
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12月23日 医療保健 ファン・アントニオ・フェルナンデス病院救急病棟機材整備計画 フェルナンデス財団 ローカルＮＧＯ \5,659,492

平成20年10月2日 医療保健 ホセ・マリア・ペンナ病院消化器疾患治療機材整備計画 ホセ・マリア・ペンナ病院協同組合 ローカルＮＧＯ \9,040,000

平成21年3月30日 医療保健 フローレス県障害者リハビリセンターにおける医療機材整備計画 フローレス県庁 地方公共団体 \6,309,581

医療保健 セロラルゴ県農村地域巡回診療車整備計画 セロラルゴ県庁 地方公共団体 \9,743,199

民生環境 セロ・ラルゴ県メロ市身体障害者のための施設建設計画 １２月３日障害者団体 ローカルＮＧＯ \9,999,935

教育研究 保育施設ミ・カシータ増築計画
パン、民主主義、平和のためのウルグ
アイ婦人連合

ローカルＮＧＯ \7,743,212

民生環境
女性知的障害者施設マルガリータ・ウリアルテ・デ・エレーラの家
改修計画

イエスの聖心修道女会 国際ＮＧＯ \9,630,086

平成21年2月16日 医療保健 農村地域の小学生に対する巡回歯科診療強化計画 ガステシ・マルティニコレナ財団 ローカルＮＧＯ \5,965,835

平成21年2月12日 医療保健 マリア・テレサ・センター診療所改修計画 サレジオ聖母会 国際ＮＧＯ \7,249,176

平成21年2月9日 民生環境 モンテビデオ県セリート地区青少年職業訓練施設整備計画 ７月１８日推進活動 ローカルＮＧＯ \4,078,622

平成20年12月1日 農林水産 サン・ホセ県ビジャ・ロドリゲス小規模農家生産性向上計画
ロドリゲス・ブドウ栽培農家農村振興協
会

ローカルＮＧＯ \5,290,095

民生環境 エル・ベレン地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,075,997

民生環境 クリスト・ビベ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,555,117

民生環境 チグエ地区下水道建設計画 チグエ地区振興委員会 ローカルＮＧＯ \9,998,240

医療保健 ピチンチャ県理学療法機材整備計画 ピチンチャ県スポーツ協会 ローカルＮＧＯ \9,566,467

民生環境 ビルヘン・デル・シスネ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,259,735

民生環境 サン・ファン・デ・リオ・ベルデ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,173,403

民生環境 サンタ・ロサ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,779,309

民生環境 ４月４日地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,394,205

教育研究 国立マルチンギ学校教室建設計画 国立マルチンギ学校 教育機関 \9,995,641

教育研究 トゥルカン地区職業訓練施設教室建設計画 トゥルカン職業能力開発機構 教育機関 \9,987,166

通信運輸 サンガイ橋梁建設計画 サンガイ自治会 ローカルＮＧＯ \7,984,354

平成21年1月21日 教育研究 国立カヤンベ技術学校教室建設計画 国立カヤンベ技術学校 教育機関 \9,986,262

教育研究 アルフレド・アルブハ・ガリンド学校教室建設計画 イバラ市役所 地方公共団体 \9,866,595

教育研究 ルイス・トゥフィーニョ小学校教室建設計画 ルイス・トゥフィーニョ小学校 教育機関 \7,081,484

教育研究 ２月２７日小学校教室建設計画 ２月２７日小学校 教育機関 \9,974,736

通信運輸 ケティ・オビスポ橋梁建設計画 カルチ県庁 地方公共団体 \9,394,820

教育研究 カルチ県小学校衛生改善計画 カルチ県庁 地方公共団体 \9,366,796

教育研究 リオ・マラニョン小学校教室建設計画 マヌー自治会 地方公共団体 \8,667,891

医療保健 スクア第六保健診療所医療機材整備計画 スクア第六保健診療所 医療機関 \8,774,563

平成20年12月17日 教育研究 モロナ・サンティアゴ県小学校教室建設計画 モロナ・サンティアゴ県庁 地方公共団体 \6,358,962
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平成20年12月4日 民生環境 モンテオリボ下水道建設計画 カルチ県庁 地方公共団体 \2,670,981

民生環境 サラチェ上水道改善計画 サラチェ・グランデ水道管理委員会 ローカルＮＧＯ \9,032,542

医療保健 サンパブロ診療所整備計画 サンパブロ自治会 ローカルＮＧＯ \9,625,792

民生環境 クイルチェ・ミニョ下水道建設計画 クイルチェ・ミニョ水道管理委員会 ローカルＮＧＯ \9,606,130

民生環境 アロセメナ・トラ市上水道改善計画 アロセメナ・トラ市役所 地方公共団体 \9,413,917

教育研究 国立チジャネス学校教室建設計画 国立チジャネス学校 教育機関 \9,604,887

教育研究 ホセ・ベニグノ・グリハルバ小学校教室建設計画 カルチ県庁 地方公共団体 \3,722,333

平成20年6月18日 教育研究 モンセニョール・シルビオ・ルイス・アロ学校教室建設計画
モンセニョール・シルビオ・ルイス・アロ
学校

教育機関 \9,401,600

教育研究 デ・ヒカラパ村初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県デ・ヒカラパ村初等学校
運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,510,419

教育研究 エル・イスカナル地区初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県エル・パルマル村エル・イ
スカナル地区初等学校教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,797,665

教育研究 ラ・プラデラ村初等学校整備拡充計画
サンミゲル県ラ・プラデラ村初等学校教
育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,627,148

教育研究 リオ・サルコ地区初中等学校整備拡充計画
サンタアナ県リオ・サルコ地区初中等学
校運営委員会

ローカルＮＧＯ \8,629,584

教育研究 サン・ホセ・カリサル村初等学校整備拡充計画
ラ・パス県サン・ホセ・カリサル村学校運
営委員会

ローカルＮＧＯ \9,999,935

医療保健 エル・アチオタル保健所整備拡充計画
ラ・パス県エル・アチオタル村村落開発
協会

ローカルＮＧＯ \9,699,355

民生環境 サン・カルロス市バジェ・ヌエボ村飲料水供給計画
モラサン県バジェ・ヌエボ村ベジョ・アマ
ネセール地区村落開発協会

ローカルＮＧＯ \9,676,303

民生環境 ラ・ケサディジャ村飲料水供給計画
ラ・ウニオン県ラ・ケサディジャ村村落開
発協会

ローカルＮＧＯ \9,732,125

民生環境 ラス・ピタス村飲料水供給計画
ラ・ウニオン県ラス・ピタス村村落開発
協会

ローカルＮＧＯ \9,713,706

教育研究 エル・サモラン村初等学校整備拡充計画
サンミゲル県エル・サモラン村初等学校
運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,933,378

教育研究 アマジート地区初等学校整備拡充計画
サンサルバドル県アマジート地区初等
学校教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,893,602

教育研究 エル・サポテ村初等学校整備拡充計画
アウアチャパン県エル・サポテ村初等
学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,703,197

教育研究 エル・カルバリオ地区初等学校整備拡充計画
クスカトラン県エル・カルバリオ地区初
等学校教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,714,836

教育研究 ギジェルモ・ゴンサレス・ウエソ初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県ギジェルモ・ゴンサレス・
ウエソ初等学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,561,269

教育研究 ブエナ・ビスタ村初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県ブエナ・ビスタ村初等学校
教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,879,025

平成20年10月21日 教育研究 コンチャグア市南部沿岸地域職業訓練センター建設計画 フォンセカ湾持続的開発協会 ローカルＮＧＯ \9,925,581

平成20年8月13日 教育研究
コロニア・シウダ・オブレラ・２６・デ・エネロ初中等学校整備拡充
計画

ラ・リベルタ県コロニア・シウダ・オブレ
ラ・２６・デ・エネロ教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,928,519

エクアドル

平成20年10月28日

平成20年9月22日

エルサルバドル

平成20年12月10日

平成20年11月12日

平成20年11月10日
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教育研究 エル・サポティーヨ村ラ・リマ地区初等学校整備拡充計画
ウスルタン県アレグリア市エル・サポ
ティーヨ村ラ・リマ地区学校教育推進協
会

ローカルＮＧＯ \9,518,329

教育研究 フェ・イ・アレグリア初等学校整備拡充計画
ウスルタン県フェ・イ・アレグリア初等学
校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,939,819

教育研究 エル・テコマタル村初等学校整備拡充計画
ウスルタン県エスタンスエラス市エル・
テコマタル村学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,997,675

教育研究 ジャノ・アレグレ村初等学校整備拡充計画
モラサン県オシカラ市ジャノ・アレグレ村
初等学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,615,848

教育研究 マリオ・ゴメス初中等学校整備拡充計画
ラ・ウニオン県コンチャグア市マリオ・ゴ
メス初中等学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,968,747

教育研究 アティルジャ村初等学校整備拡充計画
ソンソナテ県サンタ・イサベル・イスアタ
ン市役所

地方公共団体 \8,438,727

教育研究 エル・レフヒオ地区初等学校整備拡充計画
アウアチャパン県エル・レフヒオ市エル・
レフヒオ地区初等学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,986,375

教育研究 プラン・デ・アマジョ村初等学校整備拡充計画
ソンソナテ県プラン・デ・アマジョ村村落
開発協会

ローカルＮＧＯ \9,562,286

ガイアナ 平成21年3月18日 民生環境 ジョージタウン市衛生環境改善計画 ジョージタウン市議会 地方公共団体 \8,568,564

平成21年3月26日 民生環境 カマグエイ県グアイマロ市３地区の飲料水供給改善計画 ケア・カナダ 国際ＮＧＯ \9,016,884

平成21年3月19日 民生環境 ハバナ市ロス・シティオス地区福祉施設設備改善計画 平和・非武装・自由運動 国際ＮＧＯ \9,924,296

農林水産
ハバナ県サンホセ・デ・ラス・ラハス地区における酪農生産性向上
計画

ムンドゥバット基金 国際ＮＧＯ \9,828,520

農林水産 サンティアゴ・デ・クーバ市農業共同生産基礎組織強化計画 世界の飢餓救済 国際ＮＧＯ \9,987,600

平成21年2月17日 民生環境 オルギン県高齢者福祉施設設備改善計画 カリタス・クバーナ 国際ＮＧＯ \2,459,508

平成21年2月4日 教育研究 オルギン県自然災害被災教育施設復興支援計画 ナバラ新未来連合 国際ＮＧＯ \9,608,104

平成21年1月20日 民生環境 ハバナ市視聴覚・重複障害特殊学校設備改善計画 市民ボランティアグループ 国際ＮＧＯ \7,229,120

その他 青年の島特別行政区自然災害被災者支援計画 カリタス・クバーナ 国際ＮＧＯ \9,839,836

その他 ピナール・デル・リオ県自然災害被災者支援計画 カリタス・クバーナ 国際ＮＧＯ \9,840,000

平成21年2月23日 医療保健 ケツァルテナンゴ県地域診療所機材整備計画 ケツァルテナンゴ県保健管区事務所 地方公共団体 \9,306,228

平成21年2月18日 民生環境 家庭内暴力被害女性支援施設機材整備計画 国選弁護人協会ペナル 政府関係機関 \8,580,768

平成21年2月6日 民生環境 モモステナンゴ市シェケメヤ村飲料水導入計画 飲料水導入委員会 ローカルＮＧＯ \9,752,465

平成21年1月30日 民生環境 グアテマラ市防災避難所整備計画 グアテマラ市役所 地方公共団体 \9,671,331

平成21年1月29日 農林水産 トトニカパン市零細農家地場産業振興計画 トトニカパン市役所 地方公共団体 \9,999,935

平成21年1月20日 医療保健 グアテマラ赤十字社レタルレウ分署改善計画 グアテマラ赤十字社レタルレウ分署 医療機関 \9,985,132

教育研究 サンタ・マリア・ネバフ市ティホン集落小学校建設計画 ティホン集落小学校教育委員会 ローカルＮＧＯ \8,279,623

民生環境
サン・イデルフォンソ・イシュタワカン市トゥイチャム集落飲料水導
入計画

トゥイチャム集落開発委員会 ローカルＮＧＯ \9,348,038

教育研究 クイルコ市チリパル集落小学校建設計画 ウエウエテナンゴ総合開発財団 ローカルＮＧＯ \9,999,935

教育研究 サン・フランシスコ・エル・アルト市小学校増築計画
サン・フランシスコ・エル・アルト市立小
学校

教育機関 \9,849,306

平成20年11月26日 医療保健 ラ・リベルタ市ラ・テクニカ集落医療環境改善計画 地域開発振興協会 ローカルＮＧＯ \9,910,326

エルサルバドル 平成20年8月13日

キューバ

平成21年2月18日

平成20年9月26日

グアテマラ

平成21年1月12日
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平成20年11月21日 その他 北部４県自然災害被災者支援計画 国家災害対策調整委員会 政府関係機関 \9,481,378

平成20年11月13日 民生環境 グアテマラ市ニマフユ集落女性職業訓練センター開設計画 アロイシウス協会 国際ＮＧＯ \9,979,595

平成20年11月5日 教育研究
サン・ビセンテ・パカヤ市ラ・カリダ・エル・ジャノ地区小学校建設
計画

グアテマラ総合地域開発協会 ローカルＮＧＯ \9,970,103

平成20年11月4日 教育研究 サンタ・ルシア・コツマルグァパ市公立中学校増築計画 多分野地域開発協会 ローカルＮＧＯ \9,918,010

教育研究 パレンシア市マリジャーノ集落小学校建設計画 地域総合向上協会 ローカルＮＧＯ \9,983,776

民生環境 クイルコ市クア村飲料水導入計画 ウエウエテナンゴ総合開発普及協会 ローカルＮＧＯ \9,986,149

平成20年9月10日 民生環境 チチカステナンゴ市パショット・テルセーロ集落飲料水導入計画 チチカステナンゴ観光自主管理協会 ローカルＮＧＯ \9,987,957

平成20年9月8日 民生環境
サン・クリストバル・トトニカパン市サン・ラモン集落飲料水供給網
整備計画

２００２飲料水供給委員会 ローカルＮＧＯ \9,772,918

平成20年9月5日 教育研究 アマティトラン市サン・ホセ・アネクソ集落小学校建設計画 アマティトラン市役所 地方公共団体 \9,898,687

医療保健 プルラ市３集落診療所建設計画 ドロレス・ベドヤ・デ・モリナ財団 ローカルＮＧＯ \9,925,581

医療保健 モモステナンゴ市パムムス村飲料水供給網整備計画 ドロレス・ベドヤ・デ・モリナ財団 ローカルＮＧＯ \9,910,552

平成20年8月29日 教育研究
サン・フアン・サカテペケス市シウダ・ゴティカ集落小学校建設計
画

老年者市民協会 ローカルＮＧＯ \9,984,680

平成20年8月14日 教育研究 エスキントラ市サン・フェリペ集落小学校建設計画 グアテマラ総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,849,306

平成20年8月13日 教育研究 サン・ミゲル・ウスパンタン市チョラ村小学校増築計画 ビエンベニードス先住民協会 ローカルＮＧＯ \9,917,106

平成20年8月6日 教育研究 サン・パブロ・タマウ市ナチュワ集落小学校建設計画 農村コミュニティ住民協力協会 ローカルＮＧＯ \9,834,051

平成20年8月4日 教育研究 ハラパ市ロス・イソテス村小学校増築計画 ハラパ農民協会 ローカルＮＧＯ \9,827,949

教育研究 イツタパ市サンタ・セシリア村小学校建設計画 マヤトラン・グアテマラ総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,987,279

教育研究 アカテナンゴ市ソコロ村中学校建設計画 前進と発展のグアテマラ ローカルＮＧＯ \9,899,704

平成20年7月31日 教育研究 イシカン市プリマベラ村中学校建設計画 地域開発振興会 ローカルＮＧＯ \9,901,964

教育研究 サン・マルティン・ヒロテペケ市バリトゥック村中学校建設計画 コミュニティー生活展望開発協会 ローカルＮＧＯ \9,896,992

教育研究 チチカステナンゴ市チュポル集落小学校増築計画 先住民集落開発協会 ローカルＮＧＯ \9,923,095

グレナダ 平成21年3月26日 教育研究 ヒルズボロ中等学校教室棟建設計画 ヒルズボロ中等学校 教育機関 \9,999,935

平成21年2月19日 教育研究 ブラジリア中学校改善計画
アラフエラ県ウパラ市ドス・リオス区ラ・
アメリカ地区総合開発協会

ローカルＮＧＯ \9,732,803

平成21年2月17日 民生環境 ペレス・セレドン市サン・ペドロ地区上水道改善計画
ペレス・セレドン市サン・ペドロ地区上水
道運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,153,226

平成21年2月5日 民生環境 サンホセ市アティジョ地区資源ゴミ収集・再循環施設建設計画
サンホセ市アティジョ衛星都市総合開
発協会

ローカルＮＧＯ \9,915,072

医療保健 コスタリカ赤十字救急車整備計画 コスタリカ赤十字 ローカルＮＧＯ \9,999,370

医療保健 コスタリカ赤十字レスキュー車整備計画 コスタリカ赤十字 ローカルＮＧＯ \9,944,904

平成20年12月10日 民生環境 ラ・クルス市サンタ・セシリア地区多目的館建設計画
グアナカステ県ラ・クルス市サンタ・セシ
リア地区総合開発協会

ローカルＮＧＯ \9,855,069

平成20年12月9日 教育研究
アブロホ・モンテスマ先住民地区アブロホ・モンテスマ通信中学校
建設計画

アブロホ・モンテスマ通信中学校運営委
員会

ローカルＮＧＯ \9,964,905

平成20年12月4日 教育研究 ロクサナ小学校障害者教室建設計画
リモン県ポコシ市ロクサナ地区総合開
発協会

ローカルＮＧＯ \9,999,935

グアテマラ 平成20年9月3日

平成20年10月7日

平成20年8月1日

平成20年7月17日

コスタリカ 平成21年2月2日
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平成20年11月20日 民生環境 オサ市オンセ・デ・アブリル地区上水道改善計画
プンタレナス県オサ市パルマル区パル
マル地区農村上下水道運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,655,285

平成20年9月30日 教育研究 バルバネロ・バルガス・モリナ小学校改善計画 リモン市シエネギタ地区総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,946,034

平成20年8月26日 教育研究 トゥリアルバ市チリポ・デ・カベカ先住民コミュニティ学校建設計画 先住民総合保護協会 ローカルＮＧＯ \9,492,000

平成20年8月19日 民生環境 エル・グアルコ市テハル地区高齢者デイケアセンター建設計画
カルタゴ県エル・グアルコ市テハル地区
総合開発協会

ローカルＮＧＯ \9,878,912

平成20年8月12日 医療保健 メキシコ病院皮膚科用診断機器整備計画 メキシコ病院支援協会 ローカルＮＧＯ \9,306,454

教育研究 マドリッド市の貧困農家のための職業訓練所建設計画 地方開発財団 ローカルＮＧＯ \9,940,836

その他 サン・フランシスコ市他４市における対人地雷除去活動支援計画 アントニオ・レストレポ・バルコ財団 ローカルＮＧＯ \34,911,576

教育研究 コベーニャス市学校建設計画
アソプロアグロスカリブ地域社会・経済・
環境開発促進協会

ローカルＮＧＯ \9,945,356

教育研究 サン・ベルナルド・デル・ビエント市学校建設計画
アソプロアグロスカリブ地域社会・経済・
環境開発促進協会

ローカルＮＧＯ \9,956,995

通信運輸
ボリバール市ラ・バルサ地区及びフローレス地区間道路整備計
画

マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,927,954

通信運輸
シマコタ市カーニョ・サン・ペドロ地区及びエル・グアモ地区間道路
整備計画

マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,945,243

通信運輸
サンタロサ・デル・スール市ブエナビスタ地区及びサンファン・デ・
リオグランデ地区間道路整備計画

マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,927,163

教育研究 エル・バンコ市学校建設計画 持続的社会開発総合公社 ローカルＮＧＯ \9,958,351

教育研究 グアマル市学校建設計画 マリオ・サント・ドミンゴ財団 ローカルＮＧＯ \9,965,583

民生環境 プエルト・パラ市コミュニティセンター整備計画 マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,867,612

教育研究 オバンド市学校建設計画 キリスト司教区協会 ローカルＮＧＯ \9,885,918

教育研究 エル・レテン市学校建設計画 マリオ・サント・ドミンゴ財団 ローカルＮＧＯ \9,939,480

通信運輸
サン・ハシント市ラス・パルマス地区及びバホ・グランデ地区間道
路整備計画

サン・ペドロ・クラベル労働会 ローカルＮＧＯ \9,857,216

教育研究 サン・ファン・デ・ベトゥリア市学校建設計画 開発促進センター ローカルＮＧＯ \9,943,548

医療保健 イバゲ市サンフランシスコ病院緊急医療機材整備計画 サンフランシスコ病院 医療機関 \9,496,633

医療保健 シンセレホ大学病院緊急医療機材整備計画 シンセレホ大学病院 医療機関 \9,970,555

医療保健 ペレイラ市サンホルヘ大学病院麻酔機材整備計画 ペレイラ市サンホルヘ大学病院 医療機関 \9,328,489

医療保健 対人地雷被害者を含む紛争被害者のための医療機材整備計画
メジデン市サン・ビセンテ・デ・パウル大
学病院

医療機関 \32,111,775

医療保健 ヒロン市サン・ファン・デ・ディオス病院緊急医療機材整備計画 ヒロン市サン・ファン・デ・ディオス病院 医療機関 \9,679,128

教育研究 グアッピ市児童図書館建設計画 グアッピ市 地方公共団体 \9,943,096

教育研究 ヤグアラ市児童図書館建設計画 ヤグアラ市 地方公共団体 \9,727,492

教育研究 エル・タブロン・デ・ゴメス市児童図書館建設計画 エル・タブロン・デ・ゴメス市 地方公共団体 \9,914,281

教育研究 エンシノ市児童図書館建設計画 エンシノ市 地方公共団体 \9,904,224

教育研究 サンホセ市児童図書館建設計画 サンホセ市 地方公共団体 \9,941,401

教育研究 ビジャマリア市児童図書館建設計画 ビジャマリア市 地方公共団体 \9,942,757

教育研究 ティエラルタ市児童図書館建設計画 ティエラルタ市 地方公共団体 \9,966,487

コスタリカ

コロンビア

平成21年3月26日

平成21年3月18日

平成21年3月13日

平成20年11月21日
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教育研究 トゥマコ市児童図書館建設計画 トゥマコ市 地方公共団体 \9,933,604

教育研究 パイパ市児童図書館建設計画 パイパ市 地方公共団体 \9,703,649

教育研究 アラウキタ市児童図書館建設計画 アラウキタ市 地方公共団体 \9,929,423

平成21年3月19日 民生環境 キングストン市児童養護施設改修計画 マックスフィールドパーク養護施設 ローカルＮＧＯ \4,510,395

平成20年10月22日 医療保健 ブスタマンテ小児病院検査機器整備計画 ブスタマンテ小児病院 医療機関 \7,088,490

平成20年9月11日 教育研究 学校と地域の非行防止教育計画 向上と達成への指針 ローカルＮＧＯ \8,423,133

農林水産 コモウェイナ桟橋補修計画 コモウェイナ水産センター 政府関係機関 \9,999,935

農林水産 農業技術指導訓練計画 女性支援団体管理財団 ローカルＮＧＯ \9,988,974

セントルシア 平成21年3月5日 教育研究 セントマリー中等学校改修計画 セントマリー中等学校 教育機関 \9,935,073

平成21年3月31日 教育研究 カネラ市北部ウエンテラウケン地区教育環境整備計画 カネラ市役所 地方公共団体 \4,890,979

平成21年3月18日 教育研究 ラ・ピンタナ区サン・フランシスコ初等教育校建設計画 サン・フランシスコ初等教育校 教育機関 \9,402,278

平成21年1月15日 民生環境 オバジェ市ロメラルシジョ地区井戸掘削・給水トラック整備計画 エル・カネロ開発協会 ローカルＮＧＯ \8,812,870

平成20年12月19日 教育研究 ロス・アンデス市職業技術中等校整備計画 市立アメリカ職業技術中等校 教育機関 \7,019,447

平成20年12月11日 民生環境 ビクーニャ市障害者支援職業訓練計画 連帯する父兄と友人の会 ローカルＮＧＯ \4,366,885

平成20年12月9日 農林水産 トゥカペル市零細農民のための蜂蜜加工施設整備計画 トゥカペル市役所 地方公共団体 \8,245,384

平成20年12月3日 医療保健 パドレ・アルベルト・ウルタド病院産婦人科医療機材整備計画 パドレ・アルベルト・ウルタド病院 医療機関 \8,397,821

平成20年12月1日 医療保健 ロス・ラゴス市障害者理学療法センター建設整備計画
ロス･ラゴス市役所保健課都市部総合
診療所

医療機関 \8,764,958

教育研究 サン・フアン・デ・ラ・コスタ市初中等校寄宿舎食堂改修計画 ミシオネス・デ・ラ・コスタ財団 ローカルＮＧＯ \9,906,710

教育研究 カラウエ市コイコイ地区初等教育校建設計画 カラウエ市役所 地方公共団体 \8,801,683

教育研究 カウケネス市職業技術中等校寄宿舎整備計画
ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラス・メルセ
デス職業技術中等校

教育機関 \8,456,807

医療保健 サン・カルロス市診療所障害者理学療法施設整備計画
サン・カルロス市ホセ・ドゥラン・トゥルヒ
ヨ診療所

医療機関 \7,644,450

平成20年10月22日 教育研究 パンギプジ市初等教育校天蓋付き広場建設計画 第６９ヌエバ・リキニェ初等教育校 教育機関 \9,471,208

ドミニカ 平成21年3月26日 民生環境 障害者のための職業訓練用機器整備計画 ドミニカ障害者協会 ローカルＮＧＯ \9,143,395

民生環境 サンティアゴ県モンテアデントロ地域児童養護施設建設計画 ディビナプロビデンシア児童養護施設 ローカルＮＧＯ \9,931,796

教育研究 ラ・ロマーナ初等教育施設建設計画 エスコラピアス修道会教育センター ローカルＮＧＯ \9,717,661

教育研究 ヤマサ市ペラルビージョ地域教育施設建設計画 サンホセ教育センター ローカルＮＧＯ \9,925,468

教育研究 バニ市ヘスス・テ・アマ教育施設建設計画 ヘスス・テ・アマ学校 ローカルＮＧＯ \9,698,903

民生環境
サンイシドロ・サンフランシスコ・デ・アシス児童養護施設建設計
画

セクラール・エルマナス・セラフィカス学
校

ローカルＮＧＯ \9,686,925

民生環境 モカ市福祉施設拡充計画 サンティシマ・トリニダッド老人介護の家 ローカルＮＧＯ \9,889,082

民生環境 ラ・ビクトリア・マデラエス児童養護施設建設計画 マデラエス児童養護施設基金 ローカルＮＧＯ \9,813,711

教育研究 サンティアゴ市サンマルティン・デ・ポーレス教育施設拡充計画 サンマルティン・デ・ポーレス技術学校 教育機関 \9,124,750

農林水産 ビセンテノブレ市カノア地区灌漑ポンプ整備計画 ラ・エスペランサ農業生産組合 ローカルＮＧＯ \4,716,507

民生環境 コンスタンサ市中古ゴミ収集車整備計画 コンスタンサ市役所 地方公共団体 \9,549,404

民生環境 サンティアゴ市中古ゴミ収集車整備計画 サンティアゴ市役所 地方公共団体 \9,549,404

チリ

平成20年11月13日

平成20年11月12日

コロンビア 平成20年11月21日

ジャマイカ

スリナム 平成21年3月23日

ドミニカ（共） 平成21年3月19日
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ドミニカ（共） 平成21年3月19日 民生環境 ハラバコア市建設機械整備計画 ハラバコア市役所 地方公共団体 \3,706,400

トリニダード・トバゴ 平成21年3月25日 民生環境 地域住民に対する研修センター建設計画 マトゥラ自然保護探索協会 ローカルＮＧＯ \7,024,532

通信運輸 ソモト市農村部橋梁建設計画 複合プロジェクト基金 ローカルＮＧＯ \9,512,566

教育研究 ラ・コンセプシオン市小中学校校舎建設計画 モンセラット教区小学校 教育機関 \9,846,933

教育研究 ニンディリ市中学・技術学校校舎建設計画 ニカラグア・レマール協会 国際ＮＧＯ \9,999,935

民生環境 サン・フアン・デル・スール市農村部配水網改善計画 エル・ポチョーテ地区水道委員会 ローカルＮＧＯ \2,371,870

民生環境 サン・ペドロ・デル・ノルテ村水道システム建設計画 パイワス市役所 地方公共団体 \9,833,825

民生環境 サン・セバスティアン・デ・ジャリ市児童施設改修計画 児童への総合教育基金 ローカルＮＧＯ \9,976,205

教育研究 サン・フランシスコ・デル・ノルテ市農村小学校校舎改善計画
サン・フランシスコ・デル・ノルテ市教育
局

教育機関 \9,863,770

医療保健 エステリ市婦人科診療所機材整備計画 エステリ女性の家メルセデス・ロサレス ローカルＮＧＯ \4,520,000

教育研究 マサテペ市小学校校舎建設計画 サレシアナ婦人協会マサテペ支部 ローカルＮＧＯ \9,801,394

民生環境 キラリ市農村部水道システム建設計画 コミュニティ発展ユニット ローカルＮＧＯ \9,607,373

医療保健 エル・ラマ市赤十字活動支援計画 ニカラグア赤十字エル・ラマ支部 ローカルＮＧＯ \5,707,065

民生環境 ナガロテ市農村部飲料水供給計画 シルビオ・マヨルガ地区水道委員会 ローカルＮＧＯ \9,479,570

民生環境 シウダ・ダリオ市農村部飲料水供給計画 シウダ・ダリオ市役所 地方公共団体 \9,261,367

教育研究 ブルーフィールズ市養護学校校舎建設計画 南部大西洋岸自治地域教育局 教育機関 \9,217,071

医療保健 ポトシ市ピカピカ地区診療所建設計画 ポトシ市役所 地方公共団体 \5,748,423

通信運輸 リバス市街地道路舗装計画 リバス市役所 地方公共団体 \8,254,085

通信運輸 ウィウィリ・ヌエバ・セゴビア市農村道路改修計画 ウィウィリ・ヌエバ・セゴビア市役所 地方公共団体 \9,240,575

教育研究 サン・ホセ・デ・クスマパ市農村小学校改善計画 ファミリア・パドレ・ファブレット協会 ローカルＮＧＯ \8,800,440

教育研究 チチガルパ市技術学校校舎建設計画 チチガルパ市役所 地方公共団体 \9,720,260

通信運輸 ビジャ・サンディーノ市ムアン地区道路舗装計画 ビジャ・サンディーノ市役所 地方公共団体 \9,427,590

教育研究 サン・ファン・デル・リオ・ココ市中学校校舎改修計画 サン・ファン・デル・リオ・ココ市役所 地方公共団体 \9,978,804

通信運輸 エル・コラル市農村道路改善計画 エル・コラル市役所 地方公共団体 \9,853,600

教育研究 エル・ヒカロ市農村小学校校舎建設計画 エル・ヒカロ市役所 地方公共団体 \9,883,771

教育研究 シウナ市小学校校舎改善計画 シウナ市役所 地方公共団体 \9,642,968

教育研究 サンタ・テレサ市農村小学校校舎建設計画 サンタ・テレサ市役所 地方公共団体 \9,033,559

通信運輸 セバコ市街地敷石舗装計画 セバコ市役所 地方公共団体 \9,565,676

教育研究 エル・カスティージョ市農村小学校校舎建設計画 グローバル・ウマニタリア協会 国際ＮＧＯ \8,633,878

民生環境 サンタ・ロサ・デル・ペニョン市農村部水道システム改善計画 サンタ・ロサ・デル・ペニョン市役所 地方公共団体 \8,141,424

民生環境 ボアコ市農村部水道システム改善計画 ボアコ市役所 地方公共団体 \9,203,511

民生環境 ボアコ県南部５農村地区飲料水供給計画 エル・ポルベニール協会 国際ＮＧＯ \5,041,043

教育研究 テルパネカ市農村小学校校舎建設計画 テルパネカ市役所 地方公共団体 \9,853,487

民生環境 ニキノオモ市ゴミ収集環境改善計画 ニキノオモ市役所 地方公共団体 \7,731,234

教育研究 サン・カルロス市農村部中学校校舎建設計画 サン・カルロス市役所 地方公共団体 \9,691,671

ニカラグア

平成20年12月23日

平成20年12月2日

平成20年11月19日

平成20年11月7日

平成20年10月21日

平成20年9月18日

平成20年8月28日

平成20年7月25日

平成20年7月1日
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通信運輸 パラカグイーナ市街地敷石舗装計画 パラカグイーナ市役所 地方公共団体 \9,345,439

通信運輸 ラ・リベルタ市農村部橋梁建設計画 ラ・リベルタ市役所 地方公共団体 \9,995,076

教育研究 ポソルテガ市農村小中学校改善計画 ポソルテガ市役所 地方公共団体 \9,267,695

教育研究 アンファン・ジェズ小学校増築計画 アンファン・ジェズ基金 ローカルＮＧＯ \9,011,976

医療保健 グレース・チルドレン病院緊急電源供給計画 国際子供保護団体 医療機関 \9,222,043

医療保健 グレース・チルドレン病院産科病棟改修計画 国際子供保護団体 医療機関 \8,134,983

平成21年3月17日 医療保健 ボダン区医療センター改修整備計画 世界の医療団スイス 国際ＮＧＯ \6,138,499

医療保健 プチ・ゴアーブ市ノートルダム病院機材整備計画 プチ・ゴアーブ市ノートルダム病院 医療機関 \9,553,133

民生環境 カノー峡谷水害緩和計画 ハイチ救済青年団体 ローカルＮＧＯ \9,662,065

教育研究 ソリダリテ学校建設計画 女子・子供支援共同体 ローカルＮＧＯ \9,747,719

民生環境 ラ・モンターニュ地区飲料水給水施設建設改修計画
ラ・モンターニュ地区開発・発展農民団
体

ローカルＮＧＯ \9,657,206

平成21年1月20日 医療保健 感染症母子保健研究所・検体検査機器設置計画 エイズ・感染症研究センター ローカルＮＧＯ \9,150,740

平成21年3月17日 民生環境 貧困住民のための野生蘭保護・栽培施設改善計画
エルバジェ及びカブジャ地方蘭生産者
協会

ローカルＮＧＯ \6,937,409

平成21年3月3日 医療保健 ボケテ消防団救急医療活動向上計画 ボケテ消防団 政府関係機関 \4,559,550

教育研究 リオセレノ小学校障害児童通学支援計画 リオセレノ小学校父兄会 ローカルＮＧＯ \3,058,458

医療保健 ノベ・ブグレ先住民医療向上計画 ノベの女性協会 ローカルＮＧＯ \7,524,331

農林水産 有機肥料生産向上計画 友情国際公園友の会 ローカルＮＧＯ \9,711,672

医療保健 パナマ小児病院代謝異常症検査機器整備計画 パナマ小児病院支援会 ローカルＮＧＯ \8,898,750

医療保健 アントン消防団救急医療活動向上計画 アントン消防団 政府関係機関 \3,339,150

平成21年2月11日 農林水産 パナマ中部地方農村栄養改善計画 子供の栄養のための協会 ローカルＮＧＯ \8,215,439

平成21年1月14日 医療保健 コロン診療所がん検査機器整備計画 全国対がん協会 ローカルＮＧＯ \4,706,450

平成21年1月7日 医療保健 産婦人科医療機器整備計画 パナマ家族計画協会 ローカルＮＧＯ \3,638,374

医療保健 シウダ・デル・ニーニョ養護施設歯科・小児科診療室設置計画
シウダ・デル・ニーニョ養護施設支援財
団

ローカルＮＧＯ \2,792,908

民生環境 エルチョリージョ地区託児所改築計画 メルセス会協会 ローカルＮＧＯ \8,227,530

教育研究 セントラル県マリア・アウシリアドラ小学校建設計画
セントラル県マリア・アウシリアドラ小学
校

教育機関 \6,716,946

教育研究 セルヒオ・トレス小学校建設計画 セルヒオ・トレス小学校 教育機関 \9,608,842

医療保健 ラ・パス診療所作業療法施設建設計画 ラ・パス日本人会 ローカルＮＧＯ \9,980,273

教育研究 第５６６８小学校建設計画 第５６６８小学校 教育機関 \9,582,852

教育研究 ドン・ボスコ小学校建設計画 ドン・ボスコ小学校 教育機関 \8,746,991

教育研究 ヴェルヘル・ルケニョ小学校建設計画 ヴェルヘル・ルケニョ小学校 教育機関 \7,339,463

教育研究 アマンバイ県マリア・アウシリアドラ小学校建設計画
アマンバイ県マリア・アウシリアドラ小学
校

教育機関 \9,998,353

教育研究
パラグアリ県ヌエストラ・セニョラ・デ・ラ・アスンシオン小学校建設
計画

パラグアリ県ヌエストラ・セニョラ・デ・
ラ・アスンシオン小学校

教育機関 \7,582,865

ニカラグア 平成20年7月1日

ハイチ

平成21年3月31日

平成21年3月12日

パナマ

平成21年3月2日

平成21年2月17日

平成20年11月20日

パラグアイ 平成20年11月6日
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平成20年11月6日 教育研究 アンヘル・ガブリエル小学校建設計画 アンヘル・ガブリエル小学校 教育機関 \9,152,661

教育研究 ソフィア・メルセデス・オルエ・デ・ガオナ小学校建設計画
ソフィア・メルセデス・オルエ・デ・ガオナ
小学校

教育機関 \9,848,515

教育研究 サン・ラファエル小学校建設計画 カアグアス県サン・ラファエル小学校 教育機関 \9,133,677

教育研究 ペルペトゥオ・ソコロ小学校建設計画 ペルペトゥオ・ソコロ小学校 教育機関 \8,047,069

教育研究 サン・フランシスコ・デ・アシス小学校建設計画 サン・フランシスコ・デ・アシス小学校 教育機関 \9,416,742

教育研究 ヌエストラ・セニョラ・デ・ラ・アスンシオン小学校建設計画
ヌエストラ・セニョラ・デ・ラ・アスンシオン
小学校

教育機関 \9,537,878

教育研究 ヴィルヘン・デル・カルメン小学校建設計画 ヴィルヘン・デル・カルメン小学校 教育機関 \9,381,599

教育研究 サン・ペドロ小学校建設計画 サン・ペドロ小学校 教育機関 \9,818,909

平成21年2月18日 医療保健 ペロッタス大学病院医療機器整備計画 ペロッタス大学 教育機関 \5,299,926

平成21年2月9日 民生環境 連邦区ヴァルジェン・ボニータ地区における汚水浄化槽設置計画 環境アイディア・サービス協同組合 ローカルＮＧＯ \9,989,765

平成21年2月5日 教育研究 市立幼児教育センター補修計画 ブルメナウ市役所 地方公共団体 \9,690,654

平成21年2月2日 教育研究 地域総合教育施設増改築計画 クリスト・ヘデントール福祉組合 教育機関 \9,701,954

平成21年1月30日 医療保健 アマゾニア病院拡充計画 アマゾニア日伯援護協会 ローカルＮＧＯ \8,577,039

平成21年1月23日 教育研究 州立ベラクルス初等教育学校拡張計画 州立ベラクルス初等教育学校 教育機関 \9,988,409

民生環境 サンパウロ・コミュニティー農園・農業機材整備計画 「飢えのない町」協会 ローカルＮＧＯ \4,621,587

医療保健 診療所整備計画 ベンファン－ブラジルの家族の幸せ ローカルＮＧＯ \9,997,901

平成21年1月19日 教育研究 ロライノポリス市小学校建設計画 ロライノポリス市役所 地方公共団体 \9,049,266

平成21年1月12日 民生環境 カンチーニョ・ド・セウ保育園増設計画 ジ・パラナの友人支援グループ ローカルＮＧＯ \9,635,397

平成20年12月26日 農林水産 リオノーヴォ・ジャポネーザ農業組合復興支援計画 リオノーヴォ・ジャポネーザ農業組合 ローカルＮＧＯ \7,921,865

平成20年12月17日 民生環境 フローレス・デ・ゴイアスにおける医療・教育施設建設計画
フローレス・デ・ゴイアス周辺地域社会
活動協会連盟

ローカルＮＧＯ \9,940,158

平成20年12月15日 教育研究 プラナウチーナ・デ・ゴイアス初等教育学校拡張計画 フェリペ・リヨン協会 ローカルＮＧＯ \9,499,797

平成20年12月11日 民生環境 ゴイアニア医療福祉・社会参画支援施設拡充計画 ブラジル高齢者協会 ローカルＮＧＯ \8,851,629

医療保健 バウルー障害者支援施設・乳幼児療育室建設計画 バウルー障害者を支える親と友の会 ローカルＮＧＯ \7,991,473

教育研究 幼児教育改善計画 「新たな希望」住民協会 教育機関 \9,919,366

平成20年12月8日 教育研究 カバルカンテ職業訓練施設拡充計画 福音エスピリタ実習センター ローカルＮＧＯ \7,599,589

教育研究 エストレラ・ド・マール学校整備計画 カルロ・ノヴェロ協会 ローカルＮＧＯ \9,968,069

民生環境 イタマラカ市福祉施設改善計画 オ・ペケノ・ナザレノ福祉協会 ローカルＮＧＯ \4,364,738

教育研究 コムニダーデ・ド・リシャウン学習施設整備計画 テーハ基金 ローカルＮＧＯ \9,702,858

平成20年11月24日 民生環境 モーロ・アグード教育施設障害者搬送向上計画
「アンドレ・ルイス」スピリティスト福祉セ
ンター

ローカルＮＧＯ \9,954,735

平成20年11月21日 民生環境 障害者職業訓練計画 障害者の親と友の会エステイオ支部 ローカルＮＧＯ \8,135,096

民生環境 ロンドノポリス障害者通学用バス整備計画
ロンドノポリス障害者を支える親と友の
会

ローカルＮＧＯ \9,999,822

医療保健 マナウス市救急車整備計画
リオ・ソリモンエス支援協会財団ウニソ
ル

教育機関 \7,076,625

パラグアイ
平成20年9月11日

ブラジル

平成21年1月22日

平成20年12月10日

平成20年11月28日

平成20年11月17日
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平成20年11月14日 医療保健
サン・ジョゼ・ドス・カンポス小児・青少年癌病院医療用機材整備
計画

青少年ガン患者支援グループ ローカルＮＧＯ \9,389,283

平成20年11月10日 民生環境 オズヴァルド・クルス養護学校障害者理学療法用施設整備計画
オズヴァルド・クルス障害者を支える親
と友の会

ローカルＮＧＯ \9,739,018

平成20年11月3日 民生環境 サンパウロ福祉施設用機材整備計画 「民権と生命」クリスチャン・グループ ローカルＮＧＯ \5,915,776

平成20年10月31日 農林水産 農業生産性向上のための青果物貯蔵庫整備計画
サント・アントニオ・ド・パライーゾ青果生
産者組合

ローカルＮＧＯ \5,623,897

平成20年10月17日 医療保健 ベラノポリス市医療サービス改善計画 サンペレグリノラッツィオッツィ地域病院 医療機関 \9,999,822

平成20年10月14日 医療保健 プレジデンテ・ヴェンセスラウ障害者保健施設建設計画
プレジデンテ・ヴェンセスラウ障害者を
支える親と友の会

ローカルＮＧＯ \9,962,193

平成20年10月7日 医療保健 骨密度検査機材整備計画 聖ジョアン・バチスタ慈善団体 医療機関 \9,383,294

民生環境 児童少年教育支援計画 南部児童少年センター 地方公共団体 \9,954,848

医療保健 機能障害患者のための市立理学療法センター整備計画
サン・セバスチァン・ダ・アモレイラ市役
所

地方公共団体 \8,609,583

平成20年9月19日 教育研究 州立アルバトロス中等教育学校拡張計画 州立アルバトロス中等教育学校 教育機関 \9,966,600

平成20年9月18日 医療保健 ビラドスコメルシアリオス保健センター医療機器整備計画 ポルトアレグレ市役所 地方公共団体 \9,986,714

平成20年9月11日 民生環境 クララ・デ・アシス福祉院付属学校増築計画 クララ・デ・アシス福祉院 ローカルＮＧＯ \5,441,741

医療保健 内視鏡検査器設置計画 聖ヴィセンテ・デ・パウロ病院 医療機関 \9,865,691

医療保健 手術センター整備計画
ノッサ・セニョーラ・デ・ルルデス病院財
団

医療機関 \9,954,396

医療保健 市立保健所建設計画 パラナシティ市役所 地方公共団体 \9,608,616

教育研究 ドゥアルチーナ幼児教育施設改修及び増設計画
サン・フランシスコ・デ・アシス託児・幼
児教育施設

ローカルＮＧＯ \9,989,878

平成20年8月6日 民生環境 クリチバノス地区消防活動振興計画 クリチバノス地区住民消防組合 ローカルＮＧＯ \9,591,101

平成20年7月16日 民生環境 市立調理センター整備計画 アサイー市役所 地方公共団体 \9,782,297

平成21年3月30日 医療保健 ドミンゴ・ルシアーニ総合病院胃腸科設備改善計画
エドガー・キロス・ソト博士記念胃腸科
支援基金

ローカルＮＧＯ \9,873,375

平成21年3月26日 医療保健 ララ州小児心臓病用医療設備改善計画
中西部地方心臓疾患協会ーアスカル
ディオ

ローカルＮＧＯ \9,826,367

平成21年3月25日 医療保健
サン・フアン・デ・ディオス精神障害者総合医療施設リハビリ設備
整備計画

サン・フアン・デ・ディオス精神障害者総
合医療施設

医療機関 \8,808,689

平成21年3月23日 教育研究 ２月２２日特別支援学校施設整備計画 ２月２２日特別支援学校 教育機関 \1,073,387

平成21年3月17日 医療保健 ララ州遠隔地山村巡回診療強化計画 ララ州厚生社会開発局 地方公共団体 \5,228,623

ベリーズ 平成21年3月11日 教育研究 アルメニア学校校舎建設計画 アルメニア小学校父母教師会 教育機関 \9,999,370

平成21年3月25日 民生環境 コチャワイコ上水整備計画 調査・教育・開発センター ローカルＮＧＯ \9,230,518

平成21年3月4日 民生環境 障害者訓練施設拡充整備計画 ペルー日系人協会 その他 \9,834,616

平成21年1月23日 医療保健 ランカ診療所中古救急車及び医療機材整備計画 サン・マテオ・デ・オタオ町役場 地方公共団体 \6,423,485

平成21年1月21日 医療保健 トニー・モイェアパサ・ロハス小児病院機材整備計画 オランダ平和財団 ローカルＮＧＯ \9,924,903

平成21年1月20日 民生環境 ケナマリ村上水整備計画 技術開発仲介集団 国際ＮＧＯ \3,262,084

農林水産 サン・パブロ灌漑整備計画 社会活動開発研究センター ローカルＮＧＯ \8,733,770

教育研究 エスケン小学校整備計画 サン・ロマン郡役場 地方公共団体 \9,999,709

ブラジル
平成20年9月23日

平成20年9月5日

平成20年9月4日

ベネズエラ

ペルー

平成20年12月19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

平成20年12月16日 教育研究 マンチャイ職業訓練学校拡張計画 リマ大司教区社会援助部 ローカルＮＧＯ \9,997,562

民生環境 セロ・ラ・ビエッハ上水整備計画
アントニオ・ライモンディ調査・開発セン
ター

ローカルＮＧＯ \9,999,935

医療保健 コントゥマサ病院機材整備計画 カハマルカ州保健局 医療機関 \9,956,430

農林水産 マタラ灌漑整備計画 カハマルカ農畜産業開発グループ ローカルＮＧＯ \9,999,031

農林水産 カスティーリャ灌漑整備計画 カスティーリャ町役場 地方公共団体 \9,999,935

医療保健 イカ州中古救急車整備計画 イカ州保健局 地方公共団体 \8,962,934

平成20年12月10日 医療保健 イカ州病院機材整備計画 イカ州立病院 医療機関 \4,640,006

民生環境 タララ郡・イカ郡への中古消防車及び救急車輸送計画 アミスタ・ペルー・ラティノアメリカーナ ローカルＮＧＯ \2,935,740

教育研究 マリア・タキ幼稚園建設計画 カリタス・ペルー 国際ＮＧＯ \9,999,935

教育研究 イチャルラ教育施設教室建設計画 パンパ・アウリャガス市役所 地方公共団体 \4,255,467

医療保健 サン・ロケ病院医療機材整備計画 サン･ロケ病院 医療機関 \9,062,035

教育研究 サン・ファン市技術研修センター建設計画 サン・ファン市役所 地方公共団体 \8,763,263

教育研究 コルパプト教育施設教室建設計画 アチャカチ市役所 地方公共団体 \9,680,371

農林水産
ヤンパラエス市における女性グループのための職業訓練研修施
設建設計画

ヤンパラエス市役所 地方公共団体 \3,323,782

医療保健 モンテロ市ＨＩＶ／エイズケアセンター建設計画 モンテロ市役所 地方公共団体 \9,944,226

農林水産 タラマヤ地区灌漑施設建設計画 ラパス県庁 地方公共団体 \9,578,445

教育研究 ヤンバタ村教育施設寄宿舎改修計画 トロトロ市役所 地方公共団体 \9,931,683

教育研究 サン・アロンソ職業訓練学校改修計画 信仰と喜びサンタ・クルス支部 ローカルＮＧＯ \6,573,323

教育研究 スリキ島７月１６日教育施設整備計画 プエルト・ペレス市役所 地方公共団体 \2,382,266

民生環境 知的身体的障害者（重複障害）自立支援施設建設計画 障害者自立支援施設聖マルティンの家 その他 \9,927,050

教育研究 アモル・デ・ディオス教育施設拡張計画 信仰と喜びラパス支部 ローカルＮＧＯ \9,083,279

教育研究 女性及び青少年向け職業訓練機材整備計画 グレゴリア・アパサ女性振興センター ローカルＮＧＯ \5,401,739

教育研究 フィチカチ小学校教室建設計画
リフチャリ・リャフタ地域社会研究セン
ター・セレス

ローカルＮＧＯ \6,200,875

教育研究 フェリックス・ロサ・テハダ初等教育施設建設計画 コパカバナ市役所 地方公共団体 \9,904,563

医療保健 ヌエストラ・セニョーラ・デ・グァダルペ障害者施設機材整備計画
ヌエストラ・セニョーラ・デ・グァダルペ・
リハビリセンター

その他 \8,315,557

民生環境 養護学校建設計画
サンタ・マリア・デ・ロス・アンヘレス母子
保健センター

医療機関 \8,791,287

平成20年10月28日 農林水産 アラニ市植林学校灌漑施設整備計画 ボリビア・スカウト連盟 ローカルＮＧＯ \9,996,432

教育研究 ロヨラ技術専門学校整備計画 信仰と喜びチュキサカ支部 ローカルＮＧＯ \9,807,609

医療保健 ビルヘン・デ・コパカバナ警察病院医療機材整備計画 ビルヘン・デ・コパカバナ警察病院 医療機関 \3,626,509

医療保健 ハコボ・アブララッチ病院医療機材整備計画 サンタ・アナ・デル・ヤクマ市役所 地方公共団体 \9,427,138

教育研究 シウダ・デル・ニニョ・ヘスス孤児院教育施設整備計画
シウダ・デル・ニニョ・ヘスス人間・精神
振興センター

ローカルＮＧＯ \9,993,268

教育研究 ヒル・タピア・ラダ就学前教育施設建設計画 ラパス市役所 地方公共団体 \9,954,057

ペルー

平成20年12月11日

平成20年12月9日

ボリビア

平成21年2月13日

平成20年12月18日

平成20年11月21日

平成20年10月28日

平成20年10月24日
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医療保健 サンタ・バルバラ病院に対する医療機材整備計画 サンタ・バルバラ病院 医療機関 \8,846,657

農林水産 エル・アルト市第１０区かんがいシステム建設計画 開発援助ボランティア・センター 国際ＮＧＯ \9,640,369

教育研究 クイサ小学校教室建設計画
リフチャリ・リャフタ地域社会研究セン
ター・セレス

ローカルＮＧＯ \3,478,253

医療保健 母子病院に対する医療機材整備計画 母子病院 医療機関 \9,262,045

教育研究 チキルヨ教育施設建設計画 タコパヤ市 地方公共団体 \9,509,854

医療保健 タコバンバ市ティリナ診療所整備計画 社会イニシアティブ自己開発プログラム ローカルＮＧＯ \5,282,750

民生環境 プエブロ・ビエホ村及びランチョ・ビエホ村電化計画 サン・フランシスコ・デ・ベセラ市役所 地方公共団体 \4,476,947

教育研究
ベレン・グアルチョ市ドクトール・ポリカルポ・ボニージャ小学校改
築計画

ベレン・グアルチョ市役所 地方公共団体 \6,917,182

教育研究 サン・ペドロ・デ・コパン市ミゲル・モラサン小学校改築計画 サン・ペドロ・デ・コパン市役所 地方公共団体 \5,505,699

民生環境 ロス・ジャノス村電化整備計画 タウラベ市役所 地方公共団体 \3,583,343

民生環境 タマラ地区ポトレリージョス村上水道整備計画
タマラ地区ポトレリージョス村水道委員
会

ローカルＮＧＯ \8,712,074

民生環境 オホホナ市アラグア村電化計画 オホホナ市役所 地方公共団体 \6,797,063

民生環境 ペデルナレス村及びラ・ボルサ村電化計画 コンコルディア市役所 地方公共団体 \7,608,064

教育研究
サン・ホセ・デ・コリナス市マリア・グスマン・デ・カバジェロ小学校
建設計画

サン・ホセ・デ・コリナス市役所 地方公共団体 \7,290,873

民生環境
ブエナ・ビスタ村、プラン・デ・レオネス村及びロス・プエンテス村
電化計画

サン・ヘロニモ市役所 地方公共団体 \9,205,319

教育研究 アラダ市オコタル村ラモン・ロサ基礎教育学校増築計画 アラダ市役所 地方公共団体 \7,386,132

民生環境 ビジャヌエバ市４村落電化計画 ビジャヌエバ市役所 地方公共団体 \6,648,581

教育研究 コマヤグア市エベン・エセル学校増築計画 コマヤグア市役所 地方公共団体 \5,053,247

教育研究 コマヤグア市視覚障害者学校建設計画 コマヤグア市視覚障害者協会 ローカルＮＧＯ \8,324,710

民生環境 スラコ市エル・イソテ村上水道整備計画 スラコ市役所 地方公共団体 \4,259,535

教育研究 ルックス小学校教室増改築計画 ルックス小学校 教育機関 \7,266,691

その他 プエルト・コルテス市集中豪雨災害被災者食糧援助計画
ホンジュラス赤十字プエルト・コルテス
支部

ローカルＮＧＯ \5,433,266

その他 エル・プログレッソ市集中豪雨災害被災者食糧援助計画
ホンジュラス赤十字エル・プログレッソ
支部

ローカルＮＧＯ \7,891,807

医療保健 バルファテ市集中豪雨災害被災者食糧援助計画
ミシオネス・デル・アグア・インテルナ
ショナル

国際ＮＧＯ \7,999,835

平成21年1月23日 医療保健 ５都市における中古緊急車両整備計画 ホンジュラス消防団 政府関係機関 \3,577,354

平成20年12月18日 医療保健 エル・ニスペロ市保健所建設計画 エル・ニスペロ市役所 地方公共団体 \8,210,693

平成20年12月5日 医療保健 ホンジュラス赤十字社救急車整備計画 ホンジュラス赤十字社 ローカルＮＧＯ \6,906,560

平成21年3月19日 教育研究 ベニート・フアレス州立小学校改修計画 ベニート・フアレス州立小学校 教育機関 \9,096,500

教育研究 フェルナンド・ブロム・ロハス公立小学校改修計画
フェルナンド・ブロム・ロハス公立小学
校

教育機関 \8,475,000

教育研究 アデライド・リオス・イ・モンテス・デ・オカ公立小学校改修計画
アデライド・リオス・イ・モンテス・デ・オカ
公立小学校

教育機関 \9,364,084

教育研究 カルティノ・マルドナド・ペレス公立小学校改修計画
カルティノ・マルドナド・ペレス公立小学
校

教育機関 \9,987,392

平成21年1月30日

平成21年3月18日
メキシコ

ボリビア

平成20年10月24日

平成20年8月22日

ホンジュラス

平成21年3月26日

平成21年2月25日

平成21年2月12日

平成21年2月10日
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