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出典: GAO-22-104436

Compacts of Free Association



マーシャル諸島共和国（Republic of the Marshall 
Islands）基礎データ
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外務省基礎データ
2022年3月2日

1 面積180平方キロメートル
（霞ケ浦とほぼ同じ大きさ）

2 人口59,194人
（2020年、世界銀行）

Year of independence: 1979 
Land area: 181 km² 
Exclusive economic zone area: 

2,131,000 km² 
Currency: United States dollar 
Official language: Marshallese 
and English ADB(2020),  Marshall Islands Gender Equality 

Overview 
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島
所属自治
体

面積(㎢) 人口(人)
人口密度
(人/km2)

宮古島 宮古島市 158.9 48,250 303.7

池間島 宮古島市 2.83 598 211.3

大神島 宮古島市 0.24 25 104.2

来間島 宮古島市 2.84 165 58.1

伊良部島 宮古島市 29.06 5,199 178.9

下地島 宮古島市 9.68 103 10.6

多良間島 多良間村 19.81 1,177 59.4

水納島 多良間村 2.16 5 2.3

面積（2016年10月1日現在、
大神島のみ1994年10月1日現
在）、人口（住民基本台帳人
口、2017年1月1日現在）
Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%8F%A4%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E9%96%93%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%A5%9E%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A5%E9%96%93%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%89%AF%E9%83%A8%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%9C%B0%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E8%89%AF%E9%96%93%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%8D%E5%B3%B6_(%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E5%A4%9A%E8%89%AF%E9%96%93%E6%9D%91)
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ADB(2022), The Economic Impacts of the End of Compact 

Grant Assistance in the Freely Associated States

The Impact of COVID-19 on the Economies of the FAS and Outlook 

Through the Remainder of Scheduled Compact Grant Assistance

https://pubs.pitiviti.org/adb-fas
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「太平洋せめぎ合う日米vs中国、 首相300万回
ワクチン供与島サミット、台湾念頭に支援強化」
2021年7月3日付日本経済新聞
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外務省 国別開発協力方針
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外務省 国別地域別政策・情報 ODA案件検索
→ 165件 (2022/5/10現在)

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/display.php

対マーシャル諸島共和国 事業展開計画 (2020/4月現在)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072644.pdf

我が国のODAの基本方針（大目標）：

自立的かつ持続的経済成長と環境に配慮した国民の生活水準の向上

我が国は、マーシャルの国家開発計画、1997 年から 3年に1度開催
しているPALMを始めとした我が国政府全体の対太平洋島嶼国政策
の方向性等を踏まえ、自立的かつ持続的な発展を促すため、経済イ
ンフラ整備・維持管理能力や基礎的な社会サービスの向上などの脆
弱性の克服をはじめとして、環境保全や気候変動対策についても支
援を行う。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072643.pdf

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/display.php
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072644.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072643.pdf


ODA見える化サイト
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プロジェクト名
事業
形態

国名 分野課題 期間／締結年月

マジュロ環礁道路整備計画 無償 マーシャル 運輸交通 交換公文（E/N）：1997年7月

マジュロ病院整備計画（1/2期） 無償 マーシャル 保健医療 交換公文（E/N）：2003年7月

マジュロ病院整備計画（2/2期） 無償 マーシャル 保健医療 交換公文（E/N）：2004年5月

マジュロ環礁魚市場建設計画 無償 マーシャル 水産 贈与契約（G/A）：2009年3月

太陽光を活用したクリーンエネルギー
導入計画

無償 マーシャル 資源・エネルギー 贈与契約（G/A）：2009年12月

国内海上輸送改善計画 無償 マーシャル 運輸交通 贈与契約（G/A）：2012年6月

イバイ島太陽光発電システム整備計画 無償 マーシャル 資源・エネルギー 贈与契約（G/A）：2017年11月

マジュロ環礁における貯水池整備計画 無償 マーシャル 水資源・防災 贈与契約（G/A）：2020年9月

大洋州地域廃棄物管理改善支援プロ
ジェクトフェーズ2

技協 大洋州地域 廃棄物管理
2017年2月～2022年2月を予
定（計60カ月）

太平洋地域ハイブリッド発電システム
導入プロジェクト

技協 大洋州地域 資源・エネルギー
2017年3月～2022年6月を予
定（計63カ月）

インフラ開発のための重機維持管理能
力向上プロジェクト

技協 マーシャル 運輸交通
2021年1月～2022年12月を
予定（計24カ月）

http://www.jica.go.jp/oda/project/9701300/index.html
http://www.jica.go.jp/oda/project/0305000/index.html
http://www.jica.go.jp/oda/project/0402200/index.html
http://www.jica.go.jp/oda/project/0868530/index.html
http://www.jica.go.jp/oda/project/0961350/index.html
http://www.jica.go.jp/oda/project/1260050/index.html
http://www.jica.go.jp/oda/project/1760520/index.html
http://www.jica.go.jp/oda/project/2060280/index.html
https://www.jica.go.jp/oda/project/1500257/index.html
https://www.jica.go.jp/oda/project/1502739/index.html
https://www.jica.go.jp/activities/project_list/knowledge/ku57pq00002ntn6j-att/2020_112_mar.pdf


マーシャル諸島共和国の現在の課題
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 自立的かつ持続的な発展→ Compactの2023年終了、人口減少

 経済インフラ整備→ドナーによる支援頼み・都市化と離島対策

 維持管理能力の向上→ 上記と同じく重要・能力向上の対象は誰?

 基礎的な社会サービスの向上→ 教育・保健

 環境保全→ 行き場のない廃棄物

 気候変動対策→ 海面上昇と国土保全

 Covid-19 → 厳格な隔離政策の徹底による外国人材の入国遮断
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出典:Open Source

ありがとうございました。

海外協力隊の活動再開を早期に実現したい
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出典:Open Source

ありがとうございました。


