
現在進行中の ILO官民連携（PPP）リスト 

 

 

パートナー プロジェクト 対象地域・

国 

目的 

アフリカ訓練・経営サ

ービス財団／アフリ

カ経営サービス会社 

ビ ジ ネ ス 開 発サ ー ビ ス

（BDS）提供者、金融機関、

中小企業、および中小企業

組合を対象とした能力開発

訓練・支援の実施 

ザンビア BDS、金融、スキル開発

へのアクセスを通じた対

象グループの雇用・自営

機会の拡大 

ビル&メリンダ・ゲイツ

財団 

ILO の「小規模保険イノベー

ション・ファシリティー」（チュ

ーリッヒ基金）が提供する「規

模と効率」 

全世界 社会的金融：金融を社会

正義の実現に役立てる 

ジェイコブス財団 技能、能力、エンプロイアビ

リティ ― 何が若者雇用に

役立つかについての証拠基

盤の構築 

全世界 若者のためのディーセン

ト・ワークを促進する知識

と手段の獲得 

タバコ産業内児童労

働撤廃財団（ECLT） 

ECLT 主催の農業分野の児

童労働に関するマラウイ会

議への政策支援 

マラウイ 最悪の形態の児童労働

の根絶に向けた促進的環

境づくりと着実な前進 

マスターカード財団

（カナダ、オンタリオ州

トロント） 

Work4Youth ： 「 learn and 

earn（学習と所得獲得）」プロ

グラムを通じた若年雇用の

改善 

全世界 若者のためのディーセン

ト・ワークを促進する知識

と手段の獲得 

Zチューリッヒ基金 ILO の「小規模保険イノベー

ション・ファシリティー」（チュ

ーリッヒ基金）が提供する「規

模と効率」 

全世界 社会的金融：金融を社会

正義に役立てる 

Fondo Social de la 

Construcción（ウルグ

アイ） 

Evaluación de tareas y 
diseño del proceso de 
certificación ocupacional 
en la industria de la 
construcción 

ウルグアイ 社会・労働政策の策定に

効果的に参加するため

の、労使団体の能力強化 

Accor Services and 
Sodexho Pass 
International 

職場における栄養改善への

包括的な取り組み：チリ企業

の調査、および状況に応じた

勧告 

チリ Política nacional de 
seguridad y salud en el 
trabajo diseñada y en 
proceso de 
implementación, 
incluyendo instrumentos 
de gestión 

アフリカ農業・貿易投

資基金 

アフリカにおける農業投資の

社会的コンプライアンスに関

する能力強化 

全世界 社会的金融：金融を社会

正義に役立てる 

BASF 社会財団 若年雇用ネットワーク（YEN）

起業家育成のための 

若者相互基金 

全世界 若者のための 

ディーセント・ワークを促

進する知識と手段の獲得 

 



ヨルダンビジネス開発

センター（BDC） 

国営雇用・訓練会社の起業

家教育プログラム「ノウ・アバ

ウト・ビジネス」（KAB） 

ヨルダン 中小企業のための事業

環境を推進し、対象国に

おける起業文化を醸成す

る組織力の向上 

Caixa Geral de 
Depositos 

ミレニアム開発目標における

ポルトガル語圏諸国の児童

労働 

全世界 2016 年までに最悪の形

態の児童労働の根絶を実

現するための、革新的パ

ートナーシップの構築 

グローバル・イシュー

ズ・グループ（米国、

ワシントン州） 

ガーナおよびコートジボワー

ルのココア栽培コミュニティ

における児童労働根絶のた

めのチョコレート・ココア産業

と ILOの官民連携（PPP） 

アフリカ地

域 

最悪の形態の児童労働

の根絶に向けた、アフリカ

における児童労働防止活

動の強化 

Hey U MultiMedia 
AG 

「児童労働にレッドカード！」

キャンペーンの推進 

全世界 2016 年までに最悪の形

態の児童労働の根絶を実

現するための革新的パー

トナーシップの構築 

JT インターナショナル
SA 

ブラジルのタバコ栽培コミュ

ニティにおける最悪の形態

の児童労働を削減するため

のプログラム 

ブラジル 最悪の形態の児童労働

に重点を置いた、児童労

働根絶のための公共政

策と社会的行動の実施を

強化 

同上 タバコ栽培コミュニティにお

ける最悪の形態の児童労働

を根絶するためのプログラ

ム：グローバル・トレーニン

グ・コンポーネント 

ブラジル 最悪の形態の児童労働

に重点を置いた、児童労

働根絶のための公共政

策と社会的行動の実施を

強化 

同上 タバコ栽培コミュニティにお

ける最悪の形態の児童労働

を根絶するためのプログラ

ム：グローバル・トレーニン

グ・コンポーネント 

マラウイ 最悪の形態の児童労働

の根絶に向けた環境づく

りと着実な前進 

同上 マラウイのタバコ栽培コミュ

ニティにおける最悪の形態

の児童労働を根絶するため

のプログラム 

マラウイ 最悪の形態の児童労働

の根絶に向けた環境づく

りと着実な前進 

同上 ザンビアのタバコ栽培コミュ

ニティにおける最悪の形態

の児童労働を根絶するため

のプログラム 

ザンビア 児童労働防止政策、児童

労働根絶ための国家行

動計画、および人身売買

根絶のための政策と行動

計画の実施支援 

 

ベターワーク より良い工場カンボジア計画 カンボジア 国際労働基準と国の労働

法の順守、ならびにディー

セント・ワークの推進によ

る、衣料産業の労働条件

と競争力の改善 



同上 ベターワーク・グローバル 全世界 ベターワーク強化ツール 

同上 ベターワーク・ベトナム収入

改善プログラム 

ベトナム 主要経済部門におけるデ

ィーセント・ワークの推進

を通じた競争力向上 

全国起業支援機関

（サウジアラビア） 

サウジアラビア国家起業支

援機関「RIYADAH」の KAB

（ノウ・アバウト・ビジネス） 

サウジアラ

ビア 

中小企業開発のための

事業環境づくりと組織的

能力強化、および起業文

化の育成 

スイス COOP SCORE・サプライヤー・トレ

ーニング 

全世界 持続可能な企業：危機か

らの回復、所得・雇用創

出のためのグローバルな

成果 

福祉協会（パレスチ

ナ、ラマラ） 

「ノウ・アバウト・ビジネス」の

パレスチナ版 

パレスチナ 起業文化を国の教育課程

に反映 

国際港湾産業（さまざ

まなドナー） 

港湾労働者育成プログラム

（PDP） 

全世界 変化する産業部門環境に

おいてディーセント・ワー

クを実現するための政労

使の能力強化 

ヌーシャテル大学（ス

イス） 

中国の電子機器製造業にお

ける労働基準の統制：労働

市場機関とグローバル・バリ

ューチェーンの統制 

中国 技能訓練による労働者の

エンプロイアビリティの向

上 

開発のための社会基

金（イエメン） 

「ノウ・アバウト・ビジネス」起

業家教育  

イエメン 中小企業開発のための

制度的枠組みとメカニズ

ムの構築、および起業文

化の醸成 

同上 イエメンの女性起業家育成

プログラム 

イエメン 中小企業開発のための

制度的枠組みとメカニズ

ムの構築、および起業文

化の醸成 

 

マーストリヒト大学 マーストリヒト大学における、

SPF・SPD、公共政策、人材

開発の修士プログラム専攻

課程（2011 年度～2012 年

度）の実施 

全世界 国の社会保障制度の三

者構成ガバナンスと実施

状況の監視の強化 

 

 


