
G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

タンザニア 教育研究 モロゴロ州ウランガ県ナウェンゲ中学校女子寮建設計画 ウランガ県庁 地方公共団体 \9,986,262

セルビア 医療保健 アレクサンドロバッツ保健センター救急車整備計画 アレクサンドロバッツ保健センター 医療機関 \9,833,440

グアテマラ 医療保健 プルラ市３集落診療所建設計画 ドロレス・ベドヤ・デ・モリナ財団 ローカルＮＧＯ \9,925,581

グアテマラ 医療保健 モモステナンゴ市パムムス村飲料水供給網整備計画 ドロレス・ベドヤ・デ・モリナ財団 ローカルＮＧＯ \9,910,552

東ティモール 医療保健 障がいを持つ若者のための共同生活施設建設計画 アヒサウン・ファウンデーション ローカルＮＧＯ \9,987,279

ベトナム 医療保健 ベトナム赤十字移動診察チーム機材整備計画 ベトナム赤十字 医療機関 \8,482,232

医療保健 市立保健所建設計画 パラナシティ市役所 地方公共団体 \9,608,616

教育研究 ドゥアルチーナ幼児教育施設改修及び増設計画
サン・フランシスコ・デ・アシス託児・幼
児教育施設

ローカルＮＧＯ \9,989,878

南アフリカ 教育研究 マボパネ地区職業訓練施設整備計画 ツワネ技術訓練開発センター ローカルＮＧＯ \7,611,341

モザンビーク 教育研究
ザンベジア州アルト・モロクエ郡インタマ及びムゲマ小学校建設
支援計画

イビス・モザンビーク 国際ＮＧＯ \9,777,325

グアテマラ 教育研究 アマティトラン市サン・ホセ・アネクソ集落小学校建設計画 アマティトラン市役所 地方公共団体 \9,898,687

医療保健 内視鏡検査器設置計画 聖ヴィセンテ・デ・パウロ病院 医療機関 \9,865,691

医療保健 手術センター整備計画
ノッサ・セニョーラ・デ・ルルデス病院財
団

医療機関 \9,954,396

ベトナム 医療保健 ティエンクワン省総合病院白内障手術強化計画 ティエンクワン省総合病院 医療機関 \9,209,500

教育研究 アムハラ州バソナ・ウォラナ郡サリア村コミュニティ開発計画 共同家族開発 ローカルＮＧＯ \9,669,410

教育研究 南部諸民族州ビッタ高等学校拡張及び給水計画 エイド・エチオピア ローカルＮＧＯ \9,750,431

民生環境 南部諸民族州カンバタ・タンブロ地方ハマンチョ村給水計画 カンバタ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,833,486

グアテマラ 民生環境
サン・クリストバル・トトニカパン市サン・ラモン集落飲料水供給網
整備計画

２００２飲料水供給委員会 ローカルＮＧＯ \9,772,918

イエメン 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

グアテマラ 民生環境 チチカステナンゴ市パショット・テルセーロ集落飲料水導入計画 チチカステナンゴ観光自主管理協会 ローカルＮＧＯ \9,987,957

農林水産 ナムティン地区灌漑建設計画 ボケオ県農林局 地方公共団体 \1,113,728

通信運輸 クッドケーン村・ノンデーン村間村落道建設計画 クッドケーン村 地方公共団体 \9,321,822

アルバニア 教育研究 グルミレ郡リナイ村小中学校再建計画 協力開発センター ローカルＮＧＯ \9,806,708

ジャマイカ 教育研究 学校と地域の非行防止教育計画 向上と達成への指針 ローカルＮＧＯ \8,423,133

教育研究 ソフィア・メルセデス・オルエ・デ・ガオナ小学校建設計画
ソフィア・メルセデス・オルエ・デ・ガオナ
小学校

教育機関 \9,848,515

教育研究 サン・ラファエル小学校建設計画 カアグアス県サン・ラファエル小学校 教育機関 \9,133,677

教育研究 ペルペトゥオ・ソコロ小学校建設計画 ペルペトゥオ・ソコロ小学校 教育機関 \8,047,069

教育研究 サン・フランシスコ・デ・アシス小学校建設計画 サン・フランシスコ・デ・アシス小学校 教育機関 \9,416,742

教育研究 ヌエストラ・セニョラ・デ・ラ・アスンシオン小学校建設計画
ヌエストラ・セニョラ・デ・ラ・アスンシオン
小学校

教育機関 \9,537,878
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教育研究 ヴィルヘン・デル・カルメン小学校建設計画 ヴィルヘン・デル・カルメン小学校 教育機関 \9,381,599

教育研究 サン・ペドロ小学校建設計画 サン・ペドロ小学校 教育機関 \9,818,909

ブラジル 民生環境 クララ・デ・アシス福祉院付属学校増築計画 クララ・デ・アシス福祉院 ローカルＮＧＯ \5,441,741

ミャンマー 民生環境 メリーチャップマン聾学校（ヤンゴン管区）学習生活環境改善計画 メリーチャップマン聾学校運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,848,967

ソロモン 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

民生環境 児童労働に従事する子どもたちのための寄宿舎付学校整備計画 人々を呼び覚ます会 ローカルＮＧＯ \8,585,740

民生環境 農村女性のための生活向上研修センター建設計画 民芸開発の会 ローカルＮＧＯ \4,279,762

タイ 医療保健
チェンマイ県サムーン郡におけるエイチアイブイ／エイズ感染者
支援センター建設計画

サムーン郡立病院 医療機関 \9,999,990

インド 民生環境
部族民コミュニティーへのハンドポンプ式掘削井戸設置による安
全な飲料水供給計画

人々の為の社会開発支援協会 ローカルＮＧＯ \4,881,148

コンゴ（共） 民生環境 コンゴ中部地方井戸リハビリ計画 キュベット地方議会 地方公共団体 \9,999,900

南アフリカ 医療保健 ズワヴェルポート地区診察室建設及び医療機材整備計画 クングウィニ福祉協会 ローカルＮＧＯ \5,211,108

教育研究 サン・ホセ・デ・クスマパ市農村小学校改善計画 ファミリア・パドレ・ファブレット協会 ローカルＮＧＯ \8,800,440

教育研究 チチガルパ市技術学校校舎建設計画 チチガルパ市役所 地方公共団体 \9,720,260

通信運輸 ビジャ・サンディーノ市ムアン地区道路舗装計画 ビジャ・サンディーノ市役所 地方公共団体 \9,427,590

教育研究 サン・ファン・デル・リオ・ココ市中学校校舎改修計画 サン・ファン・デル・リオ・ココ市役所 地方公共団体 \9,978,804

通信運輸 エル・コラル市農村道路改善計画 エル・コラル市役所 地方公共団体 \9,853,600

ブラジル 医療保健 ビラドスコメルシアリオス保健センター医療機器整備計画 ポルトアレグレ市役所 地方公共団体 \9,986,714

教育研究 ドルノド県ヘルレン郡第１１番１１年制学校衛生施設建設計画
ドルノド県ヘルレン郡第１１番１１年制学
校

教育機関 \5,125,567

医療保健 ウランバートル市国立外傷・整形外科病院への救急車輸送計画
ウランバートル市国立外傷・整形外科
病院

医療機関 \7,007,582

教育研究 トゥブ県バヤンチャンドマニ郡幼稚園改修計画 トゥブ県バヤンチャンドマニ郡 地方公共団体 \9,149,836

教育研究
ウランバートル市スフバートル区視覚障害児学校校舎及び寄宿
舎改修計画

ウランバートル市スフバートル区視覚障
害児学校

教育機関 \9,715,401

教育研究 ウランバートル市バヤンズルフ区第１１５番幼稚園改修計画
ウランバートル市バヤンズルフ区第１１
５番幼稚園

教育機関 \5,712,715

教育研究 スフバートル県バローン・オルト郡第１番幼稚園改修計画
スフバートル県バローンオルト郡第１番
幼稚園

教育機関 \9,816,762

教育研究 ドルノゴビ県エルデネ郡９年制学校改修計画 ドルノゴビ県エルデネ郡 地方公共団体 \7,592,696

教育研究 セレンゲ県スフバートル郡専門学校改修計画 セレンゲ県スフバートル郡専門学校 教育機関 \8,920,333

医療保健 ゴビ・アルタイ県ハリオン郡病院改修計画 ゴビ・アルタイ県ハリオン郡病院 医療機関 \9,261,028

ブラジル 教育研究 州立アルバトロス中等教育学校拡張計画 州立アルバトロス中等教育学校 教育機関 \9,966,600

民生環境 クイルチェ・ミニョ下水道建設計画 クイルチェ・ミニョ水道管理委員会 ローカルＮＧＯ \9,606,130

民生環境 アロセメナ・トラ市上水道改善計画 アロセメナ・トラ市役所 地方公共団体 \9,413,917

教育研究 国立チジャネス学校教室建設計画 国立チジャネス学校 教育機関 \9,604,887

教育研究 ホセ・ベニグノ・グリハルバ小学校教室建設計画 カルチ県庁 地方公共団体 \3,722,333
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セルビア 民生環境 バライェボ市ゴミ収集事業支援計画 バライェボ市１０月１０日公社 地方公共団体 \9,954,800

民生環境 児童少年教育支援計画 南部児童少年センター 地方公共団体 \9,954,848

医療保健 機能障害患者のための市立理学療法センター整備計画
サン・セバスチァン・ダ・アモレイラ市役
所

地方公共団体 \8,609,583

平成20年9月24日 インド 民生環境 プラットホームチルドレンのためのリハビリホーム建設計画 生活向上協会 ローカルＮＧＯ \9,975,301

平成20年9月25日 モンテネグロ 医療保健 アンドリイェビッツァ保健センター救急車及び医療機材整備計画 アンドリイェビッツァ保健センター 医療機関 \9,808,348

スリランカ 農林水産 アヌラーダプラ県干ばつ地域における農業用井戸整備計画 女性開発協会 ローカルＮＧＯ \5,481,630

民生環境 北方地域スカルドゥ地区ドクサ村上水道整備計画 アガ・ハーン文化サービス 国際ＮＧＯ \7,596,877

民生環境 北方地域ギラム・アルティット村下水道環境改善計画 アガ・ハーン文化サービス 国際ＮＧＯ \7,412,461

その他 青年の島特別行政区自然災害被災者支援計画 カリタス・クバーナ 国際ＮＧＯ \9,839,836

その他 ピナール・デル・リオ県自然災害被災者支援計画 カリタス・クバーナ 国際ＮＧＯ \9,840,000

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

インド 医療保健 ジャルカンド州農村部における移動クリニック車整備計画 環境と社会啓発協会 ローカルＮＧＯ \3,359,603

タイ 通信運輸 チェンマイ県メーテン郡メーホープラ区橋梁再建計画
チェンマイ県メーテン郡メーホープラ区
行政機構

地方公共団体 \4,995,000

ベトナム 教育研究 ブイティスアン小学校建設計画 ケバン郡教育訓練局 地方公共団体 \9,999,935

ナミビア 教育研究 オムスィア地区女子学生寮建設計画 エクロ中高等学校 教育機関 \7,756,207

ベトナム 教育研究 トゥイタイン村中学校建設計画 トゥイタイン村人民委員会 地方公共団体 \9,290,182

コスタリカ 教育研究 バルバネロ・バルガス・モリナ小学校改善計画 リモン市シエネギタ地区総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,946,034
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