
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 身体障害者の社会復帰のための職業訓練センター建設計画 生活の質向上促進団体 ローカルＮＧＯ \8,236,683

教育研究 貧困農村地域の人材育成のためのトレーニング施設建設計画
教育による農村活性化のための研修学
校

ローカルＮＧＯ \8,652,071

平成21年3月9日 教育研究 地域社会の能力向上のための訓練センター建設計画 乾燥地域開発協会 ローカルＮＧＯ \9,951,119

教育研究 小学生の栄養改善のための給食調理機械整備計画 アクシャヤ・パトラ財団 ローカルＮＧＯ \7,805,814

教育研究 持続可能な開発促進のための住民教育センター拡充計画 アラハバード農業大学継続教育学部 教育機関 \8,599,526

平成21年2月20日 教育研究
女性のリーダーシップ育成のためのトレーニングセンター設立計
画

女性と子供の開発協会 ローカルＮＧＯ \9,764,895

教育研究 少数民族向け多目的訓練用地域センター建設計画 コミュニティ組織復興開発アクション ローカルＮＧＯ \9,939,706

教育研究 女性、若者、児童及び零細農民支援センター建設計画 キリスト教青年会マドゥライ ローカルＮＧＯ \9,050,396

平成21年1月22日 医療保健
人身売買被害者及びＨＩＶエイズ患者のためのリハビリ施設建設
計画

青少年の村落開発団体 ローカルＮＧＯ \9,999,935

医療保健 農村貧困層患者のための眼科医療機器整備計画 イシュワル慈善団体 医療機関 \8,683,485

教育研究 恵まれない人々のための社会福祉開発センター建設計画 都市地方統合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,979,369

教育研究 指定カースト及び貧困層の人々のための寄宿舎建設計画 農村地域改善センター ローカルＮＧＯ \9,997,110

教育研究
乾燥地帯に居住する恵まれない人々のための多目的訓練セン
ター建設計画

大衆教育組織協会 ローカルＮＧＯ \9,052,995

民生環境 精神及び身体障害女性のためのシェルター建設計画 エバーグリーン ローカルＮＧＯ \8,891,179

教育研究 ジャルカンド州ランチ県における小学校建設計画 チョタナプル文化協会 ローカルＮＧＯ \6,319,525

民生環境 社会的弱者支援施設建設計画 持続的支援の会 ローカルＮＧＯ \8,804,056

医療保健 眼科センター整備計画
カジュルダハ・ナバンクル・ユナイテッ
ド・クラブ

ローカルＮＧＯ \7,863,444

教育研究 パタル・プラティマ農村部における小学校拡張計画
スンダルバン農村開発トレーニングセン
ター

ローカルＮＧＯ \9,017,287

平成20年9月29日 医療保健 ジャルカンド州農村部における移動クリニック車整備計画 環境と社会啓発協会 ローカルＮＧＯ \3,359,603

平成20年9月24日 民生環境 プラットホームチルドレンのためのリハビリホーム建設計画 生活向上協会 ローカルＮＧＯ \9,975,301

平成20年9月17日 民生環境
部族民コミュニティーへのハンドポンプ式掘削井戸設置による安
全な飲料水供給計画

人々の為の社会開発支援協会 ローカルＮＧＯ \4,881,148

民生環境 児童労働に従事する子どもたちのための寄宿舎付学校整備計画 人々を呼び覚ます会 ローカルＮＧＯ \8,585,740

民生環境 農村女性のための生活向上研修センター建設計画 民芸開発の会 ローカルＮＧＯ \4,279,762

医療保健 インパール草の根基礎医療推進計画 地域保健団体 医療機関 \9,338,320

民生環境
リハビリテーションを必要とする障がい児童の寄宿センター建設
計画

ラジャスタン女性福祉団体 ローカルＮＧＯ \8,980,788

平成21年3月13日 その他
マナー県及びワウニア県における救援・再定住のための地雷除
去活動計画

スイス・ファウンデーション・フォー・マイ
ンアクション

国際ＮＧＯ \79,096,497

平成21年2月24日 医療保健 ワウニア総合病院内における呼吸器科診療所建設計画 ワウニア地区保健サービス局 地方公共団体 \9,451,207
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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 プランテーション労働者の保健衛生向上計画 地域開発財団 ローカルＮＧＯ \4,389,485

農林水産 バティカロア県における紛争影響地域の基礎インフラ整備計画 サリーラム・スリランカ財団 ローカルＮＧＯ \5,788,538

平成20年12月10日 農林水産 マナー県における紛争被災地生活基盤整備計画 コミュニティ・トラスト・ファンド ローカルＮＧＯ \9,946,260

民生環境 トリンコマリー県における紛争影響地域生活向上計画 スリランカ社会活動開発協会 ローカルＮＧＯ \8,649,246

農林水産
カルワラガスウェワ郡における溜池復旧による持続的な農業・漁
業開発強化計画

国家漁業連帯運動 ローカルＮＧＯ \5,919,844

その他 再定住・開発支援のための機械式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 \29,968,956

平成20年9月26日 農林水産 アヌラーダプラ県干ばつ地域における農業用井戸整備計画 女性開発協会 ローカルＮＧＯ \5,481,630

その他 ジャフナ県・トリンコマリ県における手動式地雷除去支援計画 デイニッシュ・デマイニング・グループ 国際ＮＧＯ \99,991,214

その他
東部州における機械式地雷除去活動支援及び自主的な機械式
地雷除去活動運営のための現地能力育成計画

スイス・ファウンデーション・フォー・マイ
ンアクション

国際ＮＧＯ \79,080,790

通信運輸 バドゥッラ県コスゴッラ村における橋梁整備計画 人道的組織連合 ローカルＮＧＯ \9,867,047

農林水産
バティカロア県旧ＬＴＴＥ支配地域における再定住者コミュニティー
に対する食糧安全保障確保計画

サルボダヤ ローカルＮＧＯ \9,904,563

平成21年3月17日 教育研究 ラティナート小・中・高等学校建設計画
ラティナート小・中・高等学校運営委員
会

ローカルＮＧＯ \7,304,433

平成21年3月9日 医療保健 ドブラ・コミュニティ保健センター建設計画 ２６地区啓発センター ローカルＮＧＯ \8,987,116

平成21年3月4日 教育研究
トリブバン大学付属ボジョプールキャンパス教員養成のための女
子寮建設計画

トリブバン大学付属ボジョプールキャン
パス教員養成のための女子寮建設支
援委員会

ローカルＮＧＯ \9,434,144

平成21年2月18日 教育研究 北方地域フンザ地方ハセガワスクール教室増設計画 カリマバード福祉協会 ローカルＮＧＯ \6,424,954

平成21年2月10日 教育研究 北西辺境州アボタバード県女子中学校建設計画 村落機関ダニ ローカルＮＧＯ \4,978,441

平成21年2月3日 教育研究 パンジャブ州ロドラン女性職業訓練校建設計画 ボランティア社会福祉団体 ローカルＮＧＯ \3,720,864

平成21年1月21日 教育研究 連邦直轄部族地域ハイバル管区女子小学校建設計画 ランプ ローカルＮＧＯ \8,177,132

平成20年12月24日 教育研究 カシミール地方ニーラム県女子小学校建設計画 アル・ムスタファ開発ネットワーク ローカルＮＧＯ \8,034,413

平成20年11月27日 医療保健
パンジャブ州ナンカナ・サーヒブ市コミュニティヘルスセンター医療
機材整備計画

農村地域開発協会 ローカルＮＧＯ \3,252,931

平成20年11月20日 教育研究 パンジャブ州トバテクシン県ゴジュラ小学校建設計画 社会開発機構 ローカルＮＧＯ \5,737,123

民生環境 北方地域スカルドゥ地区ドクサ村上水道整備計画 アガ・ハーン文化サービス 国際ＮＧＯ \7,596,877

民生環境 北方地域ギラム・アルティット村下水道環境改善計画 アガ・ハーン文化サービス 国際ＮＧＯ \7,412,461

平成21年3月24日 教育研究 ポティア郡障害者支援センター建設計画 ノウズワン ローカルＮＧＯ \9,689,863

平成21年3月23日 医療保健 チッタゴン県村落診療所建設計画 アグラサラ記念協会バングラデシュ ローカルＮＧＯ \9,782,975

教育研究 ニルファマリ県人材育成センター建設計画 人道支援協会 ローカルＮＧＯ \9,950,441

教育研究
ボルカリ地域貧困層婦女子のための多目的教育センター建設計
画

プロタシ ローカルＮＧＯ \9,673,704

医療保健 タティボンド村診療・研修センター建設計画 女性と子どもの自由のための開発協会 ローカルＮＧＯ \9,673,704

医療保健 ロワイル村診療所建設計画 イデア開発機構 ローカルＮＧＯ \9,804,445

平成21年2月10日 医療保健 フィラリア病院増築計画
バングラデシュアレルギー臨床免疫学
研究所

ローカルＮＧＯ \9,700,824

ブータン 平成20年12月19日 医療保健 産婦人科基礎医療サービス向上計画 ジグメドルジウォンチュック国立病院 医療機関 \8,847,335

スリランカ

平成21年2月24日

平成20年11月13日

平成20年8月29日

平成20年8月8日

ネパール

パキスタン

平成20年9月26日

バングラデシュ

平成21年3月19日

平成21年3月11日

2


