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その他 アンティケ州における台風被害にともなう仮設住宅建設計画 アンティケ州政府 地方公共団体 \8,976,042

その他
ミンダナオ島マギンダナオ州及びシャリフ・カブンスアン州におけ
る台風被害にともなう仮設住宅建設計画

ミンダナオ・ツロン・バケェット ローカルＮＧＯ \9,260,802

通信運輸 アンギア村道路整備計画 アンギア村人民委員会 地方公共団体 \9,719,582

民生環境 カオソン村飲料水供給計画 カオソン村人民委員会 地方公共団体 \9,555,845

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

ガボン 民生環境 イヴィンドウ国立公園保全活動機材整備支援計画
ワイルドライフ・コンセルベーション・ソ
サエティ・ガボン支部

国際ＮＧＯ \7,845,924

タンザニア 教育研究 モロゴロ州キロサ県キマンバ中学校女子寮建設計画 キロサ県庁 地方公共団体 \9,955,639

グアテマラ 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

ブラジル 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

通信運輸 バドゥッラ県コスゴッラ村における橋梁整備計画 人道的組織連合 ローカルＮＧＯ \9,867,047

農林水産
バティカロア県旧ＬＴＴＥ支配地域における再定住者コミュニティー
に対する食糧安全保障確保計画

サルボダヤ ローカルＮＧＯ \9,904,563

教育研究 ドルノド県ハルハゴル郡１１年制学校寄宿舎改修計画 ドルノド県ハルハゴル郡１１年制学校 教育機関 \9,933,830

教育研究 ボルガン県モゴド郡９年制学校校舎及び食堂改修計画 ボルガン県モゴド郡９年制学校 教育機関 \9,742,521

ソロモン 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

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20年8月11日 ベトナム 教育研究 イエンクオン村小学校建設計画 イエンクオン村人民委員会 地方公共団体 \9,703,084

教育研究 セント・ジョンボスコ・ムウェルカ小学校教室棟建設計画 セント・ジョンボスコ・ムウェルカ小学校 教育機関 \9,993,833

医療保健
ネビ県における医療器具整備を通じたプライマリー・ヘルスケア・
サービス向上計画

ネビ県政府 地方公共団体 \9,918,801

教育研究 アルア県における小学校２校の教室棟建設計画 アルア県政府 地方公共団体 \9,986,940

医療保健 助産婦の能力向上のためのトレーニング・センター建設計画 ウガンダ民間助産婦協会 ローカルＮＧＯ \9,999,935

医療保健 タパッチ保健センター産婦人科病棟建設計画 モロト教区保健局 ローカルＮＧＯ \7,529,303

教育研究 ジョン・ポール教皇二世記念中高等学校教室棟建設計画
ジョン・ポール教皇二世記念中高等学
校

教育機関 \8,889,371

エジプト 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

コスタリカ 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

クロアチア 教育研究 民族融和のための青年ワークショップ支援計画 クロアチア赤十字　オシエク市支部 ローカルＮＧＯ \684,372

エルサルバドル 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
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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

グアテマラ 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

ウクライナ 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

エジプト 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

グアテマラ 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

教育研究 フート省職業訓練カレッジ機材整備計画 フート省職業訓練カレッジ 教育機関 \9,435,500

教育研究 ダイアン村小学校建設計画 ダイアン村人民委員会 地方公共団体 \9,999,144

エジプト 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

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

コスタリカ 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

教育研究 クラチェ州地域参加型小学校校舎修繕・増築計画 女子と子供の権利開発 ローカルＮＧＯ \6,395,913

教育研究 プノンペン市１中等高等学校中古机椅子整備計画 プノンペン市教育・青少年・スポーツ局 地方公共団体 \6,594,567

教育研究 プレイベーン州メサーン地区６小学校中古机椅子整備計画
プレイベーン州教育・青少年・スポーツ
局

地方公共団体 \5,645,480

教育研究 プノンペン市ダンコー地区４小学校中古机椅子整備計画
プノンペン市ダンコー地区教育・青少
年・スポーツ事務所

地方公共団体 \7,200,247

エジプト 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

モザンビーク 教育研究 マプト州カテンベ郡グアシェネ小学校建設支援計画 セー・エミ・アー ローカルＮＧＯ \9,507,029

ボリビア 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
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平成20年8月22日 ボリビア 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

平成20年8月25日 南アフリカ 教育研究 マメロディ西地区職業訓練機材整備計画 ヘルピング・ハンド・プロジェクト ローカルＮＧＯ \4,398,977

グルジア 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

マダガスカル 医療保健 ツァラララナ母子大学病院医療機材整備計画 ツァラララナ母子大学病院 医療機関 \7,089,720

エジプト 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

コスタリカ 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

医療保健 ヴァルナ市眼科専門病院診療器具整備計画 ヴァルナ市眼科専門病院 医療機関 \4,843,904

教育研究 リャスコベツ市デュリュニツァ村幼稚園改修計画 リャスコベツ市 地方公共団体 \9,839,672

教育研究 サルーラ中学校校舎改修計画
フリア・クリステン・インドネシア財団パ
ハエ・ジャエ支部

教育機関 \8,246,627

民生環境
アマナット・アグン薬物中毒患者リハビリテーションセンター改築
計画

アマナット・アグン財団 ローカルＮＧＯ \9,635,397

医療保健
ベテスダ・サリブドロック病院機能向上及び同病院活動地域水供
給施設整備計画

ベテスダ・サリブドロック病院 医療機関 \8,682,242

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

その他 ジャフナ県・トリンコマリ県における手動式地雷除去支援計画 デイニッシュ・デマイニング・グループ 国際ＮＧＯ \99,991,214

その他
東部州における機械式地雷除去活動支援及び自主的な機械式
地雷除去活動運営のための現地能力育成計画

スイス・ファウンデーション・フォー・マイ
ンアクション

国際ＮＧＯ \79,080,790

グアテマラ 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
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