
G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

平成20年11月2日 南アフリカ 医療保健 ケープタウン地区眼科機材整備計画 フルーテスキール病院 医療機関 \8,045,600

平成20年11月3日 ブラジル 民生環境 サンパウロ福祉施設用機材整備計画 「民権と生命」クリスチャン・グループ ローカルＮＧＯ \5,915,776

エジプト 農林水産 ニューバレー県農業技術訓練施設整備計画 ニューホライゾン社会開発協会 ローカルＮＧＯ \9,226,789

グアテマラ 教育研究 サンタ・ルシア・コツマルグァパ市公立中学校増築計画 多分野地域開発協会 ローカルＮＧＯ \9,918,010

医療保健 スイェニッツァ保健センター救急車及び医療機材整備計画
ウジツェ・ヘルスセンター所属スイェニッ
ツァ保健センター

医療機関 \9,691,416

医療保健 リュボビヤ保健センター救急車及び医療機材整備計画 リュボビヤ保健センター 医療機関 \8,268,224

医療保健 ソコバニャ肺疾患・結核病院救急車及び医療機材整備計画 ソコバニャ肺疾患・結核病院 医療機関 \9,853,940

教育研究 ヴィディン市オテツ・パイシィ小学校衛生施設改修計画 ヴィディン市オテツ・パイシィ小学校 教育機関 \6,568,856

教育研究 ソフィア市第１８総合学校衛生施設改修計画 ソフィア市第１８総合学校 教育機関 \6,601,000

グアテマラ 教育研究
サン・ビセンテ・パカヤ市ラ・カリダ・エル・ジャノ地区小学校建設
計画

グアテマラ総合地域開発協会 ローカルＮＧＯ \9,970,103

通信運輸 陝西省丹鳳県武関鎮石門溝橋梁建設計画 陝西省丹鳳県人民政府 地方公共団体 \9,899,026

教育研究 陝西省丹鳳県中日友好職業技術教育センター校舎建設計画 陝西省丹鳳県人民政府 地方公共団体 \9,901,173

教育研究 ドドマ州ムプワプワ県ムテラ・ダム中学校女子寮建設計画 ムプワプワ県庁 地方公共団体 \9,976,770

教育研究 タンガ州ムキンガ県ムキンガレオ中学校学生寮建設計画 ムキンガ県庁 地方公共団体 \9,922,643

医療保健 イリンガ州イリンガ県ムロワ簡易診療所拡張計画 イリンガ県庁 地方公共団体 \9,908,518

教育研究 セントラル県マリア・アウシリアドラ小学校建設計画
セントラル県マリア・アウシリアドラ小学
校

教育機関 \6,716,946

教育研究 セルヒオ・トレス小学校建設計画 セルヒオ・トレス小学校 教育機関 \9,608,842

医療保健 ラ・パス診療所作業療法施設建設計画 ラ・パス日本人会 ローカルＮＧＯ \9,980,273

教育研究 第５６６８小学校建設計画 第５６６８小学校 教育機関 \9,582,852

教育研究 ドン・ボスコ小学校建設計画 ドン・ボスコ小学校 教育機関 \8,746,991

教育研究 ヴェルヘル・ルケニョ小学校建設計画 ヴェルヘル・ルケニョ小学校 教育機関 \7,339,463

教育研究 アマンバイ県マリア・アウシリアドラ小学校建設計画
アマンバイ県マリア・アウシリアドラ小学
校

教育機関 \9,998,353

教育研究
パラグアリ県ヌエストラ・セニョラ・デ・ラ・アスンシオン小学校建設
計画

パラグアリ県ヌエストラ・セニョラ・デ・
ラ・アスンシオン小学校

教育機関 \7,582,865

教育研究 アンヘル・ガブリエル小学校建設計画 アンヘル・ガブリエル小学校 教育機関 \9,152,661

東ティモール 教育研究 ディリ市内青少年教育施設建設計画 バ・フツル ローカルＮＧＯ \9,201,477

民生環境 シウダ・ダリオ市農村部飲料水供給計画 シウダ・ダリオ市役所 地方公共団体 \9,261,367

教育研究 ブルーフィールズ市養護学校校舎建設計画 南部大西洋岸自治地域教育局 教育機関 \9,217,071

医療保健 ポトシ市ピカピカ地区診療所建設計画 ポトシ市役所 地方公共団体 \5,748,423

平成20年11月10日 中国 医療保健 重慶市梁平県梁山中心衛生院安寧分院再建計画 重慶市梁平県人民政府 地方公共団体 \9,803,089
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G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

中国 民生環境 重慶市巫山県廟宇鎮永風村飲用水整備計画 重慶市巫山県人民政府 地方公共団体 \7,897,231

通信運輸 ワーン村橋梁・水路建設計画 ワーン村 地方公共団体 \9,402,165

農林水産 タルワン村灌漑施設建設計画 ルアンナムター県農林局 地方公共団体 \3,321,183

教育研究 エル・サモラン村初等学校整備拡充計画
サンミゲル県エル・サモラン村初等学校
運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,933,378

教育研究 アマジート地区初等学校整備拡充計画
サンサルバドル県アマジート地区初等
学校教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,893,602

教育研究 エル・サポテ村初等学校整備拡充計画
アウアチャパン県エル・サポテ村初等
学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,703,197

教育研究 エル・カルバリオ地区初等学校整備拡充計画
クスカトラン県エル・カルバリオ地区初
等学校教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,714,836

教育研究 ギジェルモ・ゴンサレス・ウエソ初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県ギジェルモ・ゴンサレス・
ウエソ初等学校運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,561,269

教育研究 ブエナ・ビスタ村初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県ブエナ・ビスタ村初等学校
教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,879,025

ブラジル 民生環境 オズヴァルド・クルス養護学校障害者理学療法用施設整備計画
オズヴァルド・クルス障害者を支える親
と友の会

ローカルＮＧＯ \9,739,018

民生環境 カラガンダ州孤児院改修計画 カラガンダ州孤児院 教育機関 \9,718,000

その他 マイクロクレジットによるゼレンダ地方貧困層支援計画 ＮＧＯマイクロクレジット ローカルＮＧＯ \9,944,000

キリバス 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 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

パラオ 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

医療保健 エル・アチオタル保健所整備拡充計画
ラ・パス県エル・アチオタル村村落開発
協会

ローカルＮＧＯ \9,699,355

民生環境 サン・カルロス市バジェ・ヌエボ村飲料水供給計画
モラサン県バジェ・ヌエボ村ベジョ・アマ
ネセール地区村落開発協会

ローカルＮＧＯ \9,676,303

民生環境 ラ・ケサディジャ村飲料水供給計画
ラ・ウニオン県ラ・ケサディジャ村村落開
発協会

ローカルＮＧＯ \9,732,125

民生環境 ラス・ピタス村飲料水供給計画
ラ・ウニオン県ラス・ピタス村村落開発
協会

ローカルＮＧＯ \9,713,706

教育研究 カウケネス市職業技術中等校寄宿舎整備計画
ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラス・メルセ
デス職業技術中等校

教育機関 \8,456,807

医療保健 サン・カルロス市診療所障害者理学療法施設整備計画
サン・カルロス市ホセ・ドゥラン・トゥルヒ
ヨ診療所

医療機関 \7,644,450

民生環境 トリンコマリー県における紛争影響地域生活向上計画 スリランカ社会活動開発協会 ローカルＮＧＯ \8,649,246

農林水産
カルワラガスウェワ郡における溜池復旧による持続的な農業・漁
業開発強化計画

国家漁業連帯運動 ローカルＮＧＯ \5,919,844

その他 再定住・開発支援のための機械式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 \29,968,956

タンザニア 医療保健 シニャンガ州キシャプ県イガガ・イティリマ簡易診療所建設計画 キシャプ県庁 地方公共団体 \9,742,634

教育研究 シニャンガ州メアトゥ県メアトゥ中学校女子寮建設計画 メアトゥ県庁 地方公共団体 \9,921,626
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G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

医療保健 コースト州キサラウェ県ホンボザ簡易診療所建設計画 ルンベサ・グループ ローカルＮＧＯ \9,985,923

イラク 教育研究 イラク国民に対する復興支援事業啓発セミナー計画 開発政策研究所 ローカルＮＧＯ \7,243,300

グアテマラ 民生環境 グアテマラ市ニマフユ集落女性職業訓練センター開設計画 アロイシウス協会 国際ＮＧＯ \9,979,595

教育研究 サン・フアン・デ・ラ・コスタ市初中等校寄宿舎食堂改修計画 ミシオネス・デ・ラ・コスタ財団 ローカルＮＧＯ \9,906,710

教育研究 カラウエ市コイコイ地区初等教育校建設計画 カラウエ市役所 地方公共団体 \8,801,683

コンゴ（民） 教育研究 インシャチオ小学校校舎建設計画 農業教育推進センター ローカルＮＧＯ \4,991,662

パレスチナ 医療保健 聖ジョン眼科病院診察機材整備計画 聖ジョン眼科病院 医療機関 \9,966,374

ブラジル 医療保健
サン・ジョゼ・ドス・カンポス小児・青少年癌病院医療用機材整備
計画

青少年ガン患者支援グループ ローカルＮＧＯ \9,389,283

ミャンマー 医療保健 ビャカ地域保健所（カレン州）建設計画 ビャカ地域保健所建設委員会 ローカルＮＧＯ \4,190,718

民生環境 シャブワ州アタク郡ハマル地区給水改善計画 近代青少年協会 ローカルＮＧＯ \8,806,090

民生環境 アル＝ダーリア州ダムト市環境衛生改善計画 アル＝ダーリア州清掃と環境改善基金 地方公共団体 \9,096,500

民生環境 ロンドノポリス障害者通学用バス整備計画
ロンドノポリス障害者を支える親と友の
会

ローカルＮＧＯ \9,999,822

医療保健 マナウス市救急車整備計画
リオ・ソリモンエス支援協会財団ウニソ
ル

教育機関 \7,076,625

ミャンマー 教育研究
カンボーザ・シャン・チャウンジー僧院付属小学校（シャン州）建設
計画

カンボーザ・シャン・チャウンジー僧院
教育活動委員会

ローカルＮＧＯ \8,849,482

セネガル 医療保健 知的障害者の能力促進センター整備計画 アミナタ・ンバイセンター 教育機関 \4,002,420

教育研究
プリイェポリェ市ブラディミル・ペリッチ＝バルテル小学校衛生施
設修復計画

プリイェポリェ市ブラディミル・ペリッチ＝
バルテル小学校

教育機関 \8,204,428

教育研究
プロクプリェ市ラトゥコ・パブロビッチ＝チチコ小学校校舎修復計
画

プロクプリェ市ラトゥコ・パブロビッチ＝
チチコ小学校

教育機関 \9,907,240

パレスチナ 教育研究 ベイト・ファジャール市アル・ワファ女子小学校教室増築計画 ベイト・ファジャール市役所 地方公共団体 \9,848,289

教育研究 ポティ市第１幼稚園改修計画 ポティ市就学前教育協会 ローカルＮＧＯ \9,943,435

民生環境 ティアネティ地区シオニ村水供給システム整備計画 アクアメディア ローカルＮＧＯ \9,706,700

教育研究 パンフライン小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 パンフライン小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,958,238

教育研究 ミャカンター小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 ミャカンター小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,381,825

教育研究 カロウッ小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 カロウッ小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,302,951

医療保健 ビトラ・ヘルスセンター巡回医療機能向上計画 ビトラ・ヘルスセンター 医療機関 \2,319,288

教育研究 サンデ・シュテリョスキー小学校改修計画
キチェボ市サンデ・シュテリョスキー小
学校

教育機関 \9,262,884

教育研究 ビトラ自治体ゴツェ・デルチェフ中央学校修繕計画
ビトラ自治体ゴツェ・デルチェフ中央学
校

教育機関 \8,468,632

教育研究 マサテペ市小学校校舎建設計画 サレシアナ婦人協会マサテペ支部 ローカルＮＧＯ \9,801,394

民生環境 キラリ市農村部水道システム建設計画 コミュニティ発展ユニット ローカルＮＧＯ \9,607,373

医療保健 エル・ラマ市赤十字活動支援計画 ニカラグア赤十字エル・ラマ支部 ローカルＮＧＯ \5,707,065

民生環境 ナガロテ市農村部飲料水供給計画 シルビオ・マヨルガ地区水道委員会 ローカルＮＧＯ \9,479,570

パキスタン 教育研究 パンジャブ州トバテクシン県ゴジュラ小学校建設計画 社会開発機構 ローカルＮＧＯ \5,737,123
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G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

ミャンマー 医療保健 ジビタダナサザナ病院（マンダレー管区）医療機材整備計画 ジビタダナサザナ病院 医療機関 \9,972,250

マダガスカル 医療保健
アンツァンパンドラヌ・フクタン診療所及び青少年センター整備計
画

キリスト教信者協会　アンツァンパンドラ
ヌ支部

ローカルＮＧＯ \9,962,344

クロアチア その他 ヴコヴァルにおける地雷除去支援計画 クロアチア地雷除去センター 政府関係機関 \19,208,992

ソロモン 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

ヨルダン 教育研究 女性のための職業訓練施設改善計画 ヨルダン全国女性フォーラム ローカルＮＧＯ \1,647,427

コスタリカ 民生環境 オサ市オンセ・デ・アブリル地区上水道改善計画
プンタレナス県オサ市パルマル区パル
マル地区農村上下水道運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,655,285

医療保健 シウダ・デル・ニーニョ養護施設歯科・小児科診療室設置計画
シウダ・デル・ニーニョ養護施設支援財
団

ローカルＮＧＯ \2,792,908

民生環境 エルチョリージョ地区託児所改築計画 メルセス会協会 ローカルＮＧＯ \8,227,530

教育研究 雲南省鎮康県大寨小学校建設計画 雲南省臨滄市鎮康県人民政府 地方公共団体 \9,912,247

通信運輸 雲南省徳欽県昇平鎮阿東村橋梁建設計画
雲南省迪慶チベット族自治州徳欽県昇
平鎮人民政府

地方公共団体 \9,926,711

ベトナム 通信運輸 ヴーバン村基幹道路整備計画 ヴーバン村人民委員会 地方公共団体 \9,993,494

ソロモン 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

グアテマラ その他 北部４県自然災害被災者支援計画 国家災害対策調整委員会 政府関係機関 \9,481,378

教育研究 グアッピ市児童図書館建設計画 グアッピ市 地方公共団体 \9,943,096

教育研究 ヤグアラ市児童図書館建設計画 ヤグアラ市 地方公共団体 \9,727,492

教育研究 エル・タブロン・デ・ゴメス市児童図書館建設計画 エル・タブロン・デ・ゴメス市 地方公共団体 \9,914,281

教育研究 エンシノ市児童図書館建設計画 エンシノ市 地方公共団体 \9,904,224

教育研究 サンホセ市児童図書館建設計画 サンホセ市 地方公共団体 \9,941,401

教育研究 ビジャマリア市児童図書館建設計画 ビジャマリア市 地方公共団体 \9,942,757

教育研究 ティエラルタ市児童図書館建設計画 ティエラルタ市 地方公共団体 \9,966,487

教育研究 トゥマコ市児童図書館建設計画 トゥマコ市 地方公共団体 \9,933,604

教育研究 パイパ市児童図書館建設計画 パイパ市 地方公共団体 \9,703,649

教育研究 アラウキタ市児童図書館建設計画 アラウキタ市 地方公共団体 \9,929,423

ブラジル 民生環境 障害者職業訓練計画 障害者の親と友の会エステイオ支部 ローカルＮＧＯ \8,135,096

教育研究 アモル・デ・ディオス教育施設拡張計画 信仰と喜びラパス支部 ローカルＮＧＯ \9,083,279

教育研究 女性及び青少年向け職業訓練機材整備計画 グレゴリア・アパサ女性振興センター ローカルＮＧＯ \5,401,739

教育研究 フィチカチ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 \6,200,875

教育研究 フェリックス・ロサ・テハダ初等教育施設建設計画 コパカバナ市役所 地方公共団体 \9,904,563

医療保健 ヌエストラ・セニョーラ・デ・グァダルペ障害者施設機材整備計画
ヌエストラ・セニョーラ・デ・グァダルペ・
リハビリセンター

その他 \8,315,557

民生環境 養護学校建設計画
サンタ・マリア・デ・ロス・アンヘレス母子
保健センター

医療機関 \8,791,287

平成20年11月24日 ミャンマー 教育研究 トンコワ地区トォンジー小学校（ヤンゴン管区）建設計画 ゼーヤーマウン地域開発ソサイエティ ローカルＮＧＯ \9,793,371

平成20年11月20日

平成20年11月21日

コロンビア

ボリビア

パナマ

中国
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G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

ミャンマー 教育研究
ヤダナーミンズー僧院付属中学校（エーヤワディー管区）サイクロ
ン被害復旧計画

ヤダナーミンズー僧院学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,985,358

レバノン 医療保健 サラアイン・アル・ファウカ村救急車整備計画 サラアイン・アル・ファウカ村 地方公共団体 \7,401,500

ブラジル 民生環境 モーロ・アグード教育施設障害者搬送向上計画
「アンドレ・ルイス」スピリティスト福祉セ
ンター

ローカルＮＧＯ \9,954,735

教育研究 タシケント州アングレン市第１２学校環境整備計画 タシケント州アングレン市第１２学校 教育機関 \7,900,169

教育研究 シルダリア州アカルティン地区第９学校環境整備計画 シルダリア州アカルティン地区第９学校 教育機関 \8,243,802

教育研究 シルダリア州シルダリア地区第１３学校環境整備計画 シルダリア州シルダリア地区第１３学校 教育機関 \7,112,107

教育研究 アンディジャン州イズボスカン地区第２０学校環境整備計画
アンディジャン州イズボスカン地区第２
０学校

教育機関 \9,495,616

教育研究 アンディジャン州コルゴンテパ地区第２７学校環境整備計画
アンディジャン州コルゴンテパ地区第２
７学校

教育機関 \9,186,335

教育研究 フェルガナ州ウズベキスタン地区第５７学校環境整備計画
フェルガナ州ウズベキスタン地区第５７
学校

教育機関 \8,453,869

教育研究 サマルカンド州サマルカンド市第２０学校環境整備計画
サマルカンド州サマルカンド市第２０学
校

教育機関 \7,525,122

教育研究 サマルカンド州サマルカンド市第１４学校環境整備計画
サマルカンド州サマルカンド市第１４学
校

教育機関 \4,942,733

教育研究 サマルカンド州サマルカンド地区第３０学校環境整備計画
サマルカンド州サマルカンド地区第３０
学校

教育機関 \6,508,235

教育研究 ヌクス市第１８学校環境整備計画 ヌクス市第１８学校 教育機関 \9,257,751

教育研究 スルハンダリヤ州アンゴール地区第１学校環境整備計画
スルハンダリヤ州アンゴール地区第１
学校

教育機関 \9,997,901

教育研究 スルハンダリヤ州テルメズ市第６寄宿学校環境整備計画
スルハンダリヤ州テルメズ市第６寄宿
学校

教育機関 \4,916,856

民生環境 アディスアベバ市有機循環農業による女性自立支援計画 バイオエコノミー協会 ローカルＮＧＯ \9,359,338

民生環境
アムハラ州イナウジ・イナウガ郡住民参加型給水及び基礎教育
計画

カナ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,508,950

教育研究 南部諸民族州ウォライタ地方ビターナ小学校拡張計画 ウォライタ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,928,293

民生環境 アディスアベバ市公衆衛生サービス向上計画 ヤネゲウ・ソウ衛生サービス組合 ローカルＮＧＯ \9,348,151

ソロモン 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

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

パレスチナ 教育研究 アル・アットゥフ村小学校増築計画 アル・アットゥフ村評議会 地方公共団体 \9,190,968

教育研究 クインチャン村小学校建設計画 クインチャン村人民委員会 地方公共団体 \9,873,149

教育研究 ディエンロック村中学校建設計画 ディエンロック村人民委員会 地方公共団体 \9,722,520

教育研究 シンギダ州シンギダ県イスナ中学校女子寮建設計画 シンギダ県庁 地方公共団体 \9,963,888

教育研究 ルブマ州ムビンガ県マキタ中学校女子寮建設計画 ムビンガ県庁 地方公共団体 \9,930,666

教育研究 タンガ州ハンデニ県ミシマ中学校学生寮建設計画 ハンデニ県庁 地方公共団体 \9,971,911

平成20年11月24日

平成20年11月26日

平成20年11月25日

ウズベキスタン

エチオピア

トンガ

ベトナム

タンザニア
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G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

教育研究 レタビーレ地区学校環境改善計画 モレルワネン小学校理事会 教育機関 \9,174,809

医療保健 ハマンスクラール地区歯科治療計画 プレトリア大学歯学部 教育機関 \1,424,930

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

パラオ 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

レバノン 医療保健 女性診療所への医療機材整備計画 レバノン母性委員会アレイ支部 医療機関 \9,267,130

グアテマラ 医療保健 ラ・リベルタ市ラ・テクニカ集落医療環境改善計画 地域開発振興協会 ローカルＮＧＯ \9,910,326

医療保健 ビラスバル地区アシャギジュラリ村病院建設計画 タラギ　社会開発公共団体 ローカルＮＧＯ \9,711,898

教育研究 シェキ地区オルタ・ザイジッド村幼稚園建設計画 ウルチャイ慈善協会 ローカルＮＧＯ \9,556,749

民生環境 バルダ地区２ヶ村飲料水供給計画 アラン人道・地域開発団体 ローカルＮＧＯ \9,919,140

教育研究 グバ地区ハナガフ村学校建設計画 青年人材協会「リラ」 ローカルＮＧＯ \9,702,971

パキスタン 医療保健
パンジャブ州ナンカナ・サーヒブ市コミュニティヘルスセンター医療
機材整備計画

農村地域開発協会 ローカルＮＧＯ \3,252,931

トンガ 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

パレスチナ 教育研究 アル・カルメル村新小学校舎建設計画 アル・カルメル村評議会 地方公共団体 \9,969,086

ガボン 教育研究 チバンガ市識字活動センター整備計画 チバンガ市役所 地方公共団体 \8,621,152

ソロモン 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

教育研究 エストレラ・ド・マール学校整備計画 カルロ・ノヴェロ協会 ローカルＮＧＯ \9,968,069

民生環境 イタマラカ市福祉施設改善計画 オ・ペケノ・ナザレノ福祉協会 ローカルＮＧＯ \4,364,738

教育研究 コムニダーデ・ド・リシャウン学習施設整備計画 テーハ基金 ローカルＮＧＯ \9,702,858

平成20年11月27日

平成20年11月26日

平成20年11月28日

南アフリカ

トンガ

ブラジル

アゼルバイジャン
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