
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 新疆ウイグル自治区疎附県タシュミリク郷中心小学校建設計画 新疆ウイグル自治区疎附県人民政府 地方公共団体 \9,938,689

医療保健 新疆ウイグル自治区ピチャン県母子保健院医療機材整備計画
新疆ウイグル自治区対外貿易経済合
作庁

地方公共団体 \9,622,402

ミクロネシア 民生環境
ポンペイ州・プウィン・ケイス地域コミュニティ多目的ホール建設計
画

プウィン・ケイス・コミュニティ 地方公共団体 \9,999,709

民生環境 ベイト・ドゥッコ村雨水貯水槽設置計画 ベイト・ドゥッコ開発協会 ローカルＮＧＯ \9,889,534

民生環境 ザータラ町水道網整備計画 ザータラ町役場 地方公共団体 \9,943,887

教育研究 シルワッド女子小学校教室増築計画
パレスチナ開発・対話・民主主義評議
会

ローカルＮＧＯ \9,790,207

教育研究 リオセレノ小学校障害児童通学支援計画 リオセレノ小学校父兄会 ローカルＮＧＯ \3,058,458

医療保健 ノベ・ブグレ先住民医療向上計画 ノベの女性協会 ローカルＮＧＯ \7,524,331

農林水産 有機肥料生産向上計画 友情国際公園友の会 ローカルＮＧＯ \9,711,672

教育研究 河南省襄城県範湖郷朱湖小学校校舎建設計画 河南省襄城県人民政府 地方公共団体 \9,946,034

教育研究 河南省嵩県九店郷九皋村王堂小学校校舎建設計画 河南省洛陽市嵩県人民政府 地方公共団体 \9,545,675

教育研究 河南省鎮平県ＨＩＶ／ＡＩＤＳ孤児職業訓練学校校舎建設計画
鎮平県関愛下一代職業技能訓練公益
学校

ローカルＮＧＯ \9,697,434

教育研究 河南省周口市川匯区李埠口郷苑寨小学校校舎建設計画 河南省周口市川匯区人民政府 地方公共団体 \9,979,143

ジンバブエ 民生環境 ンテンゲ孤児支援センター整備計画 ンテンゲ・コミュニティー開発信託 ローカルＮＧＯ \9,605,000

教育研究 ニャガタレ・ペアレンツ小学校拡張計画 ニャガタレ教会・保護者会 ローカルＮＧＯ \9,927,615

医療保健 ブレラ郡診療所拡張計画 タバラ ローカルＮＧＯ \9,693,592

レバノン 教育研究
知的障害者センターにおける障害児搬送用車両及び教育環境整
備計画

イナーヤ基金 ローカルＮＧＯ \9,114,693

パナマ 医療保健 ボケテ消防団救急医療活動向上計画 ボケテ消防団 政府関係機関 \4,559,550

ネパール 教育研究
トリブバン大学付属ボジョプールキャンパス教員養成のための女
子寮建設計画

トリブバン大学付属ボジョプールキャン
パス教員養成のための女子寮建設支
援委員会

ローカルＮＧＯ \9,434,144

ガーナ 農林水産 プリヤ地区ジャトロファオイル搾油施設建設計画 おはようガーナ基金 ローカルＮＧＯ \8,356,124

ルワンダ 民生環境 キガリ市低所得層居住地衛生向上計画 キガリ市役所 地方公共団体 \9,898,800

マーシャル 医療保健 マジュロ・イバイ救急輸送改善計画 マーシャル諸島共和国保健省 政府関係機関 \9,486,350

民生環境 アフガニスタン東部及び中央部における地雷回避教育計画 地雷除去・アフガン復興機関 ローカルＮＧＯ \9,944,000

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡コタス村排水渠建設計画 アフガニスタン市民活動機構 ローカルＮＧＯ \9,843,543

農林水産 ゴール県チャグチャラン郡アクタ・ハナ村排水渠建設計画 アフガン開発組織 ローカルＮＧＯ \9,874,053

農林水産
ファリヤーブ県パシュトゥンコット郡クジャ・ムサ村灌漑設備建設
計画

トルキスタン復興施設 ローカルＮＧＯ \9,879,364

医療保健 ヘラート県におけるメンタル・ヘルス・ケア改善計画 国際援助団 国際ＮＧＯ \41,492,809

医療保健 パルワン県チャリカ郡バヤン・ウリア村公立クリニック建設計画 農業支援機関 ローカルＮＧＯ \9,878,686
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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

アフガニスタン その他
パルワーン県バグラム郡カローティ村及びカライアフマドハーン村
一帯における地雷除去計画

地雷除去計画協会 ローカルＮＧＯ \58,001,318

ペルー 民生環境 障害者訓練施設拡充整備計画 ペルー日系人協会 その他 \9,834,616

教育研究 エレバン視覚障害児学校整備計画 ＮＧＯヒューマンヘルス ローカルＮＧＯ \9,988,183

教育研究 タブシュ州小中学校整備計画 ＮＧＯ開発と福祉 ローカルＮＧＯ \9,549,630

医療保健 エレバン麻薬中毒患者診療所整備計画 ＮＧＯ反麻薬市民連合 ローカルＮＧＯ \9,999,370

民生環境 シュニック州高齢者福祉施設改修計画 ＮＧＯミッション・アルメニア ローカルＮＧＯ \9,732,803

教育研究 甘粛省張家川県劉堡中心小学校校舎建設計画 甘粛省張家川回族自治県人民政府 地方公共団体 \9,888,856

教育研究 甘粛省西和県姜席鎮姜川中心小学校校舎建設計画 甘粛省西和県人民政府 地方公共団体 \9,935,977

教育研究 甘粛省華亭県河西中学校校舎建設計画 甘粛省華亭県人民政府 地方公共団体 \9,932,587

セネガル 医療保健 ルーガ州立病院ＨＩＶ検査機材整備計画
ルーガ州立アマドゥ・サヒール・ンバイ
病院

医療機関 \4,325,336

マダガスカル 農林水産 タザラ漁業組合施設拡張計画 タザラ漁業組合 ローカルＮＧＯ \9,273,052

パレスチナ 農林水産 養蜂技術導入による５農村生計向上計画 農業技師ホーム協会 ローカルＮＧＯ \9,836,650

レバノン 医療保健 健康診断センターにおける臨床検査室整備計画 ダール・エル・ファトワ健康診断センター 医療機関 \4,972,000

セントルシア 教育研究 セントマリー中等学校改修計画 セントマリー中等学校 教育機関 \9,935,073

ウクライナ 教育研究 シンフェローポリ市立第３７小学校における教育環境改善計画 シンフェローポリ市立第３７小学校 教育機関 \8,216,343

タジキスタン その他 ルシャン行政郡地雷除去計画 スイス地雷除去財団 国際ＮＧＯ \38,001,561

医療保健 ゴメリ州立小児病院医療機材改善計画 ゴメリ州立小児病院 医療機関 \7,865,478

医療保健 ブダ・コシェリョヴォ中央地区病院医療機材改善計画 ブダ・コシェリョヴォ中央地区病院 医療機関 \8,641,449

教育研究
アグサン・デル・スール州先住民族のための識字教育・訓練セン
ター建設計画

バマタ先住民族協議会 ローカルＮＧＯ \4,929,738

農林水産 アンティケ州手工芸品生産性向上計画 アンティケ開発財団 ローカルＮＧＯ \7,551,677

教育研究 フブスグル県チャンドマニウンドゥル郡１１年制学校改修計画 フブスグル県チャンドマニウンドゥル郡 地方公共団体 \9,691,671

教育研究 ザブハン県ヌムルグ郡１１年制学校改修計画 ザブハン県ヌムルグ郡１１年制学校 教育機関 \6,799,323

民生環境 ボルガン県ゴルバンボラク郡水供給改善計画 ボルガン県ゴルバンボラク郡 地方公共団体 \8,979,545

農林水産
ウランバートル市スフバートル区第１５地区自然保護公園整備計
画

モンゴル赤十字社 ローカルＮＧＯ \8,364,486

ケニア 民生環境 ウジマ・オレルテペス・コミュニティ水供給計画 ウジマ財団 ローカルＮＧＯ \9,527,708

医療保健 西岸僻地におけるコミュニティ・ヘルス向上計画 パレスチナ医療救援協会 ローカルＮＧＯ \9,748,510

医療保健 ガザ地域メンタルヘルス・ケア拡充計画 パレスチナ医療救援協会 ローカルＮＧＯ \9,224,190

平成21年3月7日 イエメン 民生環境 アル＝マフウィート州ろう協会活動改善計画 アル＝マフウィート州ろう協会 ローカルＮＧＯ \9,217,636

インド 教育研究 地域社会の能力向上のための訓練センター建設計画 乾燥地域開発協会 ローカルＮＧＯ \9,951,119

民生環境 遼寧省鞍山市台安県台南区陸家村飲用水改良計画 台安県人民政府 地方公共団体 \9,961,515

医療保健 遼寧省錦州市義県頭台満族郷中心衛生院建設計画 義県人民政府 地方公共団体 \9,965,922

教育研究 遼寧省葫蘆島市興城市旧門満族郷陳屯小学校校舎建設計画 興城市人民政府 地方公共団体 \9,976,318

医療保健 遼寧省盤錦市大窪県田庄台鎮中心衛生院医療設備整備計画 大窪県人民政府 地方公共団体 \4,984,882
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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 医療保健
遼寧省阜新市阜新蒙古族自治県蒼土郷衛生院医療設備整備計
画

阜新蒙古族自治県人民政府 地方公共団体 \4,835,722

ネパール 医療保健 ドブラ・コミュニティ保健センター建設計画 ２６地区啓発センター ローカルＮＧＯ \8,987,116

トルコ その他 ガジアンテップ県災害人命救助隊機材整備計画 捜索救助隊ガジアンテップ支所 ローカルＮＧＯ \7,585,238

農林水産
ムーミナバード行政郡デヘバランド地区ハナタラシュ村農産物保
管倉庫改修計画

ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,538,443

通信運輸 ムーミナバード行政郡クルチャシュマ地区村落間道路改修計画 ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,235,490

農林水産 ジリクル行政郡ジリクル地区野菜栽培技術向上計画 ジリクル行政郡 地方公共団体 \9,201,929

教育研究 パンジ行政郡アラブ地区第７中等学校新校舎建設計画 パンジ行政郡 地方公共団体 \9,564,433

農林水産
ムーミナバード行政郡デヘバランド地区トゥトカウル村農業用水
路改良計画

ムーミナバード行政郡 地方公共団体 \9,249,502

ベラルーシ 医療保健 エリスク中央地区病院医療機材改善計画 エリスク中央地区病院 医療機関 \9,144,073

教育研究 フンセンカンダール地方教員養成校整備計画 フンセンカンダール地方教員養成校 教育機関 \9,597,542

教育研究 タケオ地方教員養成校整備計画 タケオ地方教員養成校 教育機関 \9,652,460

教育研究 コンポントム州リャックスメイアンカン小学校建設計画 クメールアジア友好協会 ローカルＮＧＯ \5,310,096

医療保健 安徽省阜南県人民病院汚水処理施設整備計画 安徽省阜南県人民政府 地方公共団体 \8,394,657

民生環境 安徽省六安市裕安区獅子崗郷上水道整備計画 安徽省六安市裕安区人民政府 地方公共団体 \9,806,592

医療保健 安徽省宿松県許嶺中心衛生院診察病棟建設計画 安徽省宿松県人民政府 地方公共団体 \9,859,363

医療保健 安徽省望江県高士中心衛生院医療技術棟建設計画 安徽省望江県人民政府 地方公共団体 \9,859,137

民生環境 安徽省旌徳県蔡家橋介護福祉施設建設計画 安徽省旌徳県人民政府 地方公共団体 \9,889,534

教育研究 ムオンケン小学校建設計画 ムオンケン町人民委員会 地方公共団体 \9,271,198

通信運輸 フォンラム村道路整備計画 フォンラム村人民委員会 地方公共団体 \9,254,813

ラオス 民生環境 フン郡麻薬代替開発推進計画 ウドムサイ県麻薬委員会 政府関係機関 \9,996,771

アンゴラ 農林水産 カイウンド市帰還難民及び避難民のための農業生産支援計画 環境保護と農村総合開発協会 ローカルＮＧＯ \9,686,247

中央アフリカ 民生環境 ココロボーイング地区女性識字率向上計画 中央アフリカ女性識字運動協会 ローカルＮＧＯ \8,910,940

マダガスカル 医療保健 フェノアリヴ病院歯科病棟及びラボラトリー整備計画
アンタナナリボ大学病院ーフェノアリヴ
病院

医療機関 \8,099,796

ボスニア・ヘルツェゴビナ 民生環境 ペチュイ地域水道整備支援計画 ノヴィ・トラヴニク市 地方公共団体 \8,729,720

ソロモン 医療保健 チョイセル州医療機関看護師寮建設計画 チョイセル州政府 地方公共団体 \8,593,650

レバノン 医療保健 女性のための薬物治療環境整備計画 ウム・エル・ヌール ローカルＮＧＯ \7,520,941

医療保健 タティボンド村診療・研修センター建設計画 女性と子どもの自由のための開発協会 ローカルＮＧＯ \9,673,704

医療保健 ロワイル村診療所建設計画 イデア開発機構 ローカルＮＧＯ \9,804,445

その他 ルンダ・ノルテ及びルンダ・スル州地雷被害者支援計画 コミュニティー開発・振興支援センター ローカルＮＧＯ \9,438,890

農林水産 キテーシ市戦災未亡人農業生産支援計画 戦災未亡人を助ける会 ローカルＮＧＯ \9,955,300

民生環境 トロロ市道路安全性向上のための街灯整備計画 トロロ市役所 地方公共団体 \9,733,594

民生環境 ルワカテレレ小学校及び周辺コミュニティのための水供給計画 ルワカテレレ小学校 教育機関 \3,256,095

教育研究 ブガロ中高等学校教室棟建設計画 ブガロ中高等学校ブウィリャ 教育機関 \3,597,016

平成21年3月9日

平成21年3月10日

平成21年3月11日
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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
アディスアベバ市ネファスシルク・ラフト副都市障害者自立支援計
画

メカタ障害者手工芸品共同組合 ローカルＮＧＯ \9,969,651

民生環境 アムハラ州バハルダール市栄養・衛生改善計画 アムハラ州女性関係局 政府関係機関 \9,590,649

農林水産
オロミア州トカ・クタヤ郡及びティカル・インチニ郡種苗生産活動
向上計画

開発ボランティアイニシアティブ ローカルＮＧＯ \8,823,040

教育研究 アファール州セメラ市孤児のための小学校寄宿舎建設計画
マヒディフ子どものためのケア・開発協
会

ローカルＮＧＯ \9,764,556

医療保健 オロミア州ゴサ・ウォッティエ村医療整備及び衛生教育計画 マリアの宣教者フランシスコ修道会 国際ＮＧＯ \7,116,740

ケニア 教育研究 ンコイレ小学校修復計画 ンコイレ小学校管理員会 ローカルＮＧＯ \9,812,129

ザンビア 教育研究
経済的弱者の未就学児童のためのマリ村教育・健康指導セン
ター建設計画

ケネス・カウンダ・アフリカの子ども財団 ローカルＮＧＯ \8,998,755

民生環境 ンジェワ地区井戸建設計画 自発的支援サービス協会 ローカルＮＧＯ \4,959,005

教育研究 ナテンジェ研修所改修計画 リロングウェ県農業開発事務局 地方公共団体 \4,970,418

教育研究 ゼヨ小学校建設計画 ムワンザ県 地方公共団体 \2,490,068

ボスニア・ヘルツェゴビナ 医療保健 ペトロヴォ市オズレン診療所医療機器整備計画 ペトロヴォ市オズレン診療所 医療機関 \8,875,024

ベリーズ 教育研究 アルメニア学校校舎建設計画 アルメニア小学校父母教師会 教育機関 \9,999,370

タイ その他
タイーミャンマー国境地帯における低所得世帯に対するマイクロ
クレジット計画

クワイ河キリスト教病院職員自助グ
ループ

その他 \9,886,770

中国 教育研究 遼寧省大連市石河街道農民教育研修センター建設計画 遼寧省大連市石河街道事務所 地方公共団体 \9,913,490

ケニア 民生環境 チェプシレイ給水計画 チェプシレイ給水事業団 ローカルＮＧＯ \9,905,354

ツバル 通信運輸 バイツプ島港湾荷役機械整備計画 バイツプ島役場 地方公共団体 \9,885,579

パレスチナ 医療保健 ガザ地域緊急眼科医療支援計画 聖ジョン眼科病院 医療機関 \9,620,707

教育研究 保育施設ミ・カシータ増築計画
パン、民主主義、平和のためのウルグ
アイ婦人連合

ローカルＮＧＯ \7,743,212

民生環境
女性知的障害者施設マルガリータ・ウリアルテ・デ・エレーラの家
改修計画

イエスの聖心修道女会 国際ＮＧＯ \9,630,086

医療保健 プチ・ゴアーブ市ノートルダム病院機材整備計画 プチ・ゴアーブ市ノートルダム病院 医療機関 \9,553,133

民生環境 カノー峡谷水害緩和計画 ハイチ救済青年団体 ローカルＮＧＯ \9,662,065

教育研究 ソリダリテ学校建設計画 女子・子供支援共同体 ローカルＮＧＯ \9,747,719

民生環境 ラ・モンターニュ地区飲料水給水施設建設改修計画
ラ・モンターニュ地区開発・発展農民団
体

ローカルＮＧＯ \9,657,206

医療保健 ブラギン中央地区病院医療機材改善計画 ブラギン中央地区病院 医療機関 \9,626,583

医療保健 ロエフ中央地区病院医療機材改善計画 ロエフ中央地区病院 医療機関 \8,445,507

スリランカ その他
マナー県及びワウニア県における救援・再定住のための地雷除
去活動計画

スイス・ファウンデーション・フォー・マイ
ンアクション

国際ＮＧＯ \79,096,497

タイ 農林水産
東北タイにおける有機米生産農家に対するマイクロクレジット計
画

タイードイツ開発財団 ローカルＮＧＯ \9,777,213

ケニア 教育研究 サルラ小学校拡張計画 サルラ小学校管理委員会 教育機関 \9,488,271

農林水産 トヴィクラン町５村農作物倉庫・乾燥場建設計画 フェナテル ローカルＮＧＯ \9,451,976

民生環境 農村女性のための研修センター建設計画 ガイフェディッド ローカルＮＧＯ \9,499,044

平成21年3月13日

平成21年3月12日

平成21年3月11日

エチオピア

マラウイ

ウルグアイ

ハイチ

ベナン

ベラルーシ
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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 イバゲ市サンフランシスコ病院緊急医療機材整備計画 サンフランシスコ病院 医療機関 \9,496,633

医療保健 シンセレホ大学病院緊急医療機材整備計画 シンセレホ大学病院 医療機関 \9,970,555

医療保健 ペレイラ市サンホルヘ大学病院麻酔機材整備計画 ペレイラ市サンホルヘ大学病院 医療機関 \9,328,489

医療保健 対人地雷被害者を含む紛争被害者のための医療機材整備計画
メジデン市サン・ビセンテ・デ・パウル大
学病院

医療機関 \32,111,775

医療保健 ヒロン市サン・ファン・デ・ディオス病院緊急医療機材整備計画 ヒロン市サン・ファン・デ・ディオス病院 医療機関 \9,679,128

タジキスタン 農林水産 タジカバード行政郡野菜栽培技術向上計画 タジカバード行政郡 地方公共団体 \8,688,796

民生環境 身体障害者の社会復帰のための職業訓練センター建設計画 生活の質向上促進団体 ローカルＮＧＯ \8,236,683

教育研究 貧困農村地域の人材育成のためのトレーニング施設建設計画
教育による農村活性化のための研修学
校

ローカルＮＧＯ \8,652,071

マレーシア 民生環境 ロング・ラマイ地域太陽光電化計画 サラワク大学 教育機関 \5,471,686

ケニア 民生環境 ツルカナ県ペレケチ給水計画 ツルカナ遊牧民開発団体 ローカルＮＧＯ \7,801,859

ボスニア・ヘルツェゴビナ 医療保健 ゼニツァ診療所救急車整備計画 ゼニツァ診療所 医療機関 \7,886,596

イラク その他 イラク南部における地雷・不発弾対策支援計画 デンマーク難民評議会 国際ＮＧＯ \56,273,548

ウズベキスタン 民生環境 アラル海植林のための農業機材整備計画
アラル海救済国際基金ウズベキスタン
事務所

国際機関 \7,496,872

教育研究 福建省ショウ州市南靖県書洋鎮下版中心小学校校舎建設計画
福建省ショウ州市南靖県書洋鎮人民政
府

地方公共団体 \9,355,270

教育研究 福建省寧徳市蕉城区八都鎮八都中学校学生宿舎建設計画 福建省寧徳市蕉城区八都鎮人民政府 地方公共団体 \9,837,102

教育研究 福建省ホ田市城廂区華亭鎮西許中学校学生宿舎建設計画 福建省ホ田市城廂区教育局 地方公共団体 \9,822,186

医療保健 チベット自治区扎嚢県人民医院医療機材整備計画 チベット自治区扎嚢県人民政府 地方公共団体 \9,824,333

ネパール 教育研究 ラティナート小・中・高等学校建設計画
ラティナート小・中・高等学校運営委員
会

ローカルＮＧＯ \7,304,433

マレーシア 民生環境 視覚障害者職業訓練機材整備計画 サラワク州盲人協会クチン支部 ローカルＮＧＯ \5,319,927

ギニア 農林水産 高地ギニア粗放養殖支援計画 高地ギニア粗放養殖池管理地域組合 ローカルＮＧＯ \9,938,124

コンゴ（民） 民生環境 ルエボ地区飲料水供給計画
開発のための青少年育成・職業訓練セ
ンター

ローカルＮＧＯ \6,474,900

レバノン 教育研究 アルメニア正教会学校における校舎整備計画 ソウレン・ハナミリアン校 教育機関 \9,372,446

ハイチ 医療保健 ボダン区医療センター改修整備計画 世界の医療団スイス 国際ＮＧＯ \6,138,499

パナマ 民生環境 貧困住民のための野生蘭保護・栽培施設改善計画
エルバジェ及びカブジャ地方蘭生産者
協会

ローカルＮＧＯ \6,937,409

ベネズエラ 医療保健 ララ州遠隔地山村巡回診療強化計画 ララ州厚生社会開発局 地方公共団体 \5,228,623

ウクライナ 医療保健 ノヴォグラード・ヴォリンスキー地域病院医療機材改善計画
ノヴォグラード・ヴォリンスキー市婦人
協会

ローカルＮＧＯ \9,168,368

教育研究 チュイ州ジャイルー地方国立養護学校衛生改善計画 オルト・スー国立養護学校 教育機関 \3,584,812

民生環境 ビシュケク市第２０国立中等技術学校教育・衛生環境改善計画 第２０国立中等技術学校 教育機関 \6,940,912

医療保健 ビシュケク市小児救急センター改修計画
ビシュケク市立小児救急病院付属救急
センター

医療機関 \8,819,650

タジキスタン 農林水産
クーヒストーニマスチョ行政郡イワン・タジク地区灌漑施設建設計
画

クーヒストーニマスチョ行政郡 地方公共団体 \9,381,825

平成21年3月13日

平成21年3月16日

平成21年3月17日

平成21年3月18日

コロンビア

インド

中国

キルギス
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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

通信運輸 アイニー行政郡村落間簡易道路整備計画 アイニー行政郡 地方公共団体 \9,334,817

農林水産 タヴィルダラ行政郡野菜栽培技術向上計画 タヴィルダラ行政郡 地方公共団体 \9,284,306

通信運輸 ミントゥアン村道路整備計画 ミントゥアン村人民委員会 地方公共団体 \9,604,548

教育研究 イエンティエン村小学校建設計画 イエンティエン村人民委員会 地方公共団体 \9,291,764

アンゴラ その他 クアンド・クバンゴ州地雷除去活動計画 ピープル・アゲインスト・ランドマイン 国際ＮＧＯ \52,710,771

モーリシャス 民生環境 知的障害者治療・教育施設多目的ホール建設計画
モーリシャス不適応の子供を持つ親の
会

ローカルＮＧＯ \9,724,052

教育研究 ヴァイロア・アレイパタ小学校再建計画 ヴァイロア・アレイパタ小学校委員会 教育機関 \9,547,276

教育研究 ファシトゥ・ウタ小学校再建計画 ファシトゥ・ウタ小学校委員会 教育機関 \9,351,061

教育研究 イヴァ小学校再建計画 イヴァ小学校委員会 教育機関 \9,995,223

教育研究 ファレトル小学校再建計画 ファレトル小学校委員会 教育機関 \9,618,964

教育研究 マタトゥフ小学校再建計画 マタトゥフ小学校委員会 教育機関 \9,210,672

ガイアナ 民生環境 ジョージタウン市衛生環境改善計画 ジョージタウン市議会 地方公共団体 \8,568,564

教育研究 コベーニャス市学校建設計画
アソプロアグロスカリブ地域社会・経済・
環境開発促進協会

ローカルＮＧＯ \9,945,356

教育研究 サン・ベルナルド・デル・ビエント市学校建設計画
アソプロアグロスカリブ地域社会・経済・
環境開発促進協会

ローカルＮＧＯ \9,956,995

通信運輸
ボリバール市ラ・バルサ地区及びフローレス地区間道路整備計
画

マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,927,954

通信運輸
シマコタ市カーニョ・サン・ペドロ地区及びエル・グアモ地区間道路
整備計画

マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,945,243

通信運輸
サンタロサ・デル・スール市ブエナビスタ地区及びサンファン・デ・
リオグランデ地区間道路整備計画

マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,927,163

教育研究 エル・バンコ市学校建設計画 持続的社会開発総合公社 ローカルＮＧＯ \9,958,351

教育研究 グアマル市学校建設計画 マリオ・サント・ドミンゴ財団 ローカルＮＧＯ \9,965,583

民生環境 プエルト・パラ市コミュニティセンター整備計画 マグダレナ川中流域開発・和平評議会 ローカルＮＧＯ \9,867,612

教育研究 オバンド市学校建設計画 キリスト司教区協会 ローカルＮＧＯ \9,885,918

教育研究 エル・レテン市学校建設計画 マリオ・サント・ドミンゴ財団 ローカルＮＧＯ \9,939,480

通信運輸
サン・ハシント市ラス・パルマス地区及びバホ・グランデ地区間道
路整備計画

サン・ペドロ・クラベル労働会 ローカルＮＧＯ \9,857,216

教育研究 サン・ファン・デ・ベトゥリア市学校建設計画 開発促進センター ローカルＮＧＯ \9,943,548

チリ 教育研究 ラ・ピンタナ区サン・フランシスコ初等教育校建設計画 サン・フランシスコ初等教育校 教育機関 \9,402,278

教育研究 フェルナンド・ブロム・ロハス公立小学校改修計画
フェルナンド・ブロム・ロハス公立小学
校

教育機関 \8,475,000

教育研究 アデライド・リオス・イ・モンテス・デ・オカ公立小学校改修計画
アデライド・リオス・イ・モンテス・デ・オカ
公立小学校

教育機関 \9,364,084

教育研究 カルティノ・マルドナド・ペレス公立小学校改修計画
カルティノ・マルドナド・ペレス公立小学
校

教育機関 \9,987,392

その他 イシュカシム行政郡及びロシュトカラ行政郡防災計画 フォーカス 国際ＮＧＯ \9,885,918

農林水産 ジリクル行政郡農機具整備計画 ジリクル行政郡 地方公共団体 \9,991,686

平成21年3月18日

平成21年3月19日

ベトナム

サモア

コロンビア

タジキスタン

メキシコ

タジキスタン
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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 ニルファマリ県人材育成センター建設計画 人道支援協会 ローカルＮＧＯ \9,950,441

教育研究
ボルカリ地域貧困層婦女子のための多目的教育センター建設計
画

プロタシ ローカルＮＧＯ \9,673,704

フィリピン 農林水産
イロイロ州パッシ市サルンガン集落有機栽培米収穫後処理施設
整備計画

農地改革・農村開発センター ローカルＮＧＯ \5,019,686

コモロ 医療保健 エル・マルーフ病院医療機材整備計画 家族の幸福のためのコモロ協会 ローカルＮＧＯ \6,887,344

タンザニア 医療保健
ダルエスサラーム市ムヒンビリ国立病院リサイクル病院ベッド整
備計画

ムヒンビリ国立病院 医療機関 \8,463,700

ボスニア・ヘルツェゴビナ 教育研究 ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校教育環境改善計画 アレクサ・シャンティチ小学校 教育機関 \8,362,032

マーシャル 民生環境 ウォッジェ環礁コミュニティセンター建設計画 ウォッジェ環礁地方政府 地方公共団体 \9,326,907

民生環境 メドニン市身体障害者医療・教育施設車両整備計画 身体障害者総合協会メドニン支部 ローカルＮＧＯ \4,445,056

医療保健 骨髄移植患者のための医療器具整備改善計画 チュニジア骨髄移植協会 ローカルＮＧＯ \5,699,164

キューバ 民生環境 ハバナ市ロス・シティオス地区福祉施設設備改善計画 平和・非武装・自由運動 国際ＮＧＯ \9,924,296

ジャマイカ 民生環境 キングストン市児童養護施設改修計画 マックスフィールドパーク養護施設 ローカルＮＧＯ \4,510,395

民生環境 サンティアゴ県モンテアデントロ地域児童養護施設建設計画 ディビナプロビデンシア児童養護施設 ローカルＮＧＯ \9,931,796

教育研究 ラ・ロマーナ初等教育施設建設計画 エスコラピアス修道会教育センター ローカルＮＧＯ \9,717,661

教育研究 ヤマサ市ペラルビージョ地域教育施設建設計画 サンホセ教育センター ローカルＮＧＯ \9,925,468

教育研究 バニ市ヘスス・テ・アマ教育施設建設計画 ヘスス・テ・アマ学校 ローカルＮＧＯ \9,698,903

民生環境
サンイシドロ・サンフランシスコ・デ・アシス児童養護施設建設計
画

セクラール・エルマナス・セラフィカス学
校

ローカルＮＧＯ \9,686,925

民生環境 モカ市福祉施設拡充計画 サンティシマ・トリニダッド老人介護の家 ローカルＮＧＯ \9,889,082

民生環境 ラ・ビクトリア・マデラエス児童養護施設建設計画 マデラエス児童養護施設基金 ローカルＮＧＯ \9,813,711

教育研究 サンティアゴ市サンマルティン・デ・ポーレス教育施設拡充計画 サンマルティン・デ・ポーレス技術学校 教育機関 \9,124,750

農林水産 ビセンテノブレ市カノア地区灌漑ポンプ整備計画 ラ・エスペランサ農業生産組合 ローカルＮＧＯ \4,716,507

民生環境 コンスタンサ市中古ゴミ収集車整備計画 コンスタンサ市役所 地方公共団体 \9,549,404

民生環境 サンティアゴ市中古ゴミ収集車整備計画 サンティアゴ市役所 地方公共団体 \9,549,404

民生環境 ハラバコア市建設機械整備計画 ハラバコア市役所 地方公共団体 \3,706,400

メキシコ 教育研究 ベニート・フアレス州立小学校改修計画 ベニート・フアレス州立小学校 教育機関 \9,096,500

教育研究 江西省瑞金市黄柏郷直坑小学校総合棟建設計画 江西省瑞金市人民政府 地方公共団体 \9,874,844

教育研究 江西省崇仁県河上鎮陳村小学校建設計画 江西省崇仁県人民政府 地方公共団体 \9,911,908

民生環境
ジャンビ州ムラギン県レナ・プンバラップ郡における社会福祉施設
及び教育施設宿舎増築計画

アザカリヤ・イスラム教育財団 ローカルＮＧＯ \9,989,426

民生環境
ジャンビ州ムラギン県バタン・ムスマイ郡ティティアン・テラス村に
おける社会福祉施設及び教育施設増築計画

シェク・マウラナ・クオリ・イスラム教育
財団

ローカルＮＧＯ \9,978,917

医療保健
ＨＩＶ／エイズ感染予防のための若者に対する情報・教育・保健
サービス整備計画

インドネシア赤十字東ジャカルタ支部 ローカルＮＧＯ \9,941,853

民生環境 東ジャワ州マラン県における女性のための技能研修計画 ルアン・ミトラ・プルンプアン（ルンプン） ローカルＮＧＯ \7,594,956

医療保健 バンテン州タンゲランにおける鳥インフルエンザ予防・抑制計画 バングン・インドネシア財団 ローカルＮＧＯ \9,265,096

医療保健 東ヌサ・トゥンガラ州シッカ県におけるマラリア予防・抑制計画 バングン・インドネシア財団 ローカルＮＧＯ \9,656,302

平成21年3月23日

平成21年3月19日

平成21年3月20日

バングラデシュ

チュニジア

ドミニカ（共）

中国

インドネシア
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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

インドネシア 医療保健
西ヌサ・トゥンガラ州東ロンボク県における母子保健サービス向上
計画

ミトラ財団 ローカルＮＧＯ \6,862,603

バングラデシュ 医療保健 チッタゴン県村落診療所建設計画 アグラサラ記念協会バングラデシュ ローカルＮＧＯ \9,782,975

ナイジェリア 農林水産 エボニ州女性に対する改良型製塩技術普及計画 エボニ州ユニド製塩協同組合 ローカルＮＧＯ \9,937,107

マダガスカル 医療保健 チュレアール性感染症及びエイズ予防啓蒙活動支援計画 マダガスカル社会福祉市場調査会 ローカルＮＧＯ \9,635,656

ボスニア・ヘルツェゴビナ 教育研究
ゴラジュデ市メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校教育環境改善
計画

メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校 教育機関 \7,475,120

シリア 医療保健 ラッカ市自然分娩病院医療機材導入計画 ラッカ県保健局 医療機関 \9,025,536

農林水産 コモウェイナ桟橋補修計画 コモウェイナ水産センター 政府関係機関 \9,999,935

農林水産 農業技術指導訓練計画 女性支援団体管理財団 ローカルＮＧＯ \9,988,974

ベネズエラ 教育研究 ２月２２日特別支援学校施設整備計画 ２月２２日特別支援学校 教育機関 \1,073,387

タイ 教育研究 チェンマイ県貧困山岳児童のための寄宿環境整備計画 サーンファン・サンティパープ財団 ローカルＮＧＯ \4,995,000

中国 医療保健 江蘇省新沂市馬陵山中心衛生院総合棟建設計画 江蘇省新沂市人民政府 地方公共団体 \9,697,547

バングラデシュ 教育研究 ポティア郡障害者支援センター建設計画 ノウズワン ローカルＮＧＯ \9,689,863

マレーシア 民生環境 第２ティンバン・バトゥ村上水道整備計画
第２ティンバン・バトゥ村安全・開発委員
会

ローカルＮＧＯ \4,097,041

農林水産
ビエ州アンドゥーロ市帰還難民及び避難民のための農業生産支
援計画

サミュエル・ブレース・コールス会 ローカルＮＧＯ \9,673,365

農林水産 シタート市帰還難民及び避難民のための農業生産支援計画 アンゴラ・ドイツ友好と団結協会 ローカルＮＧＯ \9,129,496

アフガニスタン 民生環境
カブール県、パルワーン県、カピサ県及びバーミヤン県一帯にお
ける地雷除去計画

アフガン・テクニカル・コンサルタンツ ローカルＮＧＯ \70,060,000

ヨルダン 医療保健 マダバ市アルカサバ診療所整備計画 ナダワ慈善協会 ローカルＮＧＯ \6,989,954

タイ 民生環境 農畜産業コミュニティ団体のための多目的棟建設計画
国王の思想に基づく農民のための牛・
水牛銀行プロジェクト畜産者グループコ
ミュニティ

ローカルＮＧＯ \6,454,206

ミャンマー 医療保健
上ミャンマー公衆衛生検査所（マンダレー管区）監視機能強化計
画

マンダレー公衆衛生検査所 政府関係機関 \6,850,625

教育研究 アボクアムクロ公立小学校３教室整備計画 アボクアムクロ公立小学校運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,472,804

医療保健
ジェカヌ総合病院ブルーリ潰瘍患者のためのリハビリセンター建
設計画

ジェカヌ病院運営委員会 ローカルＮＧＯ \9,654,516

教育研究 バヨタ現代中学校における教室整備計画 ガニョア県議会 地方公共団体 \6,877,504

モーリシャス 医療保健 トリアノン糖尿病総合ケアセンター建設計画 健康向上のための会 国際ＮＧＯ \9,965,624

ボスニア・ヘルツェゴビナ 教育研究 ドニ・ヴァクフ第一小学校教育環境改善計画 ドニ・ヴァクフ市 地方公共団体 \9,998,424

トリニダード・トバゴ 民生環境 地域住民に対する研修センター建設計画 マトゥラ自然保護探索協会 ローカルＮＧＯ \7,024,532

ベネズエラ 医療保健
サン・フアン・デ・ディオス精神障害者総合医療施設リハビリ設備
整備計画

サン・フアン・デ・ディオス精神障害者総
合医療施設

医療機関 \8,808,689

ペルー 民生環境 コチャワイコ上水整備計画 調査・教育・開発センター ローカルＮＧＯ \9,230,518

タイ 農林水産 低所得層農民に対する養殖技術向上計画
ウィアンカムファーグラヌワン開発セン
ター

ローカルＮＧＯ \2,992,338

ケニア 医療保健 チュス・ベー診療所拡張計画 チュス・ベー開発委員会 ローカルＮＧＯ \8,979,884

平成21年3月23日

平成21年3月26日

平成21年3月24日

平成21年3月25日

スリナム

アンゴラ

コートジボワール
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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

マラウイ 民生環境 ンコタコタ県井戸建設計画 ンコタコタ県 地方公共団体 \4,379,315

医療保健 セロラルゴ県農村地域巡回診療車整備計画 セロラルゴ県庁 地方公共団体 \9,743,199

民生環境 セロ・ラルゴ県メロ市身体障害者のための施設建設計画 １２月３日障害者団体 ローカルＮＧＯ \9,999,935

キューバ 民生環境 カマグエイ県グアイマロ市３地区の飲料水供給改善計画 ケア・カナダ 国際ＮＧＯ \9,016,884

グレナダ 教育研究 ヒルズボロ中等学校教室棟建設計画 ヒルズボロ中等学校 教育機関 \9,999,935

教育研究 マドリッド市の貧困農家のための職業訓練所建設計画 地方開発財団 ローカルＮＧＯ \9,940,836

その他 サン・フランシスコ市他４市における対人地雷除去活動支援計画 アントニオ・レストレポ・バルコ財団 ローカルＮＧＯ \34,911,576

ドミニカ 民生環境 障害者のための職業訓練用機器整備計画 ドミニカ障害者協会 ローカルＮＧＯ \9,143,395

ベネズエラ 医療保健 ララ州小児心臓病用医療設備改善計画
中西部地方心臓疾患協会ーアスカル
ディオ

ローカルＮＧＯ \9,826,367

民生環境 プエブロ・ビエホ村及びランチョ・ビエホ村電化計画 サン・フランシスコ・デ・ベセラ市役所 地方公共団体 \4,476,947

教育研究
ベレン・グアルチョ市ドクトール・ポリカルポ・ボニージャ小学校改
築計画

ベレン・グアルチョ市役所 地方公共団体 \6,917,182

教育研究 サン・ペドロ・デ・コパン市ミゲル・モラサン小学校改築計画 サン・ペドロ・デ・コパン市役所 地方公共団体 \5,505,699

民生環境 ロス・ジャノス村電化整備計画 タウラベ市役所 地方公共団体 \3,583,343

民生環境 タマラ地区ポトレリージョス村上水道整備計画
タマラ地区ポトレリージョス村水道委員
会

ローカルＮＧＯ \8,712,074

民生環境 オホホナ市アラグア村電化計画 オホホナ市役所 地方公共団体 \6,797,063

ケニア 民生環境 シアヤ県小学校１２校における水・衛生環境改善計画 アフリカ・ナウ 国際ＮＧＯ \9,473,581

ボツワナ 教育研究 ナレディ地区職業訓練学校教室棟建設計画 ナレディ職業訓練学校 ローカルＮＧＯ \5,875,887

タイ 民生環境 高齢者および女性のための所得創出・健康増進・能力向上計画 地方高齢者起業開発協会 ローカルＮＧＯ \9,556,101

東ティモール 民生環境 オエクシ県国境地域への浄水供給システム構築計画 ソレヌサ会 ローカルＮＧＯ \9,170,176

教育研究 ミンダナオ島北コタバト州オランダン中等学校の５教室建設計画 オランダン中等学校 教育機関 \8,975,251

教育研究 ミンダナオ島北コタバト州サラマ小学校教室建設及び修復計画 サラマ小学校 教育機関 \8,514,324

農林水産
シャリフ・カブンスアン州ダトゥ・オディン・シンスアット町ブガワス
集落かんがい水路整備計画

サパラン集落水利組合 ローカルＮＧＯ \8,729,589

教育研究 バシラン島ラミタン市母親と幼児のための教育センター建設計画 ラミタン市 地方公共団体 \7,776,321

教育研究
シャリフ・カブンスアン州スルタン・クダラット町イーブン・タイミヤ
財団学園の５教室建設計画

イーブン・タイミヤ財団学園 教育機関 \8,424,715

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州サラムライ小学校教室改修計画 サラムライ小学校 教育機関 \8,340,982

教育研究
ミンダナオ島マギンダナオ州バイ・ハニーナ・エス・シンスアット中
等学校校舎建設計画

バイ・ハニーナ・エス・シンスアット中等
学校

教育機関 \8,848,917

医療保健 北コタバト州リブンガン町保健所改修計画 リブンガン町役場 地方公共団体 \8,188,997

民生環境
スルタン・クダラット州イスラン町ラギラヤン村カマンガ集落給水シ
ステム整備計画

カマンガ集落農民協会 ローカルＮＧＯ \6,976,620

ケニア 医療保健 モンバサ青少年対象ＨＩＶ／ＡＩＤＳサービス拡張計画 聖ジョン救援隊 国際ＮＧＯ \9,707,604

ニジェール 医療保健 ドッソ州コミュニティベース・マラリア予防計画 ドッソ州保健局 地方公共団体 \9,200,564

ウルグアイ 医療保健 フローレス県障害者リハビリセンターにおける医療機材整備計画 フローレス県庁 地方公共団体 \6,309,581

平成21年3月27日

平成21年3月26日

平成21年3月30日

ウルグアイ

コロンビア

ホンジュラス

フィリピン
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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

平成21年3月30日 ベネズエラ 医療保健 ドミンゴ・ルシアーニ総合病院胃腸科設備改善計画
エドガー・キロス・ソト博士記念胃腸科
支援基金

ローカルＮＧＯ \9,873,375

ケニア 民生環境 ムケトゥラ小規模水力発電計画
ムケトゥラ・多目的セルフヘルプ・グ
ループ

ローカルＮＧＯ \9,984,228

教育研究 マテロ地区に住む貧困児童のための校舎建設計画 デスティニー・コミュニティー・センター ローカルＮＧＯ \7,256,182

民生環境 聴覚障害者のための建材製造職業訓練コース創設計画 聴覚障害者多目的活動会 ローカルＮＧＯ \2,632,900

農林水産 地域住民のための農業共同作業場機能強化計画
多目的互助会・在宅ケアサポート・ティ
コ

ローカルＮＧＯ \2,506,453

チリ 教育研究 カネラ市北部ウエンテラウケン地区教育環境整備計画 カネラ市役所 地方公共団体 \4,890,979

教育研究 アンファン・ジェズ小学校増築計画 アンファン・ジェズ基金 ローカルＮＧＯ \9,011,976

医療保健 グレース・チルドレン病院緊急電源供給計画 国際子供保護団体 医療機関 \9,222,043

医療保健 グレース・チルドレン病院産科病棟改修計画 国際子供保護団体 医療機関 \8,134,983

平成21年3月31日

ザンビア

ハイチ
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