人間開発部
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3.水資源・防災

3



(A)2016/05/11-2016/06/04
  (英語：東京)
(B)2016/08/28-2016/09/17
  (英語：東京)

【事前活動】
自国の水資源管理にかかるカントリーレポートの作成
【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、視察、検討を行う。
1. 総合水資源管理（IWRM）概論、地球温暖化の水資源に与える影響
2. 表流水・地下水の開発・利用・管理、水需要管理（家庭用水、農業用水）、上水道における

水需給調整
3. 地下水モニタリング
4. 日本の水資源行政の概要、日本の水に関する技術の海外での活用事例
5. ダムの総合管理（治水・利水）と渇水調整
6. 河川総合開発の合意形成、水資源管理のための意思決定システム（DSS）の活用、国際河川

における総合水資源管理、コンフリクトマネジメントの事例研究、コンフリクトマネジメン
トを取り込んだIWRM計画

【事後活動】
アクションプランの組織内承認、ファイナルレポートの提出

26受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

独立行政法人 水資源機構

【目標】
研修参加者の総合水資源管理（IWRM）に関する計画、実施に関する能力を向上させる。
【成果】
1．総合水資源管理（IWRM）の概念を理解する。
2．水文収支・水需給バランス、IWRMの計画・実施に係わるモニタリング・評価・解析手法を

理解する。
3．水資源開発計画、公平で効率的な水利用計画、総合水資源管理の計画手法・実例を理解す

る。
4．セクター間、上下流間及び地域間の水資源コンフリクトの原因を理解し、その解決の糸口

を探る（コンフリクト・マネジメント）。
5．自己の組織における水資源管理上の問題として特定された問題点に優先順位を付し、それ

らを解決し、総合水資源管理を実践するためのアクションプランを策定する。

【対象組織】
総合水資源管理に携わる行政機関／河川流
域機関
【対象人材】
水資源管理に携わる行政官又は河川流域機
関の職員
水資源管理分野での実務経験5年以上

総合水資源管理
Integrated Water Resource Management

水資源管理者を対象として、水、土地、その他関連資源の調整を図りながら水資源の開発・管理、公平で効率的な水利用、治水などを行う
総合水資源管理に関する研修を行うもの。

名

2015～2017

2016/05/11 2016/06/04～

1684461

継続

地球環境部
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【職務経験】
実務経験5年以上を有する者

１、日本並びに沖縄の水関連政策、水利用状況の変遷

２、統合的水資源管理の概念と必要性

３、小河川での水源開発

４、淡水レンズ強化対策・地下ダム

５、島嶼の水源保全、水循環

６、環境保全と地域発展

７、生物浄化法

８、浄水施設の維持管理

９、沖縄県の上下水道に関するシステム、未収金、漏水対策、市民サービス、水道メーター検
診と料金徴収システム、水質管理体制、水道事業経営

１０、水道施設及びシステム向上への計画立案

12受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

調整中

【目標】
沖縄の経験とノウハウを参考に、島嶼国に適応性の高い水資源の保全管理及び効率的利用につ
いて、水道事業体及び関係省庁の組織運営能力が向上する。
【成果】
１、沖縄の水関連政策の全体像及び統合水資源管理の概念の理解

２、島嶼地域における水源開発の手法を理解と自国の応用の可能性検討

３、島嶼地域の水源保全管理の手法を理解と自国への応用の可能性検討

４、島嶼地域における生物浄化法の理解・技術習得

５、沖縄県の水道事業のシステムの概念及び水道事業の実務を理解、自国の課題等の実状を踏
まえた水道施設導入・改善計画立案

【対象組織】
水道事業体及び関連省庁
【対象人材】
水道事業分野に従事する管理職または中堅
技術者

島嶼における水資源管理・水道事業運営
Management of Water Resources and Water Supply Services

原則、大洋州島嶼国

島嶼性及び亜熱帯性で同一である沖縄県の水関連政策や渇水対策を含めた水資源管理の在り方、統合水資源管理の概念等を学ぶほか、大洋
州諸国の水道事業関係者のネットワーク形成を狙う。また、沖縄県企業局及び各市町村の中堅・若手水道事業者を研修に参画させ、沖縄県
内の水道事業の人材育成にも寄与する。

名

2016～2018

2016/06/15 2016/08/24～

1684463

更新

地球環境部
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(A)2016/09/07-2016/10/22
  (英語：中部)
(B)2016/11/03-2016/12/17
  (英語：中部)
(C)2016/11/06-2016/12/09
  (英語：九州)

【単元1】
・日本の地方自治体における水道事業概要、無収水量管理対策
・無収水と水道事業経営の関わり
【単元2】
・漏水特性
・漏水探知器のメカニズムと操作方法
【単元3】
・配水量と漏水量に関する分析
【単元4】
・漏水防止対策計画
・費用対効果分析
【単元5】
・主要施設の設計・施工監理
・管網の改修と敷設替え
【単元6】
・アクションプランの作成・共有

31受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA中部/JICA九州

(A)名古屋市上下水道局、豊
橋上下水道局、浜松市上下水
道部、三重県企業庁
(B)名古屋市上下水道局

【案件目標】
アクションプランが実行され所属組織における無収水量管理対策が強化される。

【成果】
1. 無収水量管理対策に関する総合的な技術・知識について説明できる。
2. 漏水探知器を操作できる。
3. 配水量及び漏水量を分析できる。
4. 漏水防止対策計画について説明できる。
5. 漏水防止対策施設の設計及び施工監理に関する実用的な知識と技術について説明できる。
6. 自国/地域の実情に合ったアクションプランが提案される。

【対象組織】
中央政府及び地方自治体、または他の公的
機関における水道事業所管部署

【対象人材】
<職位>
技師または中間管理職の行政官

<職務経験>
5年以上の実務経験を有する者

上水道無収水量管理対策（漏水防止対策）
Non-Revenue Water Management (Leakage Control)

演習、施設見学、実務者による講義、参加者間の情報共有・議論等の実用的な研修カリキュラムにより、無収水量管理対策（漏水探知・防
止、漏水量分析、漏水防止計画等）に関する能力強化を行う。

名

2014～2016

2016/09/07 2016/10/22～

1684464

継続

地球環境部
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(A)2016/07/06-2016/08/11
  (英語：関西)
(B)2016/07/04-2016/08/06
  (英語：関西)

技術研修開始日より8日間は
、(給・配水）コース研修員
と合同で受講するために、（
給・配水）についての基礎知
識の習得が可能。

【事前活動】
1. 所属組織での課題抽出および研修員と研修員の所属組織（長）による課題設定 
2. インセプションレポート、質問票の作成 

【本邦活動】以下の項目に関する講義、見学、実習、討議を行なう。 
<講義> 水質管理、（取水・配水・浄水）施設の概要、 災害対策
<見学> （取水・浄水・配水）施設、ポンプ製造工場、水の科学博物館
<実習> 漏水の点検整備、浄水施設の運転管理、水質監視機器の保守点検、
<討議> コンサルテーション、アクションプラン作成における研修員間討議 

【事後活動】本邦研修終了後4ヵ月以内に研修員の所属先で普及活動を実施する。

24受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA関西（業務一）

大阪市水道局。神戸市水道局

【目標】
対象国の都市上水道維持管理を実施する組織の「浄水・水質」分野を担う技術者の人材育成を
目指し、日本が有している知識や技術の中から応用可能なものが技術者に共有される。

【成果】
１．日本の水道事業の運用及び概要を理解し、他の者に対し説明できるようになる。
２．「浄水・水質」装置の運用及び維持管理についての知識・技術を修得し、他の者に対し説

明できるようになる。
３．配水・配管に関する基本技術を修得し、他の者に対し説明できるようになる。
４．本邦研修修了時に、研修員の所属先で適用可能な「浄水・水質」関連の水道技術に関する

アクションプランを作成することができる。

【対象組織】
都市上水道の運用及び維持管理を実施する
組織 

【対象人材】
都市上水道維持管理を実施する組織の「浄
水・水質」部門技術者（エンジニアレベル
）で、その分野における現場経験が5年以
上あること、技術指導を実施する立場にあ
る者。

都市上水道維持管理（浄水・水質）
Operation and Maintenance of Urban Water Supply System(Water Quality and Purification)

都市上水道の維持管理を行なう現場技術者（エンジニアレベル）の中でも「浄水・水質」に従事する技術者に対し、集中的、かつ実践的な
技術の移転、普及を図る。

名

2015～2017

2016/07/06 2016/08/11～

1684468

継続

地球環境部
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(A)2016/07/06-2016/08/11
  (英語：関西)
(B)2016/06/27-2016/08/12
  (英語：中国)

JICA中国のコースは、将来の
中間人材育成に資する上水道
維持管理全般を網羅した理論
的講義と実技が設定されたコ
ースが特徴。

【事前活動】
1. ジョブ・カントリーレポートにより、自国の上水道維持管理技術における現状や問題点を取

りまとめることができる。

【本邦研修】
1. 各国の課題、具体的事例を共有する課題分析
2. 講義：災害対策、機械電気設備の維持管理、漏水調査、管路維持管理等
3. 視察：鋳鉄管及びダクタイル工場、資機材工場、取水、浄水場の見学、ダム、源流の視察
4. 実習：漏水探知、管路および給水装置維持管理作業、活動計画案の策定(コンサルテーショ

ン含)

事後活動】
1. 本邦研修を通じて策定された活動計画案が所属組織内において共有され、組織的な取組みが

開始される。
2. 帰国後3ヵ月後を目処にした活動進捗の取りまとめとプログレスレポートをJICAへ提出

28受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA関西（業務一）/JICA中
国

大阪市水道局

【目標】
【案件目標】対象国の都市上水道維持管理を実施する組織の「給・配水」分野を担う技術者の
人材育成を目指し、日本が有している知識や技術の中から応用可能なものが技術者に共有され
る。

【成果】
【単元目標】
1. 日本の水道事業の概要を理解し、他のものに対し説明できる。
2. 配水管網の整備計画や維持管理についての知識・技術を習得し、他の者に対し説明できる。

3. 浄水場の維持管理や水質管理についての知識・技術を習得し、他の者に対して説明できる。

4. 本邦研修で得られた知識や技術を活用し、自国及び所属組織等が抱えるの課題に対する活動
計画を作成し、発表することができる。

【対象組織】
都市上水道の維持管理を実施する。

【対象人材】
都市上水道維持管理を実施する組織の「給
・配水」部門技術者（エンジニアレベル）
で、その分野における現場経験が5年以上
あること、技術指導を実施する立場にある
者。

都市上水道維持管理（給・配水）
Operation and Maintenance of Urban Water Supply System (Water Distribution and Service)

都市上水道の維持管理を行なう現場技術者（エンジニアレベル）の中でも「給・配水」に従事する技術者に対し、集中的、かつ実践的な技
術の移転、普及を図る。

名

2015～2017

2016/07/06 2016/08/11～

1684470

継続

地球環境部
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(A)2016/06/05-2016/06/18
  (英語：東京)
(B)2016/10/16-2016/10/29
  (英語：東京)

【討論】カントリーレポート発表

【討論】改善計画作成・発表
【講義】日本の水道行政・水道供給の歴史と現状

【講義】東京都水道局の経験

【講義・討論】健全な水道事業経営

【講義・討論】アセットマネジメント、危機管理

【講義・討論】官民連携

【視察】研修センター
【講義・討論】公衆衛生と水道事業
【講義・討論】水質管理、水安全計画、PI
【講義・演習】無収水対策と経営、水質との関わり

29受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（経済環境）

公益社団法人 国際厚生事業
団

【目標】
参加者が、日本の水道行政、水道事業経営、維持管理にかかる経験、とりわけ水質管理、無収
水対策、水道関連基準等を理解するとともに、自国における課題を整理し、現実的な改善案を
策定する。
【成果】
（１）レポート発表・討論を通じ各国の現状や課題を共有し、講義・視察等から得た知識等を
通じて、帰国後に取り組むべき自己の組織における水道行政・水道事業経営の向上に係る改善
案を作成する。（２）日本の水道行政、水道経営、維持管理の取組を理解することにより、自
国の水道行政等に関する課題が整理される。（３）日本の水質管理に関する取組を理解するこ
とにより、自国の水道行政等に関する課題が整理される。（４）日本の無収水対策（漏水）に
関する取組を理解することにより、自国の水道行政等に関する課題が整理される。（５）日本
の水道規格（業務指標を含む）について理解することにより、自国の水道行政等に関する課題
が整理される。

【対象組織】
水道行政担当省庁または水道事業体
【対象人材】
水道行政担当省庁または水道事業体の幹部
職員もしくは幹部候補生で、水道管理行政
、水道事業経営に係る十分な職務経験を有
する人材。

水道管理行政及び水道事業経営
Water Supply Administration for Better Management of Water Supply Services

水道行政担当の省庁又は水道事業体の幹部を対象者として、日本の水道行政に関する経験、特に良質な水道サービスを安定的に実施するた
めの制度整備、施設整備、水質管理、無収水管理、人材育成、PI、水道規格に関する経験、今後の動向等を紹介する。特に水道事業体の事
業経営面に焦点を当て、このための政策・制度・事業経営の実例に係る講義・討論を行う。

名

2016～2018

2016/06/05 2016/06/18～

1684472

更新
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(A)2016/06/01-2016/08/13
  (英語：東京)
(B)2016/06/01-2016/08/13
  (英語：北海道(札幌))

【討論】カントリーレポート発表
【講義・視察】日本の水道に関わる行政制度、事業体の中長期的事業計画策定時の留意点、水
道経営と水道料金、官民連携、水道資機材製造工場の見学、公衆衛生研究機関の役割、災害対
策
【講義・視察】浄水処理概論、配水施設の運転管理、漏水防止対策

【演習】水理計算、水需要予測、水道基本計画（浄水場設備配置図作成、配水管網図作成、給
水装置計画）
【討論】アクションプラン作成・発表

22受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（経済環境）/JICA
北海道（札幌）

公益社団法人 日本水道協会
札幌市水道局

【目標】
中長期的計画を踏まえた水の安全・安定供給に必要な水道システムの構築について学ぶ。具体
的には浄水処理と配水管網などの基本設計手法を学ぶ。更に、自らの水道事業体の運営上の課
題を明確化し、その解決に関するアクションプランを作成する。
【成果】
（１）水道システム全体や広範な水道技術に基づいて、自らの水道事業における課題が整理で
きるようになる。

（２）日本の水道事業経営に関する諸制度や関連団体の機能・役割について理解し、自国の水
道事業の諸制度等と比較しつつ、自らの課題が整理できるようになる。

（３）配水管網ならびに浄水処理システムの基本計画の策定ができるようになる。

（４）本邦研修にて得た知識や技能を踏まえ、研修員所属組織の水道事業に関する課題を解決
するための活動計画を策定する。

【対象組織】
水道事業体や中央／地方政府において水道
事業の計画や設計の権限を有する機関
【対象人材】
水道事業体、国政府、地方政府において水
道建設計画の策定を担当する職員、若しく
は携わる見込みの職員で水道に関する職歴
が５年以上の技術者

上水道施設技術総合
Comprehensive Engineering on Water Supply Systems

上水道システム計画に関与する中心的技術者を対象に、中・大規模水道事業者が、安全な水道水を安定的に供給するための施設設計・施設
維持管理について、総合的な技術に関する知見を高める。また、ここで得られた知見を活用し、自らの水道事業体が抱える課題を明確化し
、その解決に資するアクションプランを作成する。

名

2016～2018

2016/06/01 2016/08/13～

1684474

更新
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【事前活動】
自分の所属組織の上水道事業の現状・課題点等を整理し、インセプションレポートに取り纏め
る。

【本邦研修】
１．以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
１）インセプションレポートの発表
２）水安全計画
３）日本の水道事業の歴史、制度及び現状の課題
４）日本の浄水場の仕組み、運転管理及び処理方法、送排水・給水システム、無収水提言

及び漏水防止の取組
５）水源水質管理、排水計画，経年管更新計画、料金体系・徴収、メータ検針、顧客サービス

及び広報活動等の統合的・効率的な水道事業の経営方法
６）排水管路施設、給水装置施設、及び次亜塩素酸ナトリウム生成装置等の視察。

２．所属組織におけるアクションプラン案発表と組織内承認。

12受入可能上限数：

英語

JICA横浜

横浜ウォーター株式会社、横
浜市水道局

【案件目標】
総合的な視点での水道事業運営の必要性及び同視点に基づく具体的改善方法が、組織内の技術
者等関係者へ共有・普及される。

【成果】
1.日本の水道事業の歴史、制度及び現状の課題を理解し、自国の現状との比較ができる。
2.日本の浄水場の仕組み及び浄水処理方法、送配水・給水システム及び漏水防止のための取組
み等、基本的な技術について理解し、自国の現状との比較ができる。

3.環境に配慮し、かつ、水源確保、配水計画及び料金体系等の統合的・効率的な水道事業の運
営方法について理解し、自国との現状との比較ができる。

4.1～3で理解した事項の説明及び改善案の策定ができる。

【対象組織】
中央・地方政府もしくは地方団体における
上水道関連機関及び水道事業体。

【対象人材】
1.10年以上の水道技術分野での実務経験を
有する上級技術者。

2.水道技術分野の大学卒業もしくはそれと
同等の資格を有する者。

3.英語による話す能力及び書く能力を十分
に有する者。

アフリカ地域都市上水道技術者養成
African Region Urban Waterworks Engineering

アフリカ諸国

2008年5月横浜市でTICAD4が開催され、2013年までの5年間に強化すべき分野の一つとして「水と衛生」分野が掲げられ、「有効な水資源管
理」「安全な水及び衛生施設へのアクセス」への取組強化が確認された。2013年6月のTICAD5で採択された「横浜宣言2013」及び「横浜行
動計画2013-2017」をふまえ、我が国は水分野を含むエネルギー及び運輸交通といったインフラ整備支援等を推進していくことを表明した
。UNICEF/WHO「Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 Update」は、サブサハラを中心としたアフリカ地域において、安全な
飲料水へのアクセスや利用に関する課題がまだ解決されていないことを確認している。アフリカ都市部の水道事業体では、都市部の人口増
加や都市化が進み、いかに安定した給水サービスを提供していくかが大きな課題となっている。更に、２０１６年にナイロビで予定されて
いるTICAD6でも水関連問題は引き続き重要課題として議論される見込である。このような背景をふまえ、本研修では、アフリカ都市部で水
道施設の計画・建設・維持管理業務に携わっている水道技術者を対象に、横浜市が127年に亘り培ってきた水道事業に関する知見や技術を
学び、研修参加国の課題を解決するための方策をアクションプランとして取りまとめる。

名

2014～2016

2016/07/04 2016/08/04～

1684476

継続

地球環境部
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(A)2016/05/05-2016/06/11
  (仏語：北海道(札幌))
(B)2016/10/24-2016/12/10
  (英語：四国)

【事前活動】
・カントリーレポートの作成・提出

【本邦研修】
＜講義＞水質管理、飲料水処理技術、小規模水道の管理、井戸と揚水ポンプの機能診断・修理

方法、サニテーション、ジェンダーと水、統合的水資源管理等
＜見学＞(A)北海道富良野市・東川町、群馬県沼田市（予定）
        (B)香川県高松市（予定）
＜討議＞アフリカ地域における給水施設維持管理システムの現状と課題
＜演習＞PHAST手法による衛生啓発演習、PCM研修、アクションプラン作成指導・発表

【事後活動】
・プログレスレポートの作成・提出

27受入可能上限数：

英語/仏語

JICA北海道（札幌）/JICA四
国

(A)Earth & Human
Corporation
(B)調整中

【目標】
自国・地域における村落給水率の低さ、および給水施設にかかる維持管理体制の問題を包括的
に整理し、日本での研修成果を活用した形でその解決策を提案する。

【単元目標】
1) 自国・地域における村落給水（給水率・給水施設の維持管理体制）にかかる現状・課題分析
を行う。
2) 村落部における安全な飲料水供給・維持管理に必要な知識や基本技術を理解・習得する。
3) 日本や他の参加国の事例を基に、適切かつ持続可能な村落給水施設の維持管理体制について
考察する。
4) 自国・地域における村落給水率の低さ、および給水施設の維持管理体制の構築あるいは改善
・強化のための取り組みをアクションプランとして取りまとめる。

【対象組織】
中央・地方政府において村落給水または維
持管理サービスを担当する部門

【対象人材】
村落部における安全な飲料水給水・維持管
理を担当する中央政府、地方政府の行政官
・3年以上の実務経験を有する者
・十分な語学力（会話・文章作成）を有す
る者
・45歳以下である者

アフリカ地域 村落飲料水管理
Participatory Safe Water Management in Rural Areas in African Countries

アフリカ諸国

開発途上国における安全な飲料水の確保はすみやかに解決すべき課題であり、ミレニアム開発目標（MDGs）においても「2015年までに安全
な飲料水と衛生施設を利用できない人口の割合を半減させる」とし、各国において様々な取り組みがなされてきたが、多くの国では依然と
して村落給水施設の絶対的不足に加えて、井戸や給水設備を適切に維持管理するための体制が整備されておらず、給水設備が故障したまま
放置されるというケースも散見される。2015年に採択された持続可能な開発目標（SDGs）においても、「きれいな水と衛生へのアクセス」
は17のグローバル目標の一つとして設定され、2030年までに安全な飲料水への普遍的なアクセスを確保することを目指している。また、村
落部にある比較的小規模なコミュニティーにおいて、井戸等の給水設備をを持続的に維持管理するためには、地域住民の積極的な参画と協
働が重要である。本コースでは、村落部における適切な飲料水供給や給水施設の維持管理に必要な基本技術の確認を行いつつ、住民参加か
つジェンダーに配慮した維持管理体制を確立するために必要な知識の拡充を目指す。

名

2016～2018

2016/05/05 2016/06/11～

1684477

更新
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・洪水管理に必要となる社会工学的知識（防災政策、災害マネジメント、統合洪水リスク管理
、地域防災計画など）に関する講義・演習及び現地視察の実施

・洪水管理に必要となる理論的な専門知識（水文学、水理学、河川工学など）や実務的な専門
知識（土砂輸送学、砂防工学、ダム工学など）に関する講義・演習及び現地視察の実施

・問題解決手法に関する知識(Project Cycle Managemant(PCM)演習など）に関する講義・演習
の実施

・修士論文/アクションプランの作成

20受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA筑波（研修業務）

国立研究開発法人 土木研究
所/政策研究大学院大学

【目標】
洪水災害が多発する開発途上国において、洪水災害に対して、実務的に対処して被害を軽減で
きる能力が強化される。
【成果】
(1)洪水災害の発生過程、外力のリスク評価、災害リスク管理政策および技術について基本的な
概念および理論を説明できる能力を習得する。

(2)洪水災害の発生過程、外力のリスク評価、災害リスク管理政策および技術について基本的な
概念および理論を説明できる能力を習得する。

(3)本件を通して修得した技術および知識を利用して、自国の洪水災害に関する問題解決のため
の対策を講ずる能力を習得する。

【対象組織】
河川管理や水関連災害軽減に関係する機関
【対象人材】
・河川管理や水関連災害軽減を所掌する政
府機関で、洪水災害関係業務に従事してい
る

技術者、行政官等。

・河川管理、洪水災害関係業務経験を3年
以上有する者。

・十分な語学力（英語力TOEFL iBT 79点以
上）を有する者。

洪水防災
Flood disaster risk reduction

洪水災害が多発している国

本案件は、洪水災害が多発する開発途上国において、現場レベルの洪水災害による被害に対して、実務的に対処して被害を軽減できる能力
を持つ研修員を要請することを目的とする。

名

2016～2018

2016/10/02 2017/09/16～

1684478
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【事前活動】
自国において対象とする洪水脆弱地域を設定し、社会・水文データを収集するとともに、洪水
対策に関する現状と課題を整理し、インセプションレポートとして作成する。
【本邦研修】以下に関する講義、演習、現地視察を通し、知識・技術を取得する。
1. 客観的な問題分析能力向上のための、PCM演習
2. 洪水対策の一般知識に関する講義（構造物対策・非構造物対策）
3. IFASを含む流出解析・氾濫解析に関する講義・演習
4. 洪水対策の現地視察（洪水予警報システム・市町村へのヒアリング含む）
5. 自国の洪水脆弱地域にIFASを適用し、実現可能な地域洪水防災計画案を立案する（レポー

ト作成・発表）
6. ハザードマップ作成能力を習得するためのタウンウォッチング

【事後活動】
帰国後3か月以内に、本邦にて作成した地域洪水防災計画案（アクションプラン）を所属組織で
発表し、その議事録（及び可能であれば修正した計画案）をJICAへ提出する。

22受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

国立研究開発法人 土木研究
所

【目標】
参加各国において適切な洪水予測、早期住民避難を含めた洪水被害軽減のための対応能力が
向上する。
【成果】
1. 自国の洪水対策理念・システム・施設の分析に基づき、洪水脆弱地域における問題点や

解決法を理解する。
2. 統合洪水解析システム（IFAS）利用法の習得、防災・避難計画概要の理解を通じ、

流出解析や氾濫解析の考え方・計算方法および洪水リスク管理を理解する。
3. 自国の洪水脆弱地域における、地域洪水防災計画案を策定する。
4.  帰国後3か月以内に所属先で地域洪水防災計画案を共有し、その結果をJICAに報告する。

【対象組織】
気象、河川管理、防災（住民避難）分野に
それぞれ責任を持つ中央/地方政府機関
【対象人材】
それぞれの国で同一流域について気象観測
河川管理・防災（住民避難）に従事してい
る行政官

統合洪水解析システム(IFAS)を活用した洪水対応能力向上
Capacity Development for Flood Risk Management with Integrated Flood Analysis System (IFAS)

洪水災害による被害が多発している国・地域

本案件では、洪水脆弱地域における地域レベルの防災能力向上のために、統合洪水解析システム（Integrated Flood Analysis System:
IFAS）を習得し、対象とする洪水脆弱地域に適用することで、早期住民避難を含めた地域洪水防災計画案を策定出来る能力を向上させ、洪
水被害軽減を目指すものである。

名

2015～2017

2016/07/03 2016/07/30～

1684479

継続
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水文観測体制の整備・改善を
目指すため、法制度・ガイド
ラインや組織体制整備に携わ
る人材が望ましい。

【事前活動】自国の水資源管理（治水・利水）にかかるカントリーレポートの作成

【本邦研修】以下の内容の講義、実習、視察、検討を行う。

(1) 日本における水文観測の実施体制（全体計画、各組織の役割、法制度・ガイドライン整備
、担当者に必要とされる能力、外注時の留意点等）、(2)水文観測実務、データの整理、蓄積及
び活用、(3)治水・利水計画の策定・活用、(4)関係機関（気象庁、河川流域機関）との連携、
情報交換・共有、情報公開、(5)河川巡視、放流警報等の実務、(6)取水施設、放流施設、観測
機器、通信機器等の制御とメンテナンス、(7)集水域、貯水池、河川の水質観測の実務、水質保
全活動、(8)国際河川の水文観測データと情報管理、(9)気候変動の影響解析への応用、(10)衛
星画像解析と水文観測（補正するためにも生データが重要）、(11)今後の具体的活動計画を発
表する。

【事後活動】水文観測体制整備に向けた計画策定、水文データの活用ガイドライン策定等が期
待される。

16受入可能上限数：

英語

JICA東京（経済環境）

独立行政法人 水資源機構

【目標】
研修参加者の水文観測（表流水を主なターゲットとする）の意義の理解と観測・統計分析技術
の向上、水文観測データの蓄積と情報共有の重要性の理解促進、水文観測データの治水・利水
計画立案への活用促進、及び水文データとその他技術の関係性などにかかる理解促進を行う。
【成果】
1. 治水・利水計画の理念を踏まえ、河川流域における水文観測の意義、その実務内容（観測手
法や技術）について理解する。

2. 水文観測により収集されたデータの整理、品質管理及び蓄積の方法について理解する。

3. 対象流域における水文観測データを用いた統計・分析手法について理解する。

4. 水文データに基づく治水・利水計画立案の重要性及び水文データを用いた計画立案手法の基
礎について理解する。

5. 河川流域での水位モニタリングの方法や、住民への情報公開、災害時の警報の出し方、河川
構造物の運用やメンテナンス、湖沼河川保全方法等について理解する。

6. 自国での水文観測を改善するためのアクションプランを策定する。

【対象組織】
河川・水資源管理（利水・治水）に携わる
行政機関／灌漑・河川流域管理機関
【対象人材】
水文観測・水資源管理（利水・治水）に携
わる管理職層もしくは中堅職員（実務経験
10年以上）を想定する。

戦略的な水文観測技術の活用
Strategic utilization of hydrological and meteorological data ovservation technology

表流水を管理する必要のある国・地域

我が国の治水・利水技術は、超長期にわたり継続して観測された水文データ（降雨、水位、流量、河川横断測量等）の基盤の上に形成され
、高水管理もこの情報をベースに構築されている。水災害、渇水への適切な対応策を講じるためには、水文データを継続的に取得・蓄積・
分析し、それに基づく治水・利水計画を立案していくことが不可欠である。本研修により、水文観測の実施意義、基礎技術・ノウハウとそ
の先にある分析・応用技術を体系的に学ぶ

名

2016～2018

2016/11/06 2016/11/19～

1684836

新規

地球環境部
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【事前プログラム】
自国における水災害被害の現状及びその対策・計画について分析、整理し、課題をインセプシ
ョンレポートとしてまとめる。

【本邦研修】
政策企画立案に関する能力強化に資するプログラムとして、以下の講義、現地視察、演習、討
論を行う。

講義：日本の河川と河川行政の概要、治水計画と住民参加、ダム事業と制度、水文観測と洪水
予警報、水防活動、治水視察等の維持管理、気候変動適応策、統合水資源管理 等

視察：水災害対策に係る現地視察（総合治水、ダムの統合管理、水防演習、水文観測等）

演習：各国の治水対策に係るアクションプランの作成・発表・ディスカッション

【事後プログラム】
帰国後、研修員は所属機関内において研修成果及びアクションプランを共有する。本邦研修終
了後3ヶ月を目処に共有結果と所属先からのコメント、コメントを踏まえた今後の対応やアクシ
ョンプランの実行に向けた計画をファイナルレポートとしてまとめる。

20受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
日本の治水・防災に関する施策を学ぶことにより、参加者の水災害被害の軽減に向けた政策の
企画立案・実施に関する能力強化が図られる。

【成果】
1. 参加者が自国の水災害被害の現状及びその政策・計画について分析し、課題を抽出できるよ

うになる。
2. 水災害被害の軽減に必要な基礎知識として、参加者が治水事業の概要や治水計画の理念を理

解する。
3. 参加者が日本における水災害対策の実施事例（予防・緊急対応・復興）を理解する。
4. 上記3項目で得た知見を基に、参加者が自国の水災害被害の軽減へ向けた方策・施策を立案

できるようになる。

【対象組織】
各国の水資源省、灌漑省など水災害対策、
河川管理、流域管理を所管する政府機関
【対象人材】
＜職位＞水災害対策、河川管理、防災対策
に携わる中央政府又は地方政府の公務員。
中堅から管理職クラスの近い将来に政策の
規格立案、実施、意思決定を担うことが予
想される者が望ましい。

＜職務経験＞大学卒業又は同等以上の学力
を有し、水資源分野、治水・防災分野に関
する実務経験５年以上有する者。

＜資格要件＞十分な英語能力（読み・書き
、聞く・話す）を有する者。

水災害被害の軽減に向けた対策
WATER RELATED DISASTER MANAGEMENT (PREPAREDNESS, MITIGATION AND RECONSTRUCTION)

洪水災害による被害が課題となっている国・地域

地球温暖化に伴う気候変動の影響により、水災害の激甚化等が懸念されている。本研修では、途上国における洪水対策の実務（施策の企画
立案・実施）を担う者に対し、日本の治水・防災等に関する制度・対策についての講義・視察、各国の治水対策に係るアクションプラン作
成等の演習をとおして、水災害対策に係る政策立案・実施に係る能力強化を図る。

名

2016～2018

2016/05/22 2016/06/18～

1684838

新規
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以前の案件名称：火山学・総
合土砂対策

1.防災全般
(1)【講義】防災行政（体制、組織、法制度、予算構成を含む）

      a.土砂災害防止関係事業の計画・実施 b.防災教育

2.土砂災害対策
(1)【講義】

ｱ.土砂災害の発生メカニズム（土石流、地すべり、がけ崩れ等）、ｲ.土砂災害の実態と対
策、ｳ.土砂災害発生予測手法、d.火山の現象／構造／地形、ｴ.火山災害と防災・減災、 ｵ.
土砂災害危険区域の設定及びハザードマップの作成と利活用、g.土砂災害の警戒避難基準
雨量の設定と情報伝達、h.火山活動観測手法と評価

  (2)【現地調査】
ｱ.各種土砂災害対策の現場視察

3.演習
土砂災害対策の中でも必要性の高いテーマに関する講義と演習により、知識を深めるととも
に技術力を向上させ、実務に反映できるようにする。講義・演習は必要に応じ、グループ分
けして実施する。想定される演習のテーマは以下のとおり。
(1)土砂災害発生後の現地調査、(2)土砂災害対策計画の策定、(3)警戒避難基準雨量設定
、(4)土砂災害危険区域設定と土地利用計画、(5)噴火シナリオとハザードマップ

4. 終報告書の作成・発表：研修で学んだことの取纏めと自国の土砂災害対策へのフィードバ
ック等について、 終報告書を作成するとともに発表会を行う。

20受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

一般財団法人 砂防・地すべ
り技術センター

豪雨、地震及び火山噴火に起因する土砂災害のメカニズムや土砂災害対策計画を推進するため
の組織体制、法制度、予算、施工・維持管理などを理解し、効果的な構造物及び非構造物対策
を講じるための調査・観測・分析手法、対策計画立案手法等を習得する。

1.豪雨、地震及び火山噴火に起因する土砂災害の現象を理解し、発生プロセスを説明できる。
2.豪雨、地震あるいは火山噴火に起因する土砂災害の調査、観測及び分析・評価手法を説明で
きる。

3.豪雨、地震あるいは火山噴火に起因する土砂災害対策のための防災・減災計画（構造物対策
及び非構造物対策）を説明できる。

4.土砂災害対策に必要な行政体制、組織のあり方が説明できる。

【対象組織】
土砂災害対策、火山災害対策に関係する行
政機関（国、地方）

【対象人材】
防災行政、防災事業に携わる技術系行政官
、行政機関研究者で、土砂災害、火山災害
関連分野で実務経験３年以上の者

土砂災害防止マネージメント（豪雨、地震、火山噴火起因）
Disaster management for landslide and sediment-related disasters (triggered by heavy rainfall, earthquake and
volcanic activity)

技術系行政官、行政機関研究者を対象に、効果的な土砂災害対策（構造物対策及び非構造物対策）を講じるため、講義、演習及び現場視察
を通じて、各現象のメカニズム、調査・観測・分析手法、対策計画立案手法、計画を推進するための組織体制、法制度、予算、施工・維持
管理等を理解・習得する。

名

2014～2016

2016/10/02 2016/12/10～

1684481

継続
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本研修のカリキュラムは政策
研究大学院大学（GRIPS)と連
携しており、必要単位を取得
した研修員には、修士号(防
災政策)が授与される。

建築研究所国際地震工学セン
ター
http://iisee.kenken.go.jp/

【事前活動】
自国の地震・津波防災対策・政策に関する課題を整理し、地震・耐震・津波に関するインセプ
ション・レポートを作成する。

【本邦研修】
1．地震学・耐震工学・津波防災の基礎理論（地震・震災に係る情報技術、地震現象論、地盤

力学、構造力学）及び応用技術（地震環境論、地震災害論、耐震設計、耐震診断・補強、
津波特論）に関する講義、演習、見学。

2．地震・津波災害危険度評価（ハザード・損失リスク評価）及び防災復興政策（防災復興政
策・災害リスク管理・防災復興と開発援助）に関する講義、演習、見学。

3．個別指導や討議による問題抽出・分析・解析に基づく修士レポートの執筆。

28受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA筑波（研修業務）

国立研究開発法人 建築研究
所

【目標】
地震・津波防災及び復興政策に貢献できる地震学・耐震工学・津波防災分野の指導的研究者・
技術者・行政官が育成される。
【成果】
1．地震・津波防災に必要な基礎知識である、地震、耐震工学、津波の基本的概念・理論が

習得される。
2．地震・津波防災に必要な、地震又は津波ハザード評価、地震・耐震工学・津波防災の日本

における復興政策及び対策技術が習得される。
3．上記２項目で得た知識を自国の問題解決に適用した修士論文が作成される。

【対象組織】
地震・耐震・津波防災分野に関係する行政
機関、研究所、大学等

【対象人材】
下記1),2)のいずれかを満たし、十分な英
語能力を有する者で実務経験を３年以上有
する者（TOEFL PBT 550点以上相当）。

1．大学で地震学・耐震工学・津波工学、
或いは地震防災に関する学科を卒業し
た者、

2．他の理工系学科を卒業した者で、地震
    、耐震、津波あるいは地震防災に関す

る実務経験を有する者。

地震学・耐震工学・津波防災
Seismology, Earthquake Engineering and Tsunami Disaster Mitigation

地震、津波、及びそれに伴う現象による被害が想定される国及び地域

住民の生命や住宅・社会資本を瞬時に破壊する地震や津波は、途上国の脆弱性を高める大きな要因であり、これら自然災害の被害軽減へ向
けた対策は途上国にとって喫緊の課題である。本研修は、地震・津波防災及び復興政策に寄与できる中核的研究者・技術者・行政官を養成
することを目的とする。研修員は、地震・津波防災分野で豊富な経験を持つ日本において、地震学・耐震工学・津波防災に関する高度かつ
新の知識・技術を体系的に習得する。

名

2015～2017

2016/10/02 2017/09/14～
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大学教員は対象人材に含める

【事前活動】
IcRの作成

【本邦研修】
1.IcR発表、自国の耐震建築分野の現状と課題に関する発表と議論
2.耐震工学概論・構造物応答論の講義
3.RC造、組積造、制振・免震構造の講義、構造実験、現場見学
4.耐震診断・補強の講義、現場見学
5.耐震建築の促進制度に関する講義
6.耐震建築の施工管理・工事監理に関する講義・見学
7.建築構造技術者育成に関する講義
8.AP作成、発表会での議論

【在外補完研修】
組積造の講義、構造実験、現場見学、討論

【事後活動】
所属元組織での報告、APの 終化、所属機関等への提案、進捗報告

14受入可能上限数：

国土交通省（建設）

西語

JICA筑波（研修業務）

国立研究開発法人 建築研究
所

本研修を通して、研修員が建物の耐震設計・施工・診断・補強の技術と制度を理解し、その普
及のための行動計画を立案し、着手する。

1.自国の耐震分野の現状と課題を整理する

2.地震工学・耐震設計の基本を理解する

3.RC造・組積造等、構造ごとの耐震建築に関する技術を理解する

4.耐震診断・補強に関する技術を理解する

5.建築基準・指針等、耐震建築の促進制度を理解する

6.耐震建築の施工管理・工事監理の仕組みを理解する

7.建築構造技術者育成の取組みを理解する

8.自国の耐震化を促進する具体的行動計画を立案する

【対象組織】
耐震建築・技術普及を担当する政府機関お
よび同分野の大学・技術者養成機関

【対象人材】
1.大学卒業または同等の資格を有すること
  。
2.地震工学分野で5年以上の実務経験を有
すること。
3.耐震建築技術の研究或いは同分野の普及
  ・技術者養成において指導的な役割を現
在担っている、もしくは将来担う見込み
であること。

4.50歳以下であること。

中南米 建物耐震技術の向上・普及
Enhancement and Dissemination of Earthquake-resistant Technology for Buildings in Latin American Countries

中南米地域で、地震での建物倒壊により大きな被害が発生したことのある国

中南米は地震が頻発する地域であるが耐震建築の技術普及が遅れており、地震による建物倒壊でこれまで多くの人的・物的被害が発生して
いる。本研修では、研修員が耐震設計・施工・診断・補強の技術と制度を講義・構造実験・現場見学により学ぶことにより、自国での耐震
建築の普及、及び耐震建築技術者の育成により、将来の地震発生時の被害を軽減させる。

名
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http://www.jma.go.jp/jma/i
ndex.html

1.数値予報、衛星気象等、気象業務の基盤技術に関する説明ができる。
(1)数値予報の基礎、数値予報データ利用に関する講義
(2)気象衛星業務概論、気象衛星データ利用に関する講義
(3)国際的な気象データ通信に関する講義

2.数値予報、気象衛星等、気象業務の基盤技術をもとに、各国のニーズに即した気象情報を作
成できる。
(1)衛星データ利用に関する実習
(2)予報業務に関する実習
(3)各国のニーズに即した気象情報作成に関する講義

3.気候情報（地球環境情報を含む）を利用して、各国のニーズ、気候の実況解説、気候予報の
作成ができる。
(1)気候・地球環境情報に関する講義
(2)気候・地球環境情報の利用に関する実習

4.自国の気象業務改善のための基本的な計画が策定されるとともに、自国で活用される。
(1)ファイナルレポート（気象業務改善計画を含む）の作成、プレゼンテーションとディスカ

ッション
(2)ファイナルレポートに基づく、所属組織における気象業務改善への取り組み（質問票によ

るフォローアップ調査：事後）

8受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA東京（経済環境）

気象庁

各国気象機関において、数値予報、気象衛星、気候予測に関する気象データを活用した情報提
供及び災害対策や、気候変動への適応等に係る、気象業務の能力が向上する。

1.数値予報、衛星気象等、気象業務の基盤技術に関する説明ができる。
2.数値予報、気象衛星等、気象業務の基盤技術をもとに、各国のニーズに即した気象情報を
作成できる。

3.気候情報（地球環境情報を含む）を利用して、各国のニーズ、気候の実況解説、気候予報の
作成ができる。

4.自国の気象業務改善のための基本的な計画が策定されるとともに、自国で活用される。

【対象組織】
気象業務を扱う国家機関

【対象人材】
1.対象国の政府または関連機関で気象業務
に従事している気象学者（WMOの分類に
よる）

2.現在気象業務に従事していること
3.理学士もしくは工学士であること
4.40歳以下であること
5.気象業務の十分な経験があること
6.PCにおいて一般に普及している表計算ソ
フトを扱えること

7.十分な英語の能力を有すること
8.軍籍を有していないこと
9.心身共に健康であること

気象業務能力向上
Reinforcement of Meteorological Services

世界気象機関加盟国

本案件は、世界でも先進的な気象予測技術を誇る気象庁の第一線の技術者等が、気象・気候に関する観測・予測についての総合的な知識や
技術を講義および実習を通じて指導するものである。防災対策の制度や実施状況を把握すると共に、各国の気象機関の能力向上ならびに国
民のニーズに基づいた気象情報の提供などについて業務改善計画を研修員が作成・報告し、帰国後に実際の業務改善や組織での知識・技術
の普及に役立てられるように指導する。
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主な対象国：世界各地域の災
害多発国

【事前活動】
ジョブレポートの作成、提出。

【本邦研修】
1.ソーシャルキャピタルの理解、PDCAサイクル

2.防災マップ作り、まちあるき、防災教育、防災訓練、イザ！カエルキャラバン参加、コミュ
ニティ防災活動紹介

3.防災訓練企画のためのファシリテーション技法の習得、コミュニティとNGO/NPOの役割の理解

4.インフラ復旧：電気/ガス/電話、発災時対応：ボランティアセンター/避難所開設/災害報道
など、都市計画（区画整理）について、
まちづくりワークショップ、復興事例の紹介：講義やセミナー参加、自治体職員との意見交
換会など

5.アクションプランの作成と共有（KJ法とPCM手法などのワークショップによるアクションプラ
ン作成）

【事後活動】
アクションプランに基づく活動の実施とレポート

15受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

公益財団法人 神戸国際協力
交流センター、公益財団法人
神戸都市問題研究所

災害に強いまちづくりのために必要となる行政や市民社会からの教訓・経験を共有し、災害に
強いまちづくりのための要素をふまえた計画を策定する。

1.復興に必要な要素とプロセスを理解する。
2.減災に向けた多重防御の重要性を理解する。
3.防災教育などにより防災意識啓発の重要性を理解する。
4.コミュニティによる共助を促すような開発ツールを習得する。
5.災害に強いまちづくりを実践するためのアクションプランを作成する。

【対象組織】
災害頻発国の防災計画策定に関わる地方自
治体 （中央政府も可）

【対象人材】
1.防災計画策定に関与する機関における意
思決定者。一般市民に対して災害情報の
提供・防災教育等の防災意識の啓発及び
向上を業務とする者。コミュニティ防災
の組織化、推進を行う担当者。（主に地
方政府の行政官を対象とする。中央政府
も可。）

2.当該分野における3年以上の実務経験

災害に強いまちづくり戦略
Strategy for Resilient Societies to natural disasters

わが国における過去の大災害の教訓により明らかになった自然災害に強いまちづくりの要素（復興に必要な要素とプロセス/多重防御の重
要性/防災意識の啓発/コミュティの強化）を参加国に共有し、関係者の協議を通じて社会的背景をふまえた防災計画策定を目的とする。ま
た、事後活動においてアクションプランが実行されることにより災害被害の軽減化を図る。
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1.自国の災害リスクを把握するとともに、自国の防災体制の課題を抽出する。
ジョブレポート作成、発表、PCMワークショップ、関係者分析等を通じて、自国の防災に関す
る課題の整理を行う。

2.各災害の対応方法や過去の災害等の経験から得られた教訓及び実践事例等を通して防災、減
災のコンセプトを理解する。
常時の防災体制及び災害時の緊急対応の取り組み事例等を通じて、災害の種類や性質により
防災体制や対応方法の共通点や異なる点等を理解し、防災、減災に対する考え方、取り組み
姿勢など基本的コンセプトを理解する。

3.防災に関する実践的手法を習得する。
事例演習や被災地視察等を通して、防災の実践的な手法を学び、各国における適切な防災体
制、緊急対応方法を自国の状況に合うように立案、改善する基礎的能力を身につける。

4.自国における防災計画、防災体制等を改善するためのアクションプランを作成する。
上記1-3のプログラムで得られた知識、技術を基に、改めて自国の防災計画/体制をレビュー
し、自国にあった防災体制/計画を構築するためのアクションプランを作成する。

16受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

国立大学法人 神戸大学都市
安全研究センター

【目標】
アフリカ各国の各災害種に対して、異なる災害種に対する異なる対応、必要とされる体制を学
び、自ら対処を考え、それぞれに必要な防災、災害対応を考えるための応用能力を高める演習
を通して、自国に合ったより効果的な防災体制、防災計画を立案するための基礎的能力を強化
することを目標とする。
【成果】
1.自国の災害リスクを把握するとともに、自国の防災体制の課題を抽出する。
2.各災害の対応方法や過去の災害等の経験から得られた教訓及び実践事例等を通して防災、減
災のコンセプトを理解する。

3.参加型アプローチを通して日本の経験を自国に応用するための実践的手法を習得する。
4.自国における防災計画、防災体制等を改善するためのアクションプランを作成する。

【対象組織】
中央および地方政府における防災、緊急対
応部署

【対象人材】
1．中央および地方行政における防災、緊

急対応部署の担当官
2．英語での研修実施のため、高度な英語

力を必須とする。
3．Playing Managerとして意思決定できる

立場にある中堅職員が望ましい。でき
れば所属組織の幹部候補者。

4．各国中央政府・地方政府各1名ずつ（2
名1組）の参加が望ましい。

アフリカ地域総合災害対策
Comprehensive disaster management in the African region

アフリカ諸国（TICADの対象国として北アフリカも含む）

災害に対する事前準備及び応急対応の方法に関する日本の教訓から、異なる災害に対する異なる対応方法を概括的に学ぶ。さらに研修を通
して自国の災害の特徴を把握するとともに、事例演習を通して俯瞰的に自国を取り巻く災害パターンを理解し、自国に適切な防災体制を立
案するために必要な基礎的能力を身に付ける。またアクションプランの実施を通して、適切な防災体制/計画が構築されることにより、ア
フリカにおける災害被害の軽減化を図る。
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1. 自治体における防災教育の指針、具体的な活動事例を学ぶ。また、高校・大学において将来
リーダー的役割を果たす人材の育成を行っている事例を学ぶ。（兵庫県・神戸市教育委員会

    、神戸市内の学校視察、舞子高校、神戸学院大学等）
2. 地域・コミュニティの住民に対して防災意識の啓発を行っている事例を学ぶ。特に平常時、

一般市民が防災に関心を持つ工夫が結果として防災につながる事例を学ぶ。（神戸市消防局
    、NPO法人プラス・アーツ、南三陸町等）
3. 災害や防災に関連する建物・文化施設を通した人々の防災意識の向上に寄与する事例や、語

り継ぎを通じた世代・地域を越えた防災意識の啓発と向上に資する事例を学ぶ。(人と防災
未来センター、北淡震災記念公園、京都市民防災センター等）

4. 一般市民向けのマスメディアが災害及び防災関連情報を取り扱っている事例を紹し、マスメ
ディアを通じた防災意識の啓発事例を理解する。（NHK、コミュニティラジオ局、新聞社等

    ）
5. 単元目標 1. から 4. までの研修プログラムを通じて、研修員が自国民に対して、災害時に

必要な基礎知識・技術を習得させるための具体的な活動計画を策定する。

20受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

アジア防災センター

【目標】
一般市民が災害対応時に必要となる基本的な知識・技術を習得できるように、平常時に防災意
識の向上・啓発を行うための具体的な企画案が作成される。
【成果】
1. 教育現場での防災意識の啓発・向上に係る活動の意義とその具体的な事例を理解する。
2. 地域住民を対象とした防災意識の啓発・向上に係る活動の意義とその具体的な事例を理解す

る。
3. 防災に関連する建物・文化施設等を通じた防災意識の啓発・向上の意義とその具体的な事例

を理解する。
4. マスメディアを活用した防災意識の向上・啓発活動に係る活動の意義と具体的な活動を理解

する。
5. 自国の国民に対して、災害時に必要となる基本的な知識・対応方法を習得させるための具体

的な企画案が作成される。

【対象組織】
中央又は地方政府の防災担当機関で主に一
般市民に対する災害情報の提供、防災教育
等、防災意識の啓発及び向上を業務とする
部署
【対象人材】
1. 一般市民に対して防災意識の普及・啓
発を担当する者、又は、防災担当機関又
は地方自治体において、防災情報の発信

  ・災害広報を行う立場にある者。
2. 類似の経験を含めて当該分野において

実務経験を2年以上有する者。
3. 英語で業務ができる能力のある者

防災意識の啓発・向上
Raising Awareness of Disaster Reduction

我が国において、防災意識の啓発を平常時に行っている事例（災害に関する知識啓発、コミュニティ防災の推進、語り継ぎ等）を研修員に
対して紹介し、その意義と具体的防災の効果についての理解促進を図る。さらに研修員が、その事例を参考にし、自国に対する防災意識の
啓発活動の計画を立案・実施することによって、途上国の人々が災害に対応することに必要な基本知識及び対応方法を習得し、災害被害の
軽減につながることを目指す。
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1. 各国における防災主流化の取り組み事例（カントリーレポート発表）
2. 日本の防災行政（中央政府、県、市）
3. 日本の中央政府、地方政府における「防災対策」への優先順位づけの方策
4. 防災投資の重要性と効果
5. 災害に強いコミュニティづくりのための行政支援
6. 日本の防災主流化の優良事例（公共施設の耐震化、総合防災情報システム、災害医療、防災

教育、インフラ整備、避難所としての学校、早期警報システム、道路・橋梁、ガス、水道、
電気等の中から選択）

7. 民間企業の防災対策（事業継続計画、ライフラインの復旧、オフィスの避難所活用等）
8. NGOの役割
9. ジェンダーと防災
10.人と防災未来センター見学
11.災害に強い都市計画
12.帰国後の取り組み事例（アクションプラン発表）

20受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

JICA/
特定非営利活動法人 SEEDS
Asia

【目標】
防災主流化の概念と日本の優良事例を理解し、帰国後の各国での防災主流化促進のための取組
み案が作成される。
【成果】
1.防災と開発の関係性と防災を政策の優先課題とすることの意義を理解する。
2.全ての開発政策・計画に「防災」の視点を取り込むことの重要性と具体事例を理解する。
3.防災投資の有効性を理解する。
4.日本・参加国の優良事例を参考とし、帰国後防災の主流化を促進させるための活動計画（ア
クションプラン）が作成される。

【対象組織】
防災及び災害軽減の活動推進を主管する中
央省庁又は地方自治体、またはほかの開発
セクターで防災・リスク管理を担当する部
署
【対象人材】
<職位>
防災及び災害軽減の活動推進を主管する中
央省庁又は地方自治体、またはほかの開発
セクターで防災・リスク管理を担当する部
署の課長もしくはそれに相当する職位
<職務経験>
防災関連業務（応急対応、復旧・復興、予
防、リスク軽減）で行政官としての経験を
2年以上有する者
<その他>
JICA防災プロジェクトのカウンターパート

防災主流化の促進
Promotion of Mainstreaming Disaster Risk Reduction

災害頻発国

2015年3月に仙台にて国連世界防災会議が開催され、本会議の結果を受けて、防災主流化（①防災を優先政策に位置付ける、②すべての開
発政策・計画に「防災」の視点を取り込む、③防災への投資を促進する）を通じ、防災と開発が一体となった形で各国における災害に強い
国づくり、コミュニティづくりに向けた支援を実施する必要性が高まっている。本研修は、参加国において防災主流化を促進させる目的で
実施する。
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(A)2016/05/16-2016/07/16
  (英語：関西)
(B)2016/10/24-2016/12/17
  (英語：関西)

【事前活動】
自国及び自組織のインフラ（河川・道路・港湾）における自然災害に対する抑止・軽減対策及
び復旧対策の課題等をまとめたインセプションレポートの作成。

【本邦研修】
1.日本の自然災害、自国の自然災害の類似性・相違点等にかかる分析、考察。
2.国、地方自治体における防災関連政策、地域防災計画、災害に強いまちづくり計画等。
3.予警報システム、情報伝達システム等。
4.河川改修事業(河川・ダム)、砂防事業(砂防・地すべり対策等)、道路事業(道路・橋梁)、海
岸事業(海岸・港湾)、耐震技術等。

5.課題分析ワークショップ、アクションプラン作成・発表。

【事後活動】
（帰国後約6ヵ月後）アクションプラン進捗報告の提出。

24受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA関西（業務二）

一般社団法人 近畿建設協会

研修員が実践的でより効率的・効果的なインフラ（河川・道路・港湾）における災害の抑止・
軽減そして復旧対策技術を習得し、アクションプランを作成、所属組織に提案する。

1.災害とその特性について、自国と日本との類似性・相違点等を把握する。
2.国、地方自治体における防災関連政策、地域防災計画、災害に強いまちづくり計画、等につ
いて理解する。

3.予警報システム、情報伝達システム等について理解する。
4.インフラ（河川・道路・港湾）における具体的な災害対策工法と災害発生後の復旧工法に関
する技術について理解する。

5.研修を踏まえ、アクションプランを作成する。また、研修員の国において応用可能な日本の
技術に対する知識が所属組織等に共有される。

【対象組織】
インフラ（河川・道路・港湾）における自
然災害対策を担当する行政組織

【対象人材】
1.インフラ（河川・道路・港湾）における
自然災害対策事業（調査、計画、実施、
管理）を担当する技官。関連分野での実
務経験が5年以上

2.学歴：大学の土木工学科卒業者あるいは
これと同等以上

インフラ(河川・道路・港湾）における災害対策
Disaster Management on Infrastructure (River, Road and Port)

インフラ（河川・道路・港湾）の整備・維持管理を適切に行うためには、自然災害をどのように考慮し、計画していくかが重要である。本
コースでは日本の様々な自然災害（地震、地すべり、風水害等）の事例を通して、災害の抑止・軽減そして復旧の観点から災害に強いイン
フラ開発について学ぶ。
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1684490

継続
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原則として35歳以下の者。ロ
ープ結索を体得している者。
梯子登はん要領及び梯子から
建物への進入要領（三点支持
の原則）を体得している者
。50ｍ以上の泳力を有する者

各種救助技術に関する講義及び訓練
・救助基礎（登はん、渡過、降下、進入要領）・救助器具活用
・水難救助・山岳救助・事故車両からの救助・倒壊家屋からの救助等

応急救護処置に関する講義及び訓練
・心肺蘇生法・止血・固定 等・安全管理に関する講義・救助指揮要領に関する講義
・国際消防救助隊に関する講義及び訓練・訓練の企画立案に関する講義
・各種図上訓練、想定訓練及び総合訓練 等・救助指揮要領に関する講義、住民への防災教育
視察
・訓練の企画立案に関する講義・各消防本部視察等・大規模災害及び特殊災害に関する講義等
、国際緊急援助概要

14受入可能上限数：

総務省消防庁

英語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
研修員が、生命を脅かすような状況下で被災者を救出するための基礎知識及び基礎的な応急技
術を身に付けるとともに、母国における救急救助活動のリーダーとして必要となる知識を身に
つける。

【成果】
単元目標
1.災害により生命・身体が危険に直面し、自力で脱出または避難できない要救助者を救助する
ための基礎的知識と技術を習得し、実践できる。

2.救助現場における要救助者への心肺蘇生・止血・骨折固定などの応急手当に関する基礎的知
識と技術を習得し、実践できる、また住民への防災教育手法を理解する。

3.救急救助技術指導者として必要な知識を習得し、実践できる。
4.研修修了時に、研修員が研修で得た知識、技術を活用して、母国における救急救助技術向上
に係る人材育成普及のための計画を立てることができる。

【対象組織】
中央政府・地方政府又は民間の消防担当機
関
【対象人材】
<職位>
消防防災教育訓練機関の救助コース教官、
または指導的立場に就くことが予定される
者

<職務経験>
救急救助業務における知識を持ち、救助活
動経験3年以上で、現に救助活動を実施し
、または実施することが予測される者

救急救助技術
Rescue Techniques

世界各地域の災害多発国

本研修は、消防・防災教育訓練機関の救助コース教官、または指導的立場に就くことが予定される者を対象に実施しており、研修受講によ
り、母国における救急救助技術の向上及び当該技術普及のためのアクションプランが作成できるようになる。研修実施機関は、「救急救助
技術」分野において日本国内トップクラスの知識・技術・資機材を有しており、また、本研修開設以来、長年の実績等から研修指導に関す
るノウハウも蓄積している。

名

2016～2018

2016/05/09 2016/07/09～

1684492

更新
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【事前活動】
自国の現状・課題に関するレポート作成

【本邦研修】
1.火災防御訓練に関する講義、実技訓練等
2.火災調査に関する講義等
3.安全管理に関する講義等
4.指揮理論に関する講義等
5.消防車両、機械器具に関する講義、実技訓練等
6.火災現場における救出救助及び応急手当に関する講義、実技訓練等
7.火災予防に関する講義等
8.地域防災活動に関する講義等
9.アクションプラン作成作業、発表

【事後活動】
所属先におけるアクションプランの検討及び帰国後の進捗状況報告。

8受入可能上限数：

消防庁

英語

JICA九州

北九州市消防局

研修で習得した消火技術、消防・防災活動が活動計画に基づき実施され、所属組織の消防・防
災体制が改善される。

1.部隊活動の中で、各種火災に対する消火方法、消防資機材の適切な取扱い、火災現場におけ
る救急・救助が実践できる。

2.日本における火災予防、防災に関する基本的知識を理解できる。
3.それらの技術･知識を用いて、部隊を運用することができる。
4.帰国後の普及活動を計画することができる。

【対象組織】
中央政府・地方政府又は民間の消防担当機
関

【対象人材】
<職位>
現在または将来、消防の現場指揮官および
消防研修機関の教官などになることが見込
まれる者
<職務経験>
現在消防業務に従事しており、少なくとも
5年以上の経験を有する者
<その他>
1.大学卒又はそれと同等の者
2.原則45歳以下
3.英語に熟練した者
4.この研修に耐え得る健康を有する者
5.現在、兵役に服していない者

消防・防災
Fire and Disaster Management

消防/防災に関係する人材育成計画を有する国

25年間以上の集団研修受入の経験、リソースを活かし、消火技術および消防・防災に関する質の高い研修を受講できる。様々な火災を想定
した消火・救助技術の実技習得に加え、地域に実施する防災啓発活動など消防局の防災の取り組みなど、自国での応用可能な消防・防災の
日本の技術を学ぶ。

名

2014～2016

2016/09/04 2016/11/26～

1684493

継続
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(A)2017/01/09-2017/02/25
  (英語：関西)
(B)2016/08/23-2016/09/30
  (英語：四国)
(C)2016/09/12-2016/10/29
  (ポルトガル語：関西)
ODAと地球規模の課題（防災
）

【事前活動】

・ジョブレポートの作成

【本邦研修】
・日本の防災行政（防災への事前投資、ハード・ソフト対策）、日本の過去の災害概要と復興
経験(Build Back Betterの好事例)、防災教育、市民の防災意識向上のための具体的活動、コミ
ュニティ防災、災害時のマスメディアの役割、コミュニティラジオの役割、ライフラインの復
旧、赤十字社の役割、災害時の保険、地方自治体による風水害・土砂災害対策の事例、災害種
ごとの研究機関の取り組み、耐震/津波に関する取り組み、防災技術実習、問題分析・事業進捗
管理手法、振り返りのためのワークショップ、アクションプラン(案）の作成

＜事後活動＞

・６ケ月後、進捗状況をJICAに提出

【ホームページ】外務省サイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bousai.html

40受入可能上限数：

英語/ポルトガル語

JICA関西（業務二）/JICA四
国

(A)アジア防災センター /
(B)高知大学

【目標】
研修中に、研修を通して得た知見をもとに、研修員が所属する機関において実施する防災対策
・防災対策改善のためのアクションプランを作成し、帰国後の同プランの実施を通じて、同国
の防災対応能力が向上する。
【成果】
①日本政府及び地方政府における防災の役割・事前投資による減災効果の有効性を理解し、自
国の課題・問題点を抽出する。②ＮＧＯやマスコミ等民間セクターの防災の役割を理解し、自
国への応用を考案する。③災害種別の防災対策（ハード・ソフト）に関する日本の取り組みと
過去の災害からの教訓を理解し、自国への応用を考案する。④各国の課題解決に向けたアクシ
ョンプラン（案）を作成する。⑤帰国後、所属機関でアクションプラン（案）を検討し、実施
する。

【対象組織】
防災・減災に関係する中央省庁又は地方政
府
【対象人材】
中央政府又は地方政府において防災関係業
務に従事している者で、大学卒業又は同程
度の学力を有し、かつ防災分野での実務経
験が３年以上ある者

総合防災行政
Comprehensive Disaster Risk Reduction

自然災害のリスクのある国

本研修は、中央政府又は地方政府において、防災、減災、復旧、復興に携わる者を対象とした研修である。本研修では、日本や兵庫県／高
知県が有している防災マネジメントに関する基本的な知識や計画、教訓等を共有することにしており、本研修を通じて、研修員は自らの国
が抱える主な問題点を確認し、それを解決するためのアクションプランを作成する。

名

2016～2018

2017/01/09 2017/02/25～

1684494

更新
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ODAと地球規模の課題（防災
）【外務省サイト】
http://www.mofa.go.jp/mofa
j/gaiko/bousai.html

・日本の防災行政（中央政府、県、市）

・日本の防災に関する法制度・体制の歩み

・日本の中央政府、地方政府における「防災対策」への優先順位づけの方策

・災害に強いコミュニティづくりのための行政支援

・総合防災情報システム（情報・通信体制）

・早期警報システム

・国、地方レベルにおける防災管理の政策的、組織的、技術的強化

・災害研究、予測関連施設の見学

・兵庫県の災害訓練施設、災害マネジメント拠点の見学

・防災教育の推進

・兵庫県、神戸市による市民向け啓発活動

・コミュニティラジオを活用した防災啓発活動

防災福祉 ミ テ 見学

15受入可能上限数：

露語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
研修中に、研修を通して得た知見をもとに、研修員が所属する機関において実施する防災対策
・防災対策改善のためのアクションプランを作成し、帰国後の同プランの実施を通じて、同国
の防災対応能力が向上する。
【成果】
①防災を国・地方の優先事項に位置づける働きかけを行うことができるようになる。②自国の
防災リスクを特定、評価し、所属機関の減災マネジメント能力を強化するための提言ができる
ようになる。③自国の防災知識を高め、防災文化を構築するための方策を提言できるようにな
る。④自国の潜在的なリスク要因を軽減し、災害対応のための事前準備を強化するための具体
的な提言ができるようになる。⑤自国に適した総合防災行政能力の強化に資するアクションプ
ランを作成し、その具体化に向けて研修員の所属組織内での検討が進む。

【対象組織】
防災・減災に関係する中央省庁又は地方政
府
【対象人材】
中央政府又は地方政府において防災関係業
務に従事している者で、大学卒業又は同程
度の学力を有し、防災分野での実務経験が
３年以上ある者

中央アジア・コーカサス総合防災行政
Comprehensive Disaster Risk Reduction for Central Asia and Caucasus

中央アジア・コーカサス地域に属する国

本研修は、中央アジア・コーカサス地域における防災・減災能力の向上を目的とし、同地域内の中央・地方政府の防災担当者を対象とした
研修である。本研修では、日本や兵庫県が有する自然災害マネジメントに関する基本的な知識や経験をすることにしており、本研修を通じ
て、研修員は自らの国が抱える主な問題点等を確認し、それを解決するためのアクションプランを作成する。

名

2016～2018

2016/06/20 2016/07/30～
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【事前活動】
カントリーレポートの作成、（事前補完研修）帰国研修員との意見交換

【本邦研修】

・阪神・淡路大震災の概要と復興
・日本における自然災害の予警報情報の観測及び伝達
・自然災害発生時におけるマスメディアの役割（電波法、災対法の規定と実際のオペレーショ
ン）
・リスクコミュニケーション
・日本におけるコミュニティ防災の実践
・地域住民への防災意識向上の手法
・アクションプランの作成・発表

【事後活動】
アクションプランをJICA在外事務所・BOSAIプロジェクト関係者と議論（事後補完研修）した上
で、実施する。

12受入可能上限数：

西語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
防災及び災害軽減の活動推進を主管する中央省庁または地方自治体における防災関連実務従事
者が、防災及び災害軽減活動の実施を通じて、各国の防災対応能力の向上及び課題解決能力を
強化する。

【成果】
帰国後の実施事項を記すアクションプランを作成する。

【単元毎の目標】

1.日本における過去の被災経験と対応及びその後の施策を理解して、行政組織の役割・連携の
手法を説明できる。

2.自然災害とその影響に関する情報収集・体系化及び災害情報の普及利用方法に関して、行政
組織と市民、コミュニティ、マスメディア、研究機関との連携のあり方を理解する。

3.地域コミュニティにおける災害リスクの軽減と防災を考慮した防災意識の向上・災害情報の
伝達・普及に係る具体的手法が理解される。

4.自国における防災に関する事業管理における課題を把握し改善案を検討する。

【対象組織】
防災及び災害軽減の活動推進を主管する中
央省庁又は地方自治体
【対象人材】
＜職位＞防災行政に携わる中央政府又は地
方政府の公務員

＜職務経験＞災害管理／防災分野で行政官
としての経験を2年以上有する者

＜その他＞研修終了後継続的にJICA技術協
力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「中米広域防災能力向上」に携
わることができる者。同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの関係者
を研修員として選出することが望ましい。

中米防災対策
Disaster Risk Reduction for Central America

中米防災調整センター加盟6ヶ国を対象とする

"自然災害による人的被害を軽減するために、防災及び災害対応業務を主管する行政機関の能力を強化する。

特に、地域住民及び防災関連実務に従事する人材に対する災害リスク情報の理解促進と伝達に焦点をあて、日本がこれまでの災害の教訓か
ら発達させてきた、緊急対応・応急復興・抑止予防・事前準備の各段階に沿った防災活動の実施・促進に関する具体的方策と知識を身につ
ける。
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(A)2016/10/10-2016/11/19
  (英語：関西)
(B)2017/02/08-2017/03/19
  (英語：四国)

・研修教材として、JICA関西
作成のコミュニティ防災テキ
スト・DVDを使用予定

(1)各国の防災制度(研修員ジョブレポート発表)、防災の国際潮流(仙台行動枠組み)、日本の防
災行政、阪神・淡路大震災と復興、地方自治体による防災・危機管理体制、消防署等施設の役
割、(Aコースのみ)ジェンダーに配慮したコミュニティ防災

(2)コミュニティ防災概論、自主防災組織の設立と制度、災害種別に応じた防災活動、南海トラ
フ対策事例紹介、東日本大震災被災地訪問

(3)津波避難の取り組み、消防団概要、市民への応急手当の普及、まちあるき、市民防災訓練参
加・視察

(4)コミュニティ防災と大学の連携、海外におけるコミュニティ防災事例、防災教育プログラム
(防災教育イベント「イザ！カエルキャラバン」、避難所運営ゲーム「HUG」ほか）

(5)地方政府の行う防災行政(危機管理、コミュニティ防災推進、防災教育の推進、復興まちづ
くり)

(6)アクションプラン作成ワークショップ・発表、グループディスカッション、(Aコースのみ)
問題分析・事業進捗管理手法（PCM)

26受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）/JICA四
国

(A)(公財)神戸国際協力交流
センター / (B)高知大学

【目標】
日本、特に関西・四国地域でのコミュニティレベルでの防災活動を通じて、中央政府・地方政
府の中核的職員が、自然災害に対する防災の重要性及び自助・共助の必要性を理解し、自国の
コミュニティにおける防災活動を推進するための具体的手法を習得する。
【成果】
(1)災害における防災力の意義について理解する。

(2)コミュニティ防災の概念と自助・共助の必要性について理解する。

(3)コミュニティ組織等の活動事例及び訓練から実施要領を理解する。

(4)コミュニティレベルにおける防災教育と普及啓発の手法を理解する。

(5)コミュニティ防災を促進するための地方政府の役割を理解する。

(6)自国におけるコミュニティ防災を推進していく為の方策を考え、アクションプランを作成す
る。

【対象組織】
中央／地方政府において、住民主体の自主
防災組織の設立やコミュニティ防災活動を
推進し得る立場にある機関（防災企画担当
機関、コミュニティ開発関連機関
）
【対象人材】
中央・地方政府において、住民主体の自主
防災組織の設立やコミュニティ防災活動を
推進しうる立場にある機関の職員。コミュ
ニティレベルの自主防災組織の設立を促進
できる立場のある者を優先。

類似の経験を含めて当該分野において実務
経験を3年以上有する者。

十分な高い英語力（会話・作文）があるこ
と。

研修に耐えうる心身共に健康な者。

コミュニティ防災
Community-Based Disaster Risk Reduction

自然災害発生国

我が国における市民(自主防災組織)や学校、企業、NPO等が行う防災活動事例を紹介し、中央政府・地方政府の中核的職員が、自然災害に
対する防災の重要性及び自助・共助の必要性を理解し、自国のコミュニティにおける防災活動を推進するための具体的手法を習得すること
を目的としている。

名

2016～2018

2016/10/10 2016/11/19～

1684498

更新

地球環境部
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http://www.npo-cemi.com/ce
mi.html（日本語のみ）

1．火山災害概論、火山噴火の監視と情報、防災計画（事例研究）、火山学概論、北海道駒ケ岳
の噴火と災害、火山危機管理特論、世界の火山噴火と危機管理

2．災害時の減災支援連携論、北海道の火山における減災プログラム、噴火余地情報と減災コミ
ュニケーション、リアルモニタリングの科学、自然災害と心理学、火山災害とマスメディア

   、減災社会を支える次世代育成プログラム
3.火山との共生、火山観光とジオパーク
4.研修旅行（駒ヶ岳、有珠山、十勝岳、富士山）、火山との共生、火山観光とジオパーク
5.カントリーレポート発表/質疑、中間ディスカッション、アクションプラン作成、発表

11受入可能上限数：

西語

JICA北海道（札幌）

NPO法人 環境防災総合政策
研究機構（CeMI）

【目標】
研修参加者の所属組織において行政及び地域コミュニティが連携した火山地域防災能力向上の
ための計画案が検討・作成される。
【成果】
1．防災リスクを把握する方法の理解を踏まえて、当該事項の課題が整理される。
2．火山地域における防災計画、防災体制のあり方の理解を踏まえて、当該事項の課題が整理さ

れる。
3．火山地域における地域振興の事例を踏まえて、活用可能なアイデア等が整理される。
4．上記単元での課題整理を踏まえて、帰国後実施するアクションプランを作成する。

【対象組織】
火山防災ないしは火山活動に起因する土砂
災害対策を担う中央・地方政府、学術機関
、NGO等
【対象人材】
1. 対象組織における幹部もしくは中間管

理職相当者。
2. 現場における防災・減災活動経験を有

し、かつ5年以上の実務経験。

中南米地域 火山防災能力強化
Volcanic Disaster Prevention and Management for Central and South American Countries

中南米地域の火山国

北海道における火山防災の経験を活かして、火山災害リスクの把握、火山災害防止に係る計画策定等を学び、火山災害の危険性を有する地
域における行政・コミュニティの連携による防災能力向上を目指す。また、東日本大震災からの復興にかかる経験の共有を図ることにより
、我が国における災害復興における 新の取組についての情報を提供する。

名

2015～2017

2016/05/31 2016/07/14～

1684500

継続

地球環境部
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【事前活動】ジョブレポートの作成、提出。
【本邦研修】

(1)自治体における防災教育の指針、具体的な活動事例を学ぶ。また、高校・大学において将来
リーダー的役割を果たす人材の育成を行っている事例を学ぶ。（兵庫県・神戸市教育委員会、
神戸市内の学校視察、舞子高校、神戸学院大学等）

(2)地域・コミュニティの住民に対して防災教育、防災意識の啓発を行っている事例を学ぶ。特
に平常時、一般市民が防災に関心を持つ工夫が結果として防災につながる事例を学ぶ。（神戸
市消防局、NPO法人プラス・アーツ等）

(3) 日本が災害から学んだ防災教育の理解（「兵庫県教育委員会EARTH」の活動事例紹介）

(4)災害や防災に関連する建物・文化施設を通した人々の防災意識の向上に寄与する事例や、語
り継ぎを通じた世代・地域を越えた防災意識の啓発と向上に資する事例を学ぶ。(人と防災未来
センター、北淡震災記念公園、京都市民防災センター等）

(5)アクションプランの作成と共有(ＰＣＭ手法などのワークショップによるアクションプラン
作成）

【事後活動】アクションプランに基づく活動の実施とレポート

10受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
日本における防災教育の活動事例の紹介を通して、学校を中心とした地域の防災能力向上に資
する各国における防災教育計画の策定に必要なノウハウを習得する。

【成果】
１．日本が災害から学んだ経験・知見を学び防災教育の重要性を理解する。(「兵庫県教育委員
会及びEARTH」の活動事例)
２．小学校からの防災教育、高校・大学レベルからの将来の防災リーダー育成を行っている事
例を学ぶ。（兵庫県・神戸市教育委員会、神戸市内の学校視察、舞子高校、神戸学院大学等）
３．防災教育による防災意識啓発の重要性を理解する。
４．各国において防災教育を促すようなツールとコンテンツを習得する。
５．社会の防災能力向上に資する防災教育計画に関するアクションプランを作成する
。

災害頻発国の防災教育計画策定に関わる

中央や地方の教育担当機関 

学校を中心とした防災能力向上
Capacity-building for school-based disaster risk reduction

世界各地域の災害多発国

本研修では中央もしくは地方の教育担当機関の教育計画策定等に関与する職員を対象に、防災教育の観点から日本が災害から学んだ経験・
知見や日本が蓄積してきた防災教育のコンテンツを紹介する。また東日本大震災時の教育現場の対応や防災教育がいかされた事例や阪神淡
路大震災の教訓から災害時支援を目的に教職員で組織された「EARTH」の事例紹介を通して、学校を中心とした地域の防災能力向上に資す
る防災教育計画の策定を目指す。

名

2016～2018

2016/06/06 2016/07/30～

1684837

新規

地球環境部
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4.ガバナンス

4



国際連合アジア極東犯罪防止
研修所（UNAFEI）

http://www.unafei.or.jp/

【事前活動】
Individual Presentation Paperの作成、UNAFEI教官による指導

【本邦研修】
（国別発表）Individual Presentation Paperの発表、質疑応答
（講義）汚職対策に関する講義（講師：UNAFEI教官、日本の刑事司法機関関係者、

海外招へい講師）
（視察）検察庁等、汚職対策に関連する機関の視察
（グループ討議・発表）小グループに分かれての討議と発表

30受入可能上限数：

法務省

英語

JICA東京（産業公共）

国連アジア極東犯罪防止研修
所（UNAFEI）

【目標】
汚職対策について、各国の法制度及び実務の現状並びに問題点を共有するとともに、ベストプ
ラクティスを含む国際的動向を共有し、これらを踏まえて各国がそれぞれの国の実情に応じて
講じ得る対応策を策定する。あわせて各国の実務改善のための継続的な協力と情報交換に向け
たネットワークを構築する。

【成果】
1.汚職対策について、参加各国の現状と問題点が共有される。
2.汚職対策について、日本の経験を含む最新の国際的動向が共有される。
3.汚職対策について、各国の抱える問題に対応した効果的な対応策が検討される。
4.汚職対策について、問題改善のための諸方策の方向性が共有されるとともに、協力と情報交
換に向けたネットワークが構築される。

【対象組織】
1.法務省、内務省、反汚職機関等の汚職防
止に関する政策立案・立法に関与する機
関

2.汚職事件の捜査・訴追・裁判に従事する
機関

【対象人材】
1.汚職防止に関する政策立案・立法に関与
する比較的高い地位にある政府職員

2.汚職事件の捜査、訴追、裁判に従事する
捜査官、検察官、裁判官

汚職対策（刑事司法）
Criminal Justice Response to Corruption

刑事司法実務家の能力向上のための研修に豊富な実績と高度なノウハウを持つ国連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ）による研修
である。この研修は，汚職犯罪の摘発，処罰及び予防に携わる刑事司法実務家（捜査官，検察官，裁判官及び汚職防止機関職員等）を対象
に，汚職対策の分野における最新の国際的動向に沿ったテーマについて，各国の実務における知識や経験，課題を共有するとともに，国内
外の専門家による講義，グループ討議や関係機関の視察を通じて各国の実務改善のためのベストプラクティスを探究し，実務家同士の国際
的なネットワークを構築する貴重な機会を提供する。

名

2014～2016

2016/10/09 2016/11/17～

1684513

継続

産業開発・公共政策部
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国際連合アジア極東犯罪防止
研修所（UNAFEI）

http://www.unafei.or.jp/

【事前活動】
＜発表準備＞
Individual Presentation Paperの作成、UNAFEI教官によるフォローアップ

【本邦研修】
1.国別発表 Individual Presentation Paperの発表・質疑応答

2.講義 犯罪者処遇に関する講義（講師：UNAFEI教官、日本の刑事司法関係者、
海外招聘講師）

3.視察 刑務所、保護観察所、裁判所等

4.討議・指導 UNAFEI教官の指導のもと小グループに分かれて特定の課題（年毎に設定）
に関する討議、グループレポートの作成

5.グループ発表 グループレポートの発表・質疑応答

6.コンタクトリストの作成

【参考情報】
2016年度は「少年犯罪者処遇 - 犯罪防止、改善更生及び社会への再統合」を扱う予定。

25受入可能上限数：

法務省

英語

JICA東京（産業公共）

国連アジア極東犯罪防止研修
所（UNAFEI）

【目標】
犯罪者処遇に関する特定の課題（年度毎に設定）について、最新の国際的動向を踏まえた上で
、各国の経験及び今後の方向性が共有されるとともに、各国の実務改善のための継続的な情報
交換に向けたネットワークが構築される。

【成果】
1.犯罪者処遇に関する特定の課題について、参加各国の現状と課題が共有される。

2.特定の課題について、日本の経験を含む最新の国際的動向が共有される。

3.特定の課題について、各国の問題点を改善する効果的な対策が検討される。

4.特定の課題について、問題点改善に向けた方向性が参加者に共有されるとともに、継続的な
情報交換に向けたUNAFEIを中心とするネットワークが構築される。

【対象組織】
犯罪者処遇を担当する刑事司法機関（警察
、検察庁、裁判所、法務省、内務省、矯正
・更生保護担当機関）

【対象人材】
＜職位＞
上記組織において指導的立場にある職員

＜職務経験＞
①刑事司法に関する５年以上の実務経験を
有する者
②特定の課題（年毎に設定）に関する業務
に従事した経験を有する者

犯罪者処遇（矯正保護）
Treatment of Offenders (Focus on Prison, Probation and Parole)

刑事司法実務家の能力向上のための研修に豊富な実績と高度なノウハウを持つ国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）による研修である
。この研修は、犯罪者処遇に携わる刑事司法・矯正保護実務家を対象に、施設内および社会内における犯罪者処遇について、最新の国際的
動向に沿ったテーマについて、各国の実務における知識や経験、課題を共有するとともに、国内外の専門家による講義、グループ討議や関
係機関の視察を通じて、各国の実務改善のためのベストプラクティスを探究し、実務家同士の国際的ネットワークを構築する貴重な機会を
提供する。

名

2016～2018

2016/08/14 2016/09/23～

1684514

更新

産業開発・公共政策部
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国際連合アジア極東犯罪防止
研修所（UNAFEI）

http://www.unafei.or.jp/

【事前活動】
＜発表準備＞ Individual Presentation Paperの作成、UNAFEI教官によるフォローアップ

【本邦研修】
1.国別発表 Individual Presentation Paperの発表・質疑応答

2.講義 刑事司法に関する講義（講師：UNAFEI教官、日本の刑事司法関係者、
海外招聘講師）

3.視察 検察庁、裁判所、その他刑事司法関連機関

4.討議・指導 UNAFEI教官の指導のもと小グループに分かれての特定の課題に関する討議
グループレポートの作成

5.グループ発表 グループレポートの発表・質疑応答

6.コンタクトリストの作成

【参考情報】
2016年度は「被害者あるいは証人としての児童をめぐる諸問題」を取り扱う予定。

29受入可能上限数：

法務省

英語

JICA東京（産業公共）

国際連合アジア極東犯罪防止
研修所（UNAFEI)

【目標】
刑事司法に関する特定の課題（年度毎に設定）について、最新の国際的動向を踏まえた上で、
各国の経験及び今後の方向性が共有されるとともに、各国の実務改善のための継続的な情報交
換に向けたネットワークが構築される。

【成果】
1.刑事司法に関する特定の課題について、参加各国の現状と問題点が共有される。

2.特定の課題について、日本の経験を含む最新の国際的動向が共有される。

3.特定の課題について、各国の問題点を改善する効果的な対策が検討される。

4.特定の課題について、問題点改善のための方向性が参加者に共有されるとともに、継続的な
情報交換に向けたUNAFEIを中心とするネットワークが構築される。

【対象組織】
刑事司法機関（警察、検察庁、裁判所、法
務省、内務省、その他の法執行機関）

【対象人材】
＜職位＞
上記組織において指導的立場にある職員

＜職務経験＞
１．上記組織において7年以上の実務経験
を有する者
２．刑事司法に関する特定の課題（年度毎
）に関する業務経験を有する者

刑事司法（捜査、訴追、裁判及び国際協力）
Criminal Justice (Focus on Investigation, Prosecution, Adjudication, and International Cooperation)

刑事司法実務家の能力向上のための研修に豊富な実績と高度なノウハウを持つ国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）による研修である
。この研修は、警察官、検察官及び裁判官等の刑事司法実務家を対象に、刑事司法分野（捜査、訴追、裁判及び国際協力）における最新の
国際的動向に沿ったテーマについて、各国の実務における知識や経験、課題を共有するとともに、国内外の専門家による講義、グループ討
議や関係機関の視察を通じて、各国の実務改善のためのベストプラクティスを探究し、実務家同士の国際的ネットワークを構築する貴重な
機会を提供する。

名

2016～2018

2016/05/15 2016/06/23～

1684515

更新

産業開発・公共政策部
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国際連合アジア極東犯罪防止
研修所（UNAFEI）

http://www.unafei.or.jp/

【事前活動】
＜発表準備＞
Individual Presentation Paperの作成、UNAFEI教官によるフォローアップ

【本邦研修】

1.国別発表 Individual Presentation Paperの発表・質疑応答

2.講義 刑事司法・犯罪者処遇に関する講義（講師：UNAFEI教官、日本の刑事司法関係者
海外招聘講師）

3.視察 検察庁、裁判所、刑務所、保護観察所等

4.討議・指導 UNAFEI教官の指導のもと小グループに分かれての討議、グループレポート作成

5.グループ発表 グループレポートの発表・質疑応答

6.コンタクトリストの作成

【参考】
2016年度は「国際連合の基準・規則に基づいた少年司法の在り方」を取り扱う予定。

25受入可能上限数：

法務省

英語

JICA東京（産業公共）

国際連合アジア極東犯罪防止
研修所（UNAFEI)

【目標】
刑事司法・犯罪者処遇に関する特定の課題（年度毎に設定）について、最新の国際的動向を踏
まえた上で、各国の経験及び今後の方向性が共有されるとともに、各国の実務改善のための継
続的な情報交換に向けたネットワークが構築される。

【成果】
1.刑事司法・犯罪者処遇に関する特定の課題について、参加各国の現状と問題点が共有される
。

2.刑事司法・犯罪者処遇に関する特定の課題について、日本の経験を含む最新の国際的動向が
共有される。

3.刑事司法・犯罪者処遇に関する特定の課題について、各国の問題点を改善する有効な対策が
検討される。

4.刑事司法・犯罪者処遇に関する特定の課題について、問題点の解決に向けた方向性が参加者
に共有されるとともに、継続的な情報交換に向けたUNAFEIを中心とするネットワークが構築さ
れる。

【対象組織】
犯罪の捜査、訴追、裁判、犯罪者処遇を担
当する刑事司法機関（警察、検察庁、裁判
所、法務省、内務省、矯正・更生保護担当
機関）

【対象人材】
＜職位＞
上記機関において上級幹部の地位にある職
員

＜職務経験＞
１．刑事司法機関において10年以上の実務
経験を有する者
２．特定の課題（年度毎に設定）に関する
業務経験を有する者

犯罪防止及び刑事司法（高官セミナー）
Crime Prevention and Criminal Justice (Senior Seminar)

刑事司法実務家の能力向上のための研修に豊富な実績と高度なノウハウを持つ国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）による研修である
。この研修は、犯罪防止及び刑事司法・矯正保護に携わる実務家のうち特に豊富な経験を有する上級幹部職員を対象に，犯罪防止及び刑事
司法の分野における最新の国際的動向に沿ったテーマについて，各国の実務における知識や経験，課題を共有するとともに，国内外の専門
家による講義，グループ討議や関係機関の視察を通じて各国の実務改善のためのベストプラクティスを探究し，実務家同士の国際的なネッ
トワークを構築する機会を提供する。

名

2016～2018

2017/01/08 2017/02/10～

1684516

更新
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公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/

【事前活動】

研修員は，自国の競争法の有無，競争法を有する場合は競争当局の概要，競争法の概要，執行
件数等についてのカントリーレポートを作成する。

【本邦研修】

１．講義：独占禁止法（日本の競争法）の概要と位置付け，禁止行為（カルテル，独占化，企
業結合），違反事例，事件審査の手続と手法，企業結合審査の手続，諸外国の競争当局の担当
官による講義等

２．実習：カントリーレポートの発表，事件審査実務に係る実習（事件審査計画，証拠収集方
法，事情聴取等）

３．討議：仮想事例に基づく討議（事件審査，企業結合審査）

17受入可能上限数：

公正取引委員会

英語

JICA関西（業務一）

公正取引委員会

【目標】
日本の競争法・競争政策の内容や特徴，執行の実務的な手法に関する知識を取得することによ
り，自国における競争法の起草，強化，執行等に必要な技能を向上させること。
【成果】
１．日本の競争法・競争政策の内容，特徴を理解し説明できる。

２．日本の競争法・競争政策の実際の運用や執行手法について説明できる。

３．自国で抱える問題を解決するため，本研修で得た知識や技能をどのように活用するか説明
できる。

なお，市場メカニズムの機能を阻害する行為を規制する競争法は，事業者間の競争の促進に加
え，貿易や投資の促進に不可欠な制度であり，経済秩序を規制する基本法として機能している
。事実，現在，我が国が支援を行っているベトナム，フィリピン等の事業展開計画において，
競争法関連の技術協力プロジェクトは，いずれも投資の促進やビジネス環境の整備を支援する
ものと位置付けられている。

【対象組織】
競争当局及び競争関連当局
【対象人材】
1.競争法を有する国においては，競争法の
執行を担当する当局の担当官

2.競争法を有しない国においては，競争法
の起草や競争の唱導を担当する当局の担当
官

競争法・政策－投資を促進するための基盤づくり－
Competition Law and Policy -Laying the Foundation for Investment Promotion-

本研修コースは，大学の教授による理論的な講義と，公正取引委員会の職員による実務的な講義を通じて，途上国の競争（関連）当局の職
員に対し，日本の競争法（カルテル，独占化，企業結合等を規制する法律のこと）及び競争政策の理論と実務を理解してもらう機会を提供
し，日本の状況との比較を通じて，自国が抱える問題を理解・分析し，その解決策を見出すことを目指す。

名

2016～2018

2016/08/03 2016/08/27～

1684620

更新
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国連アジア太平洋統計研修所
(UNSIAP)と共同で実施
(URL)
http//www.unsiap.or.jp/

1.包括的な開発施策の効果測定のための指標
(1)以下についての講義

ア.包括的な成長と発展の測定に関する「ポスト2015アジェンダ/リオ＋20会議」関連の諸
取組の紹介

イ.MDGsの構成の概観：目標の設定、対象の設定及びモニタリングの過程
ウ.格差分析と包括的発展：MDGsから学んだ教訓

  (2)概念を自国で説明するための技法等についての演習

2.格差分析に必要なデータ解析のための推計的統計手法
統計ソフト、標本抽出理論及びデータ分析に係る講義、演習及びプロジェクト・ワーク（個
別発表）

3.複雑な統計調査データの解析等
  (1)調査票設計及び標本抽出技術に係る講義、演習及びプロジェクト・ワーク
  (2)国及び地方公共団体の統計機関や関係企業を訪問しての実地研修

4.統計解析ソフト「Stata」
統計ソフト及び研修技法に係る講義、演習及びプロジェクト・ワーク

5.非集計データを用いた統計的ツールと技法及び個別テーマの分析
プレゼンテーション・スキル及び研修技法に係る講義、演習及びプロジェクト・ワーク

30受入可能上限数：

総務省（総務）

英語

JICA東京（産業公共）

国連アジア太平洋統計研修所
(UNSIAP)

社会的弱者に対する格差の分析や包括的な成長に向けた政策支援のための、社会・経済指標の
作成能力の強化。

1.包括的な開発施策の効果測定に役立つ指標について、その概念や作成方法などを理解し、説
明することができる。

2.格差分析に必要なデータ解析のための推計的統計手法を理解し、適用することができる。
3.複雑な統計調査データの解析に必要なデータの事前処理、標本設計、ウェイトの設定及び推
計について理解し、適用することができる。

4.統計解析ソフト「Stata」の使用方法を理解し、統計データの解析に活用することができる。
5.非集計データを用いた統計的ツールと技法を理解し、個別テーマの分析に適用することがで
きる。

【対象組織】
国家統計局及び政府統計部局

【対象人材】
世帯統計調査の設計、調査結果に基づく統
計・指標の作成に携わる中級レベルの政府
統計職員

インクルーシブな成長のための政策を支援するモニタリング指標の作成及び統計分析
Production and statistical analysis of monitoring indicators in support of inclusive development policies

原則、アジア太平洋地域開発途上国とし、その他地域からも可能な限り受入れ

ジェンダー及び社会的弱者(子ども、障がい者)に起因する開発途上国内での格差の克服や、包括的な成長のための政策を支援していくには
、リオ＋20会議やポスト2015アジェンダを踏まえた各国施策の効果を社会・経済指標によりモニタリング、分析することが不可欠である。
本研修は途上国政府の統計職員を対象に実施され、こうした指標の作成能力の向上、及び研修成果の各国統計部局内での共有を図るもので
ある。

名

2014～2016

2016/05/11 2016/06/25～
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継続
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本研修は、JICA/SIAPの共催
により実施される。
(SIAP URL)
http://www.unsiap.or.jp/

1. 公的統計の基礎：基準、フレームワーク及び手法

2. ポスト2015開発アジェンダの目標、ターゲット及び指標のフレームワーク

3. 公的統計の作成、分析及びプレゼンテーションに係る統計理論及び手法

4. 近代化された統計組織における質の高いデータ及び公的統計の作成、分析及び普及のための
手法及びツール

5. 統計コアセットのための統計的ビジネスモデル：人口、社会、経済及び環境

6. 公的統計専門家のコアバリュー及び能力：公的統計の基本原則

30受入可能上限数：

総務省（総務）

英語

JICA東京（産業公共）

国連アジア太平洋統計研修所
(UNSIAP)

【目標】
ポスト2015持続可能な開発目標及び国家開発の測定のモニタリングに必要な統計データ作成の
ための国家統計システム能力を向上させる。
【成果】
コースへの参加の結果として、統計職員が以下について得ることが期待される：

1. 人口、社会、経済及び環境の公的統計コアセットの作成及び分析への適用における、国際的
に推奨される基準、フレームワーク及びグッドプラクティスに関する知識及び理解の向上

2. ポスト2015開発アジェンダの目標、ターゲット及び指標に関する知識及び理解

3. 品質の高いデータ及び基本統計の作成において、基本的な統計理論及び手法を適用する統計
コンピューティング及びコミュニケーションの基礎的スキル開発及び向上スキル向上

4. 標本調査実施及び、標本調査データによる開発指標の作成及び分析に関する能力を実証

5. 統計結果を効果的に提示する説明に適用するためのコミュニケーション及びプレゼンテーシ
ョンスキルを向上

【対象組織】
国家統計部局；公的統計に係るデータ収集
、作成及び利用に携わる国家政府機関
【対象人材】
上述の対象組織において少なくとも5年の
勤務経験を有する初中級レベルの統計職員

ポスト2015開発指標のモニタリングに係る統計の作成能力の向上
Improving Capability in Producing Official Statistics for Monitoring the Post-2015 Sustainable Development Goals

原則、アジア太平洋地域開発途上国とし、その他地域からも可能な限り受入れ

国際的に合意された統計基準、フレームワーク及び方法論に関する研修による、ポスト2015持続可能な開発指標に係る基本的な統計を作成
するための国家統計システムの組織能力を構築する。研修コースはまた、直近のグッドプラクティスを紹介し、国レベルの統計ビジネスプ
ロセスの近代化に、どのように適用させるかについて学ぶ。

名

2016～2018

2016/08/16 2016/12/17～

1684512

更新
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本研修は、JICA/SIAPの共催
により実施される。
(SIAP URL)
http://www.unsiap.or.jp/

1. 基準に則した統計作成及びサービス近代化の概観

2. 基準及びフレームワーク：汎用統計ビジネスプロセスモデル、汎用統計情報モデル、地理
空間情報と統計の統合、国家としての品質保証フレームワーク

3. ICT技術を適用したデータ収集手法 (モバイルデバイス、地理空間情報、暗号化用アプリケ
ーションプログラミングインタフェース)

4. ICT技術によるデータ普及（統計結果の可視化、データ交換のためのSDMXの活用など）

5. 学んだ知識及びスキルを公的統計システムのための統計プロセスに適用するプロジェクト
ワーク

30受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

国連アジア太平洋統計研修所
(UNSIAP)

【目標】
統計基準、フレームワーク及びICTイノベーションを、データ収集、処理及び普及の近代化に適
用するための国家統計システムの能力を強化する。
【成果】
1. 統計作成及びサービス近代化にICTイノベーションを適用するために必要な、トレンド、基
準及びフレームワークに関する知識の向上

2. 公的統計システムの近代化に関連するICTツール知識の向上

3. 統計ビジネスプロセスにおける様々な段階でのICTツール適用に関する知識及びスキルの向
上

4. 公的統計のビジネスプロセス向上にICTイノベーションを活用するコースの過程で得た知識
及びスキルを適用する能力を実証

【対象組織】
国家統計部局；公的統計作成のためのデー
タ収集に携わる国家政府機関
【対象人材】
対象機関において、企画、開発又は、公的
統計のデータ収集、処理及び普及のための
ICT適用に従事する職員

公的統計システム近代化のためのICTイノベーション適用
Applying ICT Innovations for Modernizing Official Statistical Systems

原則、アジア太平洋地域開発途上国とし、その他地域からも可能な限り受入れ

GSBPM、GSIMやSDMX、可視化のための新たなデータ収集、プロセス及び普及ツール、地理空間情報と統計の統合といった、統計ビジネスプ
ロセスにおける近代化フレームワーク、基準及びツール、並びに関連するICTアプリケーション適用に関する研修により、統計プロセスの
近代化に向けて、ICTを革新的に活用する能力を強化する。

名

2016～2016

2017/01/18 2017/03/04～
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【事前活動】
インセプションレポート作成（テーマ：社会経済発展に資する行政の役割）

【本邦活動】
１.インセプションレポート発表（テーマ：社会経済発展に果たす行政の役割）
２．講義・討議：ガバナンスの実現と行政の役割、公務員の在り方、ガバナンスを支える国家
公務員制度、公務員倫理、日本の財政政策、地方自治制度と地方分権化の動向、政策決定の在
り方と幹部行政官の役割、開発途上国における社会経済発展、開発途上国における地方分権と
ローカルガバナンスの在り方、開発途上国における人材開発、開発途上国における透明性と説
明責任、政策プロセスマネジメント 等
３．調査見学：国の出先機関、民間企業、地方公共団体 等
４．改善案の作成指導、発表、討議（テーマ：社会経済発展に資する行政の役割）

12受入可能上限数：

人事院

英語

JICA東京（産業公共）

一般財団法人 公務人材開発
協会

政策形成に関与する中央政府上級幹部の政策企画立案の能力が向上する。

1.日本の戦後の社会経済発展を可能とした大きな要因の一つである行政の役割及び人材育成等
について理解する。

2.日本及び他の参加国と自国のシステムを比較することにより、自国の行政システム及び人材
育成システムの妥当性及び問題点・課題を明らかにする。

3.開発途上国の行政における政策の形成及び遂行面での実情と問題点を把握・分析することに
より、開発途上国における政策立案及び行政の在り方を検討する。

4.研修員間で自国の抱える問題点・課題に関する議論が行われ、それらに対する改善案が作成
される。

【対象組織】
中央国家行政機関

【対象人材】
1.自国中央政府において本省庁の課長級の
地位以上（局長・部長級が望ましい）で、
政策決定に関与している者
2.政策の企画・調整に関する5年以上の実
務経験を有する者
3.十分な英語力を有する者
4.研修終了後5年以上、職員として公務に
在職する意思がある者

上級国家行政
National Government Administration for Senior Officials

開発途上国における社会経済発展に資する行政の在り方を主題とする。参考として、我が国の戦後の発展過程及び近時の動向を、行政にお
ける政策形成及び遂行の観点からその歴史的経緯・社会的背景を含めて紹介し、開発途上国における政策立案及び行政の在り方を検討する
。

名

2014～2016

2016/10/23 2016/11/12～
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【事前活動】インセプションレポート作成（テーマ：国家公務員の人事行政制度の実情及び課
題）

【本邦活動】主に以下の講義、発表、討論、視察等を行う。

1.インセプションレポート発表・討議（テーマ：国家公務員の人事行政制度の実情及び課題）

2..講義・討議：日本の公務員制度の歴史と人事院の役割、任用制度、給与・その他の勤務条件
、人事評価制度、公務員制度の国際比較、人材育成制度、開発途上国における透明性と説明責
任、日本の行政改革、服務・倫理制度、等等

3.調査見学：国の出先機関、民間企業、地方公共団体等

4.改善案の作成及び発表

12受入可能上限数：

人事院

英語

JICA東京（産業公共）

一般財団法人 公務人材開発
協会

【目標】
自国の人事行政分野において中枢の役割を担う研修参加者は、本研修を通じて、自国の人事行
政に関する具体的で実施可能な改善策を作成できるような企画立案能力を涵養する。

【成果】
1.他の研修参加者との討議を通じ、自国及び他の参加各国の人事行政における重要課題を整理
する。
2.日本の戦後の社会経済発展を可能にした大きな要因の一つである行政及び公務員の役割等に
ついて整理する。
3.日本及び参加各国における人事行政の諸制度及びその運用を理解し、比較することにより、
自国の人事行政制度等の課題及び今後のあり方を明らかにする。
4.研修を通じて得た経験・知識から、人事行政における特に重要な課題について、実現可能な
改善案を作成する。

【対象組織】
中央人事行政機関
【対象人材】
1.中央人事行政機関において上級幹部職員
（局長級、最低でも課長級以上の職員）の
地位にあり、人事行政政策の企画・立案ま
たは実施に携わる者
2.行政官として5年以上の実務経験を有す
る者
3．十分な英語力を有するもの。
4．この研修終了後5年以上、国家公務員と
して在職する意思があること。

上級人事管理
Governmental Human Resource Management for Senior Officials

中央人事行政機関における上級幹部職員を対象とする。日本及び参加各国における人事行政制度及び運用について比較研究するとともに、
他の研修参加者との議論を通じて、自国の人事行政制度等の課題及び今後のあり方について検討する機会を提供する。これにより、人事行
政政策の企画・立案に携わる幹部職員の政策立案能力の向上を図り、参加各国の人事行政の改善に資することを目的とする。

名

2016～2018

2016/05/18 2016/06/04～

1684502

更新
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【会計検査院ＨＰ】
http://www.jbaudit.go.jp/

【事前活動】
インセプションレポートの作成

【本邦活動】
1.インセプションレポート発表

2.講義・実習：日本の会計検査院の概要、公共工事検査実施体制、公共工事検査の歴史、日本
の工事をとりまく背景事情、優良事例案件等の講義、構造物モデルを使った工事検査の実習

3.視察：建設工事現場等

4.サジェスチョンペーパーの作成、発表

16受入可能上限数：

会計検査院

英語

JICA東京（産業公共）

会計検査院

【案件目標】
公共工事に対する会計検査について、必要な着眼点や検査手法・技法等を習得し、自国の会計
検査の手法・技法に関する改善策を提案する。

【成果】
1.自国の公共工事の概要及びそれに対する検査の実施状況・課題を把握し、説明できる。
2.日本の会計検査制度、日本の公共工事の歴史的背景、会計検査における技術的・工学的観点
及び公共工事に関する会計検査の手法・技法について説明できる。

3.自国の公共工事に対する検査手法・技法に関する改善策をまとめた、サジェスチョン・ペー
パーを作成できる。

【対象組織】
最高会計検査機関

【対象人材】
＜職位＞
最高会計検査機関調査官

＜職務経験＞
会計検査に関する5年以上の実務経験を有
する者

<その他>
十分な英語力を有する者

公共工事政府会計検査
Government Audit on Public Construction Works

最高会計検査機関国際組織加盟国

公共工事に対する会計検査においては、単に会計処理だけを検査するのではなく、設計、積算、施工及びその後の利活用まで検査すること
が大切である。本研修では、我が国の会計検査院の経験・知見を体系的に提供することにより、参加国最高会計検査機関調査官の公共工事
に対する検査能力の向上を図り、ひいては参加国の更なる発展のために必要不可欠であるインフラ整備の改善に資することを目的としてい
る。

名

2014～2016

2016/06/19 2016/07/09～

1684503

継続
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【事前活動】
インセプションレポート作成（テーマ：参加各国の人事行政の特色と課題）

【本邦活動】
主に以下の講義、発表、討論、視察等を行う。
1.インセプションレポート発表・討議（テーマ：参加各国の人事行政の特色と課題）
2.講義・討議：日本の国家公務員制度の歴史と人事院の役割、任用制度、人材育成制度、給与
制度、人事評価制度、服務・倫理制度、人事管理に係る事例研究（倫理事例等）、公務員制度
の国際比較、最近の人事行政の課題、地方自治体の動向と人事行政、日本の行政改革、開発途
上国における透明性と説明責任 等
3.調査見学：国の出先機関、地方公共団体、民間企業 等
4.改善案の作成指導、発表、討議（テーマ：参加各国の人事行政の改善案）

15受入可能上限数：

人事院

英語

JICA東京（産業公共）

一般財団法人 公務人材開発
協会

【目標】
自国の人事行政分野において中核の役割を担う参加者が、各国の実情に即した公正かつ効率的
な人事行政の改善案を作成するための企画立案能力を習得する。

【成果】
1.日本の国家公務員制度及びその運用等の基本的な考え方や現状を理解する。
2.日本と参加各国との人事行政の現状を比較することにより、参加各国の人事行政の課題を把
握する。

3.把握した課題を検討し、参加各国の実情に即した公正かつ効率的な人事行政の改善案を作成
する。

【対象組織】
中央人事行政機関（国家公務員の人事管理
を所管する中央政府の機関）
【対象人材】
1.中央人事行政機関において本省課長補佐
級の地位にあり、政府職員に関する人事
行政政策の企画立案又は実施に携わる者

2.人事行政政策の企画立案又は実施に関す
る3年以上の実務経験を有する者

3.本研修終了後5年以上、国家公務員とし
て在職することになる者

人事行政
Public Personnel Administration for Middle Level Officials

公務員人材育成分野に関連する技術協力プロジェクトの実施国を優先的する。

国家公務員の人事管理を所管する中央人事行政機関の中堅職員（課長補佐級）を対象とする。日本及び参加各国における人事行政制度・運
用及びその趣旨について比較研究し、参加各国が直面する人事行政制度の課題に対する改善案について検討する機会を提供する。

名

2015～2017

2017/01/29 2017/02/18～

1684504

継続

産業開発・公共政策部
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大濱裕（2007） 『参加型地
域社会開発（ＰＬＳＤ）の理
論と実践 - 新たな理論的枠
組みの構築と実践手法の創造
-』 ふくろう出版

- 地域住民参加を促進する参加型アプローチ手法

・参加型地域社会開発（PLSD）の歴史的背景及び基本的概念

・参加型開発（PA）の理論と実践、 有効性と限界

- 地域社会固有の現状を分析する方法

・開発三要素と自己組織力、地域コミュニティ・システムと機能類型、分析手法

- 事例研究・現地視察：長野県飯田市、兵庫県神戸市、フィリピン

- 開発事業実施のための手法

・プロジェクト調査、計画、実施・管理、評価の内容および留意点と手法、プロジェクト
改善案の検討

12受入可能上限数：

英語

JICA中部

調整中

【目標】
研修員がPLSDの視点を用いて研修員自身が担当する地域社会開発プロジェクトの改善案を提案
できる。

【成果】
１．対象地域住民を効率的に意識化・組織化するための参加型アプローチの知識が向上する。
２．地域社会の状況に応じた地域住民の能力育成、資源利用管理の分析手法を理解する。
３．参加型地域社会開発の計画立案、事業実施の総合的な能力が向上する。
４．PLSDの視点を用いて、自国/地域の現状を再分析し、実情に合ったプロジェクト改善案を作
成できる。

【対象組織】
地域レベルの住民参加型の社会開発に従事
する中央政府、地方自治体、NGO、大学、
研究機関等。

【対象人材】
地域レベルにおける住民参加型の社会開発
プロジェクトの計画・実施・研修に係る現
場経験年数が５年以上の者。

講師や他の研修員と討論や演習が出来る程
度の英語力が必須。

参加型地域社会開発 (PLSD)
Participatory Local Social Development (PLSD)

地域社会を持続的に活性化していくには、地域社会の経済環境や社会規範、能力・経験といった要素を的確に把握し、開発の担い手である
住民や地域の推進組織による地域力や自治力の強化が必要がある。本研修は地域社会の開発に従事する行政官やNGO関係者を対象に、大濱
准教授が体系化したPLSD理論に基づき、地域社会の開発計画の策定・実施ならびに維持発展させるための理論や実践的手法を習得させる研
修である。

名

2016～2018

2016/08/03 2016/09/12～

1684505

更新
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参照website
http://i-i-net.blogspot.co
m/

【事前活動】インセプションレポート作成（テーマ：参加者が従事しているコミュニティ開発
活動について）
【本邦研修】以下の内容の講義、ワークショップ、視察、討論を行う。
1.(1)研修員間での経験共有と分析（ワークショップ）
(2)コミュニティ開発の原理や歴史について（講義/ワークショップ）

2.(1)コミュニティ開発における外部者の役割(ワークショップ)
(2)事実に根ざしたファシリテーションの手法（講義/ワークショップ）

3.(1)地域づくりの現場訪問（フィールド実習・意見交換・経験交流等）
(2)現場訪問で得た事実からの具体的な教訓の抽出（ワークショップ）

4.(1)研修で得た事実からの教訓・学びの抽出、所属組織やコミュニティでの共有と実践活動
    （アクションプラン）の考案（ワークショップ/個人作業）
(2)アクションプラン共有・意見交換・修正

【事後活動】所属組織へのアクションプラン共有と実施

12受入可能上限数：

英語

JICA横浜

一般社団法人 あいあいネッ
ト

【目標】
【案件目標】参加者が習得した新たなコミュニティ開発の考え方や手法が、参加者の所属する
現場レベルでコミュニティ開発に取り組む組織やコミュニティで共有され、コミュニティ開発
についての戦略や活動に具体的な変化が見られる。
【成果】
1.コミュニティ開発に関する研修員自身の振り返りを通じて、自らの課題や達成すべき目標が
明らかになる。

2.コミュニティとは何か、外部者の役割とは何か、についての明確な理解とともに、ファシリ
テーションの手法を実践できるようになる。

3.行政と市民社会の協働を通して、コミュニティの主体性を引き出し、地域資源を活用してい
る日本のコミュニティ開発事例や経験から、具体的な教訓を引き出し、自らの現場に活かす
ことができるようになる。

4.研修員の組織やコミュニティにおいて、研修で新たに習得された考え方やファシリテーショ
ンの手法を共有し、活用するためのアクションプランが作成される。

5.研修員の組織において研修を通じて習得された考え方や方法論が共有され、コミュニティで
の実践に活かされる。

【対象組織】
コミュニティ開発において現場レベルで活
躍するフィールド職員を有するNGO等の組
織や地方行政機関 
【対象人材】
1.コミュニティ開発において現場レベルで
活躍するフィールド職員

2.コミュニティ開発にかかる職務経験年数
  3年以上
3.現在または将来に渡って継続的にコミュ
ニティ開発に従事する者

住民主体のコミュニティ開発
Community Based Development with Local Residents as Main Actors

コミュニティ開発を担当するフィールド職員を対象として、効果的なコミュニティ・ファシリテーションの手法及びコミュニティ主体の開
発についての概念を習得するための研修を実施する。研修参加者が習得した新たなコミュニティ開発の考え方や手法が、所属する組織やコ
ミュニティで共有されることにより、地域の開発活動が、地域資源を活用して多様な関係者が協働する、住民主体の活動に改善されること
を目的としている。

名

2015～2017

2016/07/03 2016/08/06～

1684506

継続
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総務省自治大学校

http://www.soumu.go.jp/jit
idai/

【事前活動】
インセプションレポート作成（自国の地方自治に関する課題分析）

【本邦活動】
1. インセプションレポート発表（自国の地方自治に関する課題分析）

2. 日本の行政に関する基礎的知識及び専門的分野を習得するための講義・ワークショップ：
日本の政治と行政、地方行政制度、地方税・財政制度、中央・地方政府の関係、地方公務員制
度、政治・行政腐敗と防止、行政改革、防災政策等

3. 視察：政府機関、地方自治体

4. パースペクティブレポート作成・発表（自国の課題解決に向けた取組みの策定）

【事後活動】
所属先における検討結果を反映したパースペクティブレポートの作成及び提出
＊帰国後３ヵ月以内を目処

15受入可能上限数：

総務省（自治）

英語

JICA東京（産業公共）

総務省自治大学校

【目標】
参加者が所属する地方自治関係の組織において、当該国の地方自治の実施体制について改善計
画が策定される。

【成果】
1. 参加者の国の地方行政の課題が、日本及び参加者の国との比較を通じて、現実的に分析され
る。

2. 日本及び参加各国の地方行政施策の自国への適用可能性を検討し、自国の課題解決案が策定
される。

3. 自国の地方行政に関する中期的な政策課題とその実現に向けた取組がパースペクティブレポ
ートとして取りまとめられる。

4. 参加者の帰国後３ヵ月以内を目処に、所属組織内での検討結果を反映したパースペクティ
ブレポートが提出される。

【対象組織】
地方自治に携わる中央政府もしくは地方政
府

【対象人材】
<職位>
地方行政に関係する分野に従事する中央政
府職員又は地方政府職員

<職務経験>
地方行政に関係する分野の職務経験が５年
以上ある者

<その他>
将来、管理的立場での活躍が見込まれる者

地方自治
Local Governance

地方自治に携わる中央政府及び地方政府の中堅職員を対象とした研修である。日本の地方行政・財政・税政の制度及び運用を幅広く取り上
げる。日本と参加者の国の制度を比較し、参加者の国の地方行政システムの課題を分析し、課題解決のための政策を策定・提言する機会を
提供する。

名

2016～2018

2016/05/10 2016/06/17～

1684507
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1.事前課題を通じて自国の参加型地域開発の課題を整理
2.課題の発見・捉え方
3.行政と地域開発（理念的枠組み）
4.参加型開発の理論
5.参加型開発の技法（PCM）
6.地方行政と参加型開発（都市）
7.地方行政と参加型開発（農村）
8.アクションプラン作成、研修総括

21受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

龍谷大学

研修で学んだ知識や事例を基に、研修員の所属組織で参加型地域開発を推進するために実行可
能な行動計画が策定される。

1.研修員の所属組織における参加型地域/コミュニティ開発の現状と課題が整理される。
2.研修員が、地域開発における行政の役割を理解し、説明できるようになる。
3.研修員が、参加型開発の理論と方法を理解し、説明できるようになる。
4.研修員が、日本の自治体等による様々な参加型地域開発の取組事例を通じて、アクションプ
ラン作成に資する情報が得られる。

5.研修員の所属組織で参加型地域開発を推進するための行動計画が策定される。

【対象組織】
地方自治体(地方自治体の主務官庁や地方
行政等の政策形成に携わる大学も排除しな
いが、地方自治体を優先する）

【対象人材】
1.3年以上の実務経験
2.参加型地域開発の普及に取り組む行政官
、研究者等

地方自治体行政強化（参加型地域開発）
Enhancement of Local Government Administration and Public Services through Participatory Local Development

本コースでは、参加した研修員が参加型地域開発の理論と方法を学ぶだけでなく、地域開発実践者としての態度や考え方を身に着けること
が期待されている。都市部と農村部、それぞれの自治体の事例を扱うことにより、地域や住民参加の特徴を活かした地域開発の政策や事業
を考察することができる。

名

2014～2016

2016/07/10 2016/08/20～

1684508

継続

産業開発・公共政策部
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(A)2016/05/08-2016/05/21
  (西語：北海道(札幌))
(B)2016/04/01-2017/03/31
  (英語：北海道(札幌))

【事前活動】
自国の住民参加型地域開発の現状及び所属組織についてインセプションレポート作成
【本邦研修】
以下の内容の講義、視察、討論を行う。
1.日本の地方自治と地方財政
2.条例制定の参加型プロセスと住民への情報共有、透明性の向上、意思決定と地域開発計画
策定・実施のプロセス

3.地方行政の実務や住民ニーズに合わせた行政サービスの事例
4.まちづくりにおける行政・住民グループ・NPO等の連携
5.アクションプランの作成・発表
【在外補完研修】（Ａ）のみ
中南米地域におけるプロジェクトの視察、討論、アクションプランの改善及び共有
【事後活動】
ファイナルレポートの提出

30受入可能上限数：

英語/西語

JICA北海道（札幌）

公益財団法人 はまなす財団

【目標】
地方自治体の長・職員及び地域開発を支援する中央省庁職員が、地方行政主導による住民参加
型の地域開発プロセスを促進するための知見を得、アクションプランが作成され、所属組織で
実行される。
【成果】
1.日本の地方行財政のしくみと実務について知見を得る。
2.住民参加型での地域開発計画の策定・実施モニタリング・フィードバックのプロセスについ
て知見を得る。
3.地域資源を活かしたまちづくりの取り組みについて知見を得る。
4.地域開発における関係機関の役割や連携について整理される。
5.研修員所属組織における住民参加型の開発プロセスにかかる課題が整理され、その解決に向
けたアクションプランが作成され組織内で提案される。

【対象組織】
地域開発に関わる中央省庁、地方自治体
【対象人材】
1.中央政府において地方自治体の地域開発
の指導に携わる行政官
2.地方自治体の長、計画部署の幹部職員
3.地域開発、コミュニティ開発等において
3年以上の実務経験を有する者

参加型地域開発のための地方行政強化
Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation

中南米地域 (地方行政分野のプロジェクト実施国を優先検討）

開発途上地域において推進されている地方分権化及び住民参加型の開発プロセスに対応するため、JICAは同地域において地方行政の能力強
化の支援を行ってきた。本研修では、JICAの技術協力プロジェクトのカウンターパートを中心に、日本における住民参加型の地域開発と地
方行政の役割について研修を行うことにより、開発途上地域において地方行政が地域開発における役割を積極的に担えるよう支援する。

名

2015～2017

2016/05/08 2016/05/21～

1684509

継続

産業開発・公共政策部
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1.カントリーレポートの発表と質疑応答
2.(1)講義：日本の地域警察制度、地域警察の取り組み、警察官の育成方法など
(2)視察：都道府県警察の本部、警察署、交番・駐在所など

3.アクションプランの作成・発表

15受入可能上限数：

警察庁

英語

JICA東京（産業公共）

警察庁

【目標】
地域住民の視点に立った警察活動についての日本の制度や取り組み、さらに日本警察の人材育
成方法について理解したうえで、自国の地域警察をめぐる課題への対応策をまとめ、発表でき
る。
【成果】
1.研修参加国における地域警察の制度及び取り組みについて、現状と課題が共有される。
2.地域警察に関する日本の制度や取り組み、警察官の育成方法を理解し、その特徴を説明でき
る。

3.研修で得た知識や経験を参考に、自国の地域警察の展開上の課題への対応策をまとめ、発表
できる。

【対象組織】
中央警察組織
【対象人材】
1.中央警察組織において地域警察を所掌す
る部門、もしくは警察制度・組織に関す
る企画部門の担当者

2.5年以上の警察での職務経験
3.JICAもしくは警察庁による同種の研修に
参加したことがない

4.十分な英語力を有する

地域警察
Community Policing

本研修は各国の中央警察組織の職員を対象に、日本の地域警察の制度や取り組み、さらに警察官の育成方法について紹介し、自国での地域
警察の展開に必要な知識やノウハウを学ぶ。また、各国の地域警察の制度や取り組みを研修員同士で共有し、それぞれが抱える課題への対
応策について議論する。

名

2015～2017

2016/07/19 2016/07/30～

1684517

継続

産業開発・公共政策部
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【警察庁ＨＰ】
http://www.npa.go.jp/engli
sh/index.htm

1.参加国におけるサイバー犯罪の状況及びデジタルフォレンジックの取組について記したカン
トリーレポートの発表。

2.日本におけるサイバー犯罪法制や情勢、その捜査手法、技術的な対処手法、民間事業者との
連携による対策及び警察機関における職員の育成方法等についての講義、視察。

3.サイバー犯罪に対する効果的な相互連携・国際協力に関する参加者間での討論。

15受入可能上限数：

警察庁

英語

JICA東京（産業公共）

警察庁

【案件目標】
サイバー犯罪に関する法制度の整備・改善や捜査手法・技術の向上、民間事業者との連携によ
る対策に有用な日本の知識・経験を習得し、自国での取り組みの参考とする。また、日本や参
加国の捜査機関同士の協力関係が強化される。

【成果】
1.参加国のサイバー犯罪の現状とこれに対する取り組み状況が共有される。
2.サイバー犯罪に関する我が国の法制度、捜査手法及び技術的な対処手法を理解し、説明でき
るようになる。

3.サイバー犯罪に対する効果的な相互連携・国際協力について共通認識を得る。

【対象組織】
警察機関におけるサイバー犯罪担当部門

【対象人材】
サイバー犯罪対策に携わっている中央警察
機関の課長もしくは課長補佐級の地位にあ
る者。

サイバー犯罪対処能力向上
Countermeasures against Cybercrime

本研修では、日本におけるサイバー犯罪事案に用いられる捜査手法及び適用される法律について、また、犯罪抑止のための民間事業者との
連携について紹介するとともに、犯罪に関係した電子機器からデータを抽出し、証拠化するデジタルフォレンジック分野の取組を紹介する
。これらを通じて、サイバー犯罪への対処等に係る知識・経験を習得するとともに、国境を越えて行われるサイバー犯罪への対応に必要な
捜査機関同士の協力関係の強化を目指す。

名

2014～2016

2017/01/29 2017/02/18～

1684518

継続

産業開発・公共政策部
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【警察庁ＨＰ】
http://www.npa.go.jp/engli
sh/index.htm

1.日本における覚醒剤をはじめとする薬物の情勢や薬物犯罪への取組みについての講義
2.都道府県警察や薬物分析施設への訪問・見学
3.参加国の薬物情勢、取締状況、課題や今後の取り組み等についての発表
4.薬物犯罪取締分野における効果的な国際協力に関する参加者間での討議

21受入可能上限数：

警察庁

英語

JICA東京（産業公共）

警察庁（刑事局 組織犯罪対
策部 薬物銃器対策課）

【案件目標】
日本や参加国の薬物犯罪情勢、薬物犯罪への効果的な捜査・取締に関する知見や経験を共有し
、説明できるようになる。また、薬物犯罪捜査における国際協力の基盤となる人的ネットワー
クを構築する。

【成果】
1.薬物情勢及び薬物犯罪取締に関する我が国の知見・経験を共有し、説明できるようになる。
2.適正かつ科学的な薬物犯罪捜査に関する我が国の取組みについて理解し、説明できるように
なる。

3.参加国の薬物犯罪情勢や取締状況に関する情報を共有し、意見交換を行う。
4.薬物犯罪取締分野における効果的な国際協力について、参加者間で共通認識を得る。

【対象組織】
中央政府の薬物犯罪取締機関

【対象人材】
1.中央政府の薬物犯罪取締機関の課長又は
これに相当する上級幹部

2.薬物犯罪取締の捜査指揮に関する経験を
有する者

薬物犯罪取締
Control of Drug Offences

日本は、世界的に乱用が拡大している覚醒剤について、半世紀以上にわたる取締の経験・知見を有し、薬物犯罪に対して最新の分析・鑑定
技術を活用した捜査を推進している。本研修では、覚醒剤をはじめとする世界の薬物情勢と、取締に関する日本や参加国の知見・経験を共
有するとともに、研修を通じ、国境を越えて行われる薬物犯罪への対処に必要な世界的な人的ネットワークの構築を行う。

名

2014～2016

2016/08/28 2016/09/14～

1684519

継続

産業開発・公共政策部
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【警察庁ＨＰ】
http://www.npa.go.jp/engli
sh/index.htm

1.カントリーレポートの発表、発表国の国際テロ対策についての検討
2.日本警察の国際テロ対策の講義、都道府県警察本部・警察署への視察
3.国際テロ情勢の講義、国際協力に関する討論

24受入可能上限数：

警察庁

英語

JICA東京（産業公共）

警察庁（警備局 外事情報部
国際テロリズム対策課）

【案件目標】
日本警察の国際テロ対策を学び、説明ができるようになるとともに、日本や参加国の間で国際
テロに対する協力関係が構築され、情報交換が行われる。

【成果】
1.参加国の国際テロの現状、これに対する対策を共有する。
2.日本警察の国際テロに対する取り組みを理解し、説明できる。
3.参加国間で国際テロに対する共通課題と国際協力の方向性を共有する。

【対象組織】
国際テロ捜査や対策に携わっている治安・
情報機関（国家警察、内務省、情報機関等
）

【対象人材】
治安・情報機関で、国際テロ捜査や対策に
携わっている課長クラス相当者または、そ
れ以上の幹部

国際テロ対策
Counter International Terrorism

本研修では、日本の国際テロ対策を紹介するとともに、国際テロ対策の諸問題について意見交換を行う。また、都道府県警察本部や警察署
を訪問して警察活動の視察を行う。
研修終了後には、参加国において日本の国際テロ対策を活用することができるとともに、研修を通じて構築された参加者間のネットワーク
を介して、研修員同士の情報交換が行われるようになる。

名

2014～2016

2016/10/05 2016/10/22～

1684520

継続

産業開発・公共政策部
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1. (1)講義：日本警察の制度、人事、犯罪抑止策、災害対策など
( 2)視察：都道府県警察の本部、警察署、交番など

2. カントリーレポートの発表と質疑応答
3. アクションプランの作成・発表、またはグループディスカッションとレポート発表

16受入可能上限数：

警察庁

英語

JICA東京（産業公共）

警察大学校国際警察センター

【目標】
日本の民主的な警察を参考にして、所属する警察の組織運営上の問題点を具体的に把握し、そ
の対応策についてまとめたものを発表できる。
【成果】
1. 日本警察の民主的な制度や取り組みを学び、その特徴について説明できる。
2. 各国警察の現状や課題を共有し、それらについて議論ができる。
3. 所属する警察が抱える課題への対応策をまとめ、発表できる。

【対象組織】
中央警察組織
【対象人材】
1. 中央警察組織の課長級以上であり、階

級が警視以上
2. 10年以上の警察での職務経験
3. JICAもしくは警察庁による同種の研修

に参加したことがない
4. 十分な英語力を有する

警察幹部組織運営
Organization Management for Senior Police Officers

本研修は各国警察の幹部を対象に、日本警察の民主的な制度や取り組みを紹介し、将来の最高幹部として必要な知識や経験を身につけるも
のである。また、各国の警察が直面する課題を共有して、その対応策について議論を行う。

名

2015～2017

2016/07/10 2016/07/30～

1684521

継続

産業開発・公共政策部
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（１）
・講義：日本警察の概要
・講義、事例紹介、質疑：日本の刑事手続、国際捜査共助、ICPO、国際犯罪捜査事例、
地域警察等

（２）
・参加者のカントリーレポートの発表：国境を越えた犯罪捜査の分野における、参加各国
の警察組織が直面している犯罪捜査上の課題・問題点の発表

・討論：上記発表と各講義における討論

（３）
・アクションプランの作成・発表：アクションプランの発表

11受入可能上限数：

警察庁

英語

JICA東京（産業公共）

警察大学校国際警察センター

【目標】
日本の警察制度・組織、国際捜査等の理解を通じて、自国の国際捜査、各種犯罪対策に関する
業務改善の基本的な方向性を整理する。
【成果】
（１）日本の国際犯罪捜査に関し、有効に機能していると認められる制度について理解する。

（２）参加各国の警察組織が直面している国際犯罪捜査上の課題・問題点を具体的に説明
する。

（３）犯罪捜査において、参加各国の組織が直面しているの課題・問題点の解決に対する
アクションプランを作成する。

【対象組織】
各国の中央警察機関
【対象人材】
・警部以上の階級にある者

・国際捜査又は国際捜査共助に従事する
警察職員

国際捜査
International Criminal Investigation

国際捜査又は国際捜査共助に従事する中堅職員を対象とする。日本の捜査活動について理解することにより、当該分野において参加各国の
共通認識及び直面する課題を分析し、その対策について検討する機会を提供する。

名

2016～2018

2017/01/29 2017/02/18～

1684522

更新

産業開発・公共政策部
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1.(1)講義：日本の民主主義、政党の役割
(2)視察：国会、地方議会

2.(1)講義：日本の選挙行政、選挙制度、選挙違反、政治資金規正
(2)視察：投票所、開票所

3.(1)講義：日本のメディア報道
  (2)視察：NHK
4.アクションプランの作成、発表

16受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

【目標】
健全に機能する議会の運営、公正な選挙の管理、中立性の高いメディア報道について理解を深
める。その上で、学んだことを活用し、自国の課題の解決策をアクションプランとしてまとめ
る。
【成果】
1.日本の国会の概要や国会事務局の働きについて理解し、立法府がどのような機能を果たして
いるのか、説明できる。
2.公正な選挙の管理について理解し、具体的な選挙行政について解説できる。
3.中立性の高いメディア報道について理解を深め、自国のメディア報道と比較ができる。
4.議会運営や選挙管理をめぐる自国の課題について、その解決策をまとめる。

【対象組織】
議会事務局、選挙管理委員会
【対象人材】
議会事務局、もしくは選挙管理委員会の課
長級以上の職員

議会運営・選挙管理
Legislative and Electoral Administration

「アラブの春」が巻き起こった中東・北アフリカなどでは、どう民主主義を実現するか、模索が行われている。国際社会は選挙支援を通じ
て、これらの国々の民主化の動きをサポートしてきた。しかしその後、こうした民主化が順調に進んでいるとは必ずしも言えない。本研修
は選挙実施から選挙後にいたる民主化に焦点をあて、議会運営や選挙管理に携わる職員を対象に、民主主義のあり方や具体的な実現方法な
どについて学ぶ。

名

2015～2017

2016/05/08 2016/05/25～

1684523

継続

産業開発・公共政策部
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5.平和構築
5



【事前活動】
ジョブ＆カントリーレポートの作成
【本邦研修】
1. 各国の統治機構の現状及び紛争後の国家建設の過程におけるガバナンス上の課題を整理し、

事例を共有する
2. 平和構築概論・世界の国々の統治機構とその実際（講義・視察）
3. 日本の国家統治機構、日本の行政制度とその実際、日本の司法制度とその実際、日本におけ

る行政府と立法府の関係、日本の財政、民主国家における国家とマスメディアの関係、日本
の公務員制度と人材育成制度、日本の治安行政（講義・視察）

4. 日本の地方自治制度について、地方公共団体の役割と業務、地方公務員人材育成、地方財政
   ・広島の復興
5. 政策提言案作成・発表

10受入可能上限数：

英語

JICA中国

調整中

【目標】
研修参加者が、安定した国家建設を適切に計画、策定、履行する為の望ましいガバナンスのあ
り方に関する理解を高め、行政官の政策形成能力が向上する。
【成果】
1. 参加研修員の各国の統治機構の現状及び紛争後の国家建設の過程におけるガバナンス上の課

題について理解する。
2. 機能する国家のあり方のイメージを具現化する。
3. 日本の統治機構や行政府・立法府・司法府の関係、国家とメディアの関係等について理解し
   、自国の国家機能強化に参考となる教訓を抽出し、自国の問題解決への適用を図る。
4.日本の地方行政に関する基本的な仕組みを理解しつつ、地域における具体的な地域振興／開
発の事例を通じて、地方における事業運営に参考となる教訓を抽出する。

5.各国が目指すべき国家像や諸機関の関連の中での役割を見直し、その実現に向けた政策提言
案を作成する。

【対象組織】
内務省、中央警察組織

【資格要件_職位】
中堅行政官

【資格要件_職務経験】
当該分野、組織で10年程度の職務経験を有
する常勤職員

【資格要件_その他】
研修終了後、3年間は当該分野の職務に携
わる者

紛争影響国におけるガバナンス能力強化
Capacity Development on Governance in Conflict-affected Countries

全世界（紛争経験国が望ましい）

紛争後の国家建設プロセスにある国の行政官が、法制度整備、民主的な行政制度、メディア、中央－地方との関係構築等、国家の統治機能
の基盤となる諸制度のあり方について明確なイメージを持つことは、紛争の再発しない国家の仕組み作りの上で非常に重要である。JICAが
ガバナンス分野で支援を行っている紛争影響国を対象とし、各国における事業実施の基盤部分やネットワーク強化も狙う。

名

2015～2017

2016/11/02 2016/11/19～

1684524

継続

社会基盤・平和構築部
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【事前課題】
自国の紛争・復興を意識した教育に関する現状と課題に係るレポートの作成

【本邦研修】
1.ワークショップ ---
各国の事例共有、課題分析

2.講義（頭で学ぶべきこと) ---
平和構築における平和教育の役割、平和文化及びその醸成、
行政･学校･地域の平和教育に係る役割/活動概要

3.現地視察（体で学ぶべきこと) ---
行政・学校・地域との連携、過去の事実の継承と発信についての取り組み、
異文化理解についての取り組み

4.作業（学んだ後にアウトプットすべきこと) ---
平和教育推進に向けてのアクションプランの作成

【事後活動】
所属部署でのアクションプラン案の共有、着手

10受入可能上限数：

英語

JICA中国

公益財団法人 ひろしま国際
センター、広島大学

【案件目標】
研修員の管轄する地域を対象とした、平和のための教育推進計画に向けての
アクションプランが自国で共有され、着手される
【成果】
1.各国の紛争・復興を意識した教育に関する事例と自国の事例との比較をとおして、
自国における紛争・復興を意識した教育の現状と課題が整理される

2.平和構築における平和教育の位置付け・意義が整理される

3.広島を主な事例として、日本における行政、学校教育、市民の平和教育への役割と
それぞれの連携が自国の現状との比較において整理される

4.行政、学校、地域による平和教育における具体的な活動とその手法が整理される

5.行政－学校－市民が連携した平和教育推進計画に向けてのアクションプランが作成される

【対象組織】
平和教育、又は、相互理解促進に
関連した行政機関、研究機関、NGO団体
【対象人材】
≪資格要件_職位≫
平和教育、又は、相互理解促進に
関連した業務に携わる行政官、研究者
、NGO関係者

≪資格要件_職務経験≫
自国での教育分野で3年以上の経験を
有する者
≪資格要件_その他≫
今後、平和教育、又は、相互理解促進に
関連した業務に携わる者

平和教育-相互理解の促進をとおして-
Peace Education through Promoting Mutual Understanding

全世界（紛争経験国が望ましい）

第2次大戦後の広島では、教育が最優先の復興事業に位置づけられ、平和を希求する心を若年層が育むことが、長期的な平和の基盤作りに
繋がるとの考えに基づき、小・中・高等学校の既存のカリキュラムを工夫しつつ原爆体験の学びを中心とする「平和教育」が形成・実践さ
れてきた。これが今日の国際的な平和都市ヒロシマにも寄与している。紛争経験国からの研修員は、広島の取り組みを学び、自国への適用
方法を検討する。

名

2015～2017

2016/06/30 2016/08/07～

1684525

継続

社会基盤・平和構築部
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http://www.kansaingo.net/

http://kansaingo.net/ngo/c
ommunity/index.php

【本邦活動】
1.研修参加者が担当する参加型コミュニティ開発の事例発表と分析。
2.様々な紛争を経験し、主体的な和解の道を見出し、地域コミュニティ発展のために活動する
日本の団体から、住民参加型の手法を様々な事例から学ぶ。

3.参加型コミュニティ開発における「外部者の役割」と住民主体の開発を促進する「ファシリ
テーション」手法を学び、地域社 会と連携して活動する団体を訪問して相互に学ぶ。

4.ワークショップやフィールドワークを積極的に取り入れ、参加型コミュニティ開発における
多様性・インクルーシブネスの分析。

5.参加型コミュニティ開発に関わる多様なステークホールダーを分析し、事例を検討。
6.研修成果をふまえ、今後の活動計画・既存の活動の改善案（アクションプラン）を作成しア
クションプラン発表と討議。

【事後活動】
1.上記で作成したアクションプランを実践し、帰国６か月後にその進捗をプログレスレポート
の形で報告。

2.研修で習得した参加型コミュニティ開発手法について、参加者の所属先機関関係者や関係ス
テークホールダー、その他関係者との共有を図り、活用の機会を創出。

15受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

関西NGO協議会他

研修に参加したNGO職員及び関係省庁の行政官により、習得したプロジェクトマネジメント手法
に基づき、参加型コミュニティ開発の実践による紛争解決と共生社会づくりに向けたアクショ
ンプランが策定され、関係機関に説明され、実際に活用されるように理解を得る。

1.参加型コミュニティ開発の必要性を理解する。
2.参加型コミュニティ開発において必要な視点（多様性、マイノリティ、インクルージョン、
合意形成等）を持つ。

3.参加型コミュニティ開発の手法を自国で実践するためのノウハウを体得する。
4.ミクロとマクロをつなぐ、多様なステークホールダー間の連携手法を説明できる。
5.自国での参加型コミュニティ開発実践に向けたアクションプランを策定できる。

【対象組織】
1.参加型コミュニティ開発を担うローカル
・国際NGO組織。

2.NGOとの連携、支援を担う関連省庁。

【対象人材】
1.所属組織においての経験年数2年以上。
2.組織において、指導的立場にある者を優
先するが必須条件でない。

3.研修参加者のすべてが自らリソースパー
ソンとして参加するため、コミュニティ
開発に直接携わった経験を持ち、将来に
わたって継続的に参加型コミュニティ開
発に従事する者。

4.NGOとの連携、支援を担う関連省庁職員
（NGO関係者とのペア参加のみ認める）

5.ジェンダーバランスに配慮する。

紛争解決と共生社会づくりのための実践的参加型コミュニティ開発手法
Participatory Community Development for practitioners for reconciliation and creation of society for coexistence

紛争後の復興期にあり、参加型地域開発の担い手養成が必要な国々。

参加者が自国の開発プロジェクトを、地域住民が紛争や対立を乗り越えて、自発的・持続的に運営するため、日本特に関西の参加型コミュ
ニティ開発の知見・経験を活かしたプロジェクトマネジメントとファシリテーションの手法を体得する。開発途上国での現場経験が豊富な
コースリーダーのもと、NGO関係者と行政官の参加者全員がリソースパーソンとなり、経験と知見の共有をワークショップ形式で行うこと
で主体的な学びを促す。

名

2014～2016

2016/10/24 2016/12/10～

1684526

継続

社会基盤・平和構築部
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6.社会保障
6



(A)2016/05/18-2016/06/25
  (英語：沖縄)
(B)2016/08/17-2016/09/24
  (英語：沖縄)
(C)2017/01/11-2017/02/18
 (西語：沖縄)

1．障害者の社会参加、生計の向上および地域に根差したインクルーシブアプローチの意味につ
いての討議及び各国課題ディスカッション

2．国連の権利条約、CBRガイドライン、障害に関する世界報告書における社会参加および生計
の世界的動向

3．日本、沖縄県における地域に根差した障害者の社会参加の取組及び当事者の活動 ＝ 日本、
沖縄県における社会参加の流れと障害者運動の歴史

4．沖縄県における障害者権利条例の制定の流れ＝障害者運動、自立生活運動の役割
5. 沖縄県における生計向上のための取組＝国、地方自治体、社会福祉法人、NPO法人、当事者

団体の取組と連携
6. 就労支援の取組の視察および自国での応用についてのディスカッション
7．地域（島嶼地域を含む）における地域に根差した社会参加の促進および社会的企業（生計活

動）の取組の視察
8．日本での学びと参加国間のネットワークの構築、および自国での課題解決のための討議、

毎日のディスカッション、レポート作成

32受入可能上限数：

英語/西語

JICA沖縄

NPO法人 エンパワメント沖
縄

【目標】
日本及び参加各国の事例を踏まえ、障害者の生計向上及び社会参加を促進するための自国で実
践可能な具体的な方策を検討し、実践につなげること
【成果】
1.日本（特に沖縄県）において障害者の社会参加と生計向上のために行政、NGOおよび当事者団
体が実施している取り組みについて、各機関の役割やネットワークの仕組と機能を理解する
とともに、研修員の所属組織の課題が整理される。

2.地域資源を効果的に活用した障害者の生計向上等社会参加に関する実践例の分析により、自
国で適用可能な取り組みが整理される。

3.障害者の社会参加に関する具体的な方策案を策定する。
4.帰国後、研修で習得した内容を関係者に伝達し、具体的な実践に着手する。

【対象組織】
障害者の就労や生計向上を含む社会参加支
援を担う行政機関（中央、地方政府）
NGO
障害当事者団体

【対象人材】
1. 行政機関（中央、地方政府）、NGO、障

害当事者団体で障害者の就労や生計向
上を含む社会参加支援を担当する者

2. 各国から、行政官1名、NGO1名の組み合
わせによる参加を推奨

3. 障害当事者の参加を奨励

地域に根ざしたインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計
Social Participation and Livelihood of Persons with Disabilities through a Community-Based Inclusive Approach

障害者の社会参加を推進するため、生計向上を初めとした行政や地域、民間団体の連携による支援体制や地域資源を活用した沖縄県の取組
みにつき学び、自国での実践を促進することを目的とする。沖縄は失業率が全国平均の倍であるが障害者雇用率など障害者の社会参加は全
国でもトップクラス。これは地域に根差した就労支援や社会的起業、自立生活運動等様々な取り組みの結果といえ、経済力に乏しい途上国
にとって学ぶべき地域と考えられる。

名

2015～2017

2016/05/18 2016/06/25～

1684529

継続

人間開発部
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本案件は、将来的に地域／国
の障害者団体を率いるリーダ
ー育成を目指す。また異なる
障害の研修員が同時に研修す
ることで、クロスディスアビ
リティの理解を深める。

1. ピアカウンセリング
2. パーソナルレポート発表
3. 日本の障害者リーダーとの経験の共有
4. リーダーシップ研修
5. 虐待と差別ワークショップ
6. 障害平等研修
7. 国連の障害者権利条約 ・移動権（交通アクセスとユニバーサルデザイン）
8. 障害者制度改革の動向 ・障害者差別禁止条例づくり
9. 日本の障害者リーダーとのディスカッション
10.障害別当事者団体訪問（JDF加盟団体など）
11.組織のマネージメント
12.地方における障害者団体の活動、地域とのつながり
13.日本障害フォーラム（JDF）の取り組みと役割 ・アジア太平洋障害者の10年について
14.個別研修 ・レポートの書き方 ・プレゼンテーション技法

11受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

公益財団法人 日本障害者リ
ハビリテーション協会

長年にわたる日本の障害者運動の軌跡と現在の動きを前線で活躍する障害当事者リーダーから
学ぶことにより、権利意識を高め、ネットワーキングの必要性が理解される。研修修了時に、
日本で学んだことをレポートにまとめ、所属組織において共有する。

1.他の障害者をサポートできるように、障害の受容について考える
2.差別について知り、権利意識を持つことにより、自国の課題を明らかにする
3.障害者の政策策定参画について日本の経験から学び、その方策について学ぶ
4.組織の運営方法を学ぶ
5.地域的／全国的／国際的ネットワーク構築スキルを身につけ、自国での他組織との連携方法
（NGO組織と政府組織など）について模索する

6.日本で学んだことをレポートにまとめる。

【対象組織】
障害当事者団体、及び障害関連団体、リハ
ビリテーションセンター、帰国研修員所属
団体など

【対象人材】
障害者団体での活動経験を、3年以上有す
る中堅スタッフを対象とし、帰国後も3年
以上当該分野に従事する障害当事者

障害者リーダーシップ育成とネットワーキング
Development of Leadership and Networking of Persons with Disabilities

現在、日本を含む世界の障害者の活動は、2008年5月に発効された国連の障害者権利条約により、活発になっている。途上国においても当
事者がエンパワーされ自発的に動き出し、組織の壁を越えたネットワークを構築し、協力し合い、社会を変えようとする障害者リーダーが
強く求められている。本案件は1986年以来26年の実績を持ち、多くの世界的リーダーを輩出しているが、彼らに続く新しい時代のリーダー
が必要とされている。

名

2014～2016

2016/09/21 2016/11/12～

1684532

継続

人間開発部
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公益社団法人日本発達障害連
盟 http://www.jldd.jp/

本コース帰国研修員向けのHP
http://www.jldd.jp/gtid/to
p.html

在外技術補完研修期間
（カンボジア）
：2017/2/19-2017/3/4

1. 本邦研修

(1) 講義/視察 ア.インクルーシブ/特別支援教育、イ.リハビリテーション、ウ.啓発活動、エ
.雇用促進、オ.障害当事者の自己啓発、カ.自立生活 等

(2) 討論/分析 自国の知的障害者を取り巻く環境に関して

(3) PLA（参加型学習と行動）手法の習得

2. 在外補完研修（カンボジア）

(1) PLA 手法の適用（カンボジア農民とともに）  (2)活動計画の作成

3.帰国後

(1) 活動計画の所属組織との共有 (2)活動計画の事業化

12受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

調整中

【目標】
知的・発達障害者を支える地域活動を促すための活動計画が作成され、所属組織で共有され、
事業化される。
【成果】
1.知的・発達障害者が、非障害者同様、人権を有していることを理解する。

2.公的支援が十分でなくとも、地域の理解と適切な支援の提供により、知的・発達障害者の社
会参加が可能であることを理解する。

3.自国の相互扶助精神が、弱者支援の資源として有効であることに気付く。弱者支援における
住民活動の役割と可能性を知る。

4.住民活動による知的・発達障害者支援事業の作り方、支援方法を習得する。（PLA手法の取得
）

5.日常的な地域活動により知的・発達障害者を支援をすることが可能であることを知る。帰国
後の事業を計画する。（活動計画の作成）

6. 事業化の交渉力を獲得する。（在外補完研修）

【対象組織】
1. 中央または地方政府の行政機関

2. 障害者支援、社会開発分野のNGO

【対象人材】
1. 障害者支援、社会開発、地方行政のい
ずれかの分野で業務経験があること。（3
年以上の業務経験があることが望ましい
。）

2. 十分な英語能力を有すること。

地域活動としての知的・発達障害者支援
Intellectual & Developmental Disabilities in Community Activities

開発途上国で専門的支援を受ける知的・発達障害者数は極めて少ない。そして、彼らの生活水準は低く、非障害者が有する人権が認められ
ていないことも多い。一方、彼らの特性≪日常的に、かつ、生涯を通して周りの人の支援を必要とする≫を考えれば、地域住民の理解と支
援があれば豊かな生活を送ることが可能である。知的・発達障害者支援は、日常を共有する地域住民の活動として捉えることが重要である
。

名

2016～2018

2017/01/09 2017/03/04～

1684534

更新

人間開発部
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日本・タイにおいてほぼすべての講義を障害当事者が行い、内閣府や障害者団体、自立生活を
営む当事者宅を訪問する。

【主なプログラム内容】
1.日本の障害者施策（障害者差別禁止法等）、日本の障害者運動の歴史、世界の障害者運動の
状況、クロスディサビリティ（障害種別を越えた取り組み）

2.ピアカウンセリング、介助者育成、自立生活センターの組織と運営、自立生活プログラム、
サポートグループ、障害者の地域生活、自立生活者宅訪問

3.アクセスチェック
4.レポート作成
5.タイ在外補完研修

15受入可能上限数：

英語

JICA東京（人間開発）

NPO法人 DPI日本会議

研修員がアフリカにおける「第２次アフリカ障害者の十年」及び「国連障害者権利条約」の促
進につながる自立生活運動を主導していくための知識と戦略を得る。

1.研修員が自立生活運動の意義を説明することができる。
2.ピアカウンセリング、自立生活プログラム、介助者サービス等の実施、及び自立生活センタ
ーの運営について説明することができる。

3.アクセシビリティ（建物・交通バリアフリー、視聴覚障害者へのコミュニケーション保障）
の重要性について説明することができる。

4.自立生活促進のための方策を含めた気づきをまとめる。
5.タイ在外補完研修から本邦研修で得た気づきを深める。

【対象組織】
障害問題のメインストリーミングと障害者
のエンパワーメントに携わる障害当事者組
織、または障害者福祉政策立案に関わる行
政機関

【対象人材】
1.障害当事者組織で指導的立場にある者
2.障害者福祉担当行政官

アフリカ地域 障害者の自立生活とメインストリーミング
Independent Living for Mainstreaming of Persons with Disabilities in Africa

アフリカ諸国

本コースは自立生活の意義と手法をアフリカにおける障害者リーダー及び障害者施策を担う行政官に伝えることによって障害者のエンパワ
ーメントを図るとともに、各国の社会開発計画における障害問題のメインストリーミングを目指す。

名

2014～2016

2016/07/06 2016/07/30～

1684536

継続

人間開発部
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新潟医療福祉大学
http://www.nuhw.ac.jp/

スポーツ・フォー・トゥモロ
ー（SFT）
http://www.sport4tomorrow.
jp/jp/

参加人数の上限は３人/ 国。

【.事前活動】自国の障害者スポーツの現状と課題、自国における自身と障害者スポーツとの関
わりについてのカントリーレポートを作成する。

【講義】障害者スポーツの役割及び重要性を学ぶ。

【講義、視察、実習】各種障害者スポーツのルール、指導法、指導員育成、教材開発、広報の
あり方等の知識・技術を身に付ける。

【アクションプランの作成】自国での障害者スポーツの適用可能性を検討し、帰国後の活動計
画を作成する。

【事後活動】研修終了6カ月後にアクションプランの進捗レポートを提出する。

【在外補完研修】途上国における実践を題材に、障害者スポーツの実施や普及・啓発に関する
知見を共有し、自国への適用のために必要なアイデアを得る。（タイAPCD（アジア太平洋障害
者センター）での2017年度以降の実施を検討中。）

15受入可能上限数：

英語

JICA東京（人間開発）

調整中

【目標】
障害者のエンパワメントや障害者と非障害者の交流を通じた障害者の社会参加を進めるツール
としての障害者スポーツを幅広く学び、自国で適用可能な障害者スポーツの各種のルールや指
導法、指導員育成、教材開発、広報のあり方に関する知識・技術を身に付ける。
【成果】
1.障害者のエンパワメントや障害者と非障害者の交流を通じた障害者の社会参加を進めるツー
ルとしての障害者スポーツの役割及び重要性を説明できる。

2.各種障害者スポーツのルール、指導法、指導員育成、教材開発、広報のあり方等に関する知
識・技術を身に付ける。

3.自国での障害者スポーツの適用可能性を検討し、帰国後の活動計画を作成する。

4.途上国における実践を題材に、障害者スポーツの実施や普及・啓発に関する知見を共有し、
自国への適用のために必要なアイデアを得る。

【対象組織】
1. 障害者スポーツ団体の指導者

2. 障害者団体のリーダー

3. 障害者の福祉向上を支援する政府機関
や団体の職員

4.  教育機関関係者

【対象人材】
1. 障害者スポーツに携わっていること
。（3年以上の経験があることが望ましい
。）

2. 十分な英語能力を有すること。

スポーツを通じた障害者の社会参加の促進
Promotion of Social Participation of Persons with Disabilities through Sports

スポーツは、障害者に対する偏見や差別の払拭に貢献する。また、スポーツを通じて障害者自身が自分の能力に対する自信や自尊心を強め
ることで障害者の自立を促進する。本研修は、障害者のエンパワメントや障害者と非障害者の交流を通じた障害者の社会参加を進めるツー
ルである障害者スポーツに注目し、施設、道具なども含め途上国の状況や障害分類に適した工夫等も含めた障害者スポーツに関する研修を
行うものである。

名

2016～2018

2016/10/11 2016/11/10～

1684826

新規

人間開発部
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他言語圏からの参加が多い場
合、その言語での実施を検討
。複数機関からの参加、行政
官と障害当事者団体、NGO等
と併せての参加を推奨。障害
当事者団体、NGO等のみの参
加は不可。

【.事前活動】自国の高齢者、障害者等に関する政策、アクセシビリティに関する政策・制度の
現状と課題についてのカントリーレポートを作成する。

【講義】日本のアクセシビリティに関する歴史的発展の経緯、法制度、補助制度について学ぶ
。

【講義、視察】自治体の具体的な取組や課題を学ぶ。

【ケーススタディ】具体例を用いて、アクセシビリティの改善に関する行政、企業、住民等の
関係者の役割を理解するとともに、特に住民参加の重要性について学ぶ。

【アクションプランの作成】自国における具体的なアクションプランを作成する。

【事後活動】研修終了6カ月後にアクションプランの進捗レポートを提出する。

13受入可能上限数：

英語

JICA中部

調整中

【目標】
アクセシビリティの改善に関する行政官の政策立案能力が向上する。
【成果】
1.自国の高齢者、障害者等に関する政策、アクセシビリティに関する政策・制度の現状と課題
について説明できる。

2.日本のアクセシビリティに関する歴史的発展の経緯、法制度、補助制度、日本の自治体のア
クセシビリティの考え方に基づく地域基盤整備の具体的な取組や課題について理解する。

3.アクセシビリティの改善に関する行政、企業、住民等の関係者の役割を理解するとともに、
特に住民参加の重要性について理解する。

4.共生社会実現のためのアクセシビリティの考え方に基づく地域基盤整備の具体的なアクショ
ンプランを作成する。

5.作成したアクションプランを自国の組織において共有、検討する。

【対象組織】
1. 中央または地方の行政機関（都市や交
通インフラの整備、高齢者、障害者等にか
かる政策を担う機関。障害者権利条約によ
り設置されるアクセシビリティ担当省の参
加を推奨）

2. 障害当事者団体、NGO等
【対象人材】
1. 政策及び施策立案に関わる豊富な経験
と知識を有すること。（課長級）

2. 十分な英語能力を有すること。

共生社会実現のためのアクセシビリティの改善 -バリアフリー化の推進-
Improvement of accessibility for social inclusion - Barrier-free environment for all -

高齢者、障害者等も含めた共生社会実現のためには、公共交通、建築物、制度、情報等へのアクセスの確保が重要である。また、アクセシ
ビリティの改善により、観光産業の活性化等の経済的な効果も見込まれる。本研修は、日本における関連政策や制度、行政、当事者団体、
企業等の役割や実践、アクセシビリティ改善のプロセス等を学ぶことにより、アクセシビリティ改善に関する行政官の政策立案及び住民参
加の確保に関する能力の強化を図る。

名

2016～2018

2016/06/01 2016/06/30～

1684827

新規

人間開発部
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同一国より2名参加の場合は
、保健医療と福祉・社会保障
の担当者それぞれ1名が望ま
しい。

【事前活動】
カントリーレポートの作成において、自国の高齢者政策及び施策についての現状と課題が整理
される。

【本邦研修】
1.OECD諸国を代表とする高齢化に関する世界の潮流と国際機関の取組に関する講義および討論
、自国の現状についての分析および討論

2.日本の社会保障における高齢者政策に関する歴史的発展の経緯に関する講義および討論
3.地域包括ケアシステムなど日本の自治体における高齢者施策の具体的な取組や課題に関する
講義および討論

4.地域包括ケアセンターなど自治体における高齢者施策を実施している施設の視察
5.自治体や地域において高齢者施策を実施している人材との意見交換
6.研修で学んだ知識、討議において気づいた点などをレポートにまとめる。

【事後活動】
研修終了後に所属組織においてレポートを共有し、半年後にフィードバックを共有する。

11受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

国立保健医療科学院

アジアにおける高齢者の人口増加に対応するための政策立案に関わる行政官の能力が強化され
る。

1. 国際的な高齢化対策の考え方について理解する。
2. 高齢化の過程で日本がどのような経験をしてきたか、どのような政策・戦略を行ってきたか

を理解し、自国で優先的に対応すべき事項を明確にする。
3. 演習・視察を通じて、日本において自治体をはじめとする様々なステークホルダー（医療機

関や老人保健施設などを含む）が経験している、地域での高齢化対策の具体的な取組みや課
題を理解する。

4. 講義・演習や視察、ディスカッションを通じて得られた知見をもとに、自国の高齢化の現状
とその対応策について分析し、レポートにまとめる。

【対象組織】
高齢化対策に関連する政策及び施策立案に
関わる中央省庁（保健省、社会福祉省など
）

【対象人材】
1.現在高齢化対策に関連する政策及び施策
立案に関わる中央省庁の行政官

2.政策及び施策立案に関わる豊富な経験と
知識を有する（5年以上の経験を有する
）もの。

アジア地域における高齢化への政策強化－高齢化社会の課題と対応－
Strengthening of Policy on Aging in Asia – Challenges of Aging Societies and Policy Responses-

アジア諸国

アジアにおける高齢者の人口増加に伴い、高齢者に対する医療や介護サービスの強化、年金制度などの所得保障や社会参加の促進など政策
的対応の必要性が指摘されている。これらの課題に対応するために、本研修では、他にないスピードで高齢社会を迎えた日本の高齢化対策
の知見と経験を活用し、アジアにおける高齢化への政策対応における行政官の能力強化を目的とする。

名

2014～2016

2016/11/27 2016/12/10～

1684528

継続

人間開発部
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http://www.jisha.or.jp/ind
ex.html

1.労働安全衛生概論[講義・視察]
（厚生労働省及び出先機関の役割と業務、安全衛生行政概論、関係法令、監督制度、資格制
度、労災補償制度、災害統計、安全衛生の歴史、労働災害防止団体の役割、安全衛生試験研
究機関の役割）

2.労働安全衛生手法各論[講義・視察・実習]
（労働安全衛生管理概論、教育手法、ゼロ災運動と危険予知訓練（KYT）、危険有害物質の作
業環境測定手法、健康手法、アスベスト対策、OSHMSとリスクアセスメント、中小企業の職場
改善への支援、機械の安全管理、危険機械の検査制度、化学物質管理、保護具、メンタルヘ
ルス対策、交通労働災害防止対策）

3. OSHMS[ワークショップ]
（各国のリスクアセスメント・安全管理・作業管理・作業環境管理・健康管理導入状況の発
表及び討論）

4.カントリーレポート発表、研修成果をふまえた課題解決のためのディスカッション、気づき
の点を纏めたレポートの作成

14受入可能上限数：

厚生労働省

英語

JICA東京（人間開発）

中央労働災害防止協会

日本の労働災害防止対策及びその核となる安全管理、作業環境管理、健康管理、また、メンタ
ルヘルス対策や交通労働災害防止対策等を理解する。自国の労働安全衛生対策の改善のあり方
について考察し、OSHMSの導入や普及などを考慮して、経済の持続的成長の基盤である労働安全
衛生水準の向上を目指す。

1.日本の労働安全衛生政策と対策の基本について必要な情報の整理ができる。
2 日本で実践されている労働安全衛生対策の手法と実際について必要な情報の整理ができる。
3.OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム）の基礎と導入について理解を深める。
4.上記目標１、２及び３で得られた知識を活用しつつ、自国における労働安全衛政策策向上に
ついて研修員同士でディスカッションを行い、気づきの点を纏めたレポートを作成する。

【対象組織】
開発途上国の労働省、人的資源省、社会福
祉省等の政府組織の労働安全衛生政策推進
機関

【対象人材】
開発途上国の労働省、人的資源省、社会福
祉省等の政府組織及び政府関連機関、労働
安全衛生推進団体、経営者団体などで労働
安全衛生に携わっている者

労働安全衛生政策向上－制度構築から具体的対策まで－
Improvement of Policy on Occupational Safety and Health – From Policy Development to Implementation
Measures-

日本の先進的な労働安全衛生に関する政策や施策に関する理解を深めるとともに、危険機械の検査制度やアスベスト対策等の手法やOSHMS(
労働安全衛生マネジメントシステム）の導入等、企業の自主的活動による労働災害防止対策と健康促進手法を習得する。

名

2014～2016

2016/10/01 2016/10/29～

1684537

継続

人間開発部
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7.運輸交通

7



(A)2016/10/30-2016/12/17
  (露語：北海道(札幌))
(B)2016/08/17-2016/10/08
  (英語：北海道(札幌))
(C)2016/10/19-2016/12/09
  (英語：沖縄)
(D)2016/10/31-2016/12/10
 (英語：中国)

【事前活動】
カントリーレポートの作成

【本邦活動】
1.自国の道路維持管理における現状、課題の発表
2.「道路維持管理サイクル（点検、評価、計画、対策実施、モニタリング等のPDCAサイクル

）」の概念に関する講義
3.日本及び地域における道路維持管理計画、維持管理の実施体制の講義
4.日本及び地域における予防的、効率的な維持管理計画の策定に関する講義、視察、実習
5.日本及び地域における維持管理計画に基づく活動（点検、評価、計画立案等）の講義、視察
、実習
6.実際の維持管理作業、防災対策等の講義、視察、実習
7.効率的な維持管理を実現するための道路建設、整備の講義、ディスカッション
8.道路維持管理の課題解決及び効率的な維持管理の実現に向けた計画策定の解決策の作成、デ
ィスカッション、発表

【事後活動】
プログレスレポートの作成・提出

57受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語/露語

JICA北海道（札幌）/JICA沖
縄/JICA中国

一般社団法人 北海道開発技
術センター、国土交通省北海
道開発局、札幌市建設局

【目標】道路維持管理上の問題を包括的に整理し、日本での研修成果を活用した形の解決策を
提案する。

【成果】
1.自国における道路の維持管理に関する課題が明確になる。
2.日本及び地域の道路維持管理計画、実施体制について理解し、自国への応用可能な知識・技
術を理解、習得、考察する。
3．効果効率的な道路維持管理へ向けた改善・強化のための取り組みをアクションプランとして
取りまとめる。

【対象組織】
道路維持管理の計画策定を主体的に実施す
る中央省庁または地方自治体の道路部局

【対象人材】
<職位>
道路維持管理の計画策定を担当する技術者
及び技術系行政官

<経験>
関連分野で5年以上の経験を有し、本研修
終了後に2年以上継続して道路維持管理の
計画策定に携わる者

<その他>
大学の土木工学科卒業者あるいはそれと同
等の資格を持つ者

道路維持管理
Road Maintenance and Management

急速な経済発展に伴い、開発途上国では増大する自動車交通需要に対応するための道路整備が急務となっており、JICAにおいても無償資金
協力や有償資金協力等により支援を進めている。一方で、今後これらの道路インフラは損傷や老朽化により維持管理に対する重要性が増し
ていくが、一般的に予防的・効率的な維持管理は行われていないため、我が国の技術、知識、経験を生かした効率的な維持管理計画の策定
及び維持管理業務に関する研修を実施するものである。

名

2014～2016

2016/10/30 2016/12/17～

1684538

継続

社会基盤・平和構築部
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本案件は研修を通じて政策研
究大学院大学ならびに海上保
安大学校の教育連携プログラ
ムに入学し、研修終了後、適
切な研修成果が得られた研修
員には、修士号が付与される
枠組みとなっている。

【事前活動】
海上保安に係る国際法や自国の法制度の整理、国際的課題となる事例の収集・調査
カントリーレポート作成

【本邦研修】
<必修科目>
国際関係論、安全保障論、東アジア国際関係論、国際法、国際海洋法、救難防災論、海上警察
政策、海上保安政策演習1＆2、特定課題研究、研究発表会、ポリシーペーパーの作成・発表

<選択科目>
ミクロ経済学、マクロ経済学、公共経済学、国際政治経済学、比較経済政治学、国防戦略安全
保障論、日本の政治と政策、東アジアの国と政策、
定量分析手法の基礎、統計学の基礎、国際比較刑事法、海洋環境科学、交通管理システム、情
報管理システム、海洋システム工学

8受入可能上限数：

海上保安庁

英語

JICA中国

海上保安庁、海上保安大学校
、政策研究大学院大学

【目標】
海上保安機関の初級幹部職員が海上保安業務を遂行するための実務的・応用的な素養を身に着
け、国際的課題に適時・的確に対処できる能力が向上する。また、研修プログラムを通じて相
互理解を促進し共通認識を涵養することで、研修参加各国のネットワークを構築し、国際的な
協力関係強化を図る。
【成果】
1. 海洋を巡る国際的課題に対処するための基礎となる社会科学的な知見が向上する。
2. 海上保安分野に係る法的思考能力が向上する。
3. 海上保安の事例に対し、実務と法理論を踏まえた様々な角度から考察し、法の支配に基づ

く国際海洋秩序の構築に資する課題の解決方法を修得する。
4. 特定の課題に対し、背景や原因を整理したうえで対応方法を比較衡量のうえ検討し、解決

策を導き出すポリシーペーパーを作成する。

【対象組織】
海上保安機関
海上警察機関
運輸交通行政機関
海洋調査行政機関
【対象人材】
【職位】
5年程度の実務経験、本庁係長以下（少佐
以下）

【その他】
十分な英語能力を有する者（TOEFL iBT79
点以上相当）
大学卒業資格を有する者

なお、本研修には海上保安庁の初級幹部職
員も複数名参加予定。

海上保安政策プログラム
Maritime Safety and Security Policy Program

シーレーンの安定を図る為には、海賊、密航・密輸、海上災害対応、環境保全等の様々な課題に沿岸国が主体的に取り組むことが必要であ
る。海洋をめぐる国際秩序の維持・発展には、法の支配に基づいた国際的な共通認識の形成が必要であり、本研修は、日本が培ってきた技
術・ノウハウを基に、海上保安の実務と理論を架橋した高度な教育を行う。国際法や各国国内法を考察し、海上保安政策の企画・立案に係
る高度な能力を持った人材を養成する。

名

2015～2017

2016/09/27 2017/09/16～

1684543

継続

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】
自国の現状・課題に関するレポート作成。

【本邦研修】
海上犯罪取締り指揮運営論（総論、各論、国際法、テロ対策、薬物対策）
最新の世界の海賊対策の動向、 海上犯罪取締実務（鑑識実習、乗船実習、逮捕・制圧）、机上
訓練（国際犯罪取締り、薬物対策）、視察（海上防災基地、工作船展示館視察、 運用司令セン
ター業務視察、海上保安試験研究センター、海上保安大学校察、巡視船、航空基地）、アクシ
ョンプラン作成指導・発表会、カントリーレポート発表会

【事後活動】
所属先におけるアクションプランの検討及び帰国後の進捗状況報告。

20受入可能上限数：

英語

JICA九州

株式会社 IＭＯＳ

アジア・中東・東部アフリカの沿岸国における、海上保安機関職員の海上犯罪取締り能力が向
上し、自国の課題解決に向けたアクションプランが研修参加国機関で実行され、所属組織の海
上犯罪取締が強化される。

1.海上犯罪取締りに係る基礎理論が習得される。
2.海上犯罪取締り実務に関する知識・技能が習得される。
3.日本の海上保安関連機関・施設視察を通じ、日本の海上保安体制に対する理解が深まる。
4.自国の課題解決を目指すアクションプラン）が作成され、共有される。
5.参加国による国際ネットワークが強化される。

【対象組織】
海上保安機関、海上警察機関

【対象人材】
<職位>
海上犯罪取締り実務担当官

<職務経験>
3年以上の現場指揮実務経験

<その他>
英語力のある者、大学卒業者若しくは同等
の能力を有する者、40歳以下の者

＊法整備を目的としていないため、法務官
の参加は適していない

海上犯罪取締り
Maritime Law Enforcement

海上保安上の対策として海上犯罪対策を講ずる計画のある国

アジア及びソマリア海賊対策をはじめとする海上犯罪取締りに必要な知識や技術を講義、視察、実習（乗船実習含む）を通じて包括的に習
得することを目指す。具体的には海賊対策や国際法に関する講義、薬物、密輸、人身売買への対策を参加型で議論する机上訓練、航空基地
への視察、不審船等検査、鑑識の実技訓練など、海上での法執行能力強化に繋がる科目を多く含む。

名

2014～2016

2016/05/08 2016/06/04～

1684544

継続

社会基盤・平和構築部
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国土交通省航空局ウェブサイ
ト
http://www.mlit.go.jp/koku
/15_bf_000235.html

SCOPEウェブサイト
http://www.scopenet.or.jp/
main/

【事前活動】
1.自国の空港に関するカントリーレポートの作成。
【本邦研修】
1.以下の内容について、講義、実習、視察及び討論を行う。
(1)カントリーレポートの発表及び討議。
(2)航空行政（大都市圏空港整備、オープンスカイ等）。
(3)空港計画（基本計画、パブリックインボルブメント等）。
(4)空港の運営・維持管理（上下一体運営、PFI・PPPの活用、効率的な維持管理、環境対策等
）。
(5)最新の空港技術（地震・津波等対策等）に関する講義や視察。
2.ア
クションプラン案（空港計画素案、実現のための組織体制案を含む）の作成、発表及び討議。
【事後活動】
1.所属先におけるアクションプラン案の発表及び討論。
2.プログレスレポートの提出。

16受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA横浜

一般財団法人 港湾空港総合
技術センター

【目標】
本研修を通じ習得した知見をふまえ、建設・運営・維持管理に係る空港計画が作成・提案され
、また研修員が作成・提案する今後の活動計画が、研修員の所属先等、自国の空港計画担当部
署にて共有・検討される。
【成果】
1.自国空港における空港計画の現状及び課題が整理される。
2.建設から運営・維持管理まで含めた空港計画について、我が国の事例に係る知識を習得し、
説明できる。

3.自国空港の現状及び課題を踏まえ、空港計画の素案やその実現のための組織、体制の案が作
成される。

4.研修員が作成したアクションプラン案が所属組織で共有・検討され、必要な見直しと共に実
現可能な活動計画が理解される。

【対象組織】
中央省庁及び地方自治体における航空当局
または空港会社（空港整備主体）
【対象人材】
1. 空港の計画又は運営・維持管理の担当

者。
2. 空港の計画又は運営・維持管理を行っ

ている部署に5年以上在籍した経験があ
る者。3. 大学卒業、同等の教育課程修
了。

4. 英語が堪能（会話、記述）な者。
5. 心身共に健康である者。6.軍籍にない

者。

空港の建設、運営・維持管理計画策定
The total planning of airport construction, management and maintenance

航空需要の増大が著しい開発途上国においては、今後多くの空港の新設や拡張が予想される。空港整備においては、政策や安全技術を考
慮した建設から、建設後の安定した運営や効率的な維持管理（騒音問題や温室効果ガス削減などの環境問題への配慮を含む）までの総合的
な計画が必要となるため、こうしたノウハウを求めるニーズに対し、これまで多様な空港整備・運営を経験してきた我が国のノウハウを活
かした研修を実施する。また、空港の建設だけではなく、その後の運営・維持管理についても紹介する。

名

2015～2017

2016/08/21 2016/10/01～

1684546

継続

社会基盤・平和構築部

-132-



【事前活動】
自国の橋梁の現状及び所属組織についてカントリーレポート作成。

【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1.日本の橋梁計画
2.下部工の設計・施工
3.コンクリート橋(RC/PC)の設計・施工
4.鋼橋の設計・施工
5.橋梁付属物の設計・施工
6.橋梁の維持管理
7.討論・研修レポート作成

【事後活動】
帰国後に所属部署において、再度アクションプランを検討し、橋梁の施工、維持管理の改善の
ための取り組みが実施される。

18受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA関西（業務二）

本州四国連絡高速道路株式会
社

橋梁の建設および維持管理について、発展途上国の中央政府が実施する事業を対象とした改善
行動計画が所属部署において作成される。

1.途上国の橋梁技術者が橋梁設計の要点を説明できる（ソフトウエアを使用しての設計技術取
得は含まない）。

2.途上国の橋梁技術者が各種橋梁（PC橋、RC橋、鋼橋）の施工及び施工監理の要点を説明でき
る。

3.途上国の橋梁技術者が各種橋梁の維持・修繕の要点を説明できる。

【対象組織】
橋梁の設計、施工、維持管理を担う政府又
は政府関係機関

【対象人材】
1.現在、橋梁関係業務（設計、施工/施工
監理、維持管理、補修）に従事している
技師。

2.大学（土木工学）卒業又は同等の学力を
有する者で、5年から15年の職務経験を
有する者（特に橋梁関連業務経験3年以
上が望ましい）

橋梁総合
Comprehensive Bridge Engineering

橋梁の設計、施工/施工監理、維持管理などの総合的な橋梁技術を講義、視察のみならず実習や討論を通して学ぶ。

名

2014～2016

2016/09/05 2016/10/22～

1684547

継続

社会基盤・平和構築部
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[演習] 道路網計画演習

[講義] 日本の道路行政概論、道路交通経済・事業評価、需要予測、道路構造令、設計概論、道
路防災、住民との合意形成・環境影響評価

[講義・視察] 交通安全、道路構造（橋梁、トンネル、塗装）、道路建設工事、道路施設
・ITS、道路維持管理

22受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

調整中

【目標】
道路行政に携わる研修員の道路計画、整備、維持管理に関する能力向上

【成果】
①道路計画のプロセス及び考慮すべき事項が理解される

②道路整備の効果及び事業評価の方法が理解される

③道路構造物計画及び維持管理（舗装、橋梁を含む）のプロセス及び考慮すべき事項が理解
される

④自国の道路行政にかかる課題に対する改善案を提案できる。

【対象組織】
道路計画、整備、維持管理及び行政に従事
する中央及び地方政府機関
【対象人材】
大学（土木分野）卒業または同等の学力を
有するもの
現在、政府または政府関係機関において、
道路計画に従事する技術職の中堅職員で、
将来指導的立場になることが期待される者

道路行政
Road Administration

低所得及び下位中所得国

社会基盤施設が不足している開発途上国において、道路整備による国民生活ならびに経済活動の波及効果は極めて大きい。本研修は途上国
行政官の道路行政能力向上を目的に実施するものである。

名

2016～2018

2016/11/16 2016/12/17～

1684548
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http://www.mlit.go.jp/mari
time/index.html
http://www.srcj.or.jp/

1．各研修員は、研修前に自国のIMO関連条約の適用状況、安全規制の実施、検査実施状況、実
施体制等をまとめたカントリーレポートを製作し、これを研修時に発表し、研修員相互にディ
スカッションを行い、研修指導者が適宜助言することにより、各国の現状を相互に理解する。

2．SOLAS条約等各種条約についてIMOのモデルコースに沿った講義及び演習を行う。また、新た
な条約などIMOの動向に関する講義を実施する。造船所、舶用機器メーカー等で建造過程等を見
学させ理解させる。地方運輸局でPSC検査の現場実習を行う。

3．内航船に対する安全基準や検査の合理化の考え方について、日本の法制度を例に講義を実施
する。内航船に関する船舶検査について造船所で実習を行う。

4．研修員は、帰国後に所属組織において実施可能な事項をアクションプランとして作成して発
表し、研修員相互で討論を行う。

13受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA横浜

国土交通省海事局、一般財団
法人 日本造船技術センター

【目標】
国際基準に適合する検査体制向上を図り、多発する船舶事故に対応する為、海事国際条約の規
則要件及び内航船に対する安全基準や検査合理化について習得し、外航船に対する国際条約に
基づく船舶検査体制確立に必要な船舶検査技術及び内航船に対する安全制度、また安全基準の
考え方が船舶検査官、海事行政官の間で共有される。

【成果】
1.自国における船舶安全規制並びに検査及びPSCの執行状況について現状及び問題点を把握して
、説明することができる。
2.条約に基づく船舶検査、PSCの適正な執行に必要な国際海事条約、最新の造船技術や舶用機器
等に対する理解度を向上する。
3.内航船に対する安全規制や船舶検査制度に関する自国の安全規制の改善点を明確にすること
ができる。
4.関連機関の船舶検査官、PSC検査官、海事行政官等に研修で得た知見を伝えることができる。

【対象組織】
船舶安全管理、自国の船舶検査、寄港国検
査（PSC)に関わる中央省庁、自治体及び公
社等の公的機関

【対象人材】
1.船舶検査官、PSC検査官、海事行政官等
船舶安全業務に従事している者。
2.当該分野で3年以上の実務経験又は同等
の経験を有する者。
3.大学工科系卒または同程度の学力がある
者。
4.英語による話す能力及び書く能力を十分
に有する者。

船舶安全
Ship Safety

アジア、大洋州、中東、中南米、アフリカ地域

各国は、自国の船舶を国際条約に従って検査し、国際条約で定める国際基準に適合させる義務を負っているが、多くの開発途上国では国内
の検査体制の未整備、不完全な国際基準の取り入れにより、この義務を十分に履行できていない。この結果、国際海事機関（IMO）におい
て規制されている安全基準を満たさない船舶（サブスタンダード船）がもたらす海難事故、人命の喪失、海洋の汚染等が後を絶たず、国際
的な問題となっている。特に開発途上国においては、自国の船舶の安全の確保とIMO基準に従った外国船舶の監督を実施するための技術的
知識と経験を持った船舶検査官の人材育成が急務となっている。このような背景をふまえ、国際海事機関（IMO)で定められた船舶の安全に
関する海事国際条約(未発効の条約や条約改正等を含む）を対象国の船舶検査官、PSC検査官や海事行政官に習得させることにより、条約対
象船の検査及び寄航国検査(PSC)の適切な執行の強化を図ることと目的として本研修を実施する。また、近年、ASEAN地域等において、非条
約対象船（内航船）の安全性の向上が強く求められていることから、内航船に対する適切な安全基準や検査の合理化について習得を図るこ
とにより、内航船安全規制の改善を促進し、ASEAN地域及び大洋州地域等における船舶安全の確保と海洋汚染の防止に寄与する。

名

2016～2018

2016/06/05 2016/08/04～

1684549

更新

社会基盤・平和構築部
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以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1. 単元1:(1)広域物流と国際回廊の現状認識、(2)港湾の背後圏の捉え方、(3)船社の寄港地選

択分析、(4)港湾における物流の現状分析、(5)港湾物流コストの構造分析
2. 単元2:(1)ハード面からのアプローチ（施設整備によるバース・ヤードの拡大・効率性改善

等）、(2)ソフト面からのアプローチ(手続き簡素化、税関との連携、ICTの活用等)
3. 単元3:(1)日本の港湾制度、(2)国際競争力強化に向けた取り組み、(3)日本の港湾保安対策
4. 単元4:港湾における港湾運営の民営化の最近の動向について
5. 単元5:(1)貨物の滞留時間に係る研修員による自国での課題とこれまでの取り組み紹介・研

修員間のディスカッション、(2)自国の課題の抽出、対策の検討・提案、(3)具体的な業務改
善案の検討、アクションプランの発表

14受入可能上限数：

英語

JICA横浜

一般財団法人 国際臨海開発
研究センター

【目標】
港湾計画・港湾管理担当官の計画策定能力・港湾管理運営能力が向上する。
【成果】
1．アフリカ地域および自国におけるクロスボーダー交通インフラ（CBTI）の現状を把握し、課
題を抽出する。

2．港湾における物流効率化の推進のための方策を理解し、自国への適用可能性を検討する。
3．日本の港湾管理運営制度、港湾運送と国際競争力強化に向けた取り組みを理解し、自国への
適用可能性を検討する。

4．PPPの導入と現状について理解し、自国への適用可能性を検討する。
5．自国の港湾における物流の円滑化を検討し、改善策を作成する。

【対象組織】
港湾戦略・計画策定に携わる港湾担当省庁
もしくは港湾管理機関
【対象人材】
【職位】
港湾担当省庁もしくは港湾管理機関で港湾
戦略・計画策定部署に所属する者（特に物
流を所掌している部署に所属する者）
【職務経験】
港湾計画・開発・管理業務に係る5年以上
の実務経験を有する者
【その他】
大学卒業又は同等の学力を有する者

港湾物流効率化（アフリカ地域）
Improvement of Port Cargo Transport Efficiency for African Countries

アフリカ諸国

アフリカ地域では、国際回廊に係る物流施設及びそれらが適切かつ有効に機能するための制度・政策・組織・運営ステムに問題を抱えてお
り、同地域の経済成長の妨げになっている。本研修は、国際回廊の玄関口として港湾が喫緊に取り組むべき課題、すなわち物流効率化の視
点から、講義並びに討論の内容を深化させ、課題解決に向けた対策を検討する過程を通じて研修員の計画策定及び港湾運営管理能力向上を
図るものである。

名

2015～2017

2016/11/06 2016/11/30～

1684550

継続

社会基盤・平和構築部
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【警察庁ＨＰ】
http://www.npa.go.jp/engli
sh/index.htm
研修実施年（2014、2016）

1.日本の交通警察の制度・組織・運営、道路交通施策に関する講義、視察。具体的には交通警
察活動の沿革、交通安全教育と交通安全運動、交通指導取締など。

2.(1)カントリーレポートの発表と意見交換
(2)アクションプランの作成・発表と意見交換

11受入可能上限数：

警察庁

英語

JICA東京（産業公共）

警察庁

【案件目標】
参加国の交通警察業務監督者の交通警察運営に係る能力が向上し、抱える課題の解決策を学ぶ
。

【成果】
1.日本の交通警察の制度・組織・運営および道路交通施策を理解し、説明できる。
2.カントリーレポートとアクションプランの発表や意見交換を通じ、各国共通の課題について
問題点の把握と解決策の検討を行う。

【対象組織】
各国の交通警察行政や業務を監督する機関

【対象人材】
1.交通警察業務を監督している中央警察機
関の課長相当者。

2.交通警察業務に従事した経験を有するこ
と。

交通警察行政
Traffic Police Administration

日本の交通警察行政の担当官による講義や交通警察に関連する施設への視察を通して、交通警察行政について網羅的に学び、日本の交通警
察行政に係る知見を共有することができる。研修員はカントリーレポートとアクションプランの作成・発表、また意見交換によって、自国
の交通警察の課題を把握するとともに、他国と共通する課題の解決策を学び、研修で得られた知見を所属組織内で還元することができる。

名

2014～2016

2016/11/07 2016/12/03～

1684821

継続

社会基盤・平和構築部
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国土交通省航空局ウェブサイ
ト
http://www.mlit.go.jp/koku
/15_bf_000235.html

ASBCウェブサイト
http://www.asbc.or.jp/

【事前活動】
1.自国の航空保安に関するカントリーレポートの作成。

【本邦研修】
1.以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
(1)日本の航空行政の仕組みと国際協定、空港管理の概要、制限区域における保安対策と警備

システム、ハイジャック防止対策と航空保安プログラムの概要、品質管理の概要、航空貨
物の保安対策の概要。

  (2)ハイジャック発生時の対応、空港における保安検査、航空会社による国内及び国際便の保
安対策、保安検査員等への教育訓練方法、国際空港における保安対策。

  (3)爆発物に関する基礎知識、新技術を利用した保安検査機器とシステム。
2.アクションプラン案を作成し、発表・討議する。

【事後活動】
1.所属先におけるアクションプラン案の発表及び討論。
2.ファイナルレポートの提出。

20受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA横浜

一般財団法人 空港保安事業
センター（ASBC)

【案件目標】本セミナーで得られた知識（航空保安対策の国際基準、日本の航空保安対策の規
程や制度、航空保安検査機器の運用等）をふまえ、航空保安を強化するためのアクションプラ
ン案が作成されるとともに、その実現に向け各国の関係者に共有される。

【成果】
1.日本の航空保安体制と経験を学ぶことにより航空保安対策の重要性について理解を深める。
2.ハイジャック防止体制及び防止対策に関する知識を深める。
3.航空保安検査機器に関する基本知識を深める。
4.自国における航空保安対策に対する問題点を検討し、各保安対策のアクションプラン案を作
成する。

【対象組織】
航空保安関係政府機関。

【対象人材】
1.航空保安もしくは空港管理に責任のある
行政担当者。

2.航空保安分野における5年以上の職歴を
有する者。

3.大学卒または同程度の学力がある者。
4.英語が堪能（会話、記述）な者。
5.心身共に健康である者。
6.軍籍にない者。

航空保安セミナー
Seminar on Aviation Security

2001年同時多発テロ以降も、航空の安全を脅かすハイジャックや航空機を狙った爆発物を使用したテロ行為は現在も頻発しており、航空
への脅威は絶えない。これに対し国際民間航空機関（ICAO)をはじめ国際社会は各国の一致した対応を求めているが、知識や経験の不足か
ら十分に対応のとれない途上国は多く支援が必要とされてきた。
航空へのテロ活動は航空ネットワーク内の最も脆弱な部分を狙って行われる。また、現在の航空保安対策は、空港における対策のみなら

ず様々な要素が複雑に絡み合い総合的に成り立っている。
このような背景をふまえ、日本の実例を元に、国際機関の定めるルールの理解をはじめ、航空会社による保安対策、貨物の保安確保、保

安検査機器の導入例、保安検査員への教育、国家としての監督体制の確立と品質管理の実施、危機管理対応、国際的な動向等を紹介し、座
学で得た知識を国内空港視察で確認し、研修員がより応用力や実践力を身につけることを目的として、本研修を実施する。

名

2014～2016

2017/01/18 2017/02/23～

1684551

継続

社会基盤・平和構築部
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海図作成のための国際資格である国際認定B級を取得するために、以下の講義/実習を履修する
。

【講義】
1.海図作成に必要となる理論的基盤に関する講義（測地学、潮汐、海洋気象、水中音響学、統
計学、等）

2.海図作成の実務に関する講義（電子海図、原点測量、GPS測量、写真/衛星測量、水深測量、
投影法、海図作成基礎、潮流、等）

3.海図データの利活用に関する講義（GIS、海洋法、海洋政策、航海学、海事一般、海洋境界の
画定、等）

【実習】
1.海図作成に必要となるデータを収集するための港湾での船上実習
2.船上実習で収集されたデータを基に海図の元となる原図を作成するための製図実習
3.海図情報を活用するためのGIS利用実習

12受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA東京（経済環境）

海上保安庁海洋情報部、日本
水路協会

海図作製技術を習得することで水路測量国際認定B級が取得され、作成された海図情報の活用法
を理解する。

1.海図作製に必要となる基礎理論・各種測量技術・作図法を理解する
2.海図作製に必要となる現地でのデータ収集が出来るようになる
3.収集されたデータより海図を作成する元となる測量原図が作成できるようになる
4.GIS等のツールを使用した海図データの活用方法を理解する

【対象組織】
水路測量もしくは海図作製を担う政府機関
（海図作製機関、港湾局、海事局など）
海図作成時に現地にて測量の統括が出来る
測量技術者を養成するために本研修を実施
する。参加資格要件は以下のとおりである
。

【対象人材】
<学歴:技術/知識レベル>
大学卒叉は相当、大学学部相当の数学、物
理学の履修者

<職歴>
1.上記対象機関の職員
2.２年以上の実務経験

<現在の職務/職位>
水路測量関連の技術者

海図作成技術 -航行安全・防災のために-（国際認定資格Ｂ級）
Hydrography for Charting and Disaster Management (Internationally Accredited Category B)

沿海国及び国際河川等を有する国

海図は海上交通の安全を確保し海上貿易を成長させるために重要な社会基盤であるのみならず、津波や油流失等の大規模災害などに係る防
災や海洋の環境保全の施策立案にも不可欠である。しかし、開発途上国においては、人材不足が一因で海図整備が未だ不十分であり、海図
作成及び海洋情報の収集・活用能力の向上を目的として、本コースを実施する。本コースを履修することで、海図作成に関する国際資格で
ある水路測量国際認定B級が取得できる。

名

2014～2016

2016/06/27 2016/12/17～

1684552

継続

社会基盤・平和構築部
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本研修は実在する空港を例にとって、飛行経路について設計する演習がカリキュラムの中心と
なっている。また、講義、小演習についても研修員は実際に手を動かして課題を解くことによ
り、飛行経路設計に必要となるスキルを効率的に習得できるようになっている。

【事前プログラム】
1.カントリーレポートの作成
2.本分野に関する基礎知識に関する筆記試験（試験結果を受けて本邦プログラムの進度を調
整する）

【本邦プログラム】
1.飛行経路設計概論、新飛行方式（PBN)概論、品質保証（いずれも講義）
2.国際民間航空機関(ICAO)が作成したマニュアル(PANS-OPS)に基づく飛行経路設計 (講義、
小演習、演習)

3.飛行経路設計ソフトウェア操作 (演習)
4.地図・物件データ (講義)、測量実習
5.アクションプランの作成、発表

10受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA東京（経済環境）

国土交通省航空局、株式会社
NTTデータアイ

新航法に基づいた航空管制経路設計能力が習得される。

1.日本の飛行経路設計における品質保証への取組みが理解される
2.飛行経路設計の設計基準が理解される
3.飛行経路が設計できるようになる
4.飛行経路設計ソフトウエアの概要について理解する

【対象組織】
航空交通・管制業務を所掌する機関

【対象人材】
1.飛行方式設計者、航空管制官、飛行検証
操縦士など、航空航法設計従事者

2.PANS-OPS基礎トレーニング修了又は同等
の知識･経験を有していること

3.充分な英語力を有している者
4.健康状態が良好である者
5.軍籍を有しない者

高性能・高効率な飛行方式の設計
Air Traffic Services Route and PBN procedure Design

途上国において今後も増大することが予測されている航空需要に安全を阻害することなく対応するためには、空港から出発又は到着する航
空機に対して近年各国で導入されている新たな技術(航空機に搭載した飛行管理コンピュータとＧＰＳ等の衛星を組み合わせた航法)を使用
した柔軟な飛行経路を使用した新航空管制経路が不可欠である。この飛行方式の設計には、関連する基準や手法について精通する必要があ
り、それを目的に本研修を実施する。

名

2014～2016

調整中

1684553

継続

社会基盤・平和構築部

-140-



【講義】

日本の港湾保安政策、港湾保安に係る国際機関の動向（IMO等）、日本の港湾保安施設評価・
計画、港湾保安設備、連絡通信手法、海事保安対策、貨物保安対策（WCO、AEO等）、保安監査
技術。

【演習】

カントリーレポート作成/発表、保安評価/保安計画、テーブルトップエクササイズ、保安監
査。

【視察】

港湾施設視察。

18受入可能上限数：

英語

JICA横浜

調整中

【目標】
参加国において港湾保安の重要性が理解され、港湾保安施設に係る課題が共有される。
【成果】
1. 港湾保安に関する国際条約と港湾保安対策の必要性及び締約国政府が果たすべき役割を理解
し、説明できるようになる。

2. 港湾保安対策・監査の実施方法を理解し、実践できるようになる。

3. 港湾保安対策の評価手法について理解し、実践できるようになる。

4. 港湾保安対策に携わる職員育成を行えるようになる。

【対象組織】
港湾保安政策を担当する政府機関
【対象人材】
1. 大学卒業者あるいは同等の学力を有し
ていること。

2. 英語の読み書き、会話に堪能な者であ
ること。

3. 港湾保安政策に係わる政府職員である
こと。

港湾保安能力向上
Capacity Development for Port Facility Security

SOLAS条約加盟国

2001年の同時多発テロ以降、国際海上輸送に係る保安対策は国際的に重要な課題となっている。本研修では、港湾保安に関する国際動向や
我が国の最新技術、改正SOLAS条約等により各国が満たすべき基準及びPDCAサイクル等、港湾保安施策推進に必要な知見を紹介する。なお
、本研修は2015年度まではASEAN地域を対象として行ってきたが、2016年度以降は、その他の地域も対象とする。

名

2016～2018

2016/11/23 2016/12/15～

1684554

更新

社会基盤・平和構築部
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1. ・ITSの概念、全体像についての講義

・ITS関連技術（信号制御、ETC、VICS、AHS、道路施設管制システム、安全運転支援、道
路管理、他実例及び今後の展望）についての専門的な講義及び現場視察

2. ・日本のITS行政（関係政府機関間の役割と連携、産官学の役割と連携）に関する講義

3. ・研修で習得した中から、2-3つの技術・知識を抽出させ、自国への導入計画を作成

・上記計画作成のための指導（産学連携）

4. ・研修員が帰国後に、研修で学んだ技術/知識、導入計画の内容を、母国の関係者に共有

20受入可能上限数：

英語

JICA東京（経済環境）

国立大学法人 東京大学

【目標】
ITSの実務的な知識・技術が習得され、帰国後に知識・策定した導入計画が共有される。
【成果】
1. ITSの概念、関連する技術を理解する

2. ITS導入に必要となる行政の役割を理解する

3. 自国に適用可能な本邦ITS技術を特定し導入計画が提案される

4. 上記3.で作成された導入計画が自国の関係者に共有される

【対象組織】
行政組織
【対象人材】
ITS導入に関する実務に従事する行政官

道路及び交通分野の業務に5年以上従事し
ていること

理工系の大学卒もしくは同等以上の学歴

十分な英語力を有していること

ITS（高度道路交通システム）実務
Practical Technology on Intelligent Transport Systems (ITS)

途上国における急速な道路交通量の増加により、特に都市部において、道路交通の容量の拡充や安全性の向上が急務となっている。ITSの
導入により、リアルタイム情報を活用した道路資産の効率的な利用あるいは安全性の向上といったニーズが高まっている。本件はITSの実
務的な知識・技術習得し、導入計画の策定を目的に研修を実施するものである。

名

2016～2018

2016/07/03 2016/07/30～

1684545

新規

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】自国の橋梁維持管理の現状及び所属組織についてカントリーレポート作成
【本邦研修】以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1.日本の橋梁維持管理概論
2.鋼橋の維持管理
3.コンクリート橋の維持管理
4.橋面舗装の維持管理・床板防水システム
5.橋梁付属物の維持管理
6.橋梁点検・評価
7.橋梁補修・補強
8.橋梁マネジメントシステム
9.討論・研修レポート作成
【事後活動】
帰国後に所属部署において、再度アクションプランを検討し、橋梁の維持管理の改善のための
取り組みが実施される。

20受入可能上限数：

英語

JICA九州

国立大学法人 長崎大学/
株式会社国際開発センター

【目標】
橋梁の維持管理について、発展途上国の中央政府が実施する事業を対象とした改善行動計画が
所属部署において作成される。
【成果】
1.途上国の橋梁技術者が橋梁維持管理の要点（橋梁維持管理サイクルの概念）を説明し、橋梁
維持管理計画を策定できる。

2.途上国の橋梁技術者が各種橋梁（コンクリート橋、鋼橋）の点検・評価の要点を説明できる
。

3.途上国の橋梁技術者が各種橋梁の補修・補強の要点を説明できる。
4.アクションプランを作成し、所属組織へ説明・共有できるようになる。

【対象組織】
橋梁の維持管理を担う政府又は政府関係機
関
【対象人材】
現在、橋梁関係業務（設計、施工/施工監
理、維持管理、補修）に従事している技師
。大学（土木工学）卒業又は同等の学力を
有する者で、5年から15年の職務経験を有
する者（特に橋梁関連業務経験3年以上が
望ましい）

橋梁維持管理
Bridge Maintenance

点検手法、評価方法、維持管理計画、補修・補強技術などの橋梁維持管理技術を講義、視察のみならず実習や討論を通して学ぶ。

名

2015～2017

2017/03/05 2017/04/01～

1684555

継続

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】
自国の高速道路（有料道路）に関する現状、課題、計画についてのカントリーレポートの作成
。

【本邦研修】
1.カントリーレポートの発表、ディスカッション。
2.以下の内容について、講義、視察、実習及びディスカッションを行う。
(1)日本の道路行政（道路計画、有料道路制度、PPP（官民連携）制度等）
(2)本の高速道路（有料道路）計画（基本計画、実施体制、歴史）
(3)日本の高速道路（有料道路）の建設技術
(4)日本の高速道路（有料道路）の運営管理（料金収受、交通管理・管制、渋滞対策等）
(5)日本の高速道路（有料道路）の維持管理（維持管理、点検、危機管理・災害復旧等）
(6)日本の高速道路（有料道路）の関連事業（サービスエリア事業等）

3.自国の高速道路（有料道路）の課題解決及び（または）今後の有料道路整備へ向けたアクシ
ョンプラン案（有料道路計画、運営・維持管理素案、実現へ向けた組織体制案等を含む）の
作成、発表及びディスカッション

【事後活動】
所属先におけるアクションプラン案の発表及びディスカッション。

15受入可能上限数：

英語

JICA東京（経済環境）

東日本高速道路株式会社

高速道路（有料道路）の計画・建設・運営・維持管理に係る課題が明確になるとともに、本研
修を通じ習得した技術、知見を踏まえ、課題解決及び今後の活動計画が作成・提案され、研修
員の所属先等の高速道路（有料道路）整備担当部署にて共有・検討される。

1.自国高速道路（有料道路）整備・運営における計画、建設、運営・維持管理の現状及び課題
が明確になる。

2.日本の有料道路制度、計画から運営・維持管理まで含めた高速道路（有料道路）整備計画に
ついて理解し、自国への応用可能な知識・技術が検討される。

3.自国高速道路（有料道路）の現状及び課題を踏まえ、課題解決及び今後の有料道路整備へ向
けた活動計画案が作成される。

4.研修員が作成した活動計画案が所属組織で共有・検討され、必要な見直しとともに実現可能
な活動計画が理解される。

【対象組織】
中央省庁等における高速道路（有料道路）
の整備を主体的に行う道路部局または高速
道路（有料道路）の運営・管理を行う道路
会社（高速道路整備主体）

【対象人材】
<職位>
高速道路（有料道路）の計画、建設、運営
・維持管理の担当者
<経験>
幹線道路の計画または運営・維持管理の関
連部署で5年以上在籍した経験を有し、本
研修参加後に2年以上継続して高速道路（
有料道路）の計画又は運営・維持管理に携
われる者
<学歴>
大学の土木工学、機械工学、電気工学科卒
業者あるいはそれと同等の資格を持つ者

高速道路整備、運営、維持管理
Expressway Construction, Management, Operation/Maintenance

高速道路（有料道路）が整備されているまたは整備計画のある国

経済発展が著しい開発途上国では物流ネットワークの強化等のため、民間資金を活用した高速道路の整備が進められており、JICAもこれを
支援している。高速道路整備では、安全・安心・快適な道路計画、供用後の安定した運営及び効率的な維持管理までの総合的な計画が必要
であり、こうした技術、知識を求めるニーズに対し、これまで50年にわたり高速道路を整備・運営してきた我が国の経験を活かした研修を
実施する。

名

2014～2016

2016/10/10 2016/10/29～

1684557

継続

社会基盤・平和構築部
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(A)2016/08/01-2016/09/10
  (英語：関西)
(B)2016/09/12-2016/10/22
  (英語：関西)
(C)2017/01/16-2017/02/25
  (英語：関西)

JICAプロジェクト関係者が優
先される可能性がある。

【事前活動】出身国の都市内道路整備の現状と課題、所属組織及び参加者の所掌業務内容等に
かかるジョブレポートの提出
【本邦活動】
1.(1)都市計画道路（自動車専用道路、幹線街路、区画街路等）、都市内道路分類（主要幹線道

路、幹線道路、補助幹線道路等）
(2)都市内道路の役割（交通、ライフライン（電気・ガス・水道等）、人々の生活空間、防災

等）、道路整備の歴史
2.(1)渋滞対策（体系的な道路網の整備、ボトルネックの解消、交通需要マネジメント、ITS、

マルチモーダル）
(2)安全対策（交通事故/負傷者数の推移、交通安全対策事例、警察との連携、交通規制）
(3)環境対策（自動車排気ガス、振動、騒音等を低減する環境対策、緑化等）
(4)ライフサイクルコストの最小化、予防保全（既存道路ストックの点検・管理体制の充実、

計画・設計・施工の各段階における予防保全システムの導入）
3.施工計画、施工技術（急速施工技術、近接施工法等）
4.アクションプラン作成
【事後活動】
1.本邦研修内容・アクションプランの所属組織への共有
2.アクションプランの実施、進捗報告（プログレスレポート提出）

48受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

一般社団法人 近畿建設協会

【目標】
都市内道路整備の特有の課題に対する日本における取組みについて理解を深め、効果的・効率
的な都市内道路整備能力が向上される。
【成果】
1.都市内道路整備にかかる基礎的事項を理解し、所属組織へ説明・共有できる
2.都市内道路の抱える様々な課題とその対策について理解し、所属組織へ説明・共有できる
3.都市内道路特有の計画・施工上の様々な制約条件とその対処法について理解し、所属組織へ
説明・共有できる

4.アクションプランを作成し、所属組織へ説明・共有できる

【対象組織】
都市内道路の整備を担当する行政組織（中
央省庁、地方自治体（首都等））関連分野
での我が国の協力実績がある（もしくは予
定されている）組織を優先する。
【対象人材】
都市内道路の担当である技術系行政官
備考1:Civil Engineeringの大学レベルの
専門知識があれば望ましい
備考2:関連分野での職務経験が5年以上あ
ることが望ましい
備考3:日本のODA事業のカウンターパート
を優先する

都市内道路整備
Development of Urban Road Network

都市内道路の担当技官を対象とし、都市内道路の役割・機能、計画・施工上の様々な制約条件を認識し、渋滞対策、交通安全対策、環境対
策、施工計画、特殊施工技術、急速施工技術等の都市内道路整備に特有の課題に対する本邦における取組みを通じて、効果的・効率的な都
市内道路整備能力の向上を図る。

名

2015～2017

2016/08/01 2016/09/10～

1684558

継続

社会基盤・平和構築部
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1. 自国における環境的に持続可能な交通（EST）の現状と課題をレポートにまとめ、各自レポ
ート発表を行うことにより、研修員間での情報交換を行う。

2. 主な講義、視察
(1)ESTに関する日本の行政制度 ・ESTに関する国際的なイニシアティブと取り組み ・都市環境
   、交通、ESTの概念
(2)都市計画、土地利用計画、交通計画 ・グリーンエコノミーに基づく都市交通および都市計

画
(3)環境アセスメント ・EST普及のための財源 ・あいち新世紀自動車環境戦略
(4)ガイドウェイバスシステム ・交通需要マネージメント（TDM） ・非動力交通（NMT）
(5)次世代型路面電車システム（LRT） ・高度道路交通システム（ITS）
3. 2.をもとに、演習とディスカッションを通じて、環境的に持続可能な都市交通ならびに

都市開発の促進のための政策、プログラム・プロジェクトの導入・応用可能性を検討する
4. 自国の状況に即した環境的に持続可能な交通（EST）に係る優先課題への計画案を作成する
   。
5. 関連省庁及び関連機関で計画案を共有し、帰国後３カ月後に実施状況に係る報告書を提出

する。

14受入可能上限数：

英語

JICA中部

一般財団法人 日本国際協力
センター中部支所

【目標】
環境的に持続可能な都市交通ならびに都市開発の促進のための計画案が自国の関係者に共有・
検討される。
【成果】
1. 環境的に持続可能な交通（EST）に関する自国の現状及び課題を分析・把握できる。
2. 環境的に持続可能な交通（EST）に関する日本の行政制度、具体的な取り組み、手法を理解

する。
3. 環境的に持続可能な都市交通ならびに都市開発の促進のための政策やプログラム・プロジェ

クトの方向性を設定できる。
4. 自国の状況に即した環境的に持続可能な都市交通ならびに都市開発の促進のために計画案を

策定できる。

【対象組織】
中央省庁または地方行政機関にて、都市交
通あるいは都市開発を所管する部署
【対象人材】
1.都市交通（主に公共交通機関）あるいは
都市開発の計画・実施を担当している者
2.当該分野において5年以上の実務経験

環境的に持続可能な都市交通計画
Environmentally Sustainable Urban Transport Planning

中央省庁および地方自治体の中堅行政官に対し、グリーンエコノミー（環境保全と経済発展の両立を目指す経済活動）に基づく環境的に持
続可能な都市交通ならびに都市開発の計画と管理に関する能力強化を行う

名

2015～2017

2016/10/10 2016/11/19～

1684560

継続

社会基盤・平和構築部
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(1) 講義：日本の都市鉄道の特徴

(2) 講義：鉄道事業者の組織体制、人材育成、収支、需要予測、関連事業

(3) 講義：都市鉄道における運行管理、鉄道施設・車両の投資・維持管理

(4) 視察：総合司令所、駅施設、軌道・信号設備、車両工場、研修所等

(5) アクションプランの作成、発表

20受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA東京（経済環境）

調整中

【目標】
都市鉄道の運行に係る留意点を理解し、自国の現状と照らし合わせた上で、自国に相応しい都
市鉄道運営の改善に関する具体的な計画を提案できる。
【成果】
1. 安全で効率的な都市鉄道運行の重要性を説明できる。

2. 日本の都市鉄道会社の運営・組織体制を理解し、自国への適用が検討できる。

3. 日本の都市鉄道の維持管理手法について理解し、自国への適用が検討できる。

4. 自国に相応しい都市鉄道の運営体制の具体的な改善計画を提案する。

【対象組織】
都市鉄道会社、都市鉄道運営会社を設立し
ようとする機関
【対象人材】
・対象組織の計画部門に所属する職員

・5 年以上の鉄道業界での業務経験を有す
る者

・大学卒業または同等の学力を有すること

都市鉄道の運営
Urban Railways Management

都市鉄道（都市近郊鉄道、地下鉄等）を運行中または計画中の開発途上国

途上国では、経済発展に伴う都市の道路交通渋滞、環境負荷・エネルギー消費の増大が喫緊の課題となっており、環境・エネルギー負荷が
少なく大量輸送が可能な都市鉄道の建設が推進されている。一方で、安全かつ効率的な都市鉄道の運行に必要な運営体制の構築には様々な
課題があることから、本研修を通じて、我が国の都市鉄道に関する豊富な経験を学ぶことで、自国における都市鉄道運営の改善に関する具
体的な計画を提案することが期待される。

名

2016～2018

2016/11/06 2016/12/03～

1684561

更新
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日ASEAN行動計画
：http://www.asean.org/ase
an/external-relations/japa
n/item/the-asean-japan-pla
n-of-action

(1)「新たな日ASEAN交通分野における環境に関する行動計画」（質の高い交通等）に関する講
義、事例研究、グループ討論。
(2)日本の公共交通政策及び都市交通整備事業（TODの推進（マイカーから徒歩・自転車・公共
交通への転換、交通結節点整備）、交通環境対策、バリアフリー等）に関する講義、事例研究
、視察、グループ討論。
(3)グループ討論、講師との自由討論、スタディレポートの作成。

12受入可能上限数：

英語

JICA中国

調整中

【目標】
「新・日ASEAN交通分野における環境に関する行動計画」 の枠組みに基づき、「質の高い交通
」の普及に向けた都市交通分野における推進政策及びアクションプランが策定される。
【成果】
(1)自国の「質の高い交通」の施策推進のため、「新・日ASEAN交通分野における環境に関する
行動計画」及びその基本的理念・内容について説明が出来る。
(2)自国の「質の高い交通」整備への活用のための課題分析、解決策の検討が出来る。
(2)日本の都市公共交通システム整備に関する事例研究と、教訓について説明が出来る。
(3)「質の高い交通」促進に向けたアクションプランの作成が出来る。

【対象組織】
都市交通政策の策定・実施を担当する中央
政府、自治体
【対象人材】
(1) 都市公共交通政策や事業等の業務に従
事している行政官。 (2) 都市公共交通シ
ステムの実施責任者として企画及び立案を
行える職位の者。 (3) 上記分野における3
年以上の勤務経験を有していること。 (4)
AJ-APEITの目標に関与している、あるいは
見識がある行政官が望ましい。

都市公共交通システムの共通化によるASEAN地域の連結性強化
Development of Quality Urban Transport System to promote ASEAN regional connectivity

ASEAN加盟8カ国（ブルネイ、シンガポールを除く）

公共交通政策や都市交通整備プロジェクトに従事している政府関係者が対象。参加者は「新たな日ASEAN交通分野における環境に関する行
動計画」が目指す共通理念である「質の高い交通」を理解し、そのための効果的な公共交通システム整備施策等について研修を受ける。研
修の成果として各国のおかれた状況に応じた都市公共交通システム整備にかかる改善策をスタディレポートとして取りまとめる。

名

2016～2018

2016/10/01 2016/11/30～

1684823

新規

社会基盤・平和構築部
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1.来日前に自国のインフラ整備状況ならびにマネジメント上の課題を含むジョブレポートを
取りまとめ、研修開始後の発表会において発表する。

2.日本の社会基盤整備の特徴と現状を把握し、事業評価、情報技術の応用、建設リサイクル、
土木技術者の役割等、公共事業における事業マネジメントについて修得する。

3.日本における契約形態と特長、監督・検査体制、土木工事共通仕様書等、日本における建設
工事の契約制度及び品質管理について修得する。

4.社会資本整備事業における各段階で事業者が説明責任を果たすことにより市民の支持と賛同
を獲得する過程・必要性について修得する。

5.施工計画及び品質・工程・安全管理など建設現場において必要とされる管理技術について修
得する。

6.自国の現状と課題について、ジョブレポートと本件で修得した技術の比較分析により把握
し、自国への導入・応用計画をアクションプランとして作成し、発表・討論により理解を
深める。

15受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA横浜

一般社団法人 国際建設技術
協会

【案件目標】
社会基盤整備における事業管理に関する制度や施策の策定について幹部行政官の能力が向上す
る。

【成果】
1.社会基盤整備における事業マネジメントが整理される。
2.社会基盤整備における契約管理と事業評価が整理される。
3.社会基盤整備における事業の説明責任が整理される。
4.社会基盤整備における工事現場管理手法が整理される。
5.本件により修得した技術について、自国における制度・施策及び技術基準の確立など導入・
応用が検討され、アクションプランとして作成される。

【対象組織】
社会基盤整備事業を実施する公的機関

【対象人材】
<職位>
中央政府等公的機関における社会基盤整備
のための事業管理に関する制度や施策の企
画立案、施策・事業の実施に係る部署の幹
部行政官（幹部候補行政官も含む）

<職務経験>
社会基盤整備の施策・事業の実施に係る業
務で8年以上の経験を有すること

<その他>
大学の土木関係学科卒業以上の学歴を有す
ること

社会基盤整備における事業管理
Project Management in Infrastructure Development for Civil Engineers

社会基盤整備及び同分野の人材育成を推進している国

開発途上国における社会基盤整備は、援助資金に拠ることが多く、その事業管理は自国の制度・施策はもとより、ドナーの制度にも適合す
ることが求められ、複雑化する状況がある。本件においては、幹部行政官を対象に、日本における契約制度、監督・検査、事業評価、説明
責任などの事業管理手法を習得し、自国へ適用・応用するアクションプランとして作成することにより、効率的な事業管理制度・施策の策
定能力を向上することを目的とする。

名

2014～2016

2016/10/14 2016/12/12～

1684563

継続

社会基盤・平和構築部
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1.来日前に、自国の建設機械整備及び建設施工の現状ならびに課題を含むジョブレポートを
作成し、研修開始後の発表会において発表する。

2.社会資本整備と経済成長、建設プロジェクトの発展、地方負担、日本政府の調達システム
及び危険個所における機械施工（無人化施工）など

3.コンクリート構造物の地震荷重下の挙動等、その基本特性と設計手法の照査法、耐久性・
維持管理上の問題点並びにPC橋の製作方法、品質管理方法及び工程管理等

4.適切な基礎の施工を実施するための地盤調査手法及び基礎工の軟弱地盤改良工法と試験方法
5.トンネル施工の基礎知識と現場施工の問題点及びNATM工法の施工順序と力学的背景
6.環境保全の理念、我が国における環境保全政策、道路工事における環境影響評価及び道路に
おける環境保全対策

7.日本の高速道路整備、維持修繕用機械、舗装の維持修繕手法
8.施工計画・管理のための各種システム化技法及びスケジューリングモデル
9.建設機械の分類及び性能、油圧理論、整備技術、検査技術、修理設備並びに建設機械メンテ
ナンス及びマネジメント等

10.制御システム、油圧・電気回路等部品交換検査、トランスミッションの分離組立、エンジン
の構造・性能及び建設機械の構造、整備等について講義及び実習を行う。

11.研修の成果を踏まえ、帰国後の取り組みに係るアクションプランを取りまとめ、発表する。

14受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA横浜

一般社団法人 日本建設機械
施工協会

【案件目標】
開発途上国の中央政府が行う建設機械施工および建設機械整備に関する改善行動計画が研修員
の所属部署において作成される。
【成果】
1. 我が国の建設施工に関する政策の要点を説明できる。
2. コンクリート橋の品質管理・工程管理に関する要点を説明できる。
3. 地盤改良と基礎工に関する要点を説明できる。
4. トンネル工・施工法に関する要点を説明できる。
5. 建設工事における環境影響評価に関する要点を説明できる。
6. 道路の維持管理に関する要点を説明できる。
7. 建設施工監理に関する要点を説明できる。
8. 建設機械の概論及び油圧理論等に関する要点を説明できる。
9. 建設機械の整備に関する要点を説明できる。
10.自国の建設機械施工及び建設機械整備に関するアクションプランが作成できる。

【対象組織】
対象国政府の建設施工企画担当部局

【対象人材】
<職位>
指導監督的立場にある者

<職務経験>
建設機械整備及び建設施工に係る職務経験
が8年以上

<その他>
年齢が30歳以上、機械工学分野の学部卒又
はそれ相応の学位を有する者

建設機械整備及び建設施工技術
Repair and Maintenance of Construction Equipment and Mechanized Construction Techniques

本研修においては、理論学習に止まらず、実際に建設機械に触れて学習する機会を設けることで、現場ですぐに役立つ知識・経験を得るこ
とが可能である。また、我が国の建設機械に関する技術は世界最先端の技術水準を誇っていることから、技術発展の経緯を広く俯瞰的に学
習することが可能であり、技術動向に関する広範な知識と技術的な知見を効率よく習得することが出来る。加えて、技術開発の経緯を知る
ことは、今後の技術発展に向けた取り組みの参考事例となる。

名

2014～2016

2016/09/05 2016/12/02～

1684564

継続

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】
1.自国の海難救助、海上防災、海洋環境保全に関して、その組織体制や取り組みの現状につい
て整理分析し、課題・問題点を抽出する。
2.上記の内容をカントリーレポートにまとめる。
【本邦研修】
1.事前活動でまとめたカントリーレポートを発表及び討議する。
2.海上保安庁の組織体制について講義を行うとともに、海上保安庁の幹部養成機関（海上保安
大学校・呉市）の視察を行う。
3.海上における捜索救助に関する知識について講義を行う。実際の捜査救助法について、講義
、実習、関連施設の視察を行う。捜索救助オペレーションの実演訓練を行う。
4.海上における油・HNS流出事故に対応するための国際的枠組み、我が国の防除体制、取り組み
について講義を行う。実際の油・HNS防除手法に関して講義、実習、関連施設の視察及び訓練を
行う。
5.海洋環境保全に関する国際的枠組み、我が国の取り組みについて講義を行う。実際の海洋環
境保全に向けた取り組み、監視取締り手法、環境保護団体との連携等について講義、実習、関
連施設の視察を行う。
6.海難救助、海上防災、海洋環境保全に関わる課題・問題を整理分析し、本研修コースで学ん
だ知識・技能から、この課題・問題を解決するための手法を考察する。これらをアクションプ
ランとしてまとめ、発表する。
【事後活動】
1.本研修期間中に作成したアクションプランを研修員所属機関及び関係者に対し発表、情報共
有する。

20受入可能上限数：

海上保安庁

英語

JICA横浜

海上保安庁/（株）ＩＭＯＳ

【案件目標】
「海難救助、海上防災、海洋環境保全」を任務とする研修員所属機関において、研修員が本研
修を通じて作成したアクションプランをもとに、海難救助、海上防災、海洋環境保全体制の課
題・問題点を改善、解決するための取り組みを実施すること。

【成果】
1.自国の海難救助、海上防災、海洋環境保全に関して、その現状及び課題・問題点について説
明できる。

2.日本におけるカウンターパートとなる海上保安庁の組織体制について説明できる。
3.海上における捜索救助に関する国際的枠組み、我が国の組織体制、捜索救助のための知識及
び技術について説明できる。

4.海上防災に関する国際的枠組み、我が国の組織体制、海上防災のための知識及び技術につい
て説明することができる。

5.海洋環境保全に係る国際的枠組み、我が国の取り組みについて説明することができる。
6.自国の海難救助、海上防災、海洋環境保全に係る課題・問題を解決するための行動計画を策
定し発表することができる。

【対象組織】
海難救助、海上防災、海洋環境保全を任務
とする機関

【対象人材】
1. 海難救助、海上防災、海洋環境保全を

任務とする機関の実務者
2. 海難救助、海上防災、海洋環境保全分

野の職歴５年以上の者
3. 年齢５０歳未満で大学卒業程度の学力

を有する者
4. 英語による話す能力及び書く能力を十

分に有する者
5. 研修に耐えうる心身共に健康な者

海上保安実務者のための救難・環境防災コース
Search and Rescue, Disaster Prevention and Environment Protection Course for Maritime Safety Officials at the
Operational Level

海上保安機関またはそれに準ずる機関の存する国

本研修は、海上保安実務者として最も基本的な業務である船舶事故及び人身事故に対する救助活動、油流出事故に起因する海洋環境汚染対
策及び海洋環境保全に関する知識・技能の他、東日本大震災等の大規模な自然災害への対応の経験及び教訓等、また我が国における取組及
びノウハウについて、我が国の実働機関として高度かつ専門的な知識・技能を有する海上保安庁等から学ぶことができる。また、研修参加
国の課題・問題を認識、解決するための手法を学び、アクションプランとして取りまとめる。

名

2014～2016

2016/09/25 2016/11/19～

1684565

継続

社会基盤・平和構築部

-151-



http://www.mlit.go.jp/kowa
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【事前活動】
インセプションレポート作成
【本邦研修】
1. 基礎技術
(1)海洋・水工技術に関する講義・実験（実習）
(2)地盤・構造技術に関する講師・実験（実習）
(3)施行・制御技術に関する講義・実験（実習）
2. 開発・計画
(1)港湾政策の講義
(2)港湾計画、設計、基準の講義、演習、策定
(3)港湾の情報化の講義、事例視察
(4)臨海部の産業立地と一体となった港湾開発手法及び管理運営手法の講義・事例視察
3. 世界の港湾情勢
(1)グローバリゼーション、(2)港湾に関わる国際条約
4. 維持管理・環境・防災等
(1)港湾施設の維持管理・有効活用の講義、実習、事例視察
(2)環境保全、環境影響評価の講義、実習、事例視察
(3)港湾施設の災害への取組の講義、ハザードマップ作成
5. アクションプランの作成・発表
【事後活動】
ファイナルアクションプラン(最終化されたアクションプラン）とプログレスレポートの提出

20受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA横浜

調整中

【案件目標】
参加各研修員(各国）が抱えている諸問題に対し、自ら考えた対処方法が作成される。(作成し
たアクションプランについて多くの民間企業等と意見交換をすることにより、日本企業の進出
及び参画への環境整備を行う。)

【成果】
1.自国の港湾整備に関する課題について予備的に整理される。
2.港湾整備に必要な基礎技術的知識を習得し説明できる。
3.臨海部の産業立地と一体となった港湾の開発・計画手法を習得し、計画案が予備的に策定
される。

4.世界の港湾を取り巻く情勢について把握し、説明出来る。
5.日本企業の港湾建設技術における国際的優位性を理解する。
6.港湾に関する地球的規模の問題と持続可能な取組についてアクションプラン（案を含む）が
策定される。

7.帰国後、ファイナルアクションプラン（最終化されたアクションプラン）が作成される。

【対象組織】
港湾担当省庁の開発・計画部門及び港湾管
理機関

【対象人材】
  <職位>
港湾に関する地球的規模の問題解決（維持
管理・環境・防災等）と持続可能な取組み
の課題を職務内容とする若手職員

<職務経験>
港湾分野において、実務に3年以上携わっ
ている港湾技術者

<その他>
大学卒業者または同等の学力を有している
もの。英語能力が十分であること。

港湾開発・計画（港湾技術者のための）
Sustainable Port Development and Planning (for Port Engineer)

本研修では、「臨海部の産業と一体となった」港湾開発及び計画に係る諸問題に対して、世界にも比類のない港湾に関する総合的な研究所
の講師陣による土木工学の基礎から最先端の研究成果を紹介する。さらに、港湾計画のケースタディーを視察や演習を通し、各自が抱える
諸問題に対応したアクションプランを発表し議論する。

名

2016～2018

2016/06/05 2016/08/13～

1684566

更新

社会基盤・平和構築部
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本研修は、事前活動、本邦及び第三国における研修、帰国後の事後活動及びJICA調査団による
現地モニタリング活動によって構成される。(※)
【事前活動】
(1) 本研修内容に関する事前課題の提出
(2) インセプションレポート作成
【本邦研修】
(1) 港湾管理
(2) 港湾経営戦略
(3) 世界の港湾情勢
(4) 開発・戦略運営・計画
(5) 環境社会配慮
【第三国における研修】
(1) 第三国における港湾開発及び運営管理事例の視察
【事後活動】
(1) アクションプランの完成
【モニタリング活動】
(1) アクションプラン実施状況に関するモニタリング活動
※モニタリング対象国は、提出されたアクションプランを基に選出

20受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA横浜

調整中

【案件目標】
各国が抱えている諸問題に対して、対処方針を自ら考え作成することで、各国関係機関の港湾
の戦略的開発能力及び運営管理能力が向上する。

【成果】
1. 港湾の戦略的な開発・計画、及びそれらを行うにあたって必要となる実現可能性調査
 （F/S調査）についての知識を習得し整理できる。
2. 港湾の戦略的な港湾経営、運営管理に関する知識を習得し整理できる。
3. 世界の海上輸送及び港湾開発の動向について知識を習得し整理できる。
4. 国内外における港湾開発と臨海部産業立地との連携に対する日本政府機関及び民間企業の

活動事例について理解する。
5. 自国の港湾開発に関する課題について整理され、アクションプランが作成され、その実現に

向けての取組みが行われる。

【対象組織】
港湾担当省庁企画・計画部門および港湾管
理機関

【対象人材】
<職位>
港湾管理行政に携わる者、管理職または管
理職に就くことが確定している者。

<職務経験>
港湾分野において、8年以上業務経験を有
する者。

<その他>学卒業者または同等の学力を有し
ているもの。英語能力が十分であること。

港湾戦略運営
Strategic Port Administration and Management (for port manager)

本研修は、港湾開発及び運営管理に関する知識を習得し、各国が抱えている諸問題の解決策を検討することを目的とする。研修員は、概論
とケーススタディ（港湾関係施設への視察、討論等）を通して、複雑化・多様化している港湾事情に対応したアクションプラン作成を図る
。

名

2016～2018

2017/01/15 2017/02/25～

1684567

更新

社会基盤・平和構築部
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1. 自国あるいはアジア地域における物流システムの現状・課題をインセプションレポートの形
で整理し、他の研修員との共有・意見交換を通じ、今後の解決策のヒントを探る。

2. 日本における幅広い物流システム（陸・海・空・情報分野含む）について、講義・現場視察
を通じ、理解を深め、自国あるいはアジア地域における適用可能性について検討する。

3. 自国あるいはアジア地域における物流システム改善に向けたアクションプランを作成し、他
の研修員との共有・意見交換等を通じ、実現可能性を高める。

11受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA沖縄

株式会社 地域開発研究所

【目標】
研修員が自国もしくはアジア地域における物流システムにおける課題を抽出し、その改善に向
けた解決策（アクションプラン）を整理する。
【成果】
1. 自国あるいはアジア地域における物流システムの課題を抽出、整理する。
2. 日本における物流システムに係る政策、発展の歴史、現状を、講義・現場視察を通じ、理解

する。
3. 自国あるいはアジア地域における物流システム改善に向けたアクションプランを作成する。

【対象組織】
物流システムに関わる省庁（陸・海・空
・IT等含む）
【対象人材】
【資格要件／職位】 政府あるいは公的機
関で物流に携わる事務官で、アクションプ
ランを実行できる権限を有する者（課長補
佐と同等以上）
【資格要件／職務経験】物流分野で３年以
上の経験経験（うち、道路建設や交通調査
等に従事する者を除く）
【資格要件／その他】 十分な英語能力を
有する45歳以下の者

アジア地域における物流システムの発展
Development of Logistic Systems in Asian Region

アジア諸国

物流システムは、健全な経済・社会発展の起動力になりうると同時に成長の潜在的阻害要因にもなりうる。本研修では、近年急速な経済発
展を遂げているアジア地域において、効率性・安全性・安心性の優れた近代的物流システム及び円滑なクロスボーダー交通を確立するべく
、研修員が今後取り組むべき課題について、わが国および参加各国の取り組み、事例等にかかる講義や現場視察を通じて整理し、実践的な
議論を行う。

名

2015～2017

2016/06/22 2016/07/23～

1684568

継続

社会基盤・平和構築部
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8.情報通信技術

8



神戸情報大学院大学公式ホー
ムページ
http://www.kic.ac.jp/

【事前活動】
出身国のICT環境及び活用の現状、所属組織及び参加者自身の業務内容、ICTを用いて解決した
い開発課題とその解決策案（※イメージで可）を記載したジョブレポートを提出する。
【本邦活動】
1.（単元目標1.関連）(1)日本の行政組織（国、地方自治体等）におけるICT関連の取組みの最

新動向
                    (2)民間企業等におけるICT活用事例の視察
2.（単元目標2.関連）(1)基礎技術研修（OSS概論、ネットワーク、e-bis、テレセンター、法律

関連、ICTソリューション等）
                    (2)Linux等のオープンソース活用による持続的なICT活用法に関する講義

3. (単元目標3.関連）(1)経営コンサルティング等でも用いられる、実践的な問題分析及び解決
策模索の手法についての講義

  (2)上記手法のワークショップ
4. (単元目標4.関連）(1)アクションプランの作成
【事後活動】
1. 本邦研修内容及びアクションプランを所属組織へ共有する。
2. アクションプランを必要に応じて修正し、実施する。また、その進捗について半年後にプ

ログレスレポートとして提出する。

20受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

神戸情報大学院大学

【目標】
「1.日本のICT関連の取組みの最新動向」「2.ICTにかかる基礎的リテラシー」「3.実践的な問
題分析及び解決策模索手法」の3要素について学び、参加者の国における様々な分野の開発課題
に対して、ICTを活用して解決するプロジェクトを形成する能力が養われる。
【成果】
1. 日本のICT関連の取組みの最新動向を学び、帰国後所属組織に説明・共有できる
2. ICTにかかる基礎知識を習得し、アクションプランの設計に活用できる
3. 実践的な問題分析、解決策模索手法を学び、帰国後所属組織で説明・共有できる
4. アクションプランを作成し、所属組織で説明・共有できる

※本コースの最大の特徴は、実際の経営コンサルティングの場面でも用いられる実践的な問題
分析・課題解決手法を身に付けることである。また、付随してICTの基礎的リタラシーや日本の
官民でのICT関連の取組みを学ぶことで、参加者の国・所属組織における様々な開発課題に対す
る、ICTを用いた解決策の立案を目指す。また、取り扱う開発課題については研修員のニーズに
可能な範囲で応えるとともに、個別の分野課題について掘り下げた専門的な講義等は行わない
予定。

【対象組織】
中央省庁、地方自治体、商工会議所、NGO
等
【対象人材】
１．中央省庁、地方自治体

ICT推進担当省庁の職員、もしくは各
セクター担当省庁のICTプロジェクト
担当官（例：e-governmentプロジェク
ト担当者、e-educationプロジェクト
担当者, e-healthプロジェクト担当者
、e-agriculureプロジェクト担当者

等）

２．その他、商工会議所、NGO等の職員も
内容に応じて可とする。

ICT案件形成能力向上
Capacity Building for ICT Project Planning (ex. e-government, e-education, e-health, e-agriculture, etc.)

本コースにおいては、ICT技術者のみならず、様々な立場で各分野（医療、農業、産業振興、防災、教育等）に携わる関係者が、自己の持
つ課題をICTをツールとして活用することによってそれぞれの開発課題を解決していく能力を身に付けることを目指し、ICTの技術動向に関
する講義やワークショップの実施及び、ICTを用いた課題解決ソリューション立案手法の実践を通して帰国後の案件形成を念頭に課題解決
型ICT案件形成指導を行う。

名

2015～2017

2016/06/19 2016/07/23～

1684572

継続

社会基盤・平和構築部
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(A)2016/08/31-2017/01/30
  (英語：沖縄)
(B)2016/10/05-2017/03/08
  (英語：沖縄)
(C)2017/02/01-2017/06/01
  (英語：沖縄)
(D)2017/03/15-2017/07/20
  (英語：沖縄)

研修の主な内容は以下の通り。学んだ知識の実践に重点を置いた研修構成となっている。

【事前活動】
出身国のICT整備の現状、所属組織のミッション、業務内容、課題と改善案を記載した報告書を
提出する。

【本邦活動】
単元目標の達成の為に、研修員は以下の活動を行う。
1.事例研究
公的機関、企業、データセンター等を視察し、本邦におけるICT利活用の実例を研究する。

2.講義
先進技術、ヒューマンスキル、業務要件分析、BCP、ICTソリューションの設計・開発など。

3.演習
業務改善を目指したICT利活用プロジェクトの全行程を実体験する実例を使う。

4.アクションプラン
行政サービス向上における組織課題の解決方法を策定する。

48受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

調整中

上流工程を行えるICT人材が中央政府および地方自治体に育成され、行政サービスが安定的・効
果的に提供される。

<単元目標1> 所属組織の業務プロセスに係る現状を分析し、問題点を把握することが出来る
<単元目標2> ICTソリューションの設計・開発に有効な方法を検討し、説明することが出来る
<単元目標3> 適切なICTソリューションの提案、構築や運用改善(設計・開発・管理)ができる
<単元目標4> 所属組織の業務上の課題に対する解決策をまとめたプロジェクトの企画ができる

【対象組織】
中央政府各省庁または地方自治体等の公的
機関。

【対象人材】
ICTオフィサーもしくは情報エンジニアを
バックグラウンドとする政府・行政機関の
職員。

行政サービス改善のためのICT利活用
ICT for the Improvement of Government Capacity and Services

行政サービスの向上は、社会経済発展のための前提要件であり、ICTの利活用は、業務改善を促す効果的な解決策である。本研修は、組織
の業務改善効率化を実現するための実践的ICTスキルの習得を目的とする。なお、特に途上国のニーズが高い、情報システムの構築、その
運用管理、情報戦略、セキュリティの4つのエリアに重点を置く。

名

2014～2016

2016/08/31 2017/01/30～

1684573

継続

社会基盤・平和構築部
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【本邦研修】以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。

1. 発表及び意見交換
カントリーレポート発表による各国が抱えるICTインフラに関わる課題の共有と分析、意見
交換

2. 講義および視察
   (1) ICT国際標準の重要性
   (2) 総務省におけるICT標準化政策
 (3) 通信事業者（世界最大規模のNTTも含む）・機器ベンダ等のICT標準化、研究開発、活用

事例、インフラ整備事例
   (4) ICT国内標準化団体におけるITU等への標準化の取組
   (5) モバイル、光インフラ、IoT、スマートシティ等の標準化とその活用事例

3．発表および意見交換
インディビジュアルレポートの作成と共有

12受入可能上限数：

総務省（通信）

英語

JICA東京（経済環境）

調整中

【目標】
ICT国際標準化の重要性、国際標準を活用したICT政策の取り組みについて理解し、参加国にお
ける課題解決に向けて、国際標準を活用したICTインフラ整備、調達提案、社会問題解決などの
ための最適なICT政策を検討する。
【成果】
（１）ICT国際標準化を考慮した自国ICTインフラ課題の抽出をする。

（２）ICT標準の重要性、ICT国際標準化技術、最新のICT国際標準技術の方向性、我が国の産学
官のICT標準化の取り組みについて理解を深める。

（３）日本国内におけるICT国際標準を活用したICTインフラ整備に関わる事例を通し、各国の
課題解決に向けた国際標準を活用したICT政策を検討し、共有する。

【対象組織】
電気通信行政の主管官庁及び地方自治体の
担当部局、もしくは電気通信標準化を担当
している公的通信事業体の部局
【対象人材】
1) ICT主管庁部局の課長（Director）もし
くはそれに準じる者

 2) 情報通信分野の政策に5年以上従事し
た者。

通信技術振興、インフラの普及促進、標準
化政策などに関与した者が望ましい。

国際標準を活用したICT政策の推進能力向上～途上国の状況に応じたICTインフラ整備による課題解決～
Improving ICT policy promotion skills utilizing standards –overcome challenges by deployment of ICT
infrastructure corresponding to the situation-

ASEAN諸国、インド、中南米、トルコ、アフリカ東部等

ICT標準化・ICT政策の推進に携わるDirector級の担当者若しくはそれに準じる者を対象に、我が国が国際標準化した技術、今後国際標準化
が見込まれる技術、及び、それら技術に関する政策の推進事例を教授することにより、標準化技術や国際標準化動向に関する知識を活用し
、自国の課題解決のために最適なICTインフラの整備をはじめとしたICT政策の立案・推進能力の向上を図る。

名

2016～2018

2017/01/18 2017/02/04～

1684578

更新

社会基盤・平和構築部
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本件は2009年より毎年実施の
「日ASEAN情報セリュリティ
政策会議」と連携し、NISCが
2010年から2012年に実施した
「日ASEAN政府情報セキュリ
ティトレーニング」を取込ん
で実施するものである。

【事前活動】
自国の情報セリュリティの現状及び所属組織についてカントリーレポートの作成

【本邦研修】
以下の内容の講義、プレゼンテーション、視察、を行う。
1.日本の情報セキュリティ関連機関と、その役割
2.重要インフラ防御におけるJPCERT/CCの役割
3.CEPTER(Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis and
  Response)の役割
4.標準認証機関と認定機関設立に係る日本の取組み紹介
5.重要インフラセキュリティに係る日本の政策と関連法
6.制御システム分野での標準化動向
7.公的/民間機関が行う人材育成と啓発活動への取組み
8.研修で学んだ事から、自国と日本及び他の参加国との比較を行い、自国政府に対する提言を
まとめ発表する。

【事後活動】
所属先におけるレポートの共有、及び帰国後の活動報告

12受入可能上限数：

総務省（通信）

英語

JICA東京（経済環境）

株式会社 富士通ラーニング
メディア

各国の重要インフラに対する情報セキュリティ対策の改善につなげるため、情報セキュリティ
分野の標準化動向や、日本や他のASEAN諸国の取り組み状況を理解する。

1.情報セキュリティマネジメントの規格や標準(ISO/IEC27000, ISMS)を正しく説明できる。
2.日本の重要インフラに対する情報セキュリティに係る政策の概略を理解する。
3.政府機関における情報セキュリティマネジメントのあり方を正しく説明できる。
4.自国での情報セキュリティ政策強化に必要なアクションプランを提案する。

【対象組織】
政府機関（省庁)、政府CSIRT(Computer
Security Incident Response Team)、国家
CERT(Computer Emergency Response Team)

【対象人材】
1.各国の情報セキュリティ担当者（セキュ
リティポリシー作成、リスク分析、重要イ
ンフラシステムのセキュリティ政策等)
2.課長、課長補佐、もしくはそれに近い役
職

情報セキュリティ政策能力向上
Capacity Building for Elaborating Information Security Policy

ASEAN諸国（シンガポール、ブルネイを除く）

ASEAN諸国の情報セキュリティ政策担当者を対象に、政府機関における情報セキュリティマネジメントについて我が国の取り組みを紹介す
るとともに、情報セキュリティ分野の標準化動向や、日本や他のASEAN諸国の取り組み状況の理解を深め、自国の重要インフラに対するセ
キュリティ対策の改善を図ることを目的とする。

名

2014～2016

2017/01/29 2017/02/11～

1684579

継続

社会基盤・平和構築部
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（１）最近の標準型攻撃事例の紹介

（２）標準型攻撃への対策

（３）インシデントハンドリングの心得

（４）実習（監視・分析業務、インシデントハンドリング、報告書作成）

24受入可能上限数：

英語

JICA東京（経済環境）

調整中

【目標】
インシデントハンドリングの演習を通じて、有効なインシデントハンドリングに必要な組織、
機能、人材について理解する。
【成果】
（１）最近の標的型攻撃事例を理解する。

（２）標的型攻撃への対策を理解する。

（３）インシデントハンドリングの一連の手順を理解する。

【対象組織】
各国のナショナルCERT、情報セキュリティ
を所管する官庁又は部局、政府のサイバー
セキュリティ対策を受託している民間企業
【対象人材】
インシデントハンドリングを行うことが想
定されている者（管理者と技術者のセット
で申し込むこと）

サイバー攻撃防御演習
Defense Practice against Cyber Attacks

ASEAN加盟国

増加するサイバー攻撃に対応するため、ASEAN諸国政府のLAN管理者のインシデントレスポンス(被害の早期発見・検知ならびに対処)能力の
向上を目的としており、日常の運用を考慮しながら、事業継続を脅かす攻撃に対応できる「総合力の高い情報システム管理者」の養成を目
指すもの。

名

2016～2018

2017/01/15 2017/01/28～

1684860

新規

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】
自国の地上デジタル放送の現状及び所属組織についてインセプションレポートの作成

【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、視察、検討を行う。
1.デジタル技術理論（サンプリング、量子化、情報源符号化、伝送、変調）、デジタル放送
MPEG多重、デジタル放送サービスの概要、デジタル送信機、地上デジタルテレビ放送、地上
デジタルラジオ放送、デジタル放送の動向

2.送出システム（デジタル・アナログ並行運用）、デジタル放送実施の課題（日本のケースス
タディ、置局、チャンネルプラン）、災害報道への応用、教育番組におけるデジタル放送サ
ービス

3.研修成果の発表

【事後活動】
所属先における研修成果の共有及び帰国後の活動報告

13受入可能上限数：

英語

JICA東京（経済環境）

一般財団法人 NHK放送研修
センター

参加国の放送局においてデジタル放送のメリットが理解され、放送のデジタル化やデジタル放
送の運用方法が体系的、合理的に整備される。

1.デジタル放送技術の概要が説明できる。
2.日本で実施されるデジタル放送のメリットを活かした放送システムの現状を説明でき、自国
の放送のデジタル化の参考とする。

3.帰国後、研修員の所属局内でデジタル放送の計画、運用手法について共有される。

【対象組織】
途上国の放送局及び政府関連組織

【対象人材】
1.放送局または政府関連組織に所属する
技術者であり、リーダー相応のポジショ
ンにある者

2.放送局の送信技術者としての実務経験を
有する者。デジタル化の計画・策定に携
わる者

3.大学卒業または電気電子技術分野におい
て同等の知識及び経験を有する者であり
、デジタル工学理論に係る基礎的な知識
を有する者

地上デジタルTV放送技術
Digital Terrestrial TV Broadcast (DTTB) Engineering

地上デジタルTV放送日本方式（ISDB-T）採用国又は採用検討国

本邦研修はデジタル放送の技術や理論を学ぶだけでなく、日本においてアナログ放送からデジタル放送に移行する上で取り組んだ課題や成
功例を伝えることで、途上国においてデジタル化が進められる際の指針となることを目的としている。

名

2014～2016

2016/06/19 2016/07/30～

1684581

継続

社会基盤・平和構築部
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ＩＴＵ（国際電気通信連合）
は、２０１５年までのデジタ
ル放送移行を勧告しており、
全世界的に放送のデジタル化
が進められている。

【事前活動】
自国のデジタルコンテンツ制作の現状及び所属組織についてカントリーレポートの作成。

【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1.地上デジタル放送日本方式（ISDB-T）の特徴および海外展開
2.放送番組コンテンツに関する権利および保護
3.番組制作技術、デジタル放送技術（ワンセグ、通信との融合）およびその技術を活かした番
組制作・企画手法

4.放送局・スタジオ及び放送関連メーカー等視察
5.番組企画案の作成・発表

【事後活動】
番組企画案の組織内共有、及び帰国後の活動報告

12受入可能上限数：

総務省（通信）

英語

JICA東京（経済環境）

調整中

【目標】
デジタル放送技術を用いたテレビ番組企画能力が向上する。

【成果】
1. データ放送等地上デジタルテレビ放送の基礎知識並びに活用方法を習得し、コンテンツに

関する権利やコンテンツ保護に関する理解を深める。
2. 講義及び視察を通して、デジタル放送技術の特徴を活かした番組制作手法を理解する。
3. 各国におけるデジタル技術を活かした番組制作の課題を整理し、デジタル放送技術を活かし

た番組企画案を作成する。

【対象組織】
途上国の放送局および政府関連組織

【対象人材】
1.公共・国営放送局もしくは放送を主管し
ている政府機関等において番組の構成、編
集に携わる者（例：プロデューサー、ディ
レクター、ジャーナリスト等）

2.企画、構成、脚本などのテレビ番組制作
経験または番組制作の基本的な知識を有し
ており、研修後も当該分野での職務遂行が
期待される者。

地上デジタルテレビ放送の番組制作
TV Program Production for Digital Terrestrial Broadcasting

地上デジタルTV放送日本方式（ISDB-T）採用国およびワンセグ採用国

本研修は地上デジタル放送日本方式（ISDB-T）採用国及び採用検討国あるいはコンテンツの支援を必要としている国の番組制作に携わるプ
ロデューサー及びディレクター等を対象とし、データ放送等のデジタル放送技術を活用した番組企画能力を向上させることを目的とする。
カリキュラムはデジタル理論だけでなく、実例を用いた番組企画の実習まで体系的に構成されている。

名

2016～2018

2016/08/21 2016/09/10～

1684582

更新

社会基盤・平和構築部
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9.資源・エネルギー

9



(A)2016/05/29-2016/06/25
  (英語：東京)
(B)2016/06/26-2016/07/23
  (英語：東京)

1.カントリーレポート発表

2.世界のエネルギー事情見通し、日本のエネルギー政策（電力・石油・石炭・ガス・省エネル
ギー・再生可能エネルギー）、日本のライフスタイルとエネルギー需給の推移、日本の省エネ
ルギー、発電所等の視察、等

3.エネルギー統計、データベース構築、エネルギーバランス表、エネルギー需要予測手法

4.ポリシープラン作成・発表

5.ファイナルレポート（帰国後の事後レポート）作成・提出

30受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

一般財団法人 日本エネルギ
ー経済研究所

【目標】
各国の特徴・課題をふまえたエネルギー政策の立案に資する行動計画が作成され、組織的に共
有･検討される。
【成果】
1.各国のエネルギー事情および問題点を参加者が共有し、優先課題が検討される。

2.日本および世界のエネルギー事情・エネルギー政策の変遷と現状について理解し、比較する
ことを通じて各国のエネルギー政策に係る課題が整理される。

3.エネルギー需給予測やエネルギーバランス、ベストミックスの概念や手法を理解し、各国へ
の適用可能性が検討される。

4.各国の課題解決に資する具体的な対応案が作成される。

5.ポリシープランの内容が所属組織において共有・検討され、ファイナルレポートとして提出
される。

【対象組織】
エネルギー政策の計画・立案を担う中央省
庁
【対象人材】
<職位> エネルギー政策を担う中央省庁に
おいて意 思決定権限を有する者

<職務経験> エネルギー政策に関与する部
署にて3年以 上の経験がある者

エネルギー政策
Enegy Policy

世界のエネルギー事情や日本のエネルギー政策の変遷と現状についての理解を深め、需給予測やエネルギーバランスに基づく政策立案を支
援する。

名

2016～2018

2016/05/29 2016/06/25～

1684584

更新

産業開発・公共政策部
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(A)2016/08/21-2016/09/10
  (英語：九州)
(B)2017/01/29-2017/02/18
  (英語：九州)

1. ジョブレポート発表
2. 講義・視察：超々臨界圧発電技術、コンバインドサイクルガス発電技術、IGCC（石炭ガス化

複合発電）技術の紹介
3. 講義・視察：関連技術（高効率ガスタービン、ボイラー他）の紹介
4. 高効率発電施設の整備、運用、維持管理に係る計画、技術の紹介
5. 参加国の火力電力事情と高効率化に向けての課題に関する討議
6. アクションプラン作成討議、発表

20受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)

【目標】
超々臨界圧火力発電技術やガスコンバインドサイクル、IGCC（石炭ガス化複合発電）等の高効
率発電技術および環境対策を理解し、自国での技術・設備導入が検討される。
【成果】
1. 超々臨界圧火力発電やガスコンバインドサイクル、IGCC（石炭ガス化複合発電）技術の効
   、低炭素化への意義を理解する。
2. 高効率火力発電に係る主要機器及び環境対策設備（発電機、除塵機、脱硝、脱硫機等）とそ

の意義を理解する。
3. 高効率火力発電所の運用・維持管理に必要な技術やコストを理解する。
4. 高効率発電技術・設備の導入のためのアクションプランを作成する。

【対象組織】
電力・エネルギー政策の計画・立案を担う
中央省庁、電源開発を推進する電力公社等

【対象人材】
<職位>
電力開発計画や電源開発事業の意思決定に
深く関与する中堅幹部

<その他>
大卒もしくはそれと同等の学歴を有し、英
会話・英語読解力に堪能な者

高効率クリーン火力発電の推進
High Efficient & Clean Thermal Power -for Executives-

石炭・ガス火力発電の高効率化、低炭素化、環境対策の推進を検討している国

超々臨界圧火力発電やガスコンバインドサイクル発電およびIGCC（石炭ガス化複合発電）等の高効率火力発電の導入推進のメリットや環境
対策の重要性を理解するとともに、日本における先端的な発電技術を紹介し、自国への技術・設備導入に向けた検討を行うために必要な情
報・知見を提供する。

名

2015～2017

2016/08/21 2016/09/10～

1684586

継続

産業開発・公共政策部
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(A)2016/05/09-2016/06/29
  (英語：中国)
(B)2016/08/24-2016/10/21
  (英語：中国)

（１）（事前）自国の電気事業の概要と問題点について、報告書作成（本邦）自国の電気事業
の概要と問題点について発表・討議、運転・保守上の課題、考えられる要因、実施した対策、
研修を通じて学びたい事項を整理する。（２）（本邦）火力発電所の環境保全、運転・運用、
保守技術およびタービン（蒸気、ガス）の製造技術に関する講義、実習、来日前に設定した課
題に対し、日本で学んだことを整理し、対策を検討する。（３）（本邦）アクションプランの
作成と発表、討議、本邦研修終了後に、研修員が火力発電所の運用管理、メンテナンスに関す
る知識・技術の組織的な普及のための計画を取りまとめる。

16受入可能上限数：

経済産業省

英語

JICA中国

一般社団法人 海外電力調査
会、PET

【目標】
各火力発電所の運用管理、又はメンテナンス部門で指導的立場にある技術者が中心となって、
火力発電所の効率的な運用管理技術、メンテナンス技術の向上のための普及体制の土台が構築
される。また、技術研修で学んだ内容や自国での反映・普及計画案を作成・発表できる。
【成果】
１．事前活動 ２．単元終了時において、日本の電力事情と自国の電力事情の相違点を説明で
きる。 ３．日本で学んだ事を整理し、現状の課題に関する対策を検討できる。４．本邦研修
終了時に研修員が、火力発電所の運用管理、メンテナンスに関する知識・技術の組織的な普及
・活用のための計画を取りまとめている。５．事後活動

【対象組織】
火力発電（蒸気タービン）設備を有する電
力関係機関
【対象人材】
（１）運用管理・メンテナンス（主として
機械管理を中 心に）部門で管理、監督的
立場にある者で業務経験を３年以上有する
者（２）大卒以上で、英語の会話及び読み
書きに堪能であること。

ガスタービン・石炭火力発電のメンテナンス技術向上
Improvement of Maintenance Skills for Gas Turbine and Coal Fired Steam Turbine Power Engineering

火力発電エンジニアが、自国において効率的な運用管理技術、メンテナンス技術向上のための知識を習得し、普及のための方策を検討する
ことを目的とする。

名

2016～2018

2016/05/09 2016/06/29～

1684588

更新

産業開発・公共政策部
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(A)2016/05/14-2016/06/13
  (英語：沖縄)
(B)2016/05/15-2016/06/04
  (英語：関西)

【事前活動】
業務内容、自国の電力事情を記載したカントリーレポートおよび問題分析表を作成する。

【本邦活動】
下記各単元目標において、以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1.日本・沖縄/関西の電力事業・送配電設備の概要
2.日本・沖縄/関西の配電設備の計画・設計
3.日本・沖縄/関西の配電設備の運用・保守
4.日本に技術的比較優位がある製品、技術の紹介
5.アクションプラン作成とプレゼンテーション

【事後活動】
帰国後3ヶ月を目処に、アクションプランの実施状況を記した最終報告書を提出する。

【ホームページ】

■海外電力調査会
http://www.jepic.or.jp/en/index.html
■沖縄電力
http://www.okiden.co.jp/english/index.html
■関西電力
http://www.kepco.co.jp/

32受入可能上限数：

経済産業省

英語

JICA沖縄/JICA関西（業務一
）

一般社団法人 海外電力調査
会、沖縄電力株式会社、関西
電力株式会社

本邦にて習得した包括的な知見をもとに、配電網設備形成に係る自国が抱える課題の解決に向
けた計画が策定され、研修員所属機関内で共有される。

1.自国の配電網にかかる問題やその原因を見出し、説明できる。
2.日本の配電網損失の実態、ロス低減のための対策を理解し、自国との相違点を説明できる.
3.日本の配電網の信頼度レベルの実態、信頼度向上のための対策を理解し、自国との相違点を
説明できる。

4.効率的かつ安定した電力供給を行うために、優先順位付けされた解決策を策定し、アクショ
ンプランとして説明する。

【対象組織】
政府もしくは政府から広範囲を委任されて
いる電力機関もしくは会社

【対象人材】
<職務および経験>
配電分野の電気技術者であり、当該分野経
験年数が5年以上ある者
<職位>
管理あるいは同僚への指導的立場の職にあ
る者、もしくは近い将来その職務に就くこ
とが期待される者
<その他>
1. 技術系の高等教育機関卒業もしくは同

等の知識を有する者
2. 一定の英語力（TOEFL iBT79相当）

<望ましい条件＞
30歳以上50歳未満の者

配電網整備
Power Distribution Grid

日本の配電網は世界でも有数の安定性・効率性を有している。研修員は、離島で台風も多い沖縄の電力会社の技術者（途上国技術者への研
修経験有）からの講義や設備・工事現場の視察を通し、実践的な運用・保守方法も学ぶ。また、各国の中核人材が集まることで、各国研修
員間及び日本人専門家とのネットワーク形成や帰国後の各国での研修成果の普及・実践も期待される。

名

2014～2016

2016/05/14 2016/06/13～

1684590

継続

産業開発・公共政策部
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フライト、ホテル等は相応な
アップグレードを検討する。

１．日本の電気事業及び電力系統
(1)日本における電力系統運用の外観（系統システムの改革を含む）
(2)日本の品質管理について

２．電力システム計画に関する知識と技術
(1)電力系統計画（日本の電力会社における電力系統の拡張変遷）
(2)技術部門と電力系統運用部門の機能、電力会社と請負業者との役割分担

３．電力システム運用に関する知識と技術
(1)系統信頼度維持対策（需給制御、電圧制御、事故波及防止、広域運用）
(2)電力系統の運用保守における電力系統部と協力会社との役割分担
(3)再エネ連系の現状と課題

４．電力設備保守に関する知識と技術
(1)系統信頼度維持対策（需給制御、電圧制御、事故波及防止、広域運用）
(2)品質管理機器
(3)送電線設備の品質管理
(4)変電所
(5)中央給電指令所、地域系統制御所
(6)可変速揚水発電所

12受入可能上限数：

経済産業省

英語

JICA関西（業務一）

一般社団法人 海外電力調査
会

【目標】
電力システムの計画・運用に関する技術や電力系統連系に係るアクションプランが作成される
。
【成果】
1）日本の電気事業及び電力系統について説明できる
2）電力システム計画に関する知識と技術について説明できる
3）電力システム運用に関する知識と技術について説明できる
4）電力設備保守に関する知識と技術について説明できる

【対象組織】
国家基幹系統の運用機関
【対象人材】
以下の（１）～（４）を全て満たすもの。
（１）国家基幹系統の運用機関に所属する
電力会社あるいは電力関連政府機関（電力
系統計画、運用、保守に関わる組織）の経
営層の職員。
例えば、技術部門担当役員、系統計画部長
、中央給電所長、建設部門長、調達部門長
等
。（２）大学卒業もしくは同等の資格を持
つ４０歳以上５５歳以下の者でかつ、十分
な英語能力を有する者。
（３）心身ともに健康で、長期研修に耐え
うる者。
（４）軍籍にない者。

系統運用事業者幹部職員研修
Power Grid System Planning & Operation -for Executives-

66kV以上の電力系統設備を保有し、運用している国

系統運用事業者（電力系統の計画・建設・運用を担う事業者）は、JICAが電力セクターで協力事業を進めるにあたり、スキーム問わず重要
な関係機関であり、加えて、インフラシステム輸出を推進する上でもキーとなり得る機関である。従って、本研修では、対象国系統運用事
業者の経営層に対し、日本が有する電力系統技術及び関連製品に関する理解を促すとともに、関係者とのコネクションを構築することに主
眼を置いた研修とする。

名

2015～2017

2016/10/02 2016/10/29～

1684591

継続

産業開発・公共政策部
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1. ジョブレポートおよびカントリーレポートの事前作成（研修員による課題の明確化）
2. ジョブレポートの報告会（研修員が抱える課題の共有化、行動計画で取り扱う課題の選定）
3. 日本の電力事業の概要
4. 水力開発の実施手続き（日本の事例紹介）
5. 水力発電所の環境アセスメント
6. 水力発電所の温暖化対策（CDM）ならびに環境問題
7. ODAによる水力発電所の開発
8. IPPによる水力発電
9. 電源開発計画策定ソフトウェア
10.水力発電所（土木、電気設備）の設計、施工
11.系統運用と水力発電所
12.水力発電所の経済性評価、ダムコストアロケーション、再開発
13.水力発電所の運転保守
14.関連施設の視察
15.行動計画の作成
16.行動計画の問題点討議等
17.行動計画の発表会
18.日本研修成果（行動計画等）の所属機関に対する報告
19.自国/所属機関における行動計画の適用可能性の協議
20.日本における水力発電所における過去の問題解決例、および教訓（FS、設計、建設段階）
21.日本における水力発電所における過去の問題解決例、および教訓（運用）

※以上の内容の講義においては、可能な限り実習を盛り込み、座学においても双方向の実用的
な講義となるようにする。

16受入可能上限数：

経済産業省

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

【目標】
1.研修員が研修で習得した知見に基づき、自国が抱える水力開発に関わる課題の解決に向けた
行動計画を作成し、帰国後所属機関において協議する。
2.研修内容を反映しかつ人材・資金・技術力等の観点から実現可能な行動計画を作成・説明で
きる。
3.開発途上国において、水力開発の推進に寄与する方針・計画(案)が立案される。

【成果】
1.自国/所属機関が抱える水力開発に関わる課題について、類似する課題を抱える他国の状況も
踏まえて整理される。
2.IPP事業／CDMのプロジェクトスキームを含む水力開発フローについて理解し、自国への適用
可能性が検討される。
3.水力開発技術（計画、設計、経済性評価、施工、運転保守等）について自国と日本との違い
が理解される。
4.研修を通じて習得した知見を所属組織に普及するための行動計画が作成される。
5.帰国後に行動計画が実行され、活動状況に係る報告がなされる。
6.自国の水力発電所のFS、設計、建設、及び運用の各段階において直面し得る問題を認識し、
問題解決手段、対処方法が検討される。

【対象組織】
水力開発分野を掌握する政府機関もしくは
電力会社

【対象人材】
<職位>
水力発電を所掌する政府機関もしくは電力
会社等で水力発電関係の計画を担当する（
または担当予定の）者で、管理・監督的立
場の職にある者、もしくは近い将来におい
てそのような職務に就くことが期待される
者
<職務経験>
水力開発分野にて5年以上の実務経験者
<その他>
大卒もしくはそれと同等の学歴を有し、充
分な英語力を有する者（機械、電気、工学
系の専門を有することが望ましい）

水力開発の促進
Hydropower Planning & Operation

水力開発計画があり、水力技術の早期育成が必要な国

このプログラムは、開発途上国が水力開発を着実に推進できるよう、開発途上国の水力技術者に日本の技術・知見を供与する。

名

2016～2018

2016/09/13 2016/10/15～

1684592

更新

産業開発・公共政策部
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1. (1)カントリーレポートの作成
 (2)カントリーレポートのプレゼンテーションとディスカッション

2．(1)日本の電気事業の概要についての講義
 (2)日本のTQM活動についての講義
 (3)電力系統運用技術についての講義
 (4)系統計画の考え方・系統解析システムについての講義・デモンストレーション
 (5)系統運用・保護装置シミュレータ等を用いた実習
 (6)送変電設備の建設・保守についての講義
 (7)発変電所・給電指令所等の見学
 (8)電力機器製造工場などの見学

3．(1)改善案の作成に向けたディスカッションと発表準備
4．(1)改善案実現のために、協力を得たい関係者へのプレゼン資料作成
5．(1)改善案の実現に向けた行動計画の策定と、所属組織への報告資料作成

9受入可能上限数：

英語

JICA中部

一般社団法人 海外電力調査
会

【目標】
本研修を通じて得られた、電力系統技術に係る包括的な知識に基づき、各研修員が所属する組
織が有する電力系統が、経済性の面及び信頼性の面で、改善する方策が示され、それを実現す
るための各自の行動計画が策定される。
【成果】
1. 自国の電力事情及び電力系統に関する課題や問題点を把握し、説明できる。
2. 電力系統の計画・建設・運用・保守に関する技術・知識を習得し、自国との相違について説

明できる。
3. 日本の先端的な系統技術（安定化技術、狭小地への変電設備設置）を把握
4. 研修で習得したことをもとに、自国の電力系統の改善案（設備面、運用面共に）を提案で

る。
5. 上記改善案を実現するために、必要とされる事項を洗い出したうえで整理し、協力が得られ

るよう関係者に説明できる。
6. 改善案の実現に向け、自らがとるべき行動計画を策定できる。

【対象組織】
政府あるいはそれに準ずる電力関係機関。

【対象人材】
以下の 1. ～ 4. を全て満たすもの。
1. ３３ｋV以上の送変電設備の計画・建設
   ・運用・保守に従事している技術者あ

るいは、国家の基幹となる電力系統の
運用に従事している技術者で、５年以
上の実務経験を有する者。

2. 大学卒業もしくは同等の資格を持つ
   ２７歳以上４０歳以下の者でかつ、十

分な英語能力を有する者。
3. 心身ともに健康で、長期研修に耐えう

る者。
4. 軍籍にない者。

電力系統技術
Electric Power Transmission Engineering (Africa and Asia Region)

33kV以上の電力系統設備を保有し、運用している国

信頼度の高い送配網の構築と、系統運用能力の高度化は、電力の安定供給に不可欠であり、我が国は世界トップレベルの安定供給を実現し
ている。本研修では系統の計画・建設・運用・保守を担う技術者を対象に、系統計画・運用技術・ノウハウの移転を図るものであり、JICA
の資金協力事業との相乗効果の発現を目指す。（「電力系統技術」では別途、経営層向けのコースを設置する。）

名

2015～2017

2016/11/15 2016/12/10～

1684593

継続

産業開発・公共政策部
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1 カントリーレポート発表
2 我が国燃料消費構造や資源確保政策、天然ガス下流部門の開発、利用施策の講義、理解
3 高効率火力発電所及び燃料貯蔵施設、更には燃料の需要家であるガス、化学、鉄鋼メーカー
等の関連企業の視察、先端技術理解
4  天然ガス売買契約に関する基礎知識の習得
5 講義、視察結果を 踏まえたファイナルレポート（帰国後の事後レポート）の作成・提出

14受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務一）

調整中

【目標】
天然ガス資源開発・輸出または天然ガス利用を行う途上国の参加者が、日本の事例の理解を深
めて、自国の天然ガス利用技術を含む包括的な開発に向けた行動計画を作成し、自国において
組織的に共有、検討されるとともに、我が国天然ガス需要者との関係構築を深化させる。
【成果】
・我が国燃料消費構造や資源確保政策、天然ガス下流部門の開発、利用施策の理解。

・高効率火力発電所及び燃料貯蔵施設、更には燃料の需要家であるガス、化学、鉄鋼メーカー
等の関連企業の視察を通じた、本邦における天然ガス利用先端技術の理解促進。

・天然ガス売買契約に関する基礎知識の習得。
・日本国の発電設備や天然ガス燃料管理技術についての資源国側への理解促進、技術移転の端
緒となる関係の構築。

【対象組織】
天然ガス資源輸出または天然ガス利用を行
う途上国の資源輸出担当省・公社
【対象人材】
天然ガス資源輸出または利用担当省・公社
の意思決定に関与する幹部または幹部候補

先進天然ガス利用技術
Advanced Natural Gas Utilization Technology -for Executives-

天然ガス資源の輸入国側である我が国の高効率火力発電技術やその他の天然ガス利用、天然ガス輸送・貯蔵施設（LNG含む）等の先進技術
、さらには天然ガス売買契約に関する理解を深め、当該国の一層の天然ガス開発利用の推進に資するとともに、我が国需要者側との関係構
築に貢献する。

名

2016～2018

2016/10/02 2016/11/05～

1684850

新規

産業開発・公共政策部
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(A)2016/07/02-2016/07/31
  (英語：関西)
(B)2016/09/02-2016/09/30
  (英語：関西)

本研修は、「環境先進地域」
構想を打ち出す関西経済連合
会の協力の下、官民連携で実
施する。

関西経済連合会作成

【講義】
省エネ推進の仕組みと歴史、省エネ関連法案・政策・規制、民生業務部門の省エネ、産業部

門の省エネ、ＥSCO事業、エネルギー管理・エネルギー診断、政策立案の基礎

【視察】
省エネルギーの優秀な工場やオフィスビル等を視察することで、省エネルギーの推進状況を把
握し、実践的な知識として身に付けることを目指す。

【作成・発表】
1. カントリーレポートの作成を通じて、自国のエネルギー事情、省エネ政策及び取組を把握す
る。これを研修参加者や講師と共有する。
2. 帰国後に実践可能な省エネルギー推進に向けて、アクションプラン（研修員と研修員が所属
する組織が実現可能な政策提言）をまとめる。

30受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務一）

公益財団法人 太平洋人材交
流センター

日本の省エネ政策や技術に関する講義及び視察を通して、研修参加者は、各所属先における課
題を認識し、実情を踏まえた省エネルギー普及に向けたアクションプランを作成する。
1. カントリーレポートの作成および発表を行い、自国のエネルギー事情や省エネ政策等を把握
し、自国の問題点等を説明できる。
2. わが国の省エネルギー政策、省エネ法と省エネルギー推進活動について理解し、自国の省エ
ネ導入状況との比較、適用可能性などについて検討できる。
3．省エネルギー優秀事例の視察を通して、実際の省エネルギーの具体的な対策や効果・利益を
理解し、自国の工場等と比較し、その違い、対策の適用可能性等について検討できる。
4．研修員所属組織において、講義で学習した制度や視察・実習等を行った技術の活用を含めた
アクションプランが作成される。

【対象組織】
1.省エネを担当する部局の行政官・公社職
員・民間企業職員

2.省エネルギー政策・推進・審査を担当す
る関連機関、省エネルギーの推進を行って
いる民間企業、商工会議所等

【対象人材】
①英語Ａコース(初級）：
省エネルギーを担当する部局で、省エネに
これから取り組む国の行政官・公社職員・
民間企業職員

②英語Ｂコース（中級）：
省エネルギーを担当する部局で3年以上の
経験がある行政官・公社職員・民間企業職
員

省エネ技術と技術普及のための行政の取り組み
Energy Efficiency and Conservation & Governmental Promotion

省エネ関連の案件が存在する、または実施に向けての準備中の国が望ましい。

本研修では、我が国の省エネ政策や民生・産業部門等における省エネ技術について、関西周辺の民間企業が有する技術やそれを支援する行
政制度への理解を通じて、途上国における官民双方の省エネ推進の取り組みを支援するものである。日本の民間企業が生産性向上を図りな
がら省エネ意識を高めてきた経験を通じ、省エネ推進と企業利益の両立・省エネにおける官民連携事例をエコタウンや環境モデル都市等の
国・行政レベルによる取組事例や民生・産業部門の省エネ事例を視察することにより紹介する。

名

2014～2016

2016/07/02 2016/07/31～

1684594

継続

産業開発・公共政策部
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(A)2017/01/22-2017/03/10
  (英語：九州)
(B)2016/10/30-2016/12/17
  (西語：九州)

1．【講義】地球環境と省エネ、省エネ推進の仕組みと歴史、省エネ法体系、エネルギー管理
技術、ビル・住宅の省エネ施策、中小企業への省エネ施策、自治体の環境行政・
省エネ建築行政、省エネ政策立案の基本理論

【視察】地域暖冷熱供給事例、エコタウン、省エネ住宅、環境ミュージアム
2．【講義】省エネ技術概要、省エネ技術解説（空調・照明・流体機械・熱）
【視察】ビルとスーパーマーケットの省エネ活動事例、省エネの見える化事例、ESCO業者のビ

ル省エネ事例、空調・照明・ヒートポンプ応用メーカー、エコハウス、省エネ住宅
【実習】ビルの省エネ診断
3．アクション・プランの作成・発表、グループ討議
4．レポートの作成・研修員所属機関への提出

25受入可能上限数：

英語/西語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)

【目標】
自国の民生部門（ビル・住宅・商業施設等）の省エネに関わる政策案・省エネ活動案が提案さ
れる。
【成果】
1．日本の省エネ政策全般に加え、特に民生部門（ビル・住宅・商業施設等）への省エネ施策

について理解を深め、自国の民生部門の省エネ政策・活動を立案・提言できるようになる
     。
2．民生部門（ビル・住宅・商業施設等）の省エネに関わる制度や技術を学習・習得し、自国

に適用可能な省エネ政策や省エネ活動の立案に役立てることができる。
3．研修員各々の省エネへの取り組みについて、講義で学習した制度や視察・実習等を行った

技術の活用を含めたアクションプランが作成される。
4．研修員所属組織において、講義で学習した制度や視察・実習等を行った技術の活用を含め

たアクションプランが作成される。

【対象組織】
民生部門の省エネルギー政策・推進・審査
を担う政府/非政府組織、公的機関
【対象人材】
対象組織における省エネルギーを担当する
部局の技官・技術者、職務経験5年以上

民生部門の省エネルギー技術
Energy Efficiency and Conservation in Commercial and Residential Sector

民生部門の省エネのポテンシャルやインセンティブが見込まれる国

本研修では、民生部門(ビル・住宅・商業施設等)の省エネに関する我が国の政策と技術について、座学と実習を通じた体系的かつ実務的な
研修を行う。「空調の省エネ」や「スマートグリッド」等のビル・住宅等の省エネ実務に有効な技術科目・視察を実施する。対象国は、民
生部門の省エネのポテンシャルやインセンティブが見込まれる国、対象者は、自国にて民生部門の省エネに携わり、基礎的な技術の知見を
有する技官・技術者とする。

名

2015～2017

2017/01/22 2017/03/10～

1684595

継続
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(A)2016/05/15-2016/06/11
  (英語：東京)
(B)2016/07/03-2016/08/06
  (英語：九州)
(C)2016/07/13-2016/08/20
  (西語：中国)

1. 情報共有
カントリーレポートとして自国のエネルギー事情や政策・法制度の現状と改善に向けての課題
をまとめ報告する。

2. 講義
日本の省エネルギー政策と省エネルギー法、省エネルギー推進活動や、産業・ビル・住宅・機
器・運輸交通の省エネルギーの取り組みを紹介。これらに基づき質疑・討議を行う。

3. 視察
省エネルギーの優秀な工場やオフィスビル等、講義と関連する施設を視察することで、日本の
企業等における省エネ政策の実現状況や省エネルギーの推進状況を把握し、実践的な知識とし
て身に付けることを目指す。

4. グループ討議
得られた知識や情報を討議を通じて理解を深め、与えられた政策課題を具現化するためのアイ
デアを創出し、内容や手法を討議、立案して、ポリシープロポーザルに反映させる。

5. ポリシープロポーザルの作成・発表
(1)上記を踏まえてポリシープロポーザル案をまとめ、発表資料を作成する。
(2)ポリシープロポーザル案を発表し、研修員や日本の専門家と討議。
(3)最終発表での討議結果を反映し、帰国後に実践可能な省エネルギー推進に向けて、ポリシー
プロポーザル（自国の実情に沿った/研修員と研修員が所属する組織が実現可能な政策提言）
をまとめる。

36受入可能上限数：

経済産業省

英語/西語

JICA東京（産業公共）/JICA
九州/JICA中国

一般財団法人 省エネルギー
センター、広島大学、広島県
、公益財団法人北九州国際技
術協力協会(KITA)

各国の実情を踏まえた実現可能なポリシープロポーザルを研修員が作成する。それにより研修
員が省エネルギー政策を立案し提案した政策を実行する能力の向上を目ざす。

1.カントリーレポートの作成および発表を行い、自国のエネルギー事情や省エネ政策を把握、
自国の課題等を説明できる。

2.日本の省エネルギー政策、省エネ法と省エネルギー推進活動について理解し、自国と日本の
エネルギー事情や省エネ政策・省エネ技術を比較分析し、適用可能性などについて検討でき
る。

3.省エネルギー優秀事例の視察を通して、実際の省エネルギーの具体的な対策や効果・利益を
理解し、自国の工場等での実態と比較し、その違い、有効な日本の省エネ対策の適用可能性
等について検討できる。

4.グループワークや討議等により課題解決の為の分析と提言ができる。更にこれらの提言を自
国での政策立案に反映できる。

5.以上を総合的に分析し自国の実情に沿った実現可能なポリシープロポーザルを立案し、報告
書を作成できる。

【対象組織】
省エネルギー政策立案、執行を担う政府機
関、あるいはこれに準ずる機関

【対象人材】
省エネルギー政策立案、執行を担う政策担
当者、実行機関の責任者（政府への政策助
言や政策執行を担当）

<職位>
省エネルギー政策を作成する責任の立場に
ある者（部長、課長、課長補佐）

<職務経験>
3年以上

<その他>
帰国後、引き続いて省エネルギー政策立案
業務に従事する者

省エネルギー政策立案
Policy Planning for Energy Efficiency and Conservation

日本の省エネルギー政策、政策立案の基礎、エネルギー管理、省エネ診断など実践的な講義と省エネ事例の見学を通じ、省エネルギー政策
の立案経験が十分でない、あるいは省エネルギーを推進中の開発途上国の政策担当者に必要な知識と情報を供与する。本案件に基づき、各
国の情勢に合わせたポリシープロポーザル（政策提言）を各国担当者が立案して作成する。

名

2014～2016

2016/05/15 2016/06/11～

1684597

継続
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①生物資源の特徴 ②生物資源のポテンシャル、生産量の推計 ③生物資源の生産、利用技術
、モニタリング、評価技術 ④生物資源の利用効果の評価 ⑤（帰国後）所属組織での研修内
容の共有、活動進捗報告書の作成

10受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA沖縄

調整中

【目標】
各研修員が、生物資源の特徴、栽培計画、有効的な利活用を理解するとともに、各研修員が自
国にあった利活用計画を作成し、計画の実施に向けて、研修で得た知識・計画を所属先に共有
する。
【成果】
①生物資源の特徴が理解される。 ②各国の生物資源の利用状況と問題点が整理される。 ③
生物資源のポテンシャルの推計ができる。 ④生物資源の栽培・活用計画について理解される
。 ⑤各国の状況に併せた、生物資源の栽培・活用計画を作成される。

【対象組織】
行政機関等でバイオマスまたはバイオ燃料
利活用の計画・実施に携わる職員
【対象人材】
類似業務経験3年以上。農業・森林・化学
・工学等の学士あるいは技術系高等教育卒
以上。英語堪能で心身ともに健康、軍籍に
無い者。

バイオマスの活用による持続可能な地域開発
Sustainable Rural Development by Biomass

生物資源の特徴、栽培計画、有効的な利活用を講義・実習・視察等で紹介するとともに、各研修員が自国にあった利活用計画を作成し、計
画の実施に向けて、研修で得た知識・計画を所属先に共有する。

名

2016～2018

2016/09/21 2016/12/03～

1684601

更新
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http://www.o-enetech.co.jp
/en/index.html

【事前】
カントリーレポートの作成

【本邦】
1.再生可能エネルギー導入に係る日本の政策・制度・組織等にかかる講義
2.太陽光を初めとした再生可能エネルギー発電やマイクログリッド/ハイブリッドシステムに
係る基本的な仕組み、機材の種類やそれぞれの特徴、課題等に係る講義や視察（主電源のデ
ィーゼルの維持管理ふくむ）

3.「太平洋 島サミット」における各国の電力事情の発表
4.研修成果のとりまとめ及び帰国後の課題の整理及び発表

【事後】
研修員による、所属組織及び関係者への研修成果の発表。日本で得た知見の活用について、と
りわけ優先的に取り組むべき課題につき議論。

10受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

株式会社 沖縄エネテック

マイクログリッドにおける再生可能エネルギー導入に関する政策・制度、技術的な枠組みや課
題への対策方法や設備構築手法について理解される(特に小規模のディーゼルに太陽光発電をハ
イブリッド)。

【事前】
自国の遠隔地における電力状況及び再生可能エネルギー導入状況を取りまとめる。

【本邦】
1.再生可能エネルギー導入に関わる日本の政策・制度・組織等を自国との比較を踏まえ理解す
る。

2.太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの技術的な特徴について理解する。
3.太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーをマイクログリッドにおいて導入する際の諸課
題につき理解する。

4.本邦で得た知見を活用した自国における導入に係る課題を整理し、行動計画を策定する。

【事後】
本邦で得た知見を関係者に共有し、優先的に取り組むべき課題を整理する。

*今年度のみ高官用短期研修
【対象組織】
マイクログリッドによる再生可能エネルギ
ー開発の計画立案・実施に携わる省庁、電
力会社（/公社）
＊特に複数台ディーゼルと太陽光発電の小
規模ハイブリッドシステム

【対象人材】
<職位>
マイクログリッドによる再生可能エネルギ
ーの計画に携わる政府政策決定者もしくは
電力会社(/公社)幹部

<その他>
英語で円滑に討論・レポート作成等ができ
る者

マイクログリッドにおける再生可能エネルギー導入のための計画担当者研修
Training for Planners to Promote Renewable Energy in Micro Grid

【今年度のみ高官用短期研修】離島・へき地はディーゼル発電が主であるが、燃料コストが安定せず環境負荷も大きい。他方、発電量が安
定しない太陽光・風力等の再生可能エネルギーは電力供給を安定させるためにマイクログリッド等でディーゼル等の主系統に連結する場合
、主系統の維持管理等を含めた発電量の安定や連結時の周波数変動抑制の調査・安定の技術、ガイドラインや制度整備を要する。本研修は
、離島でマイクログリッドシステムが多数ある沖縄で、途上国の経験も豊富な技術者から、これらの実践的な経験・技術を学ぶ(特に複数
台ディーゼルと太陽光発電の小規模ハイブリッドシステム)。

名

2014～2016

2016/04/02 2017/03/31～

1684602

継続
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(A)2016/07/10-2016/08/20
  (英語：九州)
(B)2017/03/21-2017/05/03
  (英語：九州)

1. 再生可能エネルギーの必要性・導入及び運営に係る課題、関連機器評価法（ライフサイクル
コスト、アセスメント等）等
2. グリッド理論と実例・実習（電力系統基礎、系統接続実習、系統接続規則、次世代電力ネッ
トワーク、スマートグリッド等）
3. 普及方法（コストダウン、政策、使用例の紹介、オフグリッドでの使用例等）・事業の経済
性・再生可能エネルギー導入に係る諸制度と政府・自治体の関わり方等
4. アクションプラン指導、作成、発表等

24受入可能上限数：

英語

JICA九州

調整中

【目標】
再生可能エネルギー導入の原理、意義と運用方法を理解し、再生可能エネルギー導入、運用の
為の政策/計画/ロードマップが提案される。

【成果】
1. 再生可能エネルギーの導入に係る基礎知識が理解され、応用される
2. 系統接続およびその安定化について理解し、説明することが出来る
3. 太陽光発電を中心に再生可能エネルギー導入・普及のための政策・維持管理方法について説
明することが出来る
4. アクションプランを作成し、再生可能エネルギー普及のための計画策定能力が向上される

【対象組織】
中央・地方エネルギー政策担当省庁及び部
局、電力公社

【対象人材】
<職位>エネルギー担当省庁、電力公社等に
勤務する政策担当職員
<職務経験>再生可能エネルギー関連の業務
に5年以上従事し、帰国後も継続的に勤務
を行う予定のある者
大卒もしくはそれと同等の学歴を有し、英
会話・英語読解力に堪能な者

再生可能エネルギー導入計画 ‐太陽光発電を例として‐
Renewable Energy in Grid -Mainly on Photovoltaic-

全世界（島嶼国除く）

再生可能エネルギー導入の際には、適切な維持管理が重要な課題である。専門的知識を持った技術者がこれらの技術を習得し、事業の運営
・管理が効果的に発現されることが望ましい。本研修は太陽光発電を中心に再生可能エネルギー導入済もしくは導入予定の国の、再生可能
エネルギー普及・発展を目指す。

名

2016～2018

2016/07/10 2016/08/20～

1684603

更新
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優秀な研修員は、修士課程や
博士課程への進学を支援する
。日本人若手技術者も講義を
聴講し、意見交換に参加する
。

【事前活動】
1.カントリーレポートの準備
2.実習テーマ案の検討

【本邦研修】
1.地熱地質学、地化学、地熱物理探査学、貯留層工学の理論・探査・手法等に関する講義
2.開発全体の経済評価、地熱開発の社会受容、探査コンサルタントへの委託等に関する講義
3.地熱タービン工場の視察
4.カントリーレポートの作成・発表
5.各自テーマに基づく実習（フィールド調査、ラボ分析等）
6.日本地熱学会におけるポスター発表
7.アクションプランの作成・発表

【事後活動】
アクションプラン実践、報告（帰国後も技術的アドバイスを提供する）

18受入可能上限数：

英語

JICA九州

国立大学法人 九州大学

【目標】
国に蓄積される地下情報の信頼性向上を担う中核人材が育成される。

【成果】
1.探査の理論、分析手法を習得する。
2.開発マネージメントに関する基本的な知識を理解する。
3.日本及び参加各国の地熱開発の状況と課題を理解する。

【対象組織】
地熱資源開発を担う公的機関

【対象人材】
1.実務経験3年以上を有する中堅エンジニ
ア又は科学者
2.大卒もしくはそれと同等の学歴を有する
者
3.40歳未満が望ましい
4.十分な英語能力を有する者
5.長期間に及ぶ滞在に支障のない心身とも
に健康な者

地熱資源エンジニア
Intensive Training for Geothermal Resource Engineers

地熱資源を有する国

1970年から2001年にかけて九州大学で実施したコースを刷新させるもの。地質、地化学、物理探査、貯留層工学の各分野を対象とし、3か
月の講義の後、研修員が各国の課題に応じて設定するテーマに基づき、3か月の調査実習を行い、成果を対外発表する。オーナー側の立場
で地熱資源開発を促進するエンジニアの養成を目指すため、プロジェク評価や探査の外部委託等の概論についても学ぶ。

名

2016～2018

2016/06/05 2016/12/17～

1684851

新規
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日本人若手技術者も講義を聴
講し、意見交換に参加する。

【事前活動】
カントリーレポートの作成

【本邦研修】
1.カントリーレポートの発表
2.掘削技術、掘削機器、掘削パラメーター、検層、HSE、ロジスティックス、掘削コントラクタ
ー契約に関する講義
3.掘削コントラクターのモニタリング、掘削失敗事例に関する講義
4.地熱掘削現場の視察（受入先の都合により２チーム以上に分ける）
5.掘削計画の作成（演習）
6.アクションプランの作成・発表

【事後活動】
アクションプラン実践、報告（帰国後もアクションプランの実践、各種掘削に対する技術的ア
ドバイスを提供する）

8受入可能上限数：

英語

JICA九州

調整中

【目標】
掘削計画の立案とオペレーション管理に係る自国の実施体制強化に向けた取り組みをアクショ
ンプランに作成する。なお、掘削を民間委託している国の研修員は、掘削コントラクターへの
発注とモニタリングを行う実施体制の強化についてまとめる。

【成果】
1.オーナー側のマネージャーとして習得すべき技術、ロジスティックス等について理解する。
2.掘削計画を立案、コントラクターに発注するのに必要な知識を習得する。
3.掘削オペレーションを管理、コントラクターをモニタリングするのに必要な知識を習得する
。

【対象組織】
地熱資源開発を担う公的機関

【対象人材】
原則、実務経験3年以上を有する中堅エン
ジニア

<その他>
十分な英語力を有する者

掘削マネージメント
Geothermal Drilling Management

地熱資源を有する国

このコースはオーナー側の立場で掘削計画・管理ができる将来の掘削マネージャーを養成する（ドリラーの養成ではない）。6週間程度の
コースの中で、マネージャーに必要な掘削技術、ロジスティックス、契約、掘削失敗事例等について学び、最後に掘削計画を作成する。掘
削失敗事例については、日本の例を取り上げ、採られた対応と教訓を事象（逸泥、暴噴等）毎に紹介する。

名

2016～2018

2016/07/10 2016/08/11～

1684852

新規

産業開発・公共政策部
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【事前活動】
カントリーレポート（自国の地熱開発政策・計画の現状と課題）の作成

【本邦研修】
1.開発実績とコストで見た地熱開発政策と国/民間の役割分担、小型坑口発電プラントと大規模
発電プラントの経済性比較、民間投資を呼び込むための環境整備に関する講義
2.地熱発電プロジェクト経済性評価モデルを活用した実習
3.カントリレポートレポートの発表と意見交換、懇親（日本の産官学関係者も参加）
4.地熱プラント工場視察
5.日本の地熱政策レベルとの意見交換
6.アクションプランの作成・発表

【事後活動】
アクションプラン実践、報告（帰国後も技術的アドバイスを提供する）

16受入可能上限数：

英語

JICA九州

調整中

【目標】
地熱開発を促進するのに必要な地熱開発政策・計画の改善案をアクションプランにまとめる。

【成果】
1.地熱開発を促進するのに必要な政策、民間投資環境、プラント投資に関する知識を理解する
。
2.日本及び参加各国の地熱開発政策と開発課題を理解、意見交換する。
3.日本及び参加各国の地熱関係者とのネットワークを構築する。

【対象組織】
地熱資源開発を担う公的機関

【対象人材】
地熱開発計画や地熱開発事業の意思決定に
深く関与する中堅幹部

<その他>
十分な英語力を有する者

地熱エグゼクティブプログラム
Geothermal Development Policy -for Executives-

地熱資源を有する国

より良い地熱開発政策・計画について再考するエグゼクティブ向けのプログラム。参加国及び日本の現状と課題やJICAの最新の分析結果を
参考にしながら、国と民間の役割分担や民間投資を呼び込むのに必要な投資環境等について議論・検証する。日本の産官学からトップレベ
ルの地熱関係者が意見交換の場に加わると共に、ネットワークの構築を図る。コースは2回、各8名、9日間で実施する。

名

2016～2018

2016/10/16 2016/10/28～

1684853

新規

産業開発・公共政策部
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1. ASEAN鉱物資源データベースの概要把握
(1)データベース概論説明
(2)データベースの構造・操作方法
(3)データベースの活用事例紹介
(4)その他データベースの事例紹介

2. ASEAN鉱物資源データベースに掲載するデータの収集・精査方法
(1)データベースに掲載する情報についての基礎知識（GIS、シームレス地質図、リモート

センシング等）
(2)データベースに必要な情報の特定・収集方法
(3)収集データの精査・整理方法
(4)実地研修・演習（データの収集・精査実習、リモセン演習）

3. ASEAN鉱物資源データベースの仕組理解、維持・管理技法の習得
(1)DBシステム概論
(2)管理・メンテナンス方法

4. 他国のデータベース事例を踏まえ、自国で補うべき情報の把握を行う
(1)自国データベースの作成情報・活用状況についての発表
(2)他国の事例を踏まえ、データベースの発展・活用について参加者で議論
(3)自国に必要な情報の抽出

5. アクションプラン作成
研修を踏まえ、掲載が必要な情報の収集方法や、データベースの活用方法について、
アクションプランを作成する

16受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

国立研究開発法人 産業技術
総合研究所

【目標】
研修員が各国におけるASEAN鉱物データベースを運用・充実するための知識や技術を習得する。
【成果】
1. 研修員がASEAN鉱物資源データベースの概要を把握する。
2. 研修員がASEAN鉱物資源データベースに掲載するデータの収集・精査方法を習得する。
3. 研修員がASEAN鉱物資源データベースの仕組みを理解し、維持・管理技法を習得する。
4. 研修員が他国のデータベース事例を踏まえ、自国で補うべき情報を把握する。
5. 研修を踏まえ、掲載が必要な情報の収集方法や、データベースの活用方法について、

研修員がアクションプランを作成する。

【対象組織】
対象国の地質関係政府機関、鉱物資源関係
機関（鉱業省など）
【対象人材】
1. ASEAN鉱物資源データベースの保守・

運営担当者
2. 同分野での実務経験3年以上
3. 25～50歳が望ましい

ASEAN鉱物資源データベース運用能力向上
ASEAN Web-based Mineral Resources Database

ASEAN加盟8カ国（ブルネイ、シンガポールを除く）

鉱物資源開発への投資円滑化などを目的に、ASOMM（ASEAN鉱物高級事務レベル会合）における要請に基づき、ASEAN鉱物資源データベース
の維持管理・活用方法等に係る技術講習を行い、データベースの拡充を図るとともにASEAN各国におけるデータベースの活用を目指す。

名

2015～2017

2016/07/24 2016/08/13～

1684606

継続

産業開発・公共政策部
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1. 世界の鉱山史、国際経済と金属需給の展望、途上国の資源開発事例、資源経済概論などの講
義を通じて、非鉄金属資源が世界経済、資源国、更に日本等の消費国の経済に果たしている
役割を学ぶ。

2. 探査から開発、採鉱、製錬、鉱山保安、環境対策など、鉱業開発にかかわる一連の流れを理
解する。

3. 資源地質の基礎に関する講義の他、画像解析等の演習、地質巡検を通じて、様々な資源探査
技術を学ぶ。

4. 講義及び鉱廃水処理施設の視察を通じて、鉱山開発における鉱害防止技術及び管理手法を学
ぶ。

5. 経済産業省（又は関連機関）による資源開発政策の講義及びJOGMEC、（独）産業総合研究所
等の訪問を通じて、資源開発を促進するための政策を学ぶ。

6. 講義の一部及び施設の見学は主として非鉄金属関連の民間企業に依頼し、非鉄金属産業の実
態を学ぶとともに、各講師との交流を行う。

7. アクションプランの作成

30受入可能上限数：

経済産業省

英語

JICA東北

一般財団法人 国際資源開発
研修センター

【目標】
本研修は、鉱物資源を巡る世界情勢、資源探査や環境対策等に関する基本的な技術、制度等に
ついて、日本の実例に基づいた講義及び視察を通じて理解を深めることにより、資源開発の制
度立案、計画策定及び実施に係る知識及び能力の向上を図るもの。
【成果】
1. 非鉄金属資源の重要性について理解が深められる。
2. 資源探査の流れと必要な技術について理解が深められる。
3. 鉱山開発に伴う環境対策について理解が深められる。
4. 資源開発政策及び施策の立案・実施能力が向上する。

【対象組織】
鉱物資源関連省庁等
【対象人材】
【資格要件_職位】政府機関およびそれに
準ずる機関で、資源政策を立案、実施する
行政官（技官）
【資格要件_職務経験】原則3年以上
【資格要件_その他】大学卒又は同等の学
力を有し、英語能力及びパソコン操作がで
きること

鉱物資源開発行政
Metal-Mining Development Administration

全世界（特に、我が国の資源外交上重要な資源を保有する途上国）

資源国の資源開発担当官（幹部候補の若手・中堅）に対して、非鉄金属資源の探査・開発の促進及び環境対策を図るための基礎知識を習得
し、適切な政策/を立案・実施する能力を高めるための研修。本件は主に技官を対象とし、資源開発に関する幅広い知見と日本の経験を習
得することが期待される。研修の実施にあたっては経済産業省及び関連政府機関、並びに民間企業等と連携し、本邦企業の事業機会の拡大
と資源確保戦略への貢献も期待される。

名

2015～2017

2016/09/25 2016/12/09～

1684607

継続

産業開発・公共政策部
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1. 衛星画像解析、物理探査及び地化学探査に関する講義
2. 各種リモートセンシングデータ及び地化学探査等のデータの解析演習
3. 地質巡検
4. 資源ポテンシャルの経済性評価に関する講義
5. 各国の資源開発促進に関する課題解決策の検討

17受入可能上限数：

英語

JICA東北

一般財団法人 国際資源開発
研修センター

【目標】
本研修は、衛星画像解析技術及び各種物理・化学探査技術及びこれらの調査結果を総合的に解
析する手法について、日本の実例に基づいた講義、実習及び視察を通じて理解を深めることに
より、地質データを適切に管理・活用する能力の向上を図るもの。
【成果】
1. 衛星画像解析及び各種物理・化学探査技術について理解が深められる。
2. 各種リモートセンシングデータ及び地化学探査の結果を総合的に解析する手法について理解

が深められる。
3. 2.により解析した結果を踏まえた地質調査計画が立案できる。
4. 地質情報の解析により具体的な鉱種、鉱床の規模等が推測でき、資源ポテンシャルの経済性

が評価できる。
5. 収集・分析した地質データの適切な管理及び更なる資源探査の促進に向けた活用方法が提案

できる。

【対象組織】
天然資源を所管する官庁または国立地質調
査所・大学等の地質関連組織
【対象人材】
【資格要件_職位】
1. 政府系地質関連組織に所属するの中～

上級地質技師
【資格要件_職務経験】
2. 地質調査、資源探査において５年～１
   ０年程度の実務の経験を有すること
【資格要件_その他】
3. 大学で地質又は鉱業に関する学位を取

得した者
4. 十分なPC及び英語能力を有すること
5. JOGMECボツワナセンターでのRS研修を

受講した者を歓迎

アフリカ地域 資源探査のための地質情報マネジメント
Geological Information Management for Mineral Exploration in Africa

アフリカの資源国で天然資源を所管する官庁等の中～上級地質技師及び大学等研究機関の教官に対し、非鉄金属資源の探査技術、特に衛星
画像解析、空中物理探査、地化学探査及び地表踏査等複数の調査結果を総合的に解析する手法を習得し、地質データを適切に活用する能力
を高めるための研修。
研修の実施にあたっては経済産業省及び関連政府機関、並びに民間企業等と連携し、本邦企業の事業機会の拡大と資源確保戦略への貢献も
期待される。

名

2015～2017

2017/02/28 2017/04/16～

1684608

継続

産業開発・公共政策部
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10.経済政策

10



【事前活動】
参加各国の税関行政（税関制度および税関体制）の現状・問題点につきカントリーレポートを
作成。
【本邦活動】
1.講義：税関行政組織・機構、通関手続き、AEO、リスク管理（CIS、審査基準）、関税評価・

分類事務、事後調査概要、摘発事例紹介など。
2.見学：大阪税関港湾地区施設、関西空港支署CIQ制限区域、業務庁舎など。
3.講義：輸出入通関実務、関税評価事務、品目分類事務、旅具通関実務、国際郵便物の通関業

務、コンテナー通関、情報収集・分析、原産地規制など。
4.討議・発表：業務の簡素化・効率化、地域の交易促進の観点に基づいた税関行政に向けたデ

ィスカッション（ワークショップ）やファイナルレポート（最終報告書）の作成と発
表

【事後活動】
所属組織における改善実施案の共有と導入検討。及び帰国半年後を目途に、その進捗状況の
JICAへの提出

9受入可能上限数：

財務省

露語

JICA関西（業務一）

財務省関税局（大阪税関）

参加研修員が、中央アジア・コーカサス地域の交易促進に向けて、自国の税関行政についての
改善策を提案する。

1.自国の税関体制および制度上の問題点を分析し情報提供できる。
2.日本税関の概要・通関関連実施体制について説明できる。
3.日本税関の行政実務について理解を深める。
4.自国の税関行政上の問題分析と日本の実施体制を参考に、研修員相互を含む関係者との意見
交換を行ない、自国の税関行政改善に向けた改善実施案を提案する。

5.上記 4.の改善実施案を研修員の所属組織において共有・検討する。

【対象組織】
各国政府税関当局

【対象人材】
<職位>
各国税関機関で税関政策や行政に携わる
管理職、中間管理職

<職務経験>
5年以上の実務経験を有すること

<その他の資格要件>
大学卒業レベルで、ロシア語の読み書き
が堪能であること

中央アジア・コーカサス地域 税関行政
Customs Administration for Central Asia and Caucasian Countries

中央アジア・コーカサス地域に属する国

本研修では、日本の税関行政システムについて、講義、視察、質疑応答などを通じて理解することができる。
また、中央アジア・コーカサス地域の研修員が一堂に会し、同地域に共通する税関近代化に向けた課題について意見交換する機会が提供さ
れる。

名

2014～2016

2017/02/20 2017/03/04～

1684609

継続

産業開発・公共政策部
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【事前活動】
債券市場整備における各国の課題についてポジションペーパー作成

【本邦研修】
講義：アセアン債券市場の現状と課題、日本の債券市場発表の歴史概観
講義：域内金融における債券市場の重要性に関する理論的整理
講義：債券市場整備に必要な施策の理論と実際（諸規制、監督、決済、格付け、商品組成、

投資家育成など）
訪問：金融庁、証券会社、金融メディア、決済システム関連企業等
発表および討議：各国の債券市場に関する現状と課題、政策提案（Policy Proposal）の作成

【事後活動】
帰国後、債券市場整備に係る関係機関における政策提案の共有及び共有結果に係るファイナル
レポートの作成・提出

16受入可能上限数：

財務省

英語

JICA東京（産業公共）

公益財団法人 国際通貨研究
所、財務省、日本銀行、本邦
銀行、証券会社

各国の債券市場整備・発展のための政策提案に向けた能力向上がなされ、政策提案が所属組織
において共有・検討される。

1.日本の経験等が共有され、金融システム整備と債券市場発展の重要性が理解される。
2.ABMIなど債券市場育成にかかるこれまでのASEAN域内の取り組みの現状と課題が理解される。
3.債券市場環境整備に関する政策・施策が検討される。
4.債券発行体、投資家、仲介業者の育成に関する政策が検討される。
5.各国の債券市場整備に関する課題が整理され、優先度の高い課題について政策提案が作成さ
れる。

6.日本の債券市場関係者（省庁、日銀、証券会社、決済システム関連企業、証券取引所等）と
の関係が強化される。

【対象組織】
財務省、中央銀行等

【対象人材】
<職位>
中堅職員以上（関連分野における経験７年
以上）

<その他>
英語に堪能であること

アセアン地域債券市場整備（Ⅱ）
Bond Market Development in ASEAN Countries (II)

カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム

本研修は、アセアン地域において、今後特に債券市場の整備・発展が求められるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムの財務省や中
央銀行等の債券市場育成整備の政策立案者を対象に、債券市場育成のための法制度・インフラ整備や市場参加者育成に関する講義・討議・
視察等を通じ、各国の債券市場整備・発展のための政策提案を作成することを目的に実施する。

名

2014～2016

2016/09/22 2016/10/08～

1684610

継続

産業開発・公共政策部
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【事前活動】
参加者は、各国及び各DFIsのガバナンス、資金の調達・運用及びプロジェクトバリューチ

ェーンの現状、課題・問題点等を記述した事前レポートを作成する。。

【本邦研修】
1.事前レポートの発表会。
2.プロジェクトバリューチェーンの概要、個々の内容、相関機能に関する講義。
3.日本とアジアの経済産業発展の過程におけるプロジェクトバリューチェーンの詳細な例にか
かる講義、視察。

4.日本とアジアの経験の適用可能性の検証。
5．参加各国のDFIsへのプロジェクトバリューチェーン強化に向けたアクションプランの準備と
発表

【事後活動】
帰国後にアクション・プランが各国及び各DFIsでどのように共有され、同僚から特に内容の

適用可能性について評価された点を記載したファイナル・レポートを、帰国後3か月後を目途に
JICAに提出する。

15受入可能上限数：

財務省

英語

JICA東京（産業公共）

公益財団法人 国際通貨研究
所

日本とアジア諸国の経済・産業発展プロセスで醸成されてきた開発金融機関（DFIs）の政府
とのあるべき関係、DFIsとしての資金調達や運用、効率的かつ効果的なプロジェクトバリュー
チェーンの概念及び個々の内容、相関関係に関する知識が、各研修員に共有され、かつ、所属
するDFIs内で共有される。

<期待される成果>
1. DFIsとしてのガバナンス（とりわけ政府とのあるべき関係性（就中、独立性・透明性））

が明確になる。
2. DFIsとしての資金の調達・運用のあり方が明らかになる。
3. プロジェクトバリューチェーンの包括的な概念、個々の内容、相関関係等が修得される。
4. DFIsにおけるガバナンス、資金の調達・運用及びプロジェクトバリューチェーンのための

アクション・プランが策定される。
5. 帰国後に各国及び各DFIsにおいて、本研修を通じて得られた知見が共有される。

【対象組織】
南部アフリカＳＡＤＣ諸国の開発金融機関
（DFIs）

【対象人材】
<職務案件>
DFIsにおける管理職あるいは中間管理者層
（部課長級）

<その他>
英語に堪能であること

南部アフリカ地域開発金融機関のためのプロジェクトバリューチェーンの強化
Strengthening of Project Value Chain for Development Financial Institutions (DFIs) in SADC countries

南部アフリカ開発共同体（SADC）加盟国

南部アフリカ地域は、豊富な地下資源への投資対象のみならず、政治的に安定する中進国における旺盛な消費活動により、潜在性のある
新興経済市場としての存在感を高め、近年では本邦企業による事業拡大、新規進出も相次いでいる。その一方で、同地域は依然として貧困
・経済格差、高い失業率といった構造上の課題を抱えていることから、各国政府は、公共債務を厳格に管理しつつも、インフラ開発、中小
企業育成、農業振興への公共支出による国内景気刺激策をこれまで以上に重視する傾向にある。
近年、持続的な成長をより確実なものとするために、各国の開発金融機関（DFIs）が多国間・二国間のドナーと協調するとともに、多様
な民間の主体と連携を図りつつ、効果的・効率的なインフラの開発を行うことが重要となっている。
本研修を通じて、DFIsとしてのガバナンスの確立（とりわけ政府との関係における独立性・透明性）、DFIsとしての資金調達や運用のあ

り方、DFIsのプロジェクトバリューチェーン（プロジェクトの発掘、形成、準備、審査、実施及びモニタリング）の強化に資する研修を具
体的な事例も交えて行う。各研修員には、本研修で得られた知見をもとに、各国で取り組むべきアクション・プランの作成を求める。

名

2014～2016

2016/10/23 2016/11/10～

1684611

継続

産業開発・公共政策部
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(A)2016/10/30-2016/11/10
  (英語：東京)
(B)2016/11/13-2016/11/26
  (英語：東京)

1..講義 日本経済と証券市場の機能と役割、金融商品取引法・証券行政、等

2..講義 マーケットセンター、会社法と証券市場、株式市場、派生市場、上場審査制度、上場
管理制 度、決済制度、参加者考査制度、売買審査制度、情報サービス、等

3..講義、視察 証券取引所、取引参加者、証券取引等監視委員会、投資信託、債券の業者間市
場、証券業協 会、等

40受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

株式会社 日本証券グループ

【目標】
証券取引所における上場管理・市場運営・売買取引管理制度の改善、あるいは制度整備促進等
証券取引所整備のためのアクションプランが関係機関において共有される。
【成果】
1.日本における証券市場発展の枠組みを他国との比較と共に理解する。

2.日本における証券取引所の役割と機能について理解し、各国における問題点を整理する。

3.日本の証券市場における関連機関の役割を理解する。

4.投資家育成のための環境整備と、今後の取り組みについて整理する。

5.自国において優先度の高い課題について整理・検討後、課題解決のためのアクションプラン
を作成する。

【対象組織】
各国証券取引所。証券取引所を有しない国
は証券取引監督機関
【対象人材】
<職位> 証券取引所の職員。証券取引所を
有しな い国は、証券取引監督機関の職員

<職務経験> 証券市場に係る職務経験が3年
以上

アジア地域証券取引所整備
Stock Exchange Development in Asian Countries

アジア地域で証券取引所の整備に課題を持つ国

本研修は、証券取引所または証券市場監督機関を対象とし、世界でも有数規模の取引所である日本の証券取引所関係者、規制・監督当局者
、自主規制機関、証券会社等による実務的な講義・討議、ならびに証券会社の視察を通じて、自国の証券取引所整備に向けた課題に対する
アクションプランを作成しその発展に資することを目的とする。

名

2016～2018

2016/10/30 2016/11/10～

1684612

更新

産業開発・公共政策部
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1.以下の項目に係る講義、討議、視察等： NIS諸国における移行政策の課題・現状分析、国営
銀行の民営化に関する諸問題、戦後日本の 経済・産業政策と金融制度、金融自由化における日
本および各国の経験

2.以下の項目に係る講義、討議、視察等： 日本銀行の銀行考査、金融庁の監督・検査方針、預
金保険機構概要、整理回収機構概要

3.以下の項目に係る講義、討議、視察等： 企業再生支援機構概要、中小企業支援・育成政策と
中小企業金融、中小企業金融の役割、信 用保証制度の概要、協同組織型金融、中小企業及び企
業団地等の視察

4.発表・討議： ポジションペーパー発表、政策提案の作成・発表

5.事後活動： 帰国後、関係組織内における政策提案の共有・検討、及び共有・検討結果に係る
ファイナル レポート作成・提出

20受入可能上限数：

露語

JICA東京（産業公共）

日本銀行、金融庁、預金保険
機構、整理回収機構等

【目標】
各国の金融システムの安定化および中小企業振興に向けた政策改善提案が作成され、所属組 織
内で共有・検討される。
【成果】
1.日本及び各国の事例を通じて、移行経済諸国の金融システムの現状を理解し、問題点を整理
する。その際、激動する国際金融システムへの対応についても考慮する。

2.金融システムの安定化に必要な諸政策について理解できる。

3.中小企業振興に必要な諸政策について理解できる。

4.金融システム安定化および中小企業育成のために優先的に取り組むべき項目について、必要
な政策を検討し提案できる。

【対象組織】
中央銀行、金融監督庁、預金保険機構等
金融監督当局、ならびに中小企業振興政策
を担当する省庁
【対象人材】
＜職位＞金融システム安定化に携わる金融
当局の 幹部職員、あるいは中小企業振興
政策を担 当する省庁の幹部職員＜職務経
験＞政府の金融政策あるいは中小企業振興
政 策担当部署で8 年以上の勤務経験を有
する者＜その他＞ロシア語に堪能であるこ
と

NIS地域金融システム安定化政策及び中小企業育成支援策
Necessary Policy Measures for Financial System Stability and SME development in NIS Countries

NIS地域

本研修は、NIS地域の金融監督機関（中央銀行・金融監督庁等）、および中小企業振興組織（中小企業振興庁等）の幹部職員を対象とし、
日本銀行、金融庁、預金保険機構等との実務的講義・討議を通じて金融システム安定化と中小企業育成のための政策提を作成し、各国の金
融制度健全化と経済成長に資することを目的とする。併せて、NIS各国の円滑な市場経済化に不可欠な中小企業振興を支える金融制度の育
成を視野に入れた支援を行う。

名

2016～2018

2017/02/05 2017/03/04～

1684614

更新

産業開発・公共政策部
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金融規制・監督政策に係る理論的・学術的な講義が中心。内容としては以下の通り。

・金融規制監督当局の体制・法整備

・マクロ/ミクロ・プルーデンス政策

・バーゼル基準への対応

・金融検査の実施と未然防止策

・リスク管理対策

・銀行監督ガイドラインをはじめとする各種マニュアル・ガイドライン

16受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

【目標】
各国の金融システムの安定化および銀行規制監督の改善に向けた政策改善提案が作成され、所
属組織内で共有・検討される。
【成果】
・日本における金融監督規制当局の経験を学ぶ。

・自国の法制度において適用できる実務及び法制を学び、制度改正を行うための実務の認識・
理解を深める。

・自国の金融政策の運営、銀行システムの監視、監督、国内金融業の強化等の課題と対策につ
いて整理を行う。

【対象組織】
金融監督当局
【対象人材】
・中央銀行・金融行政・財務担当官庁の局
長レベル

・金融監督･銀行監督に携わっている経験
10年以上

金融規制監督
Financial regulation and supervision

事業者の資金調達手段としての銀行の役割は大きく、健全な銀行運営は経済の原動力である。しかし適切な監督体制が伴わない状況では、
債権査定が適切になされず、不良債権が積み上がり、財務基盤が急速に痛む可能性がある。グローバル経済の下、金融危機の国際波及の速
度は速く、万が一銀行が破綻すれば、影響は計り知れない。そのために、普段から適切に規制を運用し、経営を監督する当局の体制整備が
必要であり、我が国の経験は先例となる。

名

2016～2018

2016/08/14 2016/08/27～

1684855

新規

産業開発・公共政策部
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（事前活動）各国の中央銀行、金融政策、金融市場の課題についてポジションペーパーを作成
する。（本邦研修）講義：中央銀行の役割と機能の概観、講義：金融政策の基礎と実践、講義
：日銀と金融政策の変遷、講義：金融市場と中央銀行の役割、訪問：日本銀行、民間金融機関
、発表及び討議：各国の中央銀行、金融政策、金融市場に関する現状と課題、政策提言の作成
と発表 （事後活動）帰国後、政策提言の共有とその結果に基づくファイナルレポートの作成
・提出

20受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

【目標】
アセアン各国の中央銀行職員が中央銀行の役割と機能、適切な金融政策立案と実施について理
解し実践できるようになる。
【成果】
（１） 中央銀行の役割と機能につき理解し説明できるようになる。（２）金融政策に関する
知識を習得し説明できるようになる。（３）日本の金融政策・市場の経験と現状につき理解し
説明できるようになる。（４）以上の知識を基に中央銀行の役割、機能及び金融政策の立案、
実施について提案ができるようになる。

【対象組織】
中央銀行
【対象人材】
課長職以上

金融政策・中央銀行業務
Financial Policy and System of Central Bank

経済のグローバル化が進展する中、一国の金融市場の動向は国際的な金融市場にも影響を与える。金融市場の安定のため中央銀行の果たす
役割は大きく、その人材および組織の能力強化は重要な課題である。本件はアセアン各国の中央銀行職員を対象に、日本の経験も踏まえて
中央銀行の役割、金融政策立案と管理につき研修を行う。

名

2016～2018

2016/11/20 2016/12/03～

1684856

新規

産業開発・公共政策部
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・（事前活動）来日前のカントリーレポートの事前準備

・（講義）日本の関税制度の概要、国際的な税関行政に関する基準

・（講義）税関研修制度

・（講義）リスク管理

・（講義）WTO関税評価協定概論

・（講義）関税分類

・（講義）プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法

・（実習）各国カントリーレポートへの発表、参加

・（実習）課題を見出し、解決のためのアクションプランの作成と発表

・（事後活動）本国帰国後に報告会を開催

15受入可能上限数：

財務省

英語

JICA東京（産業公共）

財務省関税局、財務省税関研
修所、東京税関、名古屋税関

【目標】
自国の税関改革・税関近代化を進める上での問題点を明らかにし、行動計画を策定する。

【成果】
1.カントリーレポート作成により自国の税関行政について再整理する（事前活動）。
2.日本の税関行政や国際的な税関行政に関する基準（WTO評価協定、改正京都規約等）を理解す
る。
3.国際的な税関行政基準との比較、日本及び参加国の税関行政に関わる技術・制度の比較研究
により、自国の税関行政の課題を認識する。
4.自国の税関当局関係者への報告会を開催し、研修で得た知見や行動計画を共有する（事後活
動）

【対象組織】
税関当局

【対象人材】
<職位>
税関当局の本部の課長補佐級以上

<職務経験>
5年以上

<その他>
将来中核職員になることが見込まれている
者。

税関行政
Customs Administration

国際化に伴い、税関の役割は自国の経済のみならず国際社会との関係において、重要性を増している。
かつて税関行政といえば、歳入や国境における保護といった自国の課題に対して主眼がおかれていた。しかし、船舶や航空による輸送の
拡大、ロジスティックの進歩、GATT-WTOルールに基づく貿易促進が、近年、税関における重要な議題となっている。税関行政では、安全保
障に対する脅威、国際的な犯罪、より巧妙化した密輸活動などに直面している。
そこでこれらに対処するため、世界税関機構（WCO）の改定京都規約や（国際貿易の安全確保及び円滑化のための）基準の枠組みなどの
国際的な取り決めが策定され、税関におけるリスク管理や事後調査などのベストプラクティスが導き出されている。
本研修では税関行政に関する最新情報を提供、また自国の課題を整理することを通じて、具体的な行動計画策定をはかるものである。

名

2016～2018

2016/08/21 2016/09/09～

1684615

更新

産業開発・公共政策部
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本研修はJICAと世界銀行の共
催であり、世界銀行、日本の
財務省、民間金融機関等から
講師を招くことを予定してい
る。

1. 公共財政管理・公的債務管理の基礎（講義・演習）

(1) 政策に基づく予算編成、予算執行における予測性及び管理

(2) 公的債務管理、ソブリン債務及び市場

2. 公共財政管理（講義・演習）

(1) 予算の包括性、信頼性及び透明性

(2) 歳入の予測能力及び税務行政

3. 公的債務管理戦略（講義・演習）

(1) 中央管理及び地方政府との共同管理

(2) リスクの低減及び債務管理戦略の形成

4. ケース・スタディ（グループ演習）

20受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

【目標】
財務省の幹部職員が自国の公共財政管理・公的債務管理に係る課題について認識し、その解決
策を検討する。
【成果】
1. 日本及び他国の経験の理解を通じて、自国の公共財政管理・公的債務管理の現状の課題を理
解する。

2. 財政規律の維持及び資金調達の強化に資する方策を理解する。

3. 財政規律の維持及び資金調達の強化に向けた優先課題に関する方策を検討・提案する。

【対象組織】
財務省
【対象人材】
財務省に勤務する幹部職員

公共財政管理・公的債務管理エクゼクティブ・プログラム
Executive Program in Public Finance Management / Government Debt Management

円借款債務国

本研修は、財務省の幹部職員を対象に実施。JICA、世界銀行及びその他の公的機関・民間企業による実践的な講義と演習を通じて、相互理
解の促進を図るとともに、自国の直面する課題の解決策を見出すことを目指す。

名

2016～2018

2016/07/24 2016/08/06～

1684854

新規
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【事前活動】

研修員の職務内容ならびに自国の国際課税分野の現況および課題についてジョブレポート作成
、各国の国際課税事例レポート作成、および各国の国際課税制度・税務行政にかかるレビュー
等の事前学習

【本邦研修】

1. 国際課税の概要、租税条約、相互協議、情報交換、移転価格課税、事前確認制度、国際的租
税回避についての講義 2. 移転価格課税、事前確認制度、国際的租税回避についての事例研
究  3. 地方国税局の視察 4. 事前活動において作成したジョブレポートおよび各国の国際
課税事例の発表・討議、ならびに研修内容をふまえ自国の税制・税務行政に対する改善提案の
作成・発表

【事後活動】本邦研修を通じて整理・習得した国際課税にかかるルール・制度および税務行政
についての知識・教訓の所属組織内での共有、および共有結果にかかるレポート作成

12受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

国税庁税務大学校

【目標】
本研修を通じて習得した適正な国際課税にかかるルール・制度および税務行政のあり方につい
ての知識・教訓が研修員の帰国後、参加各国の税務当局において共有される。
【成果】
(1) 国際課税に関する基本的なルール・制度のあり方を整理する。

(2) 国際課税の諸制度に関する専門的知識を習得する。

(3) 国際課税の適正執行に必要な実務能力について、各国が学ぶべき教訓を整理する。

(4) 国際課税の適正執行の実現における各国の課題を整理する。

（5）帰国後、本邦研修を通じて整理・習得した国際課税にかかるルール・制度および税務行政
についての知識・教訓を関係部署において共有する。

【対象組織】
国税当局（関税部門を除く）
【対象人材】
1. 国税当局において国際課税調査事務に
従事している（または過去3年間に従事し
た）中堅職員であること

2. 国際課税の分野において十分な調査事
務経験を有すること

3. 討議、レポート作成および発表のため
の十分な英語の読解および会話能力がある
こと(TOEFL(CBT)213以上）

アジア国際課税
International Taxation for Asian Countries

国際課税の法制度、執行能力が、一定以上のレベルに達しているアジア国

本研修は、国際課税調査事務に従事する国税当局職員を対象とし、国際課税に関する講義・討議・レポート作成等を通じて研修員の国際課
税に関する知見の習得を支援し、もって参加各国の適正な国際課税の執行に寄与することを目的としている。本研修は国際課税に関する知
識・技能を習得することを希望するアジア諸国からのニーズを受け、国際課税ルールに関する各国共通の認識を醸成することを念頭に、平
成19年から実施されている。

名

2016～2018

2016/05/10 2016/05/28～

1684617

更新
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【事前活動】
自国の税制・税務行政、所属組織、直面している課題についてカントリーレポートを作成、

提出する。

【本邦研修】
  1.（講義）日本の税制概要、各種税制関連トピック他
  2.（講義）日本の税務行政概要、各種税務行政関連トピック他 （視察）税務署、国税局他

  3.（講義）国際課税 
  4.（講義）各種税務関連トピック、OECD講師による集中講義他
    （プレゼンテーション及び討議）(1) カントリーレポートの発表、及び比較分析レポート

の作成、発表 
(2) 国税庁職員との討議

【事後活動】
自国の税務行政の改善策、および研修内容の所属組織内での共有（結果）にかかるファイナ

ルレポートの作成・提出

19受入可能上限数：

財務省

英語

JICA東京（産業公共）

国税庁税務大学校

【目標】
開発途上国の税務職員が各国の税務行政における現在の課題（基礎）を認識し、研修で習得し
た知識を自国の国税組織内において帰国後共有することにより、研修参加国の税制・税務行政
改善に寄与する。 
【成果】
1. 税務行政習得のための基礎知識として、日本の税制一般についての知識を習得する。
2. 日本における税務行政の執行状況を理解する。
3. 国際課税の一般的な知識を習得する。
4. 他の研修参加国や日本の税制および税務行政との比較に基づいて、自国の税制および税務行

政の改善すべき点を認識する。
5. 研修員自らが分析した自国の税務行政における課題、及び本案件を通して習得した研修内容

を帰国後、所属組織内で共有する。

【対象組織】
国税の賦課・徴収を行う税務当局（関税除
く）
【対象人材】
1．国税当局（関税を除く）の中堅税務職

員
2．5年以上の国税当局（関税を除く）にお

ける税務行政または税制の企画の実務
経験を有する。

3. 討議、発表、レポート作成等を円滑に
行うための十分な英語能力を有する。

国際税務行政（一般）
International Seminar on Taxation (General)

本案件はＧＮＩの高い国は対象としない場合がある。

開発途上国の国税当局（関税を除く）の中堅税務職員を対象として1968年（昭和43年）より実施するものであり、幅広く日本の税制・税務
行政、国際課税等について学ぶことを目的とする。また経済協力開発機構（OECD）から講師を招き、租税条約等の集中講義も取り入れてい
る。

名

2015～2017

2016/08/30 2016/10/06～

1684618

継続
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【事前活動】
自国の税務行政上の課題について、事前に指定されたテーマに沿ってテーマペーパーを作

成する。

【本邦研修】
1.（講義）日本の税制税務行政に関する講義 
（討議）テーマペーパーに沿った討議 
（視察）税務署、国税局他

2.（プレゼンテーション及び討論）テーマペーパ-に沿ったプレゼンテーション及び討議
    （視察） 税務署、国税局他

【事後活動】
帰国後、自国の税務行政上の課題に対する具体的な改善案についてファイナルレポートを

作成、提出する。

12受入可能上限数：

財務省

英語

JICA東京（産業公共）

国税庁税務大学校

【目標】
開発途上国の幹部職員が、自国の税務行政における現在の課題、および解決の方向性を認識し
、帰国後、各国の税務行政の改善に貢献する。
【成果】
1. 日本の税務行政の制度や現状を学び、自国の税務行政の改善に役立つものを見出す。
2. 各国の税務行政の課題を認識し、他国の問題やその解決手法に関する情報を入手することに
より、自国の課題に取り組むための知識やアイデアを深めるとともに、意見交換を通じて参加
者及び日本の国税庁との間での関係を高める。
3. 帰国後、自国の税務行政の課題解決に貢献する。

【対象組織】
国税の賦課・徴収を行う税務行政執行当局
（関税を除く）

【対象人材】
1. 国税当局（関税を除く）の幹部税務職
員
（本庁の部長あるいは課長クラス、または
地方支分局の局長または部長クラス）
2. 関税を除く税務行政分野において、十
分な知識と専門的な経験を有する
3. 討議、発表、レポート作成等を円滑に
行うための十分な英語能力を有する

国際税務行政（上級）
International Seminar on Taxation (Advanced)

本案件はＧＮＩの高い国は対象としない場合がある。

開発途上国の国税当局（関税を除く）の幹部職員を対象として1974年（昭和49年）より実施するものであり、日本の税務行政について学ぶ
ことを目的とする。また参加各国が直面する税務執行上の課題について発表、討議の機会を設ける。

名

2015～2017

2016/11/09 2016/12/03～

1684619

継続
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11.民間セクター開発

11



(A)2016/09/30-2016/10/31
  (英語：北海道(札幌))
(B)2016/09/28-2016/10/29
  (英語：中部)

主に企業間連携：JICA北海道
主に産学官連携：JICA中部

- 自国のクラスター分析（形成主体、形成目的、構成要員、活動内容等）のレポート作成

- クラスター基本的概念、クラスターの類型

- クラスターの形成主体と構成要素、各種政策

- 結節点としての中核・推進機関及び人材（クラスターマネージャー及び連携・事業化コーデ
ィネーターの役割と機能）

- クラスター活動推進のための知識・手法：産学官連携手法、経営支援手法など

- クラスター振興のあり方・課題、研修員が今後果たす役割や活動、推進計画の作成

※産業クラスターとは、関連する産業及び事業が「ブドウの房」のようにお互いが結びつくこ
とによって、新たな相乗効果を生み出す産業・事業群の総称。相互に競争・協力しながら有機
的なネットワークを形成している（進化している）産業集積の状態は、地理的に企業が集まっ
た単なる産業集積とは区別され、特に「産業クラスター」 と呼ばれ、米国の経営学者マイケル
・E・ポーターが概念化した。

※様々なパターンがあるクラスターを形成し、産業・事業群の競争力強化を図るには、対象地
域の実情に合った活動及び連携や推進方法等、適切なクラスター・アプローチ（手法）が必要
である。

28受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA北海道（札幌）/JICA中
部

調整中

【目標】
研修員が、対象地域の実情に合った実践的かつ効果的なクラスターアプローチを習得する。

【成果】
1. 研修員が取組むクラスター振興（政策、産業、運営、活動など）の概要と課題をまとめ、共
有する。

2. クラスターに係る基本概念を理解し、各自のクラスターと比較することができる。

3. クラスター形成・運営・活動における関連機関の役割を整理することができる。

4. クラスターの活動推進に関する適切な手法やツールを選択できる。

5. 研修員自らが担当するクラスターの発展を促す提案ができる。

【対象組織】
クラスターの企画・運営・活動推進に携わ
る中央・地方政府、公的機関、民間中間組
織（業界団体、商工会議所など）、大学等

【対象人材】
クラスターの形成・運営・活動推進に従事
している、もしくは従事予定の者。

類似業務経験３年以上。

研修員間や講師との討論が可能な英語力。

クラスター・アプローチによる地域産業振興
Regional Industry Promotion by Cluster Approach

特定の産業やテーマに関する企業や関連機関（大学、研究機関、業界団体）を集積・連携させ、戦略的に相乗作用を図ることで、新製品や
新事業、新技術が持続的に開発される環境整備を目指すクラスターアプローチは、地域産業振興の施策として各国で取組が進んでいる。本
研修は、日本や各国の事例や手法分析を通じ、クラスターの形成・運営・活動等の担当者が各地域の実情に合ったクラスターを推進するた
めに必要な視点と手法を得るものである。

名

2016～2018

2016/09/30 2016/10/31～

1684621

更新
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(A)2016/11/13-2016/12/10
  (英語：関西)
(B)2017/02/13-2017/03/11
  (英語：関西)
(C)2016/05/18-2016/07/01
  (英語：中国)
(D)2017/01/17-2017/02/25
  (西語：中国)
(E)2017/01/23-2017/02/11
  (英語：四国)

【事前活動】
事前活動レポートの作成と提出（中小企業訪問）

【本邦活動】
成果1に係る活動
(1)事前活動レポートの発表
(2)各国の中小企業政策・振興施策に関する討議

成果2に係る活動
(1)経営支援、金融支援、技術支援、人材育成支援に関する講義・視察（中小企業支援機関、

中小企業、大学など）
(2)参加者間の討議

成果3に係る活動
(1)参加者間の討議
(2)行動計画案の作成のための演習・ガイダンス・素案発表

【事後活動】
研修終了後6か月以内に行動計画の進捗報告が行われることが望ましい。

68受入可能上限数：

英語/西語

JICA関西（業務一）/JICA中
国/JICA四国

公益財団法人 太平洋人材交
流センター、県立広島大学、
公益財団法人 ひろしま国際
センター、四国生産性本部他

【目標】
研修で得られた学びをもとに、研修員が所属する中小企業振興を担う協力対象機関により、中
小企業振興を促進するための行動計画が作成される。

【成果】
1.参加国における中小企業の現状や諸問題を明らかにできる。
2.日本や参加国の事例を学ぶことにより、効果的な中小企業振興のための政策の要点を説明で
きる。
3.中小企業支援における課題解決策を検討し、中小企業振興を促進するための実行可能な行動
計画案を作成できる。

【対象組織】
中小企業支援に関わる省庁・地方自治体関
連部門・政府関係機関、商工会議所など

【対象人材】
<職位>
中小企業振興に従事する行政官

<職務経験>
中小企業振興に関わる2年以上の職務経験
を有する者

中小企業振興政策
Small and Medium Enterprise Development Policies

中小企業振興関連プロジェクトが実施中又は実施が期待されている国

中小企業振興に携わる公的機関の職員を対象とした初級レベルの研修プログラムである。日本が蓄積した経験を参考に中小企業支援政策の
ポイントを学ぶことを主題とする。研修では、各地域の行政機関、企業・大学・商工会議所などの協力のもと、中小企業支援の現場や日本
の中小企業の視察などを行い、支援組織や政策の特徴を学ぶ。また、他国からの研修員との討議を通し自国の課題分析に取り組む。本研修
は複数回コースを実施する。

名

2014～2016

2016/11/13 2016/12/10～

1684622

継続
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(A)2016/08/31-2016/09/30
  (英語：中部)
(B)2016/11/02-2016/12/02
  (英語：中部)

- 自国のBDSに係る制度や提供内容・手法、所属組織の強み・弱みの分析・発表

- 日本の中小企業支援政策の概要、BDS市場やアプローチ

- 各アクター（政府、BDSファシリテーター、プロバイダー、BDS顧客／中小企業）の役割・位
置づけ

- 支援制度の整備（BDSファシリテーション・BDS市場／顧客開拓、官民のコンサルタント等BDS
提供者の養成・標準化など）

- BDS提供者の支援スキル・知識の向上（品質管理・生産性向上や経営・マーケティング支援）

※BDSとは、中小あるいは零細企業の市場への参入・成長・生き残り、生産性・競争力の向上等
を促すための金融支援を除く様々なサービスの総称。

※BDS例は、研修、コンサルティング（助言・診断）、マーケティング支援、情報提供、法律・
会計サービス、技術開発・普及、企業間連携の促進など。

31受入可能上限数：

英語

JICA中部

調整中

【目標】
中小企業の企業活動を支援する立場にいる研修員が、日本の中小企業向けBDSの仕組みや提供す
る際の工夫や姿勢について学び、自ら職務を実施するうえの示唆を得る。

【成果】
１．研修員が担当しているBDSと組織の優位点・問題点について分析・把握する。

２．効果的なBDSを実施するための各アクター（政府、ファシリテーター、プロバイダー）の機
能、役割や仕組みを分析できる。

３．企業ニーズ（需要）を反映したBDSを提供するための手法や視点を習得する。

４．BDS強化へ取り組むために、研修で得たBDSに関する知識や工夫の中から自国で活かせる項
目を分析的にまとめ、所属組織に共有・提案するための発表資料を作成する。

【対象組織】
中央／地方政府、公的産業振興機関、商工
会議所や産業団体など中小企業を支援する
民間中間組織

【対象人材】
中小企業に対する各種支援サービス
（BDS）の企画、提供、促進を担当し、５
年以上の経験を有する者。

産業振興のためのビジネス開発サービス（BDS）強化
Strengthening of Business Development Services (BDS) for industrial promotion

本研修は、中小及び零細企業の育成・競争力向上のために実施・提供されるビジネス開発サービス（BDS)の強化によって産業振興を図るこ
とを目的に、各国の公的機関及び民間組織の職員やコンサルタント等BDS提供者（プロバイダー）及び促進者（ファシリテーター）が、日
本の中小企業向け支援制度やサービス提供者の育成・能力強化方法、企業ニーズに基づくビジネススキルや技術の向上に係る仕組みや取組
みを学ぶものである。

名

2016～2018

2016/08/31 2016/09/30～

1684627

更新
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(A)2016/06/27-2016/07/28
  (英語：中部)
(B)2016/08/31-2016/09/30
  (英語：中部)
(C)2016/10/12-2016/11/12
  (仏語：中部)

【事前活動】インセプションレポートの作成

【本邦研修】

講義：公的機関の中小企業支援サービス（技術支援など）、ものづくり哲学、品質管理、生産
性向上、カイゼン、５S（３S)、QCサークル(小集団活動）、PDCAサイクル、目で見る管理, 企
業内人材育成、企業内のカイゼン活動の取り組みなど

実習：生産性向上手法など

訪問：公的技術支援センター、中小企業大学校、品質・生産性向上（カイゼン）を実践する企
業（自動車、金属加工、食品、繊維など）など

討論、発表：インセプションレポート、

中間、アクションプラン

42受入可能上限数：

英語/仏語

JICA中部

調整中

【目標】
公的支援機関等で実際に中小企業の品質・生産性向上を指導する役割を持った参加者が、日本
の生産性向上手法（カイゼンなど）の実践方法を習得し、所属組織における中小企業支援のた
めの課題解決案を作成する。
【成果】
1.中小企業支援を促進する上での、自国および所属組織の課題を分析する。

2.日本の中小企業支援サービスについて理解する。

3.ものづくり哲学、品質・生産性向上（カイゼン）を基盤とした品質・生産性向上の理論と手
法を習得する。

4.品質・生産性向上に必要な人材育成（ひとづくり）の手法を習得する。

5.習得した知識を活用し、自国の中小企業の品質・生産性向上のための実用可能な方法を検討
する。

【対象組織】
中小企業支援機関（自国産業の品質・生産
性向上を促進する公的機関中小企業支援機
関における）

【対象人材】
＜職位＞
中小企業の品質・生産性向上を促進する立
場にいる人材

＜経験＞
対象業務の実務経験が3年以上の者

とりわけ中小企業への指導について十分な
実務経験を持つもの

＜その他＞
関連分野におけるJICAプロジェクト等にお
いて、位置付け・役割が明確な関係者の参
加を奨励

品質・生産性向上(カイゼン）を通した中小企業支援能力強化
Enhancing SMEs support capacity through learning Quality and Productivity Improvement(KAIZEN)

本研修は、公的な中小企業支援機関等で企業の経営指導に関わる人を対象に、「ものづくり」「カイゼン」を基盤とした日本企業の品質・
生産性向上の理論および手法と、日本企業の人づくりに関するノウハウを学び、日本の事例を参考に所属組織における中小企業支援のため
の課題解決案を作成することを目的とする。

名

2016～2018

2016/06/27 2016/07/28～

1684630

更新
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1.所属組織の現状、問題点をインセプションレポートとしてまとめる。
2.自分の業務で関わりのある中からパイロット企業を選び、その企業の現状、課題等を事前調
査レポートとしてまとめる。（事前活動）

3.日本的経営の特色及び企業活動に関する社会的支援体制、総合的経営管理と経営品質の向上
  、人材育成・経営戦略・付加価値分析、生産性向上手法 (講義、演習)
4.中小企業の現場改善による生産性向上活動の実践（実習）
5.中小企業の現場改善提案の実施（実習）
6.自国の企業に対し、経営管理の改善提案を行うためのアクションプランを作成する。
7.アクションプランに基づき、企業に対する改善提案を行う。

12受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

公益財団法人 日本生産性本
部

【目標】
企業の生産性向上を促進する機関のコンサルタント/アドバイザーの経営管理技術が向上し、企
業が適切な指導を受けられるようになる。
【成果】
1.自国企業の経営管理の問題点を分析する
2.生産性向上に必要な経営管理技術の知識、実践方法を学ぶ
3.習得した経営管理技術を活用して、企業の生産性向上に対する改善提案の実施方法を学ぶ
4.習得した知識の自国への応用方法を検討する。

【対象組織】
企業/産業の経営管理、生産性向上を促進
1.実行する機関
【対象人材】
<職位＞
企業/産業（特に中小企業）の経営管理、
生産性向上を促進・実行する職位にある者
（人材育成の指導的立場にある者の参加が
望ましい）

＜職務経験＞
1.全社的経営管理
2.工場レベルにおける生産性向上
3.生産管理技術とその応用技法
4.中小企業育成、について十分な実務経験
を持つ者

生産性向上のための実践的経営管理
Practical Corporate Management for Productivity Improvement through Practical KAIZEN and Quality Control
Methods

企業の生産性向上に資する日本の経営管理技術（主に製造業分野における５Ｓ、ＫＡＩＺＥＮ）を講義、演習、工場実習を通して実践的に
学ぶことが本研修の特徴である。研修を通して得た知見を元に、パイロットとして選んだ自国の企業の経営改善を行うためのアクションプ
ランを策定し、帰国後、企業に対して改善提案を行い、自分の研修成果を検証する。

名

2015～2017

2017/01/15 2017/03/03～

1684633

継続
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(A)2016/05/23-2016/06/25
  (英語：関西)
(B)2016/09/11-2016/10/08
  (英語：関西)

【中小企業庁ホームページ
】http://www.chusho.meti.g
o.jp/sme_english/index.htm
l

【事前活動】
事前活動レポートの作成と提出（中小企業訪問）

【本邦活動】
成果１に係る活動
(1)事前活動レポートの発表
(2)各国の中小企業の現状についての討議

成果２及び３に係る活動
(1)講義：中小企業政策及び施策概要（経営強化・金融支援他）、関連組織の役割、事例紹介等
(2)視察：支援策実施機関（経営強化支援・金融支援）、関連企業等

成果４に係る活動
(1)討議：自国の経営強化・金融支援に関する発表及びディスカッション、振り返り
(2)演習及びガイダンス：中小企業振興施策改善のための行動案作成に係るワークショップ他
(3)発表：中小企業振興のための経営強化・金融支援の改善策（行動計画案）の発表

【事後活動】
(1)改善策の所属機関への提出
(2)改善策の進捗報告（帰国後3か月以内）

32受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務一）

調整中

【目標】
中小企業振興に携わる中央省庁、地方自治体、商工会議所等の公的支援機関等の職員によって
中小企業振興のための経営強化・金融支援の改善策が所属機関に提出される。

【成果】
1. 自国の中小企業の問題点、中小企業振興政策・施策の課題が抽出できる。(事前活動)
2. 中小企業振興施策（主に経営強化・金融支援）についての概要が説明できる。
3. 日本及び他国の例を共有することで、中小企業に対する経営強化・金融支援を実施する際の
ポイントを把握し、自国の中小企業振興策を改善するために必要な事項を洗い出せる。
4. 中小企業振興のための経営強化・金融支援の改善策（行動計画案）が作成できる。

【対象組織】
中小企業省庁、地方自治体中小企業局、商
工会議所等、中小企業振興（主に経営強化
・金融支援）を担当する組織

【対象人材】
〈職位〉
中小企業に対する経営強化・金融支援分野
に携わる者

〈職務経験〉
中小企業振興・支援分野での職務経験が3
年以上の者

中小企業振興のための経営強化・金融支援
Managerial and Financial Support for Small and Medium Enterprises Development

中央省庁、地方自治体、商工会議所等の中小企業振興担当者を対象に、中小企業振興のための経営強化・金融支援の理論と実践のポイント
を紹介するとともに、中小企業の集積地である関西地域での経験と教訓を体系立てて提供し、討論等を通じて、彼らが自国の現状・課題を
客観的に整理することにより、効果的な中小企業支援策の立案及び実施能力を強化することを目標とする。

名

2016～2018

2016/05/23 2016/06/25～

1684634

更新
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日本語サイト 四国生産性本
部 http://www.spc21.jp/

以下について、講義・視察・討論・実習・発表等を行う。

【事前活動】
カントリー/ジョブレポートの提出

【単元１】
各人の課題レポートの発表、研修関係者との意見交換。
「日本の品質・生産性向上活動の歴史」、「人材育成と品質・生産性向上」

【単元２】
「品質・生産性向上を推進する中小企業の基礎人材育成プログラム例」
「ものづくり人材育成に対する支援機関の体制と役割」
縫製業、木工業、水産加工業（視察)5S,3S活動現場

【単元３】
「日本の品質・生産性向上活動の自国への活用方法」（討論）
自国の地場産業振興政策をより効果的な施策とするための体制・仕組みづくりの計画（案）
作成・発表

11受入可能上限数：

英語

JICA四国

四国生産性本部

本研修で得られた学びをもとに、人材育成の観点から品質・生産性向上活動を推進していくた
めの仕組み/システムづくりや改善ならびに体制づくりの計画（案）が作成される。

1.日本における品質・生産性向上活動の歴史と高度成長を成し遂げた点を理解し、説明するこ
とができる。

2.日本における品質・生産性向上活動において、ものづくり人材を育成する支援機関の体制や
役割、中小企業で働く人材の育成の重要性を理解し、説明することができる。

3.日本における品質・生産性向上活動を推進するための仕組み/システムづくりの改善ならびに
人材育成の専門家養成を含めた体制づくりの計画（案）を策定することができる。

【対象組織】
中小企業の生産性向上活動の支援を担当す
る省庁および公的支援機関（商工会議所等
）

【対象人材】
1.中小企業の人材育成を支援する公的機関
にあるいはそれに準ずる機関に所属

2.上記機関で中小企業向け人材育成支援の
担当者

3.本分野の業務経験年数５年未満
4.とりわけ、若手職員がのぞましい
（基礎レベル研修のため）

アフリカ地域 人材育成に主眼を置いた生産性向上活動
Productivity Improvement Activities focusing on Human Resource Development for African Countries

アフリカ諸国

中小企業が品質・生産性の向上を図るためには、その活動を正しく理解し、継続的に行うことができる人材の育成が不可欠である。
本コースでは、日本の高度経済成長の原動力の一つでもある、品質・生産性向上活動（カイゼン）について、日本の中小企業の事例をもと
に理解し、その活動を担う人材を育成するための手法を学ぶことを目的とする。
とりわけ、人材育成の体制が十分に整っていない国を対象とする。

名

2014～2016

2016/06/15 2016/07/03～

1684636

継続
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本コースでは、本邦研修を通
じて研修員と北海道・十勝の
中小企業家との交流が深まり
、将来的に海外展開支援に
繋がる契機となることも期待
しています。

1.(1) 講義 生産管理・品質管理手法
  (2) 視察 農業機械メーカー

2.(1) 講義 業務管理手法 講義
  (2) 視察 5S現場視察 ベーカリーチェーン、農業機械メーカー

3.(1) 講義 マーケティングの実践
  (2) 視察 マーケティングの実際 菓子メーカー

4.(1) 講義 衛生管理手法講義(HACCP)
  (2) 視察 HACCP現場視察 乳業メーカー、菓子メーカー

5.(1) 北海道（十勝地域）における中小企業との交流会

18受入可能上限数：

露語

JICA北海道（帯広）

インサイトマネジメント株式
会社

日本的経営手法のビジネス現場での実践方法を理解し、自社の状況に応じた活用ができる。
北海道（十勝地域）の同業の民間企業との研修を通じた交流及び他国からの参加者との交流を
通じ、その後の海外展開の可能性が検討される。

1.生産管理・品質管理（カイゼン）の実践手法を活用できる
2.業務管理(5S)の実践手法を活用できる
3.マーケティングの実践手法を活用できる
4.衛生管理(HACCP）の実践方法を活用できる
5.海外展開の可能性について検討される

【対象組織】
農業、畜産、食品、乳製品分野の民間企業
及びその関係団体等

【対象人材】
<職位>
上記対象組織管理職以上

<職務経験>
5年以上

<その他>
1.日本センターでのビジネスコース修了者
またはそれと同等の経営管理の基礎知識
を有する者

2.外展開に係る活動に関与あるいは可能性
を検討している者

CIS諸国、モンゴル向けアグリビジネス経営管理
Business management of agri-business for CIS and Mongolia

ウクライナ、モンゴル、CIS諸国（日本センター保有国中心）

本コースは、アグリビジネス（農業、畜産、食品、乳製品）に携わる企業に対して、日本的経営管理手法の応用方法を講義と企業視察を通
じて伝えることで、日本センタープロジェクト等のJICAが実施する民間セクターの人材育成を補完することを目的とします。加えて、同業
の本邦企業、他の国からの参加企業との交流を通じて、お互いの海外展開促進の可能性を検討します。

名

2014～2016

2016/05/15 2016/05/28～

1684637

継続
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(A)2017/01/17-2017/02/17
  (西語：九州)
(B)2016/06/07-2016/07/08
  (西語：九州)

1. 日本の中小企業支援策

(1)日本の産業発展と中小企業の役割 (2)中小企業振興関係法令（中央政府) (3)中小企業振興
施策(地方政府)

2. 地域団体による付加価値強化支援

(1)商工会議所の役割、(2)農業協同組合の役割

3. 企業体質の強化

(1)品質管理、 (2)生産管理、(3)販売促進、 (4)人材育成（企業内訓練/ 職業訓練校との連携
）

4. アクションプランの作成

(1)ジョブレポート作成を通じた課題整理、(2)発表会による各国の課題共有、(3)アクションプ
ラン作成指導を行う

24受入可能上限数：

西語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会(KITA)

【目標】
地場産業活性化に寄与するための中小企業振興計画が作成される
【成果】
1. 日本の中小企業支援政策について中央政府や地方自治体の取組について説明ができる

2. 企業・地域の特性を生かした製品の付加価値強化について説明ができる

3. 競争力のある企業育成のための人材育成や経営管理の方法（生産販売含む）について指導で
きるようになる

4. 中小企業・地場産業活性化のためのアクションプランの作成能力が身につけられる

【対象組織】
1. 中小企業支援・地場産業育成を担当す
る地方の公的機関（地方自治体、公的機関
）

2. 商工会議所、民間企業連盟・事業組合
など
【対象人材】
1. 中小企業支援・地場産業育成を担当す
る地方の公的機関の関係者

2. 商工会議所、民間企業連盟などの役職
員

・上記分野にかかる業務経験を5年以上有
する者

・原則として30歳－50歳の者

中南米地域中小企業・地場産業活性化
Small and Medium Enterprises / Local Industry Promotion for Latin America

多くの開発途上国では地方の開発が遅れ地域間格差の問題を抱えている。途上国の政府は、地域開発の一環として地場産業・中小企業振興
を推進し、地域の活性化を目指している。本研修は、地場産業活性化のための中小企業への支援策、企業の体質強化について学ぶことを目
的とする

名

2016～2018

2017/01/17 2017/02/17～

1684639

更新
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(A)2017/01/15-2017/01/28
  (露語：関西)
(B)2017/02/26-2017/03/11
  (露語：関西)
(C)2016/10/30-2016/11/12
  (露語：関西)
(D)2016/11/23-2016/12/08
  (露語：関西)

１．来日時報告会
 (1)各研修員及び研修員の所属組織が抱える課題に関する研修員の発表
 (2)上記をふまえた講師のアドバイスに基づく課題の整理
２．主な講義及び視察内容
 (1)日本の経済事情に関する講義
 (2)人材育成関連の講義または視察
 (3)マーケティングに関する講義または視察
 (4)生産管理に関する講義または視察
 (5)研修の振り返り
（注）企業の業種は参加する研修員が所属する業種を加味し決定する。
３．成果品の作成
 (1)成果品の作成準備
 (2)作成した成果品に関する発表
４．帰国後
 (1)帰国後の活動レポートの提出

37受入可能上限数：

露語

JICA関西（業務一）

公益財団法人 太平洋人材交
流センター

【目標】
企業経営に必要な知識・技術を習得し、自国で実践することを念頭に成果品を作成する。
【成果】
１．研修員及び研修員の所属組織が抱える課題が明らかになり整理される。
２．日本的経営（人材育成・マーケティング・生産管理など）について説明できるようになる
     。
３．上記２.の学びを活用し、課題解決に向けた成果品（アクションプランなど）が作成される
     。

【対象組織】
原則中小企業に所属するものでキルギス・
ウズベキスタン・カザフスタンに設置され
ている日本人材開発センターが実施するビ
ジネスコースを修了したもの。
【対象人材】
１．キルギス・ウズベキスタン・カザフス

タンの日本人材開発センターにてビジ
ネスコースを優秀な成績で修了したも
の。

２．中小企業の幹部および中間管理職、青
年実業家、ビジネス分野でのサービス
提供者。

３．現職での経験が１年以上あることが望
ましい。

中央アジアビジネス実務研修
Practical Business Training for Central Asia

日本人材開発センターが設置されている中央アジア諸国

旧ソビエト連邦からの独立後、中央アジア諸国は、市場経済化を推進した。しかし、経済発展に不可欠な人材が十分に育っておらず、市場
経済化の成果を享受できていない状態が長く続いている。
このような状況を打開するため、企業活動従事者、中でも中小企業の幹部および中間管理職、青年実業家、ビジネス分野でのサービス提供
者へのビジネス知識・スキルの知的支援が必要とされており本邦研修を実施するもの。

名

2015～2017

2017/01/15 2017/01/28～

1684641

継続

産業開発・公共政策部

-203-



1.講義:日本の産業発展と中小企業の役割、行政による中小企業振興施策、産学連携、
2.視察:ポリテクセンター八幡（職業訓練施設）、アフリカ進出している企業
3.講義:企業経営と品質管理、地域振興のためのビジネスプラン、アントレプレーナーシッ

プ組織論
4.視察:５S活動
5.講義:創業経営者（ベンチャー）、六次産業、輸出用食品の衛生管理、地域電力活用による地

域振興
6.視察:農村開発（一村一品運動等）、流水式小水力発電、小型風力発電、小型太陽光発電ラン

プ、小型飲料水製造装置
7.講義:IAS(Issue Analysis Sheet)、アクションプラン作成
8.演習:参加国による情報交換及び、討論による戦略立案
9.発表:ジョブレポート発表、アクションプラン発表

11受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)

【目標】
参加者の所属組織において起業家育成・地場中小零細企業活性化施策が実施される
【成果】
1.日本の起業家育成及び、中小零細企業・地場産業振興施策を理解し、推進のための産官学の
役割を理解する

2.日本の企業マネジメントでの経営戦略、人財育成、マーケティングの基礎知識を理解し、自
国の課題解決を促進する

3.中小零細企業・地場産業・地域発電設備、農村開発の実情を視察し、かつ日本の文化習慣を
学ぶことで、起業家育成・中小零細企業活性化への有効な手法を考える

4.起業及び、地場産業活性化のためにアクションプランを策定できる

【対象組織】
若手起業家、中小零細企業経営者およびそ
れらの支援・地場産業育成を担当する公的
組織
【対象人材】
起業家又は中小零細企業経営者、中小企業
支援・地場産業育成を担当する公共機関関
係者(課長クラス）

アフリカ地域 起業家育成・中小零細企業活性化
Capacity Development for Entrepreneurs and MSMEs Activation in African Countries

アフリカ諸国

本研修はアフリカ地域の若手起業家や中小零細企業経営者、それらを支援する行政官が、日本の企業経営の戦略、人財育成などの基礎知識
を習得し、中小零細企業の振興や地場産業の活性化の実態について理解を深めることを狙いとする。併せて、行政による中小零細企業への
支援を紹介することで、官民双方に有益な研修として設計している。またアフリカ地域の連帯・情報交換など連携を深める討論の場や日本
の民間企業との連携を図る場も提供する。

名

2015～2017

2016/05/14 2016/06/18～

1684645

継続

産業開発・公共政策部
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（一財）比較法研究センタ
ーHP：http://www.kclc.or.j
p

【事前活動】自国の知的財産制度に関する概況をまとめたCountry Reportの作成。

【来日中】
1.以下の内容に関する講義、視察を行う。
 (1)企業から見た知的財産権保護の重要性
 (2)日本での知的財産権保護の対策（司法（民事、刑事）、行政）と企業の要望との関係
 (3)企業での知的財産権保護(侵害)に向けた取組み
 (4)経産省(地方局)での知的財産保護に向けた取組み
 (5)税関・警察などによる知的財産侵害品取締り
 (6)各国の知的財産権保護体制の比較検討
 (7)知的財産に関する人材教育/研修
2.以下の内容についてプレゼンを行い、日本をはじめとする参加各国の現状への理解を深め
(1)カントリーレポート報告会 ・シンポジウムでの報告

【事後活動】研修で得られた知識を生かした活動を行い、半年後に活動報告を行う。

15受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務一）

調整中

【目標】
知的財産（権）の侵害は、経済のグローバル化並びに自国の発展にとり大きな阻害要因となる
。そのため、(日本)企業が求める知的財産制度を理解し、知的財産の保護・活用・創造の体制
と実態を把握し制度構築に向けた検討を行う。 

【成果】
1.知的財産制度の重要性について理解し、自国の課題を分析できる。 
2.日本企業が求める知的財産権の保護体制及び、企業の要望に対する関係機関の知的財産権侵
害に対する制度、実務、救済を事例研究や関連機関への視察を通じて理解し、更に各国の比
較検討を行うことで、自国に適した制度構築の方策を提案できる。 

3.知的財産権保護と活用・創造に関する理解の促進、啓発・教育及び専門家育成について、日
本等の制度を参考に自国に適した方策が検討・提案できる。 

【対象組織】
各国知財庁及び知財執行取締機関(税関、
警察など)

【対象人材】
経験年数：同分野での3年以上の実務経験

直接投資を促すための知財制度整備に向けて
Improved Intellectual Property System for Promoting Direct Investment from Overseas

知的財産制度は、海外直接投資や技術移転促進のために不可欠であり、当該体制が整備されることで海外からの投資と技術移転が促進され
、健全な社会経済発展につながる。ついては、企業の認識を踏まえつつ参加諸国の知的財産制度の強化を促進し、各国における健全なビジ
ネス環境の育成に資することを目的とする。 

名

2015～2017

2016/11/13 2016/12/10～

1684670

継続

産業開発・公共政策部
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＜事前活動＞自国の安全評価基準認証制度に関する概況をまとめたカントリーレポートの作成
。

＜来日中＞

1.カントリーレポートについてプレゼンを行い、日本をはじめとする参加各国の現状への理解
を深める。

2.講義、視察を通じ、以下の内容に関する理解を深める。

・貿易円滑化の観点からの基準認証制度の重要性

・国際標準化活動における経済産業省や企業の取組

・安全評価基準の策定における経済産業省や企業の取組

・安全評価基準の規制に関する経済産業省や企業の取組

・検査実施機関と認証機関との関係

・安全評価基準に基づく検査実施機関での試験

3.ラップアップセッションでプレゼンを行い、自国に適した制度構築の提案を行う。

20受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

【目標】
自国の電気電子製品等の貿易の促進を図るため、安全性評価基準に関わる各機関の職員が、基
準認証制度全体について把握することで、各機関所掌の業務について理解を深め、各機関が相
互に連携可能な基準認証制度の構築に向けた検討を行う。
【成果】
1.安全評価基準認証制度の重要性を理解し、自国の課題を分析できる。

2.貿易を促進させる安全評価基準及び認証制度の確立に向け、経済産業省や企業における取組
を事例研究や視察を通じて理解し、更に参加各国や自国の状況との比較検討を行うことで、自
国に適した制度構築の方策を提案できる。

3.安全評価基準の国際標準化活動について、日本の取組を参考に自国に適した方策が検討・提
案できる。

【対象組織】
電気電子製品の安全評価基準に関する以下
の機関

1. 規格策定当局

2. 規制当局

3. 認証機関

4. 検査実施機関

【対象人材】
経験年数：同分野での5年以上の実務経験

電気電子製品の貿易促進 -安全性評価基準の策定と検査能力の向上支援
Trade Promotion for Electrical and Electronic Equipment - Support for Development of Standard and Regulation
for Safety Requirement and Improvement of Testing Capacity

アジア諸国

電気電子製品等の貿易を促進するためには、自国での①安全性の高い製品を認証するための安全性評価基準の策定、②同基準の制度化、③
同基準に基づく試験の実施、④同試験結果の他国での受入が必要である。一方、これらを所掌する機関は別々という状況であり、各機関の
能力や体制を踏まえ連携して制度設計を行う必要がある。ついては、各機関が相互に連携した基準認証制度の構築を支援し、各国における
貿易の円滑化に資することを目的とする。

名

2016～2018

2016/12/04 2016/12/23～

1684849

新規

産業開発・公共政策部
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(A)2017/01/20-2017/02/20
  (英語：関西)
(B)2016/06/25-2016/07/30
  (英語：九州)
(C)2016/09/03-2016/10/08
  (西語：九州)
(D)2016/05/11-2016/06/16
  (英語：中部)
(E)2017/01/28-2017/03/03
  (英語：九州)

【事前活動】事前課題の作成
【本邦研修】
1. 講義：輸出振興のためのマーケティング戦略、ブランディング、成功事例の紹介
2. 視察：日本企業のマーケティング事例（伝統産業の海外ニッチ市場への展開事例など）

海外展開支援機関
海外商品を取り扱う商社などへの訪問

3. 実習：展示会の視察訪問
4. 討論・発表：研修員間のディスカッション

アクションプランの作成

【事後活動】
組織内でアクションプランが報告、検討される。

61受入可能上限数：

英語/西語

JICA関西（業務一）/JICA九
州/JICA中部

公益財団法人 太平洋人材交
流センター、北九州国際技術
協力協会、有限会社 人の森

【目標】
途上国の地場産業を活かした商品のブランド開発・商品開発に必要なノウハウとマーケティン
グ戦略を学習し、実践的な輸出振興アプローチを習得する。
【成果】
1.国内産業育成のための輸出振興の位置づけを理解し、自国産業の強みや特徴を踏まえた輸出
振興戦略を説明できる。

2.自国の商品の魅力を把握したうえで、海外の消費者にその価値を伝えるためのブランド開発
や商品開発を行うことができる。

3.効果的なプロモーション活動(パンフレット、ホームページ、パブリシティ、展示会など)実
施のコツを理解し、目的・対象に合わせて利用することができる。

4.イベントプロモーション（展示会）、アンケート、テストマーケティングなどを通して市場
調査を行い、自国商品および戦略の評価を行うことができる。

5.市場調査などをもとに商品および戦略の改善案を作成することができる。

【対象組織】
１か国から官民それぞれ１名づつの参加と
する。官：輸出振興機関などの輸出振興を
担当する官公庁もしくは公的機関より１名
、民：生産者団体・業界団体・商工会議所
などの組織から１名であれば望ましい。

【対象人材】
1. 輸出振興業務に従事した３年間以上の

経験を有する者。
2. 輸出振興に関するプロジェクトを実施

している地域、もしくはJV,SV,専門家
などが活動を行っている地域であれば
なお望ましい。

先進国市場を対象にした輸出振興／マーケティング戦略
Developed Market Oriented Export Promotion Strategy / Marketing Strategy

その国の文化や歴史背景を反映させたユニークかつ高品質な商品を発掘し、先進国をターゲットに、市場のニーズをくみとり「売れるもの
をつくる」視点と「売るノウハウ」を実践的に学習する。具体的には、商品開発・ブランディング、効果的なプロモーションツールの作成
と活用方法、市場調査に基づいた市場ニーズの把握・分析などを通して、マーケティング戦略を実践的に学習する

名

2015～2017

2017/01/20 2017/02/20～

1684648

継続

産業開発・公共政策部
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(A)2016/11/01-2016/12/03
  (英語：関西)
(B)2017/02/12-2017/03/11
  (英語：関西)

1. 事前提出課題の作成、研修員どうしでのディスカッション、ワークショップ
2. 講義、視察
3. アクションプランの作成

30受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務一）

調整中

【目標】
研修員の所属組織において、海外からの良質な投資誘致に向けた計画が策定、実施される。
【成果】
1.参加者の国（もしくは地域）の投資促進の現状と課題を把握し、世界市場における自国の強
み・弱みを説明できる。
2.投資促進の意義について、産業振興との関連に重点を置いて説明できる。
3.投資促進機関に求められる役割を理解し、効果的な①マーケティング・市場調査および②情
報発信能力（プロモーション）について説明できる。
4.参加者の国（もしくは地域）の投資促進を強化するために必要となる要素を整理し、実現可
能なアクションプランを作成する。

【対象組織】
投資促進を行う公的機関、地方自治体・商
工会議所などで投資促進を行う部署
【対象人材】
投資促進の業務経験が2年以上の職員

投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント
Capacity Development for Investment Promotion

本研修は、海外からの投資誘致に携わる政府機関および商工会議所などの担当者を対象に、地域産業に貢献するような海外からの投資誘致
を促進するためのプロモーション能力を強化することを目的とする。投資誘致が自国の産業振興において果たす役割を理解したうえで、日
本企業の誘致などを事例として、マーケティング・市場調査および効果的なプロモーション（情報発信）方法について学ぶ。

名

2016～2018

2016/11/01 2016/12/03～

1684652

更新

産業開発・公共政策部
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(A)2016/05/15-2016/07/02
  (英語：関西)
(B)2016/09/25-2016/11/12
  (英語：関西)

・HP（一財）比較法研究セン
タ
ーHP：http://www.kclc.or.j
p

【事前活動】
自国の投資に関する現状及び課題の分析レポートを作成。

【本邦研修】
以下の内容に関する講義、実習、視察、討論を行う。
1.講義
(1)途上国の開発と海外直接投資、投資政策の在り方（ケーススタディ、フィージビリティ

スタディを含む）
(2)投資関連法制度（PPP法、投資法、会社法、知的財産法、労働法、技術移転法等）

2.訪問
(1)海外進出日本企業
(2)投資政策担当官庁等

3.発表
(1)国際投資ワークショップ、各国の投資誘致のために主に産業政策、インフラ整備

の視点から①現状、②法制度、③現状分析、④課題、⑤解決策につき発表し、今後の
対応を議論

【事後活動】
帰国後活動に関する進捗報告書の提出。

22受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務一）

一般財団法人 比較法研究セ
ンター

多角的な視点から、自国の投資戦略や、投資誘致により開発効果を実現するために必要な投資
環境の改善に向けた提案ができる能力が向上する。

1.自国の海外直接投資誘致政策、法制度に関する課題を、特に開発効果（例：技術移転、PPP等
によるインフラ整備、社会経済的効果、国際競争力促進）との関係において明確にし、分析

することができる
。

2.海外投資を行う側の要望・期待を把握する。
3.日本の国レベル及び地方レベルの投資誘致ならびに取組を理解して、自国の対応可能性につ
いて検討する。

4.自国の開発に資する投資誘致のために必要な法制度面での課題解決に向けて、自国で活用可
能性のある提案を策定する。

【対象組織】
海外直接投資関係機関

【対象人材】
上記機関の政策策定及び実施を担当する行
政官、同部署での類似職務経験があわせて
3年以上あること及び50歳未満等。

投資環境法整備
Advocating a Law-Oriented Infrastructure to Promote Foreign Direct Investment

海外直接投資誘致に必要な法政策・制度整備が対象。参加国のインフラ整備・社会経済発展に寄与する投資形態、誘致手法、制度設計を多
角的視点から検討し、現行の投資誘致制度の課題整理・解決の知識・法政策技術習得を目指す。講義や政府機関・企業の視察等から、必要
な投資関連法・制度、投資誘致上の政府機関の役割と機能、本邦企業の海外事業展開の実態を理解し、参加国の今後の投資誘致制度の在り
方の策定に資することを目的とする。

名

2014～2016

2016/05/16 2016/07/02～

1684655

継続

産業開発・公共政策部
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公開のコーヒーセミナーにお
いて、自国産コーヒー豆をコ
ーヒー業界・一般消費者に紹
介する機会がある。

【事前活動】
所属団体の輸出競争力強化に係る課題を把握するためのインセプションレポート作成

【本邦活動】成果1－6に係る活動
1. 日本の市場ニーズ（品質、価格等）、動向についての講義及び視察
2. 市場ニーズを分析するためのコーヒー関連企業への視察
3. 高付加価値コーヒーの種類、認証組織、認証基準等に関する講義
4. 輸出入に係る国際的な規制、法令に関する講義
5. 日本の検疫システム、トレーサビリティー、残留農薬問題に関する講義及び視察
6. 品質・生産管理についての講義及び視察
7. 環境配慮、有機栽培に関する講義及び視察
8. マーケティング基礎知識・技術に関する講義及びマーケティング能力向上のための演習
9.  消費者対象のコーヒーイベント参加、業界関係者との意見交換
10. 活用計画または普及計画作成のためのワークショップ及び指導

【事後活動】
活用計画または普及計画によるノウハウ活用・普及のためのセミナー等の実施と帰国後5か月以
内の報告書のJICAへの提出

10受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

株式会社シー・ディー・シ
ー・インターナショナル

【目標】
参加者がコーヒーの輸出競争力強化に必要とされるノウハウ（高付加価値コーヒー等の市場ニ
ーズの把握、輸出に係る規制等に関する知識、品質・生産管理、マーケティング等）を習得し
そのノウハウを参加国内の関係者と共有する。

【成果】
1. 各団体の輸出競争力強化に係る課題が整理される。（事前活動）
2. 高付加価値コーヒー（特に日本市場における）について理解し、市場ニーズを分析できる。
3. 日本におけるコーヒー輸出入に係る規制、法令、検疫、諸手続きについて説明できる。
4. 品質・生産管理向上に係る技術を習得し、実践できる。
5. マーケティング能力向上に係るノウハウを習得し、実践できる。
6. 輸出能力向上に向けたノウハウの活用計画または普及計画を作成する。
7. 活用計画または普及計画を実行する。（事後活動）

【対象組織】
コーヒー生産・輸出に関わる生産者組合、
行政指導機関
【対象人材】
〈職位〉
一定程度の意思決定権限を有する者(マネ
ージャークラス)及び実務担当レベルの者

〈職務経験〉
コーヒーの生産・輸出振興の職務経験が3
年以上ある者

コーヒー生産者輸出競争力強化
Strengthening the Export Competitiveness of Small and Medium-sized Coffee Producers

コーヒー生産及び輸出国

コーヒーの輸出拡大を狙う中小規模生産者組合職員及びコーヒー輸出振興を担う行政官が、輸出競争力強化に係るノウハウ（高付加価値コ
ーヒー等の市場ニーズの把握、品質・生産管理、マーケティング等）を習得し、輸出拡大のためのヒントを得ることを目的とする。研修プ
ログラムの中で、参加研修員からの情報発信活動（商品・生産現場の紹介等）を行い、それに対する消費者を含む日本人関係者の反応や助
言を踏まえ、習得ノウハウを輸出競争力強化のために、いかに実践かつ普及していくかを計画・実施する。

名

2015～2017

2016/09/12 2016/10/15～

1684658

継続

産業開発・公共政策部
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(A)2016/07/03-2016/07/16
  (英語：東京)
(B)2017/01/22-2017/02/04
  (英語：東京)

＜事前活動＞ 自国に誘致可能と考える外国投資産業の分析

＜本邦研修＞ 講義、企業・サイト訪問

(1) 外国投資家が進出先を選定する際のクライテリア理解。

(2) 各種コスト・国際的な産業連関を踏まえた、当該国への投資誘致の可能性分析。

(3) SEZ/IZの役割・目的の理解。価格設定等の基本条件の理解。成功事例・失敗事例の把握。

(4) SEZ/IZ内外で整備が必要なハード面の投資環境の理解。

(5) ワンストップサービス、各種許認可、SEZ関連法制度等のソフト面で整備が必要な投資環境
の理解。

(6) SEZ/IZ開発に向けた実施方針（案）の検討。

＜在外補完研修＞

(1) 東南アジアのSEZ/IZ開発担当機関・運営組織を訪問し、経験・ノウハウを学ぶ。

(2) SEZ/IZ開発に向けた実施方針（案）を修正。

38受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

【目標】
当該国の外国投資誘致可能性分析を踏まえ、SEZ/IZ開発の実施方針が検討される。
【成果】
(1) 当該国への外国投資誘致可能性を把握する

(2) 経済特区・工業団地開発の基本概念及び成功するための基本条件を理解する

(3) 経済特区・工業団地への投資誘致にあたり環境整備内容を理解する

(4) 東南アジアSEZ/IZを訪問し、成功の秘訣及び運営方法を学ぶ

(5)  経済特区・工業団地開発に向けた実施方針を検討する

【対象組織】
経済特区開発・工業団地開発を担当する組
織（工業省、投資促進庁、経済特区庁,な
ど）。
【対象人材】
経済特区開発・工業団地開発に関する方針
決定レベル（準高級が望ましい）。

投資促進のための経済特区開発・工業団地開発
Special Economic Zone (SEZ) and Industrial Zone (IZ) Development for Promoting Foreign Direct Investment

本コースは外国投資の誘致促進を担う途上国政府関係者を対象として、外国投資家が進出先を選定する際の視点を理解するとともに、経済
特区（Special Economic Zone: SEZ）・工業団地（Industrial Zone: IZ）開発の方法論を学んだうえで、東南アジアのSEZ/IZ開発を担当
する機関やSEZ/IZを訪問して実際の運営方法を理解することを目的に実施するものです。

名

2016～2018

2016/07/03 2016/07/16～

1684845

新規

産業開発・公共政策部
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コースリーダーは、神戸大学
大学院・高橋教授に依頼。

＜本邦研修（2週間）＞

・講義・視察・討論を通じて、貿易・投資促進の基礎的理論・概念、国際的な動向について学
ぶ。

・地域経済統合及び国際分業体制の構築を念頭に、比較優位を活かした貿易・投資促進につい
て学ぶ。

・事前レポート及び各種文献をレビューするとともに、近隣国の研修員と議論を行い、自国の
比較優位を分析した上で、産業開発に結び付けるための具体的な政策・施策を検討し、アクシ
ョンプランを作成する。

・日本企業を対象とした公開フォーラムを実施し、研修員がプレゼンテーションを行う。

＜マレーシア在外補完研修（1週間）＞

・関連政府機関の訪問を通じ、自国の比較優位を生かし現在の発展を築いた経験について学ぶ
。

・同国政府により支援を受けた企業訪問を通じて、政府の企業支援の効果を学ぶとともに、日
系企業の海外進出事例を視察する。

11受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務一）

調整中

【目標】
自国及びアフリカ地域がおかれている貿易・投資に係る現状の理解促進を図る。また、日本や
環インド洋経済圏に位置する国々の貿易・投資促進の事例を用いて、地域経済協力・統合の概
念及び具体的な取り組みを学び、自国の優位産業分析を行った上で、産業開発に資する貿易・
投資強化のための政策・施策の検討を行う。
【成果】
(1)事前活動（来日前）：自国の状況（貿易･投資実績、関連施策の現状・課題、産業分野での
強み等）を整理し、レポートを作成する。

(2)貿易・投資の基礎的理論、国際的な動向、より広範囲の経済圏を意識した貿易・投資の具体
的な政策・施策を学び、地域経済統合及び国際分業体制を念頭に入れた貿易・投資促進政策の
重要性を理解する。

(3)広い経済圏を意識した自国の比較優位を分析し、貿易･投資促進のためのアクションプラン
をまとめる。

(4)事後補完研修（マレーシアで実施）：関連政府機関を訪問し、貿易・投資促進に係る具体的
な政策・施策を理解するとともに、それらの政策・施策がどのように同国の産業発展に貢献し
たかを学ぶ。また、同国政府機関・民間企業との議論を通じて、アクションプランを更新する
。

【対象組織】
産業政策を担当する組織（開発庁、計画庁
、工業省など）。
【対象人材】
産業政策に関する政策決定レベル（準高級
が望ましい）。

地域経済協力を通じたアフリカ地域のための貿易投資促進
Facilitating Trade and Investment for African Countries through Regional Economic Cooperation

アフリカ諸国（サブサハラ）

アフリカ各国が、ヨーロッパ等の先進国やアジアの新興国のみならず、アフリカ域内を含めた広範囲の地域を「経済圏」と捉え、自国の比
較優位を活かしながら戦略的に貿易・投資促進を行うべく、環インド洋経済圏の事例等を用いて地域経済協力・統合の重要性を学び、取る
べき政策・施策を検討する。また、環インド洋経済圏に位置し、ルックイースト政策で現在の発展の素地を築いたマレーシアで事後研修を
行い、本邦研修で学ぶ理論の深化を図る。

名

2016～2018

2016/07/31 2016/08/06～

1684848

新規
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(A)2016/09/03-2016/10/08
  (英語：北海道(札幌))
(B)2016/07/08-2016/09/23
  (英語：中国)

1.官民連携による地域観光マーケティング／外国人旅行者増加に向けた取り組み／日本の旅行
業界における取り組み／他国による日本における観光プロモーション／北海道遺産の取組み
／北海道における官民連携による地域観光振興に向けた取り組み／観光政策における公共政
策の重要性

2.自治体の広域による地域観光の推進事例／MICEによる取組み／北海道の観光地域づくりプラ
ットフォームの現状と今後の展望／地方都市における地域観光マーケティング事例（ニセコ
）／民・官・産・学連携による具体的な取り組み（小樽雪あかり）／農業・食を活用した地
域観光の取り組み

3.地域観光マーケティングにおける分析及び調査手法／各国の地域観光マーケティングにおけ
る分析／調査手法の議論

4.商品化及びプロモーションの取り組み（プロモーションイベントの視察、日本側関係者との
意見交換）／地域資源を活かした商品化とマーケティング戦略１（シーニクバイウェイの取
組み）／地域の地域資源を活かした商品化とマーケティング戦略２（コンテンツ戦略による
地域観光プロモーション）／地域ブランド戦略／効果的なプロモーションツール

5.研修員出身国における地域観光マーケティングの取組み及びディスカッション／日本の関係
機関との意見交換会／アクションプランの作成

24受入可能上限数：

英語

JICA北海道（札幌）/JICA中
国

公益社団法人 北海道国際交
流・協力総合センタ
ー（HIECC）

地域観光マーケティングやプロモーション活動における官民連携の重要性を理解し、帰国後に
活用できる具体的かつ現実的なアクションプランが提案される。

1.各国の観光振興の現状及び課題を理解・整理し、カントリーレポートを作成する。
2.日本における地域の観光マーケティングの現状や促進政策を理解する。
3.地域における具体的な事例を通して地域観光マーケティングにおける官民の役割や連携の重
要性を理解する。
4.地域観光マーケティングにおける分析及び調査手法を習得するとともに、効果的な商品化・
プロモーションツールを理解する。
5.官民連携による地域観光マーケティング／プロモーションについての具体的なアクションプ
ランを作成する。

【対象組織】
1.官代表として、政府・公共団体におい
て地域観光マーケティングに関わってい
る組織

2.民代表として、観光業界団体、また観光
振興協会等

【対象人材】
1.政府・公共団体において地域観光マーケ
ティングに関わっている者

2.観光業界団体、また観光振興協会等の民
間側メンバーとして地域観光マーケティ
ングに関わっている者

3.５年以上の経験を持つ者

官民連携による地域観光マーケティング
Tourism Destination Marketing under the cooperation between the public and private sectors

本コースでは、日本における観光政策、マーケティング戦略、プロモーション活動の概要を理解するとともに、北海道における官民連携に
よる地域観光の取組事例の視察や関係者との意見交換を通じて、地域の観光資源の発掘、マーケティング調査の手法、分析方法、各種プロ
モーションツールの効果的な使用方法等について考察を深め、対象国において地域観光の促進に資する効果的なマーケティング及びプロモ
ーション活動を検討する。

名

2014～2016

2016/09/03 2016/10/08～

1684661
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【事前活動】
自国の観光振興政策の現状と問題点についてカントリーレポートを作成する。

【本邦研修】
1.カントリーレポート発表会を通し、他国の観光振興政策の現状と比較し、自国の状況や問題
点を理解する。

2.観光庁・観光局等を訪問し、日本の観光行政について学習し、その実施手法や自国への適応
策などを考察する。

3.日本国が観光政策を推進している現場を視察する。
4.政策立案に必要な情報収集、分析、計画策定、モニタリングの手法を学ぶ。
5.地方自治体を訪問し、その自治体の観光振興政策の実務や具体的手法を学習し、自国への適
応策などを考察する。

6.地方自治体が観光政策を推進している現場を視察する。
7.自国で実現可能な観光振興に係る施策・実践に関する改善計画を策定する。

【事後研修】
関係者に対する帰国報告会の実施、本邦研修で作成した計画の修正、組織内承認、実践、実践
レポートの作成・提出

17受入可能上限数：

英語

JICA北陸

公益財団法人 青年海外協力
協会

参加者が観光振興政策立案に必要な情報収集、分析、計画策定、モニタリング等の手法を獲得
し、自国の実情にあった観光振興政策を立案し実施する能力を身に付ける。

1.自国における観光振興政策立案に係る問題点とその対応策の動向を説明することができる。
2.日本（中央政府）における観光振興政策とその手法について理解を深めることができる。
3.政策立案に必要な情報収集、分析、計画策定、モニタリングの方法を理解する。
4.地方自治体における観光振興政策や実務、具体的な手法について理解を深めることができる
。

5.自国で実現可能な観光振興に係る施策・実践に関する改善計画を策定する。

【対象組織】
観光関連省庁またはその外郭団体

【対象人材】
<職位>
観光振興政策策定及び計画・実施に携わる
者

<職務経験>
観光振興関連業務の経験が3年以上

<その他>
JICAの他の協力（プロジェクト、専門家、
ボランティア派遣等）との連携が望ましい

観光振興政策
Tourism development policies

一般的に途上国では、観光行政において政策立案のために必要な情報収集、分析、観光振興の方針策定等の一連のプロセスの実施能力が弱
い国が多い。本研修では政策立案に必要な情報収集、分析、計画策定、モニタリング方法について日本の事例を元に学び、観光行政におけ
るPDCAサイクルの着実な実施を行うための能力向上を図る。また、中央に加えて地方自治体における観光振興政策の実務や具体的手法につ
いても学ぶ。

名

2014～2016

2016/09/25 2016/11/02～

1684663

継続
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http://www.prex-hrd.or.jp

【事前活動】
プレスタディレポート作成
【本邦活動】講義と討議・ワークショップ・フィールドワーク
1.参加者が担当する国・地域の観光産業人材育成、観光客の立場に立った顧客サービス提供の
現状課題分析と討議

2.日本の観光開発に関する取り組み（産官学連携の事例等）
3.民間業者による観光マーケティング戦略とおもてなしについて
4.観光サービス向上と経済効果
5.ホスピタリティの実践と手法
6.持続可能なツーリズム（世界遺産・歴史文化に根付いた観光開発）
7.ホスピタリティの分析と顧客サービス向上能力開発プラン作成
【事後活動】
1.上記で作成したアクションプランを実践し、帰国６か月後に進捗をプログレスレポートとし
て報告。

2.帰国研修員からの要請に基づき、日本から研修講師を派遣し、ワークショップ形式で「おも
てなし」研修実施。

16受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

公益財団法人 太平洋人材交
流センター

【目標】
研修に参加した観光庁・自治体観光課職員、観光協会関係者等が、観光客に対する日本式の「
おもてなし」の姿勢を学び、自国の観光人材育成の手法としてサービス向上を目指したアクシ
ョンプランを策定し、自国で関係機関に説明、実際に活用する。

【成果】
1.自国の観光産業・人材育成の現状と課題を認識し、分析する。
2.顧客サービス向上と観光マーケティング戦略について、日本の取り組み事例を基に、自国の
状況と比較検討を行う。

3.顧客満足の取り組み手法について、実践的な手法やその背景にある考え方等を学ぶとともに
、日本の観光業者との間で邦人観光客や外国人観光客の差異やその違いに基づくサービスや
プロモーションの違い等について、意見交換を行う。

4.持続・発展可能なツーリズムについて、フィールド体験を行い、地域社会が一体となったホ
スピタリティ向上に対する取り組み事例を学ぶ。

5.自国における観光客の、満足度を上げるために必要な、サービス向上を図るための人材育成
プランを策定する。

【対象組織】
観光庁・自治体観光課。
ホテル・観光協会等関係者
【対象人材】
1.観光庁・自治体観光課職員で、観光人材
育成計画を作成し、実施を担当するもの
。

2.ホテル・観光協会等関係者で、業務で観
光人材育成計画を作成し、実施を担当す
るもの。

3.所属組織での経験年数５年以上。
4.業務上、観光サービス、ホスピタリティ
向上の必要性を有するもの。

観光人材育成研修「おもてなし」
Human Resource Capacity Development on "Japanese Hospitality, Omotenashi" in Tourism

観光セクターの発展に向けて、サービス向上や改善を図る国々

本研修は、日本の観光関連業界において、日本が文化的に有する「おもてなし」精神に基づくサービスの検討と試行及び背景にあるニーズ
について学び、更に地域の社会・文化を尊重した持続・発展可能な観光開発のための産官学連携の取り組みを学ぶ。日本人が観光に求める
サービスの質量を実践的に学ぶ機会を提供し、自国でのサービス改善や質の向上、観光産業人材育成の取り組みを実践し、観光プロモーシ
ョンに繋げていくことが期待される。

名

2015～2017

2016/09/19 2016/10/15～

1684664

継続
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(A)2016/06/26-2016/07/30
  (英語：東京)
(B)2016/09/18-2016/10/29
  (英語：東京)

【事前活動】 カントリーレポートの作成

【本邦研修】 以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。

（１）日本の観光行政（政策、組織、法整備状況、統計）

（２）日本の観光関係機関（自治体、ＪＮＴＯ、ＪＡＴＡ等）

（３）日本の国内観光について

（４）観光マーケティング（外国政府観光局、航空会社、ガイドブック出版社、旅行会社など
）

（５）観光マーケティングプランの作成・発表、討論

【事後活動】 所属組織、関係諸機関に対する研修成果普及ワークショップの開催とその実施
状況の報告

30受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA東京（産業公共）

一般社団法人 海外運輸協力
協会

【目標】
観光振興にかかる自国の課題を整理し、作成された対日マーケティングプランが所属組織にお
いて共有される。
【成果】
１．日本市場の現況、行政、業界の構造等を把握する。

２．日本人観光客の傾向・特徴及び自国の観光開発について理解を深める。

３．他国の観光振興及びマーケティング手法を理解する。

４．上記１～３によって得られた知識・ノウハウによって、各国ごとの対日観光振興マーケテ
ィングプランが作成される。

【対象組織】
観光振興、観光マーケティングに関連する
政府・公的機関
【対象人材】
観光振興、観光マーケティングを担当する
行政官または公的機関職員で、それに関連
する職務経験３年以上の者

観光振興とマーケティング
Tourism Promotion and Marketing: Targetting Japanese Market

開発途上国では外貨獲得、雇用創出、地域開発の観点から国際観光の振興に取り組む国が増加しており、観光資源の持続可能な開発、外国
人の受け入れ体制の整備等とともに、市場対象国・地域の実情を正しく理解し、適切なマーケティングと効果的・効率的なプロモーション
を企画・実施出来る人材の養成が不可欠であることから、日本市場を一つのターゲットに置いて、観光マーケティングとプロモーションの
能力開発を重点に置いた研修を実施する。

名

2016～2018

2016/06/26 2016/07/30～

1684665

更新
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マルチメディア教材
（PCM)https://jica-net-lib
rary.jica.go.jp/jica-net/u
ser/lib/contentDetail.php?
item_id=885

他地域開発分野等

- カントリー・ジョブレポート発表

- 参加国/地域の研究と地域資源活用ワークショップ

- 様々な規模・形態のエコツーリズムサイト視察

- PCM手法

- 地域資源に関する講義（サンゴ礁、マングローブ等）

- 地域の経済活性化と自然・文化保全のバランスのポイント

- アクションプラン作成

10受入可能上限数：

西語

JICA沖縄

NPO法人 おきなわ環境クラ
ブ

【目標】
参加者所属組織が抱える、エコツーリズム促進を通じた地域経済開発に関する課題に対する、
解決策や改善策が策定される。
【成果】
1．所属組織が抱える課題、現状をジョブレポートに纏める。

2．エコツーリズムの基礎的な考え方、推進体制が説明できる。

3．エコツーリズム資源の考え方と資源の整理・管理手法が説明できる。

4．2と3を通して、エコツアープログラムと人材育成プログラムが策定される。

5．2から4を踏まえ、1で纏めた所属組織が抱える課題への対策案を作成する。

【対象組織】
エコツーリズムに関連する政府機関、地方
公共団体、関連公社、ＮＧＯ
【対象人材】
エコツーリズム又は関連分野で3年以上の
経験を持つ者。大卒相当の学力に加え、パ
ソコン/デジタルカメラ操作スキルと、十
分な英語の会話・読解力を有し、心身共に
健康で軍籍に無い者。

熱帯・亜熱帯におけるエコツーリズム企画・運営
Planning and Management of Eco-Tourism in Tropical and Subtropical Areas

中南米地域（スペイン語)

地域の経済活性化と自然・文化保全の両面を保ったエコツーリズムを企画・運営出来る人材の育成を目的とする。

名

2016～2018

2016/09/21 2016/11/26～

1684667

更新
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各国2名は日常的に業務上関
係のある機関の所属であり、
アクションプランの作成及び
帰国後の実施にあたり、共同
で行えるものが望ましい

1.日本の観光政策／日本におけるツーリズム・プロモーション／地域ブランディング・地域イ
ノベーション戦略／日本のポピュラーカルチャー・サブカルチャーとツーリズムの関係

2.持続可能な観光地域開発I、II／マーケティングプロセスを意識した地域観光のプロセス／文
化資源とそのマネージメント／観光をめぐるグローバルトレンド／観光が世界を変革する／
世界遺産概念の拡大及びリビングヘリテージを資源とするコミュニティ・ベースド・ツーリ
ズム／ホスピタリティを考える／世界における地域観光開発の課題（ヨルダン等の事例から
）

3.観光振興を通じた地域振興／観光マーケティングとMICE／北海道における具体的な取組事例

4.北海道における具体事例を用いた課題分析／関係者とのディスカッション／改善提案策の作
成

5.カントリーレポート発表／各国のグッドプラクティスの共有・ディスカッション／アクショ
ンプラン準備、作成、発表

12受入可能上限数：

西語

JICA北海道（札幌）

国立大学法人 北海道大学観
光学高等研究センター、公益
財団法人 はまなす財団

地域社会・自然環境との調和を保った持続可能な観光開発・観光振興推進のための適用可能な
行動計画が、研修員所属機関において検討される。

1.日本における観光開発の政策、取組み、官民の役割を理解する。
2.持続可能な観光開発の理念、概念的枠組み、手法、世界的動向等に関する体系的な知識を習
得する。

3.北海道における観光開発・観光振興の具体事例を踏まえ、観光政策推進における産官学の連
携、協働の重要性を理解する。

4.北海道における観光開発・観光振興の具体事例をモデルケースとして課題の分析を行い、地
域を巻き込んだ改善策を提案する。

5.中南米地域及び各国における地域観光開発の課題が明らかとなり、課題解決に向けた地域レ
ベル・国レベルで必要な具体的な取り組みをアクションプランとして提案する。

【対象組織】・各国2名
1.官代表として、政府・地方自治体・公
共団体において地域観光開発・観光振興
を担う組織（1名）

2.民代表として、NGO、観光業界団体、ま
た観光振興協会等（1名）

【対象人材】・各国2名
1.政府・地方自治体・公共団体において地
域観光開発・観光振興に関わっているも
の（1名）

2.NGO、観光業界団体、また観光振興協会
等で地域観光開発・観光振興に関わって
いるもの（1名）

3.５年以上の経験を持つもの

中南米地域 持続可能な地域観光開発
Sustainable Regional Tourism Development in Latin America and the Caribbean Countries

中南米地域（カリブ海諸国を含む）の中で西語を公用語とする国

北海道では経済的な側面のみならず、地域活性化の観点からも観光を重要施策として位置づけ、地域観光開発の促進に向けた産官学の連携
を進めている。本コースでは、日本における観光開発の政策や取組み及び持続可能な地域観光開発の概念等を理解するとともに、北海道で
取り組まれている地域観光開発の具体的事例を関係者とともに検証し、各国における課題解決に向けた手法を検討する。

名

2014～2016

2016/08/07 2016/09/17～

1684668

継続
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マルチメディア教材
（PCM)https://jica-net-lib
rary.jica.go.jp/jica-net/u
ser/lib/contentDetail.php?
item_id=885

- カントリー＆ジョブレポート発表

- 島嶼の特性分析

- 観光の要素と顧客満足の傾向

- 参加国分析と差別化

- 日本における観光客誘致施策の好悪事例

- マーケティング理論一般

- 戦略案作成

10受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

調整中

【目標】
研修員参加国・地域における観光産業の競争力が向上する
【成果】
1. 自国の現状がカントリー＆ジョブレポートに纏められる

2. 顧客満足に繋がる観光の要素と島嶼の特性が分析される

3. 2．の観点から自国の状況と可能性を整理する

4. 多様な観光客誘致・プロモーション施策を習得する

5. インバウンド観光客増加・顧客満足度増加戦略案が策定される

【対象組織】
観光振興を担当する中央・地方省庁、観光
関連公的機関、業界団体、NGO等
【対象人材】
観光分野で3年以上の経験を持つ者。大卒
相当の学力に加え、パソコン/デジタルカ
メラ操作スキルと、十分な英語の会話・読
解力を有し、心身共に健康で軍籍に無い者
。

島嶼観光持続性強化
Enhancement of Sustainable Small Island Tourism

島嶼部を有する国

島嶼特有のデメリットと相互類似性を緩和すべく、日本における好悪事例に学ぶだけでなく議論や分析を通じて参加国の競争力を高める方
策を検討する

名

2016～2018

2016/06/29 2016/08/20～

1684669

更新
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(A)2016/08/08-2016/09/16
  (英語：関西)
(B)2017/01/25-2017/02/24
  (英語：関西)

【参考ホームページ
】http://whc.unesco.org/

・各国の参加者は、合計2名
（文化省または環境省から1
名、観光省から1名ずつ）が

1． 日本の世界遺産管理と観光開発についての国及び地方自治体の政策、法制度。

2． 国レベル、地方自治体レベルの官民連携の運営・管理体制。

3． 世界遺産サイトのキャリングキャパシティ（観光客の数や行動、交通手段、安全配慮等の
観点を含む）の管理・体制。

4． 世界遺産サイトの観光施設・設備（休憩所、トイレ、街灯、駐車場等）の管理・体制。

5． 世界遺産サイトのインタープリテーションの適切な活用。

6． 日本における世界遺産の保護・保全・保存・修復。

7． 世界遺産サイトの自然災害対策等の取り組み。

8． 世界遺産サイトの保存・修復を通した運営・管理と観光振興につなげるポイント。

9． 世界遺産サイトの新しい観光商品やサービス。

10． 世界遺産サイトの観光振興の向上・改善。

11． 研修員が担当する国・地域において、世界遺産サイトの観光振興を実施するための、ア
クションプラン策定。

28受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

立命館大学

【目標】
１．官民連携による観光振興、２．キャリングキャパシティを考慮した観光商品・サービス、
３．インタープリテーションとプロモーションに関する理解や能力の強化を図り、もって参加
国の世界遺産の適切な管理を通じた観光振興アクションプランが策定される。
【成果】
単元目標1： 国レベルの観光振興政策等に整合した、世界遺産サイトレベルの具体的施策や計
画がドラフトされる。

単元目標2： 世界遺産サイトの観光振興に向け、地元住民・行政・民間が、計画・実施・モニ
タリングに参画するための、具体的な便益・方法・課題が理解される。

単元目標3： 世界遺産サイトにおけるキャリングキャパシティ（観光客の数や行動、交通手段
、安全配慮等の観点を含む）を考慮した観光商品、サービス等の開発・提供・管理に関わる能
力が強化される。

単元目標4： 世界遺産サイトの特性とニーズに合った、インタープリテーションとプロモーシ
ョン（案内板、観光案内所、サイト博物館、パンフレット、ウェブ、遊歩道、ツアー等）を、
効果的に実施するための能力が向上する。

【対象組織】
- 世界遺産管理に関わる観光省の局・部

- 世界遺産管理に関わる文化省、環境省そ
の他の行政機関の担当者
【対象人材】
- UNESCO世界遺産サイトにおいて、観光の
管理に関わる職務経験を5年以上有してい
ること。

- または、UNESCO暫定リストに載っており
、将来的に世界遺産になる得るサイトにお
いて、観光の管理に関わる職務経験を5年
以上有していること。

世界遺産の適切な管理を通じた観光振興
Tourism Development through Appropriate Management of the World Heritage Site

研修員の国がUNESCO世界遺産条約に加盟していること。

本案件を通じて、世界遺産運営管理担当及び観光振興担当者が、日本の世界遺産における観光振興の具体的な手法・知識を習得し、それを
活用したアクションプランを策定し、参加国の世界遺産サイトの観光振興の活動に繋げることを想定している。

名

2016～2018

2016/08/08 2016/09/16～

1684847

新規

産業開発・公共政策部
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(A)2016/04/06-2016/04/28
  (英語：中部)
(B)2016/06/29-2016/08/06
  (英語：沖縄)

【講義・演習】
1.地域振興における行政・地域住民・その他のアクターの役割分担
2.市場調査と商品開発、販売
3.地域ブランディングと商品ブランディング
4.リスクマネージメント

【視察】
1.中山間地域・市街地の特産品のブランディング・マーケティング
2.特産品の発掘・開発と販売
3.地域ブランディングと観光振興

【討論・発表】
1.インセプションレポート作成・発表
2.アクションプラン作成・発表

30受入可能上限数：

英語

JICA中部/JICA沖縄

有限会社人の森（中部）、株
式会社ランドブレイン（沖縄
）

日本における地域産品・サービスを通じた地域ブランディング・マーケティング等の事例を通
じて、研修員の自国内及び近隣の市場ニーズ等マーケティングを意識した商品・サービスの開
発、広報、販売等に関するノウハウを理解し、地域振興の実現に寄与、貢献する。

1.自国の地域産業振興の現状とその課題を説明できる。（事前活動）
2.日本における行政（中央、地方）や公益経済団体（商工会議所など）による地域産業振興の
経験や手法を理解する。
3.研修員が所属する組織 において、地域/商品ブランディング・マーケティングに必要な知識
・手法を習得する。
4.自国の地域振興の問題解決に活用、応用し得る商品ブランディング・マーケティング策への
示唆を得る。

【対象組織】
産業省の中小零細企業支援機関、地方自治
体の産業振興機関、商工会議所・観光協会
等民間経済団

【対象人材】
1.地域の産業振興に係る組織で計画立案を
行う中央行政官、地方行政官、代表者等
で対象業務の実務経験が5年以上の者

2.関連分野のJICAプロジェクト等で位置付
け・役割が明確な関係者の参加を奨励

地域資源を活用した商品ブランディング・マーケティング
Merchandize Branding and Marketing by utilizing local resources

地域資源を活かした商品・サービスの開発を通じて地域の産業振興を図る案件において、市場のニーズにあった商品・サービスの生産とい
う視点が弱い例が散見される。本研修は市場のニーズを分析し,それを生かした商品の開発を行うことによる効果的なブランディングを実
施するためのノウハウを日本での地域ブランディング等の事例を通じて学ぶ。

名

2014～2016

2016/04/06 2016/04/28～

1684671

継続

産業開発・公共政策部
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(A)2016/04/05-2016/04/24
  (西語：九州)
(B)2016/05/10-2016/05/29
  (西語：九州)
(C)2016/11/29-2016/12/18
  (英語：九州)
(D)2016/09/25-2016/10/15
  (西語：九州)

1. (1) コミュニティ・キャパシティ・ディベロップメントと政策体系モデルの概念

   (2) 計画と評価の概念

2. (1) 組織的付加価値創造（分散体験型見本市・コミュニティ主体の地方開発政策アプローチ
モデル）の概念とケース・スタディ

   (2)大分県を中心とした開発経験と実践のスタディ・ツアー

3. (1) 事例研究

   (2) 事例研究とインセプション・レポートを基にした討議

   (3) インテリムレポート作成

   (4) インテリムレポート発表

37受入可能上限数：

英語/西語

JICA九州

立命館アジア太平洋大学
(APU)

【目標】
コミュニティを主体とした地方開発アプローチによる地域の起業家・開発推進者育成のための
事業が計画・実施される。
【成果】
1. 地方開発における実施・計画・評価のためのコミュニティ・キャパシティ・ディベロップメ
ント政策体系モデルの概念が理解される

2. 日本・海外の経験を通した組織的付加価値創造の概念（分散体験型見本市・コミュニティ主
体の地方開発政策アプローチモデル）が理解される

3. コミュニティ・キャパシティ・ディベロップメントを踏まえた、小規模ビジネス起業家と開
発推進者の育成のためのアクション・プラン作成能力が身につけられる

【対象組織】
国/地方自治体の地域開発を計画・実施・
評価する部署
【対象人材】
・中央省庁及び地方機関の地域振興担当部
局の中堅幹部

・地域振興分野における政策立案および評
価にかかる業務経験を5年以上有する者

・十分な英語(もしくは西語)能力がある者

・原則として30歳－50歳の者

地方開発のためのコミュニティ・ベースド・アントレプレナーシップ
Community-based Entrepreneurship for Rural Development

本研修は、起業家精神促進による小規模ビジネス活性化、貧困削減を目指した生計向上、また、社会的弱者等を含めた雇用機会の創出を目
的とした政策・施策・事業に関わる行政関係者、地域リーダーを対象として実施する。分散体験型見本市と大山町などの地方開発経験の共
有化など、組織的付加価値創造における集合的活動の重要性の理解を通して、経験的・実践的な地方開発アプローチの習得を目的とする。

名

2016～2018

2016/04/05 2016/04/24～

1684673

更新

産業開発・公共政策部
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1. 品質管理・生産性を高めるための講義・演習・実習・見学

(1) モノづくりの基本的考え方  (2) ロスの排除による生産性向上方法  (3) 不良品を作らな
い品質管理の進め方  (4) 生産現場を改善し活性化する手法  (5) 生産現場の弱点の見つけ方

2. 設備の安定稼働を達成するための講義・実習・見学

(1) 設備保全の基本  (2) 予防保全に必要な技術・技能  (3) 設備改善による故障防止事例の
演習  (4) 設備診断技術の基礎  (5) 機械・電気技能訓練システムの紹介

3. アクションプランの作成／発表

(1) 研修員各自の課題認識指導  (2) 報告書作成指導  (3) ジョブレポート／アクションプラ
ン発表会

10受入可能上限数：

英語

JICA九州

調整中

【目標】
参加者の所属組織において、企業の生産性を高めるための体制づくりや人材育成を強化する戦
略的な計画が提案される
【成果】
1. 日本的な品質管理・生産性向上の方策を理解することによって、自国の課題を整理し、自組
織が果たすべき役割を認識することができる

2. 日本的な安定稼働や設備保全の方策を理解すいることによってし、自国の課題を整理し、自
組織が果たすべき役割を認識することができる

3. 生産性向上のための仕組みや人材育成の戦略的な計画を立案する能力が身につけられる

【対象組織】
各国から官民１名ずつ２名の参加を推奨。
以下1.2に相当する組織を対象と想定する

1. 製造業振興に取り組む中央及び地方政
府又は公共団体に所属するもの

2. 製造業の民間企業連盟や商工会議所の
役員
【対象人材】
・製造業界振興を担当する行政官

・製造業界団体及び民間企業の普及指導者

・上記分野にかかる業務経験を5年以上有
する者

・原則として30歳－50歳の者

日本的モノづくり現場のノウハウ－生産性向上と設備管理－
Know-how of MONOZUKURI at Japanese Manufacturing Site -Productivity Improvement and Facility
Maintenance Management-

大量生産をはじめた国

途上国における製造業の生産性を向上させるために、製造現場で実施される日本的品質管理・生産性向上の普及を担う人材の育成を目的と
する。生産性向上を実現するためには固有の製造技術だけでなく、個々の技術を効果的に結び付けて総合的な生産体制を整備することが重
要である。その体制づくり指導者を育成するため、製造業を指導する行政官及び製造業業界団体役員等を対象に生産技術と保全技術の全般
を学ぶ内容とする

名

2016～2018

2016/10/16 2016/11/30～

1684844

新規

産業開発・公共政策部
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講義及び視察：北陸の各県、各地域において、様々な代表的な名産品が生み出された歴史的な
背景や状況等を、具体的に乗り越えてきた困難な状況、問題、それらへの対応策等を含めて、
関係者による講義や現場視察等を通じて学ぶ。

視察先：富山（薬）、金沢（観光、織物）、福井（めがね）、石川（漆器）

14受入可能上限数：

英語

JICA北陸

調整中

【目標】
各国各地域の研修員が、日本の地方における、地域の特色を活かした産業振興の事例を元に、
各国各地域の現状に応じた産業振興施策を検討し、実施することが出来るようになることを目
指す。
【成果】
（１）参加各国の地場産業を生かした産業振興の現状分析ができる。
（２）北陸地域の特色を生かした産業振興の実態を理解する。
（３）地場産業を生かした産業振興の進め方の理解を深める。
（４）産官学が連携した産業振興への関わりを理解する。
（５）本研修を通じて得た学びを踏まえ、地域の特色を活かした産業振興に繋がるアクション
プランを提案する。

【対象組織】
中央省庁の地方における産業振興施策担当
部門、地方自治体の産業振興施策担当部門
、地方の商工会等民間経済団体
【対象人材】
産業振興施策担当者/在職1年以上/施策案
を対象とする国や地域のために熱意をもっ
て粘り強く執り進めることが出来ること

地域の特色を活かした産業振興
Industrial Development and Promotion utilizing local resources

日本の地域産業振興施策を真摯に学びその模倣/実現を図ろうとする国/地域

各国各地域の研修員が、北陸地域の風土、文化、歴史、伝統や、産業振興の歴史、それらを踏まえた産業集積の現状、それらを可能にする
仕組み、組織体制等について学び、研修員の母国や担当する地域の状況に応じて、北陸地域における取組の模倣を促す機会を提供すべく、
研修として実施するもの。

名

2016～2018

2017/01/22 2017/02/12～

1684846

新規

産業開発・公共政策部
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12.農業開発・農村開発

12



講義・演習・討論により下記項目を研修する。

・日本の農業、農業政策、農業統計及び農業統計情報組織の現状

・日本の経済発展と農業統計の変遷

・標本理論（基礎・応用）

・作物統計調査の企画・設計

・農業センサスの企画・設計

・統計データの分析及び活用法

・農業政策・食料需給計画立案方法

・各国の発展段階に則した農業統計調査に係る課題と改善方策の検討

・レポート作成及び発表

・その他

18受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
研修員が所属する機関において、農業政策立案に必要な統計情報の収集や分析ができるように
なる。
【成果】
(1)政策立案のために農業統計を整備することの重要性を説明できる

(2)効率的な農業統計調査の企画･設計実施方法を説明できる

(3)自国の農業統計事情を把握し、その課題を明確にしたうえで、統計データの分析及び活用方
法を説明できる

(4)自国の発展段階に則した農業統計の改善及び整備方法を提案できる

【対象組織】
中央政府または同等機関における農業政策
･食料需給計画立案のための農業統計所管
組織
【対象人材】
1）対象組織において、専門官または課長
補佐クラスの者

2）関係分野で５年以上の職務経験がある
者

3)統計に関する基礎知識がある者

農業統計の企画・設計
Agricultural Statistics Planning and Designing

アジア地域、アフリカ地域（CARD対象国）

国家における食料の安定的な確保のために、効果的な農業政策の策定が不可欠であるが、多くの開発途上国では統計情報の不備などが原因
で、国内の現状を十分に把握できず適切な政策の策定がされていない状況である。本研修は農業政策の立案に必要な統計の企画及び設計や
、センサス等の統計情報・収集体制の整備手法の改善における統計官の能力向上目的としている。

名

2016～2018

2016/08/07 2016/09/24～

1684679

新規

農村開発部
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【事前活動】
1. 自国の農業統計資料、各種制度・基準・ガイドライン等の収集と分析
2. 農業政策(セクター)の現状と課題に関するインセプションレポートの作成

【本邦活動】
1. 各国からのインセプションレポート発表・討議
2. 日本の農業政策や行政システムに関する講義・討議・現場視察

  3. 日本型農業システムを支える農業技術、農家の組織的な取り組み、生産基盤に関する
講義・討議・現場視察

4．農業政策に関する問題分析や改善策の方向性を検討する手法に関する講義・演習
  5. 日本の事例の中から適用・応用が可能な事項の考察と行動計画案の策定

【事後活動】
1. 所属組織において、研修成果の報告と行動計画案の提案を行い、その結果をファイナル

レポートとして作成・提出

18受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

一般社団法人 アジア農業協
同組合振興機関

研修員の所属組織において、自国の農業政策や施策の改善に向けた行動計画案が提案される。

1.研修員が自国の農業政策・施策に関する課題・問題を把握する。
2.研修員が日本の農業政策・施策と、法・制度体系を理解する。
3.研修員が日本の農業発展に寄与する農業技術、農家の組織的な取り組み、生産基盤などの
主要な要素を理解する。

4.自国の農業政策・施策の改善に有益な知識・技術を考察し、行動計画が立案される。

【対象組織】
中央政府又は主要・重点地方政府において
農業行政を所掌する省庁・機関

【対象人材】
1.農業政策の立案に携わる行政官(主任～
課長補佐程度の職位の実務者)

2.当該業務分野の経験を3年以上有する者

農業政策企画
Planning of Agricultural Policy

中央政府や主要・重点地方政府における農業政策企画担当者を対象に、日本の農業政策や日本型農業システムを広く紹介することにより、
参加者が自国の農業生産や食糧安全保障に関する現政策もしくは策定中の政策の改善を提起することを目的とする。参加国のニーズにあっ
た農業政策や施策の立案に資する日本の経験を、講義、演習、討議、現地視察、個別指導を通じて伝える。

名

2014～2016

2016/08/14 2016/09/17～

1684680

継続

農村開発部
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1. カントリーレポート発表
各国の土地・農地制度の現状・課題について、事前に作成したレポートを発表・意見交換

2. 日本の農地関連
日本の農地に関する政策・制度全般（変遷を含め）、農業委員会の組織と役割、土地登記制
度／農地基本台帳、GIS等を活用した農地管理に関する技術紹介 、地方自治体と農業委員会

  （現場視察含め）
3. 国際的な潮流 

責任ある農業投資原則（PRAI/rai）、FAO世界食料安全保障委員会、任意ガイドライン
  （VGGT） 、G8ニュー・アライアンス、G8土地透明性パートナーシップ、世銀開発政策・人材

育成基金（PHRD）による農地関連の支援  
4. その他

他の途上国の農地政策・制度の事例  
5. アクションプラン作成 

研修で習得した内容を踏まえ、各国の実情を踏まえた土地・農地制度の改善策を作成

14受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
各国における合理的かつ持続可能な農地利用を推進するための改善策が提案される。
【成果】
１．レポート発表と討議を通じて、参加国の土地・農地制度の現状・課題を説明できる。
２．土地・農地に関する国際潮流に対する理解に基づき、自国の土地・農地制度の状況との比

較分析及び課題を説明できる。
３．日本の農地に関する政策・制度及び現場での運用に対する理解に基づき、自国の土地・農

地制度の状況との比較分析及び適用可能性について説明できる。
４．１．～３．を踏まえ、各国の事情を踏まえた農地利用の改善に関する改善策を作成できる
。

【対象組織】
中央または地方政府において土地・農地制
度の企画立案及び実施監理を所掌する省庁
及び機関
【対象人材】
（職務）土地・農地制度の企画立案・実施
監理を担当する幹部行政官（初年度は局長
クラスの幹部を想定）
（職務経験）関連業務に通算して3年以上
の経験 を有することが望ましい。

合理的・持続的な農地利用の促進
Policy and administration of the land for responsible agricultural investments and inclusive development

農地に関する国際潮流や日本の農地制度及び関連政策について、体系的・包括的に学び、各国における合理的かつ持続可能な農地利用を推
進するための改善策を検討する。

名

2015～2017

2016/11/20 2016/12/03～

1684681

継続

農村開発部
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1．事前活動：来日前に所属組織において自国の安全管理体制に関する取組を整理。
2．行政の取組：
  (1)農林水産省の取組
ア. 農産物の安全性向上：日本の食品・農産物の安全管理体制概要、日本の農薬取締制度
イ. 消費者への的確な情報提供：農産物のトレーサビリティ、食品表示とJAS規格、

日本の有機食品認証制度、農薬及び表示に関する取組
  (2)厚生労働省の取組：食品安全のための行政体系、食品安全監視体制と食中毒対策

および輸入食品の検査体制
  (3)地方自治体の取組：農産物の安全確保に関する地方自治体の取組、

都道府県病害虫防除所
3. 生産者の取組：GAP(JGAP)概要と普及、GAP(JGAP)導入事例、農産物のトレーサビリティ

への取組、有機農家、6次産業化の取組と衛生管理、農協の取組
4. 加工・流通・販売業者の取組：包装・ラベリング技術、有機JAS登録認定機関、

有機食品の加工・包装、農産物卸売市場の衛生管理、小売店の衛生管理、
冷凍・冷蔵施設の衛生管理

5. 研修成果レポート作成、発表

14受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

有限会社 アールディーアイ

【目標】
農産物の安全担当部局の中央省庁の行政官が、自国の農産物の安全管理体制の課題を把握し、
改善に向けた取組みを開始する。

【成果】
1. 各国の農産物の安全管理体制に関する現状・課題を把握する。
2. 日本の農産物の安全管理に関する行政の取り組みを理解する。
3. 日本の農産物の安全管理に関する農家の取り組みを理解し、自国への活用点を見出す。
4. 日本の農産物の安全管理に関する加工・流通・販売業者の取り組みを理解し、

自国への活用点を見出す。
5. 1～4を踏まえ、各国の事情を踏まえた農産物の安全管理に関するアクションにつながる

よう、参考となるような研修成果レポートを作成する。

【対象組織】
中央または地方政府において農産物の安全
管理に関する企画立案及び実施監理を所掌
する省庁及び機関
【対象人材】
（職務）農産物の安全管理に関する企画立
案及び実施監理を担当する行政官
（職務経験）関連業務に通算して3年以上
の経験を有することが望ましい。

農産物の安全管理体制強化
Strengthening Safety Management System of Agricultural Products

日本の農業生産活動における安全管理体制（行政、農家、加工・流通・販売業者の取組）について包括的・体系的に理解し、各国の農産物
の安全管理体制の改善のための方策を検討する。

名

2015～2017

2017/01/15 2017/02/04～

1684682

継続

農村開発部
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１．【インセプションレポートの作成、関連機関･会社等への訪問】

・自国の植物品種保護制度や種苗の検査・品質管理における課題、国際競争力があるか、もし
くは強化が期待できる作物種や種苗関連ビジネス等についてカントリーレポートを作成する。

２．【種苗検査に関する講義・実習・見学】

・国際種子検査協会(ISTA)による認証機関である種苗管理センターにおける講義、業務見学(概
論、表示検査、品質検査等)
・種苗管理センターの本所・西日本農場における実習(試験計画作成、ほ場管理、発芽検査、病
害検査、純度試験、検査・試験・管理の実施、検査報告作成)

・NCSSの種苗検査を経て種苗を輸出している種苗会社訪問

３．【国際的に調和した植物品種保護制度に関する講義、見学】

・農林水産省（種苗審査室）における審査業務の概要
・UPOVによる講義
・UPOV通信講座
・種苗会社及び育成者賢者訪問

４．【栽培試験に関する実習】
・種苗管理センター本所･西日本農場等における栽培試験の実習

５ 【ベトナムにおける在外補完研修】

13受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

独立行政法人 種苗管理セン
ター

【目標】
研修員が、国際標準とされる方法に基づき、公的な種苗検査制度や植物品種保護制度を行う実
践的技能を習得する。
【成果】
１．自国で利用されている種苗について、生産・流通における品質管理上の課題を把握し、

説明できる。

２．種子の品質管理のため、国際的に認証された種子検査法の概要と意義を説明できると
ともに、種苗検査を適切に行う実践的技能が身につく。

３．植物品種保護制度の重要性を理解し、自国の在来品種の改良による農業生産への
インパクトを説明できる。

４．植物品種保護制度における審査業務に関する栽培試験の実践的技能が身につく。

５．アジアにおける国際的な制度に準拠したPVP制度の運営の実態について理解すると
ともに、UPOV加盟による農業発展上の意義を説明できる。

【対象組織】
植物品種保護制度又は種苗検査・種子認証
制度等種苗の品質管理に係る国、地方当局
又は関連機関
【対象人材】
・上記対象組織の実務担当者

・関係分野で３年以上の実務経験がある者

・学士又は同等の技術資質を有する者

・十分な英語能力を有する者

・JICAが実施する種子関連分野の技術プロ
ジェクトの関係者であることが望ましい。

高品質種子の供給のための植物品種保護制度及び種子の品質管理制度
Plant Variety Protection and Quality Control System of Seeds to Facilitate Distribution of High Quality Seeds

公的な種苗検査制度や植物品種保護制度導入・強化の意欲がある国

植物の新品種保護制度や種子の品質検査などの種苗の品質管理業務に携わる国及び地方政府等の職員に対し、種苗の品質管理の重要性に対
する理解を促し、必要な実践的な技術研修を行う。優良な品質の種苗の国際的に準拠した管理体制が整うことにより、その国での植物品種
保護制度を基にして育成された新品種の普及・利用が促進され、農業生産力が高められる。

名

2016～2018

2016/06/12 2016/09/22～

1684683

更新

農村開発部
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講義・演習・討論により下記項目を研修する。
・日本の農業改良普及事業の概要及び構成要素
・農業普及事業の背景と変遷
・農業普及事業の内容と企画管理
・農業普及事業の運営・評価・モニタリング
・普及活動計画と普及手法
・生活改善
・研究機関と普及機関の連携
・普及職員の育成と評価
・普及員研修体制の整備、研修カリキュラムの編成
・各県の普及事例紹介
・各国の普及事業が抱える課題分析と解決策の検討
・その他

15受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
普及事業の企画・運営・進行管理・評価に重点を置き、現地農家に適した効果的な普及推進事
業方策を提案できる指導者が育成される。

【成果（単元目標）】
１．農業改良普及事業の概要及び構成要素を理解する。
２．普及事業の企画管理及び評価手法を習得する。
３．普及活動の計画作成及び普及手法を習得する。
４．普及職員の資質向上の方法を習得する。

【対象組織】
政府の農業普及関係機関及びNGO等

【対象人材】
1. 対象機関にて農業普及事業の企画管理

に携わる担当課長及び同等以上の者
2. 上記分野の職歴が5年以上を有する者

農業普及企画管理者
Agricultural Extension Planning and Management

多くの途上国の基幹産業は農業であり、農業開発を進めていく上で農業普及の役割は極めて大きい。しかし、開発途上国では一般に普及組
織が人的、物的、資金的に脆弱であるために、農民への適切な技術の普及を進めることが困難となっている。本コースでは、普及企画管理
者の能力強化を通じて、各国で発展段階に則した農業普及システムの改善が図られることが期待される。

名

2016～2018

2016/08/28 2016/10/29～

1684684

更新

農村開発部
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(A)2016/09/25-2016/10/08
  (英語：筑波)
(B)2016/10/10-2016/10/22
  (仏語：筑波)

【CARD事務局ホームページ】
http://www.riceforafrica.n
et/

【本邦研修】以下の内容の講義、演習、討論、視察を行う。

1. 各国におけるNRDSの実施状況についてのインセプションレポート作成および発表、
課題の抽出

2. NRDS実施及び稲作関連分野に関する参加国の優良事例の共有・理解

3. 研修対象となる稲作振興関連技術分野について、日本における発展の歴史、政策・制度、
計画・実施体制、多様な関係者の役割と連携

    (1) 来日前の事前プログラムとして事前講義DVDを視聴
(2) 本邦研修にて講師とディスカッション
(3) 関係機関への視察

4. 稲作振興のためのアクションプラン作成および発表

32受入可能上限数：

英語/仏語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
NRDSの実施および稲作振興関連の技術分野における参加国政府関連機関の能力が強化される。

【成果】
1. 各国におけるNRDS実施の進捗及び稲作振興関連の技術分野において、問題点及び成功

例を把握・分析して発表する。

2. 他国における取り組みを学びながら、自国における問題の解決に向けた方策を検討する。

3. 稲作振興関連の技術的分野についての日本の経験を学ぶ。

4. 各国におけるNRDS及びCARD関連活動の実施促進及び、稲作振興関連技術分野の問題解決の
ための方策が明らかになる。

【対象組織】
CARD支援のもとに策定されたNRDSの立案・
実施等に携わる中央省庁、稲作振興関連分
野の政府機関等

【対象人材】
NRDSの実施に関わる者、または各年度ごと
に研修対象として定められる稲作関連技術
分野の政策担当者として7年以上の経験を
有する者

サブサハラアフリカ地域・稲作開発振興
Promotion of African Rice Development for Sub-Saharan African Countries

CARD対象国

国家稲作振興戦略（NRDS）実施上の問題点や解決策の検討及び優良事例の共有を行う。また、更なる稲作振興のために、特定の分野につい
て掘り下げて議論、対策を検討する必要があることから、各年度にひとつ定められる稲作振興に関連する技術分野について、日本の経験の
学習、視察、参加者間における問題点や優良事例の共有を行う。これらを基に、各国における稲作振興のための方策を立てる。

名

2016～2018

2016/09/25 2016/10/08～

1684685

更新

農村開発部
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講義・演習・討論により下記項目を研修する。

1) 農業農村整備事業に関する法、制度及び政策

2) 水管理/灌漑、水利施設の維持管理

3) 水利組合の運営、農業水利施設のストックマネジメント

4)  自国で抱えている具体的な課題について、解決のためのアクションプランが取りまとめら
れる。

14受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
農業農村開発政策担当者の、灌漑施設の適切な維持運営管理改善のための計画・立案・実施能
力が向上する。。
【成果】
1. 農業農村整備事業に関する日本の法、制度の概要を説明できる

2. 灌漑整備更新事業の計画策定から維持管理までの手法を説明できる

3. 灌漑施設の適切な維持管理のための参加型管理手法と行政の役割を説明できる

4. 所属組織が抱えている課題について、解決のため方策を提案できる

【対象組織】
農業・農村インフラに関し、政策形成や制
度構築を所管する中央及び地方の農業行政
所管省庁機関
【対象人材】
1）対象機関において、灌漑施設の運営・
維持管理の施策整備や推進に係る行政官

（課長クラス以上の者が望ましい）

2）関係分野で5年以上の実務経験を有する
者

灌漑施設の維持・運営管理
Maintenance, Operation and Management of Irrigation Facilities

これまで多くの開発途上国で灌漑施設などのインフラ整備が推し進められてきた一方、老朽化施設の修繕や適切な施設の維持運営管理体制
の整備が課題となってきている。法制度や運営管理体制改善のための実施者の事業計画立案能力の向上が求められている。本研修は、中央
政府または地方政府の農業農村開発政策を担当する行政官において、灌漑施設にかかる適切な維持運営管理及び農民への技術移転を行うた
めの計画立案実施能力の向上を目指す。

名

2016～2018

2017/02/12 2017/04/15～

1684687

更新

農村開発部
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本邦研修の後、ケニアにて在
外補完研修を実施予定。

http://www.jica.go.jp/keny
a/office/activities/projec
t/07.html

1. 自国における園芸作物（野菜）栽培/流通販売/普及体制の現状、課題の分析、想定される解
決方法を記載したインセプションレポートの作成

2. 行政官コースの帰国研修員が作成した「アクションプラン」の内容把握と、研修参加目的の
明確化

3. 市場志向型農業開発実施の背景、ケニアにおける小規模園芸農民支援の事例及びSHEPアプロ
ーチに関する講義、討論、演習

4. 園芸作物(野菜)の市場動向把握方法、流通販売システムやその活用方法に関する講義、視察
、討論

5. 市場ニーズに対応した野菜栽培技術(安定生産、品質管理、適正な資材投入等)に関する講義
、視察、実習

6. 日本の農業改良普及制度、農民組織化、農業協同組合、ジェンダー、生活改善アプローチ、
農村社会調査法等に関する講義、視察、討論、演習

7. 個別実験の計画、実施、まとめ
8. インテリムレポートの作成（研修での学び、自国での適用方法等）
9.「小規模園芸農民組織強化・振興ユニット」プロジェクト（SHEP UP）の視察、関係者、農民

組織による概要説明、成果発表
10. 所属先や担当地域での帰国報告会の実施、ファイナルレポートの作成・提出

12受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

一般社団法人 海外農業開発
協会（OADA)

【目標】
本邦およびケニアで学んだ市場志向型農業とその推進方法が、帰国報告会等を通じて所属組織
・担当地域内で共有される。
【成果】
1. 研修員の担当地域における野菜栽培／流通・販売方法またはその普及手法における課題が抽

出／分析される。
2. 行政官コース帰国研修員作成の「アクションプラン」について理解し、その実践における

自身の役割と必要な知識・技術を明確化する。
3. ケニアにおける小規模園芸農民支援の事例及びSHEPアプローチについて理解し、内容につい

て説明できる。
4. 園芸作物（野菜）の市場動向及び流通販売システムを活用する手法を理解し、説明できる

。
5. 市場志向型農業における、野菜栽培の有用技術が説明及び実践できる。
6. 小規模農民の組織化、農業技術開発・普及システム及び手法の要点を理解し、説明及び実践

できる。
7. 有用技術や手法を自国で適用するための、実験計画に関する総合的能力が開発される。
8. 本邦およびケニアでの学びを踏まえ、自国での課題解決のための方策が検討され、その内容

がレポートにまとめられる。
9. 8.で作成されたレポートの内容が、所属組織や担当地域において、共有される。

【対象組織】
営農指導/普及を所掌する中央官公省庁、
または地方政府
【対象人材】
1. 農業(特に野菜生産)の研修または技術

普及に従事する者
2. 3年以上の関連業務（野菜生産）での実
3. 同行政官コース帰国研修員と連携して
業務を行うことができる者

4. 大卒またはそれと同等の学歴を有する
者

5. 英語を十分に理解し、書き、話すこと
ができる者

アフリカ地域 市場志向型農業振興(普及員）
Market-oriented Agriculture Promotion for Africa (Extension Officer)

アフリカ地域 「市場志向型農業振興（行政官）」コースに参加済の国

本コースは、小規模農家が作物を「作ってから売る」のでなく「売るために作る」というケニアで成果をあげている手法や考え方（SHEPア
プローチ）を、当該国で導入・推進していくために普及員として必要な知識、技術全般を学ぶ。市場志向型農業の基本的な考え方、市場ニ
ーズに対応した野菜栽培技術、流通・販売方法及び普及手法について、講義や視察に加え、演習や圃場実習も取り入れ、帰国後の活動を見
据えながら実践的に学ぶ。

名

2015～2017

2016/04/03 2016/09/10～

1684690

継続

農村開発部
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アフリカ稲作振興のための共
同体（CARD）関連文書
http://www.jica.go.jp/acti
vities/issues/agricul/appr
oach.html

1.研修員がインセプションレポートを作成し、研修員および講師と議論する。
2.稲作に関わる基礎的かつ応用可能な知識や技術に係る講義に加え、具体的研究を教材として
  、研究課題のとらえ方、実験の組み方、データの整理や発表等、演習も含めた研修を行う（
コア研修）。また、各研修員の専門分野、研究分野に応じて、大学教員の指導のもと、研究
に必要な実験手法や解析手法等について研修を行う（個別研修）。

3.CARDイニシャティブの概要及び日本国内外の農業研究機関等について紹介し、ネットワーク
形成方法や協働・連携方法について講義を行う。

4.研修員のアクションプラン作成について指導し、アクションプランの発表会を行う。また、
研修員帰国後3か月以内に作成されるプログレスレポートにより、状況を確認し、必要に応じ
て技術的な提言、支援リソースの紹介等の支援を行う。

15受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA中部

国立大学法人 名古屋大学

【目標】
中核的農学研究者として専門分野横断的に備えるべき稲作に関わる基礎的かつ応用可能な知識
、技術、研究手法やノウハウを習得し、また今後協働可能となるような国内外のネットワーク
を構築すること。
【成果】
1.自国における稲作の現状と課題を明らかにし、自らが取り組むべき研究課題とその手法を明
確にする。

2.稲作研究者として必要な専門知識・技術を取得し、各種実験手法及び実験結果の論理的解析
手法等を習得する。

3.研究組織および研究者ネットワークの形成、連携方法について習得する。
4.今後の研究計画を含むアクションプランを作成し、所属組織内で承認される。

【対象組織】
大学、農業研究機関等稲研究を実施する組
織
【対象人材】
【対象組織】 大学、農業研究機関等
【資格要件／職位】 上記組織に所属し、
稲作関連分野で研究に従事する者
【資格要件／職務経験】大学卒業以上また
は同等の学歴を有し、研究実務経験5年以
上
【資格要件／その他】 十分な英語能力を
有する45歳以下の者

アフリカ地域 稲作振興のための中核的農学研究者の育成
Development of Core Agricultural Researcher for Promotion of Rice Production in Sub-Saharan Africa

CARDイニシャティブ支援対象国を中心としたアフリカにおける稲生産国。

CARD対象国を中心とした稲生産国における中核的農学研究者の育成を支援。稲作振興には技術開発及び普及、生産資材供給、バリューチ
ェーン整備、政策支援等含めた総合的アプローチが必要であるが、その中心的役割を果たすことが期待される中核的農学研究者を育成する
ため、コア研修において稲作に関わる基礎的かつ応用可能な知識や技術、論理的思考方法等を習得、他方個別研修において大学教員の指導
のもと研修員個々の専門分野を深める。

名

2015～2017

2016/06/30 2016/08/06～

1684691

継続

農村開発部
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民間企業を歓迎する。

１．インセプションレポートの作成及びそれに基づいた討議・課題分析
２．農機具の構造、性能、維持管理に関する講義・実習・視察
３．農機具の活用、コスト分析に関する講義・実習・視察
４．小規模農家の状況に適した農機具導入・普及・活用・維持管理に関する討議・発表

10受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
小規模農家の生産性向上に資することを目的として、研修員は、農機具の導入・活用・維持管
理に関する実践的技能を習得する。

【成果】
１．（研修員が）自国の農機具の導入・利用・維持管理における課題を把握する。
２．（研修員が）農機具の構造、性能及び維持管理について理解する。
３．（研修員が）農機具の活用・費用分析手法について理解する。
４．上記１～３を踏まえて、（研修員が）現地の状況に即した、小規模農家の生産性向上に

つながる農機具の導入・利用について検討可能な知識を得る。

【対象組織】
農業機械化を推進する国あるいは地方の普
及関連部署、研究所、高等教育機関等

【対象人材】
上記対象組織の農業機械普及実務担当者
（普及員を含む）

小規模農家用農機具開発・改良
Development and Improvement of Agricultural Machinery for Small Scale Farmers

農業機械化を現場で推進している普及員等に対し、農機具に関する構造、機能の理解を促し、農機具の適正な導入・活用・維持管理につい
て助言する能力を養成する。研修後は、戦略的な計画に基づいて、すべての農業機械化関係者を巻き込んだ儲かる機械化の取り組みが期待
される。これにより地域に実情に適した農機具の選定、導入、及び効果的な活用が促進され、小規模農家の農業生産力を高めることを目標
とする。

名

2016～2018

2017/03/05 2017/10/07～

1684692

更新

農村開発部
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以下の内容の講義・視察・実習・討論を行う。

1.農業情報の活用事例の紹介
2.コンピュータシステム、ネットワーク、LANシステムの基礎
3.マイクロソフトエクセル、エクセルマクロ、VBAによる情報処理
4.マイクロソフトアクセスによるデータベース構築
5.ホームページ作成、マイクロソフトパワーポイントによる情報発信

9受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

調整中

研修参加者が、農業情報を活用するための情報処理システムや通信基盤の整備に必要な技術を
向上させる。

1.農業情報の活用の現状とその有用性について説明できる
2.農業情報ネットワークシステムの機能と有用性について説明できる
3.農業情報の収集、加工、発信技術について説明できる

【対象組織】
農業省の情報や統計を扱う部署及びその関
係機関

【対象人材】
1.公的な機関において、収集された情報を
コンピューターで加工し、加工した情報
を他農業関係者に提供する立場にある者

2.コンピュータの基礎的な操作方法に習熟
し、情報の加工に十分な経験を有し、コ
ンピュータプログラミングに強く興味を
持っている者

3.当該分野で3年以上の経験を有する者

農業情報活用のためのICT技術向上
ICT (Information and Communication Technology) for Agricultural Information Use

農業情報は、農業技術の開発や普及活動に活用され、農業の生産性向上に貢献している。また、その収集・分析は適切な農業政策の策定に
繋がる。本案件では、農業情報の収集・加工・提供のための基盤整備に携わる者が、情報処理やその発信技術を習得するとともに、農業関
連情報の収集・加工・提供の事例を理解することで、自国の農業の発展に寄与する人を育成する。

名

2014～2016

2017/02/13 2017/05/19～

1684693

継続

農村開発部

-236-



(A)2016/05/10-2016/06/10
  (英語：北海道(帯広))
(B)2017/01/09-2017/02/09
  (英語：北海道(帯広))

http://www.obihiro.ac.jp/i
ndex.html

【事前活動】
自国における農業技術普及活動にかかる問題点、また、参加者自身の担当業務で抱える問題点
、および、本研修で習得したい技術、知識について記載したインセプションレポートの作成

【本邦研修】
1.農業教育カリキュラム、農民学校、参加型手法
2.生物学、化学、物理学入門と簡易実験
3.十勝の農業と畜産の仕組み、農家経営について
4.研修で学んだ知識や技術等を基に、ファイナルレポート（帰国後の活動計画案）を作成

【事後活動】
ファイナルレポートの内容を所属組織に報告し、関係者と共有の上、活動計画の実行に取り組
む。

28受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

国立大学法人 帯広畜産大学

【目標】
帰国した研修員によって、農民主導による普及が行われる。

【成果】
1. 農民主導による普及活動で用いるカリキュラムを作成できる
2. 基礎科学を学び、応用科学との関係が説明できる
3. 地域開発における農業畜産の意義について説明できる
4. 帰国後の農民主導による普及活動の計画を纏めた活動計画が作成される

【対象組織】
各国の農業普及局等、農業技術の普及に携
わる機関

【対象人材】
農業指導者、普及員等、自ら普及活動計画
を立案し、実施促進できる立場にある者

農民主導による普及手法 ～農民の自主性を高めるカリキュラム開発～
Farmer-Led Extension Method -Curriculum Development for Motivating Farmers-

本プログラムでは、参加研修員が、科学的な考え方と住民の意向への配慮といった農村開発的な考え方とを学びながら、実際に用いる農民
主導による農業普及指導カリキュラムを作成することで、農民によるフィールドスクールや、農家間での技術普及といった農民主導による
普及活動を計画・運営できる能力の向上を図る。

名

2015～2017

2016/05/10 2016/06/10～

1684695

継続

農村開発部

-237-



【事前プログラム】
対象農村地域における稲作技術をより向上させるための課題及び普及体制・手法、技術開発
体制の課題を抽出したインセプションレポートを作成する。

【本邦プログラム】
以下の講義、討議、演習・実験・実習、見学等を通じて、稲作技術（水稲中心）の向上及び
その普及技術に関する知識・技術を獲得し、上記で整理された課題を解決するための
具体的な方策を検討し、その実施に向けた具体的活動を取りまとめた技術普及/稲作試験計画
案を作成する。
1.課題抽出・現状分析：インセプションレポートにおける分析の充実、発表及び討議等
2.稲作技術：小規模稲作栽培技術、天水低湿地の利用、コメの収穫後処理技術、これらの基

本的な試験手法、データ収集方法等
3.技術普及手法：実証展示圃場設計・管理・運営、戦後日本の農業改良普及事業、普及員の

役割、研究と普及の役割、各国の実情に即した普及手法等
4.技術普及計画実施に必要な関連知識の習得：PCM手法、農村調査法、JICA稲作技術協力等
5.業務改善計画の作成：自国で実施可能な試験計画/技術普及計画案の作成、発表及び討議

【事後プログラム】
帰国後、研修員所属組織内の関係者に対し、研修成果及び業務改善計画案を共有する。

12受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

一般社団法人 海外農業開発
協会（OADA)

稲作（栽培適地選定、品種選定、基盤造成、栽培、病理、水管理、収穫後処理等）に関する知
識・技術の向上と、普及方法及び試験手法を習得することにより、対象農村地域のニーズに即
した業務改善計画（技術普及計画/稲作試験計画）が作成され、所属組織内で提案・検討される
。

1.対象農村地域の稲作技術をより向上させるための課題及び普及体制・手法、技術開発体制の
課題が抽出される。

2.稲作技術（栽培技術、天水低湿地の利用、収穫後処理技術等の基本的な試験手法を含む）が
習得される。

3.技術普及手法が習得される。
4.技術普及計画実施に必要な関連知識（PCM手法、農村調査法等）が習得される。
5.1～4を踏まえて、対象農村地域のニーズに即した業務改善計画（技術普及計画/稲作支援計画
   ）が作成され、所属組織内で提案・検討される。

【対象組織】
稲作技術の向上及びその普及に携わる農業
研究機関、技術普及機関、大学、ＮＧＯ等

【対象人材】
1.稲作関連研究機関、普及機関、NGO、協
同組合、教育機関等で技術普及計画/稲
作試験活動の立案・実施に従事しており
稲作経験が5年以上の者

2.英語を十分理解し、読み、書き、話すこ
とのできる者

3.日本での研修実施に支障のない、心身と
もに健康な者

4.軍事関係者でないこと
5.４年制大学卒業または同等以上の学力を
有する者

<推奨資格>
1.JICAプログラムプロジェクトへの参画経
験（または参画予定）がある者

2.年齢が28歳から43歳までの者

稲作技術向上
Improvement of Rice Cultivation Techniques

稲作の普及・試験研究等に携わっている組織の技術担当者を対象とし、水稲を中心とした基礎的な稲作栽培技術・普及方法及び試験手法に
ついて習得する。科目全体の約6割を実験･実習に充て、JICA筑波の圃場を活用して稲作技術の実践的な技術と知識を得る機会を提供する。

名

2014～2016

2017/03/05 2017/10/28～
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継続

農村開発部

-238-



1．事前活動
自国の土壌診断にかかる問題点、ならびに研修で学びたい項目とその理由を記載したインセプ
ションレポートの作成

2．本邦活動
以下の内容の講義、実習、視察を行う。
（1）世界の農業の概況と十勝の農業の概況
（2）土壌断面調査、土壌分析、土壌診断の活用
（3）堆肥・土壌改良材の効果的利用、水質分析、日本における土壌改良事例紹介
（4）自国の問題解決に向けた討論、活動計画案の策定

3．事後活動
（1）本邦研修で学んだ知識・技術を、関係者に共有する
（2）帰国後に行った活動を、JICAに報告する

8受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

調整中

【目標】
研修員の所属機関において、土壌断面調査、土壌診断（物理的・化学的・生物的）技術および
その活用法が共有される。

【成果】
1．土壌の生成や生産性に影響を与える自然的・人為的条件を説明できる。
2．農作物の品質・収量向上に向けた土壌診断の概念と手法を説明できる。
3．持続的農業のための施肥や有機物利用などの適正な圃場管理技術を説明できる。
4. 研修で学んだ知見を活用した自国での活動計画案を策定する。

【対象組織】
土壌分析・診断を実施している、もしくは
導入を検討している農業関連機関
【対象人材】
１．土壌分析、土壌診断、またはそれらの

技術を応用した農業指導に携わる者
２．土壌分析・栽培指導関連分野において

3年以上の職務経験を有する者

持続的農業生産と環境保全のための土壌診断技術
Soil Diagnosis Technology for Sustainable Agricultural Production and Environmental Conservation

基礎的な土壌分析・診断技術の導入を必要としている国

フィールドで土壌断面調査や試料採取を体験することとあわせ、基本的な土壌化学・土壌物理・土壌生物分析を行い、得られた結果に基づ
く土壌診断能力の向上を図る。また、土壌診断結果に基づく適切な施肥技術、堆肥の品質評価や効果的利用など、持続的農業生産と環境保
全に向けた適正な圃場管理に必要な知識と技術について学ぶ。

名

2015～2017

2016/05/10 2016/07/29～

1684698

継続

農村開発部
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主に以下の内容の講義・視察・実習・討論を行う。
なお、主要な形態は講義と視察の組み合わせである。
1. PCM手法                      2. 排水路と暗渠排水
3. 畑地灌漑                     4. パイプラインの計画と設計
5. 頭首工の計画と設計           6. 農用地開発事業
7. 農道整備事業                 8. ダムの計画と設計
9. 農地防災事業                 10.土木材料の特性と活用
11.営農計画と事業効果           12.工事の積算と工程表
13.事業実施と環境対策
14.工事の施工計画と安全対策
15.出来高管理、品質管理
16.十勝農業の概要
17.土地改良区の概要

10受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

調整中

【目標】
農業基盤整備事業の計画及び施工管理に関する専門的知識が同事業実施機関の部署の技師によ
って共有され、これを活かした事業計画の検討が始まる。
【成果】
1.農業基盤整備事業における法制度、計画策定までのプロセス、事業の実施体制、環境配慮等
について、自国の課題を特定できる。

2.技術レベル・経済性・環境社会配慮の観点から基盤整備事業の妥当性を判断できる。
3.農業基盤整備事業における代表的な工法および汎用性が高い専門的知識・技術を説明できる
  。
4.施工管理や安全対策に係る専門的知識・技術を説明できる。

【対象組織】
農業基盤整備の事業計画の立案や設計、施
工管理、品質管理に関わる部署及び関係機
関
【対象人材】
1. 畑作農業に関わる農業基盤整備（灌漑

排水、農地整備、農地防災）の調査計
画、設計、あるいは施工管理、設計管
理の経験がある主任技術者。

2. 上記分野で3年以上の実務経験を有する
者。

3. 50歳未満の者。

畑地帯における農業基盤整備事業のための計画・設計・施工管理・維持管理・運営
Planning, Design, Construction and Operation & Maintenance of Agricultural Infrastructure Project in Crop Field

開拓から130年の間に日本有数の食糧基地に発展した十勝地域の経験を活用し、農農業基盤整備事業実施機関における主任クラスの計画立
案および設計、施工管理能力を向上させることを目的とする。
灌漑排水事業を主な対象としながらも、農道整備事業や農地区画整理事業等包括的な分野を対象とし、事業の計画・設計、事業の実施、施
工監理、維持管理まで一貫した知識を習得することで、開発途上国の農業基盤整備事業の質の向上に寄与する。

名

2015～2017

2016/05/17 2016/08/06～

1684699

継続

農村開発部
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(A)2016/05/08-2016/05/21
  (英語：関西)
(B)2016/11/06-2016/11/19
  (英語：関西)
(C)2017/02/12-2017/02/25
  (仏語：筑波)

アクションプラン実施後
、JICAより継続支援可能性あ
り

【事前活動】
自国における園芸作物（野菜）栽培/流通販売/普及体制の現状、課題、想定される解決方法
における分析内容を記載したインセプションレポートの作成

【本邦研修】
1.市場志向型農業開発実施の背景および手法に関する講義、視察、討論
2.市場志向型農業開発に必要な要素（日本の農業改良普及制度、農民組織化、ジェンダー、農
業協同組合の役割等）に関する講義、視察

3.個別課題学習、ワークショップ、アクションプラン案の作成

【在外補完研修】
「小規模園芸農民組織強化・振興ユニット」プロジェクト（SHEP UP）の視察、関係者、農民
組織による概要説明、アクションプランの修正、成果発表

【事後活動】
アクションプランに基づく案件の開始

【参考】
http://www.jica.go.jp/kenya/office/activities/project/07.html

48受入可能上限数：

英語/仏語

JICA関西（業務二）/JICA筑
波（研修業務）

公益財団法人 神戸国際協力
交流センター

本邦及びケニアで学んだSHEPアプローチを用いたアクションプランが、研修員により帰国後、
実践される。

1.研修員の母国における園芸作物（野菜）栽培／流通／販売システム又はその普及体制におけ
る課題が抽出／分析される。

2.「情報の非対称性」、及び「情報の非対称性」緩和のために日本の関係諸機関・グループが
果たしている役割を具体事例として理解し、説明できる。

3.動機を活用した「人を動かす・人を育てる」ためのプロジェクトデザインについて理解し、
説明できる。

4.ケニアにおける小規模園芸農民支援の事例を理解し、自国の活用点を見出す。
5.1.～4.をふまえて、1.で検討された問題の解決のためのアクションプラン案が作成できる。
6.5.で作成されたアクションプラン案を、所属組織で具体化し、実践する。

【対象組織】
1.営農指導/普及を所掌する中央官公省庁
、または地方政府
2.2014年度・行政官コースに参加した研修
員が所属する組織から選出されることが望
ましい。

【対象人材】
1.中堅行政官（農業開発プロジェクト開始
にあたりある程度の権限を有する者)

2.農業農村開発に関する実務経験を3年以
上有する者

アフリカ地域市場志向型農業振興（行政官）
Market-oriented Agriculture Promotion for Africa (Planning and Management)

アフリカ諸国のうち、今後市場志向型農業振興を目指す国

本コースでは、講義及び現地視察を通して日本の普及／営農指導体制、市場流通システムを学び、小規模農家が作物を「作ってから売る」
のでなく「売るために作る」というケニアで実践され成果をあげている手法や考え方（SHEPアプローチ）について理解を深める。さらに在
外補完研修（ケニア）で実際のプロジェクトを視察し、同アプローチへの理解と意欲を高める。研修後は研修中に作成したアクションプラ
ンに基づいた活動を実践する。

名

2014～2016

2016/05/08 2016/05/21～

1684700

継続

農村開発部
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【事前活動】
研修員所属機関、対象地域等の課題を抽出・分析したインセプションレポートが作成される

。
【本邦研修】
環境保全型農業の総論、有機農業、バイオガス利用、野菜栽培、不耕起栽培、ボカシ・自然

農薬作り、
土壌・水環境への影響や効果に関する優良事例、農産品加工、販売等を座学、視察、実習を

通して、広く知識・技術を習得する。
本邦研修で得た知識・技術を基に、帰国後活動の指針となるアクションプランを作成する。

【在外補完研修】
現地プログラムにより、帰国研修員等の活動を通して、帰国後普及活動事例を学ぶ。在外補

完研修で
得られた知見を基にアクションプランをより自国に合わせた形に練り直す。併せて、定期的

な情報交換・
持続的な活動支援の為に研修員間のネットワーク形成を図る。

【事後活動】
研修員所属機関において、持続的な環境保全型農業普及における普及計画案が作成され、
最終計画が策定され、普及計画に沿って実践する。
同時に、ファイナルレポートとしてJICAに報告を行う。

16受入可能上限数：

西語

JICA筑波（研修業務）

有限会社 アールディーアイ

【目標】
営農普及計画に携わる組織において、小規模農家を対象とした地域資源を有効活用し、地域循
環を考慮した普及計画が作成され、具体的な取り組みが実践される。
【成果】
1. 有機農業を含む、環境保全型農業の理念・基礎的理解、技術・知識を得る。
2. 農業経営に関する知識・農業政策について学ぶ。
3. 農家の現状を踏まえた効果的な普及手法、実施管理、モニタリング評価の知識と技術を習得
する。
4. 上記について、習得した技術。手法を自国に適応可能な形に練り直し、事後活動の指針とな
るアクションプランを作成する。
5. 過去の普及優良事例を帰国研修員等を通じ把握し、持続可能な研修員間ネットワークの形成
を図る。（在外補完研修）
6. 所属組織において環境保全型農業技術に係る知見が共有され、最終普及計画が作成される。

【対象組織】
農業技術の普及を本来業務とする次の機関

(1) 中央／地方政府機関
(2) 研究所／研修機関
(3) NGO
【対象人材】
農業技術・収入向上に向けた普及活動を本
来業務とする技術員、指導員、農業改良・
生活改善普及員またはそれら普及指導者を
育成指導している者。

ラテンアメリカ地域 持続可能な環境保全型農業普及手法
Extension Methodologies of Sustainable Conservation Oriented Agriculture, Latin America

中南米地域

中南米地域では有機農業を始めとする環境に配慮した農業に注目が集まっているが、中所得国であっても農家の大多数が農業生産性の低
い小規模農家であり、これら小規模農家は経営基盤が脆弱で技術力が低く、利用可能な資源が非常に限定的であることが、中南米地域全体
の農村住民の所得向上および生活改善の妨げとなっている。この課題を解決するために、環境保全型農業手法を用いて、農業の持つ物質循
環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的
な農業技術手法の習得を目指す。
有機農業もこの一環に含まれ、有機農産物といった付加価値の高い農産物の生産を促進することにより、農家の所得を増大させる点で有益
である。また、市場へのアクセスを促進することによる販売先の多角化や価格の安定、農産品加工等による更なる付加価値化といった副次
的効果の期待も含めた指導を行う。

名

2015～2017

2016/06/20 2016/08/20～

1684703

継続

農村開発部
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アフリカ稲作振興のための共
同体（CARD）関連文書
http://www.jica.go.jp/acti
vities/issues/agricul/appr
oach.html

１．自国における陸稲栽培・種子生産・品種選定技術の現状及び課題の分析を記載したインセ
プションレポートの作成、発表、及び討議

２．陸稲の圃場栽培技術、稲の生理学・生態学、土壌肥料、病害虫、除草法、かんがい排水管
理、米の収穫後処理技術等

３．陸稲の種子作出法、種子検定・種子登録、稲の育種、品種選定法等
４．米の高付加価値化（精米技術、包装技術、米の加工食品等）、日本の農業普及制度、農業

試験場と農民改良普及センターの組織・役割、農業協同組合・卸売市場の見学等
５．各種栽培実験法及び解析法、PCM手法、農村調査法（含：営農調査）等
６．実験結果とその考察及び帰国後の活動計画をまとめたテクニカルレポートの作成、発表、

及び討議
７．帰国報告会の実施及びファイナルレポートの提出

12受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

一般社団法人 海外農業開発
協会（OADA）

【目標】
日本で学んだ陸稲の栽培技術、種子生産技術、及び品種選定技術が研修員の所属機関で共有さ
れ、帰国後の活動計画が検討される。
【成果】
１．各国の陸稲栽培・種子生産・品種選定技術に関する現状と課題を把握し、説明できる。
２．陸稲栽培の基本技術を習得する。
３．陸稲の種子生産・種子保存に関する基本技術を習得する。
４．陸稲の品種選定に関する基本技術を習得する。
５．米の収穫後処理及び流通システムについて理解し、説明できる。
６．１．で分析した課題に応じて実験計画を作成し、その考察結果及び帰国後の活動計画を

レポートにまとめる。
７．所属機関での帰国報告会の結果をJICAに報告する。

【対象組織】
陸稲品種の栽培・種子生産・品種選定・普
及に携わる機関
【対象人材】
１．上記対象組織の研究者及び技術者
２．稲作に関して３年以上の実務経験を有

する者
３．大卒又はそれと同等の学歴を有する者
４．英語を十分に読み、書き、話せる者
   （TOEFL iBT80点/PBT550点以上の英語

レベルを想定）
５．心身ともに健康な者
６．応募時の時点で軍籍にない者

陸稲栽培・種子生産及び品種選定技術
Upland Rice Cultivation, Seed Production and  Variety Selection Techniques

アフリカ諸国のCARD対象国を中心とした主要陸稲生産国

本コースは、世界的な食糧需給に寄与するため、アフリカのCARD対象国を中心に主要な陸稲栽培国を対象としている。陸稲の栽培、種子生
産、及び品種選定技術を基礎から学び、最終的には各地域に適した品種の種子を適切に生産・保存し、栽培、普及できる知識及び技術をも
った人材の育成を目指す。また、研修員の主体的な学びを促すため、各研修員の課題に応じた個別指導を行い、圃場での実習・実験を通じ
て研修員が自ら実験計画を立案・実施・考察できるようにする。

名

2015～2017

2017/03/20 2017/11/11～

1684704

継続

農村開発部
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1. 【事前活動】インセプションレポートの作成・提出
   【討論】インセプションレポートの発表、グループディスカッション（国別討論）
2. 【講義】農協概論、農家組織の設立、農協の組織運営、農協の営農指導、農協金融等
   【見学】農協、土地改良区

3. 【講義】日本の農業政策、農地制度、農業における国・地方・農協の役割、農産物・資材
の流通、北海道における農業改良普及事業、農業災害の補償・保険

   【見学】農家、卸売市場、農業改良普及センター、農業試験場

4. 【演習】中間ディスカッション、アクションプラン作成指導
 【討論】アクションプラン発表

10受入可能上限数：

露語

JICA北海道（札幌）

公益財団法人 北海道農業公
社

【目標】
研修員が作成したアクションプランに基づき、農民組織の役割や機能の改善・強化策が研修員
の所属組織において正式に検討・承認される。
【成果】
1. 自国における農民組織の課題を整理する。
2. 日本の農家組織の役割・機能を理解する。
3. 日本における農家や農家組織を支援するための制度や仕組みを理解する。
4. 農民組織の役割・機能の改善・強化策をアクションプランとして提案する。

【対象組織】
1. 中央・地方政府において、農民組織の

設立・活動支援を担当する部局
2. 農業普及サービスに関わる公共性の高

い農民組織（個人農場は含まない）
3. 農民組織を研究する大学（学部）

【対象人材】
1. 農民組織の設立や活動支援に携わる行

政官
2. 公共性の高い農民組織の代表
 （できれば同じ地域からペアで応募する

ことが望ましい）
3. 大学研究者

中央アジア地域農民組織強化
Strengthening Role and Function of Farmers' Organization in Central Asian Countries

中央アジア地域

日本における農業協同組合を中心とした農家組織の機能や役割の理解を通じ、自国の農民組織化の推進と機能強化を目指す。

名

2015～2017

2016/05/05 2016/06/01～

1684705

継続

農村開発部
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http://www.tr.yamagata-u.a
c.jp/e.html

【来日前】自国のコメ生産、稲作収穫後処理に関する現状と課題をレポートのまとめる。
【本邦研修中】
１．上記レポートの発表と発表内容に関する討議
２．（１）庄内地方の農業概説（地域的気候的特徴、庄内ブランドの取組みを含む）
（２）ＪＡ鶴岡の概説 （３）稲栽培上の問題点と解決策の講義
（４）日本の稲作の機械化に関する講義
３．（１）水分と品質測定、適期収穫の講義、実習 （２）米の乾燥、調製、貯蔵に関する講
義 （３）コメ検査現場の視察
４．市場ニーズに合致した精米技術に関する講義
５．アクションプランの作成、発表、討議
【帰国後】所属先でアクションプランの検討と改善

20受入可能上限数：

英語

JICA東北

国立大学法人 山形大学農学
部

【目標】
農業指導に従事する農業関連行政官等（例：農業技官）が、稲の収穫適期判定、収穫後処理技
術、それらの普及に必要な実践的知識、技術習得を目標とする。
【成果】
１．自国の稲作の現状と課題、特に稲作収穫後処理技術に関するそれらを抽出し説明できる。
２．日本、山形県、庄内地方のコメ生産、流通、育種の現状、農協の役割を説明できる。
３．稲の最適収穫時期、収穫後処理理論と技術、検査、品質管理に関する技術を説明できる。
４．稲作収穫後処理技術を、パイロット地域のモデル農家等に普及するための計画案が作成さ
れる。

【対象組織】
農業指導を所掌する省庁、政府機関、農業
機関等
【対象人材】
１．技術行政官(技官)、主任技術者、首席
農業改良普及員
２．稲作農業指導の実務経験３年以上の４
０歳未満の者
３．公務員以外に、農民への技術指導が期
待できる篤農家、農民組織代表者や中堅リ
ーダー、精米業者団体の代表者等
４．心身ともに健康で軍籍に属さない者

アフリカ地域 稲作収穫後処理
Post-Harvest Rice Processing for African Countries

米収穫前後処理技術改善、流通前品質維持・生産ロス改善が必要な国

適切な収穫時期選択、収穫後、流通前に品質劣化や生産ロスを防ぐことなどによって、コメ増産を目標に農業指導などに従事している農業
関連行政官などを対象に、稲作収穫後処理技術の改善に関して技術研修を行うもの。山形大学が、地方自治体、企業、ＪＡなどと協力して
実施する。

名

2016～2018

2016/08/17 2016/10/01～

1684706

更新

農村開発部
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(A)2016/05/18-2016/07/06
  (英語：北海道(札幌))
(B)2016/06/15-2016/08/02
  (英語：北海道(札幌))
(C)2016/08/11-2016/09/22
  (英語：北海道(札幌))
(D)2016/07/03-2016/08/09
  (仏語：北海道(札幌))

【事前活動】
・インセプションレポート作成・提出

【本邦研修】
＜発表＞インセプションレポート発表
＜講義＞土地改良制度の概要、土地改良区の機能と役割（組織、運営体制、会計、灌漑施設の

運転・維持管理等）、土地改良区・下部組織・農家の行う用水管理、下部組織の役割
と機能、参加型用水管理とは、水利権、土地改良事業における国・都道府県・市町村
の役割、農協の役割と機能、土地連の役割

＜視察＞土地改良区が管理する灌漑施設、下部組織、農家、農業試験場、農協等
＜討議＞中間ディスカッション、アクションプラン作成指導・発表

【事後活動】
・進捗報告書作成・提出
・在外補完研修を通じた現地セミナー・関係者との意見交換

※ アジア地域2コース（英）、アフリカ地域2コース（英・仏）の計4コースを実施予定。

36受入可能上限数：

英語/仏語

JICA北海道（札幌）

調整中

【目標】
研修員の所属組織において、研修員が作成したアクションプランを基に、農民主体型用水管理
システムの改善・強化策が策定される。
【成果】
1.自国（あるいは地域）の用水管理システムに関する現状と課題を分析する。
2.日本の参加型用水管理にかかる制度や、土地改良区の役割・機能を理解する。
3.土地改良区を取り巻く様々な組織（国・地方政府、土地連、農協等との関係性を理解する。
4.研修で学んだことをふまえて、各国・地域の事情に合った農民主体型用水管理システムにつ
いて検討し、既存の用水管理システムを改善・強化するための策をアクションプランとして提
案する。

【対象組織】
中央あるいは地方政府における灌漑管理（
特に水管理組合の設立・支援）に関わって
いる部局、または水管理組合（稲作）
【対象人材】
・中央あるいは地方政府において、灌漑管
理（特に水管理組合の設立・支援）に関わ
っている者、または水管理組合（稲作）の
代表者
・農業土木および灌漑土木にかかる基本的
な知識を有すること（該当分野における大
学卒業程度）
・3年以上の現場経験を有すること
・各コースの使用言語にかかる十分な語学
力を有すること

農民主体型用水管理システム
Participatory Irrigation Management System for Paddies

アジア・アフリカ地域で稲作を推進している国

農民主体型用水管理は、灌漑施設の効率的な運営維持管理に貢献するだけでなく、水資源の有効活用、農業生産性や農家収入の向上、さら
には農村地域全体の発展と安定にも資するものである。本コースは、北海道における水利組織（土地改良区）が有する用水管理にかかる成
功経験・ノウハウを学ぶことを通じ、研修員が自国・地域における参加型用水管理システムの改善・強化策を検討することができるよう、
必要な能力強化を図ることを狙いとする。

名

2016～2018

2016/05/18 2016/07/06～

1684707

更新

農村開発部
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1.インセプションレポートの作成、発表
2.野菜生産における日本の有用技術の習得
(1)環境に配慮した高収量、高品質のための野菜生産技術
(2)野菜種子生産技術
(3)野菜生産における社会経済的背景、農家経営

3.効果的な市場ニーズ把握、流通・販売システムの理解
（農業マーケティング基礎理論、マーケットリサーチ、価格設定戦略、流通システム、販売
促進戦略等）

4.効果的な技術普及方法の理解（研究と普及システム、農民組織化、農民参加型手法等）
5.実験計画に関する総合的能力の開発
(1)インセプションレポートで抽出した課題の解決に寄与する実験の特定
(2)実験計画の策定・実施
(3)実験結果の取り纏め

6.自国の課題解決のためのアクションプランの作成・発表

12受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
小規模農家対象の市場ニーズに対応した適切な野菜生産技術開発・普及活動計画を作成するこ
とができる。
【成果】
1.自国小規模農家における野菜生産、流通、販売及び技術普及の現状と課題の抽出
2.野菜生産における日本の有用技術の習得
3.効果的な市場ニーズ把握、流通・販売システムの理解
4.効果的な技術普及方法の理解
5.日本の有用技術を自国で適応するための実験計画に関する総合的能力の開発
6.アクションプランの作成・発表

【対象組織】
野菜の生産技術開発・普及に携わる公的機
関及び大学などの研究機関。
【対象人材】
1. 野菜の生産技術開発・普及に関わる農
業技術者
2. 3年以上の実務経験（野菜生産関連）
3. 大卒またはそれと同等の学歴を有する
者。但し、博士号を取得していない者
4. 英語を十分に理解し、書き、話すこと
ができる者

小農の生計向上のための野菜生産技術
Vegetable Production Technology for livelihood Improvement of Small Scale Farmers

アジア、大洋州、中近東地域

貧困層の多い農村地域において、換金性が高くかつ市場ニーズに対応した野菜類の安定的な生産が、小規模農家の収入を向上させる意味で
期待されている。しかし、適切な指導を行う普及員等の育成が十分なされてるとは言い難い。本コースは、市場ニーズを見据えた野菜生産
技術を、圃場実習も取り入れ実践的に学べるコースである。また、自国での技術適用に向け、各自の課題に合わせた個別実験も実施し総合
的な能力を育成する。

名

2015～2017

2017/02/05 2017/11/04～

1684712

継続

農村開発部
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(A)2016/09/05-2016/10/08
  (英語：北海道(帯広))
(B)2017/01/09-2017/02/11
  (英語：北海道(帯広))

以下の科目が講義、視察、討議およびワークショップにより行われる。
1.(1)帯広市地域振興政策及びフードバレーとかちの取組み
(2)帯広畜産大学における地域人材育成事業の取組み

  (3) 中小企業・農業者支援制度
2.(1)事業戦略
(2)管理会計（損益分岐点分析）、簿記
(3)業務管理 （5S, カイゼン）

  (4) 組織管理（協同組合論）
3.(1)マーケティング基礎理解
(2)マーケティング分析
(3)商品開発 (一村一品、地域資源活用）

4.(1)参加型教育手法、ケースメソッド教育、ビジネスゲーム
5.(1)プロジェクトサイクルマネジメント（PCM)

38受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

インサイトマネジメント株式
会社

【目標】
自国において実現可能な地域振興政策、中小企業、農業者の支援プログラムの作成、実行し、
地域経済向上に貢献する。
【成果】
1. 国、地域における、農業振興、中小企業振興政策、支援制度を理解する。
2. 中小企業の経営上の課題、問題点を分析し支援できる。
3. 農産物、加工品の付加価値化の取り組み、一村一品の取り組みを効果的に推進できる。
4. 経営、マーケティングの教育手法を改善できる。
5. 地域振興に繋がる実現可能なアクションプラン（インテリムレポート）が作成できる。

【対象組織】
1. 地域開発を担当する中央および地方省

庁
2. 中小企業
3. 商工会議所
4. NGO
【対象人材】
1. 農村開発、中小企業支援分野の行政官
   、商工会議所職員、ＮＧＯ、農業組合

の管理職
2. 農村開発、中小企業支援分野において3

年以上の実務経験を有する者。

農業地域における経営力、マーケティング強化による地場産業振興
Local Industry Development in Agricultural Regions by Strengthening Capacity of Management and Marketing

本研修コースでは、中小企業、農業者の経営力、マーケティング力強化を通じて、どのように農業地域の地域振興政策、一村一品等の支援
プログラムを作成すべきかを学ぶものである。 研修期間中に多くの付加価値化の取り組み、地域ブランドの取り組みの事例の視察、事例
研究の機会が提供される。

名

2015～2017

2016/09/05 2016/10/08～

1684714

継続

農村開発部
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当研修独自のHP
http://www.rwe-jicatrainin
g.org/

【事前プログラム】自国の農村女性の現状及び担当業務で直面している課題とその原因を分析
し、インセプション・レポートにまとめる。
【本邦研修】以下の内容の講義、ワークショップ、実習、現地研修、討論を行う。
1. 生活改善アプローチ（主体的で持続的なグループ育成、身近な生活技術、栄養改善、地域資

源の活用、グループのネットワークの強み等）
2. 農村女性の起業活動（地元こだわり農産加工と収入活動、グリーン・ツーリズムと地域振興

における農村女性の貢献等）
3. 男女共同参画（家族経営協定－戦略的ジェンダーニーズの解決策として）と先進的女性リー

ダー
4. 環境にやさしい女性ならではの活動
5. 農村女性のニーズにあった課題解決手法
6. 生活改善実行プラン案の作成と発表

【事後プログラム】帰国報告会の開催、ステークホルダーと現地対象者への説明と実施のため
の計画修正作業（本邦研修支援者がメールにて助言)、帰国後3ヵ月以内の進捗報告（ファイナ
ルレポート）の提出、本邦研修支援者によるファイナルレポートへのフィードバックとさらな
る実施のためのコンサルテーション。

14受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

一般社団法人 農山漁村女性
・生活活動支援協会

【目標】
研修員は、生活改善実行グループの組織化を通じた農村女性のエンパワーメントのために、既
存のリソースを活用した生活改善実行プランを作成し、その実現に取り組む。
【成果】
<事前プログラム>
1. 担当地域の農村女性の現状を把握し、具体的な課題を抽出したインセプションレポートを

作成する。
<本邦研修>
1. 日本の農村開発のプロセス及び生活改善アプローチについて理解する。
2. 農村女性のﾆｰｽﾞに合った課題解決手法を習得する。
3. 生活改善から発展した農村女性の経済・社会・環境活動を理解する。
4. 担当業務において具体的な課題解決のための生活改善実行プラン（案）を作成する。
<事後プログラム>
1. 所属機関・関係機関と協力して生活改善実行プランを確定する。

【対象組織】
中央政府の支所、地方政府、NGO
【対象人材】
1. 農村女性対象に普及活動（農業、家政
   、地域開発等）を行う普及員または専

門技術員、あるいは農村女性対象のプ
ロジェクトに実務レベルで従事する担
当官

2. 上記職務で3年以上の業務経験を有する
者

3. 大卒または、それと同等の学歴を有す
る者。ただし、博士号を所持していな
い者。

4. 英語を十分に理解し、書き、話すこと
ができる者。

5. 基本的なPCスキルがある者。
6. 心身共に健康であり、45歳までの者。

農村女性能力向上
Empowerment of Rural Women

60年以上の実績を持つ生活改善アプローチにより、主体的な組織活動、地域資源を活用した起業、男女共同参画等、農村女性のエンパワー
メントに関する実践的な支援方法を習得する。

名

2015～2017

2016/09/25 2016/12/10～

1684717

継続

農村開発部
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1. インセプションレポートの作成・発表

2. 統合的水管理、気候変動と水管理、地域資源の活用、日本の農業・農村開発政策、参加型水
管理、水質工学、農業整備学、土地改良区

3. 水文学、排水計画、気象観測、財務・経済評価、水資源工学、かんがい工学（水田・畑
地）、土砂管理学

4. 土質工学、水理学、測量学、設計演習、地盤工学、斜面安定解析・計算、図面作成プログラ
ム、コンクリート工学、水利施設工学、水路システム制御、揚水機場・排水機場

5. プロジェクト管理、普及セミナーに関する実施計画・教材の作成・発表

6. 帰国後の普及セミナーに関する実施報告書の作成・提出

12受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
統合的水管理に基づくかんがい排水に関する知識・技術が、研修員の所属機関に普及される。

【成果】
1. 自国のかんがい排水における課題について説明できる。
2. 統合的水管理及びかんがい排水による農業開発事例を理解し、説明できる。
3. かんがい排水に関する基礎理論を理解し、説明できる。
4. かんがい排水施設の調査・施設設計・維持管理について理解し、説明できる。
5. 1～4をもとに、普及セミナー実施のための実施計画及び教材が作成される。

【対象組織】
中央・地方政府又は同等のかんがい排水事
業を実施する組織

【対象人材】
1．中央・地方政府又は同等機関に所属す

るかんがい排水技術者

2. かんがい排水分野において2年以上の経
験を有する者

3. 帰国後普及セミナーを実施し、帰国後3
か月以内にその報告書の提出すること
を誓約できる者

統合的水管理に基づくかんがい排水技術
Irrigation and Drainage Technology based on Integrated Water Management

本コースは、かんがい排水分野の技術者を対象として、かんがい排水技術に関する知識とそれらを応用できる能力の向上を目指す。具体的
には、かんがい排水の調査・施設設計・維持管理技術の他、地球温暖化対策やプロジェクト管理等、統合的な水管理を実施する行政官に必
要な知識についても広く学ぶ。

名

2016～2018

2017/03/12 2017/09/23～

1684718

更新

農村開発部
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(A)2016/05/23-2016/06/25
  (西語：筑波)
(B)2016/10/10-2016/11/12
  (西語：筑波)

・Aコースは政策レベル対象
、Bコースは普及レベル対象
・帰国研修員の実践活動を共
有するための在外補完研修(1
週間)を実施

【事前プログラム】
所属機関や対象地域等の課題を抽出・分析し、インセプションレポートを作成

【本邦研修】
以下の内容について、講義、ワークショップ、現地研修、討論、発表等

①日本における生活改善普及事業の政策や制度、実施体制
②生活改善アプローチの特徴（主体性形成、生活技術の改善、地域資源の活用、栄養改善、
等）

③日本や中南米地域帰国研修員による生活改善実践事例、活動モニタリングシステム
④生活改善活用案（ドラフト）の作成、発表

【在外補完研修】
帰国研修員の活動視察や意見交換等で得られた知見を基に、生活改善活用案をより自国に合
わせた形に練り直し、生活改善活用案（最終版）を作成

【事後プログラム】
帰国後の取り組み結果を報告書として提出し、事後TVセミナーで共有し、帰国研修員や研修
関係有識者等との協議やコメント、助言を基に、今後の活動に反映

23受入可能上限数：

西語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
帰国後の活動計画に基いた活動が実施され、所属組織の農村開発政策、戦略、計画等におい

て、生活改善アプローチの活用が検討される。

【成果】

1)担当業務に関する農村開発事業について、所属機関や対象地域等の課題を抽出、分析する
（インセプションレポート作成）

2)日本における生活改善普及事業の政策や制度、実施体制について理解する
3)日本や中南米地域帰国研修員による生活改善実践事例、持続的活動の要因について理解を
深め、自国の所属機関における生活改善活用案（ドラフト）を作成する

4)帰国研修員の生活改善活動を視察し、帰国研修員や対象住民との意見交換を通じて、生活
改善活用案を見直し、最終版を作成する（在外補完研修）

5)帰国後の取り組み結果を報告書で提出し、事後TVセミナーで共有・協議する。

【対象組織】
農村開発分野を所掌する中央あるいは地
方政府、NGO、大学等の機関

【人材】
農村開発分野の政策立案、事業計画、事
業実施を担当する者
農村開発分野実務経験5年以上
帰国研修員と連携を取り活動できる者

※政策レベル、普及レベル2名の参加を
推奨

※各国の戦略に応じ、一部政策決定権者
(準高級)の受入れも可

中南米地域 生活改善アプローチを通じた持続的農村開発
Sustainable Rural Development through Life Improvement Approach for Latin America

中南米地域

中南米では相対的に所得水準が高い国が多いものの、国内の貧富格差が大きい状態が続いており、先住民地域などの貧困地域等における生
活改善のニーズは高い。JICA筑波では、そのニーズに基づき、中南米地域を対象として生活改善関連研修を実施してきたが、特に中米カリ
ブ地域では、帰国研修員ネットワークが形成され、活発な生活改善活動が展開されており、一部政策レベルに反映されるなど成果が出てい
る。当研修では、日本の約70年の実績のある生活改善の経験と、帰国研修員による活動実践例を共有・協議することにより、主体的な課題
解決手法を内在する生活改善アプローチをさらに普及し、持続的農村開発への活用を目指す。

名

2016～2018

2016/05/23 2016/06/25～

1684719

更新

農村開発部
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(A)2016/10/10-2016/11/26
  (英語：筑波)
(B)2016/07/13-2016/09/07
  (仏語：北海道(札幌))

【事前活動】
インセプションレポートの作成

【本邦研修】
上記の単元目標に対応させ、以下の講義・演習・視察・討論を行う。

1.市場調査、販売戦略立案、小売店の事業戦略、農協及び民間企業による集荷・流通・販売、
市場情報システム、農協の信用事業、卸売市場・農産物直売所・道の駅

2.農産品加工実習、農産物２次加工施設（製粉、精米所）、ブランディング、収穫後の品質管
理、品質基準・認証制度、農村女性の起業活動、官民協力、農商工連携、一村一品運動、グ
リーンツーリズム、農家レストラン、フェアトレード

3.プレゼンテーション

【事後活動】
所属組織での発表、企画書改訂、ファイナルレポート提出

22受入可能上限数：

英語/仏語

JICA筑波（研修業務）/JICA
北海道（札幌）

(A)一般財団法人アジア農業
協同組合振興機関
(B)一般社団法人滝川国際交
流協会

小規模農家を対象としたアグリビジネスの振興に関する企画書案が、研修員の所属組織におい
て検討される。

1.研修員所属組織又は対象地域におけるアグリビジネスの振興に関する現状分析をまとめた
インセプションレポートが作成される。

2.マーケティングにおける生産者や農産物加工組織が抱える課題が整理され、今後の対応方法
や活動について説明できる。

3.流通における農産物と農産加工品についての課題が整理され、今後の対応方法や活動に
ついて説明できる

4.加工・高付加価値分野における課題が整理され、今後の対応方法や活動について説明
できる。

5.2.～4.をふまえて、1.で示された現状分析及び方向性が統合・整理され、所属組織又は
対象地域でのアグリビジネスの振興に関する企画書案が作成される。

6.所属組織において帰国報告会を実施し、その結果をファイナルレポートとしてJICAに
提出する。

【対象組織】
小規模農家を対象としたアグリビジネスの
振興に携わる行政機関、協同組合、農民グ
ループ等
【対象人材】
<職位>
上記対象組織の職員又はメンバー
<職務経験>
アグリビジネスに関連する分野で3年以上
の経験を有すること
<学歴>
大学卒業程度の学歴を有すること
<その他>
1.十分な英語力を有すること
2.帰国後、所属組織の意思決定者を招いて
帰国報告会を実施できること

3.心身ともに健康で、現在軍籍にない者。
4.25歳～45歳までの者が望ましい

農村開発のためのアグリビジネス振興
Agribusiness Promotion for Rural Development in African Countries

アフリカ諸国

本コースは、アグリビジネスの実施を通じて小規模農家の収入向上や農村の開発に寄与することを目標としている。農産物のバリューチ
ェーン中・下流である生産後から販売までを取り扱い、マーケティング、流通促進、高付加価値化等の分野における農民組織や農業協同組
合の知識を拡充し能力を向上させると同時に、それを支援する立場にある行政機関等による指導の強化やアグリビジネス推進環境及び農村
振興政策の改善を目指す。

名

2014～2016

2016/10/10 2016/11/26～

1684720

継続

農村開発部
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http://www.obihiro.ac.jp/

【事前活動】
インセプションレポートの作成・提出
【本邦活動】
1.農畜産業の発展に向けた課題の確認・分析（コースオリエンテーション、問題分析ワークシ
ョップ）

2.各生産技術を通じた農畜産物の付加価値向上ノウハウの習得（牛の栄養管理・衛生管理、人
工授精他）

3.地域資源の有効活用のための調整能力の強化（耕畜連携、副産物の飼料としての活用、家畜
の糞尿、堆肥の作り方、バイオガス）

4.北海道・十勝の取り組み（農協、牧場、農場、乳製品メーカー他）
5.農産物のバリューチェーンの事例研究
6.バリューチェーンの整備を通じた農村振興計画の策定（インテリムレポート作成）
【事後活動】
インテリムレポートの共有を通じた日本での成果の報告、農畜産業の振興計画についての議
論と実践

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

国立大学法人 帯広畜産大学

【目標】
農業・畜産業の振興を担う組織において、バリューチェーンの構築・活性化を通じた持続的農
村開発のための改善計画の方向性が整理される。
【成果】
1.バランスが取れた農業・畜産改善計画の方向性を検討するために、農村や農業の発展の観点
を取り入れ、インセプションレポートにおける分析結果が再整理される。

2.問題解決・生産性向上に向けた適正レベルの農業・家畜生産技術体系が整理される。
3.農畜産物・副産物の適切な利用、加工、流通を通じた農村生活改善のための方策が整理され
る。

4.北海道・十勝の農畜産業と関連産業の視察、技術研修を通して、自国への技術導入・活用の
可能性が整理される。

5.自国における農畜産業のバリューチェーンを通じた持続的発展のための問題点・可能性が再
確認される。

【対象組織】
農畜産業を担う行政機関、研究所、酪農協
などの関連団体
【対象人材】
1.主任クラス、講師クラス以上
2.農畜産業に関する計画を企画・立案また
は提言できる立場にある者

3.農畜産業の技術開発・政策立案について
3年以上の経験を有する者

バリューチェーンの整備を通じた農村振興（農畜産物の付加価値向上）
Rural Development by preparation of  Value Chain (Value addition to Agricultural and Livestock Products)

途上国の農業生産者は、技術面の課題に加え、脆弱な加工・流通システムがあり各段階での相互連携が不十分なため、低収益で非効率な市
場での販売に依存せざるを得ない。本研修は、フードバリューチェーン戦略の視点に立ち、農畜産業の6次産業化を含めた生産者による付
加価値創造を通じた農村振興計画づくりを支援する。腐敗リスクが高い牛乳を扱う「ミルクチェーン」のケーススタディを中心に、農畜産
物全般に応用性の高い知見を提供する。

名

2016～2018

2016/06/21 2016/08/27～

1684841

新規

農村開発部
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【事前活動】
来日前に所属組織において自国の家畜振興に関する政策課題を整理。

【本邦研修】
単元1：所属組織において整理した自国の家畜振興に関する政策課題を発表し、他研修員と討議

（演習・討議）
単元2：日本における畜産・家畜衛生関係行政組織、畜産行政の概要、農協システム、畜産関係

団体と連携、家畜飼養管理・繁殖・育種改良の概要、畜産新技術の普及体制等（講義
、実習、視察）

単元3：畜産振興政策、家畜の改良・家畜衛生施策各論、法・制度の策定、予算編成、国際農業
政策、農村開発概論、農村調査法、途上国における畜産政策、PD法等（講義、実習、視
察）

単元4：PCM手法、アクションプランの作成、発表（講義、演習、討議）

【事後活動】
帰国後、所属組織においてアクションプランを検討し、組織として制度の創設又は改善に取り
組む。

15受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA東北

独立行政法人 家畜改良セン
ター

所属組織において自国の畜産行政・制度の改善がなされ、政策・制度の設計・策定や普及に向
けた取り組みが開始される。

【事前活動】
来日前に所属組織において自国の畜産振興に関する政策課題を整理する。

【本邦研修】
単元1：自国の畜産振興に関する政策課題を説明することができる。
単元2：畜産振興政策の立案及び実施管理について説明することができる。
単元3：政策立案実施管理に必要な制度アプローチ（法令体系に調和した個別法令の策定、行政

機構の再構築等）と政策効果の波及・増大に必要な支援（ファシリテーション）アプロ
ーチ（普及システムの設計及び運用、防疫対策等国家主導によるリスク管理システムの
設計及び運用等）について説明することができる。

単元4：自国の畜産振興に関する政策上の課題を解決するためのアクションプランを作成する。

【事後活動】
帰国後、所属組織においてアクションプランを検討し、自国の実態に即した実行性の高いプラ
ンになるよう所要の検証、修正を施し、プランの各課題のうち、実施できる課題から着実に実
行し、上記案件概要で提示した本研修の最終目標の達成に努める。

【対象組織】
中央政府機関、地方政府又は関連団体職員
の中央機関

【対象人材】
<職務>
中央政府機関の企画立案に携わる行政官、
地方政府又は関連団体職員の中央機関候補
者
<職務経験>
関連業務に過去3年以上の経験を有するこ
と。
<その他>
中央政府機関職員は研修後現行業務に従事
することが確実なこと、地方政府又は関連
団体職員は中央政府機関の政策企画及び実
施管理に密接な業務に従事することが確実
なこと、対象人材の選定に責任を有する政
府等関係機関は、右業務を担保すること。

畜産開発計画担当行政官を対象とした政策立案実施管理能力の向上
Policy Planning and Project Management on Sustainable Livestock Development for Livestock Officials

開発途上国では農業や畜産振興について国家計画（政策）等は策定されているものの、政策立案実施管理能力を有する体系的な人材が不足
しており、我が国の政策展開による畜産振興の経験を踏まえ、途上国の実態に即した政策立案の実施管理能力を有する人材育成の研修を実
施する。

名

2014～2016

2016/09/28 2016/12/03～

1684689

継続

農村開発部
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【事前活動】
インセプションレポートの提出
【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
１．家畜生産学（肉牛、乳牛、豚、家禽、畜産物の生産と流通状況）、食品衛生学（乳製品の

加工と衛生、肉製品の加工と衛生）、リスク管理（経口感染症、畜産食品の微生物検査、
添加物や薬品の残留検査、畜産食品の安全性、畜産食品の保蔵技術）

２．食品の安全（食品事故の歴史、食品安全行政、食品安全の国際基準、食品安全基本法と食
品安全委員会）、食品の安全性とトレーサビリティ（日本におけるトレーサビリティ、畜
産食品の安全性とHACCP）

３．ファイナルレポートの作成
【事後活動】
アンケートの提出(帰国6か月後）

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

中小企業家同友会とかち支部

【目標】
畜産食品の生産・製造加工・流通過程における食品衛生および品質管理を重視した取扱い、お
よび食品の安全を脅かすリスクの管理方法を理解することによって、食品衛生の要点を理解し
、畜産食品の品質の保持および食品の安全性を高めることができる。
【成果】
１．日本の畜産食品の生産および流通過程について理解したうえで、畜産食品の先進的な製造
     、加工、保蔵技術とそれに関連する品質および衛生管理技術について関連技術者に説明で

きる。
２．日本における畜産食品の衛生管理システムおよびHACCPを理解し、自国における衛生管理シ

ステムと比較のうえ、衛生的な課題を特定できる。
３. 自国の畜産食品の製造・加工・流通過程における問題点の改善と普及計画を立案し、衛生

管理システムの改善案が作成できる。

【対象組織】
畜産食品の製造・加工・流通段階（家畜の
飼養過程含む）で品質管理業務に携わる中
央・地方政府機関や民間機関（業界団体・
関連民間企業）
【対象人材】
1．品質・衛生に配慮した畜産食品の製造
    ・加工・流通の普及に携わる民間企業
2. 業界団体・公的機関の職員、または畜

産食品の製造・加工・流通過程（家畜
の飼養過程も含む）における品質管理
または食品衛生の監視（監督）に従事
する者

２．当該分野で３年以上の経験がある者
３．実習で牛・豚肉の取り扱いができる者

乳肉卵の衛生管理・品質管理の向上を通じた地域産業の振興
Local Industry Development through the Enhancement of Hygiene and Quality Management for Animal-Sourced
Foods

本研修コースは、家畜・畜産食品の生産過程全般をおおよそ把握したうえで、その加工プロセス（肉製品については屠殺以降、乳製品につ
いては搾乳以降）での衛生・品質管理に重点的に学ぶカリキュラムである。本コースで取り扱う対象畜種は牛、豚、鶏で、対象製品は肉製
品、乳製品、鶏卵である。畜産食品に関する基本的なインフラは既に整っているが、衛生、品質管理において未だ課題を抱える国を対象と
する。

名

2015～2017

2017/02/12 2017/05/17～

1684694

継続

農村開発部
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http://www.obihiro.ac.jp/i
ndex.html

【事前活動】
「研修員が担当している地域の地理的条件(気象条件や土地の利用形態)、牛の飼養管理・乳肉
生産の現状および課題」、また「所属組織での担当業務とその課題」を整理したインセプショ
ンレポートの作成

【本邦活動】
以下の内容の講義、実習、視察、討議を行う。
1. 繁殖管理（繁殖管理の基礎、人工授精、繁殖検診見学）
2. 飼料・栄養管理(飼料生産、地域未利用資源の飼料化、家畜の栄養状態診断,環境と家畜

生産)
3. 乳生産技術の改善（乳房炎予防、生乳の衛生管理、乳製品加工場視察）
4. 肉生産技術の改善（乳用雄牛/廃用牛の肉利用、肉質評価）
5. 帰国後の具体的な普及計画を含むインテリムレポートの作成

【事後活動】
帰国報告会の開催、本邦で策定した普及計画の組織内承認、帰国後半年以内のファイナルレポ
ートの提出

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

国立大学法人 帯広畜産大学

【目標】
地域資源を活用した乳肉生産のための牛の飼養管理技術について指導的な役割を担う人材が育
成される。
【成果】
1. 牛の繁殖生理の基本を理解し、1年1産を目標とした牛の繁殖管理について説明できる
2. 地域資源を利活用した飼料生産、乳および肉生産のための栄養管理、さらに環境要因と

家畜生産との関連について説明できる
3. 乳房炎対策や乳の衛生管理など衛生的乳質改善について説明ができる
4. 乳用雄子牛や経産牛肥育を中心とした効率的な肉生産について説明ができる
5. 地域資源に基づいた持続的な乳肉生産のための、牛の飼養管理技術に関する普及計画を

策定できる

【対象組織】
農業省、改良普及センター、大学等

【対象人材】
1. 酪農分野の技術指導者、普及員、研

究者および獣医（現場普及員もしく
は専門技術員が望ましい）

2. 実務経験年数3年以上の者
3. 大学卒あるいは同等の学力を有する

者

地域資源に基づいた乳肉生産のための牛の飼養管理
Cattle Management for Milk and Meat Production Using Regional Resources

途上国において農民に対して指導的立場にある技術指導者・普及員・獣医等を対象として、牛を中心とした家畜の飼養管理技術を習得させ
ることにより、農民への技術普及を図る。地域資源の利活用による飼料資源の確保、乳生産の量的・質的改善や効率的な肉生産技術の向上
により、主として酪農・畜産業で生計を立てている農家の収入増加を図り、貧困削減に貢献する。

名

2015～2017

2016/09/20 2016/11/19～

1684716

継続

農村開発部
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(A)2016/10/10-2016/11/26
  (英語：筑波)
(B)2016/08/02-2016/09/13
  (英語：北海道(札幌))

【事前活動】
アクションプランの策定にあたり、研修員が所管する地域の事前調査及びインセプションレポ
ートの作成・発表を行い、地域に対する理解を深め、課題整理を行う。

【本邦活動】
1.農民の組織化や活動及び、農村社会の活性化に関する事例から農村における相互協力を強化
する手法について学習する。（農業農村整備事業、農協、一村一品運動等）

2.ＰＲＡ、ＰＣＭ等の手法を踏まえて、参加型農業農村開発に資する調査法や計画立案・評価
法について学習する。

3.本研修で得た知識を活用して、研修員が所属する地域における課題解決のためのアクション
プランを作成、発表し、研修参加者間で討論を行う。

【事後活動】
所属組織関係者に対して本譜う研修で作成したアクションプランの発表及び意見交換と、その
内容について関係者との情報共有を行う。

20受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）/JICA
北海道（札幌）

(B)公益財団法人北海道農業
公社

日本国内研修で得た知見を活用して作成したアクションプランが、研修員による所属組織の中
で発表、討議を通じて、所属組織への情報共有がなされる。
研修員は以下の内容が期待される。

1.研修員が所管する地域の農村の状況分析とその説明。
2.参加型農村開発の事例と農村社会の強化に資する取組の内容及び手法の説明。
3.参加型手法による調査、計画・評価の内容、各プロセスにおける要点の説明。
4.研修で得た知識を活用した研修員が所属する地域の課題解決のためのアクションプランの作
成。

5.所属組織関係者に研修で作成したアクションプランの発表、説明、討議とその情報共有。

【対象組織】
農業農村開発に関し、計画の立案・実施及
び技術等の普及を所管する中央/地方行政
機関

【対象人材】
1.農業農村開発に係る計画立案の担当者ま
たは農業関連技術普及の担当者

2.農業農村開発分野で5年以上の実務経験
者

農民参加による農業農村開発
Integrated Agriculture and Rural Development through the Participation of Local Farmers

我が国の農業発展の過程において、政府主導による農村整備や振興がなされる一方、農民参加による農村活性化への取り組みも展開されて
いる。本研修では日本の農民参加型農村開発の事例及びその手法を学ぶ機会を提供し、帰国後に研修員によって本研修で得た知識や手法が
各国の政策や計画に取り入れられることで、参加型農業農村開発に関する知識・技術が所属機関及び地域の農民に共有されることを狙いと
している。

名

2014～2016

2016/10/10 2016/11/26～

1684722

継続

農村開発部
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主たる研修協力機関として農
林水産省那覇植物防疫事務所
を想定。

以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。

1.ミバエ類の形態学と分類法、遺伝子分析、ミバエ類の生態学と飼育法、寄生果実作製
2.検疫殺虫処理技術、加熱処理・低温処理での殺虫試験
3.加熱処理・低温処理による果実障害試験、果実障害試験のデータ分析
4.日本の植物検疫制度、病害虫防除
5.SWOT分析（課題分析）、技術移転計画資料作成、研修成果報告作成、発表

6受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA沖縄

農林水産省那覇植物防疫事務
所

ミバエ発生国の植物検疫技術者が、自国の条件下において適した検疫処理技術を習得する。

1.ミバエ類の飼育法及び殺虫試験に供試する寄生果実の作製方法を研修員が説明できる。
2.加熱処理及び低温処理による殺虫試験を実施し、一連の試験方法、データ解析方法を研修員
が説明できる。

3.加熱処理及び低温処理による果実障害試験を実施し、一連の試験方法、データ解析方法を研
修員が説明できる。

4.日本のミバエ類の根絶防除技術、輸入農産物の流通システム、日本及び研修参加国の植物検
疫制度について有益な情報を収集し、これらを研修員が説明できる。

5.自国のミバエ問題を研修員が説明でき、併せて技術移転計画が作成できる。

【対象組織】
植物検疫機関

【対象人材】
<職位>
植物検疫処理（蒸熱処理等）に従事する者
、植物防疫分野の検査官および技術者

<経験>
植物検疫の実務経験を有し、ミバエ類等の
基礎的な昆虫学の知見を持つ者

<学歴>
大学卒業もしくは同等レベルの学力を有す
る者

<語学力>
発表やレポート記述に充分な英語力を有す
る者

ミバエ類温度処理殺虫技術
Thermal Treatment for Disinfestation of Fruit Flies

我が国とりわけ沖縄は、①生果実等のミバエ類寄主植物の消毒技術として蒸熱処理技術を確立し、②過去にミバエ類を根絶した実績を持ち
、③ミバエ類根絶後も再侵入防止対策を実施していることにより、ミバエ類の生態、防除及び消毒技術に関して高い知見と技術を有してい
る。本研修では、生果実の国際貿易への参加を図るミバエ類発生国の植物検疫技術者が、徹底した実習や講義を通じてミバエ類殺虫に係る
知識と技能を習得する。

名

2014～2016

2016/05/11 2016/09/05～

1684724

継続

農村開発部
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国内協力機関：農業・食品産
業技術総合研究機構動物衛生
研究所

【事前活動】
アクションプラン策定にあたり、研修員の国・配属組織概要、家畜衛生における現状・課題等
をインセプションレポートとして作成・発表し、課題に沿った研究テーマを決定する。
【本邦研修】
座学・実習を中心に合同研修を実施し、獣医学における基礎的知識・技術を習得する。（1か月
間）
インセプションレポートからの報告を踏まえて研究テーマを決定し、個別実験を行う。（6か月
間）
技術伝達手法・PCM手法を踏まえて、帰国後の活動に資するアクションプランの作成を行う。
本邦研修で得た知識・技術を活用し、所属機関・関係組織における課題解決の為のアクション
プランを作成・発表する。
【事後活動】
所属機関・関係組織に対し、本邦で作成したアクションプランの発表・意見交換を行い、アク
ションプランに反映し、その結果をファイナルレポートとしてJICAに提出する。

8受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

公益社団法人 畜産技術協会

【目標】
途上国における家畜疾病の防除、食品安全の確保、人獣共通感染症対応等の家畜衛生上の課題
に主体的に対応できる人材が育成され、所属組織が抱える課題に対し帰国後に具体的な取り組
みが実践される。
【成果】
＜単元目標１＞ 家畜衛生の研究活動に関する包括的な知識を修得する。
＜単元目標２＞ 動物疾病の診断・防除に必要な技術を修得する。
＜単元目標３＞ 研究活動から得られたデータの分析・解析手法を修得する。
＜単元目標４＞ 動物疾病防除および獣医学的技術の普及を計画・実施する。
＜単元目標５＞ 帰国後、所属機関内でAPを再検討し、JICAにFRを提出する。

【対象組織】
中央獣医学研究所、家畜疾病診断機関、獣
医系大学等
【対象人材】
<職位> 獣医師
<職務経験> 自国の研究機関で研究業務に
携わっており、5年以上の研究経験がある
者。
<その他> ２５歳から４０歳までの者で、
英語の会話・読解・記述能力を十分備えた
者

獣医技術研究
Research on Veterinary Technology

途上国における畜産業は食糧生産や経済発展の基盤でもあり、それは食料安定供給に大きく貢献する。しかし、口蹄疫等の重要な家畜疾病
の防除、乳房炎等の生産病対策、鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症対策と、畜産を取り巻く環境は厳しい。途上国における対策は、畜
産物生産や国際物流を確保するために重要である。本案件では、家畜衛生に取組む獣医師の資質を高め問題解決に資する事を目的とする。

名

2015～2017

2017/03/30 2017/10/28～

1684725

継続

農村開発部
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http://muses.muses.tottori
-u.ac.jp/jica/home/j/index
.html

【事前活動】
本邦研修開始段階で作成する自国と日本における土地・水資源の管理に関する比較レポートの
準備として，来日までに自国の土地・水資源管理の実情を整理し，ジョブ＆カントリーレポー
トとして作成しておく．

【本邦研修】以下の講義、実習、視察を通し、包括的な理論・技術を習得する。
1.日本の土地・水管理制度 2.地下水資源管理 3.河川・水質管理 4.水利施設管理 5.圃場水管
理 6.土壌管理 7.作物管理 8.農村管理 9.エネルギー管理 10.環境影響評価 11.地理情報管理

【在外補完研修】
本邦研修で習得した知識・技術を実践・応用する

【事後活動】
本邦・在外補完研修を通じて得た成果を所属組織内・地域内において普及させ、活動レポート
を提出する。

12受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA中国

国立大学法人 鳥取大学

【目標】
アフリカ・中東諸国において土地・水資源の管理を行う中央・地方政府の技術者や同分野の研
究者が乾燥地における持続可能な農業に必要な土地・水資源の適正管理に関する知識や技術を
習得し、それが帰国後所属組織において共有される。
【成果】
1.日本の土地・水資源管理制度について理解し、自国との相違点を説明できる。
2.乾燥地で持続的に農業を営むために必要となる土地・水資源および施設を適正に評価し管理
するためのモニタリングと解析手法を学ぶ。

3.圃場における水利用計画、水管理計画等の持続的農業のための水資源の適正管理に関する知
識と技術を習得する。

4.圃場利用計画、圃場管理計画等の持続的農業のための土地資源の適正管理に関する知識と技
術を習得する。

5.健全な農業・農村の振興を計画し、実践するための知識と技術を習得する。
6.リモートセンシング技術を利用した地理情報管理の知識と技術を習得する。
7.帰国後の普及計画作成・発表する。
8.研修で作成した教材・普及計画に基づいて、ワークショップを実施する

【対象組織】
中央政府及び地方自治体における土地資源
・水資源管理を行う部署を有する機関及び
それに関連する研究機関
【対象人材】
【資格要件】
1.中央・地方政府、あるいは関連研究機関
にて土地資源・水資源の管理に携わる者

2.当該分野における実務経験が3年以上で
あること

3.農学あるいは工学分野の学士を保有、も
しくはそれと同等の学歴を有する者（博
士号取得者を除く）

4.原則として年齢は40歳以下である者
5.英語での研修に支障をきたさない語学力
を有する者

6.PC操作（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ･ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ）に問題
が無いこと

乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理
Appropriate Management of Land and Water Resources for Sustainable Agriculture in Arid/Semi-arid Regions

乾燥地度指数0.5以下の中東・アフリカ地域諸国

土地・水資源の管理を行う中央・地方政府の技術者や同分野の研究者を対象に、持続可能な農業に必要な土地・水資源の適正管理に関する
知識や技能の向上を支援するものである。本研修を実施することで、当該地域における実務者が乾燥地の砂漠化抑制対策を国際的な視点か
ら捉えることが可能になり、当該国家における土地・水資源の管理能力が高まることが期待される。また、当該問題を共有する実務者のネ
ットワークが構築される。

名

2015～2017

2016/07/26 2016/11/15～

1684726

継続

農村開発部
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(A)2016/05/15-2016/07/09
  (英語：筑波)
(B)2016/09/19-2016/11/12
  (英語：筑波)

本研修は、東欧・CSI諸国
を対象にしたコースと、その
他の国対象のコースの2コー
スを実施予定である。

【本邦研修】以下の内容の講義、演習、討論、視察を行う。

1. インセプションレポートの作成、発表、参加国農協の課題抽出
2. 農協の組織化基本要件と組織運営の仕組み（農協の歴史、運営体制等）
3. 組合員、役職員への教育活動（役職員教育、組合員教育、生活指導等）
4. 農協の経営計画作成（営農計画、販売事業計画、要員計画、施設計画等）
5. 農協の生産・生活資材供給の仕組みと農産物マーケティング手法
（生産資材供給の仕組み、共同購買事業、市場流通システム等）

6. 農協振興とアグリビジネスの振興における行政と農協の役割
（農産物加工の取り組み、品質向上等）

7. 日本での学びのまとめ、自国への活用方法の検討、発表

32受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA筑波（研修業務）

一般財団法人 アジア農業協
同組合振興機関

【目標】
農業協同組合の組織化推進と事業運営改善のための方法が検討され、所属機関に共有される。

【成果】
1. 参加国における農協振興の課題が明確にされる。
2. 農協の組織化に必要な基本的要件と組織運営の仕組みが理解される。
3. 農協の組合員・役職員の能力向上のための教育活動の重要性が理解される。
4. 農協の経営計画作成の手法が理解される。
5. 農協の生産・生活資材供給の仕組み及び農産物マーケティングの手法が理解される。
6. 農協振興やアグリビジネスの振興における行政と農協の役割が理解される。
7. 日本での学びを基に、農協の組織化推進と事業運営改善のための方策が検討される。

【対象組織】
政府機関及び中央農協
【対象人材】
行政官としては農民組織支援、農協組織振
興、普及組織関連部門の課長クラス、NPO
においては管理職以上で、職務経験が3年
以上

農業協同組合の組織化推進と事業運営能力の向上
Development of Agricultural Cooperatives and Improvement of Management Capacity

多くの途上国では小規模農家の比率が高く、また、技術や情報不足等から生産性が低く、販売促進や資材購入が効率的に進められない。
それらを克服するために、協同組合の必要性が叫ばれているが、組織化が未発達であり、協同組合の機能が十分に発揮されていない状況に
ある。本コースは、協同組合の組織化や組合の効率的運営の手法を学び、組合活動を通して資材購入や販売促進等を活発化し、農家所得の
向上に寄与することを目的とする。

名

2016～2018

2016/05/15 2016/07/09～

1684727

更新

農村開発部
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【事前プログラム】
担当業務に関する灌漑事業について、所属組織や対象地域等の課題を抽出・分析し、インセプ
ションレポートとして取り纏める。

【本邦プログラム】
1. インセプションレポートの発表と討議を通じて、自国の課題について理解を深める。
2. 講義、討議、演習、視察を通じて下記項目について理解を深める。
 (1)  日本の水管理や灌漑施設管理に関する法、制度：総合水資源管理（IWRM）や農業農村

整備事業に関する政策・制度・関連機関の役割・予算配分等
 (2)  受益者参画による持続的な灌漑施設の運営・維持管理：参加型水管理（PIM）、土地

改良区等
 (3)  農業用水管理や灌漑施設の運営・維持管理・更新方法を検討するために有益な知識：

水管理概論、用水計画と流量観測、灌漑施設の機能診断、施設の修繕計画の策定と
実施等

3. 日本での学びの自国における活用方法を検討し、活動計画案を作成する。

12受入可能上限数：

露語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
研修員の、灌漑施設の運営・維持管理の改善に向けた活動立案・実施に関する能力強化が図ら
れる。

【成果】
1. 研修員が日本の水管理や灌漑施設の運営・維持管理に関する法、制度を理解する。
2. 研修員が受益者参画による持続的な灌漑施設の運営・維持管理の仕組みを理解する。
3. 研修員が対象地域の状況に適した農業用水管理や灌漑施設の運営・維持管理・更新方法を検
討するために有益な知識を得る。
4. 研修員が、1.～3.もとに、灌漑施設の運営・維持管理の改善に向けた所属組織での活動計画
案を作成する。

【対象組織】
・国全体/地方・地域の農業用水管理や灌
漑施設の運営・維持管理を担当する中央/
地方政府組織
・水利組合、水利組合連合

【対象人材】
・十分な露語能力（読み・書き、聞く・話
す）を有する者
・農業用水管理や灌漑施設の運営・維持管
理に携わる中央政府又は地方政府の公務員
および水利組合関係者
・大学卒業又は同等以上の学力を有する者
・灌漑分野に関する実務経験を5年以上有
する者
・年齢は30歳～45歳であることが望ましい

中央アジア・コーカサス地域 灌漑水管理
Irrigation Water Management for Central Asia and Caucasus Countries

中央アジア・コーカサス地域に属する国

中央アジア・コーカサス地域では、ソビエト連邦の崩壊後、政府による農業水利施設管理や農業用水管理が十分になされず、末端圃場への
水供給が適切に行われていないことが多い。さらに末端圃場においても脆弱な水管理組織のために受益農民に適時かつ公平に水供給がなさ
れる体制ではなく、このことが施設管理の不備の原因の１つとなるなど悪影響を生じている。そのため、政府及び水利組合関係者の灌漑水
管理に関する能力強化が必要となっている。
本研修では、農業用水管理や灌漑施設の運営・維持管理に携わる、中央政府又は地方政府の公務員および水利組合関係者を対象に、研修員
が灌漑施設の運営・維持管理の改善に向けた活動の立案・実施を行うための能力向上を図る。

名

2016～2018

2016/07/10 2016/09/10～

1684729

更新

農村開発部
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13.自然環境保全

13



1.日本における森林・林業の現状/日本における森林認証制度やブランド化の潮流/具体的な取
り組み事例（みなとモデル）

2.森林認証制度（SGEC／FSC／PEFC／レインフォレスト・アライアンス等/世界の木材のマーケ
ティングと森林認証/ 世界の木材規制の動向（日本、EU、米国）/研修員参加国における森
林認証制度及び木材生産の動向（ブランド化等の事例あればそれも含む）について各国1時間
程度のディスカッション

3.北海道における森林・林業/森林認証による地域の活性化/自治体における森林資源管理・活
用の取り組み/木材の付加価値化

4.森林資源の有効活用と地域振興をテーマとした地域関係者とのワークショップ/ワークショッ
プの結果を基にした改善策の取り纏めと発表

5.PCMワークショップ/アクションプランの作成・発表

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（札幌）

公益社団法人 北海道国際交
流・協力総合センタ
ー（HIECC）

認証制度や地域ブランド化などを通じて森林資源の有効活用を促進することで地域振興に資す
る具体的なアクションプランが提案される。

1.日本における森林資源の管理手法と付加価値化の現状を把握する
2.世界の森林認証制度や木材規制の動向等を理解する
3.地域における具体的な森林資源の管理・活用手法を理解する
4.地域における取組事例をモデルケースとして、地域振興の観点から森林資源の活用手法を考
察し、改善策を提案する

5.自国における課題を整理し、課題解決に向けたアクションプランを作成する

【対象組織】
政府、地方自治体、公共団体において森林
資源の適正管理、有効活用に関わっている
部署またはそれに準じる組織

【対象人材】
1.政府、地方自治体、公共団体において森
林資源の適正管理、有効活用に関わって
いる者

2.関連分野において5年以上の職務経験を
有する者

認証制度やブランド化を通じた森林資源の総合利用による地域振興
Training for Regional Development by Systematic and Comprehensive Utilization of Forest Resources through
Forest Certification System and Product Branding

持続的な森林管理を行うために、官民連携による森林資源の戦略的な有効利用を通した地域振興のアプローチが国際的に注目されている。
本研修では、北海道下川町における森林認証制度の取得、地元の森林資源を使い切るゼロエミッションの木材利用等のブランド化を始めと
する様々な事例を通して、認証制度や地域のブランド化等を適切に利用した森林資源の活用による地域振興について、中核人材の能力強化
を図る。

名

2014～2016

2016/09/17 2016/10/29～

1684730

継続

地球環境部
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http://www.rakuno.ac.jp

1.カントリーレポート作成・発表
2.REDD+に関する国際的議論の動向、国家森林モニタリングシステムの動向と取り組み事例
、JICAとJAXA連携の紹介、ALOS2（Palsar2）の紹介、研究フィールド視察、民間企業視察、先
行プロジェクト紹介
3.リモートセンシングの基礎知識：分光特性、センサー種類、データの特徴、画像分類の仕組
み、指標の説明、利用できるソフトウェア
4.リモートセンシングの技術習得：データの事前処理、土地被覆図の作成、指標の計算と解釈
5.GIS技術の習得：GISソフト、データの基礎知識、森林の炭素蓄積量のモデルを用いた生態系
サービスの地図化技術と意思決定への活用、データ管理機能
6.③～⑤で習得した技術を活用するため、森林資源モニタリングのためのデータベースを設計
。そのリモートセンシング、GＩＳ、データベースの知識を用いて、自国での課題解決への一助
とする

13受入可能上限数：

英語

JICA北海道（札幌）

学校法人酪農学園 酪農学園
大学

REDD+の国際的な議論を踏まえた森林資源動態把握に必要な、基礎的なリモートセンシング技術
及び知見が習得される。また、リモートセンシング技術を活用し、自国におけるデータベース
作成に必要な基礎的なGIS技術を習得される。

1.自国の森林管理に関する現状と課題を整理する
2.リモートセンシング技術を活用した気候変動緩和策（REDD+)に関する最新の知識を習得する
3.リモートセンシングの基礎的な理論および技術について理解する
4.森林を対象としたリモートセンシングの活用に関する知識と手法を習得する
5.森林を対象としたGISを実際に活用するための知識と手法を習得する
6.本研修で学んだ各種技術を活用し、自国における森林資源動態把握のためのデータベースを
作成し、自国での課題解決への一助とする。

【対象組織】
1.森林資源管理に係る行政機関、研究機関
、教育機関

2.REDDに係る行政機関、研究機関、教育機
関

【対象人材】
1.上記機関において、リモートセンシング
やGISを有する部署にいる技術者・研究者
2.森林管理もしくはREDD+の関連分野にお
ける3年以上の実践的経験もしくは、3年以
上の研究活動を行っている者。
3.大学卒業又は同等の学力を有する者
4.研修を遂行するために必要な十分な英語
能力を有する者
5.Windows、Office（Excel、Word、PPT）
などの基礎的なＰＣ操作が出来るもの
6.心身ともに健康であり、特に、フィール
ド調査を実行する体力を有するもの。
7.軍に属していない者
8.年齢は25歳以上40歳未満が望ましい

森林リモートセンシング
Remote Sensing of Forest Resources

無償資金協力「森林保全計画]対象国を優先とする

途上国の森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの削減（REDD+）は、国際社会の喫緊の課題であることは認められているものの、途上国
ではそのために必要な森林資源の動態把握の体制や人員が整っていない。また人材育成にも課題を抱えている国が多い。本研修では、森林
資源の動態把握のための基礎的なリモートセンシング技術を習得し、自国のデータベース作成に必要な基礎的GIS技術を習得することを目
的とした「技術習得」研修である。

名

2014～2016

2016/08/21 2016/10/08～

1684732

継続

地球環境部
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1. 保護地域協働管理に関する講義
2. 野生動物の管理及び里山イニシアティブなどの保護地域内・周辺の持続的な自然資源

利用に関する講義・視察
3. 世界遺産地などの保護地域協働管理のための諮問委員会に関する講義
4. 普及啓発(CEPA)のケーススタディや保護地域での観光管理に関する講義・視察
5. アクションプランの作成
（在外）途上国における保護地域政策と協働管理の理解、協働管理のためのスキルアップ、
第三国における国立公園管理事例の理解、アクションプランの修正
（帰国後）アクションプランの実施及びJICAへのプログレスレポートの提出

10受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

一般財団法人 自然環境研究
センター

【目標】
地域社会及び民間セクターなど多様な利害関係者の共通理解の下に行う、保護地域の協働管理
及び自然資源の持続的利用に関する理解を深める。研修員は、研修を通じて習得した知識や成
果をアクションプランの作成を通じて各国の今後の保護地域管理の改善に結び付ける。
【成果】
1. 保護地域管理についての理解とともに、説明ができる
2. 保護地域における自然資源管理についての理解とともに、説明ができる
3. 保護地域における利害関係者の合意形成について理解し、問題/紛争解決能力を習得する
4. 保護地域における環境教育、普及啓発(CEPA)、エコツーリズム活動についての理解とともに
、説明ができる
5. アクションプランの作成ができる

【対象組織】
自然資源管理、公園管理業務に携わる行政
機関、NGO、民間企業など

【対象人材】
５年以上の現場経験を持つ自然資源管理、
公園管理業務に携わる行政官、NGO・民間
企業関係者など

保護地域の協働管理を通じた持続的な自然資源管理
Sustainable Natural Resource Management through Collaborative Management of Protected Areas

JICA自然環境保全分野事業戦略(保護区管理)の重点国・対象国を優先

生物多様性が豊富なアジア諸国では、その豊かな自然環境を守るために保護区を設定し管理を行うことが多いが、保護区内・周辺地域の住
民と資源利用をめぐる衝突が生じている国は多い。本研修では、日本の地域指定制国立公園の管理状況を題材とし、民間参加型あるいは地
域住民の主体的な参加による保護区管理と自然資源利用（エコツーリズムなど）のための知識と教訓を習得する。

名

2015～2017

2016/09/11 2016/09/30～

1684735

継続

地球環境部
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社団法人海外林業コンサルタ
ンツ協会のURL

http://www.jofca.or.jp/

【事前活動】

自国の地域住民の参加による森林管理活動の現状にかかるインセプションレポートの作成・提
出

【本邦研修】

以下の内容の講義、実習、演習、討論、視察を行う。

1. 日本の森林管理の現状と制度
2. 日本の森林管理における多様な関係者の役割と事例（国、道、地方自治体、森林組合・生産
組合、NPO、民間企業等）
3. 森林保全、生物多様性保全、保護区管理、森林公園
4. REDD+の概要、社会セーフガードに関する国際的議論と事例

5.日本や他国の普及手法、参加型の計画立案のためのPCM手法、ファイナルレポートの作成・発
表

【事後活動】

所属組織におけるファイナルレポートの報告、アンケートの実施

17受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA北海道（帯広）

調整中

【目標】
森林管理などの事業を地域住民参加型で実施するために必要な普及指導方法が、所属組織の関
連部署に共有される。

【成果】
1. 地域住民の参加による持続的な森林管理のための日本の行政機関の制度を理解する。

2. 地域住民の参加による持続的な森林管理を実現するための多様な関係者（行政機関、NPO、
住民組織、民間企業等）の役割と関係を理解する。

3. 日本の自然保護と保護区管理の制度や実例（地域住民との関わり）を理解する。

4. 森林管理と住民参加にかかる国際情勢（REDD+における住民参加の考え方等）を理解する。

5. 他国の事例を踏まえて、自国に適切な住民参加を促す普及手法を見つける。

【対象組織】
森林管理にかかる公的機関
【対象人材】
地域住民に森林管理の普及ができる者。関
連業務を３年以上経験を有する者。

地域住民の参加による持続的な森林管理
Sustainable Forestry Management with Community Participation

森林管理に携わる途上国の行政機関等が地域住民の参加による様々な活動を通じて森林管理活動を実施できることを目的とする。

名

2016～2018

2016/08/23 2016/11/19～

1684738

更新

地球環境部
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林業地での現地視察・実習を
含むため、妊娠者の参加は適
さない。

【講義・視察】
1.森林資源モニタリング概要、2.日本及び他地域他国の森林資源モニタリング状況、3.森林資
源モニタリングの仕組み構築、4.衛星画像・写真及び現地踏査の併用、5.CO2吸収量の算定方法
、6.生物多様性保全等留意すべき視点

以下の項目に関する森林資源モニタリングの重要性と活用事例。
1.森林保全及び森林経営の国際的取り組み概要、2.REDD＋等の気候変動対策、3.森林経営状況
の指標及び基準、4.森林認証制度、5.違法伐採対策

【発表・討議】
1.現状・課題についてのカントリーレポートの事前作成、発表及び討議、2.アクションプラン
の作成、発表及び討議、3.帰国後のアクションプランの所属機関、COMIFAC等関連機関での共有
、討議、内容修正

10受入可能上限数：

仏語

JICA東京（経済環境）

一般社団法人 日本森林技術
協会

【目標】
コンゴ河流域周辺諸国を中心とする仏語圏アフリカ諸国からの参加者が、日本及び他国との比
較を通じ、自国の森林資源モニタリングの課題を把握し、自国において所属機関が実施すべき
森林資源モニタリングのための計画・改善案を策定する。
【成果】
1. 森林資源モニタリングに関する知識・技術が深められる。
2. 森林資源モニタリングの重要性及び活用方法に対する理解が深められる。
3. 森林資源モニタリングに関する日本の事例を踏まえ、自国における課題が整理され、今後の
具体的な対策が検討される。

【対象組織】
COMIFAC加盟国を中心とする仏語圏アフリ
カ諸国の森林管理に関する行政機関
【対象人材】
1. 上記の機関において、森林管理に従事
する行政官
2. 森林分野で7年以上の業務経験を有する
こと
3. 十分なフランス語能力を有すること

コンゴ河流域諸国を中心とした仏語圏アフリカ諸国 森林資源モニタリング
Forest Resource Monitoring for French Speaking Countries Centering on Countries around Congo Basin

COMIFAC加盟国を中心とした仏語圏アフリカ諸国

本案件は、世界第2位の熱帯雨林面積を有するコンゴ河流域を含む仏語圏アフリカ諸国における持続可能な森林経営と貧困削減の実現を目
指し、中央アフリカ森林協議会（COMIFAC）加盟国を中心として、REDD+等の気候変動対策でも重要な森林資源のモニタリングに関する現状
・課題、対策の検討及び共有を仏語にて行う。

名

2015～2017

2016/09/28 2016/11/02～

1684741

継続
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【事前活動】
インセプションレポートの作成

【本邦研修】
以下の講義・実習・視察を通じて学ぶ。

1.エコツーリズム概論：
エコツーリズムの定義、エコツーリズムの長所・短所、生態系サービスへの支払い（PES）
概論等.。

2.日本の国立公園等自然保護区制度の概要：
法的な枠組み、地域制公園の特徴、地方自治体や周辺住民との関係、公園管理計画手法、資
金メカニズムを含む国立公園等の運営手法等。

3.日本の国立公園等自然保護区における動植物等のモニタリング・管理：
モニタリング制度、利用調整や入場規制の仕組み・事例紹介等。

4.計画時の観光マーケティング手法：
観光魅力度の分析、観光客のターゲティング、SWOT分析等。

5.関係省庁・地方自治体・民間企業等の連携メカニズム：
エコツーリズム推進協議会の制度概要、事例紹介等。

6.環境教育の取り組み：
ネイチャーガイド/インタープリター制度・人材育成、事例紹介等。

7.住民参加型（コミュニティー型）観光の取り組み：
事例紹介（文化の活用含）等。

8.エコツーリズムを取り入れた保全計画や事業計画の推進もしくは立案に向けたアクション・
プランの策定（推進計画・事業計画等の骨子作成を含む）

8受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

調整中

【目標】
研修への参加者・機関が、環境面、経済面、社会面で持続的なエコツーリズムの計画・実施に
必要な仕組みや技術を理解・習得する。

【成果】
1.エコツーリズムの概念、日本の国立公園等自然保護区制度の概要、観光対象となる自然資源
等の保全・モニタリング手法等について説明できる。

2.エコツーリズム計画・実施の際の関係省庁・地方自治体・民間企業・ツアーオペレーター等
の連携メカニズムについて説明できる。

3.環境教育の必要性とその手法について説明できる。
4.住民参加型（コミュニティー型）観光の必要性とその手法について説明できる。
5.1～４で得られた知見を統合的に利用して、エコツーリズムを取り入れた保全計画や事業計
画を検討することが可能になる。

【対象組織】
自然環境保護区等やその周辺地域において
エコツーリズムを取り入れた保全計画や事
業計画の推進・立案に携わる国及び地方の
自然環境行政組織
【対象人材】
１）自然環境保護区等やその周辺地域にお
いてエコツーリズムを取り入れた保全計画
や事業計画の推進・立案に携わる国及び地
方の自然環境行政に携わる者、及び国・地
方行政機関の推薦がある者

２）３年以上の実務経験を有する者

３）２５歳以上４０歳以下の者

４）PCの操作がスムーズに行える者

自然環境行政官向けのエコツーリズム
Eco-tourism for Officials on Nature Conservation

エコツーリズムは自然環境を賢明に利用（ワイズユース）するための一手段であり、生物多様性保全のための資金確保や、周辺住民の収入
向上・意識啓発（環境教育）等を通じて生物多様性を含む自然環境の保全に貢献することが期待されている。本研修は、自然環境保全を担
当する環境行政に従事する者が、自然保護区やその周辺においてエコツーリズムを含む保全計画や事業計画の推進もしくは立案するために
必要とされる能力の強化を目的とする。

名

2016～2018

2016/08/23 2016/10/05～

1684831

新規
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【事前活動】
カントリーレポートの作成、発表、討論

【本邦研修】
1. 以下のテーマに沿った講義及び視察

(1)管理担当水域の状態に関する情報の共有
(2)生物物理的な特性
(3)人間による水域の利用状況

2. ILBM（統合的湖沼流域管理）の以下6つの柱に基づく講義及び視察

(1)管理・研究機関
(2)政策（規制および経済的手法）
(3)住民の参加
(4)技術的な対応
(5)情報
(6)財源

【事後活動】
アクションプラン作成、発表、討論、帰国後の所属組織における共有と検討、最終報告書の作
成とJICAへの提出

10受入可能上限数：

環境省

英語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
参加する技術系行政官、政策決定者、研究者が本邦研修で習得した知識や技術を活用すること
により、自国の湖沼流域管理の適正なアクションプランの実施に寄与すること。
【成果】
1. 研修員が出身国で管理を担当する水域について予備的なレポート作成、アンケート回答を
行う。

2. 研修員の所属する機関が抱えている困難さや挑戦を共有し、当研修で学ぶべきことを確認
する。

3. 研修員は管理を担当する水資源の価値とその利用について説明できる。

4. 一般的および研修員各国における流域管理分野でのガバナンスの課題について説明できる
。

5. ILBMの概念を応用し、研修員の所属する組織が直面している課題を解くためのアクション
プランの草案を提案できる。

6. 日本で作成されたアクションプランの草案が研修員所属組織において共有され、検討され
る。

【対象組織】
中央政府及び地方政府の河川・湖沼・沿岸
域等の流域保全関係組織
【対象人材】
<職位>

河川・湖沼・沿岸域等の流域管理に関わる
開発途上国の中央及び地方行政官等

<職務経験>

実務経験3年以上

<その他>

英語の会話力、読解力が十分にある者

統合的流域（河川・湖沼・沿岸域等）管理による水資源の持続可能な利用と保全
Integrated basin management for sustainable use and preservation of water resources (lakes, rivers and coastal
waters)

環境悪化が深刻な流域（湖沼・河川・沿岸域等）を自国内に有している国

河川や湖沼、沿岸域等の多くのステークホルダーが関係する流域管理では、組織体制、政策、参加、技術対応、情報、財源の６課題分野を
統合して一体的に水資源の持続可能な利用と保全を進めることが重要である。

本研修は統合的湖沼流域管理（ILBM）を出発点に、湖沼、河川、沿岸域を含む「静水・流水システム（Lentic-Lotic System）」の適切な
管理のあり方について、研修員の理解を強化することを目的とする。

名

2016～2018

2016/08/15 2016/10/15～

1684740

更新
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研修の参加目的を明確にし、他の研修員・コースリーダーと研修員自身の問題意識の共有を図
る。

1.各研修員が担当する地域におけるステークホルダーとの課題を分析し、レポートとして作成
し、提出する

2.研修において、各研修員が1.で作成したレポートを発表/議論する。
3.実例の紹介などを含めた導入講義を通じて、生物多様性保全やREDD+などの国際的な課題や取
組について理解し、自然環境分野において環境教育が果たす役割や、その効果を理解する
課題発見に必要なインタープリテーション、ファシリテーションの手法を身につける

4.インタープリテーション入門、インタープリテーションの実習、ファシリテーション入門
(1)日本の事例から学ぶ～北海道釧路湿原
(2)日本の事例から学ぶ ①
(3)日本の事例から学ぶ ②

5.課題発見手法の習得に関する振り返り、課題分析・合意形成に必要なPCM手法を習得する
6.PCM研修を用いた課題分析のワークショップ/PCM手法の実習
7.課題分析から問題解決手法の提案までを振り返り自国において、研修員自身が取り組む課題
を見直し、より良い解決策提案を行う

8.レポートの修正指導

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

公益社団法人 日本環境教育
フォーラム

【目標】
参加者が習得したインタープリテーション、ファシリテーションなどの環境教育技能によって
、参加者の所属する現場レベルで課題発見を効果的に行えるようになり、ファシリテーション
、PCM手法、日本での事例からの学びによって、ステークホルダーに配慮した課題分析、解決法
の提案を行えるようになる。

【成果】
1.レポート作成や、レポート発表時の討議を通じて、自らの課題や達成すべき目標が明らかに
なる

2.インタープリテーションの意義と手法を理解した上で、聞き手の注意を喚起する情報発信方
法が身につく

3.問題分析を行うため、ファシリテーション技術を身に着け、研修員自身の課題や目標達成の
ために、レポートに活用されるようになる

4.PCM手法の講義と具体的な事例を用いた実習及び日本の事例のヒアリングを通じ、研修員が
PCM手法を活用した課題発見・分析能力を向上させ、適切な課題解決法を習得する

5.研修員がレポートの見直し・修正作業を通じて、知識を定着させる

【対象組織】
環境省（天然資源環境省）、農林省（林業
省）、野生生物局、国立公園局等

【対象人材】
原則以下の全ての項目を満たしている者
1.自然環境保全分野において、国立公園や
野生生物保護区の現場レベルで活躍する
中央、地方政府機関の職員

2.3年以上ステークホルダーとの合意形成
業務に関わる立場にある者

3.現在、または将来に渡って、継続的に自
然環境保全業務に従事する者

4.十分な英語力を有する者
5.研修を受講する上で肉体的・精神的に健
康である者

生物多様性保全のための環境教育技能向上
Improvement of Environmental Education Technique for Biodiversity Conservation

「自然環境の維持と人間活動の調和を図る」ためには、法制度の整備や行政による管理に加えて、住民参加による保全管理や一定規模の自
然資源利用を認めることが重要である。一方で、開発途上国では、住民との合意による保全管理や資源利用が行われている事例は少ないた
め、住民と交渉する立場にある中央・地方政府機関職員を対象に、インタープリテーション等の環境教育技能を身につけ、行政業務に活用
することを目的とする。

名
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2016/09/20 2016/10/22～
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【事前活動】インセプションレポートの作成

【本邦研修】生物多様性の保全と生態系サービスの維持に必要な、保全地域及び緩衝地帯の確
保・適切な配置・ネットワークの構築/管理・軋轢の低減を実現するため、①現状把握のための
科学的基盤の強化、②情報収集・共有のためのシステム、③情報収集や保全地域管理への住民
の主体的な参加促進、④関係機関の連携、⑤これらを政策に結びつけるしくみにつき、以下の
講義・実習・視察を通じて学ぶ。
1. 日本の自然環境と生物多様性保全に係る調査/保全のための取り組み・施策
2. GISとリモートセンシングの基礎、GISを用いた情報の作成・表示・解析手法
3. GISを活用した保護区設定（GAP分析等）、多様性の評価の考え方と手法
4. 野生生物の現状やヒトとの軋轢の原因と現状を把握するための調査、モニタリング方法と調

査結果のGISデータ化
5. 住民との情報共有・合意形成・環境教育・普及啓発の考え方と技術習得
6. 調査データや自然環境関連情報の蓄積と共有のためのデータベース化
7. 案件形成に向けたアクションプランの作成

6受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

環境省生物多様性センタ
ー、NPO法人エンビジョン

【目標】
研修への参加者・機関が、生物多様性保全と保全地域の管理に必要な技術の習得や仕組みを理
解し、課題解決に向けたアクションプランを作成することができる。
【成果】
1. 日本における生物多様性保全に係る調査/保全のための行政施策や民間活動、人と自然の軋

轢などの課題を理解し、自国の現状と課題を整理して説明できる。
2. GIS・リモートセンシング・データベース・Webシステムやその運用についての基礎的な技術

や考え方を理解する。
3. GISリモートセンシングを使った保全地域、緩衝地域の設定（ゾーニング）及びその効果を

評価するための基礎的な技術や考え方を理解する。
4. 生態学的な現状を把握するための科学的な調査や、ヒトとの軋轢の原因や状況を把握するた

めの手法や考え方を取得する。
5. 地域住民や大学、NGOによる自然環境データの作成や、保全地域および緩衝地帯管理に向け

た協働の手法や考え方を取得する。
6. 自然環境データの収集、蓄積、共有の技術や考え方を理解する。
7. 1.～6.で得られた知見を統合的に利用して、生物多様性を保全し生態系サービスを維持する

ための住民との合意形成や環境教育、施策等について提案できる。

【対象組織】
生物多様性保全施策やその実施に携わる国
及び地方の行政/民間組織（NPO含む）
【対象人材】
1. 生物多様性保全施策やその実施に携わ

る国及び地方の行政官、民間・NPO職員
   、研究者
2. ５年以上の実務経験を有する者
3. ２５歳以上４０歳以下の者
4. PCの操作がスムーズに行える者

生物多様性保全のためのGIS・リモートセンシングを利用した情報システム及び住民参加型保全
GIS and Remote Sensing utilized for Biodiversity Information System and Participatory Approach toward
Biodiversity Conservation Actions

生物多様性新戦略計画（2010）では「生態系サービスを維持し、全ての人に必要な利益を提供し、生物多様性が評価・保全され、賢明に利
用される」世界を実現するというビジョンが示された。その達成には、現状把握と情報の蓄積、共有と事実に基づく取組み、関係者間の合
意形成が求められる。本研修では、GIS・リモートセンシング・データベース・調査、住民参加を促す手法や考え方を学び、自国での実践
の基礎とすることを目的とする。
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http://www.jwrc.or.jp/

【事前活動】
自国における村落を取り巻く環境状況及び地域振興の現状に関するカントリーレポートの作成

【本邦研修】
以下の内容の講義、視察、事例研究等を行う。
1.自国における村落を取り巻く環境状況及び地域振興の現状分析と意見交換
2.SATOYAMAの概念、歴史及び国家戦略や石川県における里山里海保全利用施策についての講義
3.日本の里山地域の現状についての講義及び視察
4.日本の地域保全、地域振興に関わる関係者の協働体制についての講義及び事例研究
5.石川県における地域振興の課題と実際の取組状況についての視察及び事例研究
6.アクションプランの作成及び発表

【事後活動】
1.帰国後の所属先等への研修報告及び情報共有
2.アクションプランの導入及び実践レポートの作成

15受入可能上限数：

英語

JICA北陸

一般財団法人 自然環境研究
センター

【目標】
日本の里地里山における生物多様性の保全と持続可能な利用の実践事例を習得し、様々な関係
者が協働して取り組む事例を学ぶことにより、自然環境の保全と住民の生計向上の両立という
視点から時刻における地域振興を導くための業務活用される。

【成果】
研修参加者は以下の5項目を理解、修得する。
1.里地里山とSATOYAMAイニシアティブ及び関連施策の基礎理解
2.里地里山から見る生物多様性の保全と利用の調和に関する概念の理解と情報の共有
3.自然資源の循環的な利用を通した地域振興の理解
4.自然資源のビジネス活用事例の把握と手法の習得
5.地域固有の伝統文化に根差した自然資源の保全と持続的活用の理解

【対象組織】
自然環境保全と地域振興の両立に関わる中
央政府及び地方自治体や関連団体

【対象人材】
1.自然環境保全と地域振興の両立に関わる
中央及び地方自治体の行政官もしくは関
係団体職員

2.当該分野の経験を5年以上有する者

持続可能な自然資源管理による生物多様性保全と地域振興-SATOYAMAイニシアティブの推進
Promotion of SATOYAMA Initiative: Biodiversity conservation and rural development through the sustainable
management of natural resources

本案件の実施予定地である石川県では里地里山の占める割合が6～7割と言われ、日本国内でも特筆される里山関連の取り組みが行われてい
る。本案件では、日本の里山政策等の講義を通じてSATOYAMAイニシアティブへの基礎理解を深め、石川県内の里地里山の劣化の現状と取組
を知りその教訓を学ぶとともに、参加者の自国の自然資源管理の実態について日本の実態と比較しながら、自国の二次的自然資源管理につ
いて参考としてもらう。

名

2014～2016

2016/10/02 2016/11/05～

1684745

継続

地球環境部
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1.地域住民による、地域住民のための国際環境法（ラムサール条約、生物多様性条約、世界遺
産条約等）等の活用 ②地域住民による、地域住民のための生物多様性の保全と自然資源の賢
明な（持続可能な）利用に必要な施策・手法 を移転するため、以下の項目等に関する講義・
視察・実習を実施する。
(1)日本のラムサール登録湿地における、各湿地の特色に応じた保全と利用の手法
(2)地域住民を対象とした普及啓発プログラム
(3)地域の産業創出及び生物多様性保全に資するエコツーリズム
(4)里地里山といった二次的自然における生物多様性と、その保全に向けた取組
(5)自然環境のモニタリング
(6)アジアを中心に人工湿地として注目されている水田の持続可能な管理と生物多様性の保全
(7)外来生物の管理
(8)日本の生物多様性保全行政
(9)国と地方自治体、地域住民との連携、関係機関とのネットワーク形成
(10)ラムサール条約湿地情報票（RIS）の活用方法
(11)湿地が有する経済的価値
(12)JICA事業の紹介

8受入可能上限数：

環境省

英語

JICA北海道（帯広）

釧路国際ウェットランドセン
ター

【目標】
途上国の中央あるいは地方レベルの湿地保全行政、生物多様性保全行政に携わる行政官が、地
域住民の参加による湿地環境および生物多様性の保全に配慮した適正な利用に係わる活動計画
を実施できるようになる。

【成果】
1.湿地の生物多様系の保全のための知識、情報および政策について説明できる。
2.研修員の所属組織における、湿地の生物多様性の保全にかかる方針と施策について状況を分
析できる。

3.湿地環境及び生物多様性ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞのための調査手法及び適正な管理について学習し、現実的な
実施案を作成できる。

4.住民参加と普及啓発、環境教育の必要性について理解し、研修員の所属組織における実施案
を作成できる。

5.自国の湿地および生物多様性保全と適正な利用推進のための活動計画（案）を作成できる。

【対象組織】
自然環境の保全に携わる行政機関

【対象人材】
途上国の中央あるいは地方レベルの生物多
様性保全に携わる中堅行政官または専門家
・湿地環境または生物多様性の保全に係わ
る実務者
1. フィールド活動できる体力を有する者
2. ２年以上の経験を有する者

地域振興に寄与する持続可能な湿地資源の利用法
Sustainable use of wetland resources for local benefit

自然資源を活用した持続可能な地域開発を可能にするために必要な、地域住民との協働による保全活動や普及啓発・環境教育の推進、また
エコツアー等の経済活動導入の手法等について、生物多様性の中核的要素の一つであり、今なお、世界的に減少、劣化が進行している湿地
を題材に、日本における保全と持続可能な利用の事例を通し、その理念・技術の移転を図る。

名

2015～2017

2016/05/17 2016/07/06～

1684746

継続

地球環境部
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1.防災・減災を含む自然生態系の持つ機能について

2.森林の有する減災機能、木材供給による災害復興に果たす役割について

3.災害のリスク評価や土地利用計画及び森林保全における地域住民との協働の重要性について

4.科学的知見に基づいた政策立案の重要性について

5.防災の主流化と防災の主流化におけるEco-DRRの強化について

6.世界のEco-DRRの潮流について

7.現地視察による防災・減災機能の具体的事例紹介（里山、海岸林、治山施工地等）

8.アクションプランの作成・発表

12受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

調整中

【目標】
森林の防災機能を含むEco-DRRについて理解し、それらの機能を踏まえた防災体制の確立と強化
が図られるよう、必要な能力が身につく。
【成果】
1.自然災害に対する森林の防災機能（土壌保全、森林火災防止、海岸保全）など生態系の持つ
防災・減災機能や災害復興に果たす役割について理解する

2.Eco-DRRのための災害リスク評価や土地利用計画における地域住民との協働の重要性、科学的
知見に基づいた政策立案の重要性などを理解する

3.防災の主流化と防災の主流化におけるEco-DRRの強化について理解する

4.森林の防災機能を含むECO-DRRにかかる世界の最新の動向を把握する

5.森林の防災機能についての地域における具体的な取組事例を理解し、モデルケースとして活
用手法を考察する

6.自国における課題を整理し、課題解決に向けたアクションプランを作成する

【対象組織】
中央・地方政府、公共団体において森林防
災・減災に携わる部署またはそれに準ずる
組織
【対象人材】
・政府、地方自治体、公共団体において森
林防災・減災に携わる部署またはそれに準
ずる組織に関わっているもの

・関連分野において5年以上の職務経験を
有する者

自然災害に対する森林の防災機能など生態系を活用した防災・減災（ECO-DRR）機能強化のための能力向上
Capacity building for strengthening Ecosystem-based Disaster Risk Reduction (Eco-DRR) functions including risk
reduction functions of forests against natural disasters

近年、自然災害が頻発化・激甚化するなか、災害による被害を軽減するためには、対症療法的な事後対応だけでなく積極的・総合的に事前
対応を推進することが、社会・経済の持続的発展のために重要であるという基本認識の共有とともに、こうした防災の主流化を意識した、
セクターを越えての取組の促進が必要である。Eco-DRRもリスク削減策のひとつであり、防災の視点を踏まえた包括的・総合的・継続的な
実施・展開が必要となってる。

名

2016～2018

調整中

1684828

新規

地球環境部
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１）自国の保護地域管理の現状と課題、所属組織等に関するカントリーレポート作成（事前活
動）。２）日本の地域指定制公園管理、流域保全、海洋生物保護管理、保護地域に関わる違法
行為対策、外来種対策、里海保全等に係る政策及び取組に関する講義。３）・愛知目標（資源
動員含む）、UNESCOの生物圏保存地域（MAB)や世界遺産（自然・文化）、里山パートナーシッ
プ等保全ツールに関する講義。４）防災機能（サンゴ礁・沿岸植生・マングローブ等）を含む
生態系サービスの経済価値、資金メカニズム、関連セクター（農業、水産業、観光業等）との
関わり・資源利用に関する講義。５）地域住民や民間企業との連携の実状（地元ベースの連絡
協議会などの設置など）に関する講義および関係者との意見交換会。６）環境教育/CEPA活動に
係る講義と実習、および日本の事例との比較を通じた地域共通の課題抽出のためのワークシ
ョップ。７）日本の事例をベースにした保護区管理や資源管理の問題や課題の解決手法を習得
するためのワークショップ。８）帰国後実施可能なアクションプランの作成および発表。なお
、本邦研修終了後に1週間～10日程度第三国での在外研修を予定（パラオ）

10受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

調整中

【目標】
日本の自然公園管理（地域指定制公園）や里山・里海の理念・活動を理解し、民間参加型や地
域住民の主体的な参加（協働）による効果的な保護区管理（保全活動/普及啓発）と自然資源の
持続的用（エコツーリズムなど）について理解を深め、自国における効果的な保護地域管理に
係るアクションプランを策定する。
【成果】
１）日本の保護地域管理の特徴（地域制自然公園、協議会方式管理）を理解し、自国保護地域
における自然環境保護・利用・管理運営上の優先課題及び具体的な改善案について説明できる
。２）沿岸・海洋保護地域における海洋生物（サンゴ、マングローブ含む）の保護と管理、及
び外来種対策について理解し、自国現状を踏まえた優先課題及び具体的な施策強化案について
説明できる。３）沿岸・海洋保護地域バッファゾーン管理の手段として、自国現状を踏まえた
具体的な里海保全の推進案について説明ができる。４）沿岸・海洋保護地域におけるCEPA活動
と持続可能なツーリズムの必要性について理解し、自国において実行可能な実施案を作成でき
る。５）自国の沿岸・海洋生態系および生物多様性の持続可能な保全・利用・管理の更なる促
進のための優先活動計画案を作成できる。

【対象組織】
沿岸及び海洋生態系保全業務に携わる中央
及び地方行政機関
【対象人材】
・2年以上の現場経験を有する、沿岸及び
海洋生態系保護地域及びその周辺地域にお
いて保全計画の立案に携わる中央及び地方
行政官

・大卒相当の学力と口述・筆記・聞き取り
に十分な英語力を持つ者

保護地域協働管理を通じた脆弱な沿岸・海洋生態系保全
Coastal and Marine Ecosystem Conservation through Collaborative Management of Marine Protected Areas

保護地域設定を行う場合、保護地域内・周辺地域の住民と資源利用に係る十分な調整が重要である。本研修では、沿岸・海洋生態系を対象
とし、日本の地域制自然公園の管理手法に加えて、自然との共生社会を目指す日本の里山・里海の理念・活動を理解し、民間参加型あるい
は地域住民の主体的な参加（協働）による効果的な保護地域管理（保全活動/普及啓発）と自然資源の持続的利用（エコツーリズムなど）
のための知識と教訓を習得する。

名

2016～2018

2016/11/09 2016/12/03～

1684829

新規

地球環境部
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１）自国の保護地域管理の現状と課題、所属組織等に関するカントリーレポート作成（事前活
動）。
２）日本の地域指定制公園管理、流域保全、野生生物・海洋生物保護管理、保護地域に関わる
違法行為対策、外来種対策、里山・里海保全等に係る政策及び取組に関する講義.。２）愛知目
標（資源動員含む）、UNESCOの生物圏保存地域（MAB)や世界遺産（自然・文化）、里山パート
ナーシップ等保全ツールに関する講義。
３）防災機能を含む生態系サービスの経済価値、資金メカニズム、関連セクター（農業、水産
業、観光業等）との関わり・資源利用に関する講義。
４）地域住民や民間企業との連携の実態（地元ベースの連絡協議会などの設置など）に関する
講義および関係者との意見交換会。
５）環境教育/CEPA活動に係る講義と実習、および日本の事例との比較を通じた地域共通の課題
抽出ワークショップ。
６）日本の事例をベースにした保護区管理や資源管理の問題や課題の解決手法を習得するため
のワークショップ。
７）帰国後実施可能なアクションプランの作成および発表。なお、本邦研修終了後に2週間程度
第三国での在外研修を予定（コスタリカ）

10受入可能上限数：

西語

JICA北海道（帯広）

一般財団法人 自然環境研究
センター

【目標】
日本の自然公園管理（地域指定制公園）や里山・里海の理念・活動を理解し、民間参加型や地
域住民の主体的な参加（協働）による効果的な保護地域管理（保全活動/普及啓発）と自然資源
の持続的用（エコツーリズムなど）について理解を深め、自国における効果的な保護地域管理
に係るアクションプランを策定する。

【成果】
１）日本の保護地域管理の特徴（地域制自然公園、協議会方式管理）と併せて、自国保護地域
における自然環境保護・利用・管理運営上の優先課題及び具体的な改善案について説明できる
２）保護地域における野生動物・海洋生物（サンゴ、マングローブ含む）の保護と管理、及び
外来種対策について理解し、自国現状を踏まえた優先課題及び具体的な施策強化案について説
明できる
３）保護地域バッファゾーン管理の手段として、自国現状を踏まえた具体的な里山・里海保全
の推進案について説明ができる
４）保護地域におけるCEPA活動と持続可能なツーリズムの必要性について理解し、自国におい
て実行可能な実施案を作成できる
５）自国の自然環境および生物多様性の持続可能な保全・利用・管理の更なる促進のための優
先活動計画案を作成できる

【対象組織】
自然環境保全業務に携わる中央及び地方行
政機関

【人材】
・2年以上の現場経験を有する、自然環境
保護地域及びその周辺地域において保全計
画の立案に携わる中央及び地方行政官
・大卒相当の学力を持つ者

保護地域協働管理を通じた生態系保全
Training and Dialogue Program: Ecosystem conservation through collaborative management of protected areas

保護地域設定を行う場合、保護地域内・周辺地域の住民と資源利用に係る十分な調整が重要である。本研修では、日本の地域制自然公園の
管理手法に加えて、自然との共生社会を目指す日本の里山・里海の理念・活動を理解し、民間参加型あるいは地域住民の主体的な参加（協
働）による効果的な保護地域管理（保全活動/普及啓発）と自然資源の持続的利用（エコツーリズムなど）のための知識と教訓を習得する
。

名

2016～2018

2016/11/11 2016/12/03～

1684830

新規

地球環境部
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1.事前活動
カントリーレポートの作成及び提出

2.本邦研修
(1)講義および講義をもとにした課題解決のための分析ワークショップ
(2)カントリーレポート発表、講義および研究センターの見学
(3)講義および各種実習（プロット調査、調査データ整理、バイオマス破壊調査等）
(4)講義および各種実習（GISソフト、GPS操作、衛星リモートセンシング、炭素量推定、森林

データベースの作成、画像解析等）
(5)講義、自国での森林モニタリングにむけたアクションプラン作成および発表

3.事後活動
(1)所属組織におけるアクションプラン共有
(2)クエスチョネアの提出

13受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA東京（経済環境）

公益財団法人 国際緑化推進
センター

国家森林モニタリングシステムの情報収集・算定方法に関する技術的知識を備えた国のシステ
ムの整備を担う人材が育成される。

1.世界の気候変動対策の枠組、自国で適用可能な森林分野の対策（REDD、CDM等）を説明できる
。

2.日本国及び諸外国の国家森林モニタリングシステムを理解し、自国のモニタリングシステム
設計にどのような体制整備が必要か把握することができる。

3.森林資源調査を実際に行うことで、自国においても調査を計画・実践し、森林炭素蓄積量
・CO2吸収量の算定まで行うことができる。

4.空中写真、衛星画像等の森林地理情報（GIS）の判読・解析方法の概要を学び、森林面積の増
減、森林の炭素蓄積量、CO2吸収量算定への利用方法を説明することができる。

5.自国の状況に基づいた国家森林モニタリングシステム案を作成し、その実施へ向けて関係者
を組み込んだアクションプランを策定することができる。

【対象組織】
開発途上国の森林・流域管理を所管する国
家行政機関の当該部局

【対象人材】
1.国家行政機関またはその関係機関におい
て森林分野の地球温暖化防止対策に従事
する行政職員または研究者

2.大卒、森林・林業・地球温暖化分野の政
策立案・実行に関する職務経験が3年以
上

持続的森林管理及びREDD＋に向けた国家森林モニタリングシステム整備のための人材育成
Capacity Building for National Forest Monitoring System to Promote REDD+ and Sustainable Forest Management

途上国における森林減少・劣化からの温室効果ガス排出量は総排出量の2割といわれ、その削減（REDD+）に向けた体制として、国家レベル
で正確に状況を把握する国家森林モニタリングシステムの整備が不可欠である。
REDD+の実施に向けた国家森林モニタリングシステムの整備が急がれる中、本研修は技術的知識に基づき国の制度設計を担う人材の育成を
目標としている。

名

2014～2016

2016/06/12 2016/08/06～

1684747

継続

地球環境部

-277-



【事前活動】初期報告書の作成：自国の担当流域における洪水リスク、森林を含む生態系劣化
の現状
【本邦研修】以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1. 地球環境変動、ポスト京都議定書、緩和策と適応策、地球温暖化防止に向けた国際的取組み
   、森林生態系の有する水源かん養機能、ダムと流域管理、ランドスケープエコロジーの基礎
2. 河川の管理計画とモニタリング、遊水地による治水対策、分流（放水路）による洪水対策、

森林の多面的な機能を活用した防災・流域管理、治水と生物多様性保全、住民参加と合意形
成、GISによる治水計画と生物多様性保全

3. 課題分析、参加型調査手法、キャパシティディベロップメント、アクションプランレポート
作成

8受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

アークコーポレーション 株
式会社

【目標】
気候変動にともなう洪水リスクの増大や生態系劣化の防止(森林の多面的な機能を活用した防災
・流域管理含む)に取り組んでいる各事業実施機関の中堅実務者および上級行政官の参加者・組
織が、当該流域において、気候変動に対する順応的な流域管理対策を立案、実施できる。

【成果】
単元１：地球規模での気候変動とその影響、それへの適応策の必要性について理解が深められ
る。
単元２：特に当該国における気候変動の傾向と、それにともなう洪水リスクあるいは生態系の
インパクトを分析できる。
単元３：洪水リスクに対する、構造物のみに頼らない防災対策（森林の多面的な機能の活用を
含む）とともに生態系とのバランスを考慮した 環境保全対策について理解する。
単元４：洪水リスクや生態系へのインパクトの軽減に向けた具体的な順応的対応策を立案でき
る。
単元５：当該流域における具体的な順応的管理計画にもとづき、最終的な行動計画（案）を提
出できる。

【対象組織】
流域内の洪水対策（森林の多面的な機能の
活用含む）または生態系保全に携わる中央
・地方政府または公的専門機関。3年間継
続して、流域での洪水対策または生態系保
全を担当する同一機関からの参加が望まし
い。

【対象人材】
現場レベルの中堅実務者、ただし3年次は
、当該流域管理計画の立案に関わる上級行
政官。当該分野で5年以上の経験がある者
。

気候変動に対する順応的流域管理（適応策）「洪水対策と生態系保全」
Adaptive Watershed Management to Climate Changes:Flood Control and Ecosystem Conservation

流域内での洪水対策または生態系保全に携わる中央・地方政府または公的専門機関の行政官が、気候変動によって生じる想定外の洪水に対
する構造物のみに頼らない防災対策（森林の多面的機能の活用を含む）とともに生態系とのバランスを考慮した環境保全対策を導入した順
応的流域管理のための手法を習得することにより、対象流域における行動計画案を策定することを目指す。

名

2015～2017

2016/06/27 2016/08/27～

1684748

継続

地球環境部
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14.水産

14



1年目：英語コース

2年目：仏語コース

3年目：英語または仏語コー
ス

を予定している。

1-1 水産冷凍機器の基礎知識

1-2 各種冷媒の特徴と取扱上の留意事項

2-1 冷凍機器運用・保守管理の実践（演習）

2-2 冷凍機器保守管理上の様々な工夫の紹介

3 途上国に導入可能な新たな冷凍システムの紹介

9受入可能上限数：

英語

JICA横浜

調整中

【目標】
研修員が代替フロンや自然冷媒を用いた水産冷凍機器を適切に運用・保守管理できるようにな
る。
【成果】
1. 代替フロンあるいは自然冷媒を用いた冷凍機器のシステム構成やその特徴について理解する

2. 代替フロンあるいは自然冷媒を用いた冷凍機器の保守管理に必要な技術を習得する

3. 途上国に導入可能な新たな冷凍システムについての理解を深める

【対象組織】
水産冷凍機器の運営・維持管理を行ってい
る中央・地方政府、魚市場、漁港施設
【対象人材】
職位：水産冷凍機器の運用と機器管理業務
に携わっている技術者

職務経験：3年以上

その他：基本的な英語／仏語力があること

水産冷凍機器の保守管理
Operation and maintenance of refrigeration systems for fisheries

水産無償資金協力により冷凍機器等が供与されている国

国際的な取り決めにより、冷凍機器の冷媒を代替フロンあるいは自然冷媒に切り替えることが求められている背景を踏まえ、本研修では、
新冷媒を用いた冷凍機器の運用と基本的維持管理に必要な知識と技術の習得を目指す。また、ソーラー発電と複合した省エネルギー型の製
氷システムや2次冷媒を利用した新たな冷凍システムなども合わせて紹介する。

名

2016～2018

2017/01/29 2017/02/25～

1684842

新規

農村開発部
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1.自国の水産セクター及び水産物バリューチェーンの現状と課題、それらに対する政府の取組
みを記載したインセプションレポートの作成

2.セクター分析、バリューチェーン分析手法に関する講義、演習

3.水産関連機関・団体（水産行政、水産研究センター、漁連、漁協、水産加工業組合等）の役
割、機能、組織制度とそれらの連携協調の仕組み（協議会等）に関する講義、視察、関係者
との協議

4.バリューチェーン開発に向けた具体的取り組み（鮮度保持、衛生管理、6次産業化、特産品開
発、エコラベルなど）や関係者への支援策（漁家経営支援、ファイナンス）に関する講義、
視察、関係者との協議

5.自国への適用可能性の検討、PCM手法に基づくアクションプランの作成

14受入可能上限数：

英語

JICA北海道（札幌）

国立大学法人 北海道大学水
産学部

【目標】
研修員が、水産資源の持続的利用に資するバリューチェーン開発のあり方について理解を深め
、必要な支援方策を立案・実施できるようになる。
【成果】
1. 水産セクター及び利害関係者の現状と課題を適切に分析できるようになる。
2. バリューチェーン開発および資源管理に係る主要機関・団体の組織・制度とそれらの効果的

な協調・連携のあり方についての理解が深まる。
3. バリューチェーン開発の各段階において適用可能な取り組みや方策について理解し、これら

を適切に応用できるようになる。
4. 実効性のあるプロジェクトを企画・立案する能力が高まる。

【対象組織】
中央・地方政府において水産行政または研
究を所掌する組織
水産開発公社
生産者団体（漁業、加工、流通、販売）
【対象人材】
上記組織において水産資源管理あるいはVC
開発関連業務に従事する者
実務経験5年以上

水産資源の持続的利用とバリューチェーン開発
Value-chain Development for Sustainable Use of Fisheries Resources

本研修では、漁獲から消費までの各段階を効果的にリンクさせるバリューチェーン開発に向けた様々な取り組み、特に水産資源管理や「地
方」の課題克服に活用している事例に焦点を当てて紹介する。また、資源管理やバリューチェーン開発に係る主要関係者（水産行政、研究
、生産者・流通団体等）の組織・機能についての理解を深め、持続的な水産資源利用の促進計画の策定能力向上を図る。

名

2015～2017

2016/08/20 2016/10/02～

1684749

継続

農村開発部

-280-



【事前活動】

-所属組織内での課題の洗い出し、レポートの作成
【本邦研修】

-ワークショップ：各国の課題、具体的事例を共有する。

-講義･討議：日本の水産法、行政、漁業者組織、水産流通経営等の概要、地域漁業のマーケテ
ィング戦略強化を支援するための必要なスキルの獲得。

-講義･視察･意見交換：現地調査、漁協等の視察

-実習：改善計画の作成

【事後活動】

・所属組織での改善計画を報告し、検討実施

10受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA中国

独立行政法人 水産大学校

【目標】
研修員が自国水産セクターの課題解決のために必要な政策や計画を適切に立案・実施できるよ
うになる。
【成果】
単元目標1：自国の地域水産業の現状や課題を適切に分析し、研修で取り組むべき目標を明確に
設定できる。
単元目標2：日本の水産法制度や水産行政、各種政策、水産関連技術についての基礎知識とその
背景にある社会的、経済的な基礎理論を習得し、地域水産業の持続的発展のために必要な視点
と方策について理解を深める。
単元目標3：水産業の持続的発展に必要となる漁村コミュニティーの社会・経済的側面の分析方
法、施策の実施方法について、日本の現場での実践例を通して理解を深め、これらを現場にお
いて実践できるようになる。
単元目標4：研修で習得した知識・技術を活用し、所属組織が抱える課題への対応策を具体的な
活動計画に取りまとめることができる。

【対象組織】
地域水産業を管理・指導する地方行政機関
、又は中央行政機関
【対象人材】
職位：地域の水産業振興行政に従事した経
験を有し、管理業務に就いている人

職務経験：水産振興行政等の経験を５年程
度有する人

その他：水産系の大学卒業者又は大学等で
経済学、経営学及び行政・法律学を学んだ
人

地域水産業の持続的発展に寄与する行政官の実践的能力開発
Capacity building of fisheries officers for practical support for sustainable local fisheries development

日本の水産法、行政、漁業者組織、資源管理、水産経営、水産流通等に関する知識、 経験、具体的な政策手法を学習することで、行政と
漁業者組織の共同による自律的な資源管理、 漁業者の組織化と相互調整に関する方法論を理解する。地域が経済的に自立化する為の生産
・流通インフラの整備、加工・冷凍技術の普及、販売先マーケティング戦略強化を支援する行政官として必要なスキルを習得し、地域漁業
のマーケティング戦略強化を支援する。

名

2016～2018

2017/03/30 2017/06/14～

1684750

更新

農村開発部
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(A)2016/06/26-2016/08/25
  (英語：横浜)
(B)2016/07/03-2016/09/01
  (仏語：横浜)
(C)2016/09/25-2016/11/24
  (仏語：横浜)

【事前活動】カントリーレポート作成
【本邦研修】
1 PCM研修（ブレーンストーミング手法、問題分析、関係者分析など）
2-1 水産行政/研究機関の機能と役割（組織、関連法規、主な政策、地方との役割分担など）
2-2 漁業者組織の機能と役割（組織、主な事業/活動など）
2-3 利害調整/連携の仕組み
2-4 水産教育、普及指導
2-5 共同資源管理手法のレビュー
2-6 水産資源管理計画の立案と実施
2-7 各関連機関訪問
2-8 水産資源管理の歴史と社会的背景
2-9 漁業管理のための科学的な資源調査・研究
3-1 共同資源管理の応用的実践事例の視察（共有資源の広域資源管理、漁場をめぐる紛争調停

、過当競争の回避と利益分配制度、枯渇危機資源の回復など）
3-2 多面的事例分析（試行錯誤の経緯、行政・研究機関・漁協の役割分担と連携、合意形成や

協調の仕組みや制度の構築、促進要因と阻害要因）
3-3 資源管理の実施効果の検証
4-1 研修の振返り、自国への適用性検討
4-2 PCM演習、ファシリテーションスキル
4-3 プロジェクト文書の書き方、アクションプラン作成
【事後活動】アクションプランの改訂と実施

31受入可能上限数：

英語/仏語

JICA横浜

一般社団法人 マリノフォー
ラム２１

【目標】
水産資源共同管理の優良事例から得られた有用な知見や教訓を自国水産セクターの課題解決に
体系的に応用できるようになる。

【成果】
成果１：水産セクター及び利害関係者の現状と課題を適切に分析できる。
成果２：水産資源管理の社会的背景を理解し、共同資源管理に関する理論や手法に係る理解が
深まり、機能的な実施体制案を計画できる。
成果３：共同資源管理の実践事例の多面的な分析を通じて、水産セクター課題への対応方策を
理解する。
成果４：水産資源の共同管理を促進する施策・計画を現地適合性にも適切に配慮して立案・実
施する能力が高まる。

【対象組織】
水産行政機関（国、地方）、水産技術・調
査機関（国・地方）
【対象人材】
職位：中央政府あるいは地方組織の水産行
政機関、研究機関で、沿岸漁業政策の作成
・実施に関与する者
職務経験：5年以上
学歴：大学卒業同等以上
語学：英語または仏語で討論し、レポート
が書ける能力

事例から学ぶ沿岸水産資源の共同管理の実践
Application of Good Practices on Co-management of Coastal Fisheries

本研修では沿岸域における水産資源の共同管理についての理論や手法、日本の実例を講義のみでなく、共同資源管理の応用的実践事例（広
域資源管理、紛争調停、枯渇危機資源の回復、プール制等）を視察によって研修し、それら研修で得た知識と分析を通じて共同資源管理の
現地適合化の方策を検討する。なお、本研修の内容は、内水面漁業にも応用可能である。

名

2015～2017

2016/06/26 2016/08/25～

1684751

継続

農村開発部
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１．（１）漁業技術管理（漁具の選択制含む） （２）各種沿岸漁業技術（釣、刺網、籠、固
定漁具） （３）水産資源と資源管理 （４）栽培漁業 （５）増養殖 （６）水産物の鮮度保持
（７）漁獲物処理と食品加工

２．（１）日本の漁業管理制度 （２）漁協の役割 （３）水産行政機関の役割と漁協支援 （
４）普及指導事業 （５）漁業者間の利害調整 (６）水産資源管理への取組み （７）共同漁
業権・区画漁業権の運用

３．（１）漁協の組織形態と各種事業 （２）資源管理への取組み （３）漁場造成 （４）漁
協の新たな取組み （５）漁民組織の広域連携 （６）コミュニティー開発  （７）各種関連施
設視察

４．（１）ジョブレポート発表 （２）PCM研修 （３）普及資料作成演習 （４）アクション
プラン作成・発表

8受入可能上限数：

英語

JICA九州

調整中

【目標】
研修参加者が、漁民組織の能力強化に必要な課題解決策を立案し、普及できるようになる。
【成果】
１．水産資源管理と水産物の付加価値向上に必要な基礎的知識が習得される。

２．日本における、沿岸漁業の水産資源管理に係る制度整備、および水産行政と漁業協同組合
（漁協）との役割分担についての理解が深まる。

３．日本および海外の取組事例から、漁民組織の機能とその有効性についての理解が深まる。

４．漁民組織支援に必要な課題発見・課題解決のための能力および必要なコミュニケーション
スキルが身に付けられる。

【対象組織】
水産行政機関、普及機関、漁業関連団体
【対象人材】
水産行政機関職員、普及機関職員、漁業関
連団体職員

実務経験3年以上

資源管理のための漁民組織能力強化支援
Enhancing Capacity of Fisher's Organaization toward Responsible Fisheries

本研修では、沿岸漁業に必要な技術及び資源管理に関する知識を基盤とし、漁民組織の能力強化のための基本的要件である制度、組織体制
に焦点をあて、漁民組織が主体的に取り組む資源管理や共同事業の実施方法について学ぶ。

名

2016～2018

2017/03/01 2017/05/01～

1684754

更新

農村開発部
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(A)2016/06/12-2016/08/27
(英語:横浜）

(B)2016/10/16-2016/12/17
(仏語:横浜）

(C)2017/03/12-2017/05/13
(仏語:横浜)

【事前活動】
カントリーレポート作成
【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
１．日本の沿岸漁業の概要、国・自治体の漁村振興政策・制度、水産物流通・加工の現状、漁

村基盤整備事業など
２．漁村特有の文化・社会、漁業協同組合の組織・制度・経営、漁村調査手法、組織強化手法

、漁業者との意見交換ワークショップ
３．漁業協同組合による収益活動、漁村での女性の役割、漁業融資制度（マイクロクレジット

など）、半農半漁の漁家経営、離島での漁村振興活動など
４．沿岸漁業管理の制度、沿岸漁場整備、藻場・海草場の保全、森林管理・植林による沿岸環

境保全、環境に優しい漁具漁法など
５．PCM手法の修得、自国の漁業振興課題についての問題・目的分析、漁村振興のアクションプ

ラン作成
【事後活動】
現地JICA事務所、現地水産局、所属組織内でのアクションプラン発表、現地関係者とのミニワ
ークショップの準備と実施、現地活動の進捗状況のとりまとめ・報告
本邦研修終了後、在外補完研修を行う。

33受入可能上限数：

英語/仏語

JICA横浜

アイ・シー・ネット株式会社

【目標】
各研修員が研修成果を活かして、現地の事情や住民のニーズに適合した漁業コミュニティ開発
計画を企画・立案し、実際に運営管理する能力が高まる。
【成果】
１. 日本の漁村振興事業の施策・制度や取り組みを通じて、持続可能な漁村振興を考える上で

の基本知識を修得する。
２. 漁村コミュニティの活動を強化・育成するために必要な知見を深め、さらに漁村社会調査

や組織強化分析の手法を修得する。
３. 漁業者の生計向上を目的とした適切な漁村振興活動や施策について理解を深める。
４. 持続的な漁村振興を実現するために重要な漁業コミュニティによる沿岸漁業管理や環境保

全の取組みについて理解を深める。
５. 自国の漁村振興の課題を明確に分析し、具体的な対処方法を詳細に検討し、アクションプ

ランとして取りまとめられる。

【対象組織】
漁村開発事業に携わる行政官等を有する中
央省庁または地方自治体
【対象人材】
職位：普及員・普及担当課長
職務経験：５年以上（１０年以上が望まし
い）
学歴：大卒または同等程度
語学：英語または仏語で討論し、レポート
が書ける能力

漁業コミュニティ開発計画
Planning of Fisheries Community Development

当研修は、漁業管理制度、漁業協同組合、漁村振興の取組みなど、日本の先進的な取り組みを効果的に修得できる構成になっている。また
漁村現場の視察では、参加型調査手法の指導を組み合わせ、研修員自らが漁村振興の知見や経験を学ぶことができる。さらに、PCMや制度
開発・組織強化手法などの参加型計画手法を活用し、研修員が当研修での学びや気づきを自国の課題にあわせて整理し、各国の漁村振興に
適応したアクションプランを作成する。

名

2015～2017

2016/06/12 2016/08/27～

1684755

継続

農村開発部

-284-



【事前活動】ドラフトプロジェクト（起業計画）案作成

【本邦研修】講義と演習（ワークショップ）をセットにした形で、さらに研修員同士の業務経
験を共有しお互いの経験から学ぶ場を持ちながら、以下の項目の理解を深める。

①ジェンダー理論、ジェンダー分析、②住民主体参加型ワークショップ、③PCM手法

講義： 中央及び地方行政による漁村における起業家支援政策

視察旅行： 行政の支援を利用した起業、自発的に起業して成功している起業家と意見交換を
し、成

功のポイント（差別化、当たり前の物が地域の資源等）について理解を深め
る

実習： 少ない資機材で可能な魚加工法を学ぶ

演習： 本邦研修で習得した内容を組み入れ、プロジェクト（起業計画）案を更新し、同時に
帰国後のア

クションプランを作成する

【事後活動】アクションプランに基づき起業計画案の更新を続ける

12受入可能上限数：

英語

JICA横浜

調整中

【目標】
研修員が本邦研修で作成した農山漁村における男女共同参画（ジェンダーの主流化の視点）に
よる小規模地場産業の起業計画案が帰国後関係者と共有される。
【成果】
１． ジェンダー主流化の重要性を理解し、ジェンダー主流化を導入するために必要な漁村調査
・分析方法を習得する。

２． 日本の水産業の現状を知り、漁村の小規模起業に役立つ地域資源利用方法（加工・グリー
ンツーリズム等）を理解する。

３．漁村におけるジェンダー主流化の視点から、適切な起業計画案の作成ができる。

【対象組織】
漁村女性を含む漁業者への支援活動の計画
策定及び実施を担う中央政府・地方行政組
織
【対象人材】
職位：農山漁村における男性女性漁業関係
者の支援活動に従事する中央または地方政
府普及員

職務経験：3年以上

その他：大学卒業又は同等の学力を有する
者

レポート作成、プレゼンテーション、ワー
クショップの実施ができる英語力を有する
者

ジェンダーの視点に立った漁村開発（水産起業支援）
Gender and Small Scale Fisheries Entrepreneurship for Fishing Community Development

当該研修は、漁村における男女共同参画による起業をテーマとし、漁村における小規模起業に関して漁業・加工・流通・グリーンツーリズ
ム・コミュニティビジネス・住民主体参加型手法による地域活性化・日本の小規模起業に関する制度・支援体制等の事例を習得させ、小規
模起業に成功している日本の漁業地域の現場視察を実施する。これらを通じて、研修員の男女のパートナーシップに基づいた地域資源を利
用した起業家育成能力を向上させる。

名

2016～2018

2017/01/15 2017/03/04～

1684758

更新

農村開発部
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【事前作業】
関連情報収集、カントリーアンドジョブレポート作成
 【本邦研修】
1. 水産行政/研究機関の役割と実施体制、漁民組織の機能とその課題
2. 熱帯域の水産資源の特徴と管理、水産資源管理に向けた取組み
3. 水産業多様化に向けた取組み
4. 関連技術の演習（漁業関連技術、水産物加工、民芸品製作など）
5. PCM、事例研究、アクションプラン作成・発表

13受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

有限会社 琉球環境マネジメ
ントサービス

【目標】
島嶼国の特性に配慮した水産資源の持続的利用策や水産業多様化のアプローチを自国の水産セ
クター開発に体系的に応用できるようになる。
【成果】
1. 水産セクター及び利害関係者の現状と課題を適切に分析できるようになる。
2. 水産セクター開発に関連する組織、制度に関する理解が深まる。
3. 島嶼地域における水産資源管理上の課題と対応策が整理される。
4. 水産業の多様化に資する様々な関連知識・技術を習得する。
5. 関連施策や計画を適切に立案する能力が高まる

【対象組織】
中央・地方政府において水産行政または研
究を所掌する組織
水産開発公社
水産関連団体
【対象人材】
<資格要件_職位>
水産普及員、漁民組織関係者等
<資格要件_実務経験>
関連業務に3年以上の実務経験を有する事
<資格要件_その他>
口述・聞取・筆記による十分な英語力を持
つ者。心身ともに健康で、軍籍にない者。

島嶼国における水産業多様化と資源の持続的利用
Sustainable Use of Fisheries Resources and Diversification of Fisheries-based Livelihood in Island Countries

島嶼国（大洋州、カリブ地域）

本研修では、島嶼国における水産セクターの特性や種々の制約要因の存在に配慮しながら、当該地域の重要課題である水産資源の持続的利
用や（零細漁業者の脆弱性を緩和する）水産業多様化に向けた様々な取り組みを紹介し、途上国における効果的な応用法について検討する
。

名

2015～2017

2016/08/31 2016/10/31～

1684759

継続

農村開発部

-286-



15.ジェンダーと開発

15



実施言語
2015年度：英語
2016年度：仏語
2017年度：英語

アイ・シー・ネット株式会社
http://www.icnet.co.jp/

【事前活動】
行政官：カントリーレポート作成、女性企業家：活動紹介資料作成

【本邦活動】
主に以下の講義、視察、発表、討論を行う。
1. カントリーレポート、活動紹介の発表
2. 講義・討議：日本の女性企業家支援（行政、民間）、アフリカ各国の女性企業家支援
  （行政、民間）、リーダーシップ、アントレプレナーシップ、日アフリカ女性企業家の

経験共有、地方自治体の取組等
3. 視察・討議：女性企業家支援機関、女性企業家が代表を務める企業等
4. グループ討議：「女性企業家の活動を促進する方策」等
5. 日本およびアフリカの女性企業家による意見交換会
6. アクションプランの作成、発表

【事後活動】
プログレスレポートの作成、提出

20受入可能上限数：

仏語

JICA横浜

アイ・シー・ネット株式会社

【案件目標】
参加者が各国の女性企業家支援の取り組みについて相互理解を深め、特に起業・マネージメン
トのための能力強化、またリーダーシップ促進に携わる機関の役割・協力体制、また女性企業
家自身の経験について情報交換を行う。また、日アフリカの女性企業家間のネットワーク強化
を図る。

【成果】
1．日本における行政機関、また民間経済団体等による女性企業家支援の経緯・現状を

理解する。
2．アフリカ各国における女性企業家支援に関する行政機関、また民間経済団体等の取り組みを

理解する。
3．日アフリカ双方の女性企業家の経験が共有され、各国で女性企業家（およびその候補者）の

活動を促進していくための課題が抽出・分析されアクションプランに取りまとめられる。

【対象組織】
・行政（女性企業家支援に取り組む中央ま
たは地方の政府機関）
・女性が経営する企業（農業またはファッ
ション分野）

【対象人材】
1. 各国2名のうち、1名は女性企業家支援

に従事する行政官、1名は女性企業家（
農業分野若しくはファッション分野）
とする。

2. 行政官については3年以上の企業家支援
   、あるいは民間セクターへの女性の

参画促進に関する実務経験を有する者
3. 女性企業家については5年以上の経営

経験を有する者。
4. 十分な仏語力のある者(2016年度）

日アフリカ・ビジネスウーマン交流セミナー
Africa-Japan Business Women Exchange Seminar

アフリカ諸国（北アフリカを含む）

アフリカ各国では女性は依然として市場や社会サービス・ネットワーク等へのアクセスに制約があり、女性が新たな経済機会をとらえて成
功することは男性に比べ難しい状況にある。本研修は、アフリカ女性のリーダーシップおよび起業・マネージメントの能力強化を目指し、
日本およびアフリカにおける女性企業家支援の取り組みの相互理解促進、また日アフリカの女性企業家のネットワーク促進を目的とする。

名

2015～2017

2016/07/24 2016/08/06～

1684760

継続

社会基盤・平和構築部
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(A)2016/05/31-2016/07/05
  (英語：九州)
(B)2017/01/15-2017/02/16
  (英語：九州)

１．ジェンダー主流化とその手法に関する概論を説明する。（ジェンダー主流化政策概論、予
算のジェンダー分析、ジェンダー統計）

２．日本政府および北九州市の男女共同参画行政を紹介する。（男女共同参画行政概論、厚生
労働省における男女共同参画、JICAによるジェンダープロジェクト、北九州市におけるジェン
ダー主流化施策の推進、北九州市立男女共同参画センター事業説明、アジア女性交流・研究フ
ォーラム事業説明）

３．ジェンダー主流化における各分野の講義、視察、討議を行う。（女性と暴力、女性と健康
、女性と平和、女性と災害、メディアにおけるジェンダー主流化、農村におけるジェンダー主
流化、学校教育におけるジェンダー主流化、ジェンダー主流化のための保育対策）

４．カントリーレポート発表・討議、ジェンダーに配慮したPCMワークショップ、アクションプ
ラン作成・発表・討議を行う。

20受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 アジア女性交
流・研究フォーラム（KFAW)

【目標】
研修参加組織において、ジェンダー主流化を促進させるための効果的な計画が立案・実行され
る。
【成果】
１．ジェンダー主流化の基礎的な概念と手法を説明することができる。

２．それぞれの国においてジェンダー主流化に向けた効果的な政策づくりを行うに資する、日
本の事例を説明することができる。

３．ジェンダー視点にたった各分野での取組の現状が理解され、自国への適応性が検討される
。

４．ジェンダー視点に立った事業の企画・実施・評価がロジカルに実践できる能力が身に付け
られる。

【対象組織】
ナショナル・マシーナリー（男女共同参画
を推進する組織）
【対象人材】
ナショナル・マシーナリーにおいて、ジェ
ンダー主流化及びジェンダー平等のための
事業の立案・実施又は評価を担当する行政
官

行政官のためのジェンダー主流化政策
Gender Mainstreaming Policies for Government Officers

本研修は、ナショナルマシーナリー（男女共同参画社会を推進する組織）に所属する行政官を対象に、日本の中央および地方の男女共同参
画行政や、各分野の取組事例を紹介し、これらを通してジェンダー主流化及びジェンダー平等のための事業の立案・実施・評価に関する能
力を向上させることを目的とする。

名

2016～2018

2016/05/31 2016/07/05～

1684761

更新

社会基盤・平和構築部

-288-



国立女性教育会館HP（平成26
年度研修概要）
http://www.nwec.jp/jp/news
/2014/page19.html

【事前活動】カントリーレポート作成
【本邦活動】
主に以下の講義、視察、発表、討論を行う。
1. カントリーレポートの発表
2. 講義・討議：日本の人身取引問題とアセアン、日本政府の人身取引対策、男女共同参画・女

性施策、民間団体の人身取引に対する取組、地方自治体の人身取引に対する取組、被害者保
護に対する取組等。

3. 視察・討議：民間シェルター、ホットライン等
4. グループ討議：「国境を越えたケース・マネージメント、およびネットワークの強化に資す

る方策」など。
5. 人身取引対策に関する日本人有識者、NGOや市民団体関係者との意見交換会

16受入可能上限数：

英語

JICA東京（産業公共）

独立行政法人
国立女性教育会館(NWEC)

【目標】
参加者が日本を含め、お互いの国の人身取引対策に関する取り組みについて相互理解を深め、
特に予防、被害者の保護と自立支援に携わる関係機関の役割や協力体制等について把握する。
また、研修参加者間で人身取引対策に取り組む機関の機能強化や連携、国を越えたネットワー
クの強化に資する方策を検討する。

【成果】
1．日本政府の人身取引対策について理解する。
2．日本の民間団体の人身取引被害者保護支援策について理解する。
3．人身取引予防・加害者訴追・被害者保護・帰還・社会復帰の一連のプロセスおよび関連機関

の関係を把握し、各国のグッドプラクティスや課題が抽出・分析される。
4. アセアン地域における人身取引対策のためのケース・マネージメントの能力・体制およびネ

ットワーク強化に向けて、互いの国の状況やアプローチが理解され、各国の人身取引対策の
改善策及び国を越えたネットワークの強化に資する方策が、検討される。

【対象組織】
人身取引対策に取り組む中央・地方の政府
機関、非政府組織
【対象人材】
1.（割当1名の国）人身取引対策の担当省
庁で人身取引対策に関する政策策定に従事
する課長補佐級以上の者。但し、被害者保
護及び被害者の社会復帰支援に関する分野
に従事する者を優先する。
（割当２名の国）上記に加え、人身取引対
策の現場に従事する職員。但し、被害者保
護及び被害者の社会復帰支援に関する分野
に従事する者を優先する（例えばソーシャ
ルワーカー等）。
2. 2年以上の実務経験がある者
3. 十分な英語力のある者
4. 研修終了後少なくとも2年、人身取引対
策分野での職務に携わる予定があること

アセアン諸国における人身取引対策協力促進
Promotion of Networking among ASEAN Countries on Anti-Trafficking in Persons

メコン地域5ヵ国、インドネシア、マレーシア、フィリピン

アセアン地域において近年深刻化している人身取引は、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められているが、人身取引撲滅と被害者保
護は一国のみで対応できる課題ではなく、広域的課題として対応するためのネットワーク形成が重要である。本研修は、日本を含むアセア
ン各国の関係者の人身取引対策（特に予防、被害者保護・自立支援）に関する取り組みの相互理解促進、またより効果的な地域連携の促進
を目的とする。

名

2015～2017

2016/10/16 2016/10/29～

1684762

継続

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】行政官：カントリーレポート作成、市民団体代表：活動紹介発表資料準備

【本邦活動】

主に以下の講義、視察、発表、討論を行う。

1. 講義・討議：中央政府のジェンダー・多様性の視点に立った災害対応、JICAの災害とジェン
ダー・多様性に関する取組、市民社会等の取組等

2.カントリーレポート、活動紹介の発表

3. 地方視察・討議：東日本大震災の被災地訪問、地方政府のジェンダー・多様性の視点に立っ
た災害対応および地方の市民社会の取組等の講義、被災地関係者との意見交換

4．「災害におけるジェンダー・多様性の課題と有効なアプローチ」に関する討議

5．各国における具体的取組のためのアクションプランの作成・発表

【事後活動】（２～３か国のみ）

本邦活動にて作成したアクションプラン（研修）の実施。

21受入可能上限数：

英語

JICA東北

調整中

【目標】
日本および参加国の災害対応におけるジェンダーと多様性の課題および取組の知見を共有し、
各参加国および日本が相互に学ぶことで、国内外の災害対応におけるジェンダー・多様性の視
点の強化と女性のリーダーシップの促進を目指して、新たな有効なアプローチを共創する。
【成果】
日本が国内外で実施する予防、緊急対応、復旧・復興に関する取り組み及び参加国の事例を通
じて、以下の内容について研修する。

(1)災害の予防、緊急対応、復旧・復興における政府および地域コミュニティの役割・機能と、
なぜジェンダー・多様性の視点が必要かを理解する。

(2)災害の予防、緊急対応、復旧・復興におけるジェンダー・多様性の視点に立った取り組みを
地方視察と意見交換を通じて相互学習する。

(3)ジェンダーと多様性の視点に立った災害対応能力強化と女性リーダーシップの育成の手法を
演習を通じて習得し、具体的取組のためのアクションプランに取りまとめられる。

【対象組織】
１．行政（防災および男女共同参画）

２．市民団体:男女共同参画の視点から災
害対応を実施する市民団体
【対象人材】
各国3名。3名とも十分な英語力のある者と
する。

１．行政官①：防災行政において男女共同
参画を担当する者（当該分野における3年
以上の実務経験）

２．行政官②：男女共同参画行政（女性省
、社会福祉省など）において防災を担当す
る者（当該分野における3年以上の実務経
験。女性が望ましい）

３．市民団体：代表（当該分野における5
年以上の実務経験。女性が望ましい）

ジェンダーと多様性からの災害リスク削減
Gender and Diversity in Disaster Risk Reduction

女性・子ども・高齢者・障害者等災害リスクの高い人々への配慮と参画に留意した予防、緊急対応、復旧・復興について、日本の被災地に
おける経験から、課題および有効事例を学び、また参加国の取組を共有しながら、女性の参画を通じた災害対応能力の強化方法を習得する
。

名

2016～2018

2016/12/01 2017/03/31～

1684839

新規

社会基盤・平和構築部
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16.都市開発・地域開発

16



(A)2016/10/16-2016/10/29
  (英語：九州)
(B)2016/11/06-2016/11/19
  (西語：九州)
(C)2017/02/12-2017/02/25
  (英語：九州)
北九州市
https://www.city.kitakyush
u.lg.jp/english/file_0064.
html

1.すべての人々が恩恵を受け、持続可能な経済活動に寄与する戦略的な都市計画（環境モデル
都市、環境未来都市、OECDグリーン成長都市など）について紹介。
2.持続可能な都市（資源・エネルギー管理・廃棄物管理・循環型社会形成など）を目指したス
マートコミュニティーやエコタウンの事例紹介。
3.災害・気候変動に強い強靭な都市開発の取組の現状（ハザードマップ、防災情報ポータル等
）と課題、今後の方針にかかる事例紹介。
4.持続可能な都市づくりのための方策（官民連携の事業化・民間資金導入（民間の資本やノウ
ハウの活用）、資金調達（民間の資金や経営能力、技術能力の活用））の紹介。
5.自治体における総合計画策定とその実施及びモニタリングの取組について理解する。
6.研修員間で各都市が抱える課題を共有し、対応可能な方策について議論する。
7.研修で習得した知識や技術を用いて、取り組むべき方策について取りまとめる。

30受入可能上限数：

英語/西語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)、北九州
市

【目標】
講義、視察、討論を通じて、日本の先進事例を理解し、取り組むべき課題を整理するとともに
解決に向けた方策について議論することで、都市計画策定及び実施能力が向上する。
【成果】
1.持続可能な都市計画について日本の取り組み事例を理解する。
2.持続可能な都市づくりのための方策（官民連携スキーム、ファイナンスなど）について理解
する。
3.日本の自治体における総合計画の実施にかかる取組について理解する。
4.日本及び参加国が推進する各施策について理解を深める。
5.都市計画策定及び実施に係る課題が整理され、解決に向けた政策や方策、取組を取りまとめ
る。

【対象組織】
1.自治体の都市計画局、開発計画局、公共
事業局
2.中央政府の自治体の都市計画・開発計画
等を管轄する部署

【対象人材】
1.自治体の都市計画局、開発計画局、公共
事業局等の局長クラスもしくは中堅管理職
2.中央政府の自治体の都市計画・開発計画
等を管轄する部署の中堅管理職
3.都市計画や開発計画に係る業務経験が8
年以上ある者

持続的な都市開発のための都市経営
Urban Management for Sustainable Urban Development

JICAが都市開発・都市交通M/Pを計画・実施中、実施済の国を優先。

都市計画策定段階から計画を実施に移すことを念頭に置き、日本の自治体の経験及び取り組みを事例として、都市の開発管理、財源確保と
民間資本の導入及び都市施設の維持管理等、都市整備にかかる都市経営能力の向上を図る。また、日本が推進する政策（環境未来都市構想
、環境モデル都市、低炭素都市など）を活用し、持続可能な都市計画策定能力向上を目的として実施する。

名

2015～2017

2016/10/16 2016/10/29～

1684763

継続

社会基盤・平和構築部
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JICA事業に関わる機関から応
募者を選考することが望まし
い。

【事前活動】
土地区画整理に関して自国における制度、事業実施状況、及び課題に関するインセプションレ
ポートの作成。課題については本研修を通じて解決したい課題を特定する。

【本邦研修】
講義、視察、ディスカッション、ワークショップ、レポート作成・発表を通じて以下の内容を
学習する。
1.日本の都市計画、都市開発制度、土地区画整理の潮流
2.各国の課題解決に資する権利変換型都市開発事業（再開発事業、土地区画整理事業）の事例
の視察

3.土地区画整理に関する各国の制度・事業の比較研究・意見交換
4.課題解決のためのワークショップ、演習
5.課題解決提案及びアクションプランの作成・発表

【事後活動】
課題解決提案及びアクションプランの組織内での共有及び帰国後活動報告の作成

15受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

国土交通省都市局、公益社団
法人 街づくり区画整理協会

自国における土地区画整理手法（全面買収型ではなく権利変換を基本とする都市開発手法）を
用いた都市開発事業の推進に関して抱えている課題についてその解決の方向が見出され、都市
開発制度の確立／改善／普及に資するアクションプランが提案される。

1.自国で抱えている土地区画整理事業の実施や土地区画整理制度の構築上の課題が整理される
。

2.日本の土地区画整理手法及び制度を理解する。
3.日本の土地区画整理手法の事例、参加国における事例の比較等を通して、自国で抱えている
課題解決について検討する。

4.3.を踏まえ、自国で抱えている都市開発事業実施上の課題解決方向及び自国の都市開発制度
の確立／普及／改善に資するアクションプランが作成される。

【対象組織】
中央及び地方政府で都市計画・都市開発分
野にかかわる政府関係機関で、土地区画整
理を担当している組織。

【対象人材】
1.大学卒業もしくはそれと同等の資格を有
し、原則として都市計画・都市開発分野
で5年以上の実務経験を持つ者

2.原則として30歳から45歳の者
3.都市開発の政策立案あるいは都市開発／
都市計画の実務、特に土地区画整理の実
務に携わっている者

都市開発のための土地区画整理手法
The Land Readjustment Method for Urban Development

土地区画整理手法を活用しているあるいは実際に導入しようとしている国

「土地区画整理手法」（権利変換型の都市開発手法）を用いた都市開発事業を実施しており、そのための制度を整備しつつある国、あるい
は具体的に土地区画整理手法の導入を試みている国を対象とし、土地区画整理手法を活用した都市開発事業の展開や社会的経済的文化的に
適合する土地区画整理制度の確立に向け、日本の経験を伝えるとともに、参加各国の事例比較等を通して、参加者が抱える課題について取
り組む課題解決型のプログラムである。

名

2014～2016

2016/05/18 2016/07/03～

1684766

継続

社会基盤・平和構築部
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１．事前活動：自国の都市計画制度・手法の現状と課題に関するレポート作成
２．本邦研修：以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
（１）インセプションレポートの発表、（２）都市計画総論（日本の戦後の都市計画、国土・
地域計画など） 、（３）都市計画制度（都市計画制度の枠組み、土地利用計画とコン
トロール、建築基準法、地区計画と開発許可制度など）、（４）都市計画各論（都市交通政策
、上下水道計画、景観設計、居住環境、都市防災など）、（５）事例研究（首都圏及び地方都
市）、（６）インテリムレポートの作成及び発表（自国の都市計画制度あるいは手法の改善案
）
３．事後活動：インテリムレポートの組織内での共有及び最終報告書の作成

16受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

一般財団法人 国土計画協会

【目標】
都市開発政策の都市計画・都市開発を担う機関において、自国の課題に対した都市計画及び都
市開発の改善案が検討される。
【成果】
（１）日本の都市計画の概論について理解する。
（２）日本の都市計画制度の枠組みを理解する。
（３）日本の都市計画の個別の手法について理解する。
（４）事例研究を通じて具体的な都市開発の計画及び実施について理解する。
（５）自国の都市計画における課題が抽出され、都市計画に係る改善案が提案される。

【対象組織】
都市計画の策定もしくは都市開発事業の実
施に携わる人口20万人以上の中央又は地方
政府
【対象人材】
（１）大学卒業又はこれと同等の資格を有
し、かつ5年以上の都市計画あるいは都市
開発の実務経験を有する者、（２）人口20
万人以上の中央又は地方政府の行政官で、
都市計画の策定もしくは都市開発事業の実
施に携わる者、（３）原則として45歳以下
の者

都市計画総合
Comprehensive City Planning

人口20万人以上の都市を有する国

開発途上国において都市の人口は増え続けており、都市化のスピードにインフラ整備が追いついていない状況である。交通渋滞のように、
インフラ不足は、都市活動の停滞や都市環境悪化を引き起こしており、早急な解決が求められる。本研修は、日本の都市計画の枠組みを総
合的に学ぶと共に、具体的な都市計画の事例を研究することで、自国の課題に対応した具体的な都市計画及び都市開発改善案を策定、包括
的な枠組みが習得されることを目的とする

名

2016～2018

2016/08/31 2016/10/22～

1684767

更新

社会基盤・平和構築部
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(1) 日本の住宅事情と住宅政策、(2)開発途上国の住宅問題と住宅政策の考え方、(3)日本の建
築規制、(3)日本の住環境整備の歴史、(4)公営住宅、(5)東日本大震災からの復興、(6) 国連人
間居住計画の活動、(7)日本の住宅金融市場と住宅金融支援機構、(8)建築物の環境性能評価手
法、(9)住宅・住環境におけるバリアフリー対応

15受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

一般財団法人 日本建築セン
ター

【目標】
途上国の住宅・住環境の改善、防災政策を担う中央政府、自治体又は政府系関連団体における
当該政策の立案担当者の企画・立案、遂行能力が向上する。
【成果】
(1)日本の土地・住宅所有制度と住宅事情を理解する。(2)日本の公的住宅・住宅金融等に係る
政策・制度の概要、公的住宅の整備事例を理解する。(3)日本の建築規制・誘導に係る政策・制
度の概要を理解する。(4)日本の居住環境整備に係る政策・制度の概要を理解する。(5)日本の
住宅・住宅地の防災対策及び災害復興施策の概要を理解する。(6)各国の政策課題の取り組み状
況を理解し、自国の分析と対応策の検討を行う。

【対象組織】
住宅・住環境の改善・防災事業に関わる中
央／地方政府及び政府関連団体、当該分野
で指導的な役割を果たしている専門家組織
（建築家協会など）、NGOなどの中核メン
バー
【対象人材】
①中央／地方政府及び政府関連団体におい
て住宅・住環境の改善・防災事業のための
政策・制度の企画立案、実施に係る部署の
指導的な役職にある者、②住宅・住環境の
改善・防災のための施策・事業に係る業務
（建築工事実施嬢の技術的な業務を除く）
において3年以上の経験を有する者、③年
齢が30～50歳の者、④大学卒業あるいは同
等の資格を有する者、⑤英語が堪能な者
（TOEFL CBT250以上に相当するもの）

住宅・住環境の改善と防災
Improvement and Disaster Prevention of Housing and Living Environment

途上国では、急速な都市化や人口増が進み、地震、火災等の災害に対して脆弱な住宅・住宅市街地が増大、拡大しており、快適で防災上も
優れた住宅・住環境の整備が重要である。また、発災後の復興では、居住の安定は重要課題の一つである。そこで、こうした途上国の共通
重要課題である住宅・住環境の改善・防災について、日本の豊富なノウハウ、政策を、講義、見学、討論等により紹介し、当該分野の政策
の検討、立案及び推進を促進する。

名

2016～2018

2016/09/27 2016/11/18～

1684768

更新

社会基盤・平和構築部
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対象都市（現時点での想定
）：ジャカルタ、バンコク、
マニラ、ハノイ、ウランバー
トル、ビエンチャン、プロン
ペン、ヤンゴン

1. JICAプロジェクト研究「持続可能な開発」を題材に都市開発プログラムへの新たな視点の議
論

2.「CASBEE 都市」による都市評価・管理の情報収集、途上国からの提言

3.「SATREPS イスカンダル低炭素社会」の経験共有セミナー

4. 自都市での都市開発プログラムの実施の教訓、課題の共有

5. 参加者間のネットワークづくり

16受入可能上限数：

英語

JICA中部

調整中

【目標】
JICAのプロジェクト研究、低炭素シナリオ、CASBEE都市等、持続可能な都市・低炭素な都市の
形成にかかる研究や取り組みの内容を紹介するとともに、参加者がそれぞれの経験に基き「持
続可能な都市」について議論を行い、今後の各都市での持続可能な都市に向けた取組の促進を
図る。

【成果】
1. JICAプロジェクト研究「持続可能な都市」、SATREPS「イスカンダル低炭素都市
」、「CASBEE 都市」等の未来型都市の知識を深める。

2. 途上国での「持続可能な都市」や「CASBEE 都市」の情報を収集し、整理する。。

3. 各都市の都市開発の経験・課題を共有する。

4. 参加者間での情報共有の場づくりを行う。。

【対象組織】
対象都市の都市計画担当部門

【対象人材】
局長もしくはそれに準ずるもの及び中堅職
員（2名）

持続可能な都市形成に向けた都市間連携プラットフォーム
Inter-city cooperation platform for creating sustainable cities

グローバル化する世界において、都市の役割が重要性を増している。開発途上国の都市は急激な経済成長と人口増加により様々な課題に直
面する一方で、気候変動など地球の持続性に大きな影響を与える存在となっており、都市のあり方が問われている。本研修は、都市と地球
規模課題、持続可能な都市づくり等に関する最新の知見や取り組み・経験を学び、共に学び合う「共創」のプラットフォームを提供する。

名

2016～2018

2016/10/16 2016/10/29～

1684861

新規

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】
自国の地域開発の現状と課題を整理したプレトレーニングレポートの作成

【本邦研修】
1.プレトレーニングレポート発表、各研修員による課題の明確化
2.北海道の概要、日本の行政システムと開発局事業概要、北海道総合開発の体制、北海道総合
開発計画、日本の経済成長とその背景、日本の財政と北海道開発予算、地方行政の計画策定
と管理

3.地域開発の実際、地域開発の理論と経験、地域開発アプローチの地域比較、プロジェクト事
例演習

4.産業振興、農村振興とまちづくり、社会資本整備、行財政制度、民間企業の役割、市民参加
、事業評価制度、道外視察

5.モジュールディスカッション/レポート作成、アクションプラン個別指導/発表/ディスカッシ
ョン

【事後活動】
研修員はアクションプランの進捗状況を6ヶ月以内に提出する。

12受入可能上限数：

国土交通省（北海道開発局）

英語

JICA北海道（札幌）

国土交通省北海道開発局、公
益財団法人はまなす財団

総合的な地域開発計画の策定や地域開発関連事業の実施に向け、研修員の所属組織における地
域開発推進体制や予算措置等の制約にも鑑みながら、アクションプランをベースとして効果的
な地域開発実現方策が検討される。

1.自国の地域開発の現状と課題が整理される。
2.北海道総合開発計画の理解を通じ、下記事項について自国の地域開発への適用する際の課題
と対応策が整理される。
北海道総合開発の目的と行政の仕組/北海道総合開発計画の推進、管理方策/中央・地方政府
間、地方政府と民間企業や地域コミュニティ間の役割、調整の仕組み

3.北海道の地域開発事例（産業振興、環境保護、公共事業等）を学ぶことで、地域開発の具体
的実践方法を理解する。

4.地域開発を比較、検討し、開発事業、政策に係るモニタリング・評価手法を学び、自国に適
用可能な地域開発計画の管理手法を検討できるようになる。

5.研修員が属する組織や部署の所掌範囲に鑑みつつ、自国の総合的な地域開発に向けた様々な
取り組みのうち、具体的に実行しうるものについて、アクションプランとしてとりまとめ、
発表する。

【対象組織】
開発途上国の地域開発に携わる組織

【対象人材】
<職位>
地域開発に携わる中上級行政官

地域開発計画管理
General Management for Regional Development and Planning

北海道は開発の歴史が１４０年余りと短いものであるにもかかわらず、国際社会で一国に相当する社会・経済規模を創出させることに成功
させた。本コースでは、この世界的に見ても貴重な地域開発事例の推進過程で蓄積された総合計画、実行及び推進管理の手法について紹介
し、研修員に多様なセクター・地域を対象にしながら総合的、長期的に地域開発に取り組むことの重要性を認識してもらい、参加国におけ
る地域開発の具体的な計画の検討を促す。

名

2014～2016

2016/10/10 2016/11/26～

1684769

継続

社会基盤・平和構築部

-296-



国立民族学博物館
http://www.minpaku.ac.jp/r
esearch/sc/training/museol
ogy

滋賀県立琵琶湖博物館
http://www.lbm.go.jp/

【事前活動】 自国における博物館と博物館を中心にした地域振興の状況並びに研修員の所属す
る博物館の活動と自己の職務内容についてのレポートを作成する。

【本邦活動】 以下の項目に関する講義・実習・視察・討論をおこなう。
1. 日本ならびに世界の博物館の歴史と現状、法体系、倫理規定、各国の文化政策
2. 資料の調査、収集、保存、梱包と輸送、写真撮影、映像記録、データベース化、広報、ミ

ュージアム・ショップの運営
3. 展示の設計と実際、ユニヴァーサル・デザイン、学校・生涯教育との連携、住民との協働、

観光の振興、歴史的記憶の継承
4. 資料保存、展示デザイン、博物館と地域の連携、考古資料の発掘と管理等個別プログラム履

修による専門的知識・技術の習得

【事後活動】 普及プログラム案を所属機関で承認の上、帰国後6カ月以内にJICA事務所に報告
 。所属機関において実施に移す。

12受入可能上限数：

文部科学省

英語

JICA関西（業務二）

国立民族学博物館/滋賀県立
琵琶湖博物館

【目標】
博物館専門職員の実践的な普及活動を通じて、地域コミュニテイと結びついた博物館の運営に
必要な知識と経験、手法が当該国の博物館等の学芸員、実務スタッフの間に共有されるととも
に、研修を通じて築き上げられた国際的ネットワークによって、その知識・手法の相互の持続
的啓発が可能となることを目標とする。
【成果】
1. 博物館学の理論と実践についての総論的事項を解説・普及できる。
2. 博物館資料に関する収集・整理・保存の方法を体得し自ら実践・普及できる。
3. 博物館資料の展示について、設計・実施のノウハウを体得し自ら実践・普及できる。
4. 博物館の社会連携（教育、地域振興、観光開発、防災等）につき、自らプランを立て実践・

普及できる。
5. 博物館の組織としての運営について、研修員が所属する博物館に反映しうる部分に関し、自

らプランを立て、普及できる。
6. 個別研修プログラムで選択した特定分野について、実践に直結した知識と技術を体得し、応

用できる。
7. 研修成果をもとに、自身の所属機関の実情に応じた普及プログラムを作成し、実践する。

【対象組織】
人文社会系博物館および自然系博物館、な
らびに文化遺産管理機関
【対象人材】
＜対象人材＞
次にあげるいずれかの分野において実務に
携わっている博物館活動の専門職員： 収
集、ドキュメンテーション、保存、展示、
教育、社会連携、その他の関連分野
＜資格要件、職務経験＞
博物館や、博物館を中心にした地域振興に
かかわる専門業務で3年以上の実務経験を
もつこと

博物館とコミュニティ開発
Museums and Community Development

博物館は歴史、自然や文化に関する資料の集積、情報の発信拠点である。住民とともに、地域文化への誇りや環境への意識を高める活動を
持続的に行うことで、博物館はコミュニティ開発の中核を担うことができる。本コースでは、途上国の博物館学芸員を対象に、博物館活動
に不可欠な実践的手法を習得する総合的な研修を行い、各国の経済・文化振興やコミュニティの観光開発に貢献できる人材を育成すること
を目的とする。

名

2015～2017

2016/09/26 2016/12/17～

1684770

継続

社会基盤・平和構築部
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国土地理院
HP：http://www.gsi.go.jp/E
NGLISH/index.html

1. 単元目標の1.について
(1)基準点測量概論（基準点測量・水準測量等）、測量機器（検定・機能等） (2)日本の基準
点体系（GNSS連続観測点、三角点の関係） (3)GNSS衛星概論（GPS、GLONASS、準天頂衛星等
2. 単元目標の2.について
(1)日本のGNSS連続観測システムの概要 (2)GNSS連続観測システムのデータを用いた基準点測
量 (3)基準点測量実習 観測・解析 (4)国家基準点の成果の管理・提供およびGNSS連続観測
点観測データの提供手法
3. 単元目標の3.について
(1)日本におけるGNSS連続観測点観測データの活用事例（道路現況レーザ計測（MMS）、空中三
角測量（GPS/IMU）等及びGNSS連続観測システムの今後の展望）
4. 単元目標の4.について
(1)測地系の変換（測地系の変換パラメータの算出、世界測地系への移行のメリット）
5. 単元目標の5.について
(1)自国の基準点の管理・活用の現状と問題点の発表 (2)自国に適した基準点の管理のあり方
及び利活用施策、その実現に向けた計画についてのレポート作成及び発表

9受入可能上限数：

国土交通省（国土地理院）

英語

JICA筑波（研修業務）

国土交通省国土地理院

【目標】
地理空間情報を整備・活用するうえで位置の基準である国家基準点の管理の重要性を認識し
、GNSS連続観測点網の構築と世界測地系（世界共通の経緯度の基準）への対応を想定して、自
国に適した国家基準点の管理のあり方とその利活用方策を提案し、その実現にむけた計画を策
定できる。
【成果】
1. 測位衛星を利用した測量方法を説明できる 
2. GNSS連測観測システムを活用した測量方法を説明できる 
3. GNSS連続観測システムを活用した地理空間情報の整備方法を説明できる
4  世界測地系の導入・活用方法が説明できる
5. 自国の国家基準点管理の状況や情報通信インフラの整備状況等を踏まえたうえで、適切な基

準点管理のあり方及び利活用方策について提案するとともに、その実現に向けた計画を策定
できる

【対象組織】
国家測量機関
火山・地震観測研究機関
【対象人材】
以下を全てみたす者
1. 対象組織の技術系管理職員又は同等な

職にある者
2. 大学卒業または相当以上の学識がある

者
3. 測地分野で７年以上の経験を有する者

国家基準点管理の効率化と利活用
Management and Utilization of National Control Points for Efficiency of Survey

近年、測位衛星を活用する測量機器の普及によって地理空間情報がより効率的に整備可能となったことを踏まえ、地理空間情報の整備・活
用に不可欠な国家基準点について自国に適した管理のあり方とその利活用方策を策定できる人材の育成を目標に、衛星測位の方法を習得し
、日本におけるGNSS連続観測システム（測位衛星を使った測量のための基準点網）の利活用状況を理解し、各国の状況にあった国家基準点
の管理手法や活用方法を身につける。

名

2015～2017

2016/05/22 2016/07/02～

1684772

継続

社会基盤・平和構築部
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国土地理院webサイト内
International Training
Course ページ

http://www.gsi.go.jp/ENGLI
SH/page_e30219.html

【事前活動】 研修員の組織内における業務に関する課題についてインセプションレポート作
成

【本邦研修】 以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。

（１）測量行政制度(法体系)、測量行政の課題、地球環境、測量教育、情報処理等。

（２）測量事業を計画及び管理をするための手法（マネジメント）、発注業務

（３）基準点測量（国家基準系）、写真測量、リモートセンシング、地図調製等

（４）地理情報システム(GIS）、Webマッピング、防災・災害関連等

（５）プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法によるアクションプランの作成と発
表

【事後活動】 帰国6ヵ月後のプログレスレポートの提出、帰国一年後のアクションプランの具
体的な実施方法の検討及びファイナルレポートの提出

10受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA筑波（研修業務）

国土交通省国土地理院

【目標】
国家測量・地図作成機関が地理空間情報整備の促進に関する業務改善策が策定される。

【成果】
1.我が国の測量・地図作成行政及び法的枠組の理解を深め、自国の測量・地図行政の在り方が
考察される

2.地理空間情報整備の基礎となる測量、地図作成理論及び実作業への理解を深める

3.地理空間情報の応用と最新技術の動向を理解し、自国における地理空間情報の利活用につい
て整理される

4.自国の測量・地図作成行政の改善に資するプロジェクト案を企画立案し、実現するための技
術を習得する

5.習得した政策・技術を国の測量・地図作成行政に活用することを目的としたアクションプラ
ンが策定され、アクションプラン実現のための環境づくりに取り組む

【対象組織】
国家測量・地図作成機関
【対象人材】
国家測量・地図作成機関の技術系管理職員
又は同等な職にある者

測量・地図作成分野で実務経験が７年以上
有する測量技師

大学卒業または相当以上の学識がある者

国家測量事業計画・管理
Planning and Management of National Mapping and Surveying

測量・地図作成技術協力案件等が実施された、または実施中の国

地理空間情報は国家開発及び防災等に必要不可欠な基盤情報であるという事実を踏まえ、開発途上の各国において、国家測量・地図作成機
関が信頼できる地理空間情報を適切に提供できるよう、地図の作成・更新・利活用等の地理空間情報に関する事業計画及び管理を担う中核
的人材を養成する。それにより自国の地図行政における政策形成と業務改善を行えるようにする。

名

2016～2018

2016/08/16 2016/12/17～

1684773

更新

社会基盤・平和構築部
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【事前活動】
所属部署の業務、問題点と原因、解決策にかかるインセプションレポートを作成する。
【本邦研修】
以下の内容の講義、実習、視察、討論を行う。
1. 日本の社会資本整備の歴史と現状、構想段階における市民参加、実用的な市民参加型手法、

公共事業における市民参加の事例
2. (1)基本政策： ｱ.住民移転政策、日本における公共補償制度、ｲ.公共事業による非自発的住

民移転への対応
 (2)環境社会配慮における非自発的住民移転の実態：ｱ.環境社会配慮への対応 ｲ.事業実施

手法
 (3)少数民族への環境社会配慮～アイヌ二風谷訴訟の事例

3. 参加者の自国での制度構築に向けた進捗状況や課題についての討論、ケーススタディや住民
協議にかかるロールプレイングを通じて、所属部署での課題解決に関するアクションプラン
の作成

【事後活動】
帰国後参加者は関係者に研修成果を共有し、自身の活動状況についてJICA事務所に報告する。

12受入可能上限数：

英語

JICA北海道（帯広）

調整中

【目標】
公共事業に携わる中央政府レベルの省庁において、公共事業の計画段階における住民移転・土
地収用に関する環境配慮を念頭におき、住民参加・合意形成のためのプロセスガイドラインの
最終案が作成される。（目標は案件期間全体で達成する）
【成果】
1. 公共事業の計画プロセスへの市民参加手法を理解し、実践することができる。
2. 環境社会配慮に基づく非自発的住民移転、損失補償のあり方を理解し、自国の制度の問題点

を分析できるようになる。
3. 公共事業計画段階において、市民参加ならびに非自発的住民移転・土地収用に関する環境社

会配慮を基本とする仕組み、ガイドライン、条例に関する提案または修正ができるように
る。

【対象組織】
・インフラ案件に係る公共事業を所管する
省庁
・住民移転・土地収用の制度整備を所管す
る省庁
【対象人材】
＜職位＞
公共事業に伴う市民参加、合意形成および
住民移転の実施に携わる行政官
＜職務経験＞
5年以上

公共事業における市民参加、合意形成及び住民移転
Public Participation, Consensus Building and Resettlement in Public Works Project

多くの開発途上国では、公共事業が環境社会配慮の面で課題を抱え、（わが国からの円借款事業および無償資金協力事業を含め）事業の円
滑な実施に支障をきたしている。事業実施に伴う非自発的住民移転や生計手段の喪失の影響を受ける者に対しての十分な補償および支援が
社会環境配慮の観点から適切なプロセスを経て行われる必要があり、情報公開プロセス、補償基準等整備のためのガイドラインの策定が求
められている。

名

2015～2017

2016/07/26 2016/08/27～

1684774

継続

社会基盤・平和構築部
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１か国からの参加者を複数名
にすることで、その国内の関
連省庁や研究機関等の複数の
機関からの応募を推奨し、研
修成果の国内への普及と基準
の策定・改善などアクション
の実現も図る。

【事前活動】
自国の建築基準、規制システム、建築防災政策の現状と課題に関するインセプションレポート
の作成

【本邦研修】
1.インセプションレポート発表 
2.導入・概論（日本の建築事情、建築基準、災害のメカニズム・特性など）
3.構造安全（建築物の構造安全、建築物の耐震基準、日本の伝統的木造建築物の基準など）
4.防火・避難（建築物の防火、避難、消防設備など）
5.災害からの教訓及び防災政策（阪神淡路大震災とその後の復興、東日本大震災とその後の対

応、地震被害対策、住宅の耐震化など）
6.持続可能性（省エネルギー対策、省エネルギー建築物など）
7.建築規制の運用（地方教協団体の業務、指定確認検査機関及びその業務）
8.アクションプラン（自国の建築防災政策の改善に係る行動計画）作成

【事後活動】
アクションプランの組織内での共有及びファイナルレポートの作成

16受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

国土交通省住宅局、一般財団
法人日本建築センター

【目標】
自国で防災上安全な建物を普及するために必要な基準・制度が整備される。

【成果】
1.日本の建築基準（特に耐震及び防火の分野）、建築規制システム及び建築防災政策について
理解する。
2.自国で解決されるべき課題を抽出し、日本のシステムの適用可能性について検討する。
3.自国で防災上必要な建物を普及するために必要な諸基準・制度の改善に係る活動計画書が作
成される。

【対象組織】
建築基準、規制システム、建築防災政策の
施策に関わる政府及び政府関係機関及びこ
れに関係する機関（地方政府などの実施機
関,基準作成に関わる研究機関,実務者の指
導的機関など）
【対象人材】
1.上記組織に所属し、建築基準の制定、規
制システムの整備・実施に関わっており、
指導的立場になることが期待される者
2.建築行政、建築設計、建築構造等の建築
技術関係の経験を5年以上有する者
3.原則として50歳以下の者

建築防災（地震、津波、火災、台風等に対して）
Disaster Prevention of Buildings(against Earthquake, Tsunami, Typhoon, Fire, etc.)

地震、津波等の分野のJICA事業を実施中、検討中の国が望ましい。

近年、世界各国において地震や津波などの大災害が発生し、甚大な被害を引き起こしている。安全な建築物は人々の生命を守るが、秩序な
く建築された建築物は人々の生命を奪う。安全な建築物は、適切な建築基準と規制システムを通じて建築される。この点を踏まえ、本研修
は、日本の経験に基づいて、建築基準、建築規制システム及び建築防災政策を習得するものである。

名

2015～2017

2016/06/21 2016/08/06～

1684776

継続

社会基盤・平和構築部
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JICA事業に関わる機関から応
募者を選考することが望まし
い。

【事前活動】
自国の都市交通政策、取組み状況、課題などについてインセプションレポートを作成する。

【本邦活動】
1.都市計画総論（都市計画法、土地利用計画、都市開発の概要、市街地再開発など）
2.都市交通計画総論（日本における都市開発と交通計画、行財政システム、都市交通計画の概
要、都市交通計画の調査/分析など）

3.都市交通計画各論（交通需要管理、モノレール/LRT/新交通システム、都市部における高速道
路、モビリティ・マネジメントなど）

4.JICAストラーダ（将来交通需要予測ソフト）演習
5.事例研究（特徴的な都市交通の視察）
6.自国での都市交通改善に係る提案書（インテリムレポート）作成及び発表

【事後活動】
所属組織にて提案書（インテリムレポート）を検討し、ファイナルレポートとしてまとめる。

20受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

国土交通省都市局、一般財団
法人国土計画協会

途上国の都市交通関連機関において現在取り組まれている都市交通制度・手法に係る諸問題に
対し、適用可能な改善計画が策定される。

1.事前活動として、研修員所属機関において取り組まれている課題が予備的に整理される。
2.日本における都市交通関連制度の概要や各関連機関の役割が説明できる。
3.交通需要予測・解析プログラム（JICAストラーダ）を用いて、基本的な都市交通の需要分析
ができる。

4.現行の都市交通計画の枠組みにおいて自組織の都市交通計画に関する課題が明確化され、新
たな都市交通アプローチ／手法についての改善提案書（インテリムレポート）が作成される
。

5.帰国後、研修員所属機関において改善提案書が共有され、その実施・実現に向けた検討がな
される。

【対象組織】
人口50万人以上の都市で都市交通政策立案
もしくは都市交通計画実施を担う機関

【対象人材】
1.都市交通計画及び監理の実務経験を3年
以上有する者

2.人口50万人以上の都市で都市交通または
都市交通施設の計画/実施に携わってい
る者

3.原則として40才以下の者

総合都市交通計画
Comprehensive Urban Transportation Planning

人口50万人以上の都市を有する国、都市交通M/P実施中・済の国を優先。

本研修は、都市計画と密接に連動した総合的な都市交通計画の策定能力の向上を目的として研修を実施する。講義、視察、演習、討論を通
じて、道路計画、公共交通計画、交通管理計画に関する理論が習得され、実践的な分析ツールを用いた分析能力が強化される。

名

2014～2016

2016/10/10 2016/12/10～

1684777

継続

社会基盤・平和構築部
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(A)2016/07/03-2016/08/06
  (英語：東京)
(B)2017/01/15-2017/02/18
  (英語：東京)

JICA事業に関わる機関から応
募者を選考することが望まし
い。

【事前活動】
自国の都市交通政策、取組み状況、課題などについてインセプションレポートを作成する。

【本邦活動】
1.都市交通政策及び計画論（都市交通政策及び制度の発展、日本の公共交通政策、都市交通計
画の進め方、都市交通に伴う環境問題とその評価など）

2.都市公共交通概論（鉄道公共交通の状況と政策及び事情、自動車交通政策及び事情、都市鉄
道・鉄軌道など大量輸送機関の整備・運営プロジェクト管理計画、都市における交通制御、
首都圏における地下鉄及びバス事業など）

3.事例研究（首都圏及び地方都市における都市交通の視察）
4.インテリムレポート作成（都市公共交通に関する課題が明確化され、自組織の戦略または運
営管理の改善に向けた提案書を作成する）

【事後活動】
所属組織において提案書（インテリムレポート）を検討し、ファイナルレポートとしてまとめ
る。

26受入可能上限数：

国土交通省（運輸）

英語

JICA東京（経済環境）

国土交通省総合政策局、一般
社団法人海外運輸協力協会

途上国の都市交通所管機関が現在取り組んでいる各種対策に資する都市公共交通計画及びその
運営管理の改善に向けた課題を整理し、改善の方向性を検討する。

1.自国の都市公共交通に関する現状と課題が整理される。
2.日本の都市公共交通に関する総合的な知識を習得し、講義と事例研究を結びつけて理解を深
める

3.自国に適用するための応用力を習得し、自国への適用可能性を検討する。
4.都市公共交通に関する各所属組織の計画・運営管理の改善に向けた課題を整理し、改善の方
向性を検討する。

【対象組織】
人口100万人以上の都市で都市公共交通分
野に関する政策決定を行う機関

【対象人材】
1.5年以上の公共都市交通計画・監理の実
務経験を持つ者

2.中央政府または人口100万以上の自治体
で、現に都市公共交通政策の立案や執行
に携わる者（技術者/研究者は不可）

3.年齢45歳以下の者

都市公共交通
Urban Public Transport

人口100万人以上の都市を有する国

開発途上国では都市化や気候変動に伴い慢性的な渋滞や環境問題が深刻化している。我が国は交通調査に基づく需要予測や財務分析を通じ
最適な都市交通システムを構築し、個人当りの環境負荷の小さい公共交通主体の都市を実現している。本研修は、日本の経験を基に持続可
能な公共交通システムの計画・整備・運営・維持管理を、都市開発との連携、交通モード選定、ファイナンス、公共交通事業の管理・規制
、交通結節点整備等の事例を含め紹介する

名

2014～2016

2016/07/03 2016/08/06～

1684778

継続

社会基盤・平和構築部
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(1)日本の国土計画及び政策に関する講義、事例研究、視察、グループ討論。
(2)日本の国土・地域政策（地方分権、都市計画、中小地方都市振興政策等）に関する講義、事

例研究、視察、グループ討論。
(3)グループ討論、講師との自由討論、スタディレポートの作成。

13受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA横浜

調整中

【案件目標】
異なる社会情勢の中で、各国の担当機関が国土の発展等のために有益な国土・地域開発政策又
は計画を円滑に策定出来るよう、その担当行政官が実用的な計画の策定方法及び運営能力を習
得することを目標とする。

【成果】
1.自国の国土・地域政策への活用のため、日本の国土計画及び政策の基本的概念・理論につい
て説明出来る。

2.日本の国土・地域開発政策の応用を通じて、自国の国土・地域政策の問題点、改善点につい
て説明出来る。

3.上記2項目で得た知識を自国の問題解決に適用し、スタディレポートを作成することが出来る
  。

【対象組織】
国土・地域政策の策定・実施を担当する政
府機関

【対象人材】
1.国土又は地域開発計画や政策の策定また
は実施業務に従事していること
2.上記分野における２年以上の勤務経験を
有していること
3.大学卒業又は同程度の学歴を有している
こと
4.十分な英語力を有すること

国土・地域開発政策
National and Regional Development Policy

中長期に国土・地域開発に係る政策等を推進し、課題とする国。

国土・地域開発政策やプロジェクト従事している政府関係者が対象。参加者は日本における国土・地域政策に関する政策・戦略や開発計画
、プロジェクトの好事例や開発における効果的なマネージメントシステム等について研修を受ける。研修の成果として各国や各研修員のお
かれた状況に応じた国土・地域開発にかかる改善策をスタディレポートとして取りまとめる。

名

2016～2018

2017/01 2017/02～

1684780

更新

社会基盤・平和構築部
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17.貧困削減
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1. 本研修は、座学以外に森
林斜面等での実習も含むこと
から、妊娠している者は参加
できない。

【事前活動】
自国（または活動地域）における森林及び周辺地域の現状と課題、所属組織等に関するカント
リーレポートを作成する。

【本邦研修】
以下の内容に関する講義、討議、視察及び実習等を行う。

1. 日本の森林・林業（組織、政策、活動、その役割等）

2. 森林を取り巻く国際的な議論の動向（REDD+等）

3. 国際機関、JICA、NGO等の取組（組織、活動、途上国支援の現状・課題等）

4. 日本における森林・林業分野の技術開発及び研究

5. 日本の地方における森林資源を活用した産業開発、里山林を含む森林生態系の管理・生物多
様性保全

6. PCM(Project Cycle Management)手法の習得

7. 持続的森林経営のための行動計画書の作成

<事後活動>
本邦研修で作成した行動計画書をJICA国別事務所及び参加者の所属組織において報告する。

15受入可能上限数：

農林水産省

英語

JICA東京（経済環境）

林野庁 森林技術総合研修所

【目標】
森林を取り巻く国際的な動向や国際機関の取り組み、我が国の森林・林業分野における優れた
技術や先駆的取組を説明可能になるとともに、自国における森林資源の持続的利用を実現する
ため、課題分析手法の習得を通じて、自国の政策課題解決のための行動計画を研修参加者の所
掌に応じて作成する。
【成果】
1. 我が国の森林・林業行政の現状や、森林を取り巻く国際的な議論の動向、途上国における国
際援助機関による当該分野の協力の取組等の学習を通じて、国際的な視点に立った自国の森林
の現状及び制度に係る理解が増進する。

2. 我が国の産官学による森林・林業に関する優れた技術や先駆的取組を学習し、自国の持続的
森林経営に関する政策課題解決の方法論提示に必要な知識・能力を会得する。

3. PCMを活用して、自国の森林経営に係る課題を整理・分析する能力を会得する。

4. 所属組織もしくは活動任地における森林経営の取組のための行動計画書を英語（及び自国の
母国語）で作成する。また、行動計画書の質を高めるべく、研修の総括としてプレゼンテーシ
ョンを行う。

【対象組織】
森林経営を担当する行政機関
【対象人材】
1. 大学卒業者

2. 現在中央政府の森林経営・保全担当部
局（国立公園・保護区管理事務所等の地方
出先機関を含む）の行政官であること

3. 中央政府及び地方政府の森林経営部門
の業務経験を3年以上有すること

4．所属組織の勤続経験が6年以上であるこ
と

持続可能な森林経営のための政策立案能力の強化
Proceeding Ability of Policy Making for Sustainable Forest Management

気候変動枠組条約や生物多様性条約等森林の重要性に係る地球規模での議論が高まる一方、多くの国では森林の減少・劣化が進展しており
、森林経営担当の行政職員の政策立案能力の強化は喫緊の課題である。本研修では、森林を取り巻く国際的な動向や我が国の産官学による
森林・林業に係る優れた技術や先駆的取組を学習するとともに、持続的森林経営に向けた自国の政策課題の解決のための行動計画を作成す
る。

名

2016～2018

2016/08/21 2016/10/22～

1684739

更新

地球環境部
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18.環境管理
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更新に当たり、平成24年度ま
で実施中の「大気保全行政」
の内容を見直し・改善。

【事前活動】

自国の大気環境管理の現状及び課題についてカントリーレポートを作成。

【本邦研修】

以下の内容の講義、実習、視察を行う。

（１）日本の大気環境政策、固定発生源・移動発生源対策の枠組み、大気汚染物質の環境影響
、環境基準

（２）大気測定概論、大気測定技術及びサンプリング（実習を含む）、大気環境モニタリング
の体系、自治体におけるモニタリング体制、精度管理・精度保証、モニタリングデータの評価
・解析、測定局等の見学

（３）大気汚染物質の排出源の概要、排出インベントリの構築手法、拡散モデルの特徴、大気
モデリングによる輸送・化学プロセスの表現、輸送・化学モデルの特徴と選択、大気モデリン
グによる対策効果の検証、排出インベントリ構築の実習、大気モデリング実践

（４）アクションプランの作成・発表

【事後活動】

事務所における帰国報告会の開催、アクションプランの組織内精査、帰国後半年以内のプログ
レ レポ ト 提出

12受入可能上限数：

環境省

英語

JICA東京（経済環境）

一般財団法人 日本環境衛生
センター

【目標】
研修員が本邦研修で習得した知識や技術を活用することにより、派遣国のローカルな又は国レ
ベル、あるいは国境を越える地域の大気環境管理能力の向上に寄与する提案が、アクションプ
ランとして策定されるため、以下を達成する。
【成果】
１．大気環境管理の全体像について理解する。

２．さまざまな大気汚染物質のモニタリングの技術及び体制構築の要点について理解し、自ら
の国・地域への適用可能性について検討する。

３．さまざまな大気汚染物質の排出源及び排出量の把握方法の要点について理解し、自らの国
・地域への適用可能性について検討する。

４．国や地域の実施可能な大気環境管理アクションプランを作成できる。

【対象組織】
大気質管理を担う中央政府・地方自治体・
研究機関
【対象人材】
"研修員は、以下の資格を満たすことを要
件とする。

・政府による推薦を受ける

・中央又は地方の行政機関で大気環境行政
に携わる中堅職員

・実務経験３年以上

・大学卒業又は同等の技術的資格を持つ者

・英語の読み書きとコミュニケーションの
能力を十分有する者"

大気環境管理に向けたキャパシティビルディング
Capacity Building towards Air Quality Management

途上国における現在及び将来の人健康や動植物に対する大気汚染物質による悪影響を抑制するため、ローカル・国・国境を越えた地域など
あらゆるレベルでの適切な大気環境管理が必要となっている。本研修は、日本が保有する知見・経験を活用し、大気汚染物質の大気中濃度
のモニタリングや、対策検討の前提となる排出インベントリの整備、モデルを活用した対策効果の予測など、科学的手法に基づく大気環境
管理の能力構築を図るもの。

名

2016～2018

2016/07/10 2016/08/11～

1684789
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＜事前活動＞

ジョブレポートの作成

＜本邦活動＞

1.法・条例体系、大阪市の自動車公害対策の歴史及びケーススタディ、大阪の自動車公害防止
計画の策定経験

2.見学：大気汚染常時監視施設、自動車排出ガス実車実験施設

実習：自動車排出ガス測定、排出量算定、大気拡散シミュレーション

3.都市交通計画、交通量調査・予測、Environmentally Sustainable Transport (EST)、渋滞対
策、モビリティマネジメント、省エネ（エコドライブ等）

4.ジョブレポートの発表、アクションプランの作成に向けてのワークショップ・発表

＜事後活動＞

所属組織におけるアクションプランの共有と検討、実施状況に関する進捗報告

15受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

調整中

【目標】
研修員所属先において、自動車公害対策に関する計画策定能力が向上する。
【成果】
1.自国の研修員所属先機関（自動車公害対策担当部署/都市・交通計画担当部署）の自動車公害
にかかる問題点・課題を明確化する。

2.自動車公害対策の概要について、大阪地域のケーススタディ（対策手法、住民との関係のあ
り方）等を交えることにより、具体的に理解する。

3.自国の排出状況を把握し排出量管理を行うための方法を理解し、自国の自動車公害対策を検
討するための基礎とする。

4.自国の状況に合った持続可能な交通システムの導入･定着に向けた計画理念を理解し、住民教
育の手法を習得する。

5.自国に適用できる知識や技術を用いた自動車公害対策のアクションプランを作成する。

6.研修員の所属組織においてアクションプランを共有・検討する。

【対象組織】
国及び自治体において自動車公害対策や都
市交通対策の政策立案を担当する機関
【対象人材】
<職位>

国及び自治体において自動車公害対策や都
市交通対策の政策立案を担当する部署に所
属する行政官及び技官

<職務経験>

環境対策の業務経験が3年以上ある者。3年
間を通じて中央政府/同一自治体から、自
動車公害対策担当者と都市交通計画担当者
の両方の参加が望ましい。

<その他>

十分な英語力を有する者

自動車大気汚染対策
Control of Air Pollution from Motor Vehicles

自動車公害防止計画を必要とする国

大気汚染の原因の一つとして、移動発生源である自動車公害対策に焦点を絞り、自動車排出ガス対策技術の側面だけでなく、都市交通計画
などの社会的側面を含め、環境適合技術(EST)としての公共交通を中心とした、環境的に持続可能な交通(EST)システムへの取り組みを念頭
に置いた道路交通環境管理計画の策定手法などを習得する。

名

2016～2018

2016/11/01 2016/11/30～
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(A)2016/08/14-2016/10/01
  (英語：九州)
(B)2017/01/08-2017/03/04
  (英語：九州)
(C)2016/09/04-2016/10/29
  (英語：関西)

以下の内容について講義・視察・実習・討論・発表を行う。

1.下水道法、下水道普及の歴史、公害対策、自治体における防災を含む下水道河川事業・上水
道事業概要

2.下水道計画、下水道管路・管渠・施設の計画・設計、各種下水処理方法、小規模下水道事業
概要、汚泥処理

3.下水道管路・管渠、処理場、ポンプ場の維持管理
4.自治体による下水道経営・広報活動
5.自治体による事業場排水規制、企業の排水処理
6.アクションプラン作成・発表、ファイナルレポート作成・提出

30受入可能上限数：

英語

JICA九州/JICA関西（業務一
）

福岡市道路下水道局、公益財
団法人 北九州国際技術協力
協会、一般財団法人 都市技
術センター

本研修を基に作成したアクションプランが実施され、下水道システムが改善される。

1.日本における下水道関連法および地方自治体での下水道及び関連分野の施策と事例について
説明できる。

2.下水道システム（管路、施設）の計画・設計に必要な基礎技術および各処理方法の特色を説
明できる。

3.下水道システム（管路、施設）の維持管理に必要な基礎技術を説明できる。
4.下水道経営の考え方・広報活動について、事例を説明できる。
5.事業場排水処理規制の概要と事例について説明できる。
6.研修で得た知識を踏まえたアクションプランが策定される。

【対象組織】
下水道事業に関わる行政関連組織

【対象人材】
1.下水道システムや廃水処理に携わる技師
2.当該分野の職務経験が5年以上の者
3.大卒もしくはそれと同等の学歴を有する
者
4.英会話・英語読解力に堪能な者

下水道システム維持管理
Operation and Maintenance of Sewerage System

研修実施場所の地方自治体の協力の下、日本における下水道事業を概観し、経営を含む計画・維持管理について扱う。都市向けの大規模処
理が中心となるが、中～小規模集落向けの下水設備についても紹介する。

名

2014～2016

2016/08/14 2016/10/01～
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1.日本の水域管理概論、水環境関連公害（水質汚染、地盤沈下、土壌汚染）発生の歴史、被害
実態、要因。公害克服と持続的な水環境の保全と利用に向けた各種施策（水道水源、湖沼、
閉鎖性水域、地下水、農用地・市街地土壌）の制定の経緯、全体の体系、役割。水質環境基
準（健康、生活環境、水生生物）、水環境行政の歴史、中央政府、地方自治体、民間企業、
市民の役割、世界の水環境問題、国際条約等

2.上水水源の水質保全対策、水源の開発規制、水質モニタリング、上水事業概論、廃水管理概
論、水質総量規制概論、日本の有する浄化槽による廃水処理技術、浄化槽によらない廃水処
理、下水道事業、

3.政策立案方法演習、ジョブレポート作成を通じた課題整理、発表会による各国の課題共有、
アクションプラン作成指導

13受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会(KITA)

【目標】
研修にて作成された所属組織におけるアクションプランを実施し、所属組織における水環境行
政が強化される。
【成果】
【単元毎の目標】
1.日本の水環境行政や地方自治体の水環境の取り組みについて説明でき、自国の水環境に生か
すことができる。

2.日本の水環境対策を理解し、各国各地方の状況にあった水環境政策立案への、適応の手段を
説明することができる。

3.研修内容をもとに、水環境行政改善の為の現実的なアクションプランを作成される。

【対象組織】
各国2名参加を推奨。2名参加する場合以下
1.2に相当する部局、組織を対象と想定。

1.中央及び地方政府の水環境政策立案や水
環境管理の実施を担う部局

2.行政の指示のもと、水環境管理を請け負
う機関

【対象人材】
【研修員の職位】
各国2名参加を推奨。2名参加の場合以下
1.2に相当する組織から各1名参加を想定す
る。
1.中央及び地方政府の水環境政策立案や水
環境管理の実施を担う行政官。

2.行政の指示のもと、水環境管理を請け負
う機関にて、指導的役割を担う職員

【研修員の職務経験】
当該分野で実務経験5年以上の者

水環境行政
Water Environment Administration

水環境関連の公害発生とその克服、持続可能な水環境の保全・利用に関する日本の経験を学ぶ。水環境（水道水源、湖沼、閉鎖性海域、地
下水、その他水環境と関係の強い農地・市街地土壌環境も含む）に関する国際条約、日本の省庁の法律、地方自治体の条令等の法体系の整
備の歴史と概要、それに基づく行政、民間企業、市民の果たす役割を学ぶ。これらをもとに参加者の自国、所属組織での水環境政策立案及
び実施能力の向上を目指す。
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【単元1】 ・地方行政概論 ・課題分析ワークショップ

【単元2】  ・水質保全行政概論 ・排水処理技術総論

【単元3】 ・下水道計画論 ・下水道経営論 ・浄化槽技術 ・処理場の維持管理

【単元4】  ・研修への振り返りのまとめ ・アクションプランの作成・発表

【単元5】  ・事後普及活動（事後） ・普及活動報告書提出（事後）

9受入可能上限数：

西語

JICA中国

調整中

【目標】
自国の状況に適した排水処理対策を立案・実施するための知識・技術を習得し、それらが自国
において共有される。
【成果】
（1） 日本での排水処理の取り組みについて理解し、自国の現状と比較して説明できる

（２） 水環境保全及び生活環境保全における排水処理の意義・重要性を理解し、自国で有効
な測定方法や処理技術を説明できる

（３）下水道計画や下水処理技術、処理場維持管理技術について、基礎的な知識・技術を習得
し、自国で適用可能な技術や問題解決法を提案できる

（４）研修で習得した知識・技能を踏まえ自国の下水道等排水処理システム、特に排水処理管
理改善に向けた方策が提案され、計画実施に向けた検討状況プログレスレポートがJICAに報告
される

【対象組織】
排水処理施設の計画、運転、維持管理を所
掌する中央/地方政府、或いは関連公共団
体
【対象人材】
中央、地方政府及び関連公共団体において
、排水処理に従事する技術者

排水処理技術
Wastewater Treatment Techniques

研修参加者が、日本や途上国における経験・事例を参考として、適切な排水処理の実現に必要な知識・技術を習得し、自国の国情に適した
排水処理対策の能力開発を行う。

名
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(A)調整中
  (英語：東京)
(B)調整中
  (英語：東京)

【事前活動】
(1) カントリーレポート作成

【本邦研修】
(1) 汚水対策及び都市排水対策の基本的概念の理解
(2) 日本の事業実施状況についての学習
(3) 事業計画策定のための手順や個別技術の技術的側面に対する理解
(4) 財政面の検討や維持管理手法の理解
(5) 事業実施体制の検討、住民への啓発活動、安価な技術の紹介等
(6) アクションプラン作成

【事後活動】
(1) 所属組織におけるアクションプランの共有と検討

27受入可能上限数：

国土交通省（建設）

英語

JICA東京（経済環境）

調整中

【目標】
汚水対策及び都市排水対策に関する基本計画を立案するために必要な基本的知識が習得され、
将来、これら基本計画を策定するために必要となる手法とプロセスが理解される
【成果】
1. (事前活動） 自国の汚水対策及び都市排水対策の現状を把握し、課題を抽出する。

2. 汚水対策及び都市排水対策の基本的概念を理解し、自国における課題に対する適切な手法が
検討できる。

3. 汚水対策及び都市排水対策の計画策定から事業実施までの手法やプロセスについて説明でき
る。

4. 自国における汚水対策及び都市排水対策に関する基本計画（案）、住民参加手法を取り入れ
た意思決定プロセス（案）を検討し、課題と展望を含めたアクションプランを作成する。

【対象組織】
主に汚水対策（下水道整備）を実施し始め
た若しくは実施を予定している国もしくは
地方政府、自治体もしくは公共機関
【対象人材】
1. 中央・地方政府または政府関係機関で
下水道整備に従事する職員

2. 汚水対策・都市排水対策分野において3
年以上の実務経験を有すること

3. 汚水対策・都市排水分野（土木工学科
等）での大学卒業または同等の学力を有す
ること

4. 原則、30代であること

下水道・都市排水マネージメント
Sewage and Urban Drainage Management

下水道整備を予定している国（GDP1000～4000ドル/人）

途上国にて衛生環境改善や浸水被害の低減を図るためには、適切な汚水対策及び都市排水対策の計画立案・事業実施が必要である。本研修
は汚水（主に下水道）対策及び都市排水（主に雨水排除）対策の基本的概念を理解し、計画から実施までに対する幅広い講義及び演習を通
じ、自国における課題に対する適切な手法を検討し、自国における汚水対策及び都市排水対策に関する基本計画（案）をアクションプラン
として策定するものである。
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1. 事前活動
(1) カントリーレポート作成
2. 本邦研修
(1) カントリーレポート発表、ディスカッション
(2) 循環型社会の背景・構築、３R政策
(3) 日本の３R関連法制度・環境整備政策の取組、各国法制度との比較・発表
(4) リサイクル政策の基礎となる概念（拡大生産者責任、リサイクル工業団地、リサイクル製
品工業規格、関連省庁の役割等）
(5) リサイクル関連施設視察（リサイクル工場、製品製造工場等）
(6) グループディスカッションによる各国のリサイクル政策の整理・課題抽出
(7) グループディスカッションによる研修振り返り及び自国での今後の取組等

12受入可能上限数：

経済産業省

英語

JICA東京（経済環境）

経済産業省

【目標】
リサイクル産業政策の基盤となる知識を習得し、リサイクル産業発展に資する政策を企画・立
案する能力が強化される。
【成果】
1.（事前活動）各国のリサイクル産業の現状が整理され、課題が抽出される。
2. 各国における循環型社会の構築が求められる背景及びその実現のための政策アプローチにつ
いて説明できる。
3. 日本のリサイクル制度及び政策アプローチの概況について理解し、自国の制度との相違が説
明できる。
4. リサイクル政策の基礎となる基本概念について説明できる。
5. リサイクル関連施設を視察し、自国のリサイクル産業との相違点が説明できる。
6. 日本のリサイクル制度・取組を参考に、自国における適用可能性及びそのための課題を説明
できる。
7. 自国でリサイクル産業政策を推進するための具体的取組についてディスカッションできる。

【対象組織】
リサイクル政策の立案、廃棄物管理行政、
リサイクル産業の育成（工業や中小企業支
援を含む）に携わる省庁
【対象人材】
1.職位
(1)リサイクル政策の立案に携わる部署の
行政官 
(2)廃棄物管理行政に携わる行政官 
(3)リサイクル産業の育成（工業や中小企
業の育成を含む）に携わる部署の行政官

2.その他
(1) 原則、30歳以上

リサイクル制度設計
Development of Recycling Policy

途上国の持続可能な経済発展のために、資源の有効活用を目指した循環型社会の構築に対する必要性が高まる中、各国においては従来の廃
棄物の排出・処理に関する規制政策だけでなく、リサイクル産業育成の視点に立った政策アプローチが求められている。本研修はその流れ
に沿い、日本における制度設計手法（拡大生産者責任）等を学ぶことで、リサイクル産業発展に資する政策を立案することのできる人材を
育成するものである。

名

2015～2017

2016/07/24 2016/08/10～

1684815

継続
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(A)2016/06/13-2016/07/09
  (英語：関西)
(B)2016/10/24-2016/11/19
  (英語：関西)
(C)2016/08/15-2016/10/08
  (ポルトガル語：関西)
(D)2016/08/22-2016/09/17
  (英語：関西)

【事前】
資源循環や3Rの現状について自国の状況を分析したインセプションレポートを作成する。

【本邦研修】
以下の内容の講義、視察、討論を行う。
1-1. インセプションレポートの発表及びディスカッション
1-2. 各国の廃棄物管理の現状の整理と課題の抽出
2-1. 日本の廃棄物管理政策、計画、法制度
2-2. 自治体の廃棄物管理計画、財政、官民連携
3-1. 減量化への取組み（3R）
3-2. リサイクル（3R）
3-3. 官民連携、民間企業の取組み
4-1. 環境教育
4-2. 社会意識の向上と住民参加
5. アクションプラン案の作成

【事後】
帰国後に所属部署において、再度アクションプランを検討し、廃棄物管理改善のための取組み
が実施される。

40受入可能上限数：

英語/ポルトガル語

JICA関西（業務二）

NPO法人 こども環境活動支
援協会(LEAF)、公益財団法人
京都市環境保全活動推進協会
(KEAA)

自国の廃棄物管理に関する課題が明確化され、循環型社会の形成に向けて必要な行政における
施策が提案される。

1.廃棄物管理に関する共通課題および各国の課題を明確化する。
2.日本の行政（中央・地方自治体）における廃棄物管理の法体系やシステムを理解し、自国と
の相違を説明することができる。

3.資源循環や3Rに関し、日本で採用されている技術・手法を理解し、自国での活用点を見出す
4.日本における自治体やコミュニティ、企業の活動を通じて、持続可能な社会づくりのノウハ
ウを習得する。

5.循環型社会の形成に向けて、必要とされる施策に関するアクションプラン案を策定する。

【対象組織】
廃棄物処理業務を行っている中央省庁、地
方政府又はその関連機関および行政区で廃
棄物管理に携わる民間組織

【対象人材】
<職位>
廃棄物処理業務を行っている中央省庁、地
方政府又はその関連機関の行政官および行
政区で廃棄物管理に携わる民間組織の職員

<職務経験>
実務に関して3年以上の経験、またはこれ
と同等の専門的知識を有すること

<その他>
将来も引き続き廃棄物処理に携わる者であ
ること

廃棄物管理能力向上（応用、計画・政策編）
Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning&Policy)

自国の廃棄物管理にかかる課題を明らかにしたうえで、日本の廃棄物行政や、企業、地域社会の取組みにかかる講義や視察を通して、循環
型社会に向けて必要とされる施策に関するアクションプランを策定する。本研修は、廃棄物管理の中で、特に資源循環、3R、社会意識と住
民参加に重点を置く。

名

2014～2016

2016/06/13 2016/07/09～

1684798

継続

地球環境部
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(A)2016/07/10-2016/09/10
  (英語：九州)
(B)2016/10/02-2016/12/03
  (ミャンマー語：九州)

【本邦研修】以下の内容について、講義・見学・実習を行う。

1.北九州市の廃棄物管理計画、循環型社会の推進、エコタウン、ライフサイクルアセスメント
（LCA）、開発途上国の廃棄物管理と日本の支援

2.分別収集、ごみ焼却技術、リサイクル技術（エコタウン事業）、コンポスト、バイオガス、
ゴミ固形化燃料（RDF:Refuse Derived Fuel）、最終処分場の構造及び維持管理、浸出水処理、
ごみの組成分析

3.産業廃棄物行政、不法投棄対策、汚泥・廃油・プラスティック等の処理と再資源化技術、有
害廃棄物処理、医療系廃棄物処理

4.ジョブレポート発表、課題分析ワークショップ、レビュー討論、アクションプラン作成指導

24受入可能上限数：

英語/ミャンマー語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)

廃棄物管理（特に、廃棄物の最終処分及び中間処理）の技術改善に係る計画が提案される。

1.北九州市をはじめ、日本の廃棄物管理政策・行政の概要を説明できる。
2.廃棄物管理の各過程（収集・運搬、焼却、中間処理、最終処分）について、日本で採用され
ている技術・手法を説明できる。

3.日本の産業廃棄物管理について、政策の概要、再資源化技術、及び最終処分方法を説明でき
る。

4.自国の技術改善に資するアイデアが特定される。

【対象組織】
廃棄物管理を担う行政関連組織

【対象人材】
1.廃棄物管理（収集・運搬、中間処理、最
終処分）に携わる技術者

2.職務経験3年以上

廃棄物管理技術（応用、技術編）
Advancement of Solid Waste Management Technologies (Advance, Technique)

本コースは、廃棄物管理に携わる技術者を想定しており、中でも収集・運搬サービスをある程度確立し、処分場の衛生埋立、ごみ減量化
、3Rを目指す地域を対象としている。環境モデル都市の北九州市には日本初のエコタウン等先進技術が集積している他、準好気性埋立（福
岡方式）、コンポスト技術、産業廃棄物処理技術等、豊富な実践例を学ぶことができるカリキュラムとなっている。

名

2014～2016

2016/07/10 2016/09/10～

1684801

継続

地球環境部
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1-1 自国のリサイクル事業の状況及び役割、業務内容、ベストプラクティスをまとめたビジネ
スレポートの作成・発表

2-1 リサイクル関連法規・施策
2-2 リサイクル分野の歴史と現状・課題
2-3 循環資源の国際的潮流
3-1 リサイクル機器、解体・分別、圧縮・梱包等の技術・ノウハウ
3-2 リサイクル事業に関する情報収集方法や循環資源の価格設定のメカニズム
3-3 リサイクル事業の運営、社会的責任（CSR）、安全管理
3-4 リサイクル事業のキャッシュフロー、経営マネジメント
4-1 習得した技術・ノウハウを活用し、経営コンサルテーションを踏まえた短期のビジネスプ

ラン策定
4-2 県内リサイクル事業者、大学、NGO、行政等、有識者へのビジネスプランの発表・意見交換

15受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

任意団体 沖縄リサイクル運
動市民の会

【目標】
参加者のリサイクル事業運営改善案が策定される。
【成果】
1. 現状・課題・ベストプラクティス等がビジネスレポートにまとめられる。
2. リサイクル分野の枠組みが把握される。
3. 効率的なリサイクル事業の運営方法が習得される。
4. 習得したリサイクル及び経営の知識を踏まえたビジネスプランが策定される。

【対象組織】
島嶼地域のリサイクル事業者のうち、政府
の推薦を受けられるものを第一希望とする
。リサイクルを実施する住民組織,NGO等も
含む。また、これらを指導する立場の中央
・地方省庁からの参加も可。
【対象人材】
1. 対象組織の中堅職員・管理職
2. リサイクル事業に従事している、また

はそれを指導する者
3. 心身共に健康で軍籍に無い者
4. 英語が読み書き話せる者
5. 学歴に条件なし

島嶼地域における持続可能なリサイクル事業運営
Management of Sustainable Recycling Business in Islands Areas

島嶼国又は離島や島嶼地域を有する国

島嶼地域は人口が少なくスケールメリットが働かない、市場が遠く輸送コストが高くなる等、リサイクル事業が成立しにくい負の特性を有
する。沖縄では資源の発生量に応じた機器選定や、高品質確保のための解体分別、効果的圧縮梱包等の工夫により事業の持続的が保たれて
いる.本研修ではその経験を踏まえ、参加国のリサイクル事業が健全に成り立つよう支援する。併せて、島嶼間の民間連携を促進する.

名

2015～2017

2016/05/11 2016/06/11～

1684803

継続

地球環境部
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(A)2016/06/06-2016/07/09
  (西語：北海道(札幌))
(B)2017/02/06-2017/03/04
  (西語：関西)
(C)2016/08/15-2016/10/08
  (英語：関西)
(D)2017/01/09-2017/03/04
  (英語：関西)
(E)2017/01/11-2017/02/25
  (英語：中部)

1.Country Report/Job Report発表会／アクションプランの作成・発表／など

2.廃棄物管理の歴史的発展及び世界の動向／廃棄物管理基本計画／合意形成／民間委託及び官
民連携／廃棄物管理組織／廃棄物管理法制度など

3.都市廃棄物収集運搬計画とそのシステム／廃棄物収集輸送機材とその運用／廃棄物中継施設
／廃棄物貯留・ステーション／収集運搬に係るTime and Motion Study／収集運搬機材の保守
管理／ごみ焼却処理概論／中間処理技術概論／粗大ごみ処理施設／再資源化施設／生物分解
性廃棄物の処理（コンポスト・バイオガス）／最終処分場の種類と構造／最終処分場／など

4.環境教育と廃棄物教育／廃棄物に係る住民啓発／住民参加など

5.産業廃棄物管理概論／産業廃棄物実態調査・計画策定／産業廃棄物不法投棄対策／感染性医
療廃棄物など

60受入可能上限数：

英語/西語

JICA北海道（札幌）/JICA関
西（業務二）/JICA中部

(A)札幌市環境局、(財)日本
環境衛生ｾﾝﾀｰ(B)NPOこども環
境活動支援協会(C/D)(公財)
ひょうご環境創造協会(E)NPO

当該国の中央／地方政府が、適切な廃棄物管理（排出抑制、収集、運搬、処分等）を実践し、
市民を含めた関係者の意識向上と参加推進を図るためのアクションプランが提案される。

1.研修員参加プログラム等を通じて、廃棄物の状況や取り組みを理解し、廃棄物管理にかかる
グッドプラクティスの共有を図り、各国の課題解決に向けたアイデアを得る。

2.日本の廃棄物管理政策・計画・行政の概要・特徴・あゆみを理解し、廃棄物管理能力向上の
ためのヒントを抽出する。

3.廃棄物管理の要素技術（収集運搬、ゴミ焼却処理、中間処理、最終処分）を理解する。
4.３Ｒを通じた循環型社会の構築や社会意識の向上と住民参加の促進に向けた施策、取り組み
を理解する。

5.産業廃棄物にかかる政策・計画・行政及び処理・再資源化技術
を理解する。

【対象組織】
中央政府、地方自治体、もしくはそれに準
ずる機関で廃棄物管理を担当している部門

【対象人材】
1.中央政府、地方自治体、もしくはそれに
準ずる機関で廃棄物管理を担当する技官
／行政官

2.大卒またはそれと同等の学歴を有する者

総合的な廃棄物管理（全般）
Comprehensive Waste Management

日本の実践的な事例から、廃棄物管理政策、適正技術、社会意識と住民参加、産業廃棄物について学び、当該地域・国の実情に見合う廃棄
物管理計画や手法を見出し、アクションプランとして纏める。また、当該地域・国の廃棄物管理に関するグッドプラクティスを共有し、課
題解決に向けたより具体的な方法を考察し提案する。

名

2014～2016

2016/06/06 2016/07/09～

1684805
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(A)2016/10/01-2016/11/01
  (英語：九州)
(B)2016/08/01-2016/09/01
  (西語：九州)

1.日本の循環型社会の法体系、一般廃棄物行政概論、北九州市の廃棄物政策・計画
2.規模に応じた各種コンポスト技術についての説明・実習、コンポストセンター等導入事例視
察

3.関係者の参加促進・組織化、有機ごみの分別・収集、コンポスト事業の費用対効果分析、バ
イオマスの有効利用、成功事例の視察・分析

4.アクションプラン作成指導、ディスカッション

20受入可能上限数：

英語/西語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会（KITA)

【目標】
研修内容を活かし、各自治体が行うコンポスト事業の改善計画が策定・提案され、コンポスト
事業が普及される。
【成果】
1.日本における国・自治体の廃棄物管理について、政策、実施体制の概要を説明できる。
2.コンポストの概要、技術内容について説明できる。
3.コンポストのマーケティング方法、流通システムについて説明できる。
4.コンポスト事業改善のための計画が策定できる。

【対象組織】
地方自治体の廃棄物担当部門（コンポスト
事業運営を行っている部門）
【対象人材】
1.地方自治体で廃棄物管理に従事している
者

2.当該分野で3年以上の職務経験を有する
者

コンポスト事業運営
Management of Composting Project

開発途上国の一般廃棄物の約60%は有機ごみであるため、これらの国で廃棄物管理を行う際は、コンポスト（たい肥化）技術が有効な手段
とされている。本研修では、コンポスト事業を推進する際に課題となる品質管理、市民参加促進、流通システム確立などについて、行政、
地域の役割も含め、事業運営のための技術・ノウハウを移転することを目的としている。

名

2015～2017

2016/10/01 2016/11/01～

1684810

継続
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研修期間：
2016/10/10-2016/11/12

【事前活動】
参加者の管轄する地域にある最終処分場の概要・課題についてのレポート作成
【本邦研修】
1.福岡市における廃棄物処分方式、国内外での準好気性埋立導入事例
2.立地条件、準好気性埋立構造の理論・有効性、新規処分場の建設、既存処分場の改善
3.受け入れ管理、埋立作業、覆土作業、浸出水処理
4.廃棄物組成・浸出水の試料採取と分析、放流水水質の監視、周辺地下水の監視、発生ガスの
監視、クリーン開発メカニズム（CDM: Clean Development Mechanism）への応用
5.アクションプラン作成指導、ディスカッション

10受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 ふくおか環境
財団

【目標】
研修内容を活かし、準好気性埋立（福岡方式）処分場の建設計画が策定・提案され、準好気性
埋立方式が普及する。
【成果】
1.国内外の廃棄物処分方式事例について概要を説明できる。
2.準好気性埋立の設計手法について説明できる。
3.準好気性埋立の維持管理手法について説明できる。
4.最終処分場の環境管理について説明できる。
5.最終処分場の改善のための計画が策定できる。

【対象組織】
廃棄物処分場運営・維持管理を行う政府機
関
【対象人材】
1.処分場の運営・維持管理に従事している
者

2.当該分野で5年以上の職務経験を有する
者

3.50歳以下であること

準好気性埋立（福岡方式）処分場の設計・維持管理
Design and Maintenance of Semi Aerobic Landfill Site (Fukuoka Method)

廃棄物の最終処分場の改善技術の一つである準好気性埋立技術（福岡方式）について、設計・維持管理から周辺環境保全までを学び、導
入促進と効果的な運営を図る。現地での実習が多く取り入れられるため、実践的な知識・技術の習得が期待できる。

名

2015～2017

2016/10/10 2016/11/12～

1684812

継続

地球環境部
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1.ジョブレポートの作成、発表、途上国における廃棄物管理の現状と課題：持続可能な社会の
ための廃棄物管理、途上国における環境衛生、廃棄物の総合的な管理、JICAによる都市廃棄
物管理、ごみ量・ごみ質調査、廃棄物フロー及び廃棄物管理計画

2.日本における廃棄物管理の現状と課題：日本における廃棄物管理、大阪市一般廃棄物処理基
本計画、大阪市における廃棄物収集と運搬、市民のための環境教育、産業廃棄物処分概要、
研究機関における廃棄物処理研究

3.廃棄物の収集と運搬：タイム＆モーション実習（ごみ収集車の効率的運用手法）、運搬施設

4.中間処理：大阪市の廃棄物減量政策とリサイクル、コンポストとリサイクル、中間処理（焼
却）・最終処分：最終処分場地の選定と計画、最終処分地の改善・運転・維持、衛生埋立技
術（福岡方式）

5.特別な管理を要する廃棄物：有害廃棄物処理、医療廃棄物処理、特別管理産業廃棄物（感染
性・建設廃棄物）

6.市民との協同：官民連携（廃棄物減量・美化）、産業界によるリサイクルと啓発活動

7.アクションプラン作成・発表・討論、帰国後の所属組織における共有と検討、実施状況に関
する最終報告書の作成とJICAへの提出

12受入可能上限数：

英語

JICA関西（業務二）

公益財団法人 地球環境セン
ター(GEC)

本邦研修で策定されたアクションプランに基づき、研修員の自国において実践的で効果的な廃
棄物処理計画が提案・検討される。

1.講師や研修員間の意見交換を通じて都市廃棄物処理の課題を抽出し、その解決に関するヒン
トを得る。

2.大阪市を主とした日本の都市における廃棄物処理の現状を理解し、都市廃棄物対策の知見を
得る。

3.収集運搬、中間処理（焼却、圧縮、分別、リサイクル）、最終処分について学ぶ。
4.有害廃棄物（医療廃棄物を含む）の発生と適正処理技術について学ぶ。
5.市民の役割、地方自治体と市民の連携の重要性について説明できるようになる。
6.参加国における都市廃棄物課題や解決策の提案として、アクションプランを策定する。

【対象組織】
地方自治体、地方自治体支援に携わる中央
省庁、廃棄物処理サービスを提供する民間
企業等

【対象人材】
1.対象組織において、都市廃棄物処理に関
する実務を担当する技術者あるいは行政
担当者（研修修了後も廃棄物処理事業に
携わる者）

2.廃棄物処理分野における3年以上の実務
経験を有する者

3.十分な英語力を有する者

廃棄物管理技術（基本、技術編）
Improvement of Solid Waste Management Technologies (Basic, Technique)

都市廃棄物処理技術のため都市部人口10万人以下の島嶼国は対象外とする。

大阪市の廃棄物に関する法制度や計画の概略、途上国での改善事例などを通じて、廃棄物処理の一連のプロセス（計画→収集→中間処理→
最終処分）に関する制度と技術的ノウハウを学ぶ。また、ごみ減量化に向けて重要となる行政・企業・住民の連携による啓発・環境教育活
動について、大阪市の取り組みを視察する。自治体による実際の取り組みを通じた学びにより、自国の課題解決に向けて、研修員によって
具体的対策が立案されることを目指す。

名

2014～2016

2016/05/09 2016/07/02～

1684813

継続

地球環境部
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1. ジョブレポート執筆とプレゼン準備
2. 日本における廃棄物処理法規
3. 日本と途上国の廃棄物処理行政
4. 廃棄物管理概論
5. 処理場の現状と問題点、福岡方式を活用した処分場改善事例
6. 自治体の役割と市民・企業協力の結果としてのゴミ分類
7. リサイクルと民間の取組
8. 環境教育
9. コンポスト
10.焼却発電
11.古タイヤ処理・持続的廃棄物管理に向けた議論
12.各国・機関における主要問題の検討
13.問題解決の方向付けに向けた議論
14.アクションプラン作成

14受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

任意団体 沖縄リサイクル運
動市民の会

【目標】
研修員所属組織の廃棄物管理能力が向上する。
【成果】
（事前活動）
1.自国の廃棄物管理に関する課題が整理される。
2.沖縄や全国の廃棄物管理に関する現状・課題が整理されたうえで、廃棄物管理に関する課題
が整理される。

3.住民・企業参画による廃棄物管理導入手法に関する課題が整理される。
4.所属組織における廃棄物管理の課題の改善案が作成される。
（事後活動）
帰国後、所属組織において研修の経験と改善案が共有される。

【対象組織】
廃棄物管理所管官庁および関連団体並びに

リサイクル/廃棄物企業組合参加企業及び

組合設立予定企業（政府推薦を要する）
【対象人材】
1. 対象組織の職員で、本分野で3年以上の

経験を持つ者。
2. 大卒相当の学力を持ち、心身健康・英

語堪能で軍籍に無い者。

カリコム諸国における持続可能な廃棄物管理
Sustainable Solid Waste Management for CARICOM Member States

カリコム諸国

カリコム諸国が抱える廃棄物分野の諸問題の解決と、必要な地域間協力の促進を目指す。

名

2015～2017

2016/08/17 2016/10/01～

1684814

継続

地球環境部
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【事前活動】
研修員の責任地域の現状の廃棄物データについてのレポート作成。

【本邦研修】
1．講義：廃棄物処理の歴史とごみ統計、公衆衛生と廃棄物データ、廃棄物データ各論、廃棄物

データの収集方法、データ集計と評価、日本の廃棄物事業評価手法及び評価手法、廃棄物処
理基本計画案作成手法、JICA事業におけるデータ収集・分析事例の紹介

2．見学：廃棄物収集・処理・処分施設、リサイクル施設
3．演習：収集運搬データ及び中間処理施設や最終処分場のデータの収集・集計と作表、作図。
4．ディスカッション及び廃棄物処理基本計画案作成：研修参加者間でデータ採取に関する経験

を共有するとともに改善の手がかりを得る。研修の成果として廃棄物年報及び廃棄物処理
基本計画案をまとめる。

12受入可能上限数：

英語

JICA横浜

一般財団法人 日本環境衛生
センター

【目標】
研修員の所属する中央または地方政府機関等の廃棄物年報、及び廃棄物データを活用した廃棄
物処理基本計画案を作成される。

【成果】
1.日本が過去においてどのようなデータ管理により、廃棄物管理に役立てて来たかを説明
できる。

2.基礎データの種類、採取方法、解析評価の方法が説明できる。
3.講義を通じて、廃棄物データが現状の評価、将来計画及び住民対応にどのように活用
されているかを説明できる。

4.廃棄物管理の現場見学を通じて、廃棄物データがどのように活用されているかを説明できる
5.廃棄物年報および廃棄物処理基本計画案の作成方法が説明できる。

【対象組織】
ASEAN及び大洋州地域の廃棄物管理を担当
する中央または地方政府機関

【対象人材】
1. 中央政府または地方政府で以下の業務

に従事して いる者を優先する。
（中央政府1名、地方政府1名の計 2名
での参加が望ましい）

（1）廃棄物管理データ収集/処理
/集計業務

（2）データ収集/処理/集計の責任者
（課長等）

（3）廃棄物管理データ収集/処理
/集計支援業務
2. 3年以上の廃棄物管理の経験を
有すること。

3. 原則として４５歳以下

廃棄物に関するデータの収集・分析と情報の発信
"Collection, Analysis and Dissemination of Data regarding Solid Waste Management"

ASEAN加盟国及び大洋州地域

廃棄物管理状況を客観的に理解し、目標策定を容易にし、住民の理解及び協力を促し、並びに民間関連企業の進出を推進するためには、廃
棄物データは必須である。廃棄物収集・処理データを効果的に活用している国は少ない。本研修では、都市廃棄物担当の行政職員に対して
廃棄物管理の基礎データ（廃棄物発生・収集・処分量、リサイクル量等）取得の意義、採取方法、解析評価の方法を学ぶことを目的とする
。

名

2016～2018

2017/01/25 2017/02/18～

1684833

新規

地球環境部
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【事前活動】
インセプションレポート作成

【本邦研修】
インセプションレポート発表
1～3.講義、討論、演習、視察
(1)気候変動への適応（概論）、気候変動への適応に関する国際枠組、気候変動への適応に関す

る国際動向（適応基金等）
(2)気候モデルと地球シミュレーター、気候変動の観測及び予測、気候変動の影響評価と脆弱性

評価（セクター別、農業、防災等）クールアースパートナーシップを含むわが国の気候変動
対策への取組方針

4.気候変動への適応に対するJICAの協力方向性・取組事例、気候変動への適応に対するわが国
の国内対策、活用技術、取組事例等の見学、開発途上国における適応策の優良事例、PCM演習

5.アクションプラン作成・発表

【事後活動】
ファイナルレポートの作成・提出および気候変動への適応に関する政策/施策実施体制案の検討

15受入可能上限数：

英語

JICA筑波（研修業務）

一般社団法人 国際建設技術
協会

研修員の所属組織において、気候変動への適応に関する政策／施策の、策定または改善に向け
た取組体制が整備される。

1.気候変動の適応に関する国際枠組及び国際動向について理解する。

2.気候変動の影響評価、脆弱性評価、気候変動予測について理解する。

3.わが国の気候変動への適応に係る政策方針、国内対策、活用技術、取組事例について理解す
る。

4.研修員の所属組織が抱えている課題解決に向けたアクションプランが作成される。

5.本邦研修中に作成したアクションプラン（気候変動への適応に関する政策/施策実施体制案）
が所属組織において共有・検討される。

【対象組織】
途上国における気候変動への適応政策の策
定に携わる中央行政機関

【対象人材】
<職位>
気候変動の適応政策の策定に携わる中央行
政機関の行政官（フォーカルポイント等政
策策定担当者、適応政策担当者が望ましい
）

<職務経験>
気候変動関連分野における実務経験が3年
以上の者。

気候変動への適応
Adaptation to Climate Change

3年間連続して資格要件に合致した研修員を選出できる国

国家、地域、又はセクターレベルの気候変動への適応に関する政策策定や、適応方策の立案を担当する中央行政機関を対象に、担当行政官
の能力向上を図るもの。1年次は特に、適応概論、国際的枠組、日本の取組方針等、政策策定に係る講義・演習・見学等を中心とした研修
・2・3年次は、気候変動予測、影響評価、脆弱性評価、自治体における取組等、セクター別アプローチを中心とした研修を行う。

名

2014～2016

2016/09/25 2016/10/22～

1684816

継続

地球環境部
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【事前活動】
研修参加組織の概要及び業務上の課題に関するレポート作成

【本邦研修】
1.大気汚染対策：大気保全行政、集塵技術、脱臭技術、排ガス処理技術、都市ガス事業の環境
対策、化学工業環境対策、地熱発電事業、電力事業の環境対策、自動車排ガス対策、製油工
場の環境対策

2.水質汚染対策：水質保全行政、都市の下水処理、廃水処理技術、浄化槽の構造と運転管理、
自動車工場の環境対策、廃水処理、再生水利用システム、工場の排水対策・排水処理設備等

3.廃棄物処理：一般廃棄物・産業廃棄物行政、廃棄物リサイクル事業（エコタウン）、内陸埋
立処理、下水汚泥の再利用、海洋埋立処理、産業廃棄物の再利用、廃棄物固型化技術、産業
廃棄物分析、セメント工場環境対策、バイオガスシステム、循環型社会形成、3R、コンポス
ト技術

4.環境改善手法：環境アセスメント、環境教育、環境国際協力、課題分析ワークショップ、日
本の公害対策、環境行政の国と地方の役割、環境規制、クリーナープロダクション、アクシ
ョンプラン指導・討議・発表

【事後活動】
所属先におけるアクションプランの検討及び帰国後の進捗状況報告

12受入可能上限数：

英語

JICA九州

公益財団法人 北九州国際技
術協力協会(KITA)

産業環境対策を担当する公的部門において、自国が抱える環境課題への改善策が立案される。

1.大気汚染防止行政と汚染防止技術を説明でき、課題解決策を提案することができる。
2.水質汚染防止行政と汚染防止技術を説明でき、課題解決策を提案することができる。
3.廃棄物処理行政と処理及び再利用技術を説明でき、課題解決策を提案することができる。
4.環境改善手法を説明でき、自職場の課題に沿った現実的アクションプランの作成や所属組織
での検討が行える。

【対象組織】
官公庁において産業環境対策を担当する部
門

【対象人材】
1.環境管理に関する5年以上の職務経験を
持つ者

2.大学卒業（工学部）もしくはこれと同等
の資格を有する者

産業環境対策
Industrial Pollution Control Management

本研修は、開発途上国の主要な環境問題である大気汚染、水質汚濁、廃棄物管理について、行政、民間企業、研究所、NGO等を受入機関と
して実施する。研修が行われる北九州は、1960年代の激甚な産業公害を、市民・企業・行政が一体となり対策に取り組み、環境再生を果た
した。本研修では、公害克服を通じて培われた環境技術や施策、産業環境対策における行政、研究機関、企業の果たす役割について豊富な
事例を通じて学ぶことができる。

名

2014～2016

2017/01/24 2017/04/22～

1684781

継続

地球環境部
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【経済産業省化学物質管理政
策HP】
http://www.meti.go.jp/poli
cy/chemical_management/ind
ex.html

1. 自国の化学物質管理の現状
2. 化学物質管理の総論
3. 化学物質管理を巡る国際的動向
4. 日本の化学物質管理制度とその運用

例）化審法(CSCL),PRTR,GLP
5. 分類表示の国際的調和（GHS）
6. リスク評価
7. 日本の産業界におけるレスポンシブル・ケアの取組み
8. サプライチェーンを通じた製品含有化学物質情報の管理・伝達
9. 現場見学
10. ASEAN域内の化学物質管理制度改善に向けた検討/ディスカッション

20受入可能上限数：

経済産業省

英語

JICA東京（産業公共）

調整中

国際的な化学物質管理・規制の動向を把握するとともに、ASEAN域内の化学物質管理・規制の現
状を把握し、ASEAN域内での化学産業発展/貿易円滑化に向けた方策について組織的な検討が開
始される。

1.自国における化学物質管理(以下CM)に関する現状を事前に分析し、発表する。
2.CMに関する国際動向や国際的な取組みを知り、自国の現状を説明できる。
3.ASEAN各国のCMと自国のCMを比較し、化学産業発展/貿易円滑化に向けた解決案を作成するこ
とができる。
4.自国の産業界が世界的なCMの中で求められる行動について説明できる。現場を見学し、座学
で得られた知識と有機的に結びつけて説明出来る。
5.所属部署において解決案が検討される。

【対象組織】
政府において化学物質管理制度の立案を担
当する行政機関及び関連機関、産業界にお
いて化学物質管理を実施する組織

【対象人材】
〈職位〉
政府の工業用途にかかる化学物質管理制度
の立案・実施を担当する行政官及び関連す
る機関の関係者/専門家

〈職務経験〉
化学物質管理分野に１年以上の経験/研究
歴を有する者

〈その他〉
専門分野において必要な英語力を有するこ
と。心身ともに健康であること

ASEAN化学物質管理
ASEAN Chemical Management

ASEAN加盟国

1. 化学物質管理に係る国際的要請と主要国の対応を学ぶ。
2. ASEAN各国の化学物質管理制度の現状について学ぶ。
3. 化学産業発展、貿易円滑化のため自国の化学物質管理制度の改善策について検討する。

名

2014～2016

2016/12/11 ～ 2016/12/23

1684782

継続

地球環境部
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以下の内容について、講義・見学等を行う。
1.水俣病の経験と教訓
2.日本の環境管理の概要
3.日本の水銀対策状況とその技術
4.水俣条約の内容（条文解説）
5.日本の水俣条約批准の状況
6.参加者の今後の取組み検討

10受入可能上限数：

環境省

英語

JICA九州

相思社

参加者が、水俣条約批准に向けた具体的な法整備等の手続きや、日本の取組み事例、水俣病の
教訓などを学ぶことで、各国における条約批准が推進される。

1.水俣条約制定の背景や具体的な内容について理解し、水俣条約の主要なポイント（内容及び
目的）を説明できる。
2.水俣条約を批准するまでのステップを理解し、各国内で取り組むべき批准までの作業を説明
できる。
3.日本の水銀汚染等に係る汚染防止技術の具体例と、その活用事例を理解できる。
4.参加国間で批准に向けた準備や、批准後の取組みについての課題や対応について議論できる
。

【対象組織】
水俣条約批准にかかる担当部局

【対象人材】
水俣条約批准にかかる担当部局行政官

水銀に関する水俣条約批准に向けた能力強化
Capacity Building for Ratification of the Minamata Convention on Mercury

水俣条約批准を目指す国

本研修は、①対象国における「水銀に関する水俣条約」（以下、水俣条約）批准に向けた法整備等の推進のため、実務としての既存の法律
との調整をはじめとする法整備等の手続きにかかる参加者の理解と能力の向上、②日本の水銀汚染防止等の取組み事例の講義・視察を通じ
た今後の対象国における取組推進、を目的とする。本研修では、講義・見学等を通じて、水俣条約の要点や条約批准に向け、必要な法的整
備項目の確認、日本の取組み、水俣病の教訓等の共有を図る。

名

2014～2016

2016/11/20 2016/12/24～
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継続

地球環境部
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1.（自習）情報収集、カントリーレポート作成
2.（議論）カントリーレポート発表
3.（講義）島嶼生態系概要、島嶼の自然保護、水資源論、サンゴ礁・マングローブ保全論等
4.（実習）マングローブ観察、磯の観察（講義）水環境法体系、水質保全策、赤土等流出防止

条例、廃棄物対策、環境アセスメント、環境教育と普及啓発・情報収集発信、環境
セクターの役割、資源調査法、人材育成等

5.（実習）資源調査、水質測定、赤土汚濁判定、環境ワークショップ等
6.（視察）各種処理施設（実習）PCM、県内各島事例研究
7.（議論）アクションプラン発表

12受入可能上限数：

英語

JICA沖縄

NPO法人 おきなわ環境クラ
ブ

【目標】
参加者が水環境の保全・管理に関わる知見を習得する。
【成果】
1. 自国の水環境保全に関する現状と課題が整理される。
2. 保全施策や活動についての資源とその管理、実施体制構築についての課題が整理出来る様に

なる。
3. 自国や地域の水環境保全について施策やプログラムの立案が出来る様になる。
4. 帰国後の行動計画が策定される。
5. 本邦で作成された行動計画と学んだ知見が所属組織において共有される。

【対象組織】
水環境の保全を担う中央/地方政府及び公
共団体やコミュニティと
協力してこれに取組むNGO
【対象人材】
1. 対象組織に所属し、現職又は関係する

職業において3年以上の経験を持つ者
2. 大卒相当の学力を有し、口述・聞取・

筆記による十分な英語力を持つ者。
3. 心身ともに健康で軍籍に無い者

島嶼水環境の保全と管理
Conservation and Management of Water Environment in Islands

島嶼国または島嶼地域のある国

島しょ県沖縄をフィールドに、環境部門に携わる政府/NGO職員が、産業の振興と安全で快適な生活と自然･文化の保護の土台となる水環境
の保全と管理の手法を習得することを目指す。沖縄の典型的な七つの島々を取り上げ、課題を抽出する事で、問題解決に向けた政策や方策
について企画実践を担う中核人材の育成を行うと同時に沖縄への還元を図る。尚、島の水環境保全管理の機軸は陸(流)域管理であり、当研
修でそれらの解決手法を習得する。

名

2015～2017

2017/01/11 2017/03/17～

1684785

継続

地球環境部
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1.環境影響評価の目的、理念及び日本の環境影響評価制度について講義を行う。
2.1.を踏まえて討議を行うことで、日本及び他国の環境影響評価制度と比較したときの自国の
制度の特徴・現状を理解させる。

3.日本のODAの概要及びJICAなどの国際援助機関の環境配慮に関するガイドライン等について講
義を行う。

4.日本における環境影響評価の審査（審査体制、審査のポイント等）、審査事例（国及び地方
自治体の取組み）について講義を行う。

5.環境影響評価の調査・予測・評価の基本的考え方と環境保全対策について講義を行うととも
に、現地視察により具体的な事例を学ばせる。

6.環境影響評価に必要なプロセス、コミュニケーション手法について講義を行う。
7.具体的な開発事業を想定した環境影響評価実施プランの作成について演習する。その過程で
  、作成したプランの改善と審査のポイントについて討議を行う。
8.自国の環境影響評価制度の改善について討議を行う。

21受入可能上限数：

環境省

英語

JICA東京（経済環境）

共同企業体代表者 いであ株
式会社

【案件目標】
1.環境影響評価の実務レベルの担当行政官が厳格な審査や制度の改善を行うための能力の向上
2.開発事業の実務レベルの担当行政官が事業の実施に当たって円滑かつ適切に環境影響評価を
実施し、適正な環境配慮を行うための能力の向上

【成果】
1.環境影響評価の目的、理念（規制的手法よりも踏み込んだベスト追求等）を説明できる。
2.自国の環境影響評価制度の特徴・現状を説明できる。
3.日本のODAの概要及びJICAなどの国際援助機関の環境配慮に関するガイドラインを説明できる
  。
4.日本における環境影響評価の審査（審査体制、審査のポイント等）を説明できる。
5.環境影響評価の調査・予測・評価の基本的考え方と環境保全対策を説明できる。
6.環境影響評価に必要なプロセス、コミュニケーション手法を説明できる。
7.具体的な開発事業を想定した環境影響評価実施プランを作成できる。
8.自国の環境影響評価制度の改善について提案できる。

【対象組織】
主として、ODA案件に関わる中央政府及び
地方政府の環境影響評価担当部局及び事業
所管部局

【対象人材】
<職位>
環境影響評価に係る審査所管及び事業所管
官庁又は公的機関の行政技官

<職務経験>
当分野にて実務経験3年以上

<その他>
大学卒業もしくは同等の技術的な資格を有
し、年齢45歳までの者

ODAにおける環境影響評価（持続可能な開発のための環境アセスメント研修）
Environmental Impact Assessment in ODA Projects (EIA as a Tool for Sustainable Development)

途上国の環境影響評価を担う中核的担当官に対し、我が国の国内の環境影響評価の制度や事例、我が国のODAで求めている環境配慮につい
て研修を行う。

名

2014～2016

2016/05/01 2016/05/28～

1684786

継続
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円借款事業において環境社会配慮を担う各国の中核的担当官に対し、2週間という短期間で講義
、視察旅行、演習、発表の機会を提供し、集中的かつ効率的に研修を実施する。
環境影響評価を専門とする国際協力専門員、JICA環境社会配慮ガイドラインの運用を担うJICA
審査部がカリキュラム作成、研修中の指導、講義等を行う。
主な講義内容としては、「JICA環境社会配慮ガイドライン解説」「環境影響評価報告書に求め
られるもの」「住民移転計画に求められるもの」等、環境社会配慮ガイドラインに対する理解
を促進するものが予定されている。
2011年度～2013年度の研修では毎年次20名以上の要望数及び参加数を得ており本研修に対する
高いニーズがうかがえること、研修中には参加国間での知見の共有が活発に行われていること
、また、2010年4月1日にJICA環境社会配慮ガイドラインが公布されて以来約3年が経過している
が依然として環境社会配慮ガイドラインに対する被援助国の理解度は十分とは言えないこと
、JICAが事業を実施するうえで環境社会配慮ガイドラインは遵守される必要があり事業実施者
の十分な理解が求められること等の事由から、円借款環境社会配慮担当官に当該ガイドライン
の内容を説明する貴重な機会として、本研修実施の意義は非常に高い。

20受入可能上限数：

英語

JICA東京（経済環境）

共同企業体 代表者 いであ
株式会社

1.円借款事業に係る環境社会配慮担当者が適切な環境社会配慮手法を習得し、また説明できる
ようになること。

2.研修参加者が自国のEIA制度及び住民移転制度について問題点を把握し、改善の方向性につき
提案できるようになる等、自国のEIA制度及び住民移転制度の質的向上に貢献するようになる
こと。

3.研修参加者が、円借款事業を計画・実施するにあたって必要なJICA環境社会配慮ガイドライ
ンに基づく実務上の手続き及び技術的なポイントについて理解し、また説明できるようにな
ること。

4.研修参加者が、適切な環境社会配慮を実施することの必要性及び実務上の手続き、技術的な
ポイントについて理解し、また説明できるようになること。

5.研修参加者が、自国のEIA制度及び住民移転制度について問題点を把握し、改善の方向性につ
き提案できるようになること。

【対象組織】
環境社会配慮を必要とする円借款事業実施
機関及び円借款事業実施国の環境社会配慮
事項担当機関

【対象人材】
1.円借款事業実施機関における環境社会配
慮担当者、実務者

2.円借款事業実施国の環境社会配慮事項担
当機関における実務者

3.過去に環境影響評価又は住民移転計画の
策定又は実施に関わった経験を有する者

円借款事業における環境社会配慮実務
Workshop on Administration of Environmental and Social Consideration Process for Implementation of a
Japanese ODA Loan Project

開発途上国に対し実施される我が国の円借款事業では、JICA環境社会配慮ガイドラインに基づき事業がもたらす環境及び社会への影響を出
来る限り回避・最小化する等の要件が定められている。本研修は、円借款事業に係る環境社会配慮担当官を本邦に招聘し、講義、視察旅行
、演習、発表の機会を提供することで、能力強化及びJICA環境社会配慮ガイドラインへの理解向上を図り、円借款事業の実施を促進するこ
とを目的として実施するもの。

名

2014～2016

2017/03/30 2017/04/14～
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【事前活動】

自国及び所属先の下水道防災や事業運営上の現状や課題を明確にし、カントリーレポートにま
とめる。

【本邦活動】

１．基礎的知識の習得（下水道総論、日本・仙台市の下水道）

２．下水道施設の地震・津波対策

３．下水道施設の維持管理（管路施設、処理施設、下水道台帳）

４．水質規制と事業所排水

５．アセットマネジメントワークショップ

６．被災地復興の現場視察

７．アクションプランの作成

【事後活動】

研修終了帰国後、研修員所属先で普及活動を行い、3ヶ月以内にJICAに最終レポートを提出する

10受入可能上限数：

西語

JICA東北

調整中

【目標】
自国の状況に適した下水道防災対策や事業運営に関する立案・実施するための知識・技術を習
得し、それらが自国において共有される。
【成果】
１．日本における下水道防災やアセットマネジメントに関する取り組みについて理解し、自国
の現状と比較して説明できる。

２．水環境保全及び生活環境保全における下水道の意義や重要性を理解し、自国で有効な対策
案を説明できる。

３．研修で取得した知識を踏まえ、自国の下水道事業の改善に向けたアクションプランを作成
する。

【対象組織】
下水道施設の計画、管理、事業運営を所掌
する中央または地方政府・自治体・公的組
織
【対象人材】
＜職位＞中央または地方政府・自治体・公
的組織で、下水道事業を担当する上級技術
者＜職務経験＞

5年以上の実務経験を有する者

災害リスク管理に配慮したアセットマネジメントシステムを活用した下水道資産管理
Management of Sewage Asset Utilizing Asset Management System with Consideration on Disaster Risk
Management

災害リスクを考慮したインフラ等の適切な管理が必要な国

すでに下水道インフラがある程度整備されている中南米の国々における下水道資産のより適切な管理に向け、本研修への参加を通して、災
害リスク管理を考慮したアセットマネジメントにかかる知識・技術を習得する。

名

2016～2018

2016/10/01 2016/11/30～
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