
G/C締結日 国 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 邦貨

スワジランド 教育研究 聖ロレッタ小学校教室建設計画 聖ロレッタ小学校 教育機関 \8,157,583

ナミビア 教育研究 ヘンティーズベイ地区教室建設計画 カムワンディ小中学校 教育機関 \7,876,552

医療保健 コスタリカ赤十字救急車整備計画 コスタリカ赤十字 ローカルＮＧＯ \9,999,370

医療保健 コスタリカ赤十字レスキュー車整備計画 コスタリカ赤十字 ローカルＮＧＯ \9,944,904

ブラジル 教育研究 地域総合教育施設増改築計画 クリスト・ヘデントール福祉組合 教育機関 \9,701,954

平成21年2月3日 パキスタン 教育研究 パンジャブ州ロドラン女性職業訓練校建設計画 ボランティア社会福祉団体 ローカルＮＧＯ \3,720,864

トーゴ 医療保健 アフィデニャグバ共同体医療センター整備計画 クレディ ローカルＮＧＯ \8,845,504

キューバ 教育研究 オルギン県自然災害被災教育施設復興支援計画 ナバラ新未来連合 国際ＮＧＯ \9,608,104

教育研究 ノヴォドリンスク村第１１一般学校改修計画 ノヴォドリンスク村第１１一般学校 教育機関 \9,693,140

医療保健
北カザフスタン州ペトロパブロフスク市第一病院医療機材整備計
画

ペトロパブロフスク市第一病院 医療機関 \6,715,364

医療保健 ゼレンダ地方農村部救急車整備計画 ゼレンダ地方外来病院 医療機関 \9,266,000

民生環境 車椅子工場設立による障害者自立支援計画 アクトベ肢体不自由市民保護協会 ローカルＮＧＯ \9,538,443

農林水産 セメイ地方放牧地における井戸整備計画 地方社会福祉協会イリス ローカルＮＧＯ \9,605,000

医療保健 テミルタウ市におけるエイズ感染者を含む貧困層支援計画 社会基金クレド ローカルＮＧＯ \7,231,209

セネガル 教育研究 ダカール市ペー・アー・エール・アー小学校整備計画 ペー・アー・エール・アー公立小学校 教育機関 \4,371,748

民生環境 バウチ州タファワ・バレワ地方行政区給水・保健衛生普及計画 バウチ女性開発支援組合 ローカルＮＧＯ \8,570,146

民生環境 ナサラワ州ニュー・カル地方行政区給水計画 警察扶養組合 ローカルＮＧＯ \9,617,091

民生環境 ベヌエ州グウェ東地方行政区地方電化計画 ベヌエ州グウェ東地方行政府 地方公共団体 \9,589,971

コスタリカ 民生環境 サンホセ市アティジョ地区資源ゴミ収集・再循環施設建設計画
サンホセ市アティジョ衛星都市総合開
発協会

ローカルＮＧＯ \9,915,072

ブラジル 教育研究 市立幼児教育センター補修計画 ブルメナウ市役所 地方公共団体 \9,690,654

中国 通信運輸 広東省茂名市高州市石鼓鎮沙坡村道路建設計画 広東省茂名市高州市石鼓鎮人民政府 地方公共団体 \9,424,765

教育研究 アバデ小学校改修及び付属幼稚園建設計画 アバデ小学校 教育機関 \9,987,600

教育研究 ノーヴァ・エストレーラ幼稚園建設計画 ノーヴァ・エストレーラ幼稚園 教育機関 \9,987,600

グアテマラ 民生環境 モモステナンゴ市シェケメヤ村飲料水導入計画 飲料水導入委員会 ローカルＮＧＯ \9,752,465

平成21年2月8日 エリトリア 教育研究 アスマラ女性人材開発センター図書館建設計画 エリトリア女性連合 ローカルＮＧＯ \9,991,573

教育研究
南スラウェシ州マカッサル市及び西ヌサ・トゥンガラ州マタラム市
における有権者教育支援計画

経済社会教育研究所 ローカルＮＧＯ \9,753,030

教育研究
アチェ州バンダ・アチェ市及びロクスマウェ市における総選挙有権
者教育支援計画

イスラム学生連盟中央執行委員会 ローカルＮＧＯ \4,697,184

東ティモール 民生環境 アイレウ県における浄水供給システム建設計画 ベルン ローカルＮＧＯ \4,997,312

民生環境 フリラウ地区飲料水供給計画 フリラウ共同体 ローカルＮＧＯ \8,515,567

民生環境 ブロア・アリグ地区飲料水供給計画 ブロア・アリグ共同体 ローカルＮＧＯ \9,496,633
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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

民生環境 ケレヴァリス地区飲料水供給計画 ケレヴァリス共同体 ローカルＮＧＯ \9,983,550

教育研究 セント･ジャックス小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \9,318,319

教育研究 ラルココ小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \8,749,138

教育研究 エラコール小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \9,089,155

教育研究 ウビク小学校整備計画 教育省 政府関係機関 \9,033,672

ウルグアイ 民生環境 モンテビデオ県セリート地区青少年職業訓練施設整備計画 ７月１８日推進活動 ローカルＮＧＯ \4,078,622

ブラジル 民生環境 連邦区ヴァルジェン・ボニータ地区における汚水浄化槽設置計画 環境アイディア・サービス協同組合 ローカルＮＧＯ \9,989,765

パキスタン 教育研究 北西辺境州アボタバード県女子中学校建設計画 村落機関ダニ ローカルＮＧＯ \4,978,441

バングラデシュ 医療保健 フィラリア病院増築計画
バングラデシュアレルギー臨床免疫学
研究所

ローカルＮＧＯ \9,700,824

ギニアビサウ 教育研究 バファタ地区基礎教育環境改善計画 プランギニアビサウ 国際ＮＧＯ \9,394,248

民生環境 スラコ市エル・イソテ村上水道整備計画 スラコ市役所 地方公共団体 \4,259,535

教育研究 ルックス小学校教室増改築計画 ルックス小学校 教育機関 \7,266,691

カンボジア 民生環境 ラタナキリ州バンルン地区排水設備整備計画 ラタナキリ州公共事業運輸局 地方公共団体 \8,983,500

教育研究 ファラコ・ムントゥグラ小・中学校建設整備計画 サヘル地域環境保護・開発協会 ローカルＮＧＯ \8,832,712

教育研究 スレイマネブグー小・中学校建設整備計画 廉潔な開発のためのネットワーク ローカルＮＧＯ \9,134,800

教育研究 テバニマネカ小学校整備計画 テバニマネカ小学校 教育機関 \9,989,991

教育研究 ダイ・ニッポン小学校整備計画 ダイ・ニッポン小学校 教育機関 \6,731,975

医療保健 ピチンチャ県理学療法機材整備計画 ピチンチャ県スポーツ協会 ローカルＮＧＯ \9,566,467

民生環境 ビルヘン・デル・シスネ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,259,735

民生環境 サン・ファン・デ・リオ・ベルデ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,173,403

民生環境 サンタ・ロサ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,779,309

民生環境 ４月４日地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,394,205

パナマ 農林水産 パナマ中部地方農村栄養改善計画 子供の栄養のための協会 ローカルＮＧＯ \8,215,439

教育研究 少数民族向け多目的訓練用地域センター建設計画 コミュニティ組織復興開発アクション ローカルＮＧＯ \9,939,706

教育研究 女性、若者、児童及び零細農民支援センター建設計画 キリスト教青年会マドゥライ ローカルＮＧＯ \9,050,396

ガボン 医療保健 クラムトゥＨＩＶ通院治療センター医療機材整備計画 クラムトゥＨＩＶ通院治療センター 医療機関 \9,370,632

シエラレオネ 農林水産 ロクプール農業研究所改修計画 ロクプール農業研究所 政府関係機関 \9,864,787

モザンビーク その他 マニカ州人道的地雷除去計画 ヘイロー・トラスト 国際ＮＧＯ \66,831,929

ウルグアイ 医療保健 マリア・テレサ・センター診療所改修計画 サレジオ聖母会 国際ＮＧＯ \7,249,176

教育研究 コマヤグア市エベン・エセル学校増築計画 コマヤグア市役所 地方公共団体 \5,053,247

教育研究 コマヤグア市視覚障害者学校建設計画 コマヤグア市視覚障害者協会 ローカルＮＧＯ \8,324,710

シエラレオネ 民生環境 フリータウン市ゴミ収集機材整備計画 フリータウン市評議会 地方公共団体 \7,816,097

教育研究 イチャルラ教育施設教室建設計画 パンパ・アウリャガス市役所 地方公共団体 \4,255,467

医療保健 サン・ロケ病院医療機材整備計画 サン･ロケ病院 医療機関 \9,062,035

教育研究 サン・ファン市技術研修センター建設計画 サン・ファン市役所 地方公共団体 \8,763,263
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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2月15日 ヨルダン 医療保健 聴覚障害児教育施設の環境改善計画 ヨルダン・ハシュミテ人材開発基金 ローカルＮＧＯ \3,303,781

クロアチア 医療保健 ヴォイニチ病院救急車整備計画 ヴォイニチ病院 医療機関 \8,559,816

ウルグアイ 医療保健 農村地域の小学生に対する巡回歯科診療強化計画 ガステシ・マルティニコレナ財団 ローカルＮＧＯ \5,965,835

ウクライナ 医療保健 ジトーミル州立血液センター医療機材改善計画 ジトーミル州立血液センター 医療機関 \7,402,743

農林水産
アチェ州ピディ県タンセ郡プナロンⅠ村及びプナロンⅡ村灌漑施
設建設計画

エンブン・パギ財団 ローカルＮＧＯ \9,737,323

農林水産
アチェ州ピディ県ティテウエ郡ムスジッド・トン・ペウデン村灌漑施
設建設計画

ぺラック財団 ローカルＮＧＯ \9,726,701

医療保健
アチェ州アチェ・ブサール県ジャント市における簡易保健所再建
計画

メダン児童保護・調査センター ローカルＮＧＯ \4,988,498

医療保健 アチェ州ピディ県における助産及び看護実習施設建設計画 ミフタフル・ジャンナ財団 ローカルＮＧＯ \4,997,086

教育研究
アチェ州における紛争後の平和構築のための民主化教育支援計
画

アチェ・カタハティ財団 ローカルＮＧＯ \9,669,184

教育研究
アチェ州アチェ・ブサール県におけるアル・マナール・イスラム寄
宿塾女子寮建設計画

ブンゴン・ジュンパ財団 ローカルＮＧＯ \9,741,278

医療保健
寧夏回族自治区石嘴山市恵農区紅果子中心衛生院医療機材整
備計画

寧夏回族自治区衛生庁 地方公共団体 \9,915,298

教育研究 寧夏回族自治区固原市原州区河川郷小中学校宿舎建設計画
寧夏回族自治区固原市原州区人民政
府

地方公共団体 \9,991,573

教育研究 寧夏回族自治区西吉県興隆鎮小学校校舎建設計画 寧夏回族自治区西吉県人民政府 地方公共団体 \9,974,849

教育研究 寧夏回族自治区霊武市狼皮子梁小中学校宿舎建設計画 寧夏回族自治区霊武市人民政府 地方公共団体 \9,883,884

医療保健 青海省民和県官亭中心衛生院入院病棟建設計画 三川発展促進会 ローカルＮＧＯ \9,948,859

ガーナ 教育研究 サラガ高等学校男子寮建設計画 サラガ高等学校 教育機関 \9,013,784

民生環境 カジョゴ及びブルグ地域における井戸設置計画 レナイド ローカルＮＧＯ \9,380,472

民生環境 トゥンドゥ村４地区井戸設置及び製粉機整備計画 トゥンドゥ村ナボンスウンデ・グループ ローカルＮＧＯ \8,705,448

レバノン 民生環境 スジョド村環境改善用機材整備計画 スジョド村 地方公共団体 \3,616,000

キューバ 民生環境 オルギン県高齢者福祉施設設備改善計画 カリタス・クバーナ 国際ＮＧＯ \2,459,508

コスタリカ 民生環境 ペレス・セレドン市サン・ペドロ地区上水道改善計画
ペレス・セレドン市サン・ペドロ地区上水
道運営委員会

ローカルＮＧＯ \9,153,226

医療保健 パナマ小児病院代謝異常症検査機器整備計画 パナマ小児病院支援会 ローカルＮＧＯ \8,898,750

医療保健 アントン消防団救急医療活動向上計画 アントン消防団 政府関係機関 \3,339,150

医療保健
吉林省白山市長白朝鮮族自治県十四道溝鎮中心衛生院医療設
備整備計画

白山市人民政府 地方公共団体 \9,937,333

農林水産 吉林省白城市トウ北区機械林場防砂林整備計画 白城市トウ北区人民政府 地方公共団体 \9,854,165

パキスタン 教育研究 北方地域フンザ地方ハセガワスクール教室増設計画 カリマバード福祉協会 ローカルＮＧＯ \6,424,954

ナイジェリア 教育研究 ナイジャー州１２小学校における初等理数科教育向上計画 ナイジャー州基礎教育委員会 地方公共団体 \6,240,199

ボツワナ 医療保健 モチュディ地区障害児童搬送能力改善計画 モチュディ・リハビリテーション・センター ローカルＮＧＯ \5,167,151

キューバ 農林水産
ハバナ県サンホセ・デ・ラス・ラハス地区における酪農生産性向上
計画

ムンドゥバット基金 国際ＮＧＯ \9,828,520
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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

キューバ 農林水産 サンティアゴ・デ・クーバ市農業共同生産基礎組織強化計画 世界の飢餓救済 国際ＮＧＯ \9,987,600

グアテマラ 民生環境 家庭内暴力被害女性支援施設機材整備計画 国選弁護人協会ペナル 政府関係機関 \8,580,768

ブラジル 医療保健 ペロッタス大学病院医療機器整備計画 ペロッタス大学 教育機関 \5,299,926

マレーシア 民生環境 ビンタサン村上水道整備計画 サバ州アドベンティスト開発・救済協会 ローカルＮＧＯ \3,109,082

教育研究 ジブチ市バルバラ町職業訓練センター建設計画 ダリスラム協会 ローカルＮＧＯ \9,988,070

教育研究 ジブチ市バルバラ町ハイエルサイード中学校拡張計画 ハイエルサイード学校運営委員会 教育機関 \9,944,000

マーシャル 通信運輸 ジャルート環礁イムロジ島海上輸送改善計画 ジャルート環礁地方政府 地方公共団体 \9,831,000

シリア 民生環境 クネイトラ県地雷被害者用義肢製作所設立計画 クネイトラ地雷被害者救済協会 ローカルＮＧＯ \14,304,444

コスタリカ 教育研究 ブラジリア中学校改善計画
アラフエラ県ウパラ市ドス・リオス区ラ・
アメリカ地区総合開発協会

ローカルＮＧＯ \9,732,803

インド 教育研究
女性のリーダーシップ育成のためのトレーニングセンター設立計
画

女性と子供の開発協会 ローカルＮＧＯ \9,764,895

マレーシア 民生環境 孤児院運動場整備計画 ピュアライフ ローカルＮＧＯ \1,453,632

民生環境
アムハラ州南ゴンダール地方ライガイント郡給水・衛生・小規模灌
漑計画

アムハラ復興と開発機構 ローカルＮＧＯ \9,000,789

農林水産
オロミア州東ハラルゲ地方ハラマヤ郡牛乳加工センター建設計
画

ハラマヤ郡政府 地方公共団体 \9,783,653

教育研究 アファール州ドゥラサ郡遊牧民児童のための小学校建設計画 友好支援組合 ローカルＮＧＯ \9,821,056

民生環境
ムサガ区孤児・脆弱な立場に置かれた児童（ＯＶＣ）支援センター
拡張計画

アペコス（ＨＩＶ／ＡＩＤＳ犠牲者・孤児支
援団体）

ローカルＮＧＯ \9,348,829

医療保健 ブウェンジ区ＨＩＶ・ＡＩＤＳ感染者総合支援センター拡張計画 ニュー・エスペランス ローカルＮＧＯ \9,614,040

ブルガリア 教育研究 ズラトグラッド市スネジャンカ幼稚園改修計画 ズラトグラッド市 地方公共団体 \6,168,696

民生環境 ナウル国南部地域給水車整備計画 ナウル公共事業局 政府関係機関 \6,288,676

民生環境 ナウル国北部地域給水車整備計画 ナウル公共事業局 政府関係機関 \9,983,663

ジンバブエ 民生環境 マシンゴ州及びミッドランド州水供給衛生計画 アクシオ・コントル・ラ・ファム 国際ＮＧＯ \9,944,000

スーダン 医療保健
センナール州におけるセンナール、ディンデル両助産師養成学校
再建計画

センナール州保健省 地方公共団体 \19,140,392

教育研究 マセル地区小学校教室建設計画 タイニートッツ小学校理事会 教育機関 \7,892,033

教育研究 マプツォエ地区小学校教室建設計画 シェオヘン小学校理事会 教育機関 \7,907,966

民生環境 ズブバ村電線網拡張計画 ズブバ村評議会 地方公共団体 \7,389,861

民生環境 サナブレ・エルハイル障害者協会診療・初等教育施設整備計画 サナブレ・エルハイル障害者協会 ローカルＮＧＯ \9,965,470

民生環境 アル・ウベィディーエ市水道網整備計画 アル・ウベィディーエ市役所 地方公共団体 \9,942,870

民生環境 アル・クハデル村教育施設雨水貯水槽設置計画 ホープ・フラワーズ学園 教育機関 \9,587,259

グアテマラ 医療保健 ケツァルテナンゴ県地域診療所機材整備計画 ケツァルテナンゴ県保健管区事務所 地方公共団体 \9,306,228

民生環境
ムーミナバード行政郡チヒルドフタラーン地区３村用送電線設置
計画

ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,244,869

農林水産 ゴンチ行政郡カリーニナバード地区灌漑農業用水路改修計画 ゴンチ行政郡 地方公共団体 \9,342,953

農林水産 タヴィルダラ行政郡チルダラ地区チルダラ村灌漑施設建設計画 タヴィルダラ行政郡 地方公共団体 \8,322,563

スリランカ 医療保健 ワウニア総合病院内における呼吸器科診療所建設計画 ワウニア地区保健サービス局 地方公共団体 \9,451,207

平成21年2月19日

平成21年2月20日

平成21年2月18日

平成21年2月24日

平成21年2月23日

ジブチ

パレスチナ

タジキスタン

エチオピア

ブルンジ

ナウル

レソト
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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 プランテーション労働者の保健衛生向上計画 地域開発財団 ローカルＮＧＯ \4,389,485

農林水産 バティカロア県における紛争影響地域の基礎インフラ整備計画 サリーラム・スリランカ財団 ローカルＮＧＯ \5,788,538

農林水産 貴州省黔東南州魚類養殖技術訓練計画
貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州人
民政府

地方公共団体 \9,966,487

教育研究 貴州省凱里市都力小学校建設計画 貴州省凱里市人民政府 地方公共団体 \9,843,995

医療保健
貴州省黔西南プイ族・ミャオ族自治州興義市桔山鎮中心衛生院
建設計画

貴州省黔西南プイ族・ミャオ族自治州
興義市人民政府

地方公共団体 \9,861,623

教育研究 陝西省寧強県寛川郷九年制学校学生宿舎改修計画 陝西省人民政府外事弁公室 地方公共団体 \9,963,662

カーボヴェルデ 医療保健 プライア看護師養成学校医療指導用機材整備計画 たけのこ会 ローカルＮＧＯ \6,681,360

南アフリカ 教育研究 南アフリカにおける民主選挙教育向上計画 独立選挙委員会 政府関係機関 \40,471,402

民生環境 ドルニシュ女性職業訓練支援計画 ドルニシュ女性協会 ローカルＮＧＯ \2,551,676

医療保健 グラチャッツ診療所救急車整備計画 ザダール県病院 医療機関 \7,757,528

タジキスタン 農林水産 アイニー行政郡シャムトゥーチ地区灌漑施設改修計画 アイニー行政郡 地方公共団体 \9,019,208

教育研究 小学生の栄養改善のための給食調理機械整備計画 アクシャヤ・パトラ財団 ローカルＮＧＯ \7,805,814

教育研究 持続可能な開発促進のための住民教育センター拡充計画 アラハバード農業大学継続教育学部 教育機関 \8,599,526

ジンバブエ 農林水産 低所得農家に対する農業生産性向上計画 ゴール・インターナショナル 国際ＮＧＯ \9,492,000

マーシャル 民生環境 デラップ地区技術訓練センター改善計画 ワアン・アイルン・イン・マージェル ローカルＮＧＯ \8,952,086

イラク 教育研究 アビー・アル・アハラール男子中学校修復計画 アビー・アル・アハラール男子中学校 教育機関 \9,025,875

民生環境 ペデルナレス村及びラ・ボルサ村電化計画 コンコルディア市役所 地方公共団体 \7,608,064

教育研究
サン・ホセ・デ・コリナス市マリア・グスマン・デ・カバジェロ小学校
建設計画

サン・ホセ・デ・コリナス市役所 地方公共団体 \7,290,873

民生環境
ブエナ・ビスタ村、プラン・デ・レオネス村及びロス・プエンテス村
電化計画

サン・ヘロニモ市役所 地方公共団体 \9,205,319

教育研究 アラダ市オコタル村ラモン・ロサ基礎教育学校増築計画 アラダ市役所 地方公共団体 \7,386,132

民生環境 ビジャヌエバ市４村落電化計画 ビジャヌエバ市役所 地方公共団体 \6,648,581

医療保健 黒龍江省佳木斯市樺川県横頭山鎮衛生院医療設備整備計画 樺川県人民政府 地方公共団体 \9,329,054

教育研究 黒龍江省佳木斯市向陽区日中友好復興小学校校舎建設計画 佳木斯市向陽区人民政府 地方公共団体 \9,955,074

医療保健 黒龍江省鶏西市麻山区人民医院医療設備整備計画 鶏西市麻山区人民政府 地方公共団体 \4,981,944

マーシャル 教育研究 リタ・バプティスト教会学校高等部改築計画 リタ・バプティスト教会学校 教育機関 \9,965,131

民生環境 エル・ベレン地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,075,997

民生環境 クリスト・ビベ地区下水道整備計画 サント・ドミンゴ市上下水道公社 地方公共団体 \8,555,117

民生環境 チグエ地区下水道建設計画 チグエ地区振興委員会 ローカルＮＧＯ \9,998,240

医療保健 モタエル診療所改修計画 聖アントニオ・モタエル診療所 医療機関 \8,127,299

教育研究 東ティモール４県における視覚障がい者自立支援研修計画 東ティモール盲人連合 ローカルＮＧＯ \8,660,433

農林水産 農業生産向上のための牛耕促進計画
多目的トレーニング・コミュニティ・エン
パワーメント協会

ローカルＮＧＯ \4,968,384

民生環境 フォート・ポータル市におけるごみ処理改善計画 フォート・ポータル市役所 地方公共団体 \7,130,300

教育研究 キトゥグム県における小学校５校の教室棟建設計画 キトゥグム県政府 地方公共団体 \22,680,682

中央アフリカ 教育研究 バンギ市ナタン総合学園学習環境整備計画 ＮＧＯ「団結は力なり」 ローカルＮＧＯ \9,993,012

平成21年2月25日

平成21年2月26日

平成21年2月24日

平成21年2月27日

中国

エクアドル

ウガンダ

東ティモール

スリランカ

クロアチア

インド

ホンジュラス

中国
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