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タイ 教育研究
ナーン県ウィアンサー郡トライターンウィタヤー学校生徒寮建設計
画

トライターンウィタヤー学校 教育機関 \9,554,103

ベトナム 医療保健 クアンナム省社会労働教育センター拡張計画 クアンナム省社会労働教育センター 医療機関 \8,743,940

平成20年10月2日 アルゼンチン 医療保健 ホセ・マリア・ペンナ病院消化器疾患治療機材整備計画 ホセ・マリア・ペンナ病院協同組合 ローカルＮＧＯ \9,040,000

平成20年10月3日 ウクライナ 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

教育研究 パレンシア市マリジャーノ集落小学校建設計画 地域総合向上協会 ローカルＮＧＯ \9,983,776

民生環境 クイルコ市クア村飲料水導入計画 ウエウエテナンゴ総合開発普及協会 ローカルＮＧＯ \9,986,149

ブラジル 医療保健 骨密度検査機材整備計画 聖ジョアン・バチスタ慈善団体 医療機関 \9,383,294

民生環境 精神及び身体障害女性のためのシェルター建設計画 エバーグリーン ローカルＮＧＯ \8,891,179

教育研究 ジャルカンド州ランチ県における小学校建設計画 チョタナプル文化協会 ローカルＮＧＯ \6,319,525

民生環境 社会的弱者支援施設建設計画 持続的支援の会 ローカルＮＧＯ \8,804,056

医療保健 眼科センター整備計画
カジュルダハ・ナバンクル・ユナイテッ
ド・クラブ

ローカルＮＧＯ \7,863,444

教育研究 パタル・プラティマ農村部における小学校拡張計画
スンダルバン農村開発トレーニングセン
ター

ローカルＮＧＯ \9,017,287

ルーマニア 教育研究 ブラネシュティ村学校整備計画
ブラネシュティ村チェザール・ニコラウ農
業高校

教育機関 \8,850,752

平成20年10月12日 イエメン 医療保健 アデン州コード・アル＝オスマーニー保健センター拡張計画 アデン州人口・保健局 地方公共団体 \9,879,477

平成20年10月13日 マレーシア 医療保健 パハン州クアンタン市域婦人医療クリニック強化計画 パハン家族計画協会 ローカルＮＧＯ \1,354,644

教育研究
黒龍江省ハルビン市双城市団結郷日中友好育人小学校校舎建
設計画

双城市人民政府 地方公共団体 \9,995,076

教育研究 黒龍江省大興安嶺地区呼瑪県韓家園中心学校寄宿舎建設計画 呼瑪県人民政府 地方公共団体 \9,653,477

民生環境 黒龍江省ハルビン市方正県方正鎮八名村飲用水改良計画 方正県人民政府 地方公共団体 \8,505,171

民生環境 黒龍江省ハルビン市方正県徳善郷双鳳村飲用水改良計画 方正県人民政府 地方公共団体 \9,917,219

民生環境 黒龍江省ハルビン市方正県伊漢通郷衛生院建設計画 方正県人民政府 地方公共団体 \9,836,198

カメルーン 民生環境 マヨルティ県女性のためのトレーニングセンター拡張計画
ヤウンデ市に住むマヨルティ県女性協
会

ローカルＮＧＯ \9,939,548

ブラジル 医療保健 プレジデンテ・ヴェンセスラウ障害者保健施設建設計画
プレジデンテ・ヴェンセスラウ障害者を
支える親と友の会

ローカルＮＧＯ \9,962,193

教育研究 ソマリ州ジジガ郡ワアジ村小学校建設計画 農村社会保護団体 ローカルＮＧＯ \9,643,081

農林水産 オロミア州東西ハラルゲ地方女性組合自立支援計画
農業・農村開発省資源管理局管轄メ
レットプロジェクト事務所

政府関係機関 \9,895,523

教育研究 オロミア州ホロ・グドゥル・ワレッガ地方小学校建設計画 グルム民族開発組合 ローカルＮＧＯ \9,649,296

教育研究 ソマリ州グラダモレ郡小学校寄宿舎建設計画 遊牧民開発組合協会 ローカルＮＧＯ \9,743,425

教育研究 ソマリ州ゴデ郡ゴデ町小学校建設計画 ホーン開発組合 ローカルＮＧＯ \9,111,303
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平成20年10月15日 ルーマニア 医療保健
テレオルマン県立アレキサンドリア市救急病院整形外科手術室
整備計画

テレオルマン県立アレキサンドリア市救
急病院

医療機関 \9,836,228

平成20年10月16日 イラン 民生環境 ファールス州ネイリーズ行政区給水車両整備計画 ファールス州上下水道管理局 地方公共団体 \9,069,364

ウクライナ 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

南アフリカ 医療保健 マボロカ地区救急車整備計画 マハーオ ローカルＮＧＯ \2,415,036

モザンビーク 民生環境 マプト州マトラ市マトラ・ガレ井戸建設計画 ヴェー・ジェー・ヴェー ローカルＮＧＯ \6,768,248

ブラジル 医療保健 ベラノポリス市医療サービス改善計画 サンペレグリノラッツィオッツィ地域病院 医療機関 \9,999,822

医療保健 ダクラク省エアヘレオ県総合病院医療機材整備計画 ダクラク省保健局 地方公共団体 \9,598,220

医療保健 ラムドン省カッティエン県医療センター医療機材整備計画 カッティエン県医療センター 医療機関 \8,970,166

エルサルバドル 教育研究 コンチャグア市南部沿岸地域職業訓練センター建設計画 フォンセカ湾持続的開発協会 ローカルＮＧＯ \9,925,581

通信運輸 リバス市街地道路舗装計画 リバス市役所 地方公共団体 \8,254,085

通信運輸 ウィウィリ・ヌエバ・セゴビア市農村道路改修計画 ウィウィリ・ヌエバ・セゴビア市役所 地方公共団体 \9,240,575

ベトナム 医療保健 ホアバンカムレ総合病院医療環境安全性向上計画 ホアバンカムレ総合病院 医療機関 \9,557,879

通信運輸 ヘルマンド県ラシュカルガ郡カリース村排水渠建設計画 アリアナ統一復興評議会 ローカルＮＧＯ \9,703,536

農林水産
タハール県バンギ郡チャル・チェナル村及びジャマル・キア村護
岸壁建設計画

草の根開発パートナー ローカルＮＧＯ \9,169,950

農林水産 ダイクンディ県ニリ郡ラジール村灌漑設備建設計画 アフガニスタン経済拡大機構 ローカルＮＧＯ \9,908,292

教育研究 バーミヤン県における難民を対象とした中等教育改善計画 難民教育信託基金 国際ＮＧＯ \9,229,275

農林水産
バルフ県チムタル郡ウルーズガニ、ナウアバード及びバイテモー
ル村灌漑設備建設計画

社会開発協会 ローカルＮＧＯ \9,488,610

通信運輸 バルフ県チムタル郡排水渠建設計画 社会開発協会 ローカルＮＧＯ \9,597,881

教育研究 バグラーン県バノ郡フォジュ高等学校建設計画 環境保護・復興機構 ローカルＮＧＯ \9,717,661

通信運輸 バルフ県チムタル郡９村における排水渠建設計画 クンドゥース復興機関 ローカルＮＧＯ \9,600,593

ジャマイカ 医療保健 ブスタマンテ小児病院検査機器整備計画 ブスタマンテ小児病院 医療機関 \7,088,490

チリ 教育研究 パンギプジ市初等教育校天蓋付き広場建設計画 第６９ヌエバ・リキニェ初等教育校 教育機関 \9,471,208

ナミビア 民生環境
ＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染者支援のための巡回医療・啓蒙活動機能向上
計画

ＨＩＶ／ＡＩＤＳによる未亡人・孤児等自立
支援の会

ローカルＮＧＯ \6,454,334

バヌアツ 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 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 シウダ・デル・ニニョ・ヘスス孤児院教育施設整備計画
シウダ・デル・ニニョ・ヘスス人間・精神
振興センター

ローカルＮＧＯ \9,993,268

教育研究 ヒル・タピア・ラダ就学前教育施設建設計画 ラパス市役所 地方公共団体 \9,954,057

医療保健 サンタ・バルバラ病院に対する医療機材整備計画 サンタ・バルバラ病院 医療機関 \8,846,657

農林水産 エル・アルト市第１０区かんがいシステム建設計画 開発援助ボランティア・センター 国際ＮＧＯ \9,640,369
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教育研究 クイサ小学校教室建設計画
リフチャリ・リャフタ地域社会研究セン
ター・セレス

ローカルＮＧＯ \3,478,253

医療保健 母子病院に対する医療機材整備計画 母子病院 医療機関 \9,262,045

平成20年10月25日 コンゴ（共） 教育研究 プラトー・デ・キャンザンＢ小学校学習環境再整備計画 プラトー・デ・キャンザンＢ小学校 教育機関 \9,178,096

医療保健 ＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染者支援のための啓蒙活動計画 適合した開発のための経験共有 ローカルＮＧＯ \9,282,950

その他
カンボジア北部・西部３州及びパイリン特別市における人道的地
雷除去活動支援計画

マインズ・アドバイザリー・グループ 国際ＮＧＯ \66,078,332

教育研究 ポーサット州ロル小学校及びコンポンポー小学校建設計画
貧困削減と社会開発のための職業訓
練

ローカルＮＧＯ \9,974,284

教育研究 プノンペン地方教員養成校整備計画 プノンペン地方教員養成校 教育機関 \9,648,731

通信運輸 コンポンチュナン州チャオンマオン集合村における橋梁建設計画 チャオンマオン集合村評議会 地方公共団体 \9,824,446

教育研究 プノンペン市ダンコー中学校建設計画 プノンペン市教育・青少年・スポーツ局 地方公共団体 \9,847,950

農林水産 コンポンチャム州クバルトンソン灌漑施設改修計画 コンポンチャム州水資源気象局 地方公共団体 \9,578,784

セルビア 民生環境 ベオグラード市公衆衛生研究所水質検査装置整備計画 ベオグラード市公衆衛生研究所 政府関係機関 \9,659,600

農林水産 パンジシール県アナバ郡農業技術訓練計画 サミン開発復興協会 ローカルＮＧＯ \9,669,410

医療保健 バダクシャン県３郡における保健インフラ及びサービス強化計画 アガ・ハーン財団 国際ＮＧＯ \80,444,926

教育研究 クナール県ノールガル郡ノールガル女子小学校建設計画 アフガニスタン復興支援協会 ローカルＮＧＯ \9,705,457

教育研究 クナール県チョウキ郡チョウキ女子小学校建設計画 アフガニスタン復興支援協会 ローカルＮＧＯ \9,713,932

教育研究 サマンガン県ロイ・ド・アブ郡ロイ女子中学校建設計画 ソフラビ復興機構 ローカルＮＧＯ \9,716,418

教育研究 サマンガン県ロイ・ド・アブ郡マドラク中学校建設計画 ソフラビ復興機構 ローカルＮＧＯ \9,716,418

農林水産
クナール県アサダバード市カラマル・シャフバジ村護岸壁建設計
画

アフガン援助調整協会 ローカルＮＧＯ \9,691,671

農林水産 クナール県シェガル郡ソラノ・カライ村灌漑設備建設計画 教育農村開発機構 ローカルＮＧＯ \9,578,332

農林水産 サマンガン県サレコンダ村ジョイ・チェナラク川護岸壁建設計画 ザファ協力機構 ローカルＮＧＯ \9,705,005

農林水産
サマンガン県アイバク市ハン・アカ川農業・宅地保全堤防建設計
画

アフガニスタン国家協力開発協会 ローカルＮＧＯ \9,673,026

農林水産 クナール県アサダバード市ダム・カライ村護岸壁建設計画
アフガニスタンのための開発とエンパ
ワーメントの会

ローカルＮＧＯ \9,663,647

タイ 医療保健 メーホンソーン県辺境地の山岳民族のための医療活動支援計画 ソップムーイ病院 医療機関 \5,777,550

教育研究 ザンマー小学校建設計画 タムズオン郡人民委員会 地方公共団体 \9,488,384

教育研究 ランニタン村小学校建設計画 フォント郡人民委員会 地方公共団体 \9,299,674

民生環境 サラチェ上水道改善計画 サラチェ・グランデ水道管理委員会 ローカルＮＧＯ \9,032,542

医療保健 サンパブロ診療所整備計画 サンパブロ自治会 ローカルＮＧＯ \9,625,792

農林水産 アラニ市植林学校灌漑施設整備計画 ボリビア・スカウト連盟 ローカルＮＧＯ \9,996,432

教育研究 ロヨラ技術専門学校整備計画 信仰と喜びチュキサカ支部 ローカルＮＧＯ \9,807,609

医療保健 ビルヘン・デ・コパカバナ警察病院医療機材整備計画 ビルヘン・デ・コパカバナ警察病院 医療機関 \3,626,509

医療保健 ハコボ・アブララッチ病院医療機材整備計画 サンタ・アナ・デル・ヤクマ市役所 地方公共団体 \9,427,138

平成20年10月29日 ミャンマー 教育研究 シンブイヤン寄宿学校（カチン州）建設計画 シンブイヤン寄宿学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,683,309

平成20年10月27日
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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

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

モンテネグロ 医療保健 プリェブリャ総合病院救急車及び医療機材整備計画 プリェブリャ総合病院 医療機関 \9,888,872

モザンビーク 教育研究 ガザ州シブト郡シャンガニーネ小学校建設支援計画 アー・デー・エス ローカルＮＧＯ \9,865,804

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

ブラジル 農林水産 農業生産性向上のための青果物貯蔵庫整備計画
サント・アントニオ・ド・パライーゾ青果生
産者組合

ローカルＮＧＯ \5,623,897

平成20年10月30日

平成20年10月31日

グルジア

トンガ

平成20年10月29日 トンガ
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