
国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

農林水産
ビエ州アンドゥーロ市帰還難民及び避難民のための農業生産支
援計画

サミュエル・ブレース・コールス会 ローカルＮＧＯ \9,673,365

農林水産 シタート市帰還難民及び避難民のための農業生産支援計画 アンゴラ・ドイツ友好と団結協会 ローカルＮＧＯ \9,129,496

平成21年3月18日 その他 クアンド・クバンゴ州地雷除去活動計画 ピープル・アゲインスト・ランドマイン 国際ＮＧＯ \52,710,771

その他 ルンダ・ノルテ及びルンダ・スル州地雷被害者支援計画 コミュニティー開発・振興支援センター ローカルＮＧＯ \9,438,890

農林水産 キテーシ市戦災未亡人農業生産支援計画 戦災未亡人を助ける会 ローカルＮＧＯ \9,955,300

平成21年3月10日 農林水産 カイウンド市帰還難民及び避難民のための農業生産支援計画 環境保護と農村総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,686,247

民生環境 トロロ市道路安全性向上のための街灯整備計画 トロロ市役所 地方公共団体 \9,733,594

民生環境 ルワカテレレ小学校及び周辺コミュニティのための水供給計画 ルワカテレレ小学校 教育機関 \3,256,095

教育研究 ブガロ中高等学校教室棟建設計画 ブガロ中高等学校ブウィリャ 教育機関 \3,597,016

農林水産 農業生産向上のための牛耕促進計画
多目的トレーニング・コミュニティ・エン
パワーメント協会

ローカルＮＧＯ \4,968,384

民生環境 フォート・ポータル市におけるごみ処理改善計画 フォート・ポータル市役所 地方公共団体 \7,130,300

教育研究 キトゥグム県における小学校５校の教室棟建設計画 キトゥグム県政府 地方公共団体 \22,680,682

教育研究 ブタレジャ県における小学校１０校の整備計画 ブタレジャ県政府 地方公共団体 \8,935,814

教育研究
チャングワリ難民居住地区における小学校４校の教室棟建設計
画

アクション・アフリカ・ヒルフェ 国際ＮＧＯ \8,304,257

教育研究 ブシェニィ県における小学校３校の教室棟建設計画 ブシェニィ県政府 地方公共団体 \9,690,315

民生環境 ムバレ県における安全な水へのアクセス改善計画 ムバレ県政府 地方公共団体 \9,549,404

教育研究 セント・ジョンボスコ・ムウェルカ小学校教室棟建設計画 セント・ジョンボスコ・ムウェルカ小学校 教育機関 \9,993,833

医療保健
ネビ県における医療器具整備を通じたプライマリー・ヘルスケア・
サービス向上計画

ネビ県政府 地方公共団体 \9,918,801

教育研究 アルア県における小学校２校の教室棟建設計画 アルア県政府 地方公共団体 \9,986,940

医療保健 助産婦の能力向上のためのトレーニング・センター建設計画 ウガンダ民間助産婦協会 ローカルＮＧＯ \9,999,935

医療保健 タパッチ保健センター産婦人科病棟建設計画 モロト教区保健局 ローカルＮＧＯ \7,529,303

教育研究 ジョン・ポール教皇二世記念中高等学校教室棟建設計画
ジョン・ポール教皇二世記念中高等学
校

教育機関 \8,889,371

民生環境
アディスアベバ市ネファスシルク・ラフト副都市障害者自立支援計
画

メカタ障害者手工芸品共同組合 ローカルＮＧＯ \9,969,651

民生環境 アムハラ州バハルダール市栄養・衛生改善計画 アムハラ州女性関係局 政府関係機関 \9,590,649

農林水産
オロミア州トカ・クタヤ郡及びティカル・インチニ郡種苗生産活動
向上計画

開発ボランティアイニシアティブ ローカルＮＧＯ \8,823,040

教育研究 アファール州セメラ市孤児のための小学校寄宿舎建設計画
マヒディフ子どものためのケア・開発協
会

ローカルＮＧＯ \9,764,556

医療保健 オロミア州ゴサ・ウォッティエ村医療整備及び衛生教育計画 マリアの宣教者フランシスコ修道会 国際ＮＧＯ \7,116,740

（アフリカ地域）

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

アンゴラ

平成21年3月24日

平成21年3月11日

ウガンダ

平成21年3月11日

平成21年2月27日

平成21年1月8日

平成20年8月12日

エチオピア 平成21年3月11日

1



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
アムハラ州南ゴンダール地方ライガイント郡給水・衛生・小規模灌
漑計画

アムハラ復興と開発機構 ローカルＮＧＯ \9,000,789

農林水産
オロミア州東ハラルゲ地方ハラマヤ郡牛乳加工センター建設計
画

ハラマヤ郡政府 地方公共団体 \9,783,653

教育研究 アファール州ドゥラサ郡遊牧民児童のための小学校建設計画 友好支援組合 ローカルＮＧＯ \9,821,056

教育研究 南部諸民族州アワサ市エイズ孤児の教育環境改善計画 ピープル・イン・ニード 国際ＮＧＯ \9,954,848

教育研究 オロミア州デルメムサ前期小学校拡張計画 レインボー人道基金 ローカルＮＧＯ \9,752,804

教育研究 オロミア州西ハラルゲ地方チロ町中学校建設計画 チロ町役場 政府関係機関 \9,715,175

民生環境
ベニシャングル・グムズ州メテケレ地方保健衛生改善のための給
水計画

グムズ民族開発組合 ローカルＮＧＯ \8,581,898

民生環境 アディスアベバ市有機循環農業による女性自立支援計画 バイオエコノミー協会 ローカルＮＧＯ \9,359,338

民生環境
アムハラ州イナウジ・イナウガ郡住民参加型給水及び基礎教育
計画

カナ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,508,950

教育研究 南部諸民族州ウォライタ地方ビターナ小学校拡張計画 ウォライタ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,928,293

民生環境 アディスアベバ市公衆衛生サービス向上計画 ヤネゲウ・ソウ衛生サービス組合 ローカルＮＧＯ \9,348,151

教育研究 ソマリ州ジジガ郡ワアジ村小学校建設計画 農村社会保護団体 ローカルＮＧＯ \9,643,081

農林水産 オロミア州東西ハラルゲ地方女性組合自立支援計画
農業・農村開発省資源管理局管轄メ
レットプロジェクト事務所

政府関係機関 \9,895,523

教育研究 オロミア州ホロ・グドゥル・ワレッガ地方小学校建設計画 グルム民族開発組合 ローカルＮＧＯ \9,649,296

教育研究 ソマリ州グラダモレ郡小学校寄宿舎建設計画 遊牧民開発組合協会 ローカルＮＧＯ \9,743,425

教育研究 ソマリ州ゴデ郡ゴデ町小学校建設計画 ホーン開発組合 ローカルＮＧＯ \9,111,303

教育研究 アムハラ州バソナ・ウォラナ郡サリア村コミュニティ開発計画 共同家族開発 ローカルＮＧＯ \9,669,410

教育研究 南部諸民族州ビッタ高等学校拡張及び給水計画 エイド・エチオピア ローカルＮＧＯ \9,750,431

民生環境 南部諸民族州カンバタ・タンブロ地方ハマンチョ村給水計画 カンバタ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,833,486

エリトリア 平成21年2月8日 教育研究 アスマラ女性人材開発センター図書館建設計画 エリトリア女性連合 ローカルＮＧＯ \9,991,573

平成21年3月4日 農林水産 プリヤ地区ジャトロファオイル搾油施設建設計画 おはようガーナ基金 ローカルＮＧＯ \8,356,124

平成21年2月17日 教育研究 サラガ高等学校男子寮建設計画 サラガ高等学校 教育機関 \9,013,784

平成21年1月16日 民生環境 フニ谷公衆衛生向上計画 フニ谷地区委員会 地方公共団体 \6,250,256

民生環境 南トング郡水道管敷設計画 総合教育開発センター ローカルＮＧＯ \6,298,281

農林水産 アスオティアノ地区コミュニティー集会・託児施設建設計画 アスオティアノ地区評議会 地方公共団体 \8,100,405

平成20年12月18日 教育研究 キンテック職業訓練校女子寮建設計画 キンテック職業訓練校 教育機関 \9,093,223

カーボヴェルデ 平成21年2月24日 医療保健 プライア看護師養成学校医療指導用機材整備計画 たけのこ会 ローカルＮＧＯ \6,681,360

平成21年2月12日 医療保健 クラムトゥＨＩＶ通院治療センター医療機材整備計画 クラムトゥＨＩＶ通院治療センター 医療機関 \9,370,632

平成20年11月28日 教育研究 チバンガ市識字活動センター整備計画 チバンガ市役所 地方公共団体 \8,621,152

平成20年8月6日 民生環境 イヴィンドウ国立公園保全活動機材整備支援計画
ワイルドライフ・コンセルベーション・ソ
サエティ・ガボン支部

国際ＮＧＯ \7,845,924

平成21年1月29日 教育研究 ケラワ公立学校４教室建設整備計画
共同イニシアティブグループ・ケラワ発
展に寄与する青年達

ローカルＮＧＯ \9,185,640

平成21年1月15日 民生環境 ガルア市ろう学校整備計画 ろう児専門学院 教育機関 \9,288,468

エチオピア

平成21年2月20日

平成21年1月30日

平成20年11月25日

平成20年10月15日

平成20年9月8日

ガーナ

平成21年1月14日

ガボン

カメルーン
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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21年1月8日 通信運輸 レビアレム県遠隔地農村開発のためのラジオ中継局整備計画 レビアレム農村コミュニティ組織 ローカルＮＧＯ \5,070,224

平成20年12月11日 民生環境 クジェイ村・ンジンイェン村間給水計画
クジェイ村・ンジンイェン村間給水計画
委員会

ローカルＮＧＯ \8,977,524

平成20年10月14日 民生環境 マヨルティ県女性のためのトレーニングセンター拡張計画
ヤウンデ市に住むマヨルティ県女性協
会

ローカルＮＧＯ \9,939,548

ギニア 平成21年3月17日 農林水産 高地ギニア粗放養殖支援計画 高地ギニア粗放養殖池管理地域組合 ローカルＮＧＯ \9,938,124

ギニアビサウ 平成21年2月10日 教育研究 バファタ地区基礎教育環境改善計画 プランギニアビサウ 国際ＮＧＯ \9,394,248

平成21年3月31日 民生環境 ムケトゥラ小規模水力発電計画
ムケトゥラ・多目的セルフヘルプ・グ
ループ

ローカルＮＧＯ \9,984,228

平成21年3月30日 医療保健 モンバサ青少年対象ＨＩＶ／ＡＩＤＳサービス拡張計画 聖ジョン救援隊 国際ＮＧＯ \9,707,604

平成21年3月27日 民生環境 シアヤ県小学校１２校における水・衛生環境改善計画 アフリカ・ナウ 国際ＮＧＯ \9,473,581

平成21年3月26日 医療保健 チュス・ベー診療所拡張計画 チュス・ベー開発委員会 ローカルＮＧＯ \8,979,884

平成21年3月16日 民生環境 ツルカナ県ペレケチ給水計画 ツルカナ遊牧民開発団体 ローカルＮＧＯ \7,801,859

平成21年3月13日 教育研究 サルラ小学校拡張計画 サルラ小学校管理委員会 教育機関 \9,488,271

平成21年3月12日 民生環境 チェプシレイ給水計画 チェプシレイ給水事業団 ローカルＮＧＯ \9,905,354

平成21年3月11日 教育研究 ンコイレ小学校修復計画 ンコイレ小学校管理員会 ローカルＮＧＯ \9,812,129

平成21年3月6日 民生環境 ウジマ・オレルテペス・コミュニティ水供給計画 ウジマ財団 ローカルＮＧＯ \9,527,708

教育研究 アボクアムクロ公立小学校３教室整備計画 アボクアムクロ公立小学校運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,472,804

医療保健
ジェカヌ総合病院ブルーリ潰瘍患者のためのリハビリセンター建
設計画

ジェカヌ病院運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,654,516

教育研究 バヨタ現代中学校における教室整備計画 ガニョア県議会 地方公共団体 \6,877,504

コモロ 平成21年3月19日 医療保健 エル・マルーフ病院医療機材整備計画 家族の幸福のためのコモロ協会 ローカルＮＧＯ \6,887,344

平成20年10月25日 教育研究 プラトー・デ・キャンザンＢ小学校学習環境再整備計画 プラトー・デ・キャンザンＢ小学校 教育機関 \9,178,096

平成20年9月17日 民生環境 コンゴ中部地方井戸リハビリ計画 キュベット地方議会 地方公共団体 \9,999,900

平成21年3月17日 民生環境 ルエボ地区飲料水供給計画
開発のための青少年育成・職業訓練セ
ンター

ローカルＮＧＯ \6,474,900

平成21年1月27日 医療保健 マンガラ産婦人科診療所建設計画 社会共同体開発センター ローカルＮＧＯ \5,632,598

平成21年1月9日 教育研究 ルカヤ小学校改修計画
開発のための青年共同体／ヴィジョン
２０００

ローカルＮＧＯ \5,941,427

平成20年12月18日 医療保健 パンジ病院医療機材整備計画 パンジ総合病院 医療機関 \5,091,554

平成20年12月16日 教育研究 ヴィラージュ・ボンデコ聾学校校舎建設計画 ヴィラージュ・ボンデコ ローカルＮＧＯ \6,936,957

平成20年11月14日 教育研究 インシャチオ小学校校舎建設計画 農業教育推進センター ローカルＮＧＯ \4,991,662

平成20年7月15日 民生環境 キンシャサ市消防車配備計画 キンシャサ市 地方公共団体 \15,661,574

教育研究 アバデ小学校改修及び付属幼稚園建設計画 アバデ小学校 教育機関 \9,987,600

教育研究 ノーヴァ・エストレーラ幼稚園建設計画 ノーヴァ・エストレーラ幼稚園 教育機関 \9,987,600

教育研究 マテロ地区に住む貧困児童のための校舎建設計画 デスティニー・コミュニティー・センター ローカルＮＧＯ \7,256,182

民生環境 聴覚障害者のための建材製造職業訓練コース創設計画 聴覚障害者多目的活動会 ローカルＮＧＯ \2,632,900

農林水産 地域住民のための農業共同作業場機能強化計画
多目的互助会・在宅ケアサポート・ティ
コ

ローカルＮＧＯ \2,506,453

カメルーン

ケニア

コートジボワール 平成21年3月25日

コンゴ（共）

コンゴ（民）

サントメ・プリンシペ

ザンビア

平成21年2月6日

平成21年3月31日

3



国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

ザンビア 平成21年3月11日 教育研究
経済的弱者の未就学児童のためのマリ村教育・健康指導セン
ター建設計画

ケネス・カウンダ・アフリカの子ども財団 ローカルＮＧＯ \8,998,755

平成21年2月13日 民生環境 フリータウン市ゴミ収集機材整備計画 フリータウン市評議会 地方公共団体 \7,816,097

平成21年2月12日 農林水産 ロクプール農業研究所改修計画 ロクプール農業研究所 政府関係機関 \9,864,787

教育研究 ジブチ市バルバラ町職業訓練センター建設計画 ダリスラム協会 ローカルＮＧＯ \9,988,070

教育研究 ジブチ市バルバラ町ハイエルサイード中学校拡張計画 ハイエルサイード学校運営委員会 教育機関 \9,944,000

平成21年3月3日 民生環境 ンテンゲ孤児支援センター整備計画 ンテンゲ・コミュニティー開発信託 ローカルＮＧＯ \9,605,000

平成21年2月25日 農林水産 低所得農家に対する農業生産性向上計画 ゴール・インターナショナル 国際ＮＧＯ \9,492,000

平成21年2月23日 民生環境 マシンゴ州及びミッドランド州水供給衛生計画 アクシオ・コントル・ラ・ファム 国際ＮＧＯ \9,944,000

平成21年2月23日 医療保健
センナール州におけるセンナール、ディンデル両助産師養成学校
再建計画

センナール州保健省 地方公共団体 \19,140,392

平成21年1月29日 その他
南コルドファン州カドグリにおける国立義肢矯正センター支所改
善計画

ハンディキャップ・インターナショナル 国際ＮＧＯ \9,128,592

平成21年1月28日 医療保健
ナイル州ダマール郡アル・ムトマル村における診療所再建拡大計
画

アル・ムトマル慈善協会 ローカルＮＧＯ \9,801,959

平成21年1月25日 教育研究
南コルドファン州デベイバット地域コルコラケナナ小学校・デベイ
バット女子小学校改善計画

ベットケア・オーガニゼーション ローカルＮＧＯ \9,886,935

平成21年1月22日 その他 中央エクアトリア州における地雷処理機材整備計画
ノルウェー・ピープルズ・エイド　スーダ
ン事務所

国際ＮＧＯ \56,069,131

平成20年12月24日 教育研究 ジュバにおける低所得層職業訓練計画 南部スーダン高齢者家族支援協会 ローカルＮＧＯ \9,917,784

平成20年12月18日 教育研究
ガダーレフ州ファシャーガ郡シェリフハサバラ女子小学校再建計
画

シェリフハサバラ村落委員会 ローカルＮＧＯ \9,814,276

平成21年2月2日 教育研究 聖ロレッタ小学校教室建設計画 聖ロレッタ小学校 教育機関 \8,157,583

平成21年1月16日 教育研究 ニャツィニ小学校教室建設計画 ニャツィニ小学校 教育機関 \6,410,716

平成21年3月5日 医療保健 ルーガ州立病院ＨＩＶ検査機材整備計画
ルーガ州立アマドゥ・サヒール・ンバイ
病院

医療機関 \4,325,336

平成21年2月5日 教育研究 ダカール市ペー・アー・エール・アー小学校整備計画 ペー・アー・エール・アー公立小学校 教育機関 \4,371,748

平成21年1月29日 教育研究 ニョジョール高校整備計画 ニョジョール高校 教育機関 \6,450,612

平成20年11月18日 医療保健 知的障害者の能力促進センター整備計画 アミナタ・ンバイセンター 教育機関 \4,002,420

平成20年6月17日 教育研究 ティバワンヌ第三小学校整備計画 ティバワンヌ第三小学校 教育機関 \2,430,972

平成21年3月19日 医療保健
ダルエスサラーム市ムヒンビリ国立病院リサイクル病院ベッド整
備計画

ムヒンビリ国立病院 医療機関 \8,463,700

教育研究 シンギダ州シンギダ県イスナ中学校女子寮建設計画 シンギダ県庁 地方公共団体 \9,963,888

教育研究 ルブマ州ムビンガ県マキタ中学校女子寮建設計画 ムビンガ県庁 地方公共団体 \9,930,666

教育研究 タンガ州ハンデニ県ミシマ中学校学生寮建設計画 ハンデニ県庁 地方公共団体 \9,971,911

医療保健 シニャンガ州キシャプ県イガガ・イティリマ簡易診療所建設計画 キシャプ県庁 地方公共団体 \9,742,634

教育研究 シニャンガ州メアトゥ県メアトゥ中学校女子寮建設計画 メアトゥ県庁 地方公共団体 \9,921,626

医療保健 コースト州キサラウェ県ホンボザ簡易診療所建設計画 ルンベサ・グループ ローカルＮＧＯ \9,985,923

教育研究 ドドマ州ムプワプワ県ムテラ・ダム中学校女子寮建設計画 ムプワプワ県庁 地方公共団体 \9,976,770

教育研究 タンガ州ムキンガ県ムキンガレオ中学校学生寮建設計画 ムキンガ県庁 地方公共団体 \9,922,643

平成21年2月19日

スーダン

スワジランド

シエラレオネ

ジブチ

ジンバブエ

セネガル

タンザニア

平成20年11月26日

平成20年11月13日

平成20年11月6日
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平成20年11月6日 医療保健 イリンガ州イリンガ県ムロワ簡易診療所拡張計画 イリンガ県庁 地方公共団体 \9,908,518

平成20年9月2日 教育研究 モロゴロ州ウランガ県ナウェンゲ中学校女子寮建設計画 ウランガ県庁 地方公共団体 \9,986,262

平成20年8月6日 教育研究 モロゴロ州キロサ県キマンバ中学校女子寮建設計画 キロサ県庁 地方公共団体 \9,955,639

平成20年5月22日 教育研究 ウングジャ島中央県トゥングー農業訓練学校拡張計画
ザンジバル青年・教育・環境及び開発
支援協会

ローカルＮＧＯ \8,914,344

医療保健 リンディ州リンディ県ロンド病院手術室建設計画 ロンド病院建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,917,445

医療保健 コースト州バガモヨ県チャリンゼ診療所手術室建設計画 バガモヨ県庁 地方公共団体 \8,321,546

平成21年3月10日 民生環境 ココロボーイング地区女性識字率向上計画 中央アフリカ女性識字運動協会 ローカルＮＧＯ \8,910,940

平成21年2月27日 教育研究 バンギ市ナタン総合学園学習環境整備計画 ＮＧＯ「団結は力なり」 ローカルＮＧＯ \9,993,012

平成21年2月4日 医療保健 アフィデニャグバ共同体医療センター整備計画 クレディ ローカルＮＧＯ \8,845,504

平成20年12月16日 教育研究 ヴォ県３小学校における学校整備計画 コロンブ ローカルＮＧＯ \9,114,464

平成21年3月23日 農林水産 エボニ州女性に対する改良型製塩技術普及計画 エボニ州ユニド製塩協同組合 ローカルＮＧＯ \9,937,107

平成21年2月18日 教育研究 ナイジャー州１２小学校における初等理数科教育向上計画 ナイジャー州基礎教育委員会 地方公共団体 \6,240,199

民生環境 バウチ州タファワ・バレワ地方行政区給水・保健衛生普及計画 バウチ女性開発支援組合 ローカルＮＧＯ \8,570,146

民生環境 ナサラワ州ニュー・カル地方行政区給水計画 警察扶養組合 ローカルＮＧＯ \9,617,091

民生環境 ベヌエ州グウェ東地方行政区地方電化計画 ベヌエ州グウェ東地方行政府 地方公共団体 \9,589,971

教育研究 連邦首都領域クワリ地域議会区ダビ小学校建設計画 変革管理人国際ネットワーク ローカルＮＧＯ \9,820,491

教育研究 連邦首都領域ブワリ地域議会区クドゥル小学校建設計画 人間開発のための優しい保護 ローカルＮＧＯ \9,814,841

教育研究 連邦首都領域アバジ地域議会区アバジモデル小学校建設計画 家族的財産・イニシアティブ ローカルＮＧＯ \9,334,252

教育研究
連邦首都領域アブジャ自治地域議会区ナライ・カルサイト小学校
建設計画

女子の権利議事インターナショナル ローカルＮＧＯ \9,912,586

教育研究 連邦首都領域クジェ地域議会区トゥクペキ小学校建設計画
ライフライン・エンパワーメント・イニシア
ティブス

ローカルＮＧＯ \9,581,157

民生環境 連邦首都領域内アブジャ地域議会区給水・保健衛生普及計画
カソリック・アークダイオシス・オブ・アブ
ジャ

ローカルＮＧＯ \6,075,784

平成21年2月2日 教育研究 ヘンティーズベイ地区教室建設計画 カムワンディ小中学校 教育機関 \7,876,552

平成21年1月9日 教育研究 カリビブ地区小学校教室建設計画 エーベンハウザー小学校 教育機関 \4,995,843

平成20年10月23日 民生環境
ＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染者支援のための巡回医療・啓蒙活動機能向上
計画

ＨＩＶ／ＡＩＤＳによる未亡人・孤児等自立
支援の会

ローカルＮＧＯ \6,454,334

平成20年9月29日 教育研究 オムスィア地区女子学生寮建設計画 エクロ中高等学校 教育機関 \7,756,207

平成21年3月30日 医療保健 ドッソ州コミュニティベース・マラリア予防計画 ドッソ州保健局 地方公共団体 \9,200,564

平成21年1月21日 教育研究 ニアメ市小学校５教室建設計画 フラテルニテ・ノートル・ダム ローカルＮＧＯ \9,049,684

民生環境 カジョゴ及びブルグ地域における井戸設置計画 レナイド ローカルＮＧＯ \9,380,472

民生環境 トゥンドゥ村４地区井戸設置及び製粉機整備計画 トゥンドゥ村ナボンスウンデ・グループ ローカルＮＧＯ \8,705,448

民生環境
ムサガ区孤児・脆弱な立場に置かれた児童（ＯＶＣ）支援センター
拡張計画

アペコス（ＨＩＶ／ＡＩＤＳ犠牲者・孤児支
援団体）

ローカルＮＧＯ \9,348,829

医療保健 ブウェンジ区ＨＩＶ・ＡＩＤＳ感染者総合支援センター拡張計画 ニュー・エスペランス ローカルＮＧＯ \9,614,040

ベナン 平成21年3月13日 農林水産 トヴィクラン町５村農作物倉庫・乾燥場建設計画 フェナテル ローカルＮＧＯ \9,451,976

タンザニア

平成20年5月19日

中央アフリカ

トーゴ

ナイジェリア

平成21年2月5日

平成21年1月27日

ナミビア

ニジェール

ブルキナ・ファソ

ブルンジ

平成21年2月17日

平成21年2月20日
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ベナン 平成21年3月13日 民生環境 農村女性のための研修センター建設計画 ガイフェディッド ローカルＮＧＯ \9,499,044

平成21年3月27日 教育研究 ナレディ地区職業訓練学校教室棟建設計画 ナレディ職業訓練学校 ローカルＮＧＯ \5,875,887

平成21年2月18日 医療保健 モチュディ地区障害児童搬送能力改善計画 モチュディ・リハビリテーション・センター ローカルＮＧＯ \5,167,151

平成21年3月23日 医療保健 チュレアール性感染症及びエイズ予防啓蒙活動支援計画 マダガスカル社会福祉市場調査会 ローカルＮＧＯ \9,635,656

平成21年3月10日 医療保健 フェノアリヴ病院歯科病棟及びラボラトリー整備計画
アンタナナリボ大学病院ーフェノアリヴ
病院

医療機関 \8,099,796

平成21年3月5日 農林水産 タザラ漁業組合施設拡張計画 タザラ漁業組合 ローカルＮＧＯ \9,273,052

平成21年1月23日 民生環境 アカニスア女性用職業訓練センター整備計画
女性の世界祈りの日協会マダガスカル
支部

ローカルＮＧＯ \9,867,552

平成21年1月21日 教育研究 聖ジョゼフ学院増築計画 聖ジョゼフ学院 教育機関 \9,067,232

平成20年12月11日 教育研究 アンパネフィ市イサインギ公立小学校改築計画 学校の発展のための会 ローカルＮＧＯ \9,018,360

平成20年12月10日 教育研究 首都市内２公立小学校改修計画 アンタナナリボ市 地方公共団体 \8,256,580

平成20年11月20日 医療保健
アンツァンパンドラヌ・フクタン診療所及び青少年センター整備計
画

キリスト教信者協会　アンツァンパンドラ
ヌ支部

ローカルＮＧＯ \9,962,344

平成20年8月26日 医療保健 ツァラララナ母子大学病院医療機材整備計画 ツァラララナ母子大学病院 医療機関 \7,089,720

平成20年7月10日 教育研究 タンジュンバト市公立中学校改築計画 タンジュンバト市 地方公共団体 \9,827,700

平成21年3月26日 民生環境 ンコタコタ県井戸建設計画 ンコタコタ県 地方公共団体 \4,379,315

民生環境 ンジェワ地区井戸建設計画 自発的支援サービス協会 ローカルＮＧＯ \4,959,005

教育研究 ナテンジェ研修所改修計画 リロングウェ県農業開発事務局 地方公共団体 \4,970,418

教育研究 ゼヨ小学校建設計画 ムワンザ県 地方公共団体 \2,490,068

教育研究 ファラコ・ムントゥグラ小・中学校建設整備計画 サヘル地域環境保護・開発協会 ローカルＮＧＯ \8,832,712

教育研究 スレイマネブグー小・中学校建設整備計画 廉潔な開発のためのネットワーク ローカルＮＧＯ \9,134,800

平成21年1月23日 医療保健 ブグラ村共同体保健センター建設整備計画 自発的共同体のための支援協会 ローカルＮＧＯ \9,778,336

平成21年1月21日 教育研究 ソロコロクラ小学校建設整備計画
経済的・社会的地位向上のためのマリ
協会

ローカルＮＧＯ \6,857,988

平成21年2月24日 教育研究 南アフリカにおける民主選挙教育向上計画 独立選挙委員会 政府関係機関 \40,471,402

教育研究 セシェホ地区点字機器整備計画 南アフリカ全国盲人協会 ローカルＮＧＯ \7,904,237

教育研究 ゴクワナ地区５教室建設計画 クワズウェニ小学校理事会 教育機関 \7,740,839

教育研究 レタビーレ地区学校環境改善計画 モレルワネン小学校理事会 教育機関 \9,174,809

医療保健 ハマンスクラール地区歯科治療計画 プレトリア大学歯学部 教育機関 \1,424,930

平成20年11月2日 医療保健 ケープタウン地区眼科機材整備計画 フルーテスキール病院 医療機関 \8,045,600

平成20年10月17日 医療保健 マボロカ地区救急車整備計画 マハーオ ローカルＮＧＯ \2,415,036

平成20年9月18日 医療保健 ズワヴェルポート地区診察室建設及び医療機材整備計画 クングウィニ福祉協会 ローカルＮＧＯ \5,211,108

平成20年9月5日 教育研究 マボパネ地区職業訓練施設整備計画 ツワネ技術訓練開発センター ローカルＮＧＯ \7,611,341

平成20年8月25日 教育研究 マメロディ西地区職業訓練機材整備計画 ヘルピング・ハンド・プロジェクト ローカルＮＧＯ \4,398,977

モーリシャス 平成21年3月25日 医療保健 トリアノン糖尿病総合ケアセンター建設計画 健康向上のための会 国際ＮＧＯ \9,965,624

ボツワナ

マダガスカル

マラウイ
平成21年3月11日

平成21年2月11日

マリ

南アフリカ

平成20年12月1日

平成20年11月26日
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モーリシャス 平成21年3月18日 民生環境 知的障害者治療・教育施設多目的ホール建設計画
モーリシャス不適応の子供を持つ親の
会

ローカルＮＧＯ \9,724,052

平成21年2月12日 その他 マニカ州人道的地雷除去計画 ヘイロー・トラスト 国際ＮＧＯ \66,831,929

平成20年10月31日 教育研究 ガザ州シブト郡シャンガニーネ小学校建設支援計画 アー・デー・エス ローカルＮＧＯ \9,865,804

平成20年10月17日 民生環境 マプト州マトラ市マトラ・ガレ井戸建設計画 ヴェー・ジェー・ヴェー ローカルＮＧＯ \6,768,248

平成20年9月5日 教育研究
ザンベジア州アルト・モロクエ郡インタマ及びムゲマ小学校建設
支援計画

イビス・モザンビーク 国際ＮＧＯ \9,777,325

平成20年8月22日 教育研究 マプト州カテンベ郡グアシェネ小学校建設支援計画 セー・エミ・アー ローカルＮＧＯ \9,507,029

平成20年7月25日 医療保健 マプト州ボアネ郡アンブロジオ保健所建設支援計画 フーコン ローカルＮＧＯ \9,992,025

リベリア 平成21年1月30日 農林水産 ヴォインジャマ農業産品加工技術教習所建設計画 ロファ女性農業加工組合 地方公共団体 \9,592,796

平成21年3月4日 民生環境 キガリ市低所得層居住地衛生向上計画 キガリ市役所 地方公共団体 \9,898,800

教育研究 ニャガタレ・ペアレンツ小学校拡張計画 ニャガタレ教会・保護者会 ローカルＮＧＯ \9,927,615

医療保健 ブレラ郡診療所拡張計画 タバラ ローカルＮＧＯ \9,693,592

教育研究 マセル地区小学校教室建設計画 タイニートッツ小学校理事会 教育機関 \7,892,033

教育研究 マプツォエ地区小学校教室建設計画 シェオヘン小学校理事会 教育機関 \7,907,966

平成21年3月3日

平成21年2月23日

モザンビーク

ルワンダ

レソト

7


