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1. JICAとは
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国内拠点：15ヶ所

海外拠点：約100拠点

・JICAは、開発途上国の貧困削減の解決に取り組む政府開発援助
（ODA）の実施機関。

・技術協力、円借款、海外投融資、無償資金協力業務とともに、青年海外協力
隊、シニア海外ボランティア、国際緊急援助隊の派遣も担う。

・ODAを通じたインフラ整備、政策制度整備を通じ、開発途上国の
産業育成や貿易投資環境の改善にも貢献。
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JICAとは：JICAの事業概要

自助努力の促進

人材育成の支援
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JICA民間連携事業に関連する日本政府の施策
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文書名

日本再興戦略
-JAPAN is BACK-
（2013年6月14日閣議決定）
（2016年6月2日改訂）

インフラシステム
輸出戦略
(2013年5月17日閣議決定）
(2016年5月23日改訂）

▪ 今後5年間で新たに1万社の海外展開を実現する
▪ 重点的支援
– 中堅・中小企業等向け海外展開支援体制の強化
– 現地の「海外ワンストップ相談窓口」の創設

▪ 新たに ODA を活用し、新興国等途上国政府の事業を対象に、我が国中
小企業等の優れた製品を使った技術協力を本格始動する

▪ 地域経済を牽引する中核企業や中小企業の世界市場への挑戦を徹底的
に支援する

▪ 我が国中小企業の製品・技術のODA事業による活用に向けた調査やその
現地適合性を高め普及を図ることを目的とした実証事業の推進 (2013
年5月17日閣議決定）

関連する記載・目標

開発協力大綱
（2015年2月10日閣議決定）

▪ 我が国中小企業を含む企業との連携を強化し、開発途上国の経済発展を
効果的に推進し、日本経済の成長にもつながるよう官民連携による開発協
力を推進



2. Sustainable Development Goals（SDGｓ）とJICA
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SDGs（持続可能な開発目標）とは
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• 2015年9月、国連本部で開催された「国連持続可能な開発サミット」において、
「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され
ました。この中で、2015年から2030年までの行動計画として掲げられた目標
が、ミレニアム開発目標（MDGs）の後継であり、17の目標と169のターゲット
からなる「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」
です。
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SDGsの実現に向けたJICAの取り組み

日本は『人間の安全保障』の実現をてことして、SDGs達成への取り組みでも国際社会を
リードしていく立場にあります。JICAはこれまでに培ってきた経験やノウハウ、ネットワー
クをフルに生かし、そのフロンティアを拓いていく役割を担っています。(JICA年報2016)

JICAのSDGs方針の3本柱

① SDGsは人間の安全保障の理念を加速するものである

② JICAの知見・強みを生かす分野で中心的役割を果たす

③ 国内外の知見活用、イノベーションでインパクトを狙う



SDGsを経営戦略に取り込む動き
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1 環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮している企業を重視・選別して行う投資
2 Global Sustainable Investment Alliance(GSIA) http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf

ESG投資の拡大

出典：GSIA
2

(1USD=110円)

日本企業を取り巻く
ESG投資・SDGsに関わる動き

経団連

「行動憲章」
においてSDGs言及

GPIF
全資産でESGの要素を
考慮した投資を推進

日本証券業協会

「SDGs宣言」
を表明

全国銀行協会

「行動憲章」
においてSDGs言及

• ESG投資1が世界的に注目を集める今日、継続的な企業価値向上に向けて、民間
企業がSDGsを経営戦略に取り込み、事業機会として生かす動きが日本でも広が
りつつあります。

• SDGsは、課題解決を担う主体として民間企業を位置付けている点に特徴があ
り、民間企業による社会課題解決への取り組みに、大きな期待が寄せられていま
す。
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「SDGsはビジネスチャンス、開拓進取を！」

SDGs達成のためには、政府に加え、

企業、市民、研究機関等との連携が必要であり、

特に日本企業の持つ技術がSDGs達成に

果たす役割は大きい。

独立行政法人国際協力機構（JICA）

理事長 北岡伸一

（2016年6月、第１回東京サステナブル会議）
10

企業経営層、事業部門担当者等を対象としたセミナーにおける発信



3. 中小企業・SDGsビジネス支援事業
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中小企業・SDGsビジネス支援事業とは
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※自社の製品や技術を用いて解決できる途上国の問題が、日本の援助方針に沿ったものか確認いただくのにご活用ください。
各国の政治・経済・社会情勢や、開発に関する計画・課題を総合的に勘案して作成する日本の援助方針です。
国別開発協力方針（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html）

• 途上国の開発ニーズと民間企業の製品・技術のマッチングを支援します。

途上国の開発上の課題※

の解決に向け、
WIN－WINの事業を展開

支援

JICA

日本企業 途上国

海外展開したい※
自国が抱える

開発課題※を解決したい

日本企業の海外事業展開の促進
地域経済の活性化の促進

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html


開発課題の解決に資すると考えられる製品・技術の例
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事例 分野 具体例

環境・エネルギー
再生可能エネルギー発電、バイオトイレ、
雨量監視システム、ダム管理 等

廃棄物の処理
有機ゴミ処理技術、都市ごみ埋立地再生技術、
医療廃棄物処理、廃プラスチック燃化技術 等

水の浄化・水処理 水質測定機材、浄水器、ろ過装置、浄化槽 等

職業訓練・産業育成
金型産業、産品輸送改善、研削盤、工作用機器、
検査・測定機器 等

入手中 福祉
車いす、リハビリ用品、介護機材、点字携帯端末機、
点字プリンター、SDプリンター 等

CO2排出量モニタリングシステム

プラスティック油化装置

遠隔操作可能な掘削機

作業工具

点字プリンター



開発課題の解決に資すると考えられる製品・技術の例
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事例 分野 具体例

農業
精米機、グリーンハウス、灌漑ポンプ、
収穫・加工用機械 等

保健・医療
電子カルテ、医療ネットワークシステム、
Ｘ線診断装置、分娩監視装置、
携帯医療機器 等

入手中 教育
音声ペン、eラーニングシステム、理科教材、
理科実験器具 等

防災・災害対策等 警報機、仮設用照明器具、災害救助用機材 等

多機能フィルターシート

理数科教材

血中総ビリルビン値測定機器

長粒種用の精米機



中小企業・SDGsビジネス支援事業
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概要 基礎調査 案件化調査 普及・実証・ビジネス化事業

中小企業
支援型

SDGsビジネス
支援型

基礎情報の収集・分析
（1年程度）

技術・製品・ビジネス等の活
用可能性を検討し、ビジネス

モデルの素案を策定
（数か月～1年程度）

技術・製品やビジネスモデル
の検証。普及活動を通じ、

事業計画案を策定
（1～3年程度）

原則
大企業

原則
中小・中堅
企業

なし

中小企業・SDGsビジネス支援事業

ビジネス活動計画を
実証・策定したい

ビジネスモデルを
策定したい

現地で基礎的な
情報を収集したい

中小企業支援型
（1、1.5億円）

中小企業支援型
（3、5千万円）

中小企業支援型
（850、980万円）

SDGsビジネス支援型
（5千万円）

SDGsビジネス支援型
（850万円）

新
制
度



本事業は「委託事業」です
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①企画の提案

③契約内容について交渉

⑥成果品への支払（反対給付）

②企画の採択

④業務の委託

日本企業 JICA

⑤事業実施・成果品提出

①企業からJICAへ本事業の企画書を提案。
②企画書の内容を踏まえ、JICAが企業の企画を採択。
③業務委託内容は、契約交渉で決定（内容や見積額が、企画書段階から変更となる場合あり）。
④JICA（発注者）と企業（受注者）間で業務委託契約を締結（補助金事業ではない）。
⑤企業（受注者）が業務結果をまとめた「業務完了報告書」（＝成果品）をJICA（発注者）に提出し、

JICAの検査に合格する必要あり（補助金事業ではない） 。
⑥検査合格後、企業（受注者）からJICA（発注者）に精算報告書を提出。JICAが内容を精査したうえで
精算確定を行い、同精算確定額を企業（受注者）に支払う（実績に基づく事後払い）。



補助金事業と業務委託事業との違い

補助金事業 業務委託事業（中小企業・SDGs支援事業）

性格
 補助事業者の事業への財政援助をするという
「助成的性格」をもっています。

 委託費は双方の合意で成り立ち、お金をもらう代
わりに対価として業務を請け負うという「対価的性
格」を持ち合わせています。

金額

 1/3や1/2などの補助率を支払い。

 補助金の配分決定のタイミングは、申請が採
択され、補助金交付（行政行為）の決定時。

 委託費は成果物に対して100％支払い。

 企画書で提案した金額がそのまま契約金額にはな
りません。

 なお、契約履行期間外の証拠書類は精算対象外。

資産
（資機材）

 資産の帰属は、補助事業者。
（利用・処分等について制約あり）

 資産の帰属は、JICA。

知財  補助金においての知財の帰属は、補助事業者。
 JICAとの業務委託契約における「成果品」である業
務完了報告書の著作権はJICAに帰属（業務終了後
にJICAウェブサイトで公開）。

出展：経済産業省 関東経済産業局ＨＰ
http://www.kanto.meti.go.jp/index.html

http://www.kanto.meti.go.jp/index.html


インドネシア国多目的ダム管理や気候変動対策のデータ収集効率化に向けた
リアルタイム監視システム（SESAMEシステム）普及・実証事業

㈱みどり工学研究所（北海道）
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はばたけ中小企業2018 300社に選定（経産省）

インドネシア国多目的ダム管理や気候変動対策のデータ収集効率化に向けた
リアルタイム監視システム（SESAMEシステム）普及・実証事業

㈱みどり工学研究所（北海道）



中小企業・SDGsビジネス支援事業
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基礎調査 案件化調査 普及・実証・ビジネス化事業

概要
途上国の課題解決に貢献し得るビジネ
スモデルの検討に必要な基礎情報の収
集を支援します。

途上国の課題解決に貢献し得る技術・製品・ノウハウ等を
活用したビジネスアイデアやODA事業での活用可能性の検
討、ビジネスモデルの策定を支援します。

途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの事業化に向けて、
技術・製品・ノウハウ等の実証活動を含むビジネスモデルの
検証、提案製品等への理解の促進、ODA事業での活用可能性
の検討等を通じた事業計画案の策定を支援します。

実施日程

2018年9月18日 公示（JICAのHP）
9月20・21日 募集要項説明会
10月15日 企画書提出締切

2019年1月中旬 採択通知
（契約締結後開始）

公募対象

中小企業支援型のみ 中小企業支援型 SDGsビジネス支援型 中小企業支援型 SDGsビジネス支援型

中小企業、中小企業団体の一部組合

（※中堅企業は対象外）
中小企業、中堅企業、中小企

業団体の一部組合
「中小企業支援型」の対象者に
該当しない本邦登記法人

中小企業、中堅企業、中小企
業団体の一部組合

「中小企業支援型」の対象者に
該当しない本邦登記法人

上限金額
（税込）

850万円
（但し、遠隔地域（東アジア、東南ア
ジア、南アジア以外の地域）について
は国際航空運賃に関する経費を上限

300万円まで別見積とし、それ以外の
経費は上限680万円として提案）

一件あたり3,000万円
（機材の輸送が必要な場合

は、5,000万円）
一件あたり850万円

一件あたり1億円
（大規模／高度な製品等を
実証する場合は、1.5億円）

一件あたり5,000万円

負担経費
・人件費（外部人材活用費のみ）
・旅費
・現地活動費
・管理費

・人件費（外部人材活用費
のみ）
・旅費
・機材輸送費
・現地活動費
・本邦受入活動費
・管理費

・旅費
・現地活動費
・管理費

・人件費（外部人材活用費のみ）
・旅費
・機材製造・購入・輸送費
・現地活動費
・本邦受入活動費
・管理費

協力期間 数か月～1年程度 1～3年程度



基礎調査（中小企業支援型）
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途上国の課題解決に貢献し得るビジネスモデルの検討に必要な基礎情報の収集を支援します。

対象者 中小企業、中小企業団体の一部組合（※中堅企業は対象外）

経費
1件850万円を上限
※遠隔地域（東アジア、東南アジア、南アジア以外の地域）については、国際航空運賃に関わる経費
を別見積（上限300万まで）とし、それ以外の経費の上限を680万円とする

負担経費 ・人件費（外部人材活用費のみ） ・旅費 ・現地活動費 ・管理費

期間 数ヶ月～1年程度

対象分野
途上国の社会・経済開発に効果のある分野
（環境・エネルギー、廃棄物処理、水の浄化・水処理、職業訓練・産業育成、農業、保健医療 等）

対象国 原則としてJICA在外事務所等の所在地

中小企業
途上国へビジネス展開し、現地の社会経済開発に
貢献する海外事業を行いたい。

途上国

現地で基礎的な情報を収集したい

JICA
現地事業展開に必要な基礎情報の収集

を支援



案件化調査

途上国の課題解決に貢献し得る技術・製品・ノウハウ等を活用したビジネスアイデアやODA事業での活用可能性の検
討、ビジネスモデルの策定を支援します。

ビジネスモデルを策定したい

提案法人

技術や製品等によるビジネスアイデアが、
途上国の社会経済問題の解決に有効に活
用できるか検討したい。

途上国

JICA
ビジネスモデル策定に必要な調査を支援

社会経済上の課題

中小企業支援型 SDGsビジネス支援型

対象者 中小企業、中堅企業、中小企業団体の一部組合 「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人

経費上限
一件あたり3,000万円

（機材の輸送が必要な場合は、5,000万円）
一件あたり850万円

負担経費
・旅費・機材輸送費・本邦受入活動費・外部人材活用費

・現地活動費・管理費
・旅費・現地活動費・管理費

期間 数か月～1年程度

対象分野
途上国の社会・経済開発に効果のある分野

（環境・エネルギー、廃棄物処理、水の浄化・水処理、 職業訓練・産業育成、農業、保健医療 等 ）

対象国 原則としてJICA在外事務所等の所在地



普及・実証・ビジネス化事業

途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの事業化に向けて、技術・製品・ノウハウ等の実証活動を含むビジネ
スモデルの検証、提案製品等への理解の促進、ODA事業での活用可能性の検討等を通じた事業計画案の策定
を支援します。
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ビジネス活動計画を実証・策定したい

提案法人

技術や製品等を含む、提案のビジネスモ
デルが途上国の社会経済問題の解決に有
効か検証したい。

途上国

JICA
事業計画案策定に必要な活動を支援

社会経済上の課題

中小企業支援型 SDGsビジネス支援型

対象者 中小企業、中堅企業、中小企業団体の一部組合 「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人

経費上限
一件あたり1億円

（大規模／高度な製品等を実証する場合は、1.5億円）
一件あたり5,000万円

負担経費 ・旅費・機材購入、輸送費・実証活動費・外部人材活用費・本邦受入活動費・管理費

期間 1～3年程度

対象分野
途上国の社会・経済開発に効果のある分野

（環境・エネルギー、廃棄物処理、水の浄化・水処理、 職業訓練・産業育成、農業、保健医療 等）

対象国 原則としてJICA在外事務所等の所在国



中小企業等とコンサルタント等のマッチング窓口
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詳細・ご相談・お申込み https://jica-consul-matching.jp/ 電話：03-5615-9672

※例

・開発コンサルタント

・経営コンサルタント

・建設コンサルタント

・大学

・NGO

・地方銀行等金融機関

※※当窓口から紹介したコンサルタント等

との間で生じた利用者の不利益や損害につ

いては、JICA及びマッチング窓口は一切

責任を負うものではありません。



4. 環境関連分野における採択事例の紹介
（中小企業海外展開支援事業）
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環境・エネルギー分野の採択案件（2017年第1回）
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企業名 所在地 対象国 採択事業案件名 調査

株式会社 日進産業 東京都 ベトナム
遮熱性能を有する多機能セラミックコーティング剤の現地展開に関する
基礎調査

基礎

株式会社ヘリオス・ホール
ディングス

愛知県 メキシコ プリペイドガスメーター導入基礎調査

株式会社サンウエスパ 岐阜県 カンボジア 未利用水生植物のバイオエタノール化に関する案件化調査

株式会社ハイテックシステム 北海道 ラオス
遠隔モニタリング技術を活用した水力発電所の運用・保守高度化に関
する案件化調査 案件化

加美電子工業株式会社 宮城県 中国
炭酸ハイブリッド塗装システムによる中国大気環境負荷低減促進への
案件化調査

オリンピア工業株式会社 東京都 モンゴル
モンゴル国の公共施設向け暖房用改良型温水供給ボイラの製造販売
に向けた案件化調査

株式会社コモテック 埼玉県 モンゴル
ウランバートル市のディーゼル路線バスのDPFによる黒煙低減計画に
関する普及・実証事業 普及・

実証事業

ADAPTEX株式会社 広島県 メキシコ 重化学工業分野における省エネに関する普及・実証事業
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企業名 所在地 対象国 採択事業案件名 調査

株式会社イセキ開発工
機

東京都 ベトナム
省エネルギー技術導入のおけるFRP製高圧ガス容器による効
率的ガス利用促進のための基礎調査

基礎

晃立工業株式会社 岡山県 インド
インド国における高強度コンクリート製造の為の高品質で持続
可能な人工砂製造に関する基礎調査

株式会社すまエコ 沖縄県 ラオス
ラオスにおける広東アブラギリ種子の多益利用事業案件化調
査

ムラタ計測器サービス株
式会社

神奈川県 ベトナム ダナン市産業排水管理プロジェクト案件化調査

太洋基礎工業株式会社 愛知県 ベトナム 河川掘削泥土再利用システムの導入に係る案件化調査 案件化

MNJ株式会社 静岡県 ソロモン諸島
ソロモン諸島の未電化地域におけるコンパクトな水力発電シ
ステムの活用に関する案件化調査

オプテックス株式会社 滋賀県 ベトナム
流域水環境モニタリング能力向上のための簡易水質計測器
の導入に係る普及・実証事業

普及・
実証事業

株式会社南西環境研究
所

沖縄県 サモア
バイオログフィルターを活用した環境改善及び災害リスク低減
に関する普及・実証事業

環境・エネルギー分野の採択案件（2017年第2回）
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神奈川県の採択企業一覧
～環境・エネルギー～

公示
年度

企業名 所在地 対象国 採択事業案件名 調査

2013 ストリートデザイン 横浜市 ベトナム
工業団地でのサーマルリサイクル事業調査
（中小企業連携促進）

基礎

2013 京浜蓄電池工業 横浜市 バングラデシュ
無電化地域最低所得者層向けピコソーラー等販売・普及事
業調査（中小企業連携促進）

2012 アムコン 横浜市 フィリピン 浄化槽汚泥の脱水装置の普及事業

2012
上野グリーンソリュー
ションズ

横浜市
フィリピン・インドネ
シア

新興国および太平洋の島国における“ソーラーハイブリッドシ
ステム”（ディーゼル発電と太陽光発電のミックスによる発電
システム）の普及に関する調査

2012 元旦ビューティー工業 藤沢市 ベトナム 屋根を利用した省エネ・太陽光・防災事業案件化調査 案件化

2013 オオスミ 横浜市 ベトナム
簡易測定法を用いた省エネ診断・対策提案事業及び環境教
育推進の案件化調査

2017 ムラタ計測器サービス 横浜市 ベトナム ダナン市産業排水管理プロジェクト案件化調査

2012 アムコン 横浜市 フィリピン セブ市浄化槽汚泥の脱水装置の普及・実証事業

2014 オオスミ 横浜市 ベトナム
簡易測定法を用いた省エネ診断技術及び省エネ効果の
普及・実証事業

普及・
実証事業

2015 音力発電 藤沢市 ブラジル
エネルギーハーベスティング技術に関する
普及・実証事業
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神奈川県の採択企業一覧
～廃棄物処理/防災・災害対策等～

公示
年度

企業名 所在地 対象国 分野 採択事業案件名 調査

2018 アルファ工業 横浜市 ザンビア 防災・災害対策
エポキシ樹脂を活用した橋梁補修に関する
基礎調査

基礎

2012
グーン（旧 萬世リサイク
ルシステムズ）

横浜市 フィリピン 廃棄物処理 資源循環推進事業創出に関する調査

2013 ブレスト 平塚市
パラオ・フィ
ジー・サモア

廃棄物処理
大洋州地域における廃プラスチック油化装置の
普及に向けた案件化調査

2014 音力発電 藤沢市 ブラジル 防災・災害対策
エネルギーハーベスティング技術に関する
案件化調査

案件化

2015 日本ベーシック 川崎市
バングラデ
シュ

防災・災害対策
自転車搭載型浄水装置を活用したコミュニティ防
災体制構築事業案件化調査

2016 エイコーエコスパ 横浜市 マーシャル 廃棄物処理
廃潤滑油のディーゼル発電燃料化に関する
案件化調査

2016 ワコー商事 藤沢市 フィリピン 防災・災害対策 災害医療支援体制の強化に向けた案件化調査

2017 ユニメーションシステム 横浜市 フィリピン 防災・災害対策
河川水位警報ユニットによる防災システム構築
に係る案件化調査

2012
グーン（旧 萬世リサイク

ルシステムズ）
横浜市 フィリピン 廃棄物処理

セブ市資源循環推進事業創出に関する
普及・実証事業

2014 ブレスト 平塚市 パラオ 廃棄物処理
ごみの分別回収・減量化を促進する油化装置の
普及・実証事業

普及・実証
事業

2014 インフォマティクス 川崎市 フィリピン 防災・災害対策
地域防災能力向上のための統合型地理情報シ
ステムの普及・実証事業
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神奈川県の採択企業一覧
～水の浄化・水処理～

公示
年度

企業名 所在地 対象国 採択事業案件名 調査

2013 横浜ウォーター 横浜市 タイ
タイ地方水道公社と連携した配水管維持管理事業調査
（中小企業連携促進）

基礎

2012 日研 高座郡 カンボジア
メコン川流域諸国におけるPOU浄水システム普及に向けた
案件化調査事業

2013 水道テクニカルサービス 横浜市 インド 上水道漏水検知サービスの案件化調査

2013 日本原料 川崎市 モザンビーク ろ過材交換不要のろ過装置による持続可能な飲料水供給事業 案件化

2015 ジャステック 横浜市 インドネシア
バタム島における既設浄化槽汚泥処理施設向け前処理脱水技
術導入事業案件化調査

2017 日之出産業 横浜市 フィリピン
分散菌処理システムを用いた汚水処理改善技術導入
案件化調査

2013 グッドマン 横浜市 インドネシア
樹脂管（PVC管・PE管等）に特化した漏水探索器を使用した無収水
削減対策及び配水管網維持管理の普及・実証事業

2013 日本原料 川崎市 フィリピン
移動式砂ろ過浄水装置及びろ過池更生システムの
普及・実証事業

普及・実証
事業

2013 水道テクニカルサービス 横浜市 インド 自動漏水音検知器を用いた漏水検知システムの普及・実証事業



リサイクル技術でセブ市を環境にやさしいクリーンな街へ！

案件名：フィリピン国セブ市資源循環推進事業創出に関する普及・実証事業

受託企業：株式会社グーン（神奈川県横浜市） 実施期間：2014年1月～2015年12月

概要課題
セブ市では、経済成長と人口増加に伴い廃棄物が増加

した。そこでセブ市は廃棄物発生量を抑え、リサイクルを推進
し、2015年までに廃棄物の埋立処分場を50％削減することを
目標としたが、技術不足等の要因から進捗状況は芳しくな
かった。

株式会社グーンは中間処理施設

において廃棄物からプラスチックを取り
出し、フラフ燃料（ボイラー燃料として使われ
る）としてリサイクルする過程を一括して行う
ことが可能。

企業の
技術

フラフ燃料

JICA事業としてセブ市所管の廃棄物最終処理埋立場（イ

ナヤワン衛生埋立地）内に中間処理施設を新たに設置し、
廃プラスチックのリサイクル処理を実施。フラフ燃料を製
造し、埋立地の余力回復とともにビジネスとしての事業性
を検討。
（相手国実施機関：セブ市公共サービス部門）

イナヤワン衛生埋立地 事業で導入された機材

ビジネス展開

グーン株式会社新工場（セブ市）

１．現状
 JICA事業で培った知見をもとに、環境省
の補助金を利用して2017年5月にリサイ
クル工場を新設。

→現地のホテルやショッピングセン
ター等の民間企業から処理費を徴収。

 セメント工場へフラフ燃料を販売するた
めの交渉が進んでいる。

２．JICA事業を実施したメリット
 JICA事業によるセブ市でのセミナーを通

じて、現地の自治体や民間企業の間で
の知名度が高くなった。

 セブ市関係者とパイプを構築できた。
 現地における雇用の促進。（JICA事業の

実績を説明することで企業への信用度
が上がる）



日本企業側の成果

 BWSSBが無収水対策の部局を公社

内に設置。同部局職員への継続的
な研修実施をBWSSBから受注

 かわさき水ビジネスネットワーク等に
おける知見共有

 BWSSBからのL-Signを核とした漏水
対策事業の受注

 インド国内の他都市から、L-Signを
核とした漏水対策事業の受注

 漏水防止の早期実現

 無収水削減による収益増大、水道事
業の健全化

 水資源の有効活用による水道サービ
スの向上

 水道サービスにおける質・量・
給水時間の確保

 老朽化した水道管および施工
不良に起因する漏水

 未熟な漏水検知手法（地表面
目視）

インド国の開発ニーズ

自動漏水音検知器を用いた漏水検知システムの普及・実証事業
水道テクニカルサービス株式会社（かわさき水ビジネスネットワーク会員）

インド側に見込まれる成果

普及・実証事業の内容

 現地の給水環境（低水圧・輪番
給水）に適した漏水検知機器の
改良、パイロット地域での実証
および普及活動

 ベンガルール上下水道局（
BWSSB）職員への漏水検知技
術研修

中小企業の技術・製品

漏水検知技術の組合せによる
効率的な漏水特定

L-signによる漏水管路の抽出によ

り、音聴式・相関式による漏水箇
所特定が容易となる。

音聴式

現状

今後

水の浄化・
水処

常設型自動漏水監視装置（L-sign）

相関式



日本企業側の成果

 日本国内の多くの官公庁、地方自治
体で統合型GISの導入・活用中（約
140団体、約13,000ライセンス）。

 都市計画策定や固定資産評価など
防災以外の分野での活用を提案。

 フィリピン中央政府機関及び他州へ
の普及活動の実施。

 中央政府機関の気象・防災施策を踏
まえた、防災情報が迅速に相互共有
される仕組みの構築。

 中央政府機関及び地方政府の防災
施策関係者に対する、統合型GISの

防災能力向上への有用性の理解促
進。

 地方自治体レベルでの防災能
力の向上。

 発災時の情報共有、緊急避難・
救助指示などのソフト面での
対応能力の向上。

 既存の防災情報の有効活用。

フィリピンの開発ニーズ フィリピン側に見込まれる成果

普及・実証事業の内容

 パンガシナン州政府及び州内１
市2町に統合型GISによる防災

情報データベースが構築され、
継続的に情報更新と維持管理
ができるようトレーニングを実施。

 台風、洪水等の緊急性の高い
災害を念頭として、中央政府機
関と共有すべき情報と伝達方法
を検討。

 地方自治体の防災担当者を対
象とする災害図上訓練を実施。

提案企業の技術・製品

製品・技術名

－GeoCloud統合型GIS（地理情報
システム）

・ 各部門が共有する地図データを
集約、連携を可能にする仕組み。
・クラウド技術を活用することによ
り、情報共有と維持管理を容易か
つ低コストに実現。

現状

今後相手国実施機関：
パンガシナン州政府
事業期間：
2016年2月～ 2017年8月
事業サイト：

パンガシナン州政府及び州内１市
2町

フィリピン国地域防災能力向上のための統合型地理情報システムの
普及・実証事業 ㈱インフォマティクス（川崎市）



5. 採択傾向
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採択実績 （2012～2017 ）
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分野別の採択実績（2012～2017）
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①環境・エネルギー

②廃棄物処理

③水の浄化・水処理

④職業訓練・産業育成

⑤福祉

⑥農業

⑦保健医療

⑧教育

⑨防災・災害対策

⑩その他
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東南アジア

南アジア

東・中央アジア

大洋州

中南米

中東・欧州

アフリカ



民間連携事業のホームページ
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• https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html

https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html


お問い合わせ先

JICA横浜

中小企業・SDGｓビジネス支援事業担当

までお問い合わせください。

住 所： 〒231-0001 横浜市中区新港2－3－1

電話番号： 045－663－3252 （JICA横浜 総務課）

ホームページ： http://www.jica.go.jp/yokohama/

E - mail  ： yictad@jica.go.jp

担 当： 池上・増田・平野・山田
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http://www.jica.go.jp/yokohama/

