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１．なぜＯＤＡで中小企業支援・自治体支援か 

 

経済のグローバル化と国内の厳しい経済状況から， 

 企業の生き残りには新興国や途上国の成長を 

 取り込むことが必要 

 

中小企業をはじめ日本企業の優れた技術や製品を 

 途上国の開発に活用することで，途上国の開発と日本 

 経済の活性化を両立 

 

地方の重視・地域の再生を通じた経済成長， 

 中小企業対策による地域活性化は， 

 政府の重要施策の一つ（→日本再興戦略等） 
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海外におけるインフラ整備のニーズは，大都市・大型案
件のみならず，地方・中核都市における中・小規模案件
にも拡大。 

水の浄化，廃棄物処理などの環境分野で地域開発の知
見を蓄積している日本の自治体との連携は，海外のニー
ズへのきめ細かな対応に貢献し，日本方式のインフラ輸
出の拡大にも寄与。 

地方自治体の国際協力への参画により，地域の経験・ノ
ウハウと海外の課題を結びつけて解決に取り組む，国際
協力の「担い手」の拡大やグローバル人材の育成につな
がる。 

さらに，地元企業の海外展開を後押しすることで地域経
済の活性化，日本経済再生にも貢献。 
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１．なぜＯＤＡで中小企業支援・自治体支援か 



①相手はＯＤＡ対象国（途上国，含，新興国） 

③カウンターパートは政府・政府機関等 

②途上国の開発に資する目的 

２．ＯＤＡの対象・目的 
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３．ＯＤＡによる各種支援メニューと支援事例 
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（平成24年度新規事業：20億円） 

 経済産業省・中小企業庁・関連機関（ＪＥＴＲＯ，中小企業基盤整備機構含む）と 
 連携の下，以下を実施。 
 

（１）ＯＤＡによる途上国支援と中小企業等の海外展開のマッチングのため   

   の事業（外務省委託費事業，民間提案型普及・実証事業） 
 

（２）草の根技術協力事業 

（３）無償資金協力（中小企業と連携したプロジェクト型無償資金協力及び 

   ノン・プロジェクト型無償資金協力） 

（４）技術協力（研修員受入，専門家派遣） 

（５）民間連携ボランティア 

（６）中小企業連携促進基礎調査 

（７）民間技術普及促進事業 

（８）協力準備調査（ＢＯＰビジネス連携促進） 

（９）途上国の現地情報，グローバル人材情報の提供 

外務省・ＪＩＣＡの支援メニューの全体像 
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JICA 
協力準備調査 

(BOPビジネス連
携推進） 

外務省 
委託費事業 

（利用可能なODA

事業枠組みに関
する調査） 

NO 

JICA 
人材情報ｻｲﾄ 
（’PARTNER’） 

JICA 
ボランティア 
経験者採用 

JICA 
民間連携 
ボランティア 

JICA 
現地人材の 
育成・確保 

（’日本センター’） 

JICA 

中小企業連携
促進基礎調査
(提案主体は中
小企業) 

NO NO 

ODA事業への参

加をひとつの契機
としその後の海外
展開を進めたい 

NO 

海  外  展  開  へ 

途上国でのBOP（い

わゆる低所得者層
市場）ビジネスに関

心がある 

ODA案件化の検討 

※外務省，JICAの他にも，日本貿易振興機構（ジェトロ），中小企業基盤整備機構（中小機構），日本政策金融公庫，商工会議所，商工会等の機関が， 
  中小企業の海外展開支援に係る各種サービスを提供しています。 

JICA 
民間提案型 
普及・実証事業 

外務省 
草の根無償 

外務省 
中小企業 

ﾉﾝ・ﾌﾟﾛ無償等 

ODA案件化 

現地投資担当官庁に
派遣しているJICA専門

家を通じて途上国政府
のビジネス環境情報を
提供します。 

中小企業の検討状況に応じた，支援メニュー特定のためのフローチャート 

外務省・JICAでは，ODAを活用した中小企業の皆様の海外展開事業の支援策を幅広くご用意しておりますが，ご検討の段階によってご利用いただける
メニューが異なることが想定されます。ご自身の会社の状況を踏まえ，質問に答えて矢印に従ってください。ピッタリのメニューが見つかるはずです。 

ODA事業との連携

の可能性について
は外務省・JICAで
随時相談を受け 
付けます。 

※ 

NO 

JICA 
草の根技術協力 
（非収益事業に限る） 

ODA事業例 

※
JIC

A

の
支
援
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
支
援
し
ま
す
。 
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JICA 
民間技術普及促進事業 

YES 

YES 

途上国の課題解決に資する
事業展開を検討している 

YES 

現地情報の収集が進んでいる 具体的な事業計画がある 海外展開の人員は手当されている 進出したい国・地域
が決まっている 

YES YES YES 

YES 

JICA 
相談窓口 

（本部・国内・在外） 

JICA 
JICA専門家から
の情報提供 

ＳＴＡＲＴ 

途上国の貧困削減
に貢献するBOPビジ

ネスについて，ビジ
ネス計画作成を支
援します。 

途上国向け人材育成支援 

現地進出を計画中
の中小企業の事業
計画策定を支援し
ます。 



分野 具体例 

環境・エネルギー・ 
廃棄物処理 

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 等 

水の浄化・水処理 水質測定機材，浄水器 等 

職業訓練・産業育成 研削盤，工作用機器，検査・測定機器 等 

福祉 車いす，リハビリ用品，介護機材，点字プリンター 等 

農業 灌漑ポンプ，収穫・加工用機械 等 

医療保健 Ｘ線診断装置，分娩監視装置，歯科機器 等 

教育 理科教材，理科実験器具 等 

防災・災害対策等 仮設用照明器具，災害救助用機材 等 

ＯＤＡ事業に有益と考えられる製品分野の例 
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ビジネス情報の提供， 
展示会出展支援等 

我が国中小・中堅企業のネットワークや知見を，ＪＩＣＡが有する途上国への支援ツールと組み合わせ，中小企業等の 
海外進出意欲の向上や海外ビジネス拡大を促進。２０１３年３月から地域中小企業海外展開支援会議にＪＩＣＡも参加。 

地域中小企業 

海外展開支援会議 ＪＩＣＡ 

JETRO 

   意欲ある企業の 
     発掘・支援等 

産業人材育成 

・援助案件形成 
・途上国政府職員向け人材育成・ 
 人脈形成 
・途上国の法整備・制度構築支援 
・無償・技協での製品・技術の活用 
 （例：医療・介護機器，省エネ技術） 
 
   （※）中小企業の参画拡大に向けた 
      方策について検討。 

 
 
 

経済産業省 

地方経済産業局 

中小機構 

◎ ＪＩＣＡが地域中小企業海外展開支
援会議に新メンバーとして参加 

• 北海道，東北，関東，中部，近畿，中国，
四国，九州，沖縄で開催。 

• 自治体，中小企業支援団体，地元金融
機関（信用金庫等）等も参画。 

・９地域のＪＩＣＡセンター長等も参加。 
• ２０１２年３月から実務担当者会議に 
 ＪＩＣＡも参加。  

◎優れた企業の紹介 
◎途上国の制度整備の要望 

◎無償・技術協力事業の情報提
供・企業の参加機会の提供 

中小企業等と途上国関係者の人脈形成，中小企業等の技術・製品の途上国での活用を通じた販路拡大 

現地人材育成， 
大卒人材確保等 

 

経済産業省・ＪＥＴＲＯ等との連携 
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両省間での情報共有・意見交換 

外務省 



ニーズ調査 案件化調査 普及・実証事業 

概要 
中小企業等の製品・技術等の開発援助
案件化を念頭に置いたニーズ調査 
（26年度は国別調査とする予定） 

中小企業からの提案に基づく、 
製品・技術に関する途上国の開発における 

有効性を確認するための調査 

中小企業からの提案に基づき、現地で実際に 
製品・技術を試用することにより、開発への 
有効性の実証を図り、現地適合性を高め 

普及を目指す事業 

実施日程 
（案） 

２６年３月 公示（外務省ＨＰ） 
     ４月 業務説明会 
     ５月 応募締切 
     ６月 仮採択通知 
      （契約締結後調査開始） 
 ２７年３月 報告書提出 

【１回目】 

２６年 ５月 公示（JICAのHP） 
      ５月 業務説明会 
      ６月 関心表明締切 
      ６月 応募締切 
      ７月 仮採択通知 

      （契約締結後調査開始） 
【２回目】 

２６年１１月 公示（JICAのHP） 
     １１月 業務説明会 
     １２月 関心表明締切 
     １２月 応募締切 
２７年 １月 仮採択通知 
      （契約締結後調査開始） 

【平成25年度補正】 

２６年 ３月 公示（JICAのHP） 
      ４月 業務説明会 
      ５月 関心表明締切 
      ５月 応募締切 
     ６月 仮採択通知 
      （先方政府機関の了承取付、     

       契約締結後事業開始） 
【１回目】 

２６年 ９月 公示（JICAのHP） 
      ９月 業務説明会 
     １０月 関心表明締切 
     １０月 応募締切 
    １２月 仮採択通知 
       （先方政府機関の了承取付、     

       契約締結後事業開始） 

公募対象 
開発コンサルタントや 

商社等からの提案が基本 
中小企業等（コンサルタント等と組むことも可） 

採択件数 ４件程度 ４７件程度 ４４件程度（内、平成25年度補正２２件を予定） 

上限金額 
（税込） 

5,000万円（予定） 
3,000万円（機材（同時携行できる小型の機材
を除く）の輸送が必要な場合は、5,000万円） 

１億円 

協力期間 年度内 数ヶ月～1年程度 1～3年程度 

負担経費 
・人件費 
・旅費 等 

・人件費（外部人材活用費のみ） 
・旅費 
・輸送費 
・製品紹介や試用等に要する経費等 

・人件費（外部人材活用費のみ） 
・旅費 
・輸送費 
・製品の普及・実証等に要する経費 
・設備・資機材購入費等 

平成26年度外務省事業 
（予算2億円） 

平成25年度補正・平成26年度ＪＩＣＡ運営費交付金事業（予算67億円） 

（１）ＯＤＡと中小企業等の海外展開のマッチング事業 

11 



 （中・大型油化装置）これまで最終処分場に埋立処分されていたプラスチックゴミを油化処理後、エネルギーとして
再利用し、ゴミの減量化、環境保全、さらには観光資源保全による住民の所得向上に貢献する。 

 （小・中・大型油化装置）体験型のゴミの目的分別指導や環境教育を通じて、国民のゴミの分別活動を促進する。 

案件化調査を通じて期待された効果（調査実施前） 

  島嶼国でのゴミ削減・再生エネルギー化事業をモデルケースとして、民間企業や類似する他地域・他国へ販路 
    を拡大する（2013年にパラオ国コロール州リサイクルセンターに小型の油化装置を納品済み）。 
 所在地である平塚市を代表する中小企業として、海外収益を地域住民との活動や雇用へ還元し、地域産業の 
   活性化を図りながら地域と共に成長する企業となることを目指す。 

日本の中小企業のビジネス展開 

案件化調査【支援事例１】 
パラオ国・フィジー国・サモア国 

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 

 提  案  企  業  ：株式会社ブレスト・株式会社富士通総研・株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング 
               共同企業体 
 提案企業所在地：神奈川県平塚市 
 サイト ・ C/P機関 ：パラオ国コロール州リサイクルセンター、フィジー国地方政府・都市開発・住宅・環境省 

企業・サイト概要 

 石油を原料とするプラスチック（PP・PE・PS）を、加熱

液化及び蒸留という単純な原理を用いて石油（油
化油）に戻す装置。 

 油化油専用の発電機を開発しており、併用するこ
とで電源のない地域でも油化装置の運転が可能。
さらに、消費電力の2.8倍の余剰電力を出力する。 

 超小型の卓上型油化装置を開発・活用し、ゴミの
目的分別指導を継続しており、ハード面に加えてソ
フト面での教育技術を蓄積している。 

 島嶼国特有の国土の狭小性といった地理的条件な
どから、適切な廃棄物処理場の確保が困難な場合
が多い。 

 人々のライフスタイルが近代化する中、多様な物資
が輸入され、消費後はゴミとして国内に蓄積される。 

 化石資源に乏しく、電力源をディーゼル発電に頼っ
ており、その高額な電力料金は国民の生活を圧迫
し、経済発展を妨げる一要因となっている。 

パラオ国・フィジー国の開発課題 中小企業の技術・製品 



民間提案型普及・実証事業【支援事例２】 
インドネシア国 下水管路建設における推進工法技術の普及・実証事業 

 平成24年度外務省委託費による「途上国政府への普及事業」において、ジャカルタの下水管路整備に向けた課題に対して、推進工法技術の適用が有効
であることが確認された。 

 同普及事業を通じて、インドネシアの公共事業に同工法を積極採用してもらうために、機材の実証を通じたさらなる普及活動が必要であること、また本格的
な展開に向けて、現地でのメンテナンス体制の構築やビジネスモデルの開発が求められることを確認した。 

提案企業の準備状況 

 提案製品によるデモンストレーション工事の実施、同工事を通じた推進工法の優位性のPR。 
 デモ工事におけるカウンターパート人材のOJTや本邦招聘研修を通じた、機材の適切なメンテナンスのための人材育成。 
 ビジネス展開のための資機材のサプライチェーン検証、ビジネス拠点の選定、及びビジネスモデルの開発。 

民間提案型普及・実証事業の内容 （JICA事業） 

 提案企業：株式会社イセキ開発工機 
 所在地：東京都港区 
 サイト： インドネシア国ジャカルタ市 
 相手国実施機関：ジャカルタ特別州政府・ジャカルタ特別州下水道公社 
 事業実施期間：2013年9月～2014年6月 

企業・サイト概要 

 広範な土質条件下での掘削が可能。 
 長距離・カーブ推進が可能で、地上の土地占有を最少化。 
 地上操作室から遠隔操作が可能で安全性が高い。 
 最小限の地上開削により、騒音や廃棄物を最少化。 

地下水インフラの整備 
  大都市の下水道（汚水、浸水対策）、電力・通信、水道等の地下インフ
ラが十分に整備されていない。 

  地下インフラの整備に際して、慢性的な交通渋滞を悪化させずに工事
を進めることが求められている。 

  工事公害・建設廃棄物の少ないクリーンな建設技術が求められている。 

●●● インドネシア国の開発課題●●● ●●●提案企業の技術・製品●●● 

 インドネシア公共事業省が発注する放水路敷設案件（50億円規模）に推進工法の掘進機及びその運用技術を提供 
 直接の受注者はインドネシアの国営施工会社（PT. Wijaya Karya）であるが、平成24年度外務省委託費による「途上国政府への普及事業」を受注した共同

企業体が、PT. Wijaya Karya と掘進機の販売及び指導員派遣の契約（約16億円）を締結（2014年1月） 

現時点でのビジネス展開 

合致 



民間提案型普及・実証事業【支援事例３】 
フィリピン国 セブ市浄化槽汚泥の脱水装置の普及・実証事業 

 平成24年度外務省委託費による「途上国政府への普及事業」において、セブ市の汚泥処理の現状が確認され、提案製品の現地適合性が確認された。 

 同普及事業を通じて、提案製品の長期的な運用の効果検証、及び継続的な運用のための技術移転と、同製品の普及に向けた更なる働きかけの必要性

も確認。 

提案企業の準備状況 

 提案製品の長期的な運用による効果の検証（提案製品を活用して、セブ市で1日に発生する屎尿汚泥のほぼ全量を処理）。 
 導入機材の継続的な運転のための技術指導、及び汚泥の適切な管理体制構築の支援。 

 提案製品のフィリピン全土への普及のための地方自治体等関係者向けセミナーの開催。 

民間提案型普及・実証事業の内容 （JICA事業） 

 提案企業：アムコン株式会社 
 提案企業所在地：神奈川県横浜市 
 サイト： フィリピン国セブ市 
 相手国実施機関：セブ市公共サービス部門 
 事業実施期間：2013年11月～2015年11月 

企業・サイト概要 

  独自開発の汚泥脱水機（ヴァルート脱水機） 
 脱水処理により、汚泥を固形分と水分に分離。 
  ・水分は適切な処理をして放流、固形分は堆肥化が可能。 
 特許を取得しており、開発途上国での活用に適した以下の強みを持つ。 
  ・目詰まりしにくく、ランニングコストが低い。 
  ・操作及びメンテナンスが簡易であり、簡単な訓練で運用可能。 

 セブ市には下水道が整備されておらず、一般家庭の下水処理では、タ
ンクに溜まった汚泥を定期的に引き抜く方法が採用されているが、引き
抜かれた汚泥が適切に処理されず不法投棄されており、環境問題化し
つつある。 

 セブ市の予算の都合上、大型下水処理施設を早急に建設することは、
現実的でなく、汚泥を適切に処理できる安価な設備が求められている。 

●●● フィリピン国の開発課題●●● ●●●提案企業の技術・製品●●● 

 セブ地域では、産業系の排水処理を請け負う企業から引き合いがあり、2014年1月に機材を販売予定。 
 上記以外にも、セブ地域の複数の民間企業、及びセブ市隣接のマンダウェ市より引き合いあり。 
 マニラ地域では、2013年8月に水道事業体の「マニラッド」に3台納入済。その他複数の企業から引き合いあり 

現時点でのビジネス展開 

合致 



民間提案型普及・実証事業【支援事例４】 
ベトナム国 新しい天然無機質系凝集沈降剤を用いた小規模浄水普及・実証事業  

 平成24年度外務省委託費による「案件化調査」において、天然無機質系の凝集沈降剤にかかる現地適合性を確認するとともに、浄水のニーズを確認。 
 同案件化調査の結果、相手国実施機関により、本技術を活用した小規模浄水施設を省の浄水事業計画に反映したい旨の提案を受理。 

提案企業の準備状況 

 設置予定場所の諸条件に適合した浄水施設の設計、製造。 
 組織運営計画、運転管理マニュアルの作成および運転指導による維持管理体制の確立。 
 浄水施設の設置(各省につき実証フェーズで10ヶ所、普及フェーズで20ヶ所追加) 、施設の運転、 
  及び水質検査による新技術を活用した効果の実証・普及。 
 ベトナムでの現地生産に向けた事業計画、実施モデルの構築。 

民間提案型普及・実証事業の内容 （JICA事業） 

 提案企業：HALVO株式会社 
 提案企業所在地：鹿児島県南さつま市 
 サイト： ベトナム国ハティン省、ヴィンロン省 
 相手国実施機関：ハティン省人民委員会、ヴィンロン省人民委員会 
 事業実施期間：2013年8月～2015年4月 

企業・サイト概要 

 天然無機質系の凝集沈降剤「きよまる君」 

火山灰を主原料とした天然無機質系の凝集沈降剤。以下の特徴を持ち、
設備費と時間を要する水道整備を補完し、汚染度の深刻さに応じて分散
的に飲料水や生活用水を提供することが可能。 
①凝集・沈降速度が速く、処理施設の大幅な小型化が可能。 
②沈殿物処理が容易。 
③設置・運用管理が容易。 
④重金属等有害物の除去効果。 

 経済発展に伴う水源汚染の解消 

近年の急速な経済発展に伴う工業化・都市化により工場排水や農薬等が
地下水及び河川水に流入し、水源を汚染している。 
 浄水インフラの未整備による健康被害の改善 

浄水処理された水の供給範囲は特に農村地域では限定的であるため、給
水問題が下痢等の水因性疾患や赤痢やチフス等の２次感染を引き起こし
ている。 

●●● ベトナム国の開発課題●●● ●●●提案企業の技術・製品●●● 

 ロンアン省の工業団地に自己資金で工場を設立し、 2014年上期より凝集沈降剤と殺菌剤の現地生産を開始する予定。 
 サバやエビの養殖場、コーヒー工場、ゴム製造工場などの現地企業10数社から引き合いあり。 

現時点でのビジネス展開 

合致 



 
 

民間提案型普及・実証事業【支援事例５】 
インドネシア国 防災・環境保全及び環境再生技術の普及・実証事業 

 
 

提案企業の準備状況 

 2011年ウダヤナ大学でのシンポジウムに山口大学と共に参加し、製品の省規模試験実施。2013年三者での共同研究開発の協力を得る。 
 平成24年度外務省委託費による「案件化調査」において、山口大学、インドネシアのウダヤナ大学、インドネシア林業省の支援を受け、バリ島北部のバ

トゥール山周辺にて、荒廃地再生を目的とした多機能フィルター・シート、種バッグの試験施工および効果検証を実施。 

民間提案型普及・実証事業の内容 （JICA事業） 
 ウダヤナ大学、山口大学と共同で、現地素材を活用したシートおよび現地微生物（菌根菌）の共同開発 
 既成製品と現地素材活用製品を用いた荒廃地での効果検証および荒廃地以外での効果検証・適応可能性実験 
 植林活動参加、シンポジウムを通じた防災・緑化研究会の立上 

 提案企業：多機能フィルター株式会社 
 提案企業所在地：山口県下松市 
 サイト： バリ州バトュール山周辺、その他 
 相手国実施機関：インドネシア国バリ州・ウダヤナ大学 
 事業実施期間：2013年9月～2016年2月 

企業・サイト概要 

 
 著しい経済成長を遂げており、大規模な 
       インフラ整備や自然開発が進行する一方、 
      大規模な開発行為による環境破壊の拡大 
 
 洪水や地滑りなど頻発する甚大な自然 
    災害への対策 

 

 
 
 
 
 

 
 

●●● インドネシア国の開発課題●●● ●●●提案企業の技術・製品●●● 

現時点でのビジネス展開 

 平成25年度中小企業ノンプロジェクト無償の要望調査の際にボスニア・ヘルツェゴビナから関心が寄せられた。 
 インドネシアおよびベトナムにおいて、特許申請中（多機能フィルター・シート、種バック） 
 2013年OEM製品としてネパールにて販売実績あり。 

合致 
 多機能フィルター・シート 
  ・空隙率97-98％のフィルター構造。土壌移動 
   を防止し、土壌環境を植生に適するよう保持 
    する機能を有する。 

 種バッグ 
  ・種バックは種子、植生基盤材、菌根菌を内蔵 
   する特殊植生袋。荒廃地等における植生を可 
   能にする。 



①海外進出経験／2009年にインドムンバイに駐在員事務所を設置（結果インド進出せず）。海外進出にあたっての論点の整理ができた。 
②ベトナム進出に向けた準備／2012年5月にハノイ駐在員事務所を設立と同時に、ベトナムに知見のある商社出身の人材を採用。 
③本事業に向けた準備／平成24年度外務省委託費による「案件化調査」を受託し、現地調査や現地企業との面談を通じてベトナムの状況に対する理
解を深めた。 

提案企業の準備状況 

 提案企業     ：玉田工業株式会社 
 提案企業所在地 ：石川県金沢市 
 サイト        ： ベトナム国ハノイ、ホーチミンシティ 
 相手国実施機関 ：国家石油ガス公社（ Petrolimex）他 

 事業実施期間：2013年8月～2015年2月 

企業・サイト概要 

以下の通り環境保全の性能に優れ、経済性も維持している 
1) 外殻のFRP層はシームレスな仕上げで漏洩防止性能が高い。 
2) 漏洩検知装置により微小な漏洩であっても検知可能。 
3) ピット室が不要の為、工期の短縮、工費の削減が実現。 
4) 製造工程のロボット化や量産体制のライン化により生産コスト抑制 。 
5) 独自工法（ｽﾌﾟﾚｨｱｯﾌﾟ工法）は作業効率・材料使用効率高い。 

 モータリゼーション進展にともなう交通需要への対応 

経済発展にともない自動車保有数は増加傾向にあり、ガソリン
スタンドの増改築や新設需要増が見込まれる。 
 ガソリンスタンドによる環境・防災問題の解消 

ベトナムのガソリンスタンドの地下タンクは一重壁のため、漏洩
や破損による火災・環境汚染発生等のリスクが懸念されている。 

●●● ベトナム国の開発課題●●● ●●●提案企業の技術・製品●●● 

 ベトナム国内および近隣諸国へ販売にむけて、SF二重殻タンクの製造拠点として、ハイフォン省の工業団地との間で用地の賃借契約
を締結。今後は普及実証事業の成果としての知見・経験を活かすべく事業計画を作成予定。 

現時点でのビジネス展開 

合致 

受診のためDr.カーに乗り込む地元住民 

民間提案型普及・実証事業【支援事例６】 
ベトナム国 危険物漏洩対策に係る技術の移転を伴うSF二重殻タンクの普及・実証事業 

 SF二重殻タンクの有効性検証・研修 
 現地SS（ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ）での漏洩防止実証試験及び実運用の実施 
 石油公社および各省庁への説明会の開催 
 現地国の土壌汚染やガソリンタンク規制に係る法制度整備支援 

民間提案型普及・実証事業の内容 （JICA事業） 



開発途上地域の住民と一体となって自発的に国際協力を行う意志を持つ 

日本のＮＧＯや公益団体、大学、地方自治体、民間企業等が、 

途上国の開発支援のために技術協力を実施することを支援。 

パートナー型 支援型 
地域活性化特別枠（仮） 
  （旧「地域提案型」） 

途上国での協力経験2年以上 
有する団体、大学 

国内外での活動経験2年以上 
有する団体、大学 

地方自治体 
（広域の経済連合会等との 

共同事業も可） 

民間企業は不可 

募集時期 年2回（春、秋） 年1回（春目処） 

金額規模 1億円以下 2500万円以下 6000万円以下 

事業期間 5年以内 3年以内 3年以内 

対象団体 

 応募要件 

 ① 人を介した「技術協力」事業であること。（モノの供与が主な事業は不可） 

 ② 開発途上国の人々の生活改善・生計向上に直接役立つ内容であること。 

 ③ 日本に拠点のある団体であること。 
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年2回（春、秋） 

実施は地方自治体が指定
するNGO等の団体でも可 

民間企業も可 

（２）草の根技術協力 
（草の根レベルの技術協力に関心がある企業・団体の方へ） 



（１）途上国側は企業の製品だけを持ち込まれても運用できるとは限らないため、ノウハウや技術を有する自治体職員
や関連団体等が材料を現地に持ち込み専門家として途上国政府の規制担当者に技術指導したり、研修を行うなどの
取組が功を奏する。 

（２）地方自治体が主体となった技術協力事業を全面的に支援することで、自治体や地域の関連企業の海外展開を促
進させる。 

本事業の制度により期待される点 

（１）サモア・水道事業運営（宮古島モデル）支援協力（沖縄県宮古島市）～“島”の知見を活かし、
途上国の問題解決に貢献～ 

 沖縄県宮古島市は、草の根技術協力事業を通じて、漏水対策や「生物浄化法（緩速ろ過方
式）」を使った浄水場管理を支援している。何層にも重ねた砂利と砂に緩やかな速度で水を通過
させ、砂の表面や中の微小な生物が不純物を分解することで病原菌のいない飲用水をつくり出
す仕組みにより、安全でおいしい水が提供されるようになった。 

 水源の多くを地下水に依存している〝島〞特有の課題に対し、宮古島市が培ってきたノウハ
ウ・システムを、今後、大洋州を中心とする島嶼国へ展開及び普及することが期待される。 

これまでの自治体によるＯＤＡ活用例 

（２）モンゴル・寒冷地での都市開発技術改善（北海道旭川市）～寒冷地特有の街づくりを～ 

 平均気温が－２０℃以下にもなる寒冷地ウランバートル（ＵＢ）市において、旭川市の寒冷地型
技術を生かしながら、宅地開発、道路配置、道路舗装・維持管理などの都市開発技術の基準作
りと、ＵＢ市の都市再開発事業に同基準を反映させるための行動計画作成を支援している。 

 旭川市職員等の専門家派遣を通じて、都市開発技術基準案へ技術的な助言を行うとともに、
ＵＢ市関係者を北海道に招き、旭川市の都市開発技術基準に基づいて開発・整備された街づく
りや寒冷地特有の凍結路面対策等について総合的に技術移転を実施している。 

 今後、同じ寒冷地都市間の技術・人的交流及び企業進出が期待されている。 
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 中小企業を含む我が国企業の優れた技術を活用し， 

  グリーン成長分野での環境・気候変動対策支援無償を推進 

   ・小水力利用による地方電化計画 

 開発効果を高めるとともに，中小企業を含む我が国企業の海外における知名度 

  向上や活動環境の整備等に貢献するため，草の根・人間の安全保障無償資金協力を積極的に活用 

   ・開発途上国の地方公共団体，教育・医療機関，国際及びローカルＮＧＯ等が供与対象 

   ・途上国で展開する我が国企業が，ローカルＮＧＯと協力してＣＳＲ活動を行う際などに有効（官民連携枠を設けて受付け） 

   ・原則1,000万円以下の小規模案件，在外公館が申請を受付け 

中小企業と連携したプロジェクト型の無償資金協力 

 途上国の要望を踏まえ，我が国中小企業の製品を途上国に供与 

 具体的には：  

 ・国内中小企業の製品の中から，被援助国の経済社会に資する 

  供与対象として適当な調達品目のリストを作成    

 ・職業訓練や医療等のテーマごとにパッケージとして調達品目リストを被援助国に提示 

 ・被援助国側の要請内容に基づき，中小企業が生産している品目を供与 

 ・資機材の調達は調達代理機関が競争入札にて行う 

（３）無償資金協力 
（中小企業と連携したプロジェクト型無償資金協力及びノン・プロジェクト型無償資金協力） 

  中小企業と連携したノンプロジェクト型の無償資金協力 
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（４）技術協力 

 日本における人工透析技術セミナー（研修員受入） 

保健医療レベルの向上やそのための人材育成（特に人工透析技術による血液・血管医療分野）を国家開発
計画の優先課題として掲げている開発途上国に対し，東九州メディカルバレー構想特区（大分県，宮崎県）で
進められている産学官連携による血液・血管医療を中心とした医療技術の動向や人材育成等の取組を紹介。
自国に適用可能な政策・制度，技術，製品の検討に役立てる。 
 

  ・日程： ２０１３年５月２６日～６月１日 
  ・参加者：インド，インドネシア，マレーシア，ミャンマー，フィリピン，南アフリカ，タイ，ベトナムの 
        ８ヶ国１７名 （ 保健省，病院，大学の幹部職員等）  
  ・研修地：大分県，宮崎県（大分大学，宮崎大学，松山医院大分腎臓内科，川澄化学工業等） 

 なお，タイ，インド，南アフリカといった透析医療のニーズがある対象国において，東九州メディカルバレーの
中小企業が有する透析医療技術についてのニーズ調査が，平成２４年度の中小企業支援委託事業で採択さ
れている。 

 研修員受入：途上国の政府関係者等を招き，中小企業等が参加する本邦での技術研修等を実施。 

 専門家派遣：中小企業等の人材を専門家として途上国に派遣。 

技術協力 

途上国政府関係者と
の人脈作りや 

途上国で活躍できる 
人材の育成を支援 
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技術協力の例 



            （５）民間連携ボランティア  
 

対象国 
– 全世界の開発途上国 約80カ国 

対象分野 
– マーケティング，システムエンジニア，観光開発，環境，工業，医療，教育分野など120種類以上 

対象者 
– 青年海外協力隊（20歳～39歳），シニア海外ボランティア（40歳～69歳） 

派遣期間 
– 原則1～2年（3ヶ月以上の短期も可）（派遣前訓練を実施。訓練期間は派遣期間に応じて異なる。） 

選考 
– ＪＩＣＡが書類選考，面接，語学力審査を実施 

派遣前訓練（1年以上の長期派遣の場合。1年未満の短期派遣の場合は，2～7日間の派遣前研修。） 

– 70日間の合宿形式（ＪＩＣＡ訓練施設）（シニア海外ボランティアについては35日間） 

– 現地語学を中心に異文化理解，活動手法，安全管理，健康管理の知識を習得 

– 英・仏・西語，タイ語，ベトナム語，クメール語，インドネシア語など22カ国語 

人件費補填制度（中小企業対象） 

– 訓練・研修期間（１年以上の長期派遣の場合）及び派遣期間，給与・賞与の80%を補填 

中小企業の 
要望に応じ 
カスタマイズ 

 平成２４年度から新たにスタートした，企業の社員を青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして途上国に
派遣する制度。途上国でのボランティア経験を通じ，グローバル社会で活躍できる人材育成とともに現地ネット
ワークの構築を支援。派遣国や職種，派遣期間を企業のニーズを踏まえて調整することができる。 

グローバルな社員を育成し，途上国のネットワークを構築するために・・・ 
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目的 中小企業が有する優れた技術力及び事業アイディアを途上国の経済社会開発に活用す
るため，開発途上地域の開発に資する中小企業の海外事業計画立案を支援し，ODA事
業への展開を検討する。 

対象国 原則として，ＪＩＣＡ事務所所在国 

対象者 本邦中小企業とコンサルタント企業との共同企業体を基本とする。 

費用負担 1件1千万円を上限 

対象分野 開発途上国の社会経済開発に裨益効果のある分野 
 

保健・衛生・医療，運輸交通（道路・橋梁・港湾・空港等），水資源・防災，上下水道，教
育・訓練，エネルギー，農林水産，環境，金融サービス等 

進出ステージ 途上国への直接進出形態に限る（貿易取引や委託生産・販売のみの形態は対象外） 

主たる 
応募要件 

途上国への直接進出を目指す中小企業であること。 
進出先の地域・国や事業構想に関する予備的な検討を了していること。 
コンサルタントとチームを組んで応募すること。 

調査期間 最大１年間 

採択件数 年20件程度（平成25年度） 

（６）中小企業連携促進基礎調査 
（開発途上国の開発のため，事業計画を作成したい方へ） 

我が国中小企業の優れた技術力を途上国の経済開発や貧困削減に活用するなどの， 

ODAとの連携を想定した中小企業の事業展開のための基礎情報収集等を支援します。 

※平成24年度は（中小企業連携促進調査（F/S支援）として実施） 
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次回応募は現在公示中 



 

 メキシコでは虚血性心疾患は死亡率2位。テルモ社のカテーテ
ルを用いたTRI法（手首から挿入するカテーテル術）は安価で身
体的負担が軽い。 

 テルモ社の提案に基づき，メキシコ人ドクター5人を日本で研修。

その半年後に現地で保健省関係者も含めたフォローアップセミ
ナーを実施。 

 この結果，メキシコ国内でのTRI法の普及率（5%(2009
年)→21%(2011年)），テルモ社のカテーテルデバイスの墨国内
のシェア，売上とも向上。 

 JICAが墨・保健省との接点をテルモに提供。研修・セミナーの実
施によりテルモ社と墨・医療関係者の関係も構築・強化。 

具体的な実施事例 
 －テルモ社との連携による技術協力－ 

開発途上国の政府関係者を主な対象とする本邦での研修や現地でのセミナー等を通じて，日本企業が持つ優れ
た製品，技術，システム等への理解を促すと共に，開発への活用可能性検討を行うことを目的とするもの。 

制度概要 

    （７）開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業 
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手首から 
カテーテルを挿入 

（TRI法） 

 
・民間企業にとっては，当該国における同社の 

技術，製品，システムへの認知度の向上，公共性の高
いビジネスの具体的な展開，途上国政府関係者との間
の人的ネットワーク形成等の効果が期待できる。 
・JICAにとっては，当該事業及びその後の民間企業の
事業展開を通じ，開発途上国の課題解決に貢献。 

JICA 

民間企業 

開発途上国 

効果 

対象国 原則として、ＪＩＣＡ在外事務所等の所在国 

対象者 本邦登記法人（外国会社、特定非営利活動法人及び自治体は除く） 

事業経費/期間 1件2000万円を上限/最大2年間 

対象分野 途上国の社会経済開発に効果のある分野（運輸交通、エネルギー、保健医療、水環境、農業、防災、情報通信等） 

採択予定件数 年二回公募/一回の公募あたり10件程度（平成25年度） 



（８）協力準備調査（ＢＯＰビジネス連携促進） 
（開発途上国の貧困問題に貢献できるビジネスがしたい方へ） 

 
・応募方法 ：公募 
・対 象 国 ：ＪＩＣＡ在外事務所の所在国 
・対象分野 ：対象国に関するＪＩＣＡの援助方針に定める開発課題の改善に資する事業 
・対 象 者 ：ＢＯＰビジネスの実施を検討する日本国登記法人 
・負担費用 ：１件5,000万円を上限 （中小企業のみ2,000万円を上限とすることも可） 

 日本ベーシック株式会社 

バングラデシュにおいて，自転車搭載型浄水装置および簡易凝集剤を利用し，ダッカ首都圏で安心・安全で安価
な飲料水をBOP層に販売する。また，就業機会を失うことが予想されるリキシャ運転手に対して，同装置を活用
した水事業における雇用機会（飲料水の製造・販売）を提供することにより，BOP層の所得向上にも貢献する。 
（http://www.nipponbasic.ecnet.jp/topics.html） 

具体的な活用事例 
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次回公示予定       
平成26年3月中旬頃 

ＢＯＰビジネスとは・・・ 

 世界人口の７割を占める貧困層（ＢＯＰ層：
Base of the Pyramid）を対象に，衛生的な水

供給など，ＢＯＰ層のニーズを満たすため
の製品・サービスを，民間ビジネスの原理
を活かして持続的に届けるビジネス。 

社会課題解決型の新しいビジネスモデルと
して注目を集めている。 

14億人 

約40億人 
（世界人口の約72%） 

1.75億人 
年間所得 

20,000ドル 

年間所得 

3,000ドル 
中間層 

出典：Hammond,A,L,et al(2007) The Next 4 Billion. World Resource Institute, IFC 
C.K.Praharad(2005)「ネクスト・マーケット」Wharton School Publishing 

http://www.nipponbasic.ecnet.jp/topics.html
http://www.nipponbasic.ecnet.jp/topics.html
http://www.nipponbasic.ecnet.jp/topics.html


海外展開する現地ビジネス環境の情報が知りたい 
途上国の投資環境施策等の紹介（情報提供） 

 専門家が派遣されている国については，専門家の助言等を受けて途上国政府 
 機関が作成した投資ガイドブック等を活用し，現地ビジネス環境等に関する 
 情報提供を行います。 
 （ＪＩＣＡ専門家派遣国はご照会ください。国ごとに提供内容は異なります） 
 
ビジネス環境情報：経済動向，貿易振興策，投資誘致策，課税・会計， 
         雇用・労働，現地企業，金融，オフィス環境， 
         生活環境 等 
 

途上国の人材育成・確保に関する情報を得たい 
途上国での現地人材育成・確保（現地人材育成研修） 

 ＪＩＣＡ支援する途上国の『日本センター』（市場経済移行国等におけるビジネス人材の育成と日本との交流を 
 目的とした拠点）で以下の支援が可能です。 
 
・対象国：ＪＩＣＡが協力している日本センターを有する東南アジア，東アジア，中央アジア諸国 
・サービス：現地ビジネス環境，とりわけ人材確保に関する情報提供 
        現地人材を対象とする企業紹介セミナー・ジョブフェアの開催 
        メーリングリスト・掲示板などを使った求人情報の掲載 
        現地社員への日本語研修・ビジネス研修の実施 
        多目的ホール・会議室等，センター内施設の貸出 

詳しい情報はこちらへ。（http://japancenter.jica.go.jp/） 

（９－１）途上国の現地情報，グローバル人材情報の提供 
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 PARTNERには海外経験や高い専門性を有した人材が多数登録されています。また，登録者の中には，途上国の 
過酷な条件下で活動したJICAボランティアが多数含まれていますが，JICAボランティアは，異文化適応力，企画力， 
コミュニケーション能力，調整力，逞しい精神力など，ビジネスに欠かせない人間力を深めて帰国します。 
 引き続き海外での活躍を希望する者も多く，企業の海外展開やCSR活動にも貢献できます。 

 PARTNERは，国際協力の世界で活躍を目指す方と，国際協力人材を求める組織や団体に様々な情報をお届けする「国際協力キャ

リア総合情報サイト」です。 

 まずはPARTNER団体登録（簡易登録）をPARTNER上でお済ませください。（登録申請後簡単な審査を経て登録完了となります。） 

 登録が完了すると，以下のサービスが無料（通信費用は御社負担となります）でご利用になれます。 

①PARTNER掲載情報，人材情報の閲覧 

②PARTNERに登録されている個人へのオファー（求人への応募勧奨等） 

③団体情報の掲載，広報機能（プレスルーム）の掲載 

PARTNER 検索 http://partner.jica.go.jp/ 

PARTNERの登録・利用サービス 

・トキタ種苗株式会社（さいたま市）：海外市場・海外種子産地の開拓にあたり，技術・語学・途上国での業務経験の
ある協力隊経験者が活躍。現在20名在籍。 （http://supporter.jica.go.jp/company/tokitaseed/） 
 

・昭和機械商事株式会社（大阪市）：協力隊経験者は企画・実行力，適応力，生き抜く底力があると評価。 

シンガポールに最初の現地法人を設立する際の責任者として抜擢し，2011年11月現在７名の協力隊経験者が在籍。 
（http://supporter.jica.go.jp/company/showa-kikai/） 

具体的な活用事例 

幅広い国際協力人材への情報アクセス（PARTNER人材情報閲覧機能） 
（海外展開をするためのグローバルな人材を採用したい方へ） 

（９－２）途上国の現地情報，グローバル人材情報の提供 
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 ODAを活用して中小企業の海外展開を支援し，新興国・途上国における中小企業の製品等の販路拡大を図るとともに，
途上国の経済社会開発に貢献する。 

中小企業の海外展開支援 （平成26年度外務省ODA予算政府案） 

平成25年度：67.4億円 → 平成26年度：71.1億円     

 中小企業の海外展開支援事業  

             平成25年度： 40億円 【外務省予算 20億円, JICA交付金 20億円】 
        ⇒ 平成26年度： 45億円 （内訳は以下①及び②） 

              ①ODAを活用した中小企業の海外展開支援委託事業    2億円（外務省予算） 
               ②中小企業の技術・ノウハウを活用した技術協力       43億円（JICA交付金） 
 

 中小企業を活用したノン・プロジェクト型無償資金協力   
           平成25年度：25億円 ⇒ 平成26年度：24億円 （外務省予算） 
 

 民間連携ボランティア制度   

          平成25年度： 2億円 ⇒ 平成26年度：1.6億円 （JICA交付金） 
    

中小企業支援の例：ベトナムに
おける簡易浄水器による水供給
事業の普及に関する調査業務 

（参考）上記に加え，平成25年度補正予算において以下の事業につき，計30億円を計上。 
 

  ・ＪＩＣＡ交付金による普及・実証事業 24億円 
   ・中小企業を活用したノン・プロジェクト型無償資金協力 6億円 
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４．今後の事業の見通し 

1 目的・効果 

２ 事業内容 



 地方自治体と連携した草の根技術協力等 (ＪＩＣＡ運営費交付金（技術協力))  
 

                                   【18億円(25年度)⇒15.8億円】 
• 製造業の経営能力向上，ものづくり人材育成，水道事業運営及び廃棄物処理技術向上
等，日本各地の知見を活かした草の根技術協力。 

• 日本の地方自治体の都市開発にかかる経験を生かした地元民間企業のアジア等への
海外展開支援。 

  （参考）平成２５年度外務省ＯＤＡ補正予算で，「地方自治体の国際展開支援」６億円を計上。 

     地方自治体，地場産業，ＮＧＯ及び大学等が強みを有する技術や産業（製造業の経営能力向上など） 
     について，地域主導の技術協力（専門家派遣，機材の途上国への運搬等）を実施。 

 
 地方自治体と連携した無償事業の推進 (無償資金協力)  
 
                                  【35億円(25年度)⇒37.9億円】 

 地方自治体が有する技術・知見を活用して，地方自治体と連携したインフラ整備事業を  
    支援する。 

２ 事業内容 
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地方自治体の国際展開支援 （平成26年度外務省ODA予算政府案） 

平成25年度：53億円 → 平成26年度：53.6億円     

 ODAを活用して地方自治体等が有する技術・経験に基づく「地域主導の途上国支援」を実施することで、地方自治体の
国際展開と地元企業の海外進出を積極的に後押しし、これらを通じて地域経済の活性化を図る。 

１ 目的・効果 



外務省国際協力局 ODA中小企業等支援タスクフォース  

 TEL：03-5501-8000(内線2585又は3095) 
 FAX：03‐5501‐8372 
 MAIL: odakanminrenkei@mofa.go.jp 
 ＨＰ： http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kanmin/chusho.html 

 住所：〒100‐8919 東京都千代田区霞が関2－2－1 
 

独立行政法人国際協力機構 

中小企業支援調査課 

 TEL：03-5226-9283 FAX：03-5226-9307 

 MAIL：pdtfs@jica.go.jp 

 ＨＰ： http://www.jica.go.jp/sme_support/ 

 住所：〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル 

ＪＩＣＡ相談窓口 
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外務省相談窓口 

各支援内容の概要並びに採択済み案件のリストなどにつきましては，外務省
及びＪＩＣＡのホームページにも掲載しておりますので、ぜひご参照下さい。 


