
国 G/C締結日 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

教育研究 テバニマネカ小学校整備計画 テバニマネカ小学校 教育機関 \9,989,991

教育研究 ダイ・ニッポン小学校整備計画 ダイ・ニッポン小学校 教育機関 \6,731,975

平成20年11月11日 農林水産 北タラワ島水産センター整備計画 北タラワ島役場 地方公共団体 \8,680,095

教育研究 ヴァイロア・アレイパタ小学校再建計画 ヴァイロア・アレイパタ小学校委員会 教育機関 \9,547,276

教育研究 ファシトゥ・ウタ小学校再建計画 ファシトゥ・ウタ小学校委員会 教育機関 \9,351,061

教育研究 イヴァ小学校再建計画 イヴァ小学校委員会 教育機関 \9,995,223

教育研究 ファレトル小学校再建計画 ファレトル小学校委員会 教育機関 \9,618,964

教育研究 マタトゥフ小学校再建計画 マタトゥフ小学校委員会 教育機関 \9,210,672

平成21年3月10日 医療保健 チョイセル州医療機関看護師寮建設計画 チョイセル州政府 地方公共団体 \8,593,650

平成20年12月5日 民生環境 ブリ水供給施設建設計画 ブリ水供給委員会 ローカルＮＧＯ \7,680,384

平成20年11月28日 医療保健 ススボナ地域病院向上計画 イザベル州政府 地方公共団体 \9,244,078

平成20年11月25日 農林水産 キラキラ漁業センター向上計画 マキラ・ウラワ州政府 地方公共団体 \6,750,168

平成20年11月21日 民生環境 カカボナ公衆衛生改善計画 タコ開発組合 ローカルＮＧＯ \8,179,166

平成20年11月20日 教育研究 マライタ州教育施設向上計画 マライタ州政府 地方公共団体 \8,876,376

平成20年9月12日 教育研究 ベララベラ多目的ホール建設計画 ベララベラ首長評議会 ローカルＮＧＯ \6,317,717

平成20年8月8日 医療保健 ハウケシア診療所向上計画 アウルタラウ酋長評議会 ローカルＮＧＯ \8,495,227

平成20年6月23日 通信運輸 アンガノア商品保管倉庫建設計画 アンガノア商品保管倉庫委員会 ローカルＮＧＯ \4,468,924

平成21年3月12日 通信運輸 バイツプ島港湾荷役機械整備計画 バイツプ島役場 地方公共団体 \9,885,579

医療保健 ニウタオ島診療所整備計画 保健省 政府関係機関 \9,950,328

医療保健 ヌイ島診療所整備計画 保健省 政府関係機関 \9,950,328

平成20年11月27日 教育研究 エウア中等学校改修計画 エウア中等学校父母教師会 教育機関 \9,983,776

民生環境 ハアフェバ村給水施設整備計画 ハアフェバ村委員会 ローカルＮＧＯ \9,327,811

民生環境 ノムカ村給水施設整備計画 ノムカ村委員会 ローカルＮＧＯ \9,613,475

民生環境 ペア村給水施設整備計画 ペア村給水委員会 ローカルＮＧＯ \9,277,752

民生環境 フォウイ村給水施設整備計画 フォウイ村給水委員会 ローカルＮＧＯ \9,154,356

民生環境 ハアテイホ村給水施設整備計画 ハアテイホ村給水委員会 ローカルＮＧＯ \9,163,848

教育研究 コロモトゥア小学校整備計画 コロモトゥア小学校父母教師会 ローカルＮＧＯ \5,167,490

民生環境 ナコロ村給水施設整備計画 ナコロ村給水委員会 ローカルＮＧＯ \9,235,377

民生環境 ロファンガ村給水施設整備計画 ロファンガ村委員会 ローカルＮＧＯ \9,591,327

民生環境 ウトゥイ村給水施設整備計画 ウトゥイ村給水委員会 ローカルＮＧＯ \8,312,280

民生環境 マンギア村給水施設整備計画 マンギア村給水委員会 ローカルＮＧＯ \6,665,079

ナウル 平成21年2月20日 民生環境 ナウル国南部地域給水車整備計画 ナウル公共事業局 政府関係機関 \6,288,676
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ナウル 平成21年2月20日 民生環境 ナウル国北部地域給水車整備計画 ナウル公共事業局 政府関係機関 \9,983,663

民生環境 フリラウ地区飲料水供給計画 フリラウ共同体 ローカルＮＧＯ \8,515,567

民生環境 ブロア・アリグ地区飲料水供給計画 ブロア・アリグ共同体 ローカルＮＧＯ \9,496,633

民生環境 ケレヴァリス地区飲料水供給計画 ケレヴァリス共同体 ローカルＮＧＯ \9,983,550

教育研究 セント･ジャックス小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \9,318,319

教育研究 ラルココ小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \8,749,138

教育研究 エラコール小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \9,089,155

教育研究 ウビク小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \9,033,672

平成20年10月23日 教育研究 バヌアツ職業訓練校実習機材整備計画 バヌアツ職業訓練校 教育機関 \9,167,916

教育研究 アンバ小学校拡充計画 アンバ小学校 教育機関 \9,768,737

教育研究 ナンガ・エマニュエル小学校整備計画 ココプ村森林保護管理協会 ローカルＮＧＯ \8,622,578

教育研究 聖パトリックス・カトリック小学校拡充計画 聖パトリックス・カトリック小学校 教育機関 \9,993,494

平成20年12月12日 教育研究 理科実験室教材整備計画 ミッゼンティ高校 教育機関 \2,468,485

平成20年11月26日 農林水産 女性向け農業訓練施設整備計画 オイスカ・パラオ ローカルＮＧＯ \5,096,187

平成20年11月12日 医療保健 パラオ居住地区動物検疫対策強化計画 パラオ動物福祉協会 ローカルＮＧＯ \1,708,447

民生環境 ナレンバレンバ村給水施設整備計画 ナレンバレンバ村委員会 ローカルＮＧＯ \9,423,974

教育研究 ランビセサー・チョードリー・メモリアル小学校整備計画
ランビセサー・チョードリー・メモリアル
小学校

教育機関 \9,285,097

民生環境 バンドラヤ村・ジャファウ居住地給水施設整備計画 バンドラヤ村・ジャファウ居住地共同体 ローカルＮＧＯ \6,858,648

教育研究 ナイタシリ・バハルティヤ学校整備計画 ナイタシリ・バハルティヤ学校 教育機関 \4,999,911

医療保健 ランバサ病院医療機器整備計画 ランバサ病院 医療機関 \3,804,258

教育研究 バレバソンガ中等学校整備計画 バレバソンガ中等学校 教育機関 \9,905,467

民生環境 ランバサ町公衆衛生環境改善計画 ランバサ町役場 地方公共団体 \6,533,434

教育研究 ロマワイ中高等学校整備計画 ロマワイ中高等学校 教育機関 \9,399,679

教育研究 ヴジ・メソジスト小学校整備計画 ヴジ・メソジスト小学校 教育機関 \9,150,514

通信運輸 タヴヤ村橋梁復旧計画 タヴヤ村共同体 ローカルＮＧＯ \9,864,900

教育研究 セント・ジョン・ボスコ小学校整備計画 セント・ジョン・ボスコ小学校 教育機関 \9,743,877

教育研究 トンガ小学校整備計画 トンガ小学校 教育機関 \8,469,576

教育研究 ナカイコンゴ・サナタンダーラム学校整備計画 ナカイコンゴ・サナタンダーラム学校 教育機関 \7,403,534

教育研究 ロマリー・カトリック小学校整備計画 ロマリー・カトリック小学校 教育機関 \9,993,268

平成21年3月19日 民生環境 ウォッジェ環礁コミュニティセンター建設計画 ウォッジェ環礁地方政府 地方公共団体 \9,326,907

平成21年3月4日 医療保健 マジュロ・イバイ救急輸送改善計画 マーシャル諸島共和国保健省 政府関係機関 \9,486,350

平成21年2月26日 教育研究 リタ・バプティスト教会学校高等部改築計画 リタ・バプティスト教会学校 教育機関 \9,965,131

平成21年2月25日 民生環境 デラップ地区技術訓練センター改善計画 ワアン・アイルン・イン・マージェル ローカルＮＧＯ \8,952,086

平成21年2月19日 通信運輸 ジャルート環礁イムロジ島海上輸送改善計画 ジャルート環礁地方政府 地方公共団体 \9,831,000

平成21年1月30日 民生環境 ウトリック環礁コミュニティセンター建設計画 ウトリック環礁地方政府 地方公共団体 \9,717,435
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平成21年1月28日 通信運輸 アイルック環礁海上輸送改善計画 アイルック環礁地方政府 地方公共団体 \9,831,000

平成21年1月27日 通信運輸 マロエラップ環礁海上輸送改善計画 マロエラップ環礁地方政府 地方公共団体 \9,972,250

平成21年3月2日 民生環境
ポンペイ州・プウィン・ケイス地域コミュニティ多目的ホール建設計
画

プウィン・ケイス・コミュニティ 地方公共団体 \9,999,709

教育研究 チューク州ザビエル高校多目的教育施設建設計画 ザビエル高校 教育機関 \9,998,014

医療保健 ポンペイ州健康増進研修施設拡張計画
ポンペイ・アイランド・フード・コミュニ
ティー

ローカルＮＧＯ \2,477,751

平成20年12月12日 医療保健 ポンペイ州立病院医療機材整備計画
ポンペイ州政府保健局ポンペイ州立病
院

医療機関 \6,888,480

平成20年12月4日 教育研究 ポンペイ州学校衛生設備改善計画 ポンペイ州環境保護局 地方公共団体 \9,988,522

平成20年12月1日 農林水産 ポンペイ州零細漁民のための漁場整備計画 ポンペイ州経済局海洋開発部 地方公共団体 \4,901,714

マーシャル
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