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海洋養殖研究開発センター

シハヌークビル港

－ODAマップ（カンボジア）－－ODAマップ（カンボジア）－
この他にも日本は、草の根・人間の安全保障無償資金協力、国際機関を通じた支援、専門家やシニアボランティア、青年海外協力隊の派遣、研修員の受け入れ等、様々な支援を行っています。

産業振興支援
重点
分野
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▼物流円滑化促進
❶メコン架橋建設計画（きずな
　橋）（GA: 63.82億円、’97）
❷モンドルキリ州小水力地方電
　化計画（GA: 10.66億円、’06）
❸ネアックルン橋梁建設計画（つ
　ばさ橋）（GA: 119.40億円、’10）
❹ラタナキリ州小水力発電所建設・
　改修計画（GA: 14.87億円、’13）

❺シハヌークビル港緊急リハビ
　リ事業（YL: 41.42億円、’99）
・シハヌークビル港緊急拡張事
　業（YL: 43.13億円、’04）
・シハヌークビル港経済特別区
　開発事業（YL: 36.51億円、’08）
・シハヌークビル港多目的ターミナ
　ル整備事業（YL: 71.76億円、’09）
・シハヌークビル港コンテナター
　ミナル経営・技術向上プロジェ
　クト（Ⅱ）（TC: ’18-）
・シハヌークビル港新コンテナター
　ミナル整備事業
　（YL: 235.02億円、’17）
・電子海図策定支援プロジェクト
　（TC: ’13-’16）

●物流システム改善プロジェクト
　（TC: ’18-）
●洪水対策支援計画
　（GA: 15.10億円、’12、プレイベ
　ン，コンポンチュナン）
●洪水多発地域における緊急
　橋梁架け替え計画　　　　
　（GA: 39.42億円、’17、プレイベ
　ン，クラチェ）

▼投資環境整備
●メコン地域通信基幹ネットワー
　ク整備事業（YL: 30.29億円、
　’05、コンポンチャム－シハヌー
　クビル－プノンペン間）
●南部経済回廊配電網整備計画
　（GA: 8.93億円、’16 、広域展開）
●メコン地域電力ネットワーク
　整備事業（YL: 26.32億円、’07、
　シハヌークビル－カンポット区間）
●東メコン地域次世代航空保安
　システムへの移行に係る能力
　開発プロジェクト（TC: ’11-’16、
    カンボジア，ベトナム，ラオス）

▼産業人材育成
●人材育成奨学計画
　（GA: 47.14億円、’01-、広域展開）
●教員養成大学建設計画
　（GA:31.7億円、’17、プノンペン，
　バッタンバン）

▼農業振興
❻カンダルスタン灌漑施設改修
　計画（GA: 17.40億円、’05）
❼海洋養殖開発センター（現：海
　洋養殖研究開発センター）建設
　計画（GA: 9.31億円、’09）

●海水魚種苗育成技術向上プロ
　ジェクト（TC: ’16-）
●戦略作物キャッサバ侵入病害虫
　対策に基づく持続的生産システ
　ムの開発と普及プロジェクト（TC:
　’16-、カンボジア，ベトナム，タイ）

●ビジネスを志向したモデル農
　協構築プロジェクト
　（TC: ’14-、広域展開）

●流域水資源利用プロジェクト
　（TC: ’14-、広域展開）

生活の質向上
重点
分野
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▼都市環境改善

❽シェムリアップ上水道整備計
　画（GA: 15.37億円、’03）
・シェムリアップ上水道拡張事業
　（YL: 71.61億円、’12）

❾コンポンチャム州メモット郡
　村落飲料水供給計画
　（GA: 3.69億円、’09）
●地方州都における配水管改修
　及び拡張計画（GA: 27.60億円、
　’11、広域展開）
●水道事業人材育成プロジェク
　ト（Ⅲ）（TC: ’12-、広域展開）
●コンポンチャム及びバッタン
　バン上水道拡張計画
　（GA: 33.55億円、’13）
●カンポット上水道拡張計画
　（GA: 29.85億円、’15）

▼保健システム強化
10シハヌーク州病院整備計画
　（GA: 15.54億円、’13）
11スバイリエン州病院改善計画
　（GA: 10.77億円、’15）
12バッタンバン州病院改善計画
　（GA: 14.53億円、’17）
●感染症対策強化計画（Ⅰ-Ⅳ）
　（GA: 11.35億円、’03, ’04,’05,
　’09、広域展開）
●レファラル病院における医療
　機材管理強化プロジェクト
　（TC: ’09-’14、広域展開）
●分娩時及び新生児を中心と
　した母子継続ケア改善プロジェ
　クト（TC: ’16-、広域展開）
●国立、市及び州病院医療機材
　整備計画（GA: 3.74億円、’12、
　広域展開）

ガバナンスの強化を通じた持続可能な社会の実現
重点
分野
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▼法整備・行政機能強化
●女性の経済的エンパワーメント
　のためのジェンダー主流化プロ
　ジェクト（TC: ’17-、広域展開）

▼環境管理
●REDD＋戦略政策実施支援プ
　ロジェクト（TC: ’11-、広域展開）
●トンレサップ湖における環境保
　全基盤の構築（TC: ’16-）

一般文化無償

13アンコールワット西参道修復機材
　整備計画（GA: 0.95億円、’13）

国道改修事業

1国道1号線改修計画（プノンペン－
　  ネアックルン間）（計56km)（GA: 93.73億
      円、’05,’06,’09,’13,’14）

5国道5号線改修事業
　（バッタンバン－シソポン間）（計84.7km)
　（YL: 88.52億円、’13）
　（プレッククダム－スレアマアム間）（Ⅰ-Ⅱ）
　（計135.4km) （YL: 189.97億円、’14,’16）
　（スレアマアム－バッタンバン間＋
　 シソポン－ポイペト間）（計148.6km)
　（YL: 192.08億円、’15）

6国道6号線シアムリアップ
 　区間改修計画（計17.4km）
　（GA: 13.07億円、’00）
　国道6A号線修復計画　
　（GA: 30.12億円、’93, ’94)
　国道6A号線橋梁整備計画
　（GA: 13.59億円、’00，’01）

7国道6号・7号線修復計画
　（計74.5km）（GA: 45.78億円、
　’96, ’97）
　国道7号線コンポンチャム
　区間改修計画（計10.2km）
　（GA: 19.75 億円、’01）

工事中部分
改修済み部分

（完成予想図）

（完成予想図）

●電力経済計画アドバイザー
　（TC: ’16-)
●流域灌漑管理及び開発能力
　改善プロジェクト（TSC3）
　（TC: ’09-’14、広域展開）
●トンレサップ西部地域農業生
　産性向上プロジェクト
　（TC: ’10-’15、広域展開）
●トンレサップ西部流域灌漑施
　設改修事業（YL: 42.69億円、
　’11、広域展開）
●淡水養殖改善・普及プロジェク
　ト（Ⅱ）（TC: ’11-’15、広域展開）
●プノンペン南西部灌漑・排水
　施設改修・改良事業
　（YL: 56.06億円、’14） ●環境影響評価を含む環境公害

　能力向上プロジェクト（TC: ’17-）

▼対人地雷・不発弾除去
●地雷除去活動機材整備計画
　（Ⅰ-Ⅶ）（GA: 65.77億円、’99,’00,
　’02,’04,’09,’11,’15、広域展開）
●地雷除去活動強化計画（Ⅰ-Ⅲ）
　（GA: 38.06億円、’09,’13,’16、
　広域展開）

2018年2月時点

凡例
  GA:  無償資金協力
  TC:  技術協力
  YL:  円借款　　　　　　
  年度  GA/YL ： 調印年度
　　　 TC       ： 実施年度


