
G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

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 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

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

セルビア 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

ヨルダン 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

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

平成20年7月6日 イエメン 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

医療保健 インパール草の根基礎医療推進計画 地域保健団体 医療機関 \9,338,320

民生環境
リハビリテーションを必要とする障がい児童の寄宿センター建設
計画

ラジャスタン女性福祉団体 ローカルＮＧＯ \8,980,788

平成20年7月10日 マダガスカル 教育研究 タンジュンバト市公立中学校改築計画 タンジュンバト市 地方公共団体 \9,827,700

平成20年7月14日 イエメン 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

インドネシア 教育研究 アニサ幼稚園及び小学校校舎増改築計画 アニサ・イスラム教育協会 教育機関 \9,775,856

コンゴ（民） 民生環境 キンシャサ市消防車配備計画 キンシャサ市 地方公共団体 \15,661,574

通信運輸 ナパバーン村・ノンセーン村村落道建設計画 ナパバーン村 地方公共団体 \9,028,700

農林水産 セコン県養殖場改善計画 セコン県農林局 地方公共団体 \7,169,398

ブラジル 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

セルビア 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

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

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
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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

平成20年7月24日 ブルガリア 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

モザンビーク 医療保健 マプト州ボアネ郡アンブロジオ保健所建設支援計画 フーコン ローカルＮＧＯ \9,992,025

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

平成20年7月28日 イエメン 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

グルジア 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

イラク 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

グアテマラ 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
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