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発表項目 

（行事名） 

JICA草の根技術協力事業におけるモンゴル国ウランバートル市か

らの技術者受入に伴う市民参加イベント(モンゴルふれあいパー

ティー)の開催 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

 

 

 

 

 

・ウランバートル市（以降ＵＢ市）に対して，平成２３年度から平成２５

年度の３年間，ＪＩＣＡ草の根技術協力事業「寒冷地における都市開発

技術改善事業」を実施し，平成２６年度から平成２８年度までの期間で

「寒冷地における道路工事の品質確保プロジェクト」を実施している。 

 

・平成２６年度に専門家派遣，研修員受入を各１回実施，平成２７年度に

は専門家派遣，研修員受入を各２回行った。平成２８年度は専門家派遣

３回，研修員受入を２回予定しており，ウランバートル市の道路工事に

おける課題点や旭川市の道路工事での参考になる点などについて，ＵＢ

市役所職員との意見交換や技術指導を行っている。 

 

・今年度第２回目の受入に合わせて，市民がＵＢ市研修員とふれあえるイ

ベントを開催します。 

添付資料 
有 ・ 無 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 
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２０１６年 

昼食付き♪ 

旭川市 都市計画課、 

旭川市国際交流委員会 

 

主 催 

旭川市国際交流委員会 

TEL:0166-25-7491 

お申込み 

モンゴルの遊びや文化の紹介・体験ができるイベントです!! 

ゲームや占いを体験したり、民族衣装の展示や旭川市との協力事業の紹介コーナ

ーで学んだり、モンゴル料理を食べながらモンゴルの方とお話ししたり…♪ 

参加費は無料です♪どなたでもご参加いただけます！ 

この機会に是非、モンゴルの文化に触れてみませんか♪ 

モンゴルの知恵の輪、 

木組みパズル 

モンゴルの 

トランプ遊び 

モンゴルの骨占い、 

おはじき、すごろく 

JICA 

草の根事業の報告 

モンゴルの紹介、 

民俗衣装 

タイムテーブル 

10:00 集合・挨拶 
 

10:15 JICA草の根事業の紹介、 

    モンゴル体験(遊び、学び) 
 

12:00 昼食会(モンゴル料理) 

モンゴル風スープなど，お楽しみに♪ 

13:00 参加賞贈呈・解散 

 

参加者募集中 

定 員：２５名程度 

参加者： 

モンゴル・ウランバートル市よ

り来旭している JICA 草の根技

術協力事業の研修員５名 

※通訳の方もいるので、安心し

てご参加ください♪ 

 １ 

 ２ 

 ３ 

 ４ 

 ５ 



                                      

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業による 

モンゴル国ウランバートル市からの技術者受入(概要) 
 

《市長等表敬》   【到着時】※地域振興部長予定 

日時 平成２８年１１月９日（水）午前１１時００分～ 

場所 総合庁舎２階 秘書課 第２応接室 

 

【出発時】※西川市長予定 

日時 平成２８年１１月１５日（火）午前１１時３０分～ 

場所 総合庁舎２階 秘書課 第２応接室 

 

《市民参加イベント》【モンゴルふれあいパーティー】 

日時  平成２８年１１月１３日（日）午前１０時００分～午後１３時００分予定 

           場所  あさひかわ北彩都ガーデン ガーデンセンター 

 

【受け入れする技術者】 ウランバートル市（計６名） 

道路開発局局長(※11/13～15)       ジャムスランジャブ トグトフバヤル（３６歳） 

道路開発局副局長            バータルツォグト インドラ（３８歳） 

道路開発局維持管理課長         ビャムバラグチャア ツェレンソドノム （３０歳） 

道路開発局維持管理課シニア専門家    エンフボルド ムンフオド（３０歳） 

道路開発局道路建設課シニア専門家    ヤンダグ ウヌルトゥブシン（３０歳） 

道路開発局道路建設課専門家       バトツォージ ジャルガルドゥーレン（２７歳） 

 

         

 

 

 

 

  

ﾄｸﾞﾄﾌﾊﾞﾔﾙ     ｲﾝﾄﾞﾗ      ﾂｪﾚﾝｿﾄﾞﾉﾑ      ﾑﾝﾌｵﾄﾞ       ｳﾇﾙﾄｩﾌﾞｼﾝ    ｼﾞｬﾙｶﾞﾙﾄﾞｩｰﾚﾝ 
     ※ モンゴルの方のお名前は長いため，父親(もしくは母親)の名前を家族名として代用する習慣があります。 

下線を引いてある方が，本人固有のお名前になりますので， 

報道にあたっては，留意していただくようお願いいたします。 

 

【受入行程】 

平成２８年１１月７日（月）～１１月１５日（火） 

※ﾄｸﾞﾄﾌﾊﾞﾔﾙ局長のみ 11/13～15予定 

 

【受入目的】 

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業（地域活性化特別枠)「寒冷地における道路工事の品質確保プロジェクト」

については，平成２６年度から３ヶ年の予定で，モンゴル国ウランバートル市との間で技術交流を進めて

いる。（案件提案者：旭川市，受託者：旭川市国際交流委員会） 

  この事業では，厳しい寒冷地であり都市開発や交通渋滞など多くの課題を抱えているウランバートル市

において，本市が有する寒冷地対応の技術を生かすことを目指し，相手側との間で研修員受入・専門家派

遣などの相互的な交流を行いながら，道路分野における技術協力を進めているものである。 

     

【研修概要】 

  主な講義・実習 

旭川市の道路行政，ウランバートル市の道路工事における課題を踏まえた意見交換 

道路工事監督業務マニュアルに関する協議 

  主な視察先 

市内道路工事現場・市内土木関連施設 

寒地土木研究所（札幌市） 



                                      

【モンゴル国・ウランバートル市との交流経過】 

 

   平成 22年６月～ 

     JICAモンゴル国都市開発実施能力向上プロジェクトの長期専門家として 

     本市の後藤技監がモンゴル国に派遣。（平成 24年５月まで） 

   平成 22年 10月      

JICA モンゴル国都市開発実施能力向上プロジェクトによる本邦研修 

政府高官・ウランバートル市幹部が来旭 

旭川市長あての親書にて公式招待を受ける。 

   平成 23年 4月 11日 

     JICA草の根技術協力事業「寒冷地における都市開発改善事業」にかかる 

関係機関の了承取付が完了 

   平成 23年６月 28日～７月 13日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

平成 23年７月９日    

旭川市長が訪蒙し，ウランバートル市長(ムンフバヤル市長)と公式会談。 

技術協力の覚書締結 

   平成 23年９月 15日    

ﾀﾊﾞﾝ･ﾎﾞｸﾞﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表取締役バータルサイハン氏に旭川観光大使委嘱状交付 

   平成 23年 10月３日～５日 

     JICAモンゴル国都市開発実施能力向上プロジェクトによる本邦研修 

平成 23年 10月 17日～28日 

     JICA草の根技術協力事業による研修員受入 

   平成 24年１月 30日～２月７日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

平成 24年２月７日    

ウランバートル市長(ムンフバヤル市長)が来旭し，旭川市長と公式会談 

   平成 24年６月～ 

     JICAモンゴル国都市開発実施能力向上プロジェクトの長期専門家として 

     本市の木口技監がモンゴル国に派遣。（平成 25年５月まで） 

平成 24年７月      

CLAIR自治体職員協力交流事業により，ウランバートル市から 

研修員ブヤンデルゲル氏来旭（平成 24年 12月帰国） 

   平成 24年８月      

JETプログラムにより，モンゴル国から国際交流員アリウナ氏来旭 

   平成 24年９月６日～19日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

平成 24年９月 23日 

ウランバートル市長(バトゥール市長)が来旭し，旭川市長と公式会談 

   平成 24年９月 24日 

     JICAモンゴル国都市開発実施能力向上プロジェクトによる本邦研修（高官研修） 

   平成 24年 10月 15日～17日 

JICA モンゴル国都市開発実施能力向上プロジェクトによる本邦研修（実務者研修） 

   平成 24年 11月７日～21日 

     JICA草の根技術協力事業による研修員受入 

   平成 25年１月 21日～23日 

     JICA地震防災能力向上プロジェクトによる本邦研修 

   平成 25年６月９日～20日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

平成 25年７月 

     CLAIR自治体職員協力交流事業により，ウランバートル市から 

研修員バットトゥムル氏来旭 



 

   平成 25年９月～ 

     都市計画策定技術・法制度整備アドバイザー（個別専門家）として 

     鎌倉次長がモンゴル国に派遣。（平成 27年 9月まで） 

   平成 26年３月 

     JICA草の根技術協力事業「寒冷地における都市開発改善事業」業務終了 

   平成 26年６月 

     CLAIR自治体職員協力交流事業により，ウランバートル市から 

研修員バヤラムンフ氏来旭（平成 26年 11月帰国） 

 平成 26年９月３日 

     JICA草の根技術協力事業「寒冷地における道路工事の品質確保プロジェクト」にかかる 

関係機関の了承取付が完了 

   平成 26年 10月６日～18日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

   平成 26年 12月２日～９日 

     JICA草の根技術協力事業による研修員受入 

平成 27年７月１日～10日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

平成 27年７月８日    

旭川市長が訪蒙し，ウランバートル市長(バトゥール市長)と公式会談。 

技術協力の覚書締結 

   平成 27年８月 17日～24日 

     JICA草の根技術協力事業による研修員受入 

   平成 28年１月 26日～28日 

     JICA草の根技術協力事業による UB市道路局長・副局長受入 

 平成 28年３月２日～５日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

      平成 28年５月 29日～６月４日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

   平成 28年８月 23日～８月 30日 

     JICA草の根技術協力事業による研修員受入 

   平成 28年 10月 2日～10月 7日 

     JICA草の根技術協力事業によるウランバートル市への専門家派遣 

 

 

 

  




