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ミャンマー概要
●民主化の進展
…アウン・サン・スー・チー国家最高顧問が事実上の最高指導者に

●経済発展への潜在力
…勤勉な国民性と豊富な天然資源

令和３年１月
外務省

●地政学的な重要性
…中国・インド・ASEANを結ぶ要衝
●伝統的友好国である日本への期待
…ミャンマーの更なる民主化・国民和解・経済発展を官民挙げて全面的に支援

＊人口： 約５，１４１万人（２０１４年緬政府暫定発表）
・ＡＳＥＡＮで５番目,日本の約４０％
＊面積： 約６８万km2
・ＡＳＥＡＮで２番目,日本の約１．８倍｡
＊名目ＧＤＰ：約７１４億ドル（２０１８／１９年度（推計））
＊一人当たりＧＤＰ：１，３２１ドル（同）

★

＊ＧＤＰ成長率：６．６％（同）
＊インフレ率： ６．７％（同）
＊宗教： 国民の９割が仏教（上座部仏教）
・この他は,キリスト教,イスラム教等｡
【出典】
※経済指標は人口以外すべて
IMF, World Economic Outlook Database
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【参考情報】
●日系企業数（日本商工会議所会員企業数）
４３３社（２０２０年１２月末時点）
●我が国からの直接投資認可額
３６３億円(２０１８/１９年度)
●在留邦人数（在留届ベース）
３，５０４名（２０２０年１２月１４日時点）

ヤンゴン

ミャンマーにおけるCOVID19の状況について

令和３年１月１５日
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２０２０年８月１６日からラカイン州で市中感染が発生したことを契機に、その後全国で感染が広がった。新規感染者は１０月中旬に最大２０００人
を超え、１２月前半まで１０００～１８００人の高止まりの傾向にあったが、１２月中旬からは１０００人を切り減少傾向にある。
日本は１０月３０日に、ミャンマーの「感染症危険情報」をレベル２からレベル３に引き上げた。
１ 直近の感染者数 （累計、新規）
1月19日
1月18日
1月17日
1月16日
1月15日
1月14日
1月13日
1月12日
1月11日
1月10日

累計感染者数 新規感染者数 累計死者数
新規死者数
135243
448
2986
134795
477
2973
134318
449
2955
133869
491
2942
133378
513
2926
132865
605
2912
132260
523
2902
131737
551
2878
131186
582
2858
130604
555
2846

13
18
13
16
14
10
24
20
12
20

２ ミャンマー政府による入国制限・渡航制限
入国
制限

・全ての外国人に対し、新規査証発給及び査証免除を、１／３１まで原則一時停止（ただし、外交団、国連機関職員、航空機等のクルーの例外あり。）。６月上旬以降、政府
事業、建設事業、経済活動等に係る職務を果たすことを目的とする場合に限り、下記を条件に、外国政府関係者及びビジネス関係者への査証発給を再開し入国を許可。
①出発前７２時間以内に発行された陰性証明書の所持、②出発前の７日間に自宅隔離していたことを示す証明書、③（１月３日から）ミャンマー到着後２回のＰＣＲ検査、④
（１月３日から）１４日間の施設隔離及び７日間の自宅隔離。
・１／３１までの商用旅客航空便の着陸禁止措置。在外ミャンマー人救援便への同乗によってのみ外国人の入国を受入れ。ＡＮＡは成田・ヤンゴン便を１月は１３便運航予定
（うち４便は救援便で、残りの９便はヤンゴンから成田の片道のみ乗客を乗せる）。
・英国の居住者および14日以内に英国を訪問した者のミャンマー入国禁止（コロナ変異株の拡大を受けた水際対策措置の強化）。

行動
制限

・ミャンマーに入国する全ての者（外国人含む）は、入国後１４日間の施設隔離と７日間の自宅隔離を義務付け。
・３０人以上の集会禁止
・国内全域に夜間外出禁止令（午前０時～午前４時）。
・ヤンゴン地域、ラカイン州、マンダレー地域、エーヤワディ地域、モン州、バゴー地域及びカチン州の一部において自宅待機令。

出国
制限

・ＡＮＡは成田・ヤンゴン便を１月は１３便運航予定。

渡航

・ミャンマー国籍保有者に対し、外国、特に感染が広まっている国（特定国への言及なし）への不要不急の渡航は控えるよう勧告。

３ ミャンマーの経済成長率
世界銀行は２０２０年１２月１６日、ミャンマー経済モニターを公開し、ミャンマーの１９／２０年度の経済成長率（推計値）が前年度の６．８％から大きく落ち
込み、１．７％だったと発表。新型コロナウイルスの感染拡大やそれに伴う移動制限措置により、消費や投資が冷え込み、ビジネス活動や原材料・労働力
の供給が停滞したことが影響した。 ２０／２１年度の経済成長率については、継続する感染拡大の影響を考慮し、２．０％と予測している。

日本・ミャンマー関係史
●第二次世界大戦時，旧日本軍から軍事教練を受けた，アウン・サン将軍率いる「三十人の志士」に由来する「ビルマ独
立義勇軍」が，旧日本軍と共にミャンマーに進軍し，「ビルマ国」を樹立した。しかし，戦況の悪化に伴い，アウン・サン将軍
率いる軍隊が抗日蜂起し，英国軍と共に旧日本軍を駆逐した。ビルマ戦線に参加した旧日本兵約３０万人の内，約１８万
５千人が戦死。現在も，少数民族地域を中心に，約４万５千柱の遺骨が残されている。
●１９５４年に国交樹立。戦時中の人的交流が基盤となり，伝統的な友好関係が発展。戦後の日本の経済発展は，ミャン
マー国民に深い感銘を与え，今もなお，日本は多くのミャンマー国民にとっての憧れの存在となっている。
略史
１８８６年 英国がビルマ全土を植民地化
１９４１年，
１９４２年～４５年
日本軍占領
日本滞在時の
アウン・サン将軍（右）
１９４８年 独立
１９５４年 日本・ビルマ平和条約・賠償・経済協力協定締結
岡崎外相（当時）と
１９６０年 バルーチャン水力発電所が完成（日本の戦後賠償）
チョウ・ニェイン外
バルーチャン水力発電所。今も
相代行（当時）が
１９６２年 ネ・ウィン将軍によるクーデター
ミャンマーの電力供給を支える。
署名。
１９８４年 日本の無償資金協力による新ヤンゴン総合病院建設
１９８８年 大規模な民主化運動及び国軍によるクーデター
ＯＤＡ新規案件実施を原則見合わせ（その後，一部再開）
２０１１年 民政移管，テイン・セイン政権発足
２０１３年 日本が対ミャンマー延滞債務を解消、対ミャンマー支援を本格化
新ヤンゴン総合
病院。現地では
安倍総理，日本の総理として３６年ぶりにミャンマー訪問
「JICA病院」との
呼称で親しまれ
２０１５年 ティラワ経済特区（ＳＥＺ）開業
ている。
第２回総選挙，国民民主連盟（ＮＬＤ）大勝
２０１６年 国民民主連盟（ＮＬＤ）政権発足
ティラワ経済特区（SEZ）開業式典。計2400haの内，約
２０２０年 第３回総選挙、国民民主連盟（ＮＬＤ）大勝
500haが開業済。約5万人の雇用創出が見込まれる。

日本の対ミャンマー支援（概要）
１．意義

２．基本方針

 地政学的重要性
中国，インドの間に位置する地政学的に重要な国。
特に，インドを含む南西アジアとメコン地域の結節点。
 歴史的友好関係
国民は極めて親日的
 豊富な天然資源，農業国
天然ガスは東南アジア第3位の埋蔵量，産業界から注目
 民主化・国民和解に向けた動き
少数民族武装勢力との停戦協定
民主化促進・国民和解及び持続的発展に向けた幅広い分野
における改革努力を後押し

ミャンマーの民主化・国民和解，持続的発展に向けて，急速に進む
同国の幅広い分野における改革努力を後押しするため，引き続き改
革努力の進捗を見守りつつ，民主化・国民和解，経済改革の配当を
広範な国民が実感できるよう，以下の分野を中心に支援を実施する。

 国民の生活向上のための支援
（少数民族や貧困層支援，農業開発，地域開発を含む。）
 経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備のための支援
（民主化推進のための支援を含む。）
 持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援

（参考１）主要経済指標等

３．最近の動き

• 面積：約68万km2（日本の約1.8倍）
• 名目GDP：約712億ドル（2018/19年度，世銀推計）
• 経済成長率（％）：6.5％（2018/19年度，世銀推計）

◆ アウン・サン・スー・チー国家最高顧問の訪日
2016年11月，日本政府の公式実務賓客として
訪日。日ミャンマー協力プログラムを踏まえ，官
民合計で今年度から５年間で8,000億円の規模の
貢献を行い，そのうち，400億円については，少数
民族地域の支援にあてることを表明。

（参考２）対ミャンマー経済協力実績（過去５年間実績）
（単位： 億円）

年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
累計

円借款
983.44
1,257.38
1,358.08
1,170.40
0
11,298.35

無償資金協力
181.89
176.05
156.44
135.07
165.46
3,200.44

技術協力
70.50
87.63
98.12
92.00
104.09
984.15

※円借款及び無償資金協力は交換公文ベース，技術協力はJICA経費
実績ベース。

◆ 安倍総理とアウン・サン・スー・チー国家最高
顧問との会談
2017年11月のASEAN首脳会議での日ミャン
マー首脳会談において，ヤンゴン都市開発，運輸，
電力の３分野を中心に具体的協力を加速するこ
とで認識を共有。
◆ 安倍総理大臣とアウン・サン・スー・チー国家
最高顧問との会談
2019年10月，即位の礼正殿の儀への参列の
ため訪日。総理より，民主的な国造りのための尽
力に改めて敬意を表するとともに，日本は引き続
き官民挙げて最大限支援していく旨表明

●Nay Pyi Taw

17年8月の襲撃事件

ミャンマー・ラカイン州情勢

●8月25日，武装勢力「アラカン・ロヒンジャ救世軍（ＡＲＳＡ）」がラカイン州の30カ所以上の治安拠点を襲撃。ミャンマー
治安当局が掃討。
●バングラデシュに新たに70万人以上の避難民が流入。人道・人権状況の悪化。住民殺害，放火等の疑惑。
問題の背景
１．仏教徒とムスリムのコミュニティ間の相互不信の蓄積
 ラカイン州北部のムスリム（推定80～120万人，大半は無国籍）は，固有の民族「ロヒンジャ」と主張。
２．仏教徒とムスリムのコミュニティ間の衝突（12年5月，14万人の避難民が発生）
３．ムスリム武装勢力による治安拠点襲撃（16年10月，9万人の避難民が発生）
４．（17年8月の襲撃事件後）アラカン軍（AA：仏教徒ラカイン族武装勢力）の活発化

避難民
流出
バングラ
地域
デシュ

ミャンマー政府の取組

ミャンマー

ラカイン州

避難民帰還
 17年11月，バングラデシュ政府と帰還開始に合意。二国間合意に基づく帰還プロセスは未開始。
（国際社会と「バ」政府は，安全確保，住宅再建，移動の自由，国籍付与等，帰還環境は未整備と指摘。）

 19年3月，ラカイン州北部の一部における国連（UNHCR, UNDP）の支援（小規模インフラ整備）開始を許可（実施中）。
人権侵害疑惑に関する責任追及
 20年1月，独立調査団が，大量殺害，財産破壊，略奪を含む戦争犯罪等が発生し，治安部隊構成員の関与があっ
たと信じるための妥当な根拠があるとする報告書を発出。政府・国軍は，これに基づき，捜査，訴追を進める方針。
人権侵害疑惑に関する責任追及：国際社会の動き

 国連事実調査団（FFM）：ミャンマー国軍等による重大な人権侵害があったと結論。
 国際刑事裁判所（ICC）：19年11月，正式捜査開始を許可。（ミャンマー政府はFFM, ICCを受け入れない立場）
 国際司法裁判所（ICJ）：19年11月，ガンビアがジェノサイド条約違反を理由に提訴。20年1月，暫定措置命令発出。
日本政府の立場と取組
 国連の協力を得た「自発的，安全，尊厳のある」避難民帰還のための環境整備を重視。「ミ」政府に取組を働きかけ。
 独立調査団による調査の結果に基づく法的措置の速やかな履行を働きかけ。
 2017年以降，「ミ」「バ」両国において，1億6,700万ドル（「ミ」：6,410万ドル，「バ」：1億290万ドル）の避難民等に支援を実施。

ミャンマー少数民族和平の現状と日本政府の取組
１ 衝突の継続と国内避難民の発生
ミャンマー北東部（カチン州及びシャン州北部）では，国軍と，カチン独立軍（ＫＩＡ），タアン／パラウン民族解放軍（ＴＮ
ＬＡ），ミャンマー民族民主同盟軍（ＭＮＤＡＡ，コーカン軍）及びアラカン軍（ＡＡ）で構成される北部同盟との間で衝突が
継続。現在，カチン州では衝突が概ね鎮静化しているものの，両州において，約１０万人の国内避難民が存在。
一方，１８年１１月から西部ラカイン州において，国軍とＡＡとの戦闘が拡大。２０万人に近い国内避難民が新たに発
生した。しかし、２０年１１月より、選挙未実施のラカイン州での追加選挙実施のため、現在は双方は攻撃を停止中。
２ ミャンマー政府による和平交渉
１５年９月，ミャンマー政府は，カレン民族同盟（KNU)を初めとする８つの武装組織と，「全国規模の停戦合意（ＮＣＡ）」
に署名。更に，１８年２月，新モン州党（ＮＭＳＰ）とラフ民主同盟（ＬＤＵ）の２組織が新たに停戦合意に署名。ミャンマー
南東部において停戦が実現。現在，ミャンマー北東部に拠点を置くカチン独立軍（ＫＩＡ）等との停戦を交渉中。
また，包括的な和平の実現を目指し，「２１世紀ピンロン会議（連邦和平会議）」を開催（第１回：１６年８月，第２回：１７
年５月，第３回：１８年７月、第４回２０年８月）。

３ 日本政府の取組
日本政府は，笹川陽平ミャンマー国民和解担当政府代表を任命し，和
平交渉の側面支援，紛争の被害を受けた地域の住民に対する人道・復
興支援等により，和平実現を促進。特に，停戦が実現したミャンマー南東
部（カレン州・モン州）において，日本財団を含む日本のNGOと連携し，
住居，学校，医療施設等のインフラ整備，農業技術支援，ソーラーパネ
ルによる住居電化等の復興開発支援を実施中。2020年から、カチン州で
の国内避難民のための再定住支援も開始。

カレン州における再定住集落の整備

ミャンマー２０２０年総選挙

概要

日程
■ ６月２９日
■ ９月 ８日～１１月
■１１月 ８日
■１１月１４日
（２０２１年）
■１月下旬～２月上旬
■３月末

連邦議会の構成

６日

選挙区公示
選挙運動期間
総選挙実施（連邦議会、州・地域議会同時選挙）
連邦選挙管理委員会選挙結果発表
議会招集（選挙後９０日以内）
大統領・副大統領の選出
次期政権発足

ミャンマー連邦議会
計６６４議席

国民代表院（下院）４４０議席
（民選：３３０議席）
軍人
議員
110

民族代表院（上院）２２４議席
（民選：１６８議席）

２０２０年総選挙結果
NLD ２５８議席
NLD １３８議席
NLD 計３９６議席

軍人
議員
56

※今次選挙では治安上の理由による選挙不実施地区があり、下院は３１５議席、上院は１６１議席が選挙対象。

ミャンマー２０２０年総選挙

結果

連邦議会獲得議席
議席数
（未実施除く）

地域・州

NLD

USDP

少数民族
その他

NLD占有率
%

ヤンゴン地域

57

56(56)

1(1)

0(0)

98.2(98.2)

ザガイン地域

49

48(48)

1(1)

0(0)

98.0(98.0)

マンダレー地域

48

47(41)

1(7)

0(0)

97.9(85.4)

バゴー地域

40

40(39)

0(1)

0(0)

100.0(97.5)

エーヤーワディ地域

38

38(37)

0(1)

0(0)

100.0(97.4)

マグウェ地域

37

37(37)

0(0)

0(0)

100.0(100)

タニンダーリー地
域

22

22(22)

0(0)

0(0)

100.0(100)

291

288(280)

3(11)

0(0)

99.0(96.2)

シャン州

61

18(15)

18(18)

25(26)

29.5(25.0)

カチン州

30

22(22)

6(3)

2(5)

73.3(73.3)

ラカイン州

13

3(5)

1(2)

9(22)

23.1(17.2)

モン州

22

17(21)

0(0)

5(1)

77.3(95.5)

チン州

21

20(16)

0(1)

1(4)

95.2(76.2)

カレン州

19

17(16)

2(3)

0(0)

89.5(84.2)

カヤー州

19

11(15)

3(3)

5(2)

57.9(75.0)

185

108(110)

30(30)

47(60)

58.3(63.8)

396(390)

33(41)

47(60)

83.2(79.4)

小計

小計

合計 476議席（未実施含めると
498議席）

※NLD：与党・国民民主連盟、USDP：最大野党・連邦連帯開発党
※カッコ内は２０１５年総選挙結果
※シャン州連邦議席全６７議席のうち、６議席（下院６議席）が未実施
※ラカイン州連邦議席全２９議席のうち、１６議席（上院７議席、下院９議席）が未実施

★

ネーピードー

ヤンゴン

ミャンマーにおける大統領の選出方法
最多得票者が大統領に選出

連邦議会全議員（国民代表院+民族代表院）計６６４名による秘密投票

副大統領
（大統領候補）

国民代表院（下院）
計４４０名

民選議員
３３０名

副大統領
（大統領候補）

副大統領
（大統領候補）

軍人議員
１６６名
軍人議員
１１０名

民族代表院（上院）
計２２４名

軍人議員
５６名

民選議員
１６８名
10

ミャンマー２０２０年総選挙と今後の注目点
選挙結果
●現与党の国民民主連盟（NLD）政権は、期待されたほどの成果を国民に示せておら
ず、今次総選挙では2015年総選挙ほどの圧勝は困難との見方が大勢であった。
●しかし、最終的には、ＮＬＤは前回以上の議席数を獲得し、アウン・サン・スー・チー
国家最高顧問兼ＮＬＤ議長に対する国民の支持が健在であることが明らかになった。
今後の注目点
（大統領選出）
●２月１日に新議会を招集し、上下各院の民選議員がそれぞれ１名及び軍人議員が
１名、合計３名の大統領候補となる副大統領を選出。その後、上下両院合同議会（連
邦議会）での全議員による秘密投票により、大統領が選出。３月末に新政権発足。
（次期政権における主な課題）
●第二期政権の顔ぶれ：国軍及び少数民族との和解を目指す国民和解政府樹立。
●ラカイン問題：避難民の帰還及び人権侵害疑惑に対する捜査・措置の進展。
●国内和平：全土停戦・和平に向けた新たなアプローチ。
●経済対策：ポスト・コロナにおける経済回復（外国投資誘致、雇用創出、産業基盤
の構築、ソフト・ハードのインフラ整備など）。
●外
交：欧米（特にバイデン新政権のスタンス、ラカイン問題への対応に対する批
判）、対中関係。

ティラワ経済特区（ＳＥＺ）開発

平 成 ２ ６ 年 １参１ 考
月
経済産業省貿易経済協力局

○ヤンゴン中心市街地から南に約20kmに位置するティラワ地区に，総開発面積は約2,400ha（山手線内側の約40
％）の経済特区（SEZ）を整備する計画。2013年以降，日緬共同事業体（民間主体）が工業団地等を，日本政府
が円借款により電力・物流・水・通信等の関連インフラを整備。両国の官民連携の象徴的案件。
○本SEZは日本企業を含む外資の進出拠点として，ミャンマーにおける雇用創出と経済発展を後押し。また，環
境影響評価など国際基準に基づく開発を推進し，企業設立や通関，金融，保険を含む制度整備のモデルケース。
○ゾーンＡ（405ha）・Ｂ（一部）（約224ha）の計629haが開業済。2014年5月の販売開始以降，2021年1月現在
で113社が契約済(※)，94社が稼働済，１万人強を雇用。約５～６万人の雇用創出が期待される。
※契約企業内訳：日本56社，ASEAN29社（タイ16，シンガポール2，マレーシア4，ミャンマー3，ベトナム1，インドネシア1,フィリピン1），東
アジア20社（韓国8，台湾8，香港3，中国1），オセアニア1社（豪州1），南アジア1社（インド1），欧米7社（米1，スイス2，独1，オランダ1，
仏1，デンマーク1）（2020年12月現在）
※業種内訳：建設資材，農業機械，肥料，食料品，飲料缶，自動車，紙製品，薬品，産業用ガス，医療機器，縫製，電気機械，金属加工等

ティラワ進出企業（日本企業の代表例）

ティラワ関連の円借款案件
分野

事業名

電力

50MW発電所，送電線，関連施設等

供与額
348億円

業種
商社

ティラワ港の拡張，ターミナル設備
46億円

水

ヤンゴン上水整備

236億円

通信

全国通信網整備

105億円

日緬共同事業体
（MJTD: Myanmar Japan Thilawa Development）
授権資本金： １０，０００万USD （約１２５億円相当）
出資比率： ミャンマー側５１％（政府１０％，民間４１％）
日本側４９％（三菱商事，丸紅，住友商事，JICA
三菱東京UFJ銀行，三井住友銀行，みずほ銀行）
職員数： 約100名 （うち日本人5名） 2018年11月現在

住友商事、三菱商事、丸紅、三井物産
みずほ銀行、東京三菱銀行、
三井住友銀行

物流
ヤンゴン～ティラワ間のアクセス道路

企業名

金融
損害保険ジャパン日本興亜、三井住友
海上保険、東京海上日動火災
自動車 スズキ自動車
農業
機械

クボタ、ヤンマー

紙製品 王子ホールディングス
食品

味の素、ヤクルト、エースコック

ゾーンＡの状況

参 考

経
方済
針協
力

Ⅰ．国民の生活向上のための支援
（少数民族や貧困層支援、
農業開発、地域の開発を含む）
●農業・農村開発
－農業機械化支援（無償）（2012.12）
－農業大学校の施設・機材整備（無償）（2013.03）
－全国の貧困削減・地方開発（円借款）（2013.05）
－貧困農民支援（無償）（2014.03）
－バゴー地域西部灌漑開発（円借款）（2014.09）
－農民参加による優良種子増殖普及（技協）
－口蹄（てい）疫対策改善計画（無償）（2016.06）
－農業・農村開発ツーステップローン計画（円借款）（2017.01）
－貧困削減地方開発計画（フェーズ2）（円借款）（2017.01)
－農業所得向上計画（円借款）（2018.03）

主
な
協
力
案
件

●少数民族地域への支援
－カレン州の道路建設機材供与（無償）（2013.03）
－ラカイン州道路建設機材整備計画（無償）（2014.02）
－国際機関（WFP, UN-Habitat, UNHCR, UNICEF）を通じた少数民族地域支援（無
償）（2015.03）
－国際機関（WFP, UN-Habitat, UNHCR, FAO）を通じた少数民族地域支援（無償）
（2016.04）
－カレン州・モン州における地域総合開発支援（技協）
－シャン州における麻薬代替作物支援（技協）
－ミャンマーにおける児童保護向上計画」（UNICEF連携）(無償)（2016.09）
－経済社会開発計画（ラカイン州フェリー２隻）（無償）（2016.09.12）
－国際機関（ＵＮＯＰＳ）を通じた少数民族地域支援（無償）（2017.03）
－緊急無償資金協力（WFP,UNHCR,ICRC連携)(無償）（2017.02）
－緊急無償資金協力（ICRC連携(無償）(2017.02）
－緊急無償資金協力(無償）(2018.01）
－国際機関連携無償6案件（WFP,UNICEF,UNFPA,UNHCR,UNDP,UN-Women）(無
償）（2018.02）
－国際機関連携無償5案件（WFP,UNICEF,UNFPA,UNHCR,UNDP）(無償）(2019.02）
－任意拠出金（UN HABITAT)(無償）(2019.02）
●防災
－洪水復旧機材購入支援（無償）（2012.03）
－沿岸部防災機能強化（ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林）(無償)（2012.04）
－ｴｰﾔﾜﾃﾞｨ･ﾃﾞﾙﾀ輪中堤復旧機材整備(無償）（2012.07）
－気象観測装置整備（無償）（2013.03）
－自然災害早期警報システム構築（技協）
●医療・保健
－中部地域保健施設整備（無償）（2012.07）
－病院医療機材整備（無償）（2013.03）
－ﾔﾝｺﾞﾝ市内総合病院医療機材整備計画（無償）（2014.02）
－カヤー州ロイコー総合病院整備計画（無償）（2014.03）
－シャン州ラーショー総合病院整備計画（無償）（2014.04）
－マラリア対策機材整備計画（無償）（2014.10）
－主要感染症対策（技協）
－基礎保健スタッフ強化（技協）
－マグウェイ総合病院整備計画（無償）（2016.12）
－WFPを通じた食糧支援（無償）（2016.12）
－ダウェイ総合病院整備計画（無償） （2018.02）
－ヤンゴン新専門病院建設計画（無償） （2018.03）
－メディカルエンジニア育成体制強化（技協）
●ジェンダー
－人身取引被害者自立支援（技協）
●草の根無償、ＮＧＯとの連携の強化
－少数民族地域における架橋、医療施設、学校校舎の建設支援等

Ⅱ．経済・社会を支える人材の能力向上や
制度の整備のための支援（民主化推進の
ための支援を含む）
●制度整備・運用能力向上（行政手続の透明性・ 効率性
向上、法制度運用能力向上等の支援）
－経済特区（SEZ）開発政策支援（技協）
－証券監督能力強化（技協）
－保険セクター育成（技協）
－通関・税関近代化（技協）
－通関電子化を通じたナショナル・シングルウインドウ構
築及び税関近代化計画（2014.04）
－投資促進（日・ミャンマー投資協定署名 2013.12）
－中央銀行業務ICTシステム整備（無償） （2013.10）
－金融市場インフラ整備（無償） （2018.06）
－資金・証券決済システム近代化（技協）
－港湾近代化のための電子情報処理システム整備計画
（無償） （2015.03）
－中小企業金融強化計画（円借款） （2015.06）フェーズ２
（円借款） （2018.03）
●民主化支援
－地方自治研修（技協）
－法・司法制度整備支援（技協）
－経済改革支援（技協）
－法の支配向上計画(UNDP連携)(2016.04)
－法の支配センター（無償） （2016.06）
－ミャンマーラジオテレビ局放送機材拡充計画（無償）
（2017.03）

●産業技術者育成・制度整備
－日・ミャンマー人材開発センター（技協）
－TVETの質的向上（技協）
●教育支援
－人材育成奨学計画（無償） (毎年）
－教員養成大学整備（無償） （2014.06）
－初等教育カリキュラム改訂（技協）
－工科系大学拡充計画（無償）（2014.07）
－工学教育拡充プロジェクト（技協）
－日本ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画（無
償） （2019.6）
●JICAボランティア事業の開始
－シニアボランティア事業
－青年海外協力隊の派遣

Ⅲ．持続的経済成長のために
必要なインフラや制度の
整備等の支援
●ヤンゴン・ティラワ地域開発構想
－ヤンゴン市上水道施設緊急整備計画(無償） （2013.05）
－新タケタ橋建設（無償）(2014.06 E/N)
－ティラワ地区インフラ開発（円借款）（2013.05）（2014.09）
－ヤンゴン都市圏上水整備（円借款）（2014.09） 、 （フェーズ2）
（第一期）（円借款） （2017.01）
－マンダレー市上水道整備計画（無償） （2015.03）
－ヤンゴン市無収水削減計画（無償）（2015.03）
－住宅金融拡充計画（円借款） （2018.03）
－ヤンゴン・マッピング（技協）
－ヤンゴン都市開発管理能力向上（技協）
－ヤンゴンバスサービス改善（技協）
●交通・通信網の整備
－基幹通信網改善（無償（2012.12）・円借款（2015.03））
－全国空港保安設備整備（無償）（2013.03）
－ヤンゴン市フェリー整備（無償） （2013.03）
－鉄道中央監視システム及び保安機材整備計画（無償）
（2014.03）

－新タケタ橋建設計画（無償） （2014.06）
－ヤンゴン・マンダレー鉄道整備計画（フェーズ1）（第1期）（円
借款） （2014.9）（第2期）（円借款） （2017.01）（フェーズ2）（第1期）（円
借款） （2018.03）
－ラカイン州旅客船整備（無償） (2016)
－カチン州及びチン州道路建設機材整備計画（無償） (2015.09 )
－ヤンゴン環状鉄道改修計画（円借款） （2015.10）
－東西経済回廊整備計画（円借款） （2015.10）
－鉄道サービス・運営改善（技協）
－バゴー橋建設計画（円借款） （2016.12）
－マンダレー港開発計画（無償） （2018.03）
－航空機監視システム改良計画（無償） （2019.04）
●エネルギー
－緊急電力対策支援（無償） （2012.06決定）
－ﾊﾞﾙｰﾁｬﾝ第二水力発電所補修（無償） （2013.03）
－インフラ緊急復旧改善（円借款）（2013.05）
－地方村落電化計画（無償） （2014.06）
－全国基幹送変電設備整備計画（円借款） （2015.03） （2015.10）
－地方主要都市配電網改善計画（円借款） （2017.01）
－水力発電所改修計画（円借款）（2017.03）
－電力開発計画能力向上（技協）
－電力供給緊急改善計画（無償）（2018.02）
※（ ）内はE/N署名年/月

