
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 サイクロン被災８学校（ヤンゴン管区）修復計画 サイクロン被災学校修復委員会 ローカルＮＧＯ \9,058,984

通信運輸 アイト・アブドーラ地区アスドレム集落道路整備計画 アスドレム開発、友好と相互扶助協会 ローカルＮＧＯ \9,695,516

農林水産 アイト・ヤコブ地区灌漑施設修復計画 ワラダ総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,561,200

教育研究 農村女性活動促進センター建設計画 モロッコ芳香性薬草開発協会 ローカルＮＧＯ \9,598,756

民生環境 アウグンズ村飲料水供給計画 アズル・ヌブトゥアラ開発協力協会 ローカルＮＧＯ \9,661,240

民生環境 アンズガルヌ集落飲料水供給計画 アグディム開発協力協会 ローカルＮＧＯ \9,803,592

通信運輸 タナルト村道路整備計画 アスナル開発文化スポーツ協会 ローカルＮＧＯ \9,826,880

通信運輸 イミン・タイヤルト村道路整備計画 イドゥ・ニディフ開発協力協会 ローカルＮＧＯ \9,857,548

医療保健 グルミム産婦人科増築計画 特別支援児童連帯協会 ローカルＮＧＯ \9,882,804

教育研究 アサ市女性職業訓練センター建設計画
社会資格のためのアル・ムンタダ・アネ
スイ協会

ローカルＮＧＯ \5,519,420

民生環境 タルムスト集落飲料水供給計画 タルムスト開発協力協会 ローカルＮＧＯ \8,701,348

民生環境 ムシシ灌漑施設改修計画 ムシシ農業開発協会 ローカルＮＧＯ \8,325,788

農林水産 オアシス・ザグ灌漑水路整備計画
ザグ市アル・ファダア・アル・ジャマアウ
イ協会

ローカルＮＧＯ \3,966,832

パナマ 医療保健 産婦人科医療機器整備計画 パナマ家族計画協会 ローカルＮＧＯ \3,638,374

医療保健 ビエンチャン青少年保健サービス向上計画 ラオス女性同盟ビエンチャン支部 政府関係機関 \7,814,741

民生環境 ブアラパー郡給水施設建設計画 カムワン県地方開発・貧困削減局 地方公共団体 \7,316,411

教育研究 ブタレジャ県における小学校１０校の整備計画 ブタレジャ県政府 地方公共団体 \8,935,814

教育研究
チャングワリ難民居住地区における小学校４校の教室棟建設計
画

アクション・アフリカ・ヒルフェ 国際ＮＧＯ \8,304,257

教育研究 ブシェニィ県における小学校３校の教室棟建設計画 ブシェニィ県政府 地方公共団体 \9,690,315

民生環境 ムバレ県における安全な水へのアクセス改善計画 ムバレ県政府 地方公共団体 \9,549,404

カメルーン 通信運輸 レビアレム県遠隔地農村開発のためのラジオ中継局整備計画 レビアレム農村コミュニティ組織 ローカルＮＧＯ \5,070,224

教育研究 リオ・マラニョン小学校教室建設計画 マヌー自治会 地方公共団体 \8,667,891

医療保健 スクア第六保健診療所医療機材整備計画 スクア第六保健診療所 医療機関 \8,774,563

アゼルバイジャン 教育研究 ガフ地区ガフ市第３学校建設計画
アゼルバイジャン地域開発調査・訓練・
人材センター

ローカルＮＧＯ \9,680,258

教育研究 湖南省宜章県一六鎮第三完全小学校校舎建設計画 湖南省宜章県人民政府 地方公共団体 \9,734,837

教育研究 湖南省新化県奉家鎮玄渓小学校校舎建設計画 湖南省新化県人民政府 地方公共団体 \9,960,046

コンゴ（民） 教育研究 ルカヤ小学校改修計画
開発のための青年共同体／ヴィジョン
２０００

ローカルＮＧＯ \5,941,427

ナミビア 教育研究 カリビブ地区小学校教室建設計画 エーベンハウザー小学校 教育機関 \4,995,843

平成21年1月11日 ラオス その他
サラワン県及びセコン県における不発弾（ＵＸＯ）処理活動支援計
画

ラオス不発弾処理プログラム 政府関係機関 \69,921,462

平成21年1月

草の根・人間の安全保障無償資金協力
約束日別　平成20年度

平成21年1月7日

平成21年1月8日

中国
平成21年1月9日

モロッコ

ラオス
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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21年1月11日 イエメン 教育研究 アデン州アル・ブレイカ青少年知的障害者学校改修計画 アル・ラフマ青少年知的障害者協会 ローカルＮＧＯ \9,637,431

カンボジア その他
コンポントム、プレアビヒア及びオッドーミアンチェイ３州における
人道的地雷除去活動支援計画

カンボジア地雷対策センター 政府関係機関 \69,550,935

教育研究 ゼヤトゥッカ僧院付属小学校（シャン州）建設計画 ゼヤトゥッカ僧院学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,299,900

教育研究 セイタトゥッカ僧院付属小学校（シャン州）建設計画 セイタトゥッカ僧院学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,168,820

教育研究 チューク州ザビエル高校多目的教育施設建設計画 ザビエル高校 教育機関 \9,998,014

医療保健 ポンペイ州健康増進研修施設拡張計画
ポンペイ・アイランド・フード・コミュニ
ティー

ローカルＮＧＯ \2,477,751

教育研究 サンタ・マリア・ネバフ市ティホン集落小学校建設計画 ティホン集落小学校教育委員会 ローカルＮＧＯ \8,279,623

民生環境
サン・イデルフォンソ・イシュタワカン市トゥイチャム集落飲料水導
入計画

トゥイチャム集落開発委員会 ローカルＮＧＯ \9,348,038

教育研究 クイルコ市チリパル集落小学校建設計画 ウエウエテナンゴ総合開発財団 ローカルＮＧＯ \9,999,935

教育研究 サン・フランシスコ・エル・アルト市小学校増築計画
サン・フランシスコ・エル・アルト市立小
学校

教育機関 \9,849,306

ブラジル 民生環境 カンチーニョ・ド・セウ保育園増設計画 ジ・パラナの友人支援グループ ローカルＮＧＯ \9,635,397

民生環境 陝西省南鄭県陽春鎮泉溝村上水道整備計画 陝西省商務庁 地方公共団体 \9,863,431

医療保健 陝西省略陽県疾病予防センター検査棟建設計画 陝西省商務庁 地方公共団体 \9,955,865

民生環境 四川省松潘県川主寺鎮上水道整備計画 四川省松潘県人民政府 地方公共団体 \9,328,715

医療保健 四川省彭州市敖平鎮公立衛生院改修及び医療機材整備計画 四川省彭州市人民政府 地方公共団体 \8,951,182

民生環境 四川省都江堰市虹口郷上水道整備計画 四川省都江堰市人民政府 地方公共団体 \9,868,290

民生環境 四川省広元市青川県観音店郷上水道整備計画 四川省広元市青川県人民政府 地方公共団体 \9,884,449

教育研究 甘粛省康県大南峪郷大南溝小学校校舎建設計画 甘粛省康県人民政府 地方公共団体 \9,912,247

教育研究 甘粛省文県中寨郷新寨小学校校舎建設計画 甘粛省文県人民政府 地方公共団体 \9,831,226

民生環境 南トング郡水道管敷設計画 総合教育開発センター ローカルＮＧＯ \6,298,281

農林水産 アスオティアノ地区コミュニティー集会・託児施設建設計画 アスオティアノ地区評議会 地方公共団体 \8,100,405

パレスチナ 民生環境 アイナブウス村水道網整備計画 アイナブウス村評議会 地方公共団体 \9,668,167

レバノン 医療保健 社会的弱者支援のための医療機材整備計画 アル・アルズ・スポーツ文化協会 ローカルＮＧＯ \6,368,341

通信運輸 ケティ・オビスポ橋梁建設計画 カルチ県庁 地方公共団体 \9,394,820

教育研究 カルチ県小学校衛生改善計画 カルチ県庁 地方公共団体 \9,366,796

パナマ 医療保健 コロン診療所がん検査機器整備計画 全国対がん協会 ローカルＮＧＯ \4,706,450

医療保健 ナボイ州キジルテパ地区中央病院医療機材整備計画 ナボイ州キジルテパ地区中央病院 医療機関 \9,784,670

医療保健 フェルガナ州小児病院医療機材整備計画 フェルガナ州小児病院 医療機関 \9,831,000

医療保健 ナマンガン州チャルタク地区病院医療機材整備計画 ナマンガン州チャルタク地区病院 医療機関 \9,942,870

医療保健 アンディジャン州小児病院医療機材整備計画 アンディジャン州小児病院 医療機関 \9,794,840

医療保健 スルハンダリヤ州バイスン中央病院医療機材整備計画 スルハンダリヤ州バイスン中央病院 医療機関 \9,646,810

医療保健 ブハラ州カラクル市中央病院医療機材整備計画 ブハラ州カラクル市中央病院 医療機関 \9,149,610

タイ 教育研究 メーホンソーン県青少年のための麻薬予防活動支援計画 パーイウィタヤカーン校 教育機関 \6,590,070

平成21年1月12日

平成21年1月14日

ミャンマー

ミクロネシア

平成21年1月15日

グアテマラ

中国

ガーナ

エクアドル

ウズベキスタン
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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
広西壮族自治区賀州市八歩区賀街鎮龍揚中学校学生宿舎建設
計画

広西壮族自治区賀州市外事橋務弁公
室

地方公共団体 \9,990,895

教育研究 広西壮族自治区梧州市藤県和平鎮一中学校学生宿舎建設計画 広西壮族自治区梧州市藤県教育局 地方公共団体 \9,618,447

教育研究
広西壮族自治区梧州市藤県ロウ南鎮第一中学校学生宿舎建設
計画

広西壮族自治区梧州市藤県教育局 地方公共団体 \9,569,179

教育研究
広西壮族自治区梧州市藤県太平鎮大披中心小学校校舎建設計
画

広西壮族自治区梧州市藤県教育局 地方公共団体 \9,403,408

教育研究
広西壮族自治区柳州市三江トン族自治県同楽ミャオ族郷孟寨小
学校校舎建設計画

広西壮族自治区柳州市三江トン族自治
県教育局

地方公共団体 \7,151,205

教育研究
広西壮族自治区柳州市三江トン族自治県八江郷汾水小学校校
舎建設計画

広西壮族自治区柳州市三江トン族自治
県教育局

地方公共団体 \6,448,684

カメルーン 民生環境 ガルア市ろう学校整備計画 ろう児専門学院 教育機関 \9,288,468

教育研究 アルフレド・アルブハ・ガリンド学校教室建設計画 イバラ市役所 地方公共団体 \9,866,595

教育研究 ルイス・トゥフィーニョ小学校教室建設計画 ルイス・トゥフィーニョ小学校 教育機関 \7,081,484

教育研究 ２月２７日小学校教室建設計画 ２月２７日小学校 教育機関 \9,974,736

チリ 民生環境 オバジェ市ロメラルシジョ地区井戸掘削・給水トラック整備計画 エル・カネロ開発協会 ローカルＮＧＯ \8,812,870

東ティモール 農林水産 コバリマ県ズマライ準県における灌漑用水路拡張計画 グルーポ・ハブラス・コバリマ ローカルＮＧＯ \7,310,535

ガーナ 民生環境 フニ谷公衆衛生向上計画 フニ谷地区委員会 地方公共団体 \6,250,256

スワジランド 教育研究 ニャツィニ小学校教室建設計画 ニャツィニ小学校 教育機関 \6,410,716

クロアチア 民生環境 フルヴァツカ・コスタイニツァ地域消防活動支援計画 フルヴァツカ・コスタイニツァ町 地方公共団体 \9,969,232

平成21年1月18日 イエメン 医療保健
サヌア州ハムダーン郡ワーディー・ダハル医療センター医療活動
改善計画

ハムダーン郡人口・保健局 地方公共団体 \9,814,163

アルメニア 民生環境 ルチャバン村給水施設改修計画 ルチャバン村 地方公共団体 \7,528,851

ブラジル 教育研究 ロライノポリス市小学校建設計画 ロライノポリス市役所 地方公共団体 \9,049,266

中国 民生環境 重慶市開県白泉郷飲用水整備計画 重慶市開県人民政府 地方公共団体 \9,897,783

民生環境 ダクノン省クワンタム村ブンドール集落給水設備建設計画 ダクノン省協同組合・農村開発支局 地方公共団体 \9,964,905

教育研究 ダクノン省ダクソム村ヴーアージン中学校建設計画 ダクノン省共同組合・農村開発支局 地方公共団体 \8,769,139

医療保健
ファリヤーブ県シャリンタガブ郡、グルザワン郡、バルチャラグ郡
飲料水供給計画

人道援助調整協会 ローカルＮＧＯ \24,568,799

教育研究 サリプル県バルハブ郡ザウ小学校建設計画 パヤム・ヌール教育社会サービス ローカルＮＧＯ \9,763,200

民生環境 カンダハール県アルガンダブ郡マズラ村給水施設建設計画 南西アフガニスタン地方開発協会 ローカルＮＧＯ \9,966,600

教育研究 ラグマン県メフテルラム市シール・ガ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

キューバ 民生環境 ハバナ市視聴覚・重複障害特殊学校設備改善計画 市民ボランティアグループ 国際ＮＧＯ \7,229,120

グアテマラ 医療保健 グアテマラ赤十字社レタルレウ分署改善計画 グアテマラ赤十字社レタルレウ分署 医療機関 \9,985,132

ハイチ 医療保健 感染症母子保健研究所・検体検査機器設置計画 エイズ・感染症研究センター ローカルＮＧＯ \9,150,740

ペルー 民生環境 ケナマリ村上水整備計画 技術開発仲介集団 国際ＮＧＯ \3,262,084

パキスタン 教育研究 連邦直轄部族地域ハイバル管区女子小学校建設計画 ランプ ローカルＮＧＯ \8,177,132

ミャンマー 教育研究
アウンセミンガラー僧院付属中学校（エーヤワディー管区）サイク
ロン被害復旧計画

アウンセミンガラー学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,989,200
平成21年1月21日

平成21年1月16日

平成21年1月19日

平成21年1月20日

平成21年1月15日

中国

エクアドル

ベトナム

アフガニスタン
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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

ニジェール 教育研究 ニアメ市小学校５教室建設計画 フラテルニテ・ノートル・ダム ローカルＮＧＯ \9,049,684

マダガスカル 教育研究 聖ジョゼフ学院増築計画 聖ジョゼフ学院 教育機関 \9,067,232

マリ 教育研究 ソロコロクラ小学校建設整備計画
経済的・社会的地位向上のためのマリ
協会

ローカルＮＧＯ \6,857,988

エクアドル 教育研究 国立カヤンベ技術学校教室建設計画 国立カヤンベ技術学校 教育機関 \9,986,262

ペルー 医療保健 トニー・モイェアパサ・ロハス小児病院機材整備計画 オランダ平和財団 ローカルＮＧＯ \9,924,903

インド 医療保健
人身売買被害者及びＨＩＶエイズ患者のためのリハビリ施設建設
計画

青少年の村落開発団体 ローカルＮＧＯ \9,999,935

タイ 教育研究
チェンライ県メーチャン郡スクサーソンクロ・メーチャン学校生徒寮
建設計画

スクサーソンクロ・メーチャン学校 教育機関 \9,946,710

ミャンマー 医療保健 チュンジー村（バゴー管区）地域保健所建設計画 チュンジー村地域保健所発展委員会 ローカルＮＧＯ \9,100,003

スーダン その他 中央エクアトリア州における地雷処理機材整備計画
ノルウェー・ピープルズ・エイド　スーダ
ン事務所

国際ＮＧＯ \56,069,131

医療保健 ニウタオ島診療所整備計画 保健省 政府関係機関 \9,950,328

医療保健 ヌイ島診療所整備計画 保健省 政府関係機関 \9,950,328

民生環境 サンパウロ・コミュニティー農園・農業機材整備計画 「飢えのない町」協会 ローカルＮＧＯ \4,621,587

医療保健 診療所整備計画 ベンファン－ブラジルの家族の幸せ ローカルＮＧＯ \9,997,901

ミャンマー 教育研究 イェーレー小学校（ヤンゴン管区）サイクロン被害復旧計画 イェーレー小学校建設委員会 ローカルＮＧＯ \9,825,350

マダガスカル 民生環境 アカニスア女性用職業訓練センター整備計画
女性の世界祈りの日協会マダガスカル
支部

ローカルＮＧＯ \9,867,552

マリ 医療保健 ブグラ村共同体保健センター建設整備計画 自発的共同体のための支援協会 ローカルＮＧＯ \9,778,336

ブラジル 教育研究 州立ベラクルス初等教育学校拡張計画 州立ベラクルス初等教育学校 教育機関 \9,988,409

ペルー 医療保健 ランカ診療所中古救急車及び医療機材整備計画 サン・マテオ・デ・オタオ町役場 地方公共団体 \6,423,485

ホンジュラス 医療保健 ５都市における中古緊急車両整備計画 ホンジュラス消防団 政府関係機関 \3,577,354

平成21年1月25日 スーダン 教育研究
南コルドファン州デベイバット地域コルコラケナナ小学校・デベイ
バット女子小学校改善計画

ベットケア・オーガニゼーション ローカルＮＧＯ \9,886,935

タイ 教育研究 チェンマイ県メーアイ郡バーンパゴー学校生徒寮建設計画 バーンパゴー学校 教育機関 \5,551,110

コンゴ（民） 医療保健 マンガラ産婦人科診療所建設計画 社会共同体開発センター ローカルＮＧＯ \5,632,598

教育研究 連邦首都領域クワリ地域議会区ダビ小学校建設計画 変革管理人国際ネットワーク ローカルＮＧＯ \9,820,491

教育研究 連邦首都領域ブワリ地域議会区クドゥル小学校建設計画 人間開発のための優しい保護 ローカルＮＧＯ \9,814,841

教育研究 連邦首都領域アバジ地域議会区アバジモデル小学校建設計画 家族的財産・イニシアティブ ローカルＮＧＯ \9,334,252

教育研究
連邦首都領域アブジャ自治地域議会区ナライ・カルサイト小学校
建設計画

女子の権利議事インターナショナル ローカルＮＧＯ \9,912,586

教育研究 連邦首都領域クジェ地域議会区トゥクペキ小学校建設計画
ライフライン・エンパワーメント・イニシア
ティブス

ローカルＮＧＯ \9,581,157

民生環境 連邦首都領域内アブジャ地域議会区給水・保健衛生普及計画
カソリック・アークダイオシス・オブ・アブ
ジャ

ローカルＮＧＯ \6,075,784

マーシャル 通信運輸 マロエラップ環礁海上輸送改善計画 マロエラップ環礁地方政府 地方公共団体 \9,972,250

平成21年1月28日 スーダン 医療保健
ナイル州ダマール郡アル・ムトマル村における診療所再建拡大計
画

アル・ムトマル慈善協会 ローカルＮＧＯ \9,801,959

平成21年1月23日

平成21年1月27日

平成21年1月21日

平成21年1月22日

ツバル

ブラジル

ナイジェリア
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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

ボスニア・ヘルツェゴビナ その他 バノヴィチにおける地雷除去支援計画 バノヴィチ市 地方公共団体 \24,980,316

マーシャル 通信運輸 アイルック環礁海上輸送改善計画 アイルック環礁地方政府 地方公共団体 \9,831,000

レバノン 医療保健 西アル・シャハール国立病院における医療機材整備計画 西アル・シャハール国立病院 医療機関 \7,979,947

教育研究 国立マルチンギ学校教室建設計画 国立マルチンギ学校 教育機関 \9,995,641

教育研究 トゥルカン地区職業訓練施設教室建設計画 トゥルカン職業能力開発機構 教育機関 \9,987,166

通信運輸 サンガイ橋梁建設計画 サンガイ自治会 ローカルＮＧＯ \7,984,354

教育研究 東ジャワ州パチタン県タマン・アスリ第２小学校建設計画 タマン・アスリ第２小学校 教育機関 \6,720,562

教育研究 東ジャワ州パチタン県サングラハン第２小学校改修計画 サングラハン第２小学校 教育機関 \4,947,479

民生環境 東ジャワ州トゥルンアグン県カリバトゥル村生活用水整備計画
社会経済開発・研究協会トゥルンアグン
支部

ローカルＮＧＯ \9,723,989

民生環境 東ジャワ州ブリタール県社会福祉施設増築計画 ブリタール養老院 地方公共団体 \9,357,304

民生環境 東ジャワ州ジョンバン県社会福祉施設増築計画 ジョンバン養老院 地方公共団体 \9,349,394

カメルーン 教育研究 ケラワ公立学校４教室建設整備計画
共同イニシアティブグループ・ケラワ発
展に寄与する青年達

ローカルＮＧＯ \9,185,640

スーダン その他
南コルドファン州カドグリにおける国立義肢矯正センター支所改
善計画

ハンディキャップ・インターナショナル 国際ＮＧＯ \9,128,592

セネガル 教育研究 ニョジョール高校整備計画 ニョジョール高校 教育機関 \6,450,612

ヨルダン 民生環境 貧困層女性に対する職業訓練計画 コーカサス慈善協会婦人部 ローカルＮＧＯ \7,848,641

グアテマラ 農林水産 トトニカパン市零細農家地場産業振興計画 トトニカパン市役所 地方公共団体 \9,999,935

教育研究 南部諸民族州アワサ市エイズ孤児の教育環境改善計画 ピープル・イン・ニード 国際ＮＧＯ \9,954,848

教育研究 オロミア州デルメムサ前期小学校拡張計画 レインボー人道基金 ローカルＮＧＯ \9,752,804

教育研究 オロミア州西ハラルゲ地方チロ町中学校建設計画 チロ町役場 政府関係機関 \9,715,175

民生環境
ベニシャングル・グムズ州メテケレ地方保健衛生改善のための給
水計画

グムズ民族開発組合 ローカルＮＧＯ \8,581,898

リベリア 農林水産 ヴォインジャマ農業産品加工技術教習所建設計画 ロファ女性農業加工組合 地方公共団体 \9,592,796

マーシャル 民生環境 ウトリック環礁コミュニティセンター建設計画 ウトリック環礁地方政府 地方公共団体 \9,717,435

グアテマラ 民生環境 グアテマラ市防災避難所整備計画 グアテマラ市役所 地方公共団体 \9,671,331

ブラジル 医療保健 アマゾニア病院拡充計画 アマゾニア日伯援護協会 ローカルＮＧＯ \8,577,039

その他 プエルト・コルテス市集中豪雨災害被災者食糧援助計画
ホンジュラス赤十字プエルト・コルテス
支部

ローカルＮＧＯ \5,433,266

その他 エル・プログレッソ市集中豪雨災害被災者食糧援助計画
ホンジュラス赤十字エル・プログレッソ
支部

ローカルＮＧＯ \7,891,807

医療保健 バルファテ市集中豪雨災害被災者食糧援助計画
ミシオネス・デル・アグア・インテルナ
ショナル

国際ＮＧＯ \7,999,835

平成21年1月28日

エクアドル

インドネシア

エチオピア

平成21年1月29日

平成21年1月30日

ホンジュラス
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