
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24日 民生環境
カブール県、パルワーン県、カピサ県及びバーミヤン県一帯にお
ける地雷除去計画

アフガン・テクニカル・コンサルタンツ ローカルＮＧＯ \70,060,000

平成21年3月4日 民生環境 アフガニスタン東部及び中央部における地雷回避教育計画 地雷除去・アフガン復興機関 ローカルＮＧＯ \9,944,000

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡コタス村排水渠建設計画 アフガニスタン市民活動機構 ローカルＮＧＯ \9,843,543

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡アクタ・ハナ村排水渠建設計画 アフガン開発組織 ローカルＮＧＯ \9,874,053

農林水産
ファリヤーブ県パシュトゥンコット郡クジャ・ムサ村灌漑設備建設
計画

トルキスタン復興施設 ローカルＮＧＯ \9,879,364

医療保健 ヘラート県におけるメンタル・ヘルス・ケア改善計画 国際援助団 国際ＮＧＯ \41,492,809

医療保健 パルワン県チャリカ郡バヤン・ウリア村公立クリニック建設計画 農業支援機関 ローカルＮＧＯ \9,878,686

その他
パルワーン県バグラム郡カローティ村及びカライアフマドハーン村
一帯における地雷除去計画

地雷除去計画協会 ローカルＮＧＯ \58,001,318

医療保健
ファリヤーブ県シャリンタガブ郡、グルザワン郡、バルチャラグ郡
飲料水供給計画

人道援助調整協会 ローカルＮＧＯ \24,568,799

教育研究 サリプル県バルハブ郡ザウ小学校建設計画 パヤム・ヌール教育社会サービス ローカルＮＧＯ \9,763,200

民生環境 カンダハール県アルガンダブ郡マズラ村給水施設建設計画 南西アフガニスタン地方開発協会 ローカルＮＧＯ \9,966,600

教育研究 ラグマン県メフテルラム市シール・ガル女子小学校建設計画 アフガニスタン復興調整機構 ローカルＮＧＯ \9,944,000

医療保健 ゴール県における地域に根ざした結核対策強化計画 グローバル・パートナーズ 国際ＮＧＯ \16,827,960

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡バドガ村農業・宅地保全堤防建設計画 アフガニスタン市民活動機構 ローカルＮＧＯ \9,853,148

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡シニア村農業・宅地保全堤防建設計画 アフガン開発組織 ローカルＮＧＯ \9,817,440

教育研究 ラグマン県カルガイ郡マンドラワール女子小学校建設計画 アフガニスタン復興調整機構 ローカルＮＧＯ \9,944,000

農林水産
クナール県アサダバード市ケララ・シャヒーダノ村農地・宅地保全
堤防及び排水渠建設計画

アフガン援助調整協会 ローカルＮＧＯ \9,043,955

農林水産 パンジシール県アナバ郡農業技術訓練計画 サミン開発復興協会 ローカルＮＧＯ \9,669,410

医療保健 バダクシャン県３郡における保健インフラ及びサービス強化計画 アガ・ハーン財団 国際ＮＧＯ \80,444,926

教育研究 クナール県ノールガル郡ノールガル女子小学校建設計画 アフガニスタン復興支援協会 ローカルＮＧＯ \9,705,457

教育研究 クナール県チョウキ郡チョウキ女子小学校建設計画 アフガニスタン復興支援協会 ローカルＮＧＯ \9,713,932

教育研究 サマンガン県ロイ・ド・アブ郡ロイ女子中学校建設計画 ソフラビ復興機構 ローカルＮＧＯ \9,716,418

教育研究 サマンガン県ロイ・ド・アブ郡マドラク中学校建設計画 ソフラビ復興機構 ローカルＮＧＯ \9,716,418

農林水産
クナール県アサダバード市カラマル・シャフバジ村護岸壁建設計
画

アフガン援助調整協会 ローカルＮＧＯ \9,691,671

農林水産 クナール県シェガル郡ソラノ・カライ村灌漑設備建設計画 教育農村開発機構 ローカルＮＧＯ \9,578,332

農林水産 サマンガン県サレコンダ村ジョイ・チェナラク川護岸壁建設計画 ザファ協力機構 ローカルＮＧＯ \9,705,005

農林水産
サマンガン県アイバク市ハン・アカ川農業・宅地保全堤防建設計
画

アフガニスタン国家協力開発協会 ローカルＮＧＯ \9,673,026

農林水産 クナール県アサダバード市ダム・カライ村護岸壁建設計画
アフガニスタンのための開発とエンパ
ワーメントの会

ローカルＮＧＯ \9,663,647

草の根・人間の安全保障無償資金協力
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通信運輸 ヘルマンド県ラシュカルガ郡カリース村排水渠建設計画 アリアナ統一復興評議会 ローカルＮＧＯ \9,703,536

農林水産
タハール県バンギ郡チャル・チェナル村及びジャマル・キア村護
岸壁建設計画

草の根開発パートナー ローカルＮＧＯ \9,169,950

農林水産 ダイクンディ県ニリ郡ラジール村灌漑設備建設計画 アフガニスタン経済拡大機構 ローカルＮＧＯ \9,908,292

教育研究 バーミヤン県における難民を対象とした中等教育改善計画 難民教育信託基金 国際ＮＧＯ \9,229,275

農林水産
バルフ県チムタル郡ウルーズガニ、ナウアバード及びバイテモー
ル村灌漑設備建設計画

社会開発協会 ローカルＮＧＯ \9,488,610

通信運輸 バルフ県チムタル郡排水渠建設計画 社会開発協会 ローカルＮＧＯ \9,597,881

教育研究 バグラーン県バノ郡フォジュ高等学校建設計画 環境保護・復興機構 ローカルＮＧＯ \9,717,661

通信運輸 バルフ県チムタル郡９村における排水渠建設計画 クンドゥース復興機関 ローカルＮＧＯ \9,600,593

教育研究 サマンガン県ダライソフ・パイン郡バヤナン小学校建設計画 シャマル技術復興機構 ローカルＮＧＯ \9,632,459

教育研究
サマンガン県ダライソフ・パイン郡チャル・アウリア小学校建設計
画

ミルザイエ復興基金 ローカルＮＧＯ \9,705,344

教育研究
サマンガン県ハザラト・スルタン郡ダオラト・アバド女子小学校建
設計画

アフガニスタン国家協力開発協会 ローカルＮＧＯ \9,709,638

医療保健 バルフ県バルフ郡ワジラバード・モハマンダン診療所建設計画 アフガニスタン復興開発センター ローカルＮＧＯ \9,925,468

通信運輸 クンドゥース県クンドゥース郡排水渠建設計画 クンドゥース復興機関 ローカルＮＧＯ \9,699,242

農林水産 ホースト県ラカン郡ホドザイ村灌漑設備建設計画 開発機構・社会奉仕チーム ローカルＮＧＯ \9,495,729

通信運輸 ホースト県ラカン郡アヨブ・ヒル村橋梁建設計画
アフガニスタン復興協会バズ建設ユ
ニット

ローカルＮＧＯ \9,475,502

通信運輸 ホースト県ホースト郡ファルムバフ村橋梁建設計画 アフガニスタン復興機構 ローカルＮＧＯ \9,687,377

農林水産
ナンガルハール県ムフマンド・ダル郡ハーン・ヒル村護岸壁建設
計画

ナヴィード・アフガニスタン復興協会 ローカルＮＧＯ \9,693,479

農林水産
ナンガルハール県ムフマンド・ダル郡ランディ村及びカンディ村護
岸壁建設計画

リシャード復興協会 ローカルＮＧＯ \9,711,220

教育研究 バグラーン県バノ郡バノ女子高等学校建設計画 環境保護・復興機構 ローカルＮＧＯ \9,717,661

教育研究 バグラーン県バノ郡キシェナバード女子高等学校建設計画 パルヤン復興機構 ローカルＮＧＯ \9,717,661

教育研究 タハール県タロカン郡ナフレ・サイード小学校建設計画 草の根開発パートナー ローカルＮＧＯ \9,708,395

民生環境
バダクシャン県ジーバク郡ジーバク村における給水設備整備計
画

ジーバク・コミュニティ開発評議会 ローカルＮＧＯ \18,891,905

教育研究 ラグマン県メフテルラム市ビスラム女子小学校建設計画 メフテルラム援助調整機構 ローカルＮＧＯ \9,716,305

教育研究 ラグマン県メフテルラム市ペラ・ババ小学校建設計画 メフテルラム援助調整機構 ローカルＮＧＯ \9,716,305

教育研究
カブール県カブール市第８地区セイド・ヌア・ムハンマド・ハーン男
子高校建設計画

アフガンナショナル復興協会 ローカルＮＧＯ \9,622,628

教育研究
カブール県カブール市第４地区ムハンマド・セディク・ファーハン中
学校建設計画

アフガニスタン復興開発コンサルタント
ユニット

ローカルＮＧＯ \9,652,460

医療保健 バルフ県マザリシャリフ郡アリム・ヒル村クリニック建設計画 コシャ農業コンサルタント ローカルＮＧＯ \9,168,029

教育研究 カブール県カブール市第１３地区ダシュテバルチ中学校建設計画 フランス・アフガン友好協会 国際ＮＧＯ \9,605,000

教育研究
カブール県カブール市第８地区アブドル・ラヒミ・ガフールザイ高
校建設計画

アフガンナショナル復興協会 ローカルＮＧＯ \9,639,917

アフガニスタン

平成20年10月22日

平成20年8月19日

平成20年7月22日

平成20年7月1日

平成20年6月17日
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アフガニスタン 平成20年6月17日 教育研究
カブール県カブール市第１１地区グラム・ハイデル・ハーン高校建
設計画

アフガニスタン復興開発コンサルタント
ユニット

ローカルＮＧＯ \9,692,801

平成21年3月7日 民生環境 アル＝マフウィート州ろう協会活動改善計画 アル＝マフウィート州ろう協会 ローカルＮＧＯ \9,217,636

平成21年1月18日 医療保健
サヌア州ハムダーン郡ワーディー・ダハル医療センター医療活動
改善計画

ハムダーン郡人口・保健局 地方公共団体 \9,814,163

平成21年1月11日 教育研究 アデン州アル・ブレイカ青少年知的障害者学校改修計画 アル・ラフマ青少年知的障害者協会 ローカルＮＧＯ \9,637,431

民生環境 イッブ州サブラ郡サウバーン地区給水網整備計画 サブラ郡地方評議会 地方公共団体 \9,999,935

教育研究 タイズ州アル＝モウザア郡アル＝ナハダ小学校建設計画 アル＝モウザア農業協会 ローカルＮＧＯ \9,989,765

民生環境 アビヤン州ルサド郡ジャバル・ラムトゥール村給水網改善計画 ルサド郡地方評議会 地方公共団体 \4,384,287

医療保健 ダマール州ルッサーバ地方病院拡張計画 ルッサーバ地方病院 医療機関 \9,995,076

民生環境 シャブワ州アタク郡ハマル地区給水改善計画 近代青少年協会 ローカルＮＧＯ \8,806,090

民生環境 アル＝ダーリア州ダムト市環境衛生改善計画 アル＝ダーリア州清掃と環境改善基金 地方公共団体 \9,096,500

平成20年10月12日 医療保健 アデン州コード・アル＝オスマーニー保健センター拡張計画 アデン州人口・保健局 地方公共団体 \9,879,477

平成20年9月10日 民生環境 ハドラマウト州アル＝カトゥン郡環境衛生改善計画 アル＝カトゥン郡地方議会 地方公共団体 \9,808,400

平成20年7月28日 医療保健 ハドラマウト州ゲイル・バワジール病院医療サービス改善計画 ゲイル・バワジール病院 医療機関 \6,939,556

平成20年7月14日 医療保健
アビヤン州ジンジュバール市母子保健センター医療サービス改
善計画

ジンジュバール母子保健センター 医療機関 \7,771,575

平成20年7月6日 民生環境 イエメン視覚障害者協会サヌア本部バス運行改善計画 イエメン視覚障害者協会サヌア本部 その他 \4,904,200

民生環境 ラヘジ州ラドファン郡環境衛生改善計画 ラヘジ州清掃環境改善基金 地方公共団体 \9,661,500

医療保健
サヌア州ジハーナ郡ムハンマド・アッドゥラア病院の医療機材整
備計画

ムハンマド・アッドゥラア病院 医療機関 \7,706,600

平成21年3月16日 その他 イラク南部における地雷・不発弾対策支援計画 デンマーク難民評議会 国際ＮＧＯ \56,273,548

平成21年2月25日 教育研究 アビー・アル・アハラール男子中学校修復計画 アビー・アル・アハラール男子中学校 教育機関 \9,025,875

平成20年12月13日 民生環境 カルバラ市地域福祉施設改修計画 カルバラ県特別介護・老人介護部局 地方公共団体 \9,339,450

平成20年11月13日 教育研究 イラク国民に対する復興支援事業啓発セミナー計画 開発政策研究所 ローカルＮＧＯ \7,243,300

平成20年7月31日 教育研究 ヤーファ女子中高等学校改修計画
イラクの子ども達を介護・支援する慈善
団体

ローカルＮＧＯ \8,907,564

農林水産 ケルマーン州農産物加工施設整備計画 ケルマーン州農業開発推進局 地方公共団体 \9,933,644

農林水産 ヤズド州農村女性家禽飼養生産性向上計画 ヤズド州農業開発推進局 地方公共団体 \9,414,420

医療保健 ケルマーン州ザランド市麻薬中毒患者治療支援施設整備計画 ケルマーン州福祉局 地方公共団体 \9,930,036

医療保健 ケルマーン州バフト市麻薬中毒患者治療支援施設整備計画 ケルマーン州福祉局 地方公共団体 \9,969,560

医療保健
シスタン・バルチスタン州チャバハール市麻薬中毒患者治療支援
施設整備計画

シスタン・バルチスタン州福祉局 地方公共団体 \9,732,580

平成20年12月4日 医療保健
ホラサーンラザヴィ州ガマレバニ・ハシェム病院医療機材整備計
画

ガマレバニ・ハシェム病院 医療機関 \9,759,476

平成20年12月3日 医療保健 テヘラン市小児ガン患者のための医療機材整備計画 小児ガン患者支援協会 ローカルＮＧＯ \9,617,124

平成20年10月16日 民生環境 ファールス州ネイリーズ行政区給水車両整備計画 ファールス州上下水道管理局 地方公共団体 \9,069,364

平成20年11月4日 農林水産 ニューバレー県農業技術訓練施設整備計画 ニューホライゾン社会開発協会 ローカルＮＧＯ \9,226,789

平成20年8月26日 教育研究 モノフィーヤ県公立小学校整備計画 エジプト赤新月協会モノフィーヤ支部 ローカルＮＧＯ \9,793,258

イエメン

平成20年12月24日

平成20年12月15日

平成20年11月17日

平成20年6月22日

イラク

イラン

平成20年12月8日

平成20年12月7日

エジプト
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平成20年8月20日 教育研究 ストリート・チルドレン支援学校機材整備計画 トフルティ基金 ローカルＮＧＯ \9,667,150

平成20年8月18日 教育研究 勤労児童のための巡回学習車両整備計画 アシュート実業家協会 ローカルＮＧＯ \6,497,500

平成20年8月14日 教育研究 オールド・カイロ地区公立小学校修繕計画 新フスタート協会 ローカルＮＧＯ \9,961,854

平成20年8月12日 医療保健 北シナイ県巡回医療車両整備計画 結核撲滅協会 ローカルＮＧＯ \9,994,172

教育研究 北シナイ県公立学校整備計画 環境保護国民協会 ローカルＮＧＯ \9,843,543

教育研究 聴覚障害者用職業訓練所開設計画 ナーディーン協会 ローカルＮＧＯ \8,946,549

平成21年3月23日 医療保健 ラッカ市自然分娩病院医療機材導入計画 ラッカ県保健局 医療機関 \9,025,536

平成21年2月19日 民生環境 クネイトラ県地雷被害者用義肢製作所設立計画 クネイトラ地雷被害者救済協会 ローカルＮＧＯ \14,304,444

民生環境 メドニン市身体障害者医療・教育施設車両整備計画 身体障害者総合協会メドニン支部 ローカルＮＧＯ \4,445,056

医療保健 骨髄移植患者のための医療器具整備改善計画 チュニジア骨髄移植協会 ローカルＮＧＯ \5,699,164

トルコ 平成21年3月9日 その他 ガジアンテップ県災害人命救助隊機材整備計画 捜索救助隊ガジアンテップ支所 ローカルＮＧＯ \7,585,238

平成21年3月12日 医療保健 ガザ地域緊急眼科医療支援計画 聖ジョン眼科病院 医療機関 \9,620,707

医療保健 西岸僻地におけるコミュニティ・ヘルス向上計画 パレスチナ医療救援協会 ローカルＮＧＯ \9,748,510

医療保健 ガザ地域メンタルヘルス・ケア拡充計画 パレスチナ医療救援協会 ローカルＮＧＯ \9,224,190

平成21年3月5日 農林水産 養蜂技術導入による５農村生計向上計画 農業技師ホーム協会 ローカルＮＧＯ \9,836,650

民生環境 ベイト・ドゥッコ村雨水貯水槽設置計画 ベイト・ドゥッコ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,889,534

民生環境 ザータラ町水道網整備計画 ザータラ町役場 地方公共団体 \9,943,887

教育研究 シルワッド女子小学校教室増築計画
パレスチナ開発・対話・民主主義評議
会

ローカルＮＧＯ \9,790,207

民生環境 ズブバ村電線網拡張計画 ズブバ村評議会 地方公共団体 \7,389,861

民生環境 サナブレ・エルハイル障害者協会診療・初等教育施設整備計画 サナブレ・エルハイル障害者協会 ローカルＮＧＯ \9,965,470

民生環境 アル・ウベィディーエ市水道網整備計画 アル・ウベィディーエ市役所 地方公共団体 \9,942,870

民生環境 アル・クハデル村教育施設雨水貯水槽設置計画 ホープ・フラワーズ学園 教育機関 \9,587,259

平成21年1月14日 民生環境 アイナブウス村水道網整備計画 アイナブウス村評議会 地方公共団体 \9,668,167

民生環境 シリス村電線網修復計画 シリス村評議会 地方公共団体 \9,121,360

教育研究 サヌール村男子校増築計画 サヌール村評議会 地方公共団体 \9,979,143

平成20年12月16日 民生環境 ウンム・リハン村汚水処理施設建設計画
イスラエル・パレスチナ情報研究セン
ター

ローカルＮＧＯ \9,868,968

平成20年11月27日 教育研究 アル・カルメル村新小学校舎建設計画 アル・カルメル村評議会 地方公共団体 \9,969,086

平成20年11月25日 教育研究 アル・アットゥフ村小学校増築計画 アル・アットゥフ村評議会 地方公共団体 \9,190,968

平成20年11月18日 教育研究 ベイト・ファジャール市アル・ワファ女子小学校教室増築計画 ベイト・ファジャール市役所 地方公共団体 \9,848,289

平成20年11月14日 医療保健 聖ジョン眼科病院診察機材整備計画 聖ジョン眼科病院 医療機関 \9,966,374

通信運輸 アイト・アブドーラ地区アスドレム集落道路整備計画 アスドレム開発、友好と相互扶助協会 ローカルＮＧＯ \9,695,516

農林水産 アイト・ヤコブ地区灌漑施設修復計画 ワラダ総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,561,200

教育研究 農村女性活動促進センター建設計画 モロッコ芳香性薬草開発協会 ローカルＮＧＯ \9,598,756

民生環境 アウグンズ村飲料水供給計画 アズル・ヌブトゥアラ開発協力協会 ローカルＮＧＯ \9,661,240

民生環境 アンズガルヌ集落飲料水供給計画 アグディム開発協力協会 ローカルＮＧＯ \9,803,592

エジプト

平成20年7月21日

シリア

チュニジア 平成21年3月19日

パレスチナ

平成21年3月6日

平成21年3月2日

平成21年2月23日

平成20年12月22日

モロッコ 平成21年1月7日
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通信運輸 タナルト村道路整備計画 アスナル開発文化スポーツ協会 ローカルＮＧＯ \9,826,880

通信運輸 イミン・タイヤルト村道路整備計画 イドゥ・ニディフ開発協力協会 ローカルＮＧＯ \9,857,548

医療保健 グルミム産婦人科増築計画 特別支援児童連帯協会 ローカルＮＧＯ \9,882,804

教育研究 アサ市女性職業訓練センター建設計画
社会資格のためのアル・ムンタダ・アネ
スイ協会

ローカルＮＧＯ \5,519,420

民生環境 タルムスト集落飲料水供給計画 タルムスト開発協力協会 ローカルＮＧＯ \8,701,348

民生環境 ムシシ灌漑施設改修計画 ムシシ農業開発協会 ローカルＮＧＯ \8,325,788

農林水産 オアシス・ザグ灌漑水路整備計画
ザグ市アル・ファダア・アル・ジャマアウ
イ協会

ローカルＮＧＯ \3,966,832

平成21年3月24日 医療保健 マダバ市アルカサバ診療所整備計画 ナダワ慈善協会 ローカルＮＧＯ \6,989,954

平成21年2月15日 医療保健 聴覚障害児教育施設の環境改善計画 ヨルダン・ハシュミテ人材開発基金 ローカルＮＧＯ \3,303,781

平成21年1月29日 民生環境 貧困層女性に対する職業訓練計画 コーカサス慈善協会婦人部 ローカルＮＧＯ \7,848,641

平成20年12月23日 民生環境 視覚障害者支援施設の教育環境改善計画 視覚障害者扶助組合 ローカルＮＧＯ \6,676,605

平成20年11月20日 教育研究 女性のための職業訓練施設改善計画 ヨルダン全国女性フォーラム ローカルＮＧＯ \1,647,427

平成20年7月2日 農林水産 グレイグレ及びフェナン地域灌漑施設改善計画 ヨルダンリバー基金 ローカルＮＧＯ \4,608,479

平成21年3月17日 教育研究 アルメニア正教会学校における校舎整備計画 ソウレン・ハナミリアン校 教育機関 \9,372,446

平成21年3月10日 医療保健 女性のための薬物治療環境整備計画 ウム・エル・ヌール ローカルＮＧＯ \7,520,941

平成21年3月5日 医療保健 健康診断センターにおける臨床検査室整備計画 ダール・エル・ファトワ健康診断センター 医療機関 \4,972,000

平成21年3月3日 教育研究
知的障害者センターにおける障害児搬送用車両及び教育環境整
備計画

イナーヤ基金 ローカルＮＧＯ \9,114,693

平成21年2月17日 民生環境 スジョド村環境改善用機材整備計画 スジョド村 地方公共団体 \3,616,000

平成21年1月28日 医療保健 西アル・シャハール国立病院における医療機材整備計画 西アル・シャハール国立病院 医療機関 \7,979,947

平成21年1月14日 医療保健 社会的弱者支援のための医療機材整備計画 アル・アルズ・スポーツ文化協会 ローカルＮＧＯ \6,368,341

平成20年12月3日 教育研究
アル・イマーム・アル・ウザーイ学校身体障害児童搬送用車両整
備計画

ムハンマド・ハーリド博士社会財団 ローカルＮＧＯ \7,119,000

平成20年11月26日 医療保健 女性診療所への医療機材整備計画 レバノン母性委員会アレイ支部 医療機関 \9,267,130

平成20年11月24日 医療保健 サラアイン・アル・ファウカ村救急車整備計画 サラアイン・アル・ファウカ村 地方公共団体 \7,401,500

ヨルダン

レバノン

モロッコ 平成21年1月7日
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