
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9日 教育研究 ガフ地区ガフ市第３学校建設計画
アゼルバイジャン地域開発調査・訓練・
人材センター

ローカルＮＧＯ \9,680,258

医療保健 イスマイリ地区イヴァノフカ村病院産婦人科整備計画 支援・開発のための市民社会 ローカルＮＧＯ \9,315,720

医療保健 アグジャベディ地区フスル村診療所建設計画 開発２００６（社会支援公共協会） ローカルＮＧＯ \9,941,401

医療保健 ギャンジャ市救急病院救急病棟改修計画
「ヤングリーダー」教育訓練開発公共団
体

ローカルＮＧＯ \9,944,000

医療保健 バラケン地区タララル村診療所建設計画 社会・経済発展支援公共協会 ローカルＮＧＯ \9,944,000

医療保健 ビラスバル地区アシャギジュラリ村病院建設計画 タラギ　社会開発公共団体 ローカルＮＧＯ \9,711,898

教育研究 シェキ地区オルタ・ザイジッド村幼稚園建設計画 ウルチャイ慈善協会 ローカルＮＧＯ \9,556,749

民生環境 バルダ地区２ヶ村飲料水供給計画 アラン人道・地域開発団体 ローカルＮＧＯ \9,919,140

教育研究 グバ地区ハナガフ村学校建設計画 青年人材協会「リラ」 ローカルＮＧＯ \9,702,971

医療保健 ザガタラ地区ファルダルリ村診療所建設計画 開発のための青年協会 ローカルＮＧＯ \9,868,403

教育研究
アグジャベディ地区タフタコルプ村ラチン国内避難民学校建設計
画

ワールド・ビジョン　アゼルバイジャン 国際ＮＧＯ \9,944,000

医療保健 イミシリ地区ハルファリ村診療所建設計画 「発展」社会調査公共ユニオン ローカルＮＧＯ \9,944,000

教育研究 シェキ地区ダラジャナット村学校建設計画 女性の世界 ローカルＮＧＯ \9,939,254

平成20年6月24日 民生環境 イスマイリ地区ラヒジ村給水施設整備計画
アゼルバイジャン地域開発調査・訓練・
人材センター

ローカルＮＧＯ \9,696,982

教育研究 エレバン視覚障害児学校整備計画 ＮＧＯヒューマンヘルス ローカルＮＧＯ \9,988,183

教育研究 タブシュ州小中学校整備計画 ＮＧＯ開発と福祉 ローカルＮＧＯ \9,549,630

医療保健 エレバン麻薬中毒患者診療所整備計画 ＮＧＯ反麻薬市民連合 ローカルＮＧＯ \9,999,370

民生環境 シュニック州高齢者福祉施設改修計画 ＮＧＯミッション・アルメニア ローカルＮＧＯ \9,732,803

平成21年1月19日 民生環境 ルチャバン村給水施設改修計画 ルチャバン村 地方公共団体 \7,528,851

平成21年3月18日 医療保健 ノヴォグラード・ヴォリンスキー地域病院医療機材改善計画
ノヴォグラード・ヴォリンスキー市婦人
協会

ローカルＮＧＯ \9,168,368

平成21年3月6日 教育研究 シンフェローポリ市立第３７小学校における教育環境改善計画 シンフェローポリ市立第３７小学校 教育機関 \8,216,343

平成21年2月17日 医療保健 ジトーミル州立血液センター医療機材改善計画 ジトーミル州立血液センター 医療機関 \7,402,743

平成20年12月9日 教育研究 ウジゴロド地区幼稚園衛生環境改善計画 パノニーア ローカルＮＧＯ \7,687,390

平成20年12月5日 医療保健 ソヴェーツカヤ地区中央病院医療機材改善計画 ソヴェーツカヤ地区中央病院 医療機関 \6,480,437

平成20年10月17日 医療保健 放射能汚染地域ロクィトウネ地区乳幼児医療環境改善計画 リヴネ州ロクィトウネ地区中央病院 医療機関 \5,724,580

平成20年10月3日 医療保健
ジトーミル州チェルノブイリ事故汚染地域消防士のための医療環
境整備計画

慈善基金チェルノブイリの消防士達 ローカルＮＧＯ \7,375,849

平成20年8月14日 医療保健
ジトーミル州北部チェルノブイリ事故被災者健康診断用機材改善
計画

ジトーミル州政府・在コロステン市同州
北部地区管轄診断センター

医療機関 \7,525,461

ウズベキスタン 平成21年3月17日 民生環境 アラル海植林のための農業機材整備計画
アラル海救済国際基金ウズベキスタン
事務所

国際機関 \7,496,872

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

（NIS地域）

アゼルバイジャン

平成20年12月17日

平成20年11月27日

平成20年6月27日

アルメニア
平成21年3月5日

ウクライナ
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医療保健 ナボイ州キジルテパ地区中央病院医療機材整備計画 ナボイ州キジルテパ地区中央病院 医療機関 \9,784,670

医療保健 フェルガナ州小児病院医療機材整備計画 フェルガナ州小児病院 医療機関 \9,831,000

医療保健 ナマンガン州チャルタク地区病院医療機材整備計画 ナマンガン州チャルタク地区病院 医療機関 \9,942,870

医療保健 アンディジャン州小児病院医療機材整備計画 アンディジャン州小児病院 医療機関 \9,794,840

医療保健 スルハンダリヤ州バイスン中央病院医療機材整備計画 スルハンダリヤ州バイスン中央病院 医療機関 \9,646,810

医療保健 ブハラ州カラクル市中央病院医療機材整備計画 ブハラ州カラクル市中央病院 医療機関 \9,149,610

教育研究 タシケント州アングレン市第１２学校環境整備計画 タシケント州アングレン市第１２学校 教育機関 \7,900,169

教育研究 シルダリア州アカルティン地区第９学校環境整備計画 シルダリア州アカルティン地区第９学校 教育機関 \8,243,802

教育研究 シルダリア州シルダリア地区第１３学校環境整備計画 シルダリア州シルダリア地区第１３学校 教育機関 \7,112,107

教育研究 アンディジャン州イズボスカン地区第２０学校環境整備計画
アンディジャン州イズボスカン地区第２
０学校

教育機関 \9,495,616

教育研究 アンディジャン州コルゴンテパ地区第２７学校環境整備計画
アンディジャン州コルゴンテパ地区第２
７学校

教育機関 \9,186,335

教育研究 フェルガナ州ウズベキスタン地区第５７学校環境整備計画
フェルガナ州ウズベキスタン地区第５７
学校

教育機関 \8,453,869

教育研究 サマルカンド州サマルカンド市第２０学校環境整備計画
サマルカンド州サマルカンド市第２０学
校

教育機関 \7,525,122

教育研究 サマルカンド州サマルカンド市第１４学校環境整備計画
サマルカンド州サマルカンド市第１４学
校

教育機関 \4,942,733

教育研究 サマルカンド州サマルカンド地区第３０学校環境整備計画
サマルカンド州サマルカンド地区第３０
学校

教育機関 \6,508,235

教育研究 ヌクス市第１８学校環境整備計画 ヌクス市第１８学校 教育機関 \9,257,751

教育研究 スルハンダリヤ州アンゴール地区第１学校環境整備計画
スルハンダリヤ州アンゴール地区第１
学校

教育機関 \9,997,901

教育研究 スルハンダリヤ州テルメズ市第６寄宿学校環境整備計画
スルハンダリヤ州テルメズ市第６寄宿
学校

教育機関 \4,916,856

教育研究 ノヴォドリンスク村第１１一般学校改修計画 ノヴォドリンスク村第１１一般学校 教育機関 \9,693,140

医療保健
北カザフスタン州ペトロパブロフスク市第一病院医療機材整備計
画

ペトロパブロフスク市第一病院 医療機関 \6,715,364

医療保健 ゼレンダ地方農村部救急車整備計画 ゼレンダ地方外来病院 医療機関 \9,266,000

民生環境 車椅子工場設立による障害者自立支援計画 アクトベ肢体不自由市民保護協会 ローカルＮＧＯ \9,538,443

農林水産 セメイ地方放牧地における井戸整備計画 地方社会福祉協会イリス ローカルＮＧＯ \9,605,000

医療保健 テミルタウ市におけるエイズ感染者を含む貧困層支援計画 社会基金クレド ローカルＮＧＯ \7,231,209

民生環境 カラガンダ州孤児院改修計画 カラガンダ州孤児院 教育機関 \9,718,000

その他 マイクロクレジットによるゼレンダ地方貧困層支援計画 ＮＧＯマイクロクレジット ローカルＮＧＯ \9,944,000

教育研究 チュイ州ジャイルー地方国立養護学校衛生改善計画 オルト・スー国立養護学校 教育機関 \3,584,812

民生環境 ビシュケク市第２０国立中等技術学校教育・衛生環境改善計画 第２０国立中等技術学校 教育機関 \6,940,912

医療保健 ビシュケク市小児救急センター改修計画
ビシュケク市立小児救急病院付属救急
センター

医療機関 \8,819,650

グルジア 平成20年11月19日 教育研究 ポティ市第１幼稚園改修計画 ポティ市就学前教育協会 ローカルＮＧＯ \9,943,435

平成21年1月15日

ウズベキスタン

平成20年11月25日

カザフスタン

平成21年2月5日

平成20年11月11日

キルギス 平成21年3月18日
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平成20年11月19日 民生環境 ティアネティ地区シオニ村水供給システム整備計画 アクアメディア ローカルＮＧＯ \9,706,700

農林水産 クヴァレリ地区キンズマラウリ村農業共同組合整備計画 発展 ローカルＮＧＯ \9,649,635

医療保健 低所得者層糖尿病合併症診断強化計画 グルジア糖尿病・内分泌学協会同盟 ローカルＮＧＯ \9,944,000

平成20年8月26日 農林水産 カスピ地区農業協同組合整備計画 苗木 ローカルＮＧＯ \9,307,245

平成20年7月31日 教育研究 トビリシ市障害児用第１９８学校トレーニング・ホール改修計画 ユニオン「父母の橋」 ローカルＮＧＯ \9,261,480

教育研究 サガレジョ地区パタラ・チャイルリ村保育園改築計画 パタラ・チャイルリ村保育園 教育機関 \9,937,898

農林水産 ランチュフティ地区ジャパナ村農業協同組合整備計画 グルジア山岳連盟 ローカルＮＧＯ \9,596,638

教育研究 カレリ地区ルイシ村保育園整備計画 国際ユニオン　グロブス ローカルＮＧＯ \9,942,983

農林水産 メスティア地区農業機械整備計画 ゼモ・スヴァネティ発展基金 ローカルＮＧＯ \9,563,755

その他 イシュカシム行政郡及びロシュトカラ行政郡防災計画 フォーカス 国際ＮＧＯ \9,885,918

農林水産 ジリクル行政郡農機具整備計画 ジリクル行政郡 地方公共団体 \9,991,686

農林水産
クーヒストーニマスチョ行政郡イワン・タジク地区灌漑施設建設計
画

クーヒストーニマスチョ行政郡 地方公共団体 \9,381,825

通信運輸 アイニー行政郡村落間簡易道路整備計画 アイニー行政郡 地方公共団体 \9,334,817

農林水産 タヴィルダラ行政郡野菜栽培技術向上計画 タヴィルダラ行政郡 地方公共団体 \9,284,306

平成21年3月16日 農林水産 タジカバード行政郡野菜栽培技術向上計画 タジカバード行政郡 地方公共団体 \8,688,796

農林水産
ムーミナバード行政郡デヘバランド地区ハナタラシュ村農産物保
管倉庫改修計画

ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,538,443

通信運輸 ムーミナバード行政郡クルチャシュマ地区村落間道路改修計画 ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,235,490

農林水産 ジリクル行政郡ジリクル地区野菜栽培技術向上計画 ジリクル行政郡 地方公共団体 \9,201,929

教育研究 パンジ行政郡アラブ地区第７中等学校新校舎建設計画 パンジ行政郡 地方公共団体 \9,564,433

農林水産
ムーミナバード行政郡デヘバランド地区トゥトカウル村農業用水
路改良計画

ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,249,502

平成21年3月6日 その他 ルシャン行政郡地雷除去計画 スイス地雷除去財団 国際ＮＧＯ \38,001,561

平成21年2月25日 農林水産 アイニー行政郡シャムトゥーチ地区灌漑施設改修計画 アイニー行政郡 地方公共団体 \9,019,208

民生環境
ムーミナバード行政郡チヒルドフタラーン地区３村用送電線設置
計画

ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,244,869

農林水産 ゴンチ行政郡カリーニナバード地区灌漑農業用水路改修計画 ゴンチ行政郡 地方公共団体 \9,342,953

農林水産 タヴィルダラ行政郡チルダラ地区チルダラ村灌漑施設建設計画 タヴィルダラ行政郡 地方公共団体 \8,322,563

医療保健 ブラギン中央地区病院医療機材改善計画 ブラギン中央地区病院 医療機関 \9,626,583

医療保健 ロエフ中央地区病院医療機材改善計画 ロエフ中央地区病院 医療機関 \8,445,507

平成21年3月10日 医療保健 エリスク中央地区病院医療機材改善計画 エリスク中央地区病院 医療機関 \9,144,073

医療保健 ゴメリ州立小児病院医療機材改善計画 ゴメリ州立小児病院 医療機関 \7,865,478

医療保健 ブダ・コシェリョヴォ中央地区病院医療機材改善計画 ブダ・コシェリョヴォ中央地区病院 医療機関 \8,641,449

医療保健
モルドバ国立神経外科・脳神経外科病院におけるリハビリ機材改
善計画

モルドバ共和国神経外科リハビリ協会 ローカルＮＧＯ \9,995,076

教育研究 ヒルトプル・マレ村初等教育施設環境整備計画
共和国農業生産家協会連合「ユニアグ
ロプロテクト」

ローカルＮＧＯ \9,944,000

グルジア

平成20年10月30日

平成20年7月3日

タジキスタン

平成21年3月19日

平成21年3月18日

平成21年3月10日

平成21年2月24日

ベラルーシ

平成21年3月13日

平成21年3月6日

平成20年9月29日モルドバ
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