
国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

アルバニア 平成20年9月11日 教育研究 グルミレ郡リナイ村小中学校再建計画 協力開発センター ローカルＮＧＯ \9,806,708

民生環境 ドルニシュ女性職業訓練支援計画 ドルニシュ女性協会 ローカルＮＧＯ \2,551,676

医療保健 グラチャッツ診療所救急車整備計画 ザダール県病院 医療機関 \7,757,528

平成21年2月16日 医療保健 ヴォイニチ病院救急車整備計画 ヴォイニチ病院 医療機関 \8,559,816

平成21年1月16日 民生環境 フルヴァツカ・コスタイニツァ地域消防活動支援計画 フルヴァツカ・コスタイニツァ町 地方公共団体 \9,969,232

医療保健 ヴルホヴィネ診療所機材整備計画 ヴルホヴィネ町 地方公共団体 \7,643,548

民生環境 ビスクピヤ水供給システム整備計画 ビスクピヤ町 地方公共団体 \9,997,604

平成20年11月20日 その他 ヴコヴァルにおける地雷除去支援計画 クロアチア地雷除去センター 政府関係機関 \19,208,992

平成20年8月13日 教育研究 民族融和のための青年ワークショップ支援計画 クロアチア赤十字　オシエク市支部 ローカルＮＧＯ \684,372

平成20年12月9日 教育研究 イランジャ村ミロシュ・ツルニャンスキ小学校校舎修復計画
イランジャ村ミロシュ・ツルニャンスキ小
学校

教育機関 \7,568,600

教育研究
プリイェポリェ市ブラディミル・ペリッチ＝バルテル小学校衛生施
設修復計画

プリイェポリェ市ブラディミル・ペリッチ＝
バルテル小学校

教育機関 \8,204,428

教育研究
プロクプリェ市ラトゥコ・パブロビッチ＝チチコ小学校校舎修復計
画

プロクプリェ市ラトゥコ・パブロビッチ＝
チチコ小学校

教育機関 \9,907,240

医療保健 スイェニッツァ保健センター救急車及び医療機材整備計画
ウジツェ・ヘルスセンター所属スイェニッ
ツァ保健センター

医療機関 \9,691,416

医療保健 リュボビヤ保健センター救急車及び医療機材整備計画 リュボビヤ保健センター 医療機関 \8,268,224

医療保健 ソコバニャ肺疾患・結核病院救急車及び医療機材整備計画 ソコバニャ肺疾患・結核病院 医療機関 \9,853,940

平成20年10月27日 民生環境 ベオグラード市公衆衛生研究所水質検査装置整備計画 ベオグラード市公衆衛生研究所 政府関係機関 \9,659,600

平成20年9月23日 民生環境 バライェボ市ゴミ収集事業支援計画 バライェボ市１０月１０日公社 地方公共団体 \9,954,800

平成20年9月2日 医療保健 アレクサンドロバッツ保健センター救急車整備計画 アレクサンドロバッツ保健センター 医療機関 \9,833,440

平成20年7月17日 教育研究
ブラニチェボ地区ロマ協会所属ポジャレバツ市ロマ教育施設改修
計画

ブラニチェボ地区ロマ協会 ローカルＮＧＯ \9,839,508

平成20年7月2日 医療保健 マイダンペク保健センター救急車及び医療機材整備計画 マイダンペク保健センター 医療機関 \9,967,428

平成21年2月20日 教育研究 ズラトグラッド市スネジャンカ幼稚園改修計画 ズラトグラッド市 地方公共団体 \6,168,696

民生環境 キュステンディル市孤児院生活環境改善計画 キュステンディル市 地方公共団体 \6,639,868

医療保健 スリヴェン肺病専門病院改修計画 スリヴェン肺病専門病院 医療機関 \6,022,408

教育研究 プロブディフ市アレコ・コンスタンチノフ小学校衛生施設改修計画
プロブディフ市アレコ・コンスタンチノフ
小学校

教育機関 \7,967,120

教育研究 ヴィディン市オテツ・パイシィ小学校衛生施設改修計画 ヴィディン市オテツ・パイシィ小学校 教育機関 \6,568,856

教育研究 ソフィア市第１８総合学校衛生施設改修計画 ソフィア市第１８総合学校 教育機関 \6,601,000

医療保健 ヴァルナ市眼科専門病院診療器具整備計画 ヴァルナ市眼科専門病院 医療機関 \4,843,904

教育研究 リャスコベツ市デュリュニツァ村幼稚園改修計画 リャスコベツ市 地方公共団体 \9,839,672
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ブルガリア 平成20年7月24日 教育研究 ブルガス市聖キリル・メトディウス総合学校窓枠改修計画
ブルガス市聖キリル・メトディウス総合
学校

教育機関 \4,963,296

平成21年3月25日 教育研究 ドニ・ヴァクフ第一小学校教育環境改善計画 ドニ・ヴァクフ市 地方公共団体 \9,998,424

平成21年3月23日 教育研究
ゴラジュデ市メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校教育環境改善
計画

メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校 教育機関 \7,475,120

平成21年3月19日 教育研究 ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校教育環境改善計画 アレクサ・シャンティチ小学校 教育機関 \8,362,032

平成21年3月16日 医療保健 ゼニツァ診療所救急車整備計画 ゼニツァ診療所 医療機関 \7,886,596

平成21年3月11日 医療保健 ペトロヴォ市オズレン診療所医療機器整備計画 ペトロヴォ市オズレン診療所 医療機関 \8,875,024

平成21年3月10日 民生環境 ペチュイ地域水道整備支援計画 ノヴィ・トラヴニク市 地方公共団体 \8,729,720

平成21年1月28日 その他 バノヴィチにおける地雷除去支援計画 バノヴィチ市 地方公共団体 \24,980,316

平成20年12月17日 教育研究 イリンデン自治体ゴツェ・デルチェフ小学校校舎増築計画
イリンデン自治体ゴツェ・デルチェフ小
学校

教育機関 \8,437,472

医療保健 ビトラ・ヘルスセンター巡回医療機能向上計画 ビトラ・ヘルスセンター 医療機関 \2,319,288

教育研究 サンデ・シュテリョスキー小学校改修計画
キチェボ市サンデ・シュテリョスキー小
学校

教育機関 \9,262,884

教育研究 ビトラ自治体ゴツェ・デルチェフ中央学校修繕計画
ビトラ自治体ゴツェ・デルチェフ中央学
校

教育機関 \8,468,632

平成20年12月16日 教育研究 ティバット市ドラゴ・ミロビッチ小学校教室整備計画 ティバット市ドラゴ・ミロビッチ小学校 教育機関 \8,254,612

平成20年10月30日 医療保健 プリェブリャ総合病院救急車及び医療機材整備計画 プリェブリャ総合病院 医療機関 \9,888,872

平成20年9月25日 医療保健 アンドリイェビッツァ保健センター救急車及び医療機材整備計画 アンドリイェビッツァ保健センター 医療機関 \9,808,348

平成20年10月15日 医療保健
テレオルマン県立アレキサンドリア市救急病院整形外科手術室
整備計画

テレオルマン県立アレキサンドリア市救
急病院

医療機関 \9,836,228

平成20年10月10日 教育研究 ブラネシュティ村学校整備計画
ブラネシュティ村チェザール・ニコラウ農
業高校

教育機関 \8,850,752
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