
国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

民生環境
ジャンビ州ムラギン県レナ・プンバラップ郡における社会福祉施設
及び教育施設宿舎増築計画

アザカリヤ・イスラム教育財団 ローカルＮＧＯ \9,989,426

民生環境
ジャンビ州ムラギン県バタン・ムスマイ郡ティティアン・テラス村に
おける社会福祉施設及び教育施設増築計画

シェク・マウラナ・クオリ・イスラム教育
財団

ローカルＮＧＯ \9,978,917

医療保健
ＨＩＶ／エイズ感染予防のための若者に対する情報・教育・保健
サービス整備計画

インドネシア赤十字東ジャカルタ支部 ローカルＮＧＯ \9,941,853

民生環境 東ジャワ州マラン県における女性のための技能研修計画 ルアン・ミトラ・プルンプアン（ルンプン） ローカルＮＧＯ \7,594,956

医療保健 バンテン州タンゲランにおける鳥インフルエンザ予防・抑制計画 バングン・インドネシア財団 ローカルＮＧＯ \9,265,096

医療保健 東ヌサ・トゥンガラ州シッカ県におけるマラリア予防・抑制計画 バングン・インドネシア財団 ローカルＮＧＯ \9,656,302

医療保健
西ヌサ・トゥンガラ州東ロンボク県における母子保健サービス向上
計画

ミトラ財団 ローカルＮＧＯ \6,862,603

農林水産
アチェ州ピディ県タンセ郡プナロンⅠ村及びプナロンⅡ村灌漑施
設建設計画

エンブン・パギ財団 ローカルＮＧＯ \9,737,323

農林水産
アチェ州ピディ県ティテウエ郡ムスジッド・トン・ペウデン村灌漑施
設建設計画

ぺラック財団 ローカルＮＧＯ \9,726,701

医療保健
アチェ州アチェ・ブサール県ジャント市における簡易保健所再建
計画

メダン児童保護・調査センター ローカルＮＧＯ \4,988,498

医療保健 アチェ州ピディ県における助産及び看護実習施設建設計画 ミフタフル・ジャンナ財団 ローカルＮＧＯ \4,997,086

教育研究
アチェ州における紛争後の平和構築のための民主化教育支援計
画

アチェ・カタハティ財団 ローカルＮＧＯ \9,669,184

教育研究
アチェ州アチェ・ブサール県におけるアル・マナール・イスラム寄
宿塾女子寮建設計画

ブンゴン・ジュンパ財団 ローカルＮＧＯ \9,741,278

教育研究
南スラウェシ州マカッサル市及び西ヌサ・トゥンガラ州マタラム市
における有権者教育支援計画

経済社会教育研究所 ローカルＮＧＯ \9,753,030

教育研究
アチェ州バンダ・アチェ市及びロクスマウェ市における総選挙有権
者教育支援計画

イスラム学生連盟中央執行委員会 ローカルＮＧＯ \4,697,184

教育研究 東ジャワ州パチタン県タマン・アスリ第２小学校建設計画 タマン・アスリ第２小学校 教育機関 \6,720,562

教育研究 東ジャワ州パチタン県サングラハン第２小学校改修計画 サングラハン第２小学校 教育機関 \4,947,479

民生環境 東ジャワ州トゥルンアグン県カリバトゥル村生活用水整備計画
社会経済開発・研究協会トゥルンアグン
支部

ローカルＮＧＯ \9,723,989

民生環境 東ジャワ州ブリタール県社会福祉施設増築計画 ブリタール養老院 地方公共団体 \9,357,304

民生環境 東ジャワ州ジョンバン県社会福祉施設増築計画 ジョンバン養老院 地方公共団体 \9,349,394

平成20年12月22日 民生環境
メダン市及びその周辺住民に対する有機ゴミ堆肥化技術普及計
画

プルサダ協会北スマトラ支部 ローカルＮＧＯ \9,958,012

教育研究 サルーラ中学校校舎改修計画
フリア・クリステン・インドネシア財団パ
ハエ・ジャエ支部

教育機関 \8,246,627

民生環境
アマナット・アグン薬物中毒患者リハビリテーションセンター改築
計画

アマナット・アグン財団 ローカルＮＧＯ \9,635,397

平成21年1月29日

インドネシア

平成20年8月28日

草の根・人間の安全保障無償資金協力
地域・国別　平成20年度

平成21年3月23日

平成21年2月17日

平成21年2月9日

（東アジア地域）
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国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

平成20年8月28日 医療保健
ベテスダ・サリブドロック病院機能向上及び同病院活動地域水供
給施設整備計画

ベテスダ・サリブドロック病院 医療機関 \8,682,242

平成20年7月15日 教育研究 アニサ幼稚園及び小学校校舎増改築計画 アニサ・イスラム教育協会 教育機関 \9,775,856

教育研究 フンセンカンダール地方教員養成校整備計画 フンセンカンダール地方教員養成校 教育機関 \9,597,542

教育研究 タケオ地方教員養成校整備計画 タケオ地方教員養成校 教育機関 \9,652,460

教育研究 コンポントム州リャックスメイアンカン小学校建設計画 クメールアジア友好協会 ローカルＮＧＯ \5,310,096

平成21年2月11日 民生環境 ラタナキリ州バンルン地区排水設備整備計画 ラタナキリ州公共事業運輸局 地方公共団体 \8,983,500

平成21年1月12日 その他
コンポントム、プレアビヒア及びオッドーミアンチェイ３州における
人道的地雷除去活動支援計画

カンボジア地雷対策センター 政府関係機関 \69,550,935

教育研究 プレイベーン地方教員養成校整備計画 プレイベーン地方教員養成校 教育機関 \9,832,921

農林水産 カンダール州トナルチャム農業用溜池改修計画 カンダール州水資源気象局 地方公共団体 \9,549,065

その他
パイリン特別市及びバッタンバン州における人道的地雷除去活
動支援計画

ヘイロー・トラスト 国際ＮＧＯ \64,600,518

医療保健 クラチェ州立病院整備計画 カンボジア医療サービス支援会 ローカルＮＧＯ \9,023,163

農林水産 タケオ州ポータス灌漑施設改修計画 タケオ州水資源気象局 地方公共団体 \9,606,808

医療保健 ＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染者支援のための啓蒙活動計画 適合した開発のための経験共有 ローカルＮＧＯ \9,282,950

その他
カンボジア北部・西部３州及びパイリン特別市における人道的地
雷除去活動支援計画

マインズ・アドバイザリー・グループ 国際ＮＧＯ \66,078,332

教育研究 ポーサット州ロル小学校及びコンポンポー小学校建設計画
貧困削減と社会開発のための職業訓
練

ローカルＮＧＯ \9,974,284

教育研究 プノンペン地方教員養成校整備計画 プノンペン地方教員養成校 教育機関 \9,648,731

通信運輸 コンポンチュナン州チャオンマオン集合村における橋梁建設計画 チャオンマオン集合村評議会 地方公共団体 \9,824,446

教育研究 プノンペン市ダンコー中学校建設計画 プノンペン市教育・青少年・スポーツ局 地方公共団体 \9,847,950

農林水産 コンポンチャム州クバルトンソン灌漑施設改修計画 コンポンチャム州水資源気象局 地方公共団体 \9,578,784

教育研究 クラチェ州地域参加型小学校校舎修繕・増築計画 女子と子供の権利開発 ローカルＮＧＯ \6,395,913

教育研究 プノンペン市１中等高等学校中古机椅子整備計画 プノンペン市教育・青少年・スポーツ局 地方公共団体 \6,594,567

教育研究 プレイベーン州メサーン地区６小学校中古机椅子整備計画
プレイベーン州教育・青少年・スポーツ
局

地方公共団体 \5,645,480

教育研究 プノンペン市ダンコー地区４小学校中古机椅子整備計画
プノンペン市ダンコー地区教育・青少
年・スポーツ事務所

地方公共団体 \7,200,247

平成21年3月30日 民生環境 高齢者および女性のための所得創出・健康増進・能力向上計画 地方高齢者起業開発協会 ローカルＮＧＯ \9,556,101

平成21年3月26日 農林水産 低所得層農民に対する養殖技術向上計画
ウィアンカムファーグラヌワン開発セン
ター

ローカルＮＧＯ \2,992,338

平成21年3月25日 民生環境 農畜産業コミュニティ団体のための多目的棟建設計画
国王の思想に基づく農民のための牛・
水牛銀行プロジェクト畜産者グループコ
ミュニティ

ローカルＮＧＯ \6,454,206

平成21年3月24日 教育研究 チェンマイ県貧困山岳児童のための寄宿環境整備計画 サーンファン・サンティパープ財団 ローカルＮＧＯ \4,995,000

平成21年3月13日 農林水産
東北タイにおける有機米生産農家に対するマイクロクレジット計
画

タイードイツ開発財団 ローカルＮＧＯ \9,777,213

インドネシア

カンボジア

平成21年3月10日

平成20年12月11日

平成20年10月27日

平成20年8月20日

タイ

2



国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

平成21年3月12日 その他
タイーミャンマー国境地帯における低所得世帯に対するマイクロ
クレジット計画

クワイ河キリスト教病院職員自助グ
ループ

その他 \9,886,770

平成21年1月27日 教育研究 チェンマイ県メーアイ郡バーンパゴー学校生徒寮建設計画 バーンパゴー学校 教育機関 \5,551,110

平成21年1月22日 教育研究
チェンライ県メーチャン郡スクサーソンクロ・メーチャン学校生徒寮
建設計画

スクサーソンクロ・メーチャン学校 教育機関 \9,946,710

平成21年1月15日 教育研究 メーホンソーン県青少年のための麻薬予防活動支援計画 パーイウィタヤカーン校 教育機関 \6,590,070

平成20年10月28日 医療保健 メーホンソーン県辺境地の山岳民族のための医療活動支援計画 ソップムーイ病院 医療機関 \5,777,550

平成20年10月1日 教育研究
ナーン県ウィアンサー郡トライターンウィタヤー学校生徒寮建設計
画

トライターンウィタヤー学校 教育機関 \9,554,103

平成20年9月29日 通信運輸 チェンマイ県メーテン郡メーホープラ区橋梁再建計画
チェンマイ県メーテン郡メーホープラ区
行政機構

地方公共団体 \4,995,000

平成20年9月16日 医療保健
チェンマイ県サムーン郡におけるエイチアイブイ／エイズ感染者
支援センター建設計画

サムーン郡立病院 医療機関 \9,999,990

平成21年3月24日 医療保健 江蘇省新沂市馬陵山中心衛生院総合棟建設計画 江蘇省新沂市人民政府 地方公共団体 \9,697,547

平成21年3月20日 教育研究 江西省瑞金市黄柏郷直坑小学校総合棟建設計画 江西省瑞金市人民政府 地方公共団体 \9,874,844

平成21年3月20日 教育研究 江西省崇仁県河上鎮陳村小学校建設計画 江西省崇仁県人民政府 地方公共団体 \9,911,908

教育研究 福建省ショウ州市南靖県書洋鎮下版中心小学校校舎建設計画
福建省ショウ州市南靖県書洋鎮人民政
府

地方公共団体 \9,355,270

教育研究 福建省寧徳市蕉城区八都鎮八都中学校学生宿舎建設計画 福建省寧徳市蕉城区八都鎮人民政府 地方公共団体 \9,837,102

教育研究 福建省ホ田市城廂区華亭鎮西許中学校学生宿舎建設計画 福建省ホ田市城廂区教育局 地方公共団体 \9,822,186

医療保健 チベット自治区扎嚢県人民医院医療機材整備計画 チベット自治区扎嚢県人民政府 地方公共団体 \9,824,333

平成21年3月12日 教育研究 遼寧省大連市石河街道農民教育研修センター建設計画 遼寧省大連市石河街道事務所 地方公共団体 \9,913,490

医療保健 安徽省阜南県人民病院汚水処理施設整備計画 安徽省阜南県人民政府 地方公共団体 \8,394,657

民生環境 安徽省六安市裕安区獅子崗郷上水道整備計画 安徽省六安市裕安区人民政府 地方公共団体 \9,806,592

医療保健 安徽省宿松県許嶺中心衛生院診察病棟建設計画 安徽省宿松県人民政府 地方公共団体 \9,859,363

医療保健 安徽省望江県高士中心衛生院医療技術棟建設計画 安徽省望江県人民政府 地方公共団体 \9,859,137

民生環境 安徽省旌徳県蔡家橋介護福祉施設建設計画 安徽省旌徳県人民政府 地方公共団体 \9,889,534

民生環境 遼寧省鞍山市台安県台南区陸家村飲用水改良計画 台安県人民政府 地方公共団体 \9,961,515

医療保健 遼寧省錦州市義県頭台満族郷中心衛生院建設計画 義県人民政府 地方公共団体 \9,965,922

教育研究 遼寧省葫蘆島市興城市旧門満族郷陳屯小学校校舎建設計画 興城市人民政府 地方公共団体 \9,976,318

医療保健 遼寧省盤錦市大窪県田庄台鎮中心衛生院医療設備整備計画 大窪県人民政府 地方公共団体 \4,984,882

医療保健
遼寧省阜新市阜新蒙古族自治県蒼土郷衛生院医療設備整備計
画

阜新蒙古族自治県人民政府 地方公共団体 \4,835,722

教育研究 甘粛省張家川県劉堡中心小学校校舎建設計画 甘粛省張家川回族自治県人民政府 地方公共団体 \9,888,856

教育研究 甘粛省西和県姜席鎮姜川中心小学校校舎建設計画 甘粛省西和県人民政府 地方公共団体 \9,935,977

教育研究 甘粛省華亭県河西中学校校舎建設計画 甘粛省華亭県人民政府 地方公共団体 \9,932,587

教育研究 河南省襄城県範湖郷朱湖小学校校舎建設計画 河南省襄城県人民政府 地方公共団体 \9,946,034

教育研究 河南省嵩県九店郷九皋村王堂小学校校舎建設計画 河南省洛陽市嵩県人民政府 地方公共団体 \9,545,675

タイ

中国

平成21年3月17日

平成21年3月10日

平成21年3月9日

平成21年3月5日

平成21年3月3日
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国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

教育研究 河南省鎮平県ＨＩＶ／ＡＩＤＳ孤児職業訓練学校校舎建設計画
鎮平県関愛下一代職業技能訓練公益
学校

ローカルＮＧＯ \9,697,434

教育研究 河南省周口市川匯区李埠口郷苑寨小学校校舎建設計画 河南省周口市川匯区人民政府 地方公共団体 \9,979,143

教育研究 新疆ウイグル自治区疎附県タシュミリク郷中心小学校建設計画 新疆ウイグル自治区疎附県人民政府 地方公共団体 \9,938,689

医療保健 新疆ウイグル自治区ピチャン県母子保健院医療機材整備計画
新疆ウイグル自治区対外貿易経済合
作庁

地方公共団体 \9,622,402

医療保健 黒龍江省佳木斯市樺川県横頭山鎮衛生院医療設備整備計画 樺川県人民政府 地方公共団体 \9,329,054

教育研究 黒龍江省佳木斯市向陽区日中友好復興小学校校舎建設計画 佳木斯市向陽区人民政府 地方公共団体 \9,955,074

医療保健 黒龍江省鶏西市麻山区人民医院医療設備整備計画 鶏西市麻山区人民政府 地方公共団体 \4,981,944

農林水産 貴州省黔東南州魚類養殖技術訓練計画
貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州人
民政府

地方公共団体 \9,966,487

教育研究 貴州省凱里市都力小学校建設計画 貴州省凱里市人民政府 地方公共団体 \9,843,995

医療保健
貴州省黔西南プイ族・ミャオ族自治州興義市桔山鎮中心衛生院
建設計画

貴州省黔西南プイ族・ミャオ族自治州
興義市人民政府

地方公共団体 \9,861,623

教育研究 陝西省寧強県寛川郷九年制学校学生宿舎改修計画 陝西省人民政府外事弁公室 地方公共団体 \9,963,662

医療保健
吉林省白山市長白朝鮮族自治県十四道溝鎮中心衛生院医療設
備整備計画

白山市人民政府 地方公共団体 \9,937,333

農林水産 吉林省白城市トウ北区機械林場防砂林整備計画 白城市トウ北区人民政府 地方公共団体 \9,854,165

医療保健
寧夏回族自治区石嘴山市恵農区紅果子中心衛生院医療機材整
備計画

寧夏回族自治区衛生庁 地方公共団体 \9,915,298

教育研究 寧夏回族自治区固原市原州区河川郷小中学校宿舎建設計画
寧夏回族自治区固原市原州区人民政
府

地方公共団体 \9,991,573

教育研究 寧夏回族自治区西吉県興隆鎮小学校校舎建設計画 寧夏回族自治区西吉県人民政府 地方公共団体 \9,974,849

教育研究 寧夏回族自治区霊武市狼皮子梁小中学校宿舎建設計画 寧夏回族自治区霊武市人民政府 地方公共団体 \9,883,884

医療保健 青海省民和県官亭中心衛生院入院病棟建設計画 三川発展促進会 ローカルＮＧＯ \9,948,859

平成21年2月6日 通信運輸 広東省茂名市高州市石鼓鎮沙坡村道路建設計画 広東省茂名市高州市石鼓鎮人民政府 地方公共団体 \9,424,765

平成21年1月20日 民生環境 重慶市開県白泉郷飲用水整備計画 重慶市開県人民政府 地方公共団体 \9,897,783

教育研究
広西壮族自治区賀州市八歩区賀街鎮龍揚中学校学生宿舎建設
計画

広西壮族自治区賀州市外事橋務弁公
室

地方公共団体 \9,990,895

教育研究 広西壮族自治区梧州市藤県和平鎮一中学校学生宿舎建設計画 広西壮族自治区梧州市藤県教育局 地方公共団体 \9,618,447

教育研究
広西壮族自治区梧州市藤県ロウ南鎮第一中学校学生宿舎建設
計画

広西壮族自治区梧州市藤県教育局 地方公共団体 \9,569,179

教育研究
広西壮族自治区梧州市藤県太平鎮大披中心小学校校舎建設計
画

広西壮族自治区梧州市藤県教育局 地方公共団体 \9,403,408

教育研究
広西壮族自治区柳州市三江トン族自治県同楽ミャオ族郷孟寨小
学校校舎建設計画

広西壮族自治区柳州市三江トン族自治
県教育局

地方公共団体 \7,151,205

教育研究
広西壮族自治区柳州市三江トン族自治県八江郷汾水小学校校
舎建設計画

広西壮族自治区柳州市三江トン族自治
県教育局

地方公共団体 \6,448,684

民生環境 陝西省南鄭県陽春鎮泉溝村上水道整備計画 陝西省商務庁 地方公共団体 \9,863,431

医療保健 陝西省略陽県疾病予防センター検査棟建設計画 陝西省商務庁 地方公共団体 \9,955,865

民生環境 四川省松潘県川主寺鎮上水道整備計画 四川省松潘県人民政府 地方公共団体 \9,328,715

平成21年2月18日

平成21年2月17日

平成21年1月15日

中国

平成21年3月3日

平成21年3月2日

平成21年2月26日

平成21年2月24日

平成21年1月14日
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国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

医療保健 四川省彭州市敖平鎮公立衛生院改修及び医療機材整備計画 四川省彭州市人民政府 地方公共団体 \8,951,182

民生環境 四川省都江堰市虹口郷上水道整備計画 四川省都江堰市人民政府 地方公共団体 \9,868,290

民生環境 四川省広元市青川県観音店郷上水道整備計画 四川省広元市青川県人民政府 地方公共団体 \9,884,449

教育研究 甘粛省康県大南峪郷大南溝小学校校舎建設計画 甘粛省康県人民政府 地方公共団体 \9,912,247

教育研究 甘粛省文県中寨郷新寨小学校校舎建設計画 甘粛省文県人民政府 地方公共団体 \9,831,226

教育研究 湖南省宜章県一六鎮第三完全小学校校舎建設計画 湖南省宜章県人民政府 地方公共団体 \9,734,837

教育研究 湖南省新化県奉家鎮玄渓小学校校舎建設計画 湖南省新化県人民政府 地方公共団体 \9,960,046

医療保健
吉林省延辺朝鮮族自治州汪清県東光鎮衛生院医療設備整備計
画

汪清県人民政府 地方公共団体 \4,966,124

医療保健 吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市三道湾鎮衛生院建設計画 延吉市人民政府 地方公共団体 \9,714,158

教育研究 吉林省通化市柳河県姜家店朝鮮族郷中学校校舎建設計画 柳河県人民政府 地方公共団体 \9,882,528

民生環境 四川省綿竹市九竜鎮福利院建設計画 四川省綿竹市人民政府 地方公共団体 \4,976,520

民生環境 四川省広元市朝天区曾家鎮福利院建設計画 四川省広元市朝天区人民政府 地方公共団体 \4,928,156

民生環境 四川省綿陽市遊仙区忠興鎮農民研修センター建設計画 四川省綿陽市遊仙区人民政府 地方公共団体 \4,257,162

医療保健 広東省韶関市始興県隘子鎮衛生院建設計画 広東省韶関市始興県衛生局 地方公共団体 \9,780,263

教育研究 広東省肇慶市封開県南豊鎮山口小学校校舎建設計画 広東省肇慶市封開県教育局 地方公共団体 \9,904,224

教育研究 海南省五指山市職業技術学校校舎建設計画 海南省五指山市職業技術学校 教育機関 \9,949,650

教育研究 海南省臨高県波蓮鎮波蓮中学校女子学生宿舎建設計画 海南省臨高県波蓮鎮人民政府 地方公共団体 \9,976,883

民生環境 海南省五指山市毛道郷三村給水プラント建設計画 海南省五指山市毛道郷人民政府 地方公共団体 \9,999,935

医療保健 四川省雅安市エイ経県エイ河郷中心衛生院建設計画 四川省雅安市エイ経県人民政府 地方公共団体 \9,926,711

医療保健
四川省アバチベット族・キョウ族自治州九寨溝県安楽衛生院建設
計画

四川省アバチベット族・キョウ族自治州
九寨溝県人民政府

地方公共団体 \9,633,702

教育研究 四川省綿陽市塩亭県三星中心小学校建設計画 四川省綿陽市塩亭県人民政府 地方公共団体 \9,920,948

教育研究 四川省雅安市エイ経県民建イ族郷中心小学校建設計画 四川省雅安市エイ経県人民政府 地方公共団体 \9,926,711

医療保健 四川省徳陽市羅江県調元鎮衛生院建設計画 四川省徳陽市羅江県人民政府 地方公共団体 \14,555,191

医療保健 湖北省大悟県城関鎮衛生院医療機材整備計画 湖北省大悟県人民政府 地方公共団体 \9,941,288

民生環境 湖北省恩施市新トウ集鎮上水道建設計画 湖北省恩施市人民政府 地方公共団体 \9,026,666

教育研究 雲南省鎮康県大寨小学校建設計画 雲南省臨滄市鎮康県人民政府 地方公共団体 \9,912,247

通信運輸 雲南省徳欽県昇平鎮阿東村橋梁建設計画
雲南省迪慶チベット族自治州徳欽県昇
平鎮人民政府

地方公共団体 \9,926,711

医療保健 重慶市梁平県梁山中心衛生院安寧分院再建計画 重慶市梁平県人民政府 地方公共団体 \9,803,089

民生環境 重慶市巫山県廟宇鎮永風村飲用水整備計画 重慶市巫山県人民政府 地方公共団体 \7,897,231

通信運輸 陝西省丹鳳県武関鎮石門溝橋梁建設計画 陝西省丹鳳県人民政府 地方公共団体 \9,899,026

教育研究 陝西省丹鳳県中日友好職業技術教育センター校舎建設計画 陝西省丹鳳県人民政府 地方公共団体 \9,901,173

教育研究
黒龍江省ハルビン市双城市団結郷日中友好育人小学校校舎建
設計画

双城市人民政府 地方公共団体 \9,995,076

教育研究 黒龍江省大興安嶺地区呼瑪県韓家園中心学校寄宿舎建設計画 呼瑪県人民政府 地方公共団体 \9,653,477

民生環境 黒龍江省ハルビン市方正県方正鎮八名村飲用水改良計画 方正県人民政府 地方公共団体 \8,505,171

中国

平成21年1月14日

平成21年1月9日

平成20年12月23日

平成20年12月17日

平成20年12月16日

平成20年12月10日

平成20年12月8日

平成20年12月4日

平成20年11月21日

平成20年11月10日

平成20年11月6日

平成20年10月14日

5
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民生環境 黒龍江省ハルビン市方正県徳善郷双鳳村飲用水改良計画 方正県人民政府 地方公共団体 \9,917,219

民生環境 黒龍江省ハルビン市方正県伊漢通郷衛生院建設計画 方正県人民政府 地方公共団体 \9,836,198

平成21年3月30日 民生環境 オエクシ県国境地域への浄水供給システム構築計画 ソレヌサ会 ローカルＮＧＯ \9,170,176

医療保健 モタエル診療所改修計画 聖アントニオ・モタエル診療所 医療機関 \8,127,299

教育研究 東ティモール４県における視覚障がい者自立支援研修計画 東ティモール盲人連合 ローカルＮＧＯ \8,660,433

平成21年2月9日 民生環境 アイレウ県における浄水供給システム建設計画 ベルン ローカルＮＧＯ \4,997,312

平成21年1月16日 農林水産 コバリマ県ズマライ準県における灌漑用水路拡張計画 グルーポ・ハブラス・コバリマ ローカルＮＧＯ \7,310,535

平成20年11月7日 教育研究 ディリ市内青少年教育施設建設計画 バ・フツル ローカルＮＧＯ \9,201,477

平成20年9月4日 医療保健 障がいを持つ若者のための共同生活施設建設計画 アヒサウン・ファウンデーション ローカルＮＧＯ \9,987,279

教育研究 ミンダナオ島北コタバト州オランダン中等学校の５教室建設計画 オランダン中等学校 教育機関 \8,975,251

教育研究 ミンダナオ島北コタバト州サラマ小学校教室建設及び修復計画 サラマ小学校 教育機関 \8,514,324

農林水産
シャリフ・カブンスアン州ダトゥ・オディン・シンスアット町ブガワス
集落かんがい水路整備計画

サパラン集落水利組合 ローカルＮＧＯ \8,729,589

教育研究 バシラン島ラミタン市母親と幼児のための教育センター建設計画 ラミタン市 地方公共団体 \7,776,321

教育研究
シャリフ・カブンスアン州スルタン・クダラット町イーブン・タイミヤ
財団学園の５教室建設計画

イーブン・タイミヤ財団学園 教育機関 \8,424,715

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州サラムライ小学校教室改修計画 サラムライ小学校 教育機関 \8,340,982

教育研究
ミンダナオ島マギンダナオ州バイ・ハニーナ・エス・シンスアット中
等学校校舎建設計画

バイ・ハニーナ・エス・シンスアット中等
学校

教育機関 \8,848,917

医療保健 北コタバト州リブンガン町保健所改修計画 リブンガン町役場 地方公共団体 \8,188,997

民生環境
スルタン・クダラット州イスラン町ラギラヤン村カマンガ集落給水シ
ステム整備計画

カマンガ集落農民協会 ローカルＮＧＯ \6,976,620

平成21年3月19日 農林水産
イロイロ州パッシ市サルンガン集落有機栽培米収穫後処理施設
整備計画

農地改革・農村開発センター ローカルＮＧＯ \5,019,686

教育研究
アグサン・デル・スール州先住民族のための識字教育・訓練セン
ター建設計画

バマタ先住民族協議会 ローカルＮＧＯ \4,929,738

農林水産 アンティケ州手工芸品生産性向上計画 アンティケ開発財団 ローカルＮＧＯ \7,551,677

平成20年12月24日 その他
ミンダナオ島マギンダナオ州の紛争地域における国内避難民救
済支援計画

ムスリム青年宗教組織 ローカルＮＧＯ \9,218,879

その他 アンティケ州における台風被害にともなう仮設住宅建設計画 アンティケ州政府 地方公共団体 \8,976,042

その他
ミンダナオ島マギンダナオ州及びシャリフ・カブンスアン州におけ
る台風被害にともなう仮設住宅建設計画

ミンダナオ・ツロン・バケェット ローカルＮＧＯ \9,260,802

通信運輸 ミントゥアン村道路整備計画 ミントゥアン村人民委員会 地方公共団体 \9,604,548

教育研究 イエンティエン村小学校建設計画 イエンティエン村人民委員会 地方公共団体 \9,291,764

教育研究 ムオンケン小学校建設計画 ムオンケン町人民委員会 地方公共団体 \9,271,198

通信運輸 フォンラム村道路整備計画 フォンラム村人民委員会 地方公共団体 \9,254,813

民生環境 ダクノン省クワンタム村ブンドール集落給水設備建設計画 ダクノン省協同組合・農村開発支局 地方公共団体 \9,964,905

教育研究 ダクノン省ダクソム村ヴーアージン中学校建設計画 ダクノン省共同組合・農村開発支局 地方公共団体 \8,769,139

平成20年12月17日 医療保健 ビントゥアン省ファンリークア地区総合診療所医療機材整備計画 ビントゥアン省保健局 地方公共団体 \9,729,187

中国 平成20年10月14日

東ティモール

平成21年2月27日

フィリピン

平成21年3月30日

平成21年3月6日

平成20年8月1日

ベトナム

平成21年3月18日

平成21年3月10日

平成21年1月20日
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医療保健 カマウ省ダムゾイ地域総合病院医療機材整備計画 カマウ省保健局 政府関係機関 \9,354,818

医療保健 カマウ省産婦人科病院医療機材整備計画 カマウ省友好協会 地方公共団体 \9,899,930

教育研究 クインチャン村小学校建設計画 クインチャン村人民委員会 地方公共団体 \9,873,149

教育研究 ディエンロック村中学校建設計画 ディエンロック村人民委員会 地方公共団体 \9,722,520

平成20年11月21日 通信運輸 ヴーバン村基幹道路整備計画 ヴーバン村人民委員会 地方公共団体 \9,993,494

教育研究 ザンマー小学校建設計画 タムズオン郡人民委員会 地方公共団体 \9,488,384

教育研究 ランニタン村小学校建設計画 フォント郡人民委員会 地方公共団体 \9,299,674

平成20年10月22日 医療保健 ホアバンカムレ総合病院医療環境安全性向上計画 ホアバンカムレ総合病院 医療機関 \9,557,879

医療保健 ダクラク省エアヘレオ県総合病院医療機材整備計画 ダクラク省保健局 地方公共団体 \9,598,220

医療保健 ラムドン省カッティエン県医療センター医療機材整備計画 カッティエン県医療センター 医療機関 \8,970,166

平成20年10月1日 医療保健 クアンナム省社会労働教育センター拡張計画 クアンナム省社会労働教育センター 医療機関 \8,743,940

平成20年9月30日 教育研究 トゥイタイン村中学校建設計画 トゥイタイン村人民委員会 地方公共団体 \9,290,182

平成20年9月29日 教育研究 ブイティスアン小学校建設計画 ケバン郡教育訓練局 地方公共団体 \9,999,935

平成20年9月8日 医療保健 ティエンクワン省総合病院白内障手術強化計画 ティエンクワン省総合病院 医療機関 \9,209,500

平成20年9月4日 医療保健 ベトナム赤十字移動診察チーム機材整備計画 ベトナム赤十字 医療機関 \8,482,232

教育研究 フート省職業訓練カレッジ機材整備計画 フート省職業訓練カレッジ 教育機関 \9,435,500

教育研究 ダイアン村小学校建設計画 ダイアン村人民委員会 地方公共団体 \9,999,144

平成20年8月11日 教育研究 イエンクオン村小学校建設計画 イエンクオン村人民委員会 地方公共団体 \9,703,084

通信運輸 アンギア村道路整備計画 アンギア村人民委員会 地方公共団体 \9,719,582

民生環境 カオソン村飲料水供給計画 カオソン村人民委員会 地方公共団体 \9,555,845

平成20年5月19日 教育研究 グエンディンチュウ学校視覚障害生徒用機材整備計画 グエンディンチュウ学校 教育機関 \9,297,866

平成21年3月24日 民生環境 第２ティンバン・バトゥ村上水道整備計画
第２ティンバン・バトゥ村安全・開発委員
会

ローカルＮＧＯ \4,097,041

平成21年3月17日 民生環境 視覚障害者職業訓練機材整備計画 サラワク州盲人協会クチン支部 ローカルＮＧＯ \5,319,927

平成21年3月16日 民生環境 ロング・ラマイ地域太陽光電化計画 サラワク大学 教育機関 \5,471,686

平成21年2月20日 民生環境 孤児院運動場整備計画 ピュアライフ ローカルＮＧＯ \1,453,632

平成21年2月19日 民生環境 ビンタサン村上水道整備計画 サバ州アドベンティスト開発・救済協会 ローカルＮＧＯ \3,109,082

平成20年12月10日 教育研究 貧困層への巡回式社会参加支援計画 マレーシア消費者教育・研究協会 ローカルＮＧＯ \3,824,711

平成20年10月13日 医療保健 パハン州クアンタン市域婦人医療クリニック強化計画 パハン家族計画協会 ローカルＮＧＯ \1,354,644

平成21年3月25日 医療保健
上ミャンマー公衆衛生検査所（マンダレー管区）監視機能強化計
画

マンダレー公衆衛生検査所 政府関係機関 \6,850,625

平成21年1月23日 教育研究 イェーレー小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 イェーレー小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,825,350

平成21年1月22日 医療保健 チュンジー村（バゴー管区）地域保健所建設計画 チュンジー村地域保健所発展委員会 ローカルＮＧＯ \9,100,003

平成21年1月21日 教育研究
アウンセミンガラー僧院付属中学校（エーヤワディー管区）サイク
ロン被害復旧計画

アウンセミンガラー学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,989,200

教育研究 ゼヤトゥッカ僧院付属小学校（シャン州）建設計画 ゼヤトゥッカ僧院学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,299,900

教育研究 セイタトゥッカ僧院付属小学校（シャン州）建設計画 セイタトゥッカ僧院学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,168,820

平成20年8月18日

平成20年8月1日

ベトナム

マレーシア

平成20年12月17日

平成20年11月26日

平成20年10月28日

平成20年10月21日

ミャンマー

平成21年1月12日
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平成21年1月7日 教育研究 サイクロン被災８学校（ヤンゴン管区）修復計画 サイクロン被災学校修復委員会 ローカルＮＧＯ \9,058,984

平成20年12月24日 教育研究 ガドー小学校（カチン州）建設計画 メッタ開発財団 ローカルＮＧＯ \9,591,101

通信運輸 チャウンゴン地区（エーヤワディー管区）村落橋梁建設計画 イェ・ガ・ロゥ橋建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,927,050

教育研究 コンジャン小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 コンジャン小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \8,808,350

教育研究 チータン小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 チータン小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,944,000

教育研究 オーポー西小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 オーポー西小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,858,120

平成20年12月22日 通信運輸 シッタァンサンピャ村（モン州）村落橋梁建設計画 カワーチァン橋建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,627,148

平成20年12月15日 民生環境 ドーピン孤児院（マンダレー管区）建設計画 ドーピン孤児院運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,617,204

民生環境 障害者支援活動研修センター（ヤンゴン管区）建設計画 エデン障害児センター ローカルＮＧＯ \9,981,290

教育研究
タッダマゾーティカーヨウン僧院付属小学校（ヤンゴン管区）サイ
クロン被害復旧計画

タッダマゾーティカーヨウン僧院付属小
学校管理委員会

ローカルＮＧＯ \9,620,594

平成20年12月10日 医療保健 ムセ郡病院（シャン州）医療機材整備計画 ムセ郡病院 医療機関 \4,487,908

平成20年12月9日 農林水産 ピンレインアレー村農業研修所（マンダレー管区）建設計画 ゴールド・ローズ農業協会 ローカルＮＧＯ \9,344,874

平成20年12月4日 教育研究 チュンドォトォチェ小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 チュンドォトォチェ小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,362,954

医療保健 ファラム郡病院（チン州）医療機材整備計画 ファラム郡病院 医療機関 \5,867,638

民生環境 ザベービン村（マンダレー管区）電化計画 ザベービン村配電施設建設委員会 ローカルＮＧＯ \8,658,738

教育研究 トンコワ地区トォンジー小学校（ヤンゴン管区）建設計画 ゼーヤーマウン地域開発ソサイエティ ローカルＮＧＯ \9,793,371

教育研究
ヤダナーミンズー僧院付属中学校（エーヤワディー管区）サイクロ
ン被害復旧計画

ヤダナーミンズー僧院学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,985,358

平成20年11月20日 医療保健 ジビタダナサザナ病院（マンダレー管区）医療機材整備計画 ジビタダナサザナ病院 医療機関 \9,972,250

教育研究 パンフライン小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 パンフライン小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,958,238

教育研究 ミャカンター小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 ミャカンター小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,381,825

教育研究 カロウッ小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 カロウッ小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,302,951

平成20年11月18日 教育研究
カンボーザ・シャン・チャウンジー僧院付属小学校（シャン州）建設
計画

カンボーザ・シャン・チャウンジー僧院
教育活動委員会

ローカルＮＧＯ \8,849,482

平成20年11月17日 医療保健 ビャカ地域保健所（カレン州）建設計画 ビャカ地域保健所建設委員会 ローカルＮＧＯ \4,190,718

平成20年10月29日 教育研究 シンブイヤン寄宿学校（カチン州）建設計画 シンブイヤン寄宿学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,683,309

平成20年9月12日 民生環境 メリーチャップマン聾学校（ヤンゴン管区）学習生活環境改善計画 メリーチャップマン聾学校運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,848,967

教育研究 フブスグル県チャンドマニウンドゥル郡１１年制学校改修計画 フブスグル県チャンドマニウンドゥル郡 地方公共団体 \9,691,671

教育研究 ザブハン県ヌムルグ郡１１年制学校改修計画 ザブハン県ヌムルグ郡１１年制学校 教育機関 \6,799,323

民生環境 ボルガン県ゴルバンボラク郡水供給改善計画 ボルガン県ゴルバンボラク郡 地方公共団体 \8,979,545

農林水産
ウランバートル市スフバートル区第１５地区自然保護公園整備計
画

モンゴル赤十字社 ローカルＮＧＯ \8,364,486

教育研究 アルハンガイ県ウルジート郡１１年制学校改修計画
アルハンガイ県ウルジート郡１１年制学
校

教育機関 \8,951,747

教育研究 ホブド県ドート郡１１年制学校寄宿舎改修計画 ホブド県ドート郡１１年制学校 教育機関 \8,132,836

教育研究 オブス県サギル郡９年制学校改修計画 オブス県サギル郡９年制学校 教育機関 \9,727,718

平成20年11月19日

平成21年3月6日

モンゴル

平成20年12月11日

ミャンマー

平成20年12月23日

平成20年12月12日

平成20年12月3日

平成20年11月24日
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平成20年12月11日 教育研究 ダルハンオール県ダルハン郡第１２番幼稚園改修計画
ダルハンオール県ダルハン郡第１２番
幼稚園

教育機関 \8,998,529

教育研究 ドルノド県ヘルレン郡第１１番１１年制学校衛生施設建設計画
ドルノド県ヘルレン郡第１１番１１年制学
校

教育機関 \5,125,567

医療保健 ウランバートル市国立外傷・整形外科病院への救急車輸送計画
ウランバートル市国立外傷・整形外科
病院

医療機関 \7,007,582

教育研究 トゥブ県バヤンチャンドマニ郡幼稚園改修計画 トゥブ県バヤンチャンドマニ郡 地方公共団体 \9,149,836

教育研究
ウランバートル市スフバートル区視覚障害児学校校舎及び寄宿
舎改修計画

ウランバートル市スフバートル区視覚障
害児学校

教育機関 \9,715,401

教育研究 ウランバートル市バヤンズルフ区第１１５番幼稚園改修計画
ウランバートル市バヤンズルフ区第１１
５番幼稚園

教育機関 \5,712,715

教育研究 スフバートル県バローン・オルト郡第１番幼稚園改修計画
スフバートル県バローンオルト郡第１番
幼稚園

教育機関 \9,816,762

教育研究 ドルノゴビ県エルデネ郡９年制学校改修計画 ドルノゴビ県エルデネ郡 地方公共団体 \7,592,696

教育研究 セレンゲ県スフバートル郡専門学校改修計画 セレンゲ県スフバートル郡専門学校 教育機関 \8,920,333

医療保健 ゴビ・アルタイ県ハリオン郡病院改修計画 ゴビ・アルタイ県ハリオン郡病院 医療機関 \9,261,028

教育研究 ドルノド県ハルハゴル郡１１年制学校寄宿舎改修計画 ドルノド県ハルハゴル郡１１年制学校 教育機関 \9,933,830

教育研究 ボルガン県モゴド郡９年制学校校舎及び食堂改修計画 ボルガン県モゴド郡９年制学校 教育機関 \9,742,521

平成20年6月17日 その他
２００８年国家大会議総選挙におけるアジア太平洋民主主義パー
トナーシップによる選挙監視活動支援計画

国際共和研究所モンゴル事務所 国際ＮＧＯ \9,876,313

平成20年4月27日 農林水産 森林・水源研究所付属植物園管理強化計画 オイスカ・モンゴル事務所 ローカルＮＧＯ \9,999,257

平成21年3月10日 民生環境 フン郡麻薬代替開発推進計画 ウドムサイ県麻薬委員会 政府関係機関 \9,996,771

平成21年1月11日 その他
サラワン県及びセコン県における不発弾（ＵＸＯ）処理活動支援計
画

ラオス不発弾処理プログラム 政府関係機関 \69,921,462

医療保健 ビエンチャン青少年保健サービス向上計画 ラオス女性同盟ビエンチャン支部 政府関係機関 \7,814,741

民生環境 ブアラパー郡給水施設建設計画 カムワン県地方開発・貧困削減局 地方公共団体 \7,316,411

医療保健 ドンニャン村ヘルスポスト建設計画 ドンニャン村 地方公共団体 \3,859,063

教育研究 サムタイ郡パット地区学校環境改善計画 サムタイ郡 地方公共団体 \9,944,000

通信運輸 ワーン村橋梁・水路建設計画 ワーン村 地方公共団体 \9,402,165

農林水産 タルワン村灌漑施設建設計画 ルアンナムター県農林局 地方公共団体 \3,321,183

農林水産 ナムティン地区灌漑建設計画 ボケオ県農林局 地方公共団体 \1,113,728

通信運輸 クッドケーン村・ノンデーン村間村落道建設計画 クッドケーン村 地方公共団体 \9,321,822

通信運輸 ナパバーン村・ノンセーン村村落道建設計画 ナパバーン村 地方公共団体 \9,028,700

農林水産 セコン県養殖場改善計画 セコン県農林局 地方公共団体 \7,169,398

モンゴル

平成20年9月19日

平成20年8月8日

ラオス

平成21年1月8日

平成20年12月18日

平成20年11月10日

平成20年9月11日

平成20年7月16日
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