
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 セシェホ地区点字機器整備計画 南アフリカ全国盲人協会 ローカルＮＧＯ \7,904,237

教育研究 ゴクワナ地区５教室建設計画 クワズウェニ小学校理事会 教育機関 \7,740,839

ミクロネシア 農林水産 ポンペイ州零細漁民のための漁場整備計画 ポンペイ州経済局海洋開発部 地方公共団体 \4,901,714

ウルグアイ 農林水産 サン・ホセ県ビジャ・ロドリゲス小規模農家生産性向上計画
ロドリゲス・ブドウ栽培農家農村振興協
会

ローカルＮＧＯ \5,290,095

チリ 医療保健 ロス・ラゴス市障害者理学療法センター建設整備計画
ロス･ラゴス市役所保健課都市部総合
診療所

医療機関 \8,764,958

民生環境 サン・ペドロ・デル・ノルテ村水道システム建設計画 パイワス市役所 地方公共団体 \9,833,825

民生環境 サン・セバスティアン・デ・ジャリ市児童施設改修計画 児童への総合教育基金 ローカルＮＧＯ \9,976,205

教育研究 サン・フランシスコ・デル・ノルテ市農村小学校校舎改善計画
サン・フランシスコ・デル・ノルテ市教育
局

教育機関 \9,863,770

医療保健 エステリ市婦人科診療所機材整備計画 エステリ女性の家メルセデス・ロサレス ローカルＮＧＯ \4,520,000

医療保健 ファラム郡病院（チン州）医療機材整備計画 ファラム郡病院 医療機関 \5,867,638

民生環境 ザベービン村（マンダレー管区）電化計画 ザベービン村配電施設建設委員会 ローカルＮＧＯ \8,658,738

イラン 医療保健 テヘラン市小児ガン患者のための医療機材整備計画 小児ガン患者支援協会 ローカルＮＧＯ \9,617,124

レバノン 教育研究
アル・イマーム・アル・ウザーイ学校身体障害児童搬送用車両整
備計画

ムハンマド・ハーリド博士社会財団 ローカルＮＧＯ \7,119,000

チリ 医療保健 パドレ・アルベルト・ウルタド病院産婦人科医療機材整備計画 パドレ・アルベルト・ウルタド病院 医療機関 \8,397,821

医療保健 湖北省大悟県城関鎮衛生院医療機材整備計画 湖北省大悟県人民政府 地方公共団体 \9,941,288

民生環境 湖北省恩施市新トウ集鎮上水道建設計画 湖北省恩施市人民政府 地方公共団体 \9,026,666

ミャンマー 教育研究 チュンドォトォチェ小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 チュンドォトォチェ小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,362,954

ミクロネシア 教育研究 ポンペイ州学校衛生設備改善計画 ポンペイ州環境保護局 地方公共団体 \9,988,522

イラン 医療保健
ホラサーンラザヴィ州ガマレバニ・ハシェム病院医療機材整備計
画

ガマレバニ・ハシェム病院 医療機関 \9,759,476

エクアドル 民生環境 モンテオリボ下水道建設計画 カルチ県庁 地方公共団体 \2,670,981

コスタリカ 教育研究 ロクサナ小学校障害者教室建設計画
リモン県ポコシ市ロクサナ地区総合開
発協会

ローカルＮＧＯ \9,999,935

ウクライナ 医療保健 ソヴェーツカヤ地区中央病院医療機材改善計画 ソヴェーツカヤ地区中央病院 医療機関 \6,480,437

医療保健 ヴルホヴィネ診療所機材整備計画 ヴルホヴィネ町 地方公共団体 \7,643,548

民生環境 ビスクピヤ水供給システム整備計画 ビスクピヤ町 地方公共団体 \9,997,604

ソロモン 民生環境 ブリ水供給施設建設計画 ブリ水供給委員会 ローカルＮＧＯ \7,680,384

ホンジュラス 医療保健 ホンジュラス赤十字社救急車整備計画 ホンジュラス赤十字社 ローカルＮＧＯ \6,906,560

医療保健 ケルマーン州ザランド市麻薬中毒患者治療支援施設整備計画 ケルマーン州福祉局 地方公共団体 \9,930,036

医療保健 ケルマーン州バフト市麻薬中毒患者治療支援施設整備計画 ケルマーン州福祉局 地方公共団体 \9,969,560
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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

平成20年12月7日 イラン 医療保健
シスタン・バルチスタン州チャバハール市麻薬中毒患者治療支援
施設整備計画

シスタン・バルチスタン州福祉局 地方公共団体 \9,732,580

医療保健 四川省雅安市エイ経県エイ河郷中心衛生院建設計画 四川省雅安市エイ経県人民政府 地方公共団体 \9,926,711

医療保健
四川省アバチベット族・キョウ族自治州九寨溝県安楽衛生院建設
計画

四川省アバチベット族・キョウ族自治州
九寨溝県人民政府

地方公共団体 \9,633,702

教育研究 四川省綿陽市塩亭県三星中心小学校建設計画 四川省綿陽市塩亭県人民政府 地方公共団体 \9,920,948

教育研究 四川省雅安市エイ経県民建イ族郷中心小学校建設計画 四川省雅安市エイ経県人民政府 地方公共団体 \9,926,711

医療保健 四川省徳陽市羅江県調元鎮衛生院建設計画 四川省徳陽市羅江県人民政府 地方公共団体 \14,555,191

教育研究 アンバ小学校拡充計画 アンバ小学校 教育機関 \9,768,737

教育研究 ナンガ・エマニュエル小学校整備計画 ココプ村森林保護管理協会 ローカルＮＧＯ \8,622,578

教育研究 聖パトリックス・カトリック小学校拡充計画 聖パトリックス・カトリック小学校 教育機関 \9,993,494

農林水産 ケルマーン州農産物加工施設整備計画 ケルマーン州農業開発推進局 地方公共団体 \9,933,644

農林水産 ヤズド州農村女性家禽飼養生産性向上計画 ヤズド州農業開発推進局 地方公共団体 \9,414,420

ブラジル 教育研究 カバルカンテ職業訓練施設拡充計画 福音エスピリタ実習センター ローカルＮＧＯ \7,599,589

ウクライナ 教育研究 ウジゴロド地区幼稚園衛生環境改善計画 パノニーア ローカルＮＧＯ \7,687,390

ミャンマー 農林水産 ピンレインアレー村農業研修所（マンダレー管区）建設計画 ゴールド・ローズ農業協会 ローカルＮＧＯ \9,344,874

セルビア 教育研究 イランジャ村ミロシュ・ツルニャンスキ小学校校舎修復計画
イランジャ村ミロシュ・ツルニャンスキ小
学校

教育機関 \7,568,600

コスタリカ 教育研究
アブロホ・モンテスマ先住民地区アブロホ・モンテスマ通信中学校
建設計画

アブロホ・モンテスマ通信中学校運営委
員会

ローカルＮＧＯ \9,964,905

チリ 農林水産 トゥカペル市零細農民のための蜂蜜加工施設整備計画 トゥカペル市役所 地方公共団体 \8,245,384

民生環境 タララ郡・イカ郡への中古消防車及び救急車輸送計画 アミスタ・ペルー・ラティノアメリカーナ ローカルＮＧＯ \2,935,740

教育研究 マリア・タキ幼稚園建設計画 カリタス・ペルー 国際ＮＧＯ \9,999,935

スリランカ 農林水産 マナー県における紛争被災地生活基盤整備計画 コミュニティ・トラスト・ファンド ローカルＮＧＯ \9,946,260

教育研究 海南省五指山市職業技術学校校舎建設計画 海南省五指山市職業技術学校 教育機関 \9,949,650

教育研究 海南省臨高県波蓮鎮波蓮中学校女子学生宿舎建設計画 海南省臨高県波蓮鎮人民政府 地方公共団体 \9,976,883

民生環境 海南省五指山市毛道郷三村給水プラント建設計画 海南省五指山市毛道郷人民政府 地方公共団体 \9,999,935

マレーシア 教育研究 貧困層への巡回式社会参加支援計画 マレーシア消費者教育・研究協会 ローカルＮＧＯ \3,824,711

ミャンマー 医療保健 ムセ郡病院（シャン州）医療機材整備計画 ムセ郡病院 医療機関 \4,487,908

マダガスカル 教育研究 首都市内２公立小学校改修計画 アンタナナリボ市 地方公共団体 \8,256,580

教育研究 デ・ヒカラパ村初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県デ・ヒカラパ村初等学校
運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,510,419

教育研究 エル・イスカナル地区初等学校整備拡充計画
ラ・リベルタ県エル・パルマル村エル・イ
スカナル地区初等学校教育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,797,665

教育研究 ラ・プラデラ村初等学校整備拡充計画
サンミゲル県ラ・プラデラ村初等学校教
育推進協会

ローカルＮＧＯ \9,627,148

教育研究 リオ・サルコ地区初中等学校整備拡充計画
サンタアナ県リオ・サルコ地区初中等学
校運営委員会

ローカルＮＧＯ \8,629,584

教育研究 サン・ホセ・カリサル村初等学校整備拡充計画
ラ・パス県サン・ホセ・カリサル村学校運
営委員会

ローカルＮＧＯ \9,999,935
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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

コスタリカ 民生環境 ラ・クルス市サンタ・セシリア地区多目的館建設計画
グアナカステ県ラ・クルス市サンタ・セシ
リア地区総合開発協会

ローカルＮＧＯ \9,855,069

医療保健 バウルー障害者支援施設・乳幼児療育室建設計画 バウルー障害者を支える親と友の会 ローカルＮＧＯ \7,991,473

教育研究 幼児教育改善計画 「新たな希望」住民協会 教育機関 \9,919,366

ペルー 医療保健 イカ州病院機材整備計画 イカ州立病院 医療機関 \4,640,006

教育研究 プレイベーン地方教員養成校整備計画 プレイベーン地方教員養成校 教育機関 \9,832,921

農林水産 カンダール州トナルチャム農業用溜池改修計画 カンダール州水資源気象局 地方公共団体 \9,549,065

その他
パイリン特別市及びバッタンバン州における人道的地雷除去活
動支援計画

ヘイロー・トラスト 国際ＮＧＯ \64,600,518

医療保健 クラチェ州立病院整備計画 カンボジア医療サービス支援会 ローカルＮＧＯ \9,023,163

農林水産 タケオ州ポータス灌漑施設改修計画 タケオ州水資源気象局 地方公共団体 \9,606,808

教育研究 アルハンガイ県ウルジート郡１１年制学校改修計画
アルハンガイ県ウルジート郡１１年制学
校

教育機関 \8,951,747

教育研究 ホブド県ドート郡１１年制学校寄宿舎改修計画 ホブド県ドート郡１１年制学校 教育機関 \8,132,836

教育研究 オブス県サギル郡９年制学校改修計画 オブス県サギル郡９年制学校 教育機関 \9,727,718

教育研究 ダルハンオール県ダルハン郡第１２番幼稚園改修計画
ダルハンオール県ダルハン郡第１２番
幼稚園

教育機関 \8,998,529

カメルーン 民生環境 クジェイ村・ンジンイェン村間給水計画
クジェイ村・ンジンイェン村間給水計画
委員会

ローカルＮＧＯ \8,977,524

マダガスカル 教育研究 アンパネフィ市イサインギ公立小学校改築計画 学校の発展のための会 ローカルＮＧＯ \9,018,360

チリ 民生環境 ビクーニャ市障害者支援職業訓練計画 連帯する父兄と友人の会 ローカルＮＧＯ \4,366,885

ブラジル 民生環境 ゴイアニア医療福祉・社会参画支援施設拡充計画 ブラジル高齢者協会 ローカルＮＧＯ \8,851,629

民生環境 セロ・ラ・ビエッハ上水整備計画
アントニオ・ライモンディ調査・開発セン
ター

ローカルＮＧＯ \9,999,935

医療保健 コントゥマサ病院機材整備計画 カハマルカ州保健局 医療機関 \9,956,430

農林水産 マタラ灌漑整備計画 カハマルカ農畜産業開発グループ ローカルＮＧＯ \9,999,031

農林水産 カスティーリャ灌漑整備計画 カスティーリャ町役場 地方公共団体 \9,999,935

医療保健 イカ州中古救急車整備計画 イカ州保健局 地方公共団体 \8,962,934

民生環境 障害者支援活動研修センター（ヤンゴン管区）建設計画 エデン障害児センター ローカルＮＧＯ \9,981,290

教育研究
タッダマゾーティカーヨウン僧院付属小学校（ヤンゴン管区）サイ
クロン被害復旧計画

タッダマゾーティカーヨウン僧院付属小
学校管理委員会

ローカルＮＧＯ \9,620,594

パラオ 教育研究 理科実験室教材整備計画 ミッゼンティ高校 教育機関 \2,468,485

ミクロネシア 医療保健 ポンペイ州立病院医療機材整備計画
ポンペイ州政府保健局ポンペイ州立病
院

医療機関 \6,888,480

平成20年12月13日 イラク 民生環境 カルバラ市地域福祉施設改修計画 カルバラ県特別介護・老人介護部局 地方公共団体 \9,339,450

医療保健 農村貧困層患者のための眼科医療機器整備計画 イシュワル慈善団体 医療機関 \8,683,485

教育研究 恵まれない人々のための社会福祉開発センター建設計画 都市地方統合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,979,369

教育研究 指定カースト及び貧困層の人々のための寄宿舎建設計画 農村地域改善センター ローカルＮＧＯ \9,997,110

教育研究
乾燥地帯に居住する恵まれない人々のための多目的訓練セン
ター建設計画

大衆教育組織協会 ローカルＮＧＯ \9,052,995
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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 民生環境 ドーピン孤児院（マンダレー管区）建設計画 ドーピン孤児院運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,617,204

民生環境 アビヤン州ルサド郡ジャバル・ラムトゥール村給水網改善計画 ルサド郡地方評議会 地方公共団体 \4,384,287

医療保健 ダマール州ルッサーバ地方病院拡張計画 ルッサーバ地方病院 医療機関 \9,995,076

ブラジル 教育研究 プラナウチーナ・デ・ゴイアス初等教育学校拡張計画 フェリペ・リヨン協会 ローカルＮＧＯ \9,499,797

医療保健 広東省韶関市始興県隘子鎮衛生院建設計画 広東省韶関市始興県衛生局 地方公共団体 \9,780,263

教育研究 広東省肇慶市封開県南豊鎮山口小学校校舎建設計画 広東省肇慶市封開県教育局 地方公共団体 \9,904,224

コンゴ（民） 教育研究 ヴィラージュ・ボンデコ聾学校校舎建設計画 ヴィラージュ・ボンデコ ローカルＮＧＯ \6,936,957

トーゴ 教育研究 ヴォ県３小学校における学校整備計画 コロンブ ローカルＮＧＯ \9,114,464

モンテネグロ 教育研究 ティバット市ドラゴ・ミロビッチ小学校教室整備計画 ティバット市ドラゴ・ミロビッチ小学校 教育機関 \8,254,612

医療保健 ゴール県における地域に根ざした結核対策強化計画 グローバル・パートナーズ 国際ＮＧＯ \16,827,960

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡バドガ村農業・宅地保全堤防建設計画 アフガニスタン市民活動機構 ローカルＮＧＯ \9,853,148

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡シニア村農業・宅地保全堤防建設計画 アフガン開発組織 ローカルＮＧＯ \9,817,440

教育研究 ラグマン県カルガイ郡マンドラワール女子小学校建設計画 アフガニスタン復興調整機構 ローカルＮＧＯ \9,944,000

農林水産
クナール県アサダバード市ケララ・シャヒーダノ村農地・宅地保全
堤防及び排水渠建設計画

アフガン援助調整協会 ローカルＮＧＯ \9,043,955

パレスチナ 民生環境 ウンム・リハン村汚水処理施設建設計画
イスラエル・パレスチナ情報研究セン
ター

ローカルＮＧＯ \9,868,968

ペルー 教育研究 マンチャイ職業訓練学校拡張計画 リマ大司教区社会援助部 ローカルＮＧＯ \9,997,562

医療保健 イスマイリ地区イヴァノフカ村病院産婦人科整備計画 支援・開発のための市民社会 ローカルＮＧＯ \9,315,720

医療保健 アグジャベディ地区フスル村診療所建設計画 開発２００６（社会支援公共協会） ローカルＮＧＯ \9,941,401

医療保健 ギャンジャ市救急病院救急病棟改修計画
「ヤングリーダー」教育訓練開発公共団
体

ローカルＮＧＯ \9,944,000

医療保健 バラケン地区タララル村診療所建設計画 社会・経済発展支援公共協会 ローカルＮＧＯ \9,944,000

民生環境 四川省綿竹市九竜鎮福利院建設計画 四川省綿竹市人民政府 地方公共団体 \4,976,520

民生環境 四川省広元市朝天区曾家鎮福利院建設計画 四川省広元市朝天区人民政府 地方公共団体 \4,928,156

民生環境 四川省綿陽市遊仙区忠興鎮農民研修センター建設計画 四川省綿陽市遊仙区人民政府 地方公共団体 \4,257,162

医療保健 ビントゥアン省ファンリークア地区総合診療所医療機材整備計画 ビントゥアン省保健局 地方公共団体 \9,729,187

医療保健 カマウ省ダムゾイ地域総合病院医療機材整備計画 カマウ省保健局 政府関係機関 \9,354,818

医療保健 カマウ省産婦人科病院医療機材整備計画 カマウ省友好協会 地方公共団体 \9,899,930

マケドニア 教育研究 イリンデン自治体ゴツェ・デルチェフ小学校校舎増築計画
イリンデン自治体ゴツェ・デルチェフ小
学校

教育機関 \8,437,472

エクアドル 教育研究 モロナ・サンティアゴ県小学校教室建設計画 モロナ・サンティアゴ県庁 地方公共団体 \6,358,962

ブラジル 民生環境 フローレス・デ・ゴイアスにおける医療・教育施設建設計画
フローレス・デ・ゴイアス周辺地域社会
活動協会連盟

ローカルＮＧＯ \9,940,158

医療保健 ドンニャン村ヘルスポスト建設計画 ドンニャン村 地方公共団体 \3,859,063

教育研究 サムタイ郡パット地区学校環境改善計画 サムタイ郡 地方公共団体 \9,944,000

ガーナ 教育研究 キンテック職業訓練校女子寮建設計画 キンテック職業訓練校 教育機関 \9,093,223

コンゴ（民） 医療保健 パンジ病院医療機材整備計画 パンジ総合病院 医療機関 \5,091,554

平成20年12月16日

平成20年12月17日

平成20年12月15日

平成20年12月18日

中国

ラオス

ベトナム

アフガニスタン

アゼルバイジャン

中国

イエメン
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スーダン 教育研究
ガダーレフ州ファシャーガ郡シェリフハサバラ女子小学校再建計
画

シェリフハサバラ村落委員会 ローカルＮＧＯ \9,814,276

民生環境 キュステンディル市孤児院生活環境改善計画 キュステンディル市 地方公共団体 \6,639,868

医療保健 スリヴェン肺病専門病院改修計画 スリヴェン肺病専門病院 医療機関 \6,022,408

教育研究 プロブディフ市アレコ・コンスタンチノフ小学校衛生施設改修計画
プロブディフ市アレコ・コンスタンチノフ
小学校

教育機関 \7,967,120

民生環境 ナレンバレンバ村給水施設整備計画 ナレンバレンバ村委員会 ローカルＮＧＯ \9,423,974

教育研究 ランビセサー・チョードリー・メモリアル小学校整備計画
ランビセサー・チョードリー・メモリアル
小学校

教育機関 \9,285,097

民生環境 バンドラヤ村・ジャファウ居住地給水施設整備計画 バンドラヤ村・ジャファウ居住地共同体 ローカルＮＧＯ \6,858,648

教育研究 ナイタシリ・バハルティヤ学校整備計画 ナイタシリ・バハルティヤ学校 教育機関 \4,999,911

医療保健 ランバサ病院医療機器整備計画 ランバサ病院 医療機関 \3,804,258

教育研究 コルパプト教育施設教室建設計画 アチャカチ市役所 地方公共団体 \9,680,371

農林水産
ヤンパラエス市における女性グループのための職業訓練研修施
設建設計画

ヤンパラエス市役所 地方公共団体 \3,323,782

医療保健 モンテロ市ＨＩＶ／エイズケアセンター建設計画 モンテロ市役所 地方公共団体 \9,944,226

農林水産 タラマヤ地区灌漑施設建設計画 ラパス県庁 地方公共団体 \9,578,445

教育研究 ヤンバタ村教育施設寄宿舎改修計画 トロトロ市役所 地方公共団体 \9,931,683

教育研究 サン・アロンソ職業訓練学校改修計画 信仰と喜びサンタ・クルス支部 ローカルＮＧＯ \6,573,323

教育研究 スリキ島７月１６日教育施設整備計画 プエルト・ペレス市役所 地方公共団体 \2,382,266

民生環境 知的身体的障害者（重複障害）自立支援施設建設計画 障害者自立支援施設聖マルティンの家 その他 \9,927,050

ホンジュラス 医療保健 エル・ニスペロ市保健所建設計画 エル・ニスペロ市役所 地方公共団体 \8,210,693

ブータン 医療保健 産婦人科基礎医療サービス向上計画 ジグメドルジウォンチュック国立病院 医療機関 \8,847,335

チリ 教育研究 ロス・アンデス市職業技術中等校整備計画 市立アメリカ職業技術中等校 教育機関 \7,019,447

農林水産 サン・パブロ灌漑整備計画 社会活動開発研究センター ローカルＮＧＯ \8,733,770

教育研究 エスケン小学校整備計画 サン・ロマン郡役場 地方公共団体 \9,999,709

インドネシア 民生環境
メダン市及びその周辺住民に対する有機ゴミ堆肥化技術普及計
画

プルサダ協会北スマトラ支部 ローカルＮＧＯ \9,958,012

ミャンマー 通信運輸 シッタァンサンピャ村（モン州）村落橋梁建設計画 カワーチァン橋建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,627,148

民生環境 シリス村電線網修復計画 シリス村評議会 地方公共団体 \9,121,360

教育研究 サヌール村男子校増築計画 サヌール村評議会 地方公共団体 \9,979,143

医療保健
吉林省延辺朝鮮族自治州汪清県東光鎮衛生院医療設備整備計
画

汪清県人民政府 地方公共団体 \4,966,124

医療保健 吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市三道湾鎮衛生院建設計画 延吉市人民政府 地方公共団体 \9,714,158

教育研究 吉林省通化市柳河県姜家店朝鮮族郷中学校校舎建設計画 柳河県人民政府 地方公共団体 \9,882,528

通信運輸 チャウンゴン地区（エーヤワディー管区）村落橋梁建設計画 イェ・ガ・ロゥ橋建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,927,050

教育研究 コンジャン小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 コンジャン小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \8,808,350

教育研究 チータン小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 チータン小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,944,000

平成20年12月22日

平成20年12月18日

平成20年12月19日

ブルガリア

フィジー

ボリビア

中国

ペルー

パレスチナ

ミャンマー

平成20年12月23日
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ミャンマー 教育研究 オーポー西小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 オーポー西小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,858,120

ヨルダン 民生環境 視覚障害者支援施設の教育環境改善計画 視覚障害者扶助組合 ローカルＮＧＯ \6,676,605

アルゼンチン 医療保健 ファン・アントニオ・フェルナンデス病院救急病棟機材整備計画 フェルナンデス財団 ローカルＮＧＯ \5,659,492

通信運輸 ソモト市農村部橋梁建設計画 複合プロジェクト基金 ローカルＮＧＯ \9,512,566

教育研究 ラ・コンセプシオン市小中学校校舎建設計画 モンセラット教区小学校 教育機関 \9,846,933

教育研究 ニンディリ市中学・技術学校校舎建設計画 ニカラグア・レマール協会 国際ＮＧＯ \9,999,935

民生環境 サン・フアン・デル・スール市農村部配水網改善計画 エル・ポチョーテ地区水道委員会 ローカルＮＧＯ \2,371,870

パキスタン 教育研究 カシミール地方ニーラム県女子小学校建設計画 アル・ムスタファ開発ネットワーク ローカルＮＧＯ \8,034,413

フィリピン その他
ミンダナオ島マギンダナオ州の紛争地域における国内避難民救
済支援計画

ムスリム青年宗教組織 ローカルＮＧＯ \9,218,879

ミャンマー 教育研究 ガドー小学校（カチン州）建設計画 メッタ開発財団 ローカルＮＧＯ \9,591,101

スーダン 教育研究 ジュバにおける低所得層職業訓練計画 南部スーダン高齢者家族支援協会 ローカルＮＧＯ \9,917,784

民生環境 イッブ州サブラ郡サウバーン地区給水網整備計画 サブラ郡地方評議会 地方公共団体 \9,999,935

教育研究 タイズ州アル＝モウザア郡アル＝ナハダ小学校建設計画 アル＝モウザア農業協会 ローカルＮＧＯ \9,989,765

平成20年12月26日 ブラジル 農林水産 リオノーヴォ・ジャポネーザ農業組合復興支援計画 リオノーヴォ・ジャポネーザ農業組合 ローカルＮＧＯ \7,921,865

平成20年12月24日

イエメン

平成20年12月23日

ニカラグア
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