
「JICA食と農の協働プラットフォーム（JiPFA)」
のご案内

～開発途上国の持続的開発目標（SDGs）達成に貢献するための

産官学の情報共有・協働体制構築メカニズム

JICAは、2019年4月に、ODA事業等で連携を深めてきた皆さま方とともに、
これまでの関係をさらに発展させ、 「JICA食と農の協働プラットフォーム」を

立ち上げました。政府機関、大学／研究機関、国際機関、民間企業／業界団
体、NGOやメディアなど、ご関心のある方は、どなたでも参加いただけます。

資料３



１．JICA 食と農の協働プラットフォームの実施要項（案）

（１）目的

• 「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、国内の産官学関係者が途上国及び

日本の課題解決のための活動を促進するために、ゆるやかなネットワーク（プラット
フォーム）を設置するもの。

• 情報や経験の共有等を通じて、同ネットワークの中から、様々な『共同活動』を産み出
すことを目標とする。

（２）プラットフォームの枠組み（案）

a. 対象範囲：関係省庁、政府機関、大学／研究機関、民間企業／業界団体、市民社会、
国際機関など、開発途上国の農林水産及び食料・栄養分野に関係する団体又は個人。
また、必要に応じて、途上国政府とも連携を行う。

b. 活動内容：①途上国の農林水産及び食料・栄養分野における情報・経験の共有、②各
種勉強会、イベント等の開催、③共同活動（共同研究・技術開発、民間企業等の海外
展開、途上国及び日本の人材育成等）の企画・支援

c. JICAの役割：①途上国の現状や課題に関する情報の収集と提供、②関連事業（調査、
人材育成等）の実施、③会員間の共同活動の促進・支援、④JICA事業への参画等に関
する個別相談対応、⑤事務局運営など

（３）運営方式：活動計画・報告は、年1回のフォーラムで実施。JICAが事務局。

（４）参加料：無料（事務局の運営経費はJICA負担）。



２．JICA 食と農の協働プラットフォームの取組イメージ

JICAが重点的に取り組んでいる／参加団体様の

ご要望が高い対象地域・国、分野・課題単位の
分科会を設置
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＜主な活動内容＞
①フォーラム開催（年１回）
②情報共有のためのwebサイト、メー
リングリスト

（その他、参加団体様との協力による
活動）

JICA 食と農の協働プラットフォーム

民間企業・業界団体

大学・研究機関

関係省庁

NGO
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事務局：JICA
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協働事業組成
JICA事業への参画

＜事務局（JICA）の役割＞
①途上国の現状や課題に関する情報の収集・提供
②Webサイトの運営、フォーラム、分科会の開催事務
③関連事業（調査、人材育成など）の実施
④会員間の共同活動の促進・支援
⑤JICA事業への参画等に関する個別相談対応、など

＜主な活動内容＞
①分科会（情報共有・意見交換）開催（適宜）※
（JICA TV会議システムを活用し、地方からの参加可）

②各種勉強会、イベント等の開催

③共同活動（共同研究・技術開発、民間企業等の海外
展開、途上国及び日本の人材育成等）の企画・支援、
など

個別対応

関係プロジェクト専門家

専門家/コンサルタント

民間企業・業界団体

大学・研究機関

報告
経験共有

個別対応個別対応

※GFVC推進官民協議会の各部会との共催



３．設定予定の分科会の概要（地域・国別）

分科会名 概要 2019年度の予定

①ASEAN・フードバ
リューチェン

JICAとASEANとの間で実施予定の『フードバリューチェーン構築支援関連プ
ロジェクト』（協力分野：①ASEAN-GAP、②SPS、③クラスター形成）の実施に
当り、国内関係組織（業界団体・民間企業、大学・研究機関、官公庁等）と意
見交換、案件形成を行います。

第1回：2019年11月
（調整中）

②インドネシア
JICAがインドネシアで実施する農業・農村開発関連プロジェクトの実施に当り、

国内関係組織（業界団体・民間企業、大学・研究機関、官公庁等）との意見・
情報交換を行います。

第1回：2019年12月
下旬

③ミャンマー
＜先行実施中＞

JICAがミャンマーで実施する農業・農村開発関連プロジェクトの実施に当り、

国内関係（業界団体・民間企業、大学・研究機関、官公庁等）との意見・情報
交換を行います。2018年度に行われた第2回目の会合では、ソバやゴマなど

具体的な連携について活発な議論が行われました。同会合での民間企業様
からの提案を受け、黒ゴマに関しては種子に関する調査団を派遣し、民間企
業10社以上を含む関係者との個別具体的な議論を展開しております。

第1回：2019年12月
下旬

④中南米・フードバ
リューチェーン

中南米における産官学協働事業の形成のため、意見交換を行います。2019
年度は、参加団体様からのビジネス提案を受け付け、開発効果や実現性の
高いアイデアは、JICA調査（ビジネスモデル組成）や現地セミナーを実施予
定です。また、日本とのビジネスを志向する現地業界団体等を日本に招聘し、
参加団体様とのビジネス対話の機会を提供します。

第1回：
2019年4月25日
第2回：
2019年7月19日午
前

⑤アフリカ・フード
バリューチェーン

アフリカにおける産官学協働事業の形成のため、意見交換を行います。
2019年度後半には、参加団体様からのビジネス提案を受け付け、開発効果

や実現性の高いアイデアは、JICA調査（ビジネスモデル組成）や現地セミ
ナーを実施予定です。

第1回：
2019年4月25日
第2回：2019年9月
下旬（調整中）
第3回：2020年1月
（調整中）

⑥ ア フ リ カ 稲 作
（CARD）

アフリカ稲作イニシアティブを推進するため、産官学の関係者で意見交換や
具体的な取り組みついて検討を行います。 第1回：2019年第3

四半期（調整中）



３．設定予定の分科会の概要（分野・作物別）

分科会名 概要 2019年度の予定

⑦スマートフー
ドチェーン

育種・農業・加工・物流各分野のスマートフードチェーンの産官学関係者と最新
の動向の共有及び今後のODA事業としての取り組みについて意見交換を行い
ます。特に、現在JICAではゲノム編集による育種や、衛星利活用によるモニタリ
ング、IoT技術の活用、FINTECHの活用などを実施しており、これら事業に関する

今後の取り組みの可能性を検討します。

第1回：2019年9月

⑧農業機械

業界団体及び大学／研究機関との協力により、農業機械化推進のための議
論・ODA事業における取り組みについて意見交換を行います。
2019年度にJICAは、参加団体様とも意見交換の上、アフリカ地域の稲作農業機

械を対象に、セネガル、タンザニア、コートジボワールの現地調査を行います。

第1回：
2019年4月25日
第2回：2019年9月
（調整中）

⑨ゴマ
＜先行実施中＞

業界団体及び大学／研究機関との協力により、安心安全なゴマ生産・流通の
推進のための議論・ODA事業における取り組みについて意見交換を行います。
2018年度会合では、パラグアイ、ミャンマー、ブルキナファソにおけるゴマの日
本への輸出上の課題やJICAプロジェクトによる解決策など、具体的な議論が行

われました。

第1回：2019年11月
（調整中）

⑩畜産

途上国における畜産振興、家畜衛生強化、獣医人材育成、及びOne Health（人
獣共通感染症対策等）推進のために、関係組織（業界団体・民間企業、大学・
研究機関、官公庁等）との意見・情報交換を行い、関係者ネットワークの構築、
効果的な案件形成・実施を予定しています。

第1回：2019年7月
30日午後

⑪水産

水産協力を担当するJICA職員、派遣専門家及び水産人材ネットワーク参加者

（水産系大学、水産研究機関、民間企業等を想定に今後形成予定）を対象とし
て、我が国の水産協力の活動の成果及び課題を共有し、併せてネットワークの
強化を図る勉強会等を開催する。

検討中

※開催場所：JICA本部・研究所に加えて、在外事務所、国内機関とTV会議接続します。



３．設定予定の分科会の概要（日本の経験・地方創生）

分科会名 概要 2019年度の予定

⑫人材育成

JICA開発大学院連携構想に関連し、①明治近代化期から現代に至るまでの我

が国の農業・農村開発の経験、②アジアでの開発経験（我が国ODAの経験を
含む）、③農業生産から加工、流通、消費までのフードバリューチェーンにおけ
る日本の最新技術、などを農林水産分野の留学生に学んでいただくための講
義モジュール・関連教材について議論を行います。
また、JICAでは、農林水産分野において、2020年から2030年までの10年間で
1,000名程度の留学生を受け入れる計画ですが、留学生事業における産官学

連携について意見交換します。

第1回：2019年9月
（調整中）
第2回：2020年3月
（調整中）

⑬日本の地方
創生

「技能実習生を送り出す途上国の農村」と「技能実習生を受け入れる日本の地
域」の『信頼』関係強化により、①技能実習生の質の確保・マッチング強化・事
前研修への協力、②帰国後の農業開発の支援を図り、途上国の農村と日本の
地方が共に発展するモデルの構築を行うため、優良事例などの情報共有・事
業形成を行います。

第1回：2019年7月
19日午後
第2回目以降調整
中

※開催場所：JICA本部・研究所に加えて、在外事務所、国内機関とTV会議接続します。

JICA 食と農の協働プラットフォーム（JiPFA）についてのお問合せ、会員登録をご希望
の場合は、HPをご確認のうえ、以下のメールアドレスにご送付ください。

◎メールアドレス：jipfa@jica.go.jp
◎JICAのHP“JICA食と農の協働プラットフォーム（JiPFA)”
https://www.jica.go.jp/activities/issues/agricul/jipfa/index.html

mailto:jipfa@jica.go.jp
https://www.jica.go.jp/activities/issues/agricul/jipfa/index.html


設立記念フォーラム（4月）で寄せられたニーズ・期待

①海外展開における知見（ビジネスモデル、ノウハウ）の共有や開発

- 農業機械化のための制度化

- 生産プロセスの高付加価値化、ソーシャルビジネス

②トラブル対応の共有

③技術移転と知財流出防止のバランスのとり方

④バックオフィス機能/ロジスティックスの提供等

- 登記、商習慣、会計、輸入・輸送等

⑤民間企業間のパートナー構築推進

- 同じ国・地域で、同業他社・異業他社パートナーと連携

⑥アクターとしての日本の大学の活用、現地(特にアフリカ）の農業系大学を研究

や普及の拠点として活用

⑦ a.教育、b.資源の再利用、c.環境保全技術の開発、d.知識・情報ネットワーキ

ング、e. 新たな制度の構築、f. 「産」から「官」「学」への働きかけ

7
今後の分科会や調査の方針、ニュースレター記事等に反映



2019年度　JICA農村開発部　実施中案件一覧（技プロ）

地域部 国名 案件名 実施種別
直営
/契約

主管 協力開始日 協力終了日

1 継続 1R インドネシア 官民協力による農産物流通システム改善プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2016/3/16 2020/3/15

2 継続 1R インドネシア 水産資源の持続的管理・活用プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2016/3/16 2020/3/15

3 継続 1R インドネシア 農業政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/7/30 2020/7/30

4 継続 1R インドネシア 農業保険実施能力向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2017/10/1 2022/9/30

5 継続 1R インドネシア 食料安全保障のための灌漑開発・管理長期戦略策定プロジェクト 開発計画調査型技術協力 契約 本部 2018/12/15 2021/5/31

6 継続 1R カンボジア ビジネスを志向したモデル農協構築プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2014/5/20 2019/5/19

7 継続 1R カンボジア 海水魚種苗生産技術向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2016/11/20 2019/11/19

8 継続 1R カンボジア 灌漑・排水政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/6/15 2019/6/14

9 継続 1R カンボジア 種子生産・普及プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/11/6 2022/11/5

10 継続 1R ソロモン
コミュニティ主体の沿岸資源管理・利用による生計向上のためのアド
バイザー

個別案件（専門家） 契約 本部 2017/3/1 2021/2/28

11 継続 1R タイ 灌漑システムの近代化・レジリエンス向上支援 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/8/20 2019/8/19

12 継続 1R タイ コミュニティ起業家振興プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/11/22 2021/11/21

13 継続 1R タイ 地元産品の収穫後管理及び地域開発 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/2/1 2020/3/31

14 継続 1R タイ 地元産品の収穫後管理及び地域開発 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/2/1 2020/3/31

15 継続 1R タイ 地勢上及び地質学調査および灌漑設計 個別案件（専門家） 混合 本部 2018/4/1 2020/3/31

16 継続 1R タイ
水産製品における食品添加物及び汚染物質に関する検査方法の向
上と調和

個別案件（国別研修（本邦）） 混合 本部 2018/5/27 2020/3/31

17 継続 1R バヌアツ 豊かな前浜プロジェクト　フェーズ３ 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/3/1 2021/2/28

18 継続 1R フィリピン 農業プログラム開発アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/8/31 2020/8/30

19 継続 1R フィリピン 農業プログラム開発アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/8/31 2020/8/30

20 継続 1R ベトナム ファンリー・ファンティエット農業開発プロジェクトフェーズ２ 技術協力プロジェクト 混合 在外 2016/3/9 2019/12/27

21 継続 1R ベトナム ゲアン省農業振興開発調査型技術協力プロジェクト 開発計画調査型技術協力 契約 在外 2016/3/13 2019/4/12

22 継続 1R ベトナム 北部地域における安全作物の信頼性向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 在外 2016/7/28 2021/7/27

23 継続 1R ベトナム ゲアン省農業振興アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 在外 2016/10/12 2019/4/26

24 継続 1R ベトナム 農業農村政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 在外 2018/8/20 2020/8/19

25 継続 1R ベトナム 農業政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 在外

26 継続 1R ミャンマー イエジン農業大学能力向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2015/11/22 2020/11/21

27 継続 1R ミャンマー バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 本部 2016/3/20 2021/3/19

28 継続 1R ミャンマー 農業政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/6/12 2020/9/17

29 継続 1R ミャンマー 農業セクター中核人材育成（フェーズ２） 長期研修（国別） 契約 本部 2017/7/3 2024/10/31

30 継続 1R ミャンマー イネ保証種子流通促進プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/10/22 2023/4/21

31 継続 1R ミャンマー 海洋水産資源の保全管理 個別案件（国別研修（本邦）） 契約 本部 2018/2/25 2020/3/31

32 継続 1R ミャンマー 口蹄疫対策のための組織能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 本部 2019/5/22 2024/5/21

33 継続 1R ラオス サバナケット県における参加型農業振興プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2017/6/28 2022/6/22

34 継続 1R ラオス クリーン農業開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 本部 2017/11/10 2022/11/9

35 継続 1R ラオス 農業政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/7/8 2020/7/7

36 継続 1R ラオス 農業政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/7/8 2020/7/7

37 継続 1R 東ティモール 国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2016/9/12 2021/9/11

38 継続 3R アルメニア 地方産品と地方ブランドの開発プロジェクトフェーズ2 技術協力プロジェクト 契約 在外 2016/7/1 2019/6/30

39 継続 3R キルギス 輸出のための野菜種子生産振興プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2013/6/2 2020/2/1

40 継続 3R キルギス 一村一品・イシククリ式アプローチの他州展開プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2017/1/12 2023/1/11

41 継続 3R キルギス チュイ州市場志向型生乳生産プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2017/7/1 2022/6/30

42 継続 3R キルギス 乳品質向上のための食品検査人材育成プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2019/4/19 2022/10/18

43 継続 3R モンゴル 獣医・畜産分野人材育成能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2014/4/30 2020/5/29

44 継続 4R アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2011/5/22 2020/5/21

45 継続 4R アフガニスタン 稲作振興支援プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2011/5/22 2020/5/21

46 継続 4R アフガニスタン 農業灌漑牧畜省組織体制強化プロジェクト・成果１（政策支援） 技術協力プロジェクト 直営 本部 2012/5/30 2020/5/29

47 継続 4R アフガニスタン 農業灌漑牧畜省組織体制強化プロジェクト・成果２（灌漑局支援） 技術協力プロジェクト 契約 本部 2012/5/30 2020/5/29

48 継続 4R アフガニスタン 農業灌漑牧畜省組織体制強化プロジェクト・成果３（研究・普及支援） 技術協力プロジェクト 契約 本部 2012/5/30 2020/5/29

49 継続 4R インド ミゾラム州持続可能な農業・灌漑開発のための能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/7/13 2022/7/12

50 継続 4R スリランカ 北部州酪農開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/3/25 2023/3/24

51 継続 4R ネパール シンズリ道路沿線地域商業的農業促進プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2015/3/11 2020/3/10

52 継続 4R ネパール タライ平野灌漑システム維持管理促進プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/3/10 2024/3/9

53 継続 4R パキスタン シンド州持続的畜産開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2014/2/24 2019/6/30

54 継続 4R パキスタン バロチスタン州農業普及員能力向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/3/11 2022/3/31

55 継続 4R ブータン 中西部地域園芸農業振興プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2016/1/13 2021/1/12

56 継続 4R ブータン 村落コミュニティにおける起業家育成のための能力開発フェーズ２ 個別案件（国別研修（本邦）） 直営 在外 2017/4/1 2020/3/31

57 継続 5R エルサルバドル
生活改善アプローチ に基づいた東部地域地方開発能力強化プロジェ
クト

技術協力プロジェクト 直営 本部 2018/1/17 2023/1/9

58 継続 5R キューバ 基礎穀物のための農業普及システム強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 本部 2017/1/10 2022/1/9

59 継続 5R コロンビア 一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2014/3/1 2020/2/28

60 継続 5R スーダン 稲作振興能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2018/1/16 2023/1/15

61 継続 5R ニカラグア 道の駅による地域経済振興プロジェクト 個別案件（専門家） 直営 本部 2019/4/15 2021/4/15

62 継続 5R ハイチ 農業技術者能力向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2016/4/27 2020/4/26

63 継続 5R パラグアイ 小農のための営農技術パッケージ開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 在外 2015/4/7 2019/4/6

64 継続 5R パラグアイ ヤシレタダム湖隣接地域及びテビクアル川流域総合開発プロジェクト 開発計画調査型技術協力 契約 本部 2017/3/1 2020/7/31

65 継続 5R パラグアイ 小規模農家の輸出農作物安全性向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2017/12/17 2022/12/16

66 継続 5R ボリビア 灌漑アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/9/16 2020/9/14

67 継続 5R ボリビア
サンタクルス県インクルーシブ・フードバリューチェーン振興プロジェク
ト

技術協力プロジェクト 混合 本部 2019/5/1 2024/4/30

68 継続 5R ホンジュラス 小規模コーヒー生産者輸出競争力強化 個別案件（国別研修（本邦）） 直営 在外 2015/9/1 2020/3/31

69 継続 6R アンゴラ 稲作開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2013/8/2 2019/8/31

70 継続 6R アンゴラ カパンダ地区綿花栽培能力強化 個別案件（専門家） 直営 本部 2019/3/1 2020/2/28

71 継続 6R ウガンダ 北部ウガンダ生計向上支援プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2015/12/1 2020/11/30

72 継続 6R ウガンダ 灌漑技術 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/10/15 2019/10/15

73 継続 6R ウガンダ 農業計画アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/12/19 2019/12/18

74 継続 6R ウガンダ コメ振興プロジェクト　フェーズ２ 技術協力プロジェクト 混合 本部 2019/4/1 2024/3/31

75 継続 6R エチオピア 国立イネ研究研修センター強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2015/11/30 2020/11/29

76 継続 6R エチオピア 農業アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2016/6/14 2019/6/13

77 継続 6R エチオピア 市場志向型小規模園芸農業推進プロジェクト 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/1/15 2022/1/14

78 継続 6R エチオピア 植物防疫体制強化アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/7/16 2019/3/31

79 継続 6R エチオピア
農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェ
クト

技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/2/1 2024/1/31

80 継続 6R ガーナ
ポン灌漑地区における小規模農家市場志向型農業支援・民間セク
ター連携強化プロジェクト

技術協力プロジェクト 直営 本部 2016/1/28 2021/1/27

81 継続 6R ガーナ 天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ２ 技術協力プロジェクト 契約 本部 2016/5/15 2021/3/31
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82 継続 6R ガーナ カカオ品質管理能力強化 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/7/1 2019/6/30

83 継続 6R ガボン 零細漁業振興アドバイザー 個別案件（専門家） 契約 本部 2017/8/14 2019/9/20

84 継続 6R カメルーン コメ振興プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2016/6/26 2021/6/25

85 継続 6R ギニア 水産管理アドバイザー 個別案件（専門家） 契約 本部 2018/11/12 2020/11/11

86 継続 6R ケニア
地方分権下における小規模園芸農民組織強化・振興プロジェクト
（SHEP PLUS）

技術協力プロジェクト 直営 本部 2015/3/2 2020/3/1

87 継続 6R ケニア アフリカ地場産業貿易振興（一村一品） 個別案件（第三国研修） 直営 在外 2017/2/1 2020/1/31

88 継続 6R ケニア
トゥルカナ持続可能な自然資源管理及び代替生計手段を通じたコミュ
ニティのレジリエンス向上プロジェクト

技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/2/1 2022/1/31

89 継続 6R ケニア 農業振興アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 在外 2017/7/1 2019/6/30

90 継続 6R ケニア 灌漑普及アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/5/13 2020/5/12

91 継続 6R ケニア 灌漑地区におけるコメ生産強化のための能力開発プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/2/1 2023/1/31

92 継続 6R ケニア アフリカ稲作振興のための共同体振興アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2019/4/1 2021/3/31

93 継続 6R コートジボワール 国産米振興プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2014/2/20 2020/3/31

94 継続 6R コートジボワール 内水面養殖再興計画策定プロジェクト 開発計画調査型技術協力 契約 本部 2016/5/16 2019/12/15

95 継続 6R コートジボワール 漁業・養殖技術アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2019/1/1 2020/12/31

96 継続 6R コンゴ共和国 ポワント・ノワール市水産物バリューチェーン改善プロジェクト 開発計画調査型技術協力 契約 本部 2012/10/7 2019/4/30

97 継続 6R ザンビア コメ普及支援プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2015/12/23 2019/9/30

98 継続 6R ザンビア 農業局アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/5/1 2020/4/30

99 継続 6R ザンビア 持続可能な地域密着型灌漑開発支援プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 本部 2019/1/17 2024/1/16

100 継続 6R シエラレオネ 持続的コメ生産プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/6/16 2022/6/15

101 継続 6R ジンバブエ 市場志向型農業振興プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2019/3/12 2024/3/11

102 継続 6R スーダン リバーナイル州灌漑スキーム管理能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2015/11/27 2019/11/26

103 継続 6R セネガル セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2016/5/24 2021/5/23

104 継続 6R セネガル 小規模園芸農家能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/1/30 2022/1/29

105 6R セネガル 食料安全保障とレジリエンスのガバナンスに係る能力向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/12/6 2021/12/5

106 継続 6R セネガル 水産行政アドバイザー 個別案件（専門家） 契約 在外 2018/3/1 2020/3/31

107 継続 6R セネガル 農業政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2018/5/1 2020/4/30

108 継続 6R セネガル 広域水産資源共同管理能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/2/21 2023/3/31

109 継続 6R タンザニア SHEPアプローチを活用した県農業開発計画実施能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 在外 2019/1/1 2023/12/31

110 継続 6R ナイジェリア 連邦農業農村開発省政策アドバイザー 個別案件（専門家） 混合 本部 2018/7/1 2019/9/30

111 継続 6R ナイジェリア 連邦首都区における栄養改善能力向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/2/22 2024/2/21

112 継続 6R ニジェール 農業普及システム改善プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/3/25 2024/3/24

113 継続 6R フィリピン、アフリカ アフリカにおける食糧安全保障（稲作分野）普及能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2016/3/17 2019/5/31

114 継続 6R ブルキナファソ 農業・農村開発政策アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2014/7/15 2020/6/30

115 継続 6R ブルキナファソ ゴマ生産支援プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 本部 2014/10/1 2019/9/30

116 継続 6R ブルキナファソ 全国低湿地開発計画策定プロジェクト 開発計画調査型技術協力 契約 本部 2017/2/20 2019/2/19

117 継続 6R ベナン 内水面養殖普及プロジェクトフェーズ２ 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/2/17 2022/2/16

118 継続 6R マダガスカル コメ生産性向上・流域管理プロジェクトフェーズ２ 技術協力プロジェクト 直営 本部 2015/12/1 2020/11/30

120 継続 6R マダガスカル 食と栄養改善プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/4/1 2024/4/1

121 継続 6R マダガスカル 農業・農村開発技術アドバイザー 個別案件（専門家） 直営 本部 2019/5/13 2021/5/12

122 継続 6R マラウイ 中規模灌漑開発維持管理能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2015/3/26 2020/3/25

123 継続 6R マラウイ 市場志向型小規模園芸農業推進プロジェクト 技術協力プロジェクト 混合 本部 2017/4/8 2022/4/7

124 継続 6R モーリタニア 水産加工教育 個別案件（専門家） 契約 本部 2019/3/6 2020/5/31

125 継続 6R モーリタニア 漁村コミュニティー開発 個別案件（専門家） 契約 本部 2019/3/15 2020/6/5

126 継続 6R モザンビーク
ナカラ回廊農業開発におけるコミュニティレベル開発モデル策定プロ
ジェクト

技術協力プロジェクト 契約 本部 2013/5/26 2019/5/25

127 継続 6R モザンビーク ザンベジア州コメ生産性向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2016/11/23 2021/11/22

128 継続 6R モザンビーク 農業技術促進を通じた農村開発セミナー 個別案件（国別研修（本邦）） 直営 在外 2017/6/15 2022/3/31

129 継続 6R モザンビーク 魚市場運営管理・水産物衛生改善 個別案件（専門家） 契約 本部 2017/9/1 2020/2/20

130 継続 6R ルワンダ 小規模農家市場志向型農業プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2014/10/1 2019/9/30

131 継続 6R ルワンダ コーヒーバリューチェーン強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 直営 本部 2017/5/2 2020/5/1

132 継続 6R ルワンダ 灌漑水管理能力向上プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2019/3/1 2024/2/1

133 継続 6R 南スーダン CAMP/IDMP実施能力強化プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/8/16 2021/12/24

134 継続 7R イラク 水利組合による持続的な灌漑用水管理プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2017/4/4 2020/2/28

135 継続 7R エジプト 小規模農家の市場志向型農業改善プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2014/5/30 2019/5/29

136 継続 7R チュニジア 水産資源共同管理及び水産物付加価値向上 個別案件（国別研修（本邦）） 直営 本部 2017/9/1 2019/9/30

137 継続 7R パレスチナ 市場志向型農業のための農業普及改善プロジェクト 技術協力プロジェクト 契約 本部 2016/7/30 2021/7/29

138 継続 7R モロッコ 水産業振興 個別案件（専門家） 直営 本部 2017/5/23 2021/5/22

139 継続 カンボジア
食料安全保障のための農学ネットワーク(2018年度）【名古屋大学：社
会人Dr.】

長期研修（国別） 直営 本部 2019/3/1 2022/10/1

140 継続 カンボジア 食料安全保障のための農学ネットワーク(2018年度）【東海大学：博士】 長期研修（国別） 直営 本部 2019/3/1 2022/10/1

141 継続 全世界 食料安全保障のための農学ネットワーク（2017年度受け入れ） 長期研修（国別） 直営 本部 2017/8/1 2021/8/1

142 継続 タイ 食料安全保障のための農学ネットワーク(2018年度）【三重大学：修士】 長期研修（国別） 直営 本部 2019/3/1 2022/10/1

143 継続 フィリピン
食料安全保障のための農学ネットワーク(2018年度）【名古屋大学：修
士】

長期研修（国別） 直営 本部 2019/3/1 2022/10/1

144 継続 フィリピン 食料安全保障のための農学ネットワーク(2018年度）【宮崎大学：修士】 長期研修（国別） 直営 本部 2019/3/1 2022/10/1

145 継続 ラオス
食料安全保障のための農学ネットワーク(2018年度）【鹿児島大学：修
士】

長期研修（国別） 直営 本部 2019/3/1 2022/10/1
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