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第7章 2006年度二国間援助案件リスト

国名 案件名
交換公文締結日

金額（億円）
（現地時間）

（東アジア地域）
インドネシア 生物多様性保全センター整備計画（国債３／３） 2004年 7 月26日 2.03

東ヌサトゥンガラ州橋梁建設計画（国債２／４） 2005年 8 月29日 3.66
西ヌサトゥンガラ州橋梁建設計画（国債１／３） 2006年 7 月25日 1.30
グヌンキドル県水道整備計画（第１期） 2007年 1 月24日 5.25

カンボジア カンダルスタン灌漑施設改修計画（国債２／３） 2005年 6 月10日 9.74
主要幹線道路橋梁改修計画（国債２／３） 6.01
国道１号線改修計画（国債１／３） 2006年 6 月12日 8.27
モンドルキリ州小水力地方電化計画（国債１／２） 4.21
コンポンチャム州村落飲料水給水計画（第２期） 4.31
第二次プノンペン市洪水防御及び排水改善計画（詳細設計） 2007年 1 月22日 0.49

中国 第二次黄河中流域保全林造成計画（第5期） 2006年 6 月 8 日 2.18
酸性雨及び黄砂モニタリング・ネットワーク整備計画 12月20日 7.93

東ティモール ディリ上水整備計画（国債３／３） 2004年 5 月17日 5.73
サメ・アイナロ上水整備計画（国債２／３） 2005年 5 月13日 6.70
ディリ港改修計画（国債１／３） 2006年 5 月18日 1.96

ベトナム フエ中央病院改善計画（国債３／３） 2004年 7 月 2 日 8.93
第二次北部山岳地域初等教育施設整備計画（第3期） 2006年 7 月 6 日 5.11
国立衛生疫学研究所高度安全性実験室整備計画 9 月28日 8.91
中部高原地域地下水開発計画（詳細設計） 11月 9 日 0.35

ミャンマー 中央乾燥地植林計画（第4期） 2006年 8 月17日 3.30
第七次母子保健サービス改善計画（UNICEF経由） 11月22日 3.10

モンゴル ウランバートル市給水施設改善計画（国債３／３） 2004年 5 月27日 9.52
東部幹線道路建設及び道路建設機材整備計画（第2期、国債１／４） 2006年 5 月30日 6.46
第三次初等教育施設整備計画（第3期） 7 月 3 日 8.87

ラオス ビエンチャン市上水道施設拡張計画（国債１／３） 2006年 6 月 2 日 3.77
ビエンチャン1号線整備計画（第2期） 6 月 6 日 25.53
郡病院改善計画（第2期） 8 月21日 4.13
ヒンフープ橋建設計画（詳細設計） 11月27日 0.35

（南西アジア地域）
インド インドにおけるポリオ撲滅計画（UNICEF経由） 2006年 6 月 9 日 4.56
スリランカ マナンピティヤ新幹線道路橋梁建設計画（国債２／３） 2005年 5 月27日 6.59

新マナー橋建設及び連絡道路整備計画（詳細設計） 2007年 1 月16日 0.33
ネパール シンズリ道路建設計画（第２工区）（第３期、国債２／３） 2005年 6 月 9 日 11.52

短波及び中波放送局整備計画 2006年 9 月13日 9.37

1  無償資金協力案件一覧

第1節　二国間贈与

① 一般プロジェクト無償

① 一般プロジェクト無償
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国名 案件名
交換公文締結日

金額（億円）
（現地時間）

パキスタン タウンサ堰水門改修計画（国債２／４） 2005年 4 月30日 29.13
ファイサラバード上水道整備計画（第２期、国債２／３） 13.92
国道二十五号線（カラロ－ワッド間）改修計画（国債１／４） 2006年 5 月24日 3.01
建設機械技術訓練所機能向上計画（国債１／２） 1.29
パキスタン・イスラム共和国におけるポリオ撲滅計画（UNICEF経由） 12月15日 4.50

バングラデシュ コックスバザール及びケプパラ気象レーダー整備計画（第2期） 2006年 6 月25日 8.03
地方道路簡易橋設置計画（第2期） 7 月 9 日 7.00
第二次ダッカ市雨水排水施設整備計画（詳細設計） 2007年 2 月11日 0.32

ブータン 第二次橋梁架け替え計画（国債２／３） 2005年 5 月27日 7.49
教育施設整備計画（第２期） 2006年 6 月20日 3.07

（中央アジアおよびコーカサス地域）
アゼルバイジャン バクー市ムシュビク変電所改修計画 2006年 5 月31日 8.80
ウズべキスタン タシケント州及びジザク州一次医療改善計画 2007年 1 月26日 5.95
キルギス ナリン州道路維持管理用機材整備計画 2006年 8 月10日 5.72
タジキスタン ドゥスティ－ニジノピャンジ間道路整備計画（第１期） 2006年 9 月 5 日 5.95

（中東地域）
アフガニスタン カブール国際空港ターミナル建設計画（国債２／３） 2005年 5 月18日 19.89

児童の生存のための包括的計画（UNICEF経由） 2006年 6 月13日 4.49
イエメン 第二次小中学校建設計画（第1期） 2006年 6 月18日 6.65
エジプト バハルヨセフ灌漑用水路サコーラ堰改善計画（国債３／３） 2004年 6 月10日 2.37

シャルキーヤ県北西部上水道路計画（国債３／３） 9.83
エルマハラエルコブラ浄水場施設改善計画（国債１／３） 2006年 6 月20日 0.74
第四次上エジプト灌漑施設改修計画（第1期） 12月11日 4.32
母子保健改善計画（ＵＮＩＣＥＦ経由） 2007年 1 月23日 2.19
ダマンフール農業機械化センター近代化計画（詳細設計）  2 月20日 0.46

シリア 地方都市廃棄物処理機材整備計画（第1期） 2006年 6 月22日 5.83
スーダン 小児感染症予防計画（ＵＮＩＣＥＦ経由） 2006年 8 月23日 5.17
パレスチナ パレスチナ人児童の感染症対策及び栄養状態改善並びに新生児の

院内感染予防計画（ＵＮＩＣＥＦ経由）
2006年 7 月10日 3.74

モロッコ 第二次地方村落妊産婦ケア改善計画 2006年 8 月 9 日 9.72
ヨルダン ヨルダン渓谷北・中部給水網改善・拡張計画（国債２／３） 2005年 ６ 月30日 9.31

第二次ザルカ地区上水道施設改善計画（第1期） 2006年 7 月14日 5.11
（アフリカ地域）
アンゴラ 第二次ルアンダ州小学校建設計画（第２期） 2006年 7 月 5 日 9.12

ルアンダ近郊諸州緊急地方給水計画 4.32
ウガンダ 東部ウガンダ医療施設改善計画（第2期） 2006年 7 月20日 8.73

カンパラ市内交通事情改善計画（第2期） 3.16
エチオピア 第三次幹線道路改修計画（国債２／４） 2005年 5 月27日 16.17

南部諸民族州給水計画（第2期） 2006年 6 月23日 5.44
小児感染症予防計画（ＵＮＩＣＥＦ経由） 8 月24日 5.29
アファール州給水計画（詳細設計） 11月 6 日 0.23

エリトリア デブブ州地方都市給水計画（詳細設計） 2006年 9 月12日 0.51
カメルーン 第三次小学校建設計画（第３期） 2006年 6 月20日 9.32

第四次地方給水計画（第1期） 5.15
カーボヴェルデ サンティアゴ島地下水開発・給水計画（国債３／３） 2004年 5 月21日 0.41

① 一般プロジェクト無償
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第７章 2006年度二国間援助案件リスト

第１節 二国間贈与 1. 無償資金協力案件一覧

国名 案件名
交換公文締結日

金額（億円）
（現地時間）

ガーナ 幹線道路改修計画（国債３／３） 2004年 6 月25日 14.61
小児感染症予防計画（ＵＮＩＣＥＦ経由） 2006年 8 月 9 日 2.98
地方電化計画（第２期） 8 月24日 6.78
アッパーウエスト州基礎的医療機材整備計画 11月28日 1.63

ガンビア 第二次地方飲料水供給計画（第3期） 2006年 7 月12日 2.96
ギニア コナクリ市飲料水供給改善計画（第２期） 2006年 7 月 7 日 6.75

首都圏周辺地域小中学校建設計画（第１期） 4.63
ケニア アフリカ理数科・技術教育センター拡充計画 2006年 7 月 4 日 12.11

地方給水計画（第１期） 9 月 1 日 4.97
西部地域県病院整備計画（詳細設計） 2007年 1 月10日 0.70

コートジボワール 第二次感染症予防計画（UNICEF経由） 2007年 2 月20日 4.19
コンゴ共和国 マラリア対策強化及び小児感染症予防計画（UNICEF経由） 2007年 3 月20日 2.07
ザンビア 第二次予防接種体制整備計画 2006年 8 月11日 2.83

マラリア対策計画 11月16日 3.08
シエラレオネ 小児感染症予防計画（UNICEF経由） 2006年11月15日 2.29
ジンバブエ 小児感染症予防計画（UNICEF経由） 2007年 1 月11日 2.23
タンザニア キルワ道路拡幅計画（第1期） 2006年 6 月 6 日 11.52

ザンジバル市街地給水計画（第1期）  6 月 7 日 12.30
HIV／エイズ対策計画（第２期） 9 月29日 3.41

ナイジェリア クロスリバー州及びアクワ・イボム州地方電化計画（第１期） 2006年 6 月21日 9.32
小学校建設計画（第３期）  7 月20日 8.54
小児感染症予防計画（ＵＮＩＣＥＦ経由） 8 月23日 4.95

ニジェール ザンデール地方ギニアウォーム撲滅対策飲料水計画（国債３／３） 2004年 6 月29日 4.31
ブルキナファソ 第三次小学校建設計画（第2期） 2006年 9 月 7 日 8.66
ベナン ラギューン母子病院整備計画（詳細設計） 2006年12月 6 日 0.71
マダガスカル 国道７号線バイパス建設計画（国債４／４） 2003年 6 月23日 3.79
マラウイ ブワンジェバレー灌漑施設復旧計画（国債１／２） 2006年 6 月 8 日 2.69

リロングウェ西地区地下水開発計画（第２期） 7 月31日 3.71
地方保健医療施設改善計画 11月 9 日 7.17

マリ カイ・セグー・モプチ地域給水計画（国債３／３） 2004年 5 月19日 4.48
第三次小学校建設計画（第1期） 2006年 6 月22日 8.09

モザンビーク ベイラ港浚渫能力増強計画（国債２／３） 2005年 5 月30日 10.63
ザンベジア州及びテテ州地方道路橋梁建設計画（詳細設計） 2007年 1 月23日 0.43
マラリア対策計画 4.49

モーリタニア ヌアクショット・ヌアディブ小中学校建設計画（第2期） 2006年 6 月20日 10.73
リベリア 小児感染症予防計画（ＵＮＩＣＥＦ経由） 2006年11月13日 1.87
ルワンダ 地方給水計画（第1期） 2006年 6 月14日 5.51

公共輸送復旧計画（第2期） 3.19
（大洋州地域）
ソロモン ホニアラ電力供給改善計画（第2期） 2006年 6 月13日 7.70

ガダルカナル島東部橋梁架け替え計画 8 月 4 日 9.13
バヌアツ サラカタ川水力発電所改善計画（第１期） 2007年 1 月26日 5.73
パラオ 首都圏基幹道路改修計画（詳細設計） 2006年11月 9 日 0.22
ミクロネシア ウエノ港整備計画 2006年 8 月 9 日 7.25

① 一般プロジェクト無償
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国名 案件名
交換公文締結日

金額（億円）
（現地時間）

（中南米地域）
エクアドル ワキージャス市およびアレニージャス市上水道整備計画（国債１／３） 2006年 5 月10日 2.56

イバラ市上水道整備計画（第２期） 6 月21日 3.72
新マカラ国際橋建設計画（詳細設計） 2007年 1 月16日 0.19

エルサルバドル 日本・中米友好橋建設計画（詳細設計） 2006年12月21日 0.20
ガイアナ コリバートン給水計画（第1期） 2006年 7 月25日 6.51
グアテマラ 第三次地方浄水場改修計画 2006年 6 月16日 6.60

首都圏主要国立病院整備計画 8 月10日 8.99
ドミニカ共和国 貿易投資促進人材育成センター建設計画 2006年 8 月 3 日 6.41
ニカラグア ボアコ病院建設計画（国債１／２） 2006年 5 月 4 日 2.43

リバス県、ボアコ県およびチョンターレス県基礎教育施設建設計画（第２期） 6 月 9 日 6.41
国道七号線主要橋梁架け替え計画（詳細設計） 8 月14日 0.43

ハイチ 予防接種強化計画（UNICEF経由） 2006年11月17日 2.04
パラグアイ アスンシオン大学病院移転及び整備計画（第1期） 2006年 6 月21日 13.70
ペルー 新マカラ国際橋建設計画（詳細設計） 2007年 3 月26日 0.19
ボリビア 日本・ボリビア友好橋改修計画（国債２／２） 2005年 7 月 6 日 2.00

医薬品供給センター整備計画 2006年 8 月31日 7.61
コチャバンバ県灌漑施設改修計画（第1期） 3.10
地方道路拡充機材整備計画 2007年 1 月16日 9.00

ホンジュラス アグア・カリエンテ橋改修計画（第２期） 2006年 6 月23日 2.89
消防機材拡充計画 8.14
日本・中米友好橋建設計画（詳細計画） 11月29日 0.20
サン・フェリペ病院整備計画（詳細設計） 2007年 1 月12日 0.70

（欧州地域）
ウクライナ 小児病院医療機材整備計画（第1期） 2007年 2 月 8 日 4.53
セルビア ベオグラード市上水道整備計画（第２期） 2006年10月18日 4.54
マケドニア 第ニ次一次医療機材整備計画 2006年 6 月30日 8.10
モンテネグロ 中核病院医療機材整備計画 2006年12月20日 4.41
ボスニア・ヘルツェゴビナ ドボイ橋及びモドリッチャ橋建設計画（国債３／３） 2004年 5 月27日 5.08

① 一般プロジェクト無償
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
（東アジア地域）
インドネシア 教育研究 アル・ムナワラ・イスラム寄宿学校理

科技術室整備計画
アル・ムナワラ・イスラ
ム寄宿学校

2006年 7 月19日 6,079,692

そ の 他 ジャワ島中部地震被災地域における
一般家屋の耐震構造普及計画

インドネシア・イスラム
大学地震工学セン
ター

8 月 4 日 9,157,389

医療保健 ダルル・アラファー・イスラム寄宿学校
保健・診療室建設計画

ダルル・アラファー・イ
スラム寄宿学校

9 月14日 9,825,609

農林水産 アチェ州ピディ県バンダル・バル郡に
おけるかんがい用堰・水路修復を通じ
た紛争被害者支援計画

ペラック財団 10月 3 日 9,998,991

農林水産 アチェ州ピディ県タンセ郡におけるか
んがい施設修復事業および唐辛子
栽培訓練を通じた元紛争地開発支
援計画

エンブン・パギ財団 9,998,880

農林水産 アチェ州ピディ県におけるカカオ農園
再建計画

トゥナス・バンサ財団 9,990,222

農林水産 アチェ州ピディ県における籐家具生
産を通じた元紛争地開発計画

アル・アフガニ財団 9,693,741

医療保健 ジョグジャカルタ特別州バントゥル
県モハマディア病院救急車整備計
画

バントゥル県モハマ
ディア病院

10月19日 8,312,346

教育研究 「斜めろくろ」産業振興センター修復
計画

中部ジャワ州クラテン
県地方開発計画局

10月31日 962,037

教育研究 リス・マドゥマ中・高等学校校舎建築
計画

リス・マドゥマ教育協
会

11月27日 9,661,995

教育研究 スタディーフォンズ・シラジャ・オロアン
中学校校舎建設計画

スタディーフォンズ・シ
ラジャ・オロアン協会

11月28日 9,747,687

教育研究 ミフタフル・ファラー・ディスキ小・中学校
校舎建築計画

ミフタフル・ファラー・
ディスキ社会・教育
協会

11月30日 9,884,994

教育研究 ヌル・アディア小・中学校校舎増改築
計画

ヌル・アディア教育協
会

12月26日 8,865,681

教育研究 プカン・バル・イスラム統合小学校校
舎増築計画

プカン・バル・イスラム
統合小学校

2007年 1 月17日 9,562,317

教育研究 東ジャワ州シドアルジョ県スギワラス
小学校建設計画

東ジャワ元日本留学
生協会

 2 月27日 9,958,365

医療保健 ランプンおよびサマリンダにおける性
感染症／HIV／AIDS予防計画

インドネシア家族計
画協会

 3 月26日 9,974,127

医療保健 南スラウェシ州病院用中古ベッド充
足計画

アムダ・インドネシア 8,030,406

カンボジア 教育研究 プノンペン市ダンコー地区小学校中
古机椅子整備計画

プノンペン市ダンコー
地区教育・青少年・ス
ポーツ事務所

2006年 8 月14日 9,985,782

教育研究 プノンペン市ルッセイケオ地区中等
高等学校中古机椅子整備計画

プノンペン市ルッセイ
ケオ地区教育・青少
年・スポーツ事務所

7,679,202

③ 草の根・人間の安全保障無償

第７章 2006年度二国間援助案件リスト

第１節 二国間贈与 1. 無償資金協力案件一覧
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
カンボジア 教育研究 プレイベン州学校中古机椅子整備計

画
プレイベン州教育・青
少年・スポーツ局

2006年 8 月14日 9,998,325

教育研究 プノンペン市中等高等学校中古机
椅子整備計画

プノンペン市教育・青
少年・スポーツ局

9,964,026

農林水産 シハヌークビル特別市養�設備整備
計画

シハヌークビル特別
市水産事務所

10月 3 日 1,265,622

民生環境 ストゥントレン州ストゥントレン郡排水
設備整備計画

ストゥントレン州公共
事業運輸局

8,416,908

医療保健 タケオ州ボレイ・チョルサー保健出張
所建設計画

スイス赤十字 2,392,938

医療保健 パイリン特別市プサープルム保健所
建設計画

パイリン特別市保健
局

3,734,817

医療保健 ラタナキリ州保健出張所建設計画 ヘルス・ネット・イン
ターナショナル

9,987,225

教育研究 スバイリエン州トラパインプロン・トラパ
イントナ小学校建設計画

スバイリエン州教育・
青年・スポーツ局

6,154,617

そ の 他 パイリン特別市およびバッタンバン州
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 11月30日 92,329,134

教育研究 20州3特別市における交通安全教
育用教材整備計画

ハンディキャップ・イン
ターナショナル・ベル
ギー

9,043,392

医療保健 国立眼科センター建設計画 国立プレアアンドン
病院

9,962,472

農林水産 パイリン特別市ツノルボットかんがい
施設改修計画

パイリン特別市 2007年 1 月11日 15,716,157

そ の 他 コンポントム、オッダーミエンチェイ、プ
レアビヒア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

99,777,012

教育研究 地方評議会選挙のための有権者教
育教材印刷計画

カンボジアにおける自
由公正選挙のための
委員会

5,699,850

教育研究 公平な選挙のための選挙広報計画 社会開発センター 9,886,770
そ の 他 バッタンバン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

2 月23日 99,764,358

タイ 教育研究 メーホンソーン県山岳民族児童のた
めの校舎建設計画

バーンマイ学校 2006年 5 月25日 4,631,661

そ の 他 チェンマイ県自然災害防止計画 チェンマイ県庁  7 月13日 4,552,800
農林水産 チェンマイ県ドーイサケット郡チュン

ドーイ区環境保全型有機農業推進
センター建設計画

チュンドーイ区行政
機構

10月18日 4,179,362

教育研究 フワイルア学校校舎建設計画 ワールドビジョン財団
タイランド

11月20日 8,161,707

教育研究 プレー県ソーン郡バーンナールアン
学校寄宿生徒寮建設計画

バーンナールアン学
校

11月21日 9,740,011

農林水産 ブリラム県における有機農業転換支
援計画

タイ・ルーラルネット・イ
ンスティチュート

12月27日 4,601,580

民生環境 洪水被災地における飲料水供給計画
（ジャリム地区）

ウタラディット県タープ
ラー郡ジャリム地区
行政機構

2007年 1 月 8 日 8,881,754

民生環境 洪水被災地における水供給システム
復旧計画（ラップレー郡）

ウタラディット県ラップ
レー郡庁

32,837,341
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
タイ 民生環境 洪水被災地における水供給システム

復旧計画（ナムマン地区）
ウタラディット県タープ
ラー郡ナムマン地区
行政機構

2007年 1 月 8 日 8,932,160

民生環境 元服役囚に対する社会復帰支援計
画

キリスト教刑務所奉
仕財団

 1 月11日 8,141,382

教育研究 プレー県視覚障害児のための教育
環境整備計画

プレー・サンティジンタ
ナー盲学校

9,738,114

教育研究 ミャンマー難民キャンプにおける教育
支援計画

ゾア難民ケア・タイラ
ンド

 1 月12日 10,533,770

民生環境 チェンマイ県サンカムペーン区生活
廃棄物リサイクル研修施設建設計
画

チェンマイ県サンカム
ペーン区役所

 1 月25日 9,563,319

教育研究 チェンマイ県メージェム郡山岳民族生
徒のための寮建設計画

サハミットウィッタヤー
学校

 1 月30日 9,780,119

教育研究 チェンマイ県ドーイサケット郡メードー
クデーン小学校校舎建設計画

メードークデーン小学
校

 3 月 8 日 8,014,283

医療保健 ミャンマー国境における健康とエイズ
への総合支援計画

パタナラック財団 3 月12日 5,817,557

教育研究 メータム山岳民族学生寮建設計画 ラフ地域開発 3 月13日 8,577,150
中国 医療保健 広東省河源市龍川県黎咀衛生院建

設計画
広東省河源市龍川
県民族宗教事務局

2006年 6 月21日 6,936,945

医療保健 広東省河源市和平県青州衛生院建
設計画

広東省河源市和平
県衛生局

6,999,882

教育研究 広東省肇慶市封開県白垢鎮寿山小
学校校舎建設計画

広東省肇慶市封開
県教育局

5,913,858

教育研究 海南省保亭黎族苗族自治県三道鎮
番親小学校校舎建設計画

海南省保亭黎族苗
族自治県三道鎮人
民政府

6 月27日 4,478,406

教育研究 海南省楽東黎族自治県大安鎮後物
小学校校舎建設計画

海南省楽東黎族自
治県大安鎮人民政
府

5,185,587

教育研究 海南省陵水黎族自治県英州鎮加坡
小学校校舎建設計画

海南省陵水黎族自
治県教育科学技術
局

5,297,697

民生環境 海南省五指山市沖山鎮福利村給水
プラント建設計画

海南省五指山市沖
山鎮人民政府

2,667,219

教育研究 海南省定安県富文鎮富文中学校学
生宿舎建設計画

海南省定安県教育
局

4,629,810

医療保健 海南省陵水黎族自治県光坡鎮衛生
院医療環境改善計画

海南省陵水黎族自
治県光坡鎮衛生院

3,124,983

教育研究 海南省万寧市南橋鎮小管小学校校
舎建設計画

海南省万寧市教育
局

5,259,069

教育研究 海南省楽東黎族自治県志仲鎮龍林
小学校宿舎建設計画

海南省楽東黎族自
治県志仲鎮人民政
府

6,576,972

教育研究 広西壮族自治区賀州市八歩区仁義
鎮福安小学校校舎建設計画

広西壮族自治区賀
州市外事僑務弁公
室

6月29日 5,366,295

通信運輸 広西壮族自治区玉林市陸川県平楽
鎮平楽村・三安村間道路建設計画

広西壮族自治区玉
林市陸川県平楽鎮
人民政府

5,203,125

第７章 2006年度二国間援助案件リスト
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
中国 民生環境 広西壮族自治区玉林市興業県石南

鎮東龍村メタンガス発酵プラント建
設計画

広西壮族自治区玉
林市興業県石南鎮
人民政府

2006年 6 月29日 4,409,475

教育研究 広西壮族自治区玉林市博白県龍潭
鎮南坡村小学校校舎建設計画

広西壮族自治区玉
林市博白県外事僑
務弁公室

4,870,236

民生環境 広西壮族自治区桂林市龍勝各族自
治県瓢里鎮孟化村給水プラント建
設計画

広西壮族自治区桂
林市龍勝各族自治
県瓢里鎮人民政府

4,797,975

医療保健 内蒙古自治区奈曼旗母子保健所医
療機材整備計画

内蒙古自治区通遼
市人民政府

8 月 2 日 4,107,888

医療保健 内蒙古自治区オロチョン自治旗諾敏
鎮中心衛生院建設計画

内蒙古自治区オロ
チョン自治旗人民政
府

9,866,568

教育研究 四川省平昌県得勝小学校新校舎建
設計画

四川省平昌県人民
政府

8 月 4 日 9,711,723

教育研究 雲南省迪慶チベット族自治州農村婦
女実用技術訓練・保健知識訓練計
画

雲南省迪慶チベット
族自治州婦女連合
会

8 月17日 5,404,479

医療保健 雲南省塩津県普アル鎮中心衛生院
入院病棟建設計画

雲南省塩津県人民
政府

9,321,891

教育研究 大連市蓉花山鎮職業技術学校校舎
設備整備計画

蓉花山鎮人民政府 9,160,941

医療保健 湖南省桃江県泗里河郷衛生院医療
機材整備計画

湖南省桃江県人民
政府

8 月23日 9,998,658

教育研究 湖南省安化県通渓小学校寄宿舎建
設計画

湖南省安化県人民
政府

9,995,439

医療保健 湖北省竹渓県県河鎮衛生院建設計
画

湖北省竹渓県人民
政府

8 月28日 9,995,439

教育研究 湖北省キ春県鮎魚中心小学校校舎
建設計画

湖北省キ春県人民
政府

9,999,102

教育研究 山東省棗庄市エキ城区燕庄小学校
建設計画

山東省棗庄市エキ
城区人民政府

8 月31日 9,961,251

民生環境 遼寧省鞍山市海城市接文鎮養老院
建設計画

海城市人民政府 9 月 6 日 8,886,216

民生環境 遼寧省本渓市桓仁満族自治県黒溝
郷飲用水改良計画

桓仁満族自治県人
民政府

5,105,223

教育研究 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治県塔
営子郷中学校総合棟・宿舎・食堂建
設計画

阜新蒙古族自治県
人民政府

8,302,023

医療保健 遼寧省朝陽市喀左蒙古族自治県羊
角溝郷病院医療設備整備計画

喀左蒙古族自治県
人民政府

5,832,051

教育研究 吉林省遼源市西安区第三中学教学
設備整備計画

遼源市人民政府 9 月15日 7,458,423

教育研究 吉林省吉林市盤石市松山中学校校
舎建設・設備整備計画

盤石市人民政府 8,856,024

教育研究 吉林省長春市二道区四家雑木小学
校校舎建設計画

長春市人民政府 8,955,480

医療保健 吉林省延辺朝鮮族自治州図們市月
晴鎮衛生院医療設備整備計画

図們市人民政府 8,893,875

民生環境 吉林省通化市輝南県蛟河口郷飲用
水改良計画

輝南県人民政府 9,042,282

医療保健 中国医科大学無医村地区眼科巡回
診療車整備計画

中国医科大学 9 月25日 9,574,416
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中国 教育研究 大連市金州区杏樹屯鎮中心小学校

校舎設備整備計画
大連市金州区教育
局

2006年11月13日 9,378,279

医療保健 河南省確山県新安店鎮衛生院建設
計画

河南省確山県人民
政府

11月29日 9,813,177

教育研究 安徽省太湖県労働職業技術トレーニ
ングセンター教学棟建設計画

安徽省太湖県人民
政府

11月30日 8,824,278

民生環境 広東省雲浮市雲城区高峰街赤黎村
電線架設計画

広東省浮雲市外事
僑務局

12月 8 日 9,064,149

教育研究 海南省臨高県新盈鎮新盈中・高等
学校学生宿舎建設計画

海南省臨高県新盈
鎮人民政府

12月11日 9,091,011

教育研究 海南省万寧市三更羅鎮石福小学校
校舎建設計画

海南省万寧市三更
羅鎮人民政府

5,405,811

医療保健 雲南省瀘西県白水鎮日中利民中心
衛生院綜合棟建設計画

雲南省瀘西県人民
政府

8,968,134

医療保健 雲南省怒江州蘭坪県河西郷衛生院
中日友好入院棟建設計画

雲南省怒江州蘭坪
県人民政府

9,223,878

教育研究 貴州省江口県万溝小学校建設計画 貴州省江口県人民
政府

12月12日 9,750,573

医療保健 貴州省黄平県谷隴鎮民族中心衛生
院建設計画

貴州省黄平県人民
政府

9,709,281

医療保健 貴州省剣河県敏洞郷衛生院建設計
画

貴州省剣河県人民
政府

9,681,753

教育研究 甘粛省敦煌市楊家橋初級中学校校
舎建設計画

甘粛省敦煌市人民
政府

12月13日 9,433,446

教育研究 山西省晋中市楡社県社城鎮中心小
学校建設計画

山西省晋中市楡社
県人民政府

9,793,641

教育研究 山西省臨県三交鎮田家山小学校校
舎建設計画

山西省臨県人民政
府

9,847,254

教育研究 山西省平定県岔口中学校宿舎建設
計画

山西省平定県人民
政府

9,984,672

教育研究 黒龍江省綏化市安達市先源郷中心
学校校舎建設計画

安達市人民政府 2007年 1 月16日 8,752,794

医療保健 黒龍江省牡丹江市婦人児童医院医
療設備整備計画

牡丹江市人民政府 9,079,134

医療保健 黒龍江省佳木斯市湯原県医院医療
設備整備計画

湯原県人民政府 9,151,062

教育研究 内蒙古自治区土黙特右旗小学校校
舎建設計画

内蒙古自治区土黙
特右旗人民政府

1 月29日 9,510,147

民生環境 江西省于都県銀坑鎮上水道整備計
画

江西省青年連合会 1 月30日 9,834,711

教育研究 江西省ハ陽県蒔山初級中学校校舎
建設計画

江西省ハ陽県人民
政府

9,885,993

教育研究 青海省称多県文楽小学校宿舎建設
計画

青海省称多県人民
政府

2 月 5 日 9,975,126

教育研究 青海省門源県紅牙合小学校校舎建
設計画

青海省門源県人民
政府

9,876,003

教育研究 青海省化隆県中心小学校校舎建設
計画

青海省化隆県人民
政府

9,651,117

教育研究 青海省同仁県小学校校舎建設計画 青海省同仁県人民
政府

9,888,657

民生環境 福建省寧徳市柘栄県富渓鎮富渓村
給水施設建設計画

福建省寧徳市柘栄
県富渓鎮人民政府

2 月13日 5,435,448
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中国 教育研究 福建省ショウ州市龍海市程渓鎮官

園中学校校舎建設計画
福建省龍海市程渓
鎮官園中学校

2007年 2 月13日 8,591,400

教育研究 福建省南平市武夷山市武夷中心小
学校校舎建設計画

福建省武夷山市武
夷中心小学校

8,579,856

医療保健 湖北省京山県三陽鎮衛生院医療機
材整備計画

湖北省京山県人民
政府

2 月28日 9,432,447

医療保健 湖北省巴東県水布唖鎮中心衛生院
建設計画

湖北省巴東県人民
政府

9,690,966

教育研究 新疆ウイグル自治区奇台県第五小
学校校舎建設計画

新疆ウイグル自治区
対外貿易経済合作
庁

9,694,740

医療保健 新疆ウイグル自治区吉木乃県人民
医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

9,694,851

民生環境 寧夏回族自治区同心県�水設備整
備計画

寧夏回族自治区扶
貧開発弁公室

3 月 6 日 9,938,163

教育研究 寧夏回族自治区銀川市永寧県小学
校校舎建設計画

寧夏回族自治区銀
川市永寧県人民政
府

9,649,230

医療保健 寧夏回族自治区平羅県衛生院医療
機材整備計画

寧夏回族自治区衛
生庁

9,965,802

教育研究 江蘇省揚州市天海職業技術学校貧
困支援計画

揚州市天海職業技
術学校

3 月 7 日 9,902,865

教育研究 湖南省懐化市ジョ浦県大華郷学校
寄宿舎建設計画

湖南省懐化市ジョ浦
県人民政府

9,690,633

民生環境 重慶市開県和謙鎮仁和村飲用水施
設建設計画

重慶市開県人民政
府

9,271,608

民生環境 遼寧省撫順市撫順経済開発区高湾
経済区養老院建設計画

撫順市人民政府 3 月 9 日 8,686,638

医療保健 四川省濾定県興隆鎮衛生院建設計
画

四川省濾定県人民
政府

9,658,221

教育研究 遼寧省朝陽市朝陽県波羅赤鎮九三
小学校校舎建設計画

朝陽県人民政府 3 月12日 9,249,963

教育研究 陝西省漢中市洋県ショ水鎮中心小
学校校舎建設計画

陝西省漢中市洋県
人民政府

3 月19日 9,688,968

教育研究 吉林省四平市梨樹県勝利郷中心校
校舎および宿舎建設計画

梨樹県人民政府 3 月22日 9,950,706

民生環境 吉林省延辺朝鮮族自治州琿春市敬
信鎮圏河村飲用水改良計画

琿春市人民政府 9,862,905

教育研究 山東省曹県蘇集鎮中心小学校校舎
建設計画

山東省曹県人民政
府

3 月23日 9,863,793

教育研究 山東省曹県ゴ楼郷南園小学校校舎
建設計画

山東省曹県人民政
府

8,922,624

教育研究 山東省沂南県孫祖中学校校舎建設
計画

山東省沂南県財政
局

9,979,788

教育研究 山東省陽信県河流鎮中心小学校校
舎建設計画

山東省陽信県人民
政府

9,892,986

教育研究 湖南省吉首市矮寨鎮小学校宿舎建
設計画

湖南省吉首市人民
政府

3 月26日 9,849,807

フィリピン 教育研究 ミンダナオ島スリガオ市のダイアサン
中等学校校舎建設計画

世界中の子どもに明
るい未来を

2006年 6 月20日 2,375,178

教育研究 ミンダナオ島南コタバト州小学校・中
等学校教育環境改善計画

マヒンタナ財団 1,937,283
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フィリピン 教育研究 ミンダナオ島ダバオ市のバジャオ族の

ためのコミュニティ教育センター建設
計画

フィリピン統合開発
サービス

2006年 6 月21日 1,830,834

教育研究 先住民族のためのミンダナオ島ダバ
オ市におけるパムラアン教育施設建
設計画

イラワン財団 2,225,772

教育研究 ミンダナオ島サランガニ州マラパタン
中等学校校舎建設計画

マラパタン町役場 9 月 5 日 9,429,672

医療保健 フィリピン大学医学部レイテ校実習
施設兼地域診療所建設計画

フィリピン大学医学
部

10月23日 8,280,489

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州タリタイ
中等学校校舎建設計画

ムスリム青年宗教組
織

12月 7 日 7,809,183

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州パラン中
等学校教室修復計画

パラン中等学校 8,586,405

農林水産 ミンダナオ島コタバト州カルメン町マ
ニリ村農産物収穫後施設・機材整備
計画

平和と開発のための
連合青年

3,006,102

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州キランガ
ン中等学校校舎建設計画

キランガン中等学校 7,523,469

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州ミッドティ
ンバン中央小学校校舎建設計画

ミッドティンバン中央
小学校

7,556,547

民生環境 ミンダナオ島マギンダナオ州ギンドゥル
ンガン町3村における井戸建設計画

ムスリム青年研究セ
ンター

4,324,893

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州ダトゥ・タ
ヒール・アンパトゥアン中等学校校舎
建設計画

ダトゥ・タヒール・アンパ
トゥアン中等学校

5,546,670

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州パグラッ
ト中等学校校舎建設計画

パグラット中等学校 4,944,384

教育研究 ミンダナオ島マギンダナオ州ダトゥ・キ
ラム小学校校舎建設計画

ダトゥ・キラム小学校 6,529,797

民生環境 ミンダナオ島マギンダナオ州ダトゥ・サ
ウディ・ウィ・アンパトゥアン町2村のた
めの給水施設建設計画

カドゥトゥンタヤ財団 5,512,815

教育研究 ミンダナオ島バンサモロの女性のた
めの技術訓練センター建設計画

イティハドゥン・ニサ財
団

6,623,592

教育研究 ミンダナオ島北コタバト州ルマヨン中
等学校校舎建設計画

ルマヨン中等学校 8,091,900

教育研究 オーロラ州における社会的弱者のた
めの職業訓練センター建設計画

オーロラ州政府 2007年 3 月20日 9,893,319

民生環境 カカオイテン村給水システム整備計
画

カカオイテン村役場 3,720,276

ベトナム 民生環境 クアンミン村浄水場建設計画 クアンミン村人民委
員会

2006年 5 月11日 8,957,700

教育研究 ナムフン村小学校建設計画 ナムフン村人民委員
会

5 月29日 9,900,201

教育研究 イエンクアン村小学校建設計画 イエンクアン村人民
委員会

9,635,466

通信運輸 アンフン村道路整備計画 アンラオ郡人民委員
会

6 月23日 9,941,604

教育研究 ハイタイ村小学校建設計画 ゾーリン郡人民委員
会

6 月29日 9,750,795

教育研究 チェウチャク村小学校建設計画 チェウフォン郡人民
委員会

9,354,969
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ベトナム 教育研究 タイハ小学校建設計画 トゥギア郡人民委員

会
2006年 8 月 1 日 9,802,410

教育研究 ドクフ村小学校建設計画 ドクフ村人民委員会 9,652,560
教育研究 カオチ村小学校建設計画 バベ郡人民委員会 9 月 6 日 9,035,178
教育研究 スアンヴィン村小学校建設計画 スアンヴィン村人民

委員会
9 月21日 9,956,589

教育研究 タインホア省技術学校機材整備計
画

タインホア省技術学
校

9,671,319

通信運輸 タックロイ村道路整備計画 タックロイ村人民委
員会

9 月28日 9,870,342

通信運輸 タンアン村道路整備計画 タンアン村人民委員
会

9,554,880

教育研究 ビンフック省職業訓練学校機材整備
計画

ビンフック省職業訓
練学校

10月17日 9,690,300

通信運輸 ザーロック村道路整備計画 チラン郡人民委員会 10月19日 9,980,565
教育研究 キエンモク村小学校建設計画 ディンラップ郡人民

委員会
9,681,198

教育研究 チャヴィン省ニントイ村ニントイ中学
校建設計画

カウケー県人民委員
会

10月24日 8,998,992

教育研究 チャヴィン省ロントイ村ロントイ中学校
建設計画

ティエウカン県人民
委員会

9,954,258

教育研究 ダオリー村小学校建設計画 ダオリー村人民委員
会

10月27日 9,682,641

教育研究 タイニン省タインビン村タインビン中
学校建設計画

タイニン省教育訓練
局

11月14日 8,976,570

教育研究 ダイキム小学校建設計画 ソンキムⅠ 村人民委
員会

12月 6 日 9,989,334

医療保健 ビンフオック省チョンタイン県総合病
院医療機材整備計画

チョンタイン県人民委
員会

12月26日 9,984,450

医療保健 ダクラク省バンメトート市総合病院医
療機材整備計画

バンメトート市人民委
員会

2007年 1 月11日 9,951,150

通信運輸 ハノイ市消防車整備計画 ハノイ市公安局 1 月15日 5,562,765
教育研究 チャンフー小学校建設計画 タンアン村人民委員

会
2 月 6 日 9,732,591

通信運輸 ゴックレイ村道路整備計画 トゥモロン郡人民委員
会

9,815,397

通信運輸 コントゥー橋建設計画 コンレイ郡財政計画
局

9,815,619

医療保健 イアクア村医療センター建設計画 チューパー郡人民委
員会

9,627,918

マレーシア 民生環境 児童用中古車椅子整備計画 東方政策元留学生
同窓会

2006年 9 月 5 日 603,840

医療保健 サバ州救急車整備計画 セイント・ジョーン・アン
ビュランス・マレーシ
ア・サバ州支部

2007年 3 月16日 4,993,002

ミャンマー 医療保健 州立ラショー総合病院（シャン州）医
療機材整備計画

州立ラショー総合病
院

2006年 9 月 6 日 6,346,980

医療保健 タトン市病院（モン州）医療機材整備
計画

タトン市病院 9 月 7 日 6,225,324

民生環境 レッパンピン村（マンダレー管区）配
電・給水施設整備計画

レッパンピン村配電・
給水施設整備委員
会

10月 3 日 3,973,134
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ミャンマー 通信運輸 ナワシュエ村（ヤカイン州）橋りょう建

設計画
ナワシュエ村橋りょう
建設委員会

2006年10月 3 日 4,506,267

通信運輸 ミンガン地区（ヤカイン州）道路建設
計画

ミンガン地区道路建
設委員会

8,012,646

教育研究 マハグニカヤマ僧院附属小学校（バ
ゴー管区）建設計画

マハグニカヤマ僧院
附属小学校建設委
員会

10月 4 日 8,291,811

教育研究 ウェッルウォン僧院附属小学校（エー
ヤワディー管区）建設計画

ウェッルウォン僧院附
属小学校建設委員
会

10月20日 7,273,941

医療保健 ヤンゴン中央婦人病院施設改善計
画

ヤンゴン中央婦人病
院

10月25日 9,324,000

医療保健 マンダレー家畜疾病診断所鳥インフ
ルエンザ診断能力強化計画

マンダレー家畜疾病
診断所

10月26日 9,975,681

教育研究 トンコワ地区（ヤンゴン管区）ザベー
チャウン村小学校建設計画

連邦連帯開発協会
ヤンゴン管区支部

10月27日 8,729,040

教育研究 タンリン地区（ヤンゴン管区）ガパー
村小学校建設計画

連邦連帯開発協会
ヤンゴン管区支部

8,699,625

教育研究 チャウタン地区（ヤンゴン管区）タウン
チー村小学校建設計画

連邦連帯開発協会
ヤンゴン管区支部

8,555,103

医療保健 中央家畜疾病診断所（ヤンゴン管
区）鳥インフルエンザ診断能力強化
計画

中央家畜疾病診断
所

11月 7 日 9,962,805

医療保健 ダラ地区給水施設（ヤンゴン管区）整
備計画

国 際 医 療 援 助
（AMI）

11月15日 9,473,295

通信運輸 コームーター・シュエトー村道路（カレ
ン州）建設計画

コームーター・シュエ
トー道 路 建 設 委員
会

11月21日 6,784,875

通信運輸 ナティ・パッサン間道路安全対策およ
びカマイン村（シャン州）橋りょう建設
計画

地域開発長老会 11月22日 8,103,999

教育研究 マンキン僧院附属中学校（ヤンゴン
管区）建設計画

マンキン僧院附属中
学校建設委員会

12月 1 日 8,824,611

教育研究 アウンザブ僧院附属中学校（ヤンゴ
ン管区）建設計画

アウンザブ僧院附属
中学校建設委員会

12月 5 日 8,757,345

教育研究 ポッパヨン僧院附属小学校（マンダ
レー管区）建設計画

ポッパヨン僧院附属
小学校建設委員会

12月 7 日 9,543,669

教育研究 シュエシー僧院附属小学校（マンダ
レー管区）改築および宿舎建設計画

シュエシー青少年セン
ター管理委員会

9,495,939

教育研究 陶磁器職業訓練センター（ヤンゴン
管区）建設計画

ミャンマー陶磁器協
会

12月 8 日 7,610,271

教育研究 アウンメェターヤー僧院附属小学校
（シャン州）および宿舎建設計画

パラウン平和開発協
会

12月21日 9,179,700

通信運輸 チャンピィン・ウーシチャ村（ヤカイン
州）橋りょう建設計画

チャンピィン・ウーシ
チャ村橋りょう建設委
員会

12月27日 6,838,155

医療保健 ミャンマー国立血液センター血液検
査能力向上計画

国立血液センター 2007年 1 月16日 8,540,340

医療保健 ヤテピャン地域附属保健所（カレン
州）建設計画

ヤテピャン地域附属
保健所建設委員会

2,065,710

医療保健 タウンカラッ地域附属保健所（カレン
州）建設計画

タウンカラッ地域附
属保健所建設委員
会

2,255,076
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ミャンマー 医療保健 ワイバギ感染症病院（ヤンゴン管区）

隔離機能強化計画
ワイバギ感染症病院 2007年 1 月17日 9,462,528

医療保健 カンドーナディ感染症病院（マンダ
レー管区）隔離機能強化計画

カンドーナディ感染症
病院

9,399,702

医療保健 ガタヨッ病院（マンダレー管区）給水
施設整備計画

ガタヨッ病院管理委
員会

3,115,104

教育研究 フライン地区（ヤンゴン管区）火災被
災者支援小中学校増築計画

フライン地区火災被
災者支援小中学校
建設委員会

1 月18日 8,912,412

教育研究 パアン幼稚園（カレン州）建設計画 パアン幼稚園建設委
員会

1 月19日 8,680,200

教育研究 デキナヤマ僧院附属中学校（マンダ
レー管区）建設計画

デキナヤマ僧院附属
中学校建設委員会

5,139,966

農林水産 チャウセー県チャウセー地区（マンダ
レー管区）洪水被害農民救済計画

マンダレー管区農業
調整委員会

1 月23日 9,959,697

農林水産 チャウセー県ミッター地区（マンダレー
管区）洪水被害農民救済計画

マンダレー管区農業
調整委員会

9,959,697

医療保健 ミャワディ（カレン州）診療所建設計
画

ミャワディ診療所建
設委員会

2 月 7 日 8,669,766

医療保健 バゴー管区東部マラリア予防対策強
化計画

バゴー管区東部マラ
リア予防対策班

2 月21日 9,867,234

医療保健 バゴー管区西部マラリア予防対策強
化計画

バゴー管区西部マラ
リア予防対策班

9,982,008

医療保健 ミョウフラッ自助病院（バゴー管区）医
療体制向上計画

ミョウフラッ自助病院
管理委員会

3 月15日 7,909,971

モンゴル 医療保健 フブスグル県への医療機材輸送計
画

フブスグル県 2006年 5 月29日 2,872,236

教育研究 セレンゲ県バローンブレン郡寄宿舎
建設計画

セレンゲ県バローンブ
レン郡11年制学校

6 月23日 9,990,000

教育研究 フブスグル県アルボラグ郡11年制学
校増築計画

フブスグル県アルボラ
グ郡

7 月 5 日 9,356,856

教育研究 オブス県テス郡11年制学校寄宿舎
改修計画

オブス県テス郡11年
制学校

7 月19日 9,990,000

民生環境 ウランバートル市へのゴミ収集車輸
送計画

ウランバートル市役
所

9,595,617

教育研究 トゥブ県バヤンツァガーン郡幼稚園建
設計画

トゥブ県バヤンツァ
ガーン郡

8 月29日 9,956,367

教育研究 ゴビアルタイ県アルタイ郡9年制学
校改修計画

ゴビアルタイ県アルタ
イ郡9年制学校

7,662,441

教育研究 ザブハン県イデル郡11年制学校改
修計画

ザブハン県イデル郡
11年制学校

9,319,227

教育研究 ダルハンオール県ダルハン郡第4番
幼稚園改修計画

ダルハンオール県ダ
ルハン郡第4番幼稚
園

8,903,199

教育研究 ウブルハンガイ県技術学校改修計画 ウブルハンガイ県技
術学校

9,990,000

教育研究 バヤンウルギー県オランホス郡11年
制学校寄宿舎改修計画

バヤンウルギー県オラ
ンホス郡

4,360,413

教育研究 ドルノゴビ県アルタンシレー郡9年制
学校改修計画

ドルノゴビ県アルタン
シレー郡

8,807,406

教育研究 オブス県ダブスト郡9年制学校改修・
増築計画

オブス県ダブスト郡9
年制学校

8,532,015
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モンゴル 教育研究 ボルガン県ダシンチレン郡11年制学

校寄宿舎改修計画
ボルガン県ダシンチレ
ン郡11年制学校

2006年 8 月29日 4,440,555

教育研究 アルハンガイ県ツァヒル郡幼稚園建
設計画

アルハンガイ県ツァヒ
ル郡

9,906,861

教育研究 トゥブ県ゾーンモド郡フムーン総合学
校改修計画

トゥブ県ゾーンモド郡
フムーン総合学校

12月18日 8,097,894

教育研究 ウムヌゴビ県フルメン郡9年制学校
増築・改修計画

ウムヌゴビ県フルメン
郡

12月21日 7,610,604

教育研究 ウランバートル市スフバートル区第35
番11年制学校改修計画

ウランバートル市スフ
バートル区第35番
11年制学校

9,519,249

民生環境 ウランバートル市廃棄物処理機材整
備拡充計画

ウランバートル市都
市整備・公共サービ
ス庁

2007年 1 月11日 6,863,907

教育研究 ドルノド県技術学校の暖房および上
下水道設備改修計画

ドルノド県技術学校 9,994,662

医療保健 バヤンホンゴル県総合病院救急通
信・緊急電力供給システム導入計画

バヤンホンゴル県総
合病院

3 月20日 6,891,768

医療保健 ヘンティ県総合病院救急通信・緊急
電力供給システム導入計画

ヘンティ県保健局 5,936,391

民生環境 ボルガン県ヒシグ・オンドゥル郡水供
給改善計画

ボルガン県ヒシグ・オン
ドゥル郡

4,201,239

教育研究 スフバートル県エルデネツァガーン郡
9年制学校改修計画

スフバートル県エルデ
ネツァガーン郡9年制
学校

8,735,034

教育研究 ドンドゴビ県エルデネダライ郡幼稚園
建設計画

ドンドゴビ県エルデネ
ダライ郡幼稚園

9,987,114

教育研究 ウブルハンガイ県ホジルト郡11年制
学校寄宿舎改修計画

ウブルハンガイ県ホジ
ルト郡

8,004,654

民生環境 セレンゲ県ツァガーンノール郡水供給
改善計画

セレンゲ県ツァガーン
ノール郡

7,904,754

教育研究 バヤン・ウルギー県ブガト郡11年制学
校改修計画

バヤン・ウルギー県ブ
ガト郡

8,558,100

ラオス 医療保健 HIV/AIDS患者の治療およびケアの
ためのCD4測定器導入計画

セタティラート病院 2006年 5 月29日 4,200,018

通信運輸 中古トラック輸送支援計画 ビエンチャン特別市 5 月31日 1,700,409
医療保健 ルアンプラバン県薬品倉庫建設計

画
ルアンプラバン県保
健局

6 月 5 日 9,124,200

通信運輸 ケンカサ村・ノンマクヤーン村間村落
道建設計画

ノンマクヤーン村 7 月11日 8,968,800

通信運輸 ナタン村・トゥアム村間村落道建設計
画

サムヌア郡 7,212,780

通信運輸 トゥアム村橋りょう建設計画 サムヌア郡 2,815,959
教育研究 ノンケー小学校建設計画 ノンケー村 11月 6 日 4,714,503
通信運輸 ファイスアック橋りょう建設計画 タンピアオ村 11月21日 9,840,039
教育研究 サムカーン小中学校建設計画 サムカーン村 11月27日 7,430,673
そ の 他 CLV「開発の三角地帯」を中心とし

た不発弾（UXO）処理活動支援計
画

ラオス不発弾処理プ
ログラム

2007年 1 月18日 97,151,529

教育研究 ポンカム小学校建設計画 セコン県教育局 1 月24日 5,383,611
教育研究 農業技術訓練・リサーチセンター建

設計画
ビレッジフォーカス・イ
ンターナショナル

2 月 2 日 8,230,428

医療保健 コンセドン郡立病院改修計画 サラワン県保健局 3 月14日 9,683,307
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
（南西アジア地域）
インド 教育研究 プルリア地域における学校建設およ

び飲料水供給システム整備計画
ビベカナンダ開発セ
ンター

2006年 7 月11日 8,813,622

教育研究 バンタンギア共同体の女子児童教
育向上計画

公共福祉基金 8 月11日 4,326,225

民生環境 障がい者と貧しい女性のための職業
訓練施設兼医療施設建設計画

障がい者支援の会 9 月12日 4,174,044

教育研究 障害児のための特別教育学校建設
計画

モイナ・ラムクリシュナ
ヤン協会

6,769,890

民生環境 身体障がい者のための職業訓練兼
宿泊センター拡張計画

障がい者のための支
援者

9 月15日 9,836,043

教育研究 貧困コミュニティのための職業訓練
センター建設計画

サムラクシャン基金 4,715,280

教育研究 指定部族の若者を対象にした職業
訓練校建設計画

人々のための教育協
会

5,375,952

民生環境 コミュニティに基づく水資源管理シス
テム整備計画

村落啓発センター 11月 8 日 8,714,721

民生環境 社会的弱者のための地域人材育成
センター建設計画

サムハ 12月11日 9,816,063

教育研究 自動車整備職業訓練のための施設
増築および機材整備計画

ナンバン 8,994,108

医療保健 地域住民のための診療機器整備計
画

レディ・ウィリンドン病
院

2007年 2 月 5 日 4,127,979

民生環境 被災地カッチ県における障がい児の
ための学校建設計画

児童福祉基金 2 月 9 日 9,322,557

民生環境 ダージリン山岳地域における飲料水
供給システム整備計画

環境保護協会連盟 2 月15日 2,707,290

教育研究 貧しい男子児童のための学校兼寄
宿舎拡張計画

シッダルス連合社会
福祉協会

7,567,980

民生環境 貧困部族民のための農業技術訓練
施設建設計画

M．S．スワミナタン研
究財団

2 月23日 9,747,132

民生環境 貧窮老人の医療救援活動に係る車
輌・機材整備計画

ヘルプエイジ・イン
ディア

7,689,303

医療保健 依存症薬物中毒患者リハビリセン
ター建設計画

デール・ビュー 9,965,025

民生環境 視覚障害女性のための寄宿・食事施
設増設計画

ミトラ・ジョティ 9,814,287

スリランカ 農林水産 モネラガラ県貧困地区村道整備計
画

サマスタ・ランカ 2006年 5 月24日 8,736,921

民生環境 紛争・津波被災地域における障害児
者総合支援計画

サバイバーズ・アソシ
エーテッド

8 月23日 5,833,050

そ の 他 ジャフナ県におけるマニュアル式地
雷除去活動支援計画

デイニッシュ・デマイニ
ング・グループ

9 月20日 78,936,096

そ の 他 ジャフナ県におけるマニュアル式およ
び機械式地雷除去活動支援計画

ヘイロー・トラスト 77,264,214

そ の 他 ワウニヤ・マナー県における機械式地
雷除去活動支援計画

スイス・ファウンデー
ション・フォー・マイン
アクション

11月 1 日 25,363,611

そ の 他 北部州ワンニ地域における地雷除去
活動支援計画

ノルウェー・ピープル
ズ・エイド

70,604,325

民生環境 モラトゥワ市におけるコミュニティ参画
型ごみ処理対策支援計画

モラトゥワ市役所 12月15日 4,735,482
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スリランカ 民生環境 スリランカ北西部沿岸地域における

生活環境改善計画
漁業開発センター 2006年12月19日 3,646,683

農林水産 ラトナプラ県におけるコミュニティ参
加型地域農業振興計画

ピープルズ・ディヴェ
ロップメント財団

12月22日 4,557,882

民生環境 アンパラ県津波被災地域におけるコ
ミュニティ参画型インフラ復興支援
計画

農村開発財団 2007年 2 月15日 4,008,099

民生環境 ハンバントタ県障害児者社会参画支
援計画

ナヴァジーヴァナ 3,690,306

ネパール 医療保健 アムダ・メチ病院建設計画 アムダ・ネパール 2006年 7 月29日 9,228,207
教育研究 トリブバン大学医学部看護学校（マ

ハラジガンジ）増築計画
トリブバン大学医学
部看護学校（マハラ
ジガンジ）

9 月22日 9,423,345

医療保健 HIV／AIDS患者のための集中ケア・
ホーム設立計画

新たなる希望 11月17日 9,216,885

農林水産 ジュナール用シンズリ保冷倉庫建設
計画

シンズリジュナール開
発協会

11月20日 9,571,530

教育研究 ドゥリケル医科大学寄宿舎建設計画 ドゥリケル病院 2007年 2 月19日 20,275,260
パキスタン 民生環境 連邦直轄部族地域ハイバル管区

シャー・カス地域飲料水供給計画
ランプ 2007年 2 月13日 7,413,024

バングラデシュ 医療保健 スラム居住者口腔保健医療計画 保健教育サービス研
究財団

2006年 8 月27日 9,179,700

民生環境 ダッカ市医療廃棄物収集計画 プリズム・バングラデ
シュ

8 月28日 9,701,178

医療保健 クムディニ複合施設電力供給安定
化計画

クムディニ福祉財団 11月30日 29,970,000

そ の 他 民間による選挙監視支援計画 公正選挙監視同盟 12月14日 9,940,383
教育研究 視覚障がい者用音声図書館建設計

画
視覚障がい者教育・
リハビリテーション開
発機構

2007年 2 月20日 9,878,556

教育研究 シュシラン職業訓練センター建設計
画

シュシラン 3 月 7 日 9,932,280

民生環境 ジコルガチャ郡砒素対策計画 飲料水供給と衛生の
ためのNGOフォーラ
ム

3 月15日 9,948,486

教育研究 タナパラ村手織物生産拡張計画 タナパラ村開発組合 3 月21日 8,949,375
（中東地域）
アフガニスタン 教育研究 ラグマン県アリンガル郡パルワイエ第

2女子小学校建設計画
アブドゥルハック基金 2006年 7 月27日 9,769,110

通信運輸 バルフ県ショルタパ郡タシュゴザール
道路整備計画

アフガニスタン復興
社会サービス協会

9,895,983

教育研究 ラグマン県アリシング郡クタブザイ女
子小学校建設計画

アブドゥルハック基金 9,730,149

教育研究 サリプル県バルハブ郡ファーテマ女
子中学校建設計画

アフガニスタン復興
教育組織連合

9,915,075

教育研究 ヘラート県ヘラート市職業訓練計画 アフガン協力センター 9 月17日 9,990,000

教育研究 パクティア県ガルデズ市職業訓練計
画

アフガニスタン職業
訓練開発プログラム

9,990,000

教育研究 ナンガルハール県ジャララバード市職
業訓練計画

アフガン地域復興ユ
ニット

9,990,000
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アフガニスタン 教育研究 ジャウズジャン県シェベルガン市職業

訓練計画
アフガニスタン開発
復興サービス

2006年 9 月17日 9,946,710

教育研究 クンドゥーズ県クンドゥーズ市職業訓
練計画

コヒヌール・フォーラド 10月 3 日 9,990,000

教育研究 ガズニ県ガズニ市サイードアフマドマ
カイ男子小学校建設計画

アフガニスタンのため
の開発とエンパワーメ
ントの会

2007年 2 月19日 9,988,224

教育研究 ラグマン県カルガエ郡グルパチャアウ
ルファト女子小学校建設計画

アフガニスタン復興
調整機構

9,983,784

通信運輸 ゴール県チャクチャラン市排水渠整
備計画

アフガニスタン市民
活動機構

9,371,730

教育研究 ワルダック県サイダバード郡サイダ
バード男子高校整備計画

ホープ・ワールドワイド 9,983,895

教育研究 ザブール県カラート市ババ・ガック小
学校建設計画

アフガン救済者組織 9,946,710

教育研究 ザブール県カラート市チュオニ小学校
建設計画

アフガニスタン社会
基盤復興組織

9,965,802

通信運輸 ラグマン県メフテルラム市アリシング
川護岸工事計画

メフテルラム調整組
合

9,605,274

教育研究 クンドゥーズ県イマームサヒブ郡ハギ・
ボイ・バフマル・クチャ小学校建設計
画

トロ復興開発組織 9,984,117

通信運輸 バーミヤン県バーミヤン郡橋りょうおよ
び排水渠整備計画

ワヤール人道保健文
化基金

7,024,080

教育研究 ガズニ県ガズニ市カラエ・シャダ小学
校建設計画

アフガン医療復興プ
ログラム連合

9,986,448

教育研究 クンドゥーズ県クンドゥーズ市スルタ
ン・ギアスディン小学校建設計画

独立人道復興協会 9,729,150

通信運輸 ジャウズジャン県アクチャ郡排水渠整
備計画

クンドゥーズ復興機
関

9,930,615

教育研究 クンドゥーズ県クンドゥーズ市マラルガ
イ・バラ小学校建設計画

アフガニスタン援助
調整協会

9,706,950

農林水産 バーミヤン県バーミヤン郡地方総合
開発計画

アガハーン基金 3 月 5 日 94,833,072

教育研究 ナンガルハル県デフバラ郡オグズ小
学校建設計画

ベスード復興組織 9,959,808

通信運輸 カンダハール県ダマン郡ショランダム
村飲料水供給施設建設計画

アフガニスタン復興
救済協会

9,953,481

通信運輸 カンダハール県アルガンダブ郡�水
槽建設計画

南西アフガニスタン
地方開発協会

9,987,558

通信運輸 ゴール県チャクチャラン市ラシュカル・
ラー地区における排水渠整備計画

アフガン開発組織 9,371,730

通信運輸 パクティア県ザザイ・アリヨブ郡コット
カイ村防護壁建設計画

アフガニスタン復興
組織

4,941,609

通信運輸 ヘラート県シンダンド郡デメルザ・カセ
ム村護岸壁建設計画

シンダンド復興機関 9,776,103

通信運輸 パクティア県ザザイ・アリヨブ郡アリ・
ヒル村橋りょう建設計画

アフガニスタン復興
協会バズ建設ユニッ
ト

9,947,376

教育研究 ワルダック県サイダバード郡イマーム・
アブ・ハニファ男子小学校建設計画

ヘルマンド・エンジニ
アリング調整組織

9,979,899

農林水産 カンダハール県アルガンダブ郡�水
槽および水路建設計画

南西アフガニスタン
地方開発協会

9,963,915
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アフガニスタン 通信運輸 バーミヤン県ヤカウラング郡ピローズ

バハル橋りょう建設計画
バーミヤン市地方自
治体

2007年 3 月 5 日 3,356,862

民生環境 パルワン県バグラム郡カイヨズバシ
村一帯における地雷除去計画

地雷除去計画協会 98,889,900

民生環境 パルワン県バグラム郡カラエダシュテ
ラバテ村一帯における地雷除去計
画

アフガニスタン地雷
除去機関

99,799,101

民生環境 パルワン県バグラム郡カラエナスロ
村一帯における地雷除去計画

地雷除去・地雷犬セ
ンター

96,493,188

イエメン 民生環境 サヌア市イマーン・リハビリ特殊教育
言語療法協会の言語療法環境整備
計画

イマーン・リハビリ特
殊教育言語療法協
会

2006年 6 月 5 日 8,108,439

通信運輸 アビヤン州シュクラ地区堤防建設計
画

アビヤン州地方議会 6 月 7 日 9,990,555

民生環境 イッブ聾唖協会通学バス運行改善
計画

イッブ聾唖協会 9 月12日 7,292,700

教育研究 イッブ州ヤリーム市アル・ハンサ女子
学校拡張計画

アル・ハンサ女子学
校

9 月13日 9,973,905

民生環境 サヌア州内ハイマ郡給水環境改善
計画

内ハイマ郡地方議会 10月 2 日 9,128,862

医療保健 イッブ州ホベイシュ郡アル＝ハブラ診
療所拡張計画

ホベイシュ郡地方議
会

10月30日 9,970,020

医療保健 ハッジャ州母子保健改善計画 ビジョンホープイン
ターナショナル・イノ
ベード連合

11月 5 日 1,646,574

教育研究 サヌア市ラービア女子学校整備計
画

ラービア女子学校 3,391,827

民生環境 アル・マハラ州キシェン地区給水改
善計画

マハラ州地方議会 11月 6 日 9,877,224

教育研究 タイズ州マーウィヤ郡オサイド・ビン・ホ
ダイル小中学校建設計画

マーウィヤ郡教育局 11月19日 9,990,999

教育研究 タイズ州アル・モカ郡アル・イシュアー
学校拡張計画

アル・モカ郡教育局 12月25日 9,970,797

教育研究 タイズ州アル・モウザア郡アル・ハサ
ン・ビン・アリー小学校改修・拡張計
画

アル・モウザア農業
協力会

1 月14日 9,324,222

教育研究 タイズ州マクバナ郡アッサラーハ学
校改修計画

マクバナ郡教育局 9,994,218

教育研究 タイズ州タイジーヤ郡アル・キルアマ
地区ムアード・ビン・ジャバル校拡張
計画

ムアード・ビン・ジャバ
ル校

1 月24日 9,605,052

農林水産 ホデイダ州アル・ルハヤ地区漁船修
理工場建設計画

アル・ルハヤ慈善協
会

1 月28日 9,948,042

医療保健 アル・ジャウフ州アル・ハズム診療所
の医療サービス改善計画

社会福祉慈善協会 1 月30日 9,973,350

教育研究 タイズ州アッサラーム郡ハクル村ア
ル・ミーサーク小中学校拡張計画

アッサラーム慈善協
会

2 月11日 9,775,548

イラク 民生環境 ムサンナー県安全な水へのアクセス
改善計画（第5次）

アクテッド（技術協力
および開発のための
援助機関）

2006年 7 月10日 59,607,000

教育研究 バグダット市アマル共学小学校整備
計画

アマル共学小学校 2007年 2 月26日 7,700,070
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イラン 医療保健 ロレスタン州医療器材整備計画 ロレスタン大学医療

研究センター
2007年 3 月13日 9,910,524

エジプト 教育研究 マンシェート・ナセル地区公立学校整
備計画

文化事業協会 2007年 1 月24日 9,990,000

教育研究 トード村教育・職業訓練センター建設
計画

ファタティーフ地域開
発協会

3,856,806

教育研究 ガマレイヤ地区職業訓練センター整
備計画

環境にやさしい開発
協会

2 月22日 9,367,068

シリア 教育研究 ハマ市裁縫作業訓練所開設計画 アル・ビル社会慈善
事業協会

2006年11月 2 日 9,850,584

医療保健 ヤルムーク・キャンプ体外衝撃波結石
破砕用医療機材導入計画

アル・ヤマーン医療セ
ンター

11月13日 9,831,825

医療保健 ダマスカス旧市街慈善診療所基礎
医療機材導入計画

ダマスカス慈善診療
所協会

3,766,896

医療保健 アレッポ市郊外慈善診療所基礎医
療機材導入計画

アレッポ保健・社会
促進協会

12月12日 4,346,538

民生環境 女性のための避難の家設立計画 女性の役割開発協
会

2007年 1 月31日 9,881,664

スーダン 民生環境 カッサラ州ニュー・ハルファ第4村落
における給水ネットワーク再建計画

セラ・マット 2007年 1 月11日 9,503,820

教育研究 北コルドファン州エルオベイドにおけ
るエルブリ男子小学校とムズダリファ
女子小学校の再建計画

エルブリ男 子 小 学
校、ムズダリファ女子
小学校

7,831,383

そ の 他 地雷対策のための機材整備支援計
画

マインズ・アドバイザ
リー・グループ

1 月18日 19,873,773

医療保健 スーダンにおけるギニアワーム撲滅
運動支援計画

カーター・センター 3 月11日 8,857,800

チュニジア 教育研究 ルミリア小学校拡張および視聴覚機
材整備計画

労働・開発協会 2006年10月12日 5,880,912

民生環境 ケロアン孤児のための保護施設建
設計画

子どもの声協会ケロ
アン支部

12月15日 7,982,384

医療保健 ラジ精神病院患者のための陶器製
作職業訓練施設整備計画

チュニジア21世紀女
性協会

2007年 3 月 6 日 3,095,904

トルコ 民生環境 ディヤルバクル（バーラル）・困窮地域
に居住する児童のための教育支援セ
ンター整備計画

バーラル市 2007年 3 月27日 6,550,554

民生環境 ディヤルバクル（シルヴァン）・困窮地
域に居住する女性のための自立支援
センター整備計画

シルヴァン市 3 月28日 5,877,450

パレスチナ 医療保健 孤立した地域における巡回診療活
動計画

パレスチナ医療救済
協会

2006年 7 月10日 9,990,222

教育研究 ドーハ女子小学校新校舎内装整備
計画

ドーハ市役所 9 月29日 5,534,793

教育研究 アラブ福音司教派学校公衆衛生改
善計画

アラブ福音司教派学
校

9,946,932

そ の 他 イスラエル・パレスチナ間信頼醸成お
よび小中学校教員に対する平和教
育セミナーの開催計画

アダム民主主義・平
和協会

10月 4 日 8,696,184

そ の 他 イスラエル・パレスチナ間信頼醸成お
よび和解のための双方遺族間の対
話促進計画

イスラエル・パレスチ
ナ遺族の会

10月26日 9,931,170
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パレスチナ 教育研究 ベイタ女子小中学校新校舎増築計

画
ベイタ市役所 2006年11月10日 9,968,799

教育研究 アルヌウェイメ小学校教室増築計画 アルヌウェイメ・アッ
パーデューク地方評
議会

7,873,563

民生環境 サルフィート市下水道網拡張計画 サルフィート市役所 12月25日 9,933,945
民生環境 ベイト・ハッサン村飲料水用パイプラ

イン取り替え計画
ベイト・ハッサン村評
議会

12月26日 9,729,705

教育研究 ダール・サラーハ小学校新校舎建設
計画

ダール・サラーハ村地
方評議会

12月28日 9,988,779

民生環境 ベイト・ドゥッコ村雨水�水槽設置計
画

ベイト・ドゥッコ開発協
会

2007年 1 月 8 日 9,727,263

民生環境 アカバ村給水車整備計画 アカバ村評議会 1 月10日 9,990,000
教育研究 ヤッタ市アル・アミン男子小学校教室

内装整備および増築計画
ヤッタ市役所 1 月25日 9,021,525

そ の 他 イスラエル・パレスチナ間信頼醸成お
よび三診療所支援計画

平和のオアシス村人
道支援プロジェクト

1 月30日 9,062,262

教育研究 トゥバス市アブサール・アルジャーファ
リ女子小学校教室増築計画

トゥバス市役所 2 月 2 日 8,291,589

教育研究 アッカバ市女子学校新校舎増築計
画

アッカバ市役所 9,839,151

民生環境 カラワット・バニ・ゼイド村電線網拡張
計画

カラワット・バニ・ゼイド
村評議会

9,990,000

教育研究 アブ・ファラハ村男子小学校新築計
画

アブ・ファラハ地方評
議会

9,898,980

医療保健 聖ジョン眼科病院検査機材改善計
画

聖ジョン眼科病院 2 月 8 日 8,762,118

医療保健 アル・アワダ病院内視鏡機材整備計
画

医療活動団体連盟 2 月14日 9,988,335

農林水産 アル・ジフトリック村かんがい用パイプ
ライン延長計画

アル・ジフトリック村評
議会

3 月 7 日 9,908,748

モロッコ 教育研究 アイト・ヤディン地区女子寄宿舎建設
計画

開発連帯女性集会
協会

2006年11月 8 日 8,104,240

教育研究 ジバブラ小学校増築整備計画 女性と農村開発協
会

9,446,696

教育研究 ラス・イジェリ地区女子寄宿舎建設計
画

アル・ホウダ開発文
化連帯協会

8,926,632

通信運輸 ハンム・スギル村村道整備計画 アイト・ナアマン農村
環境開発協会

8,877,536

医療保健 フリブガ県人工透析センター機材整
備計画

慢性腎臓病に悩む
患者支援協会

9,639,408

民生環境 タザ高齢者施設機材整備計画 高齢者イスラム教徒
慈善協会

7,068,872

通信運輸 アシュマシュ村村道整備計画 バダイル農村開発協
会

8,899,024

農林水産 ティミシャ集落ハッターラ整備計画 ティミシャ開発協力協
会

2007年 3 月 6 日 5,498,752

農林水産 タマザント地区ハッターラ建設計画 タガワサ文化社会活
動協会

6,244,576

農林水産 ハッシ・ラビアド地区ハッターラ修復
計画

ハッシ・ラビアド環境
開発協力協会

6,866,232
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モロッコ 農林水産 タラアバスト・タマリフト地区ハッター

ラ修復計画
メルズーガ開発協会 2007年 3 月 6 日 9,321,712

ヨルダン 民生環境 知的障害児教育施設における教育
機材整備計画

アーリア王女特殊教
育センター

2006年11月21日 1,656,453

そ の 他 ワディ・アラバ地域における地雷除去
活動支援計画

ノルウェー・ピープル
ズ・エイド

12月 7 日 18,308,451

民生環境 障害児教育施設の教育機材整備計
画

ハーリディーヤ特殊
教育協会

2007年 2 月12日 5,593,734

教育研究 ファクーウ村職業訓練施設建設支
援計画

ファクーウ慈善協会 3 月 6 日 7,927,842

農林水産 雨水�水タンク整備計画 ハーリディーヤ慈善
協会

3 月 8 日 1,721,721

レバノン 教育研究 カッバト・ブシュマラ慈善協会学校改
修整備計画

カッバト・ブシュマラ慈
善協会

2006年12月26日 9,863,682

民生環境 サイダ孤児福祉協会における職業訓
練機材整備計画

サイダ孤児福祉協会 2007年 1 月15日 6,078,360

民生環境 アイタ・シャアブ特別養護学校安全
柵建設および身体障がい者用エレ
ベータ設置計画

アイタ・シャアブ特別
養護学校

 1 月25日 9,518,694

教育研究 子どもの国学校教育機材整備計画 子どもの国学校 2 月 5 日 6,249,633
教育研究 ワディ・アラーイシュ社会医療セン

ター幼稚園改修計画
ワディ・アラーイシュ
社会医療センター

5,312,460

教育研究 ビント・ジュベイル町における学習セン
ター増築計画

レバノン・スポーツクラ
ブ協会

5,432,673

医療保健 アイン・エベル救急医療センター生化
学検査機材整備計画

聖ヴァンサン・ド・ポー
ル友愛修道女会

2 月19日 9,958,365

教育研究 イマム・バーケル学校教育機材およ
び屋外施設整備計画

イマム・バーケル学校 2 月22日 9,949,929

医療保健 ベカー県協会診療所に対する生化学
検査機器整備計画

ザイタル慈善協会 2 月26日 5,588,850

医療保健 ナハル・エル・バレド・パレスチナ難民
キャンプにおける歯科機材整備計画

社会福祉と職業訓
練のための国民団体

3 月 8 日 4,049,058

医療保健 ラシディエ・パレスチナ難民キャンプに
おける歯科機材整備計画

社会福祉と職業訓
練のための国民団体

5,109,108

（アフリカ地域）
アンゴラ そ の 他 ルンダ・ノルテおよびルンダ・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

2006年 7 月27日 9,903,753

そ の 他 プラナルト地域におけるローカルネッ
トワークを通じた地雷回避教育計画

ハンディキャップ・イン
ターナショナル

2007年 2 月22日 9,934,500

そ の 他 プラナルト地域地雷除去活動計画
（第4期）

ヘイロートラスト 2 月28日 45,137,151

ウガンダ 民生環境 カムリ県における井戸および公衆トイ
レ建設計画

カムリNGOネットワー
ク

2006年 7 月 7 日 6,713,835

教育研究 聖マーガレット女子小学校教室棟建
設計画

聖マーガレット女子小
学校

9 月29日 9,890,988

教育研究 マゾルディ職業訓練校教室棟建設
計画

マリア修道女会 11月30日 5,094,678

教育研究 ンデジェ中高等学校教室棟建設計
画

ンデジェ中高等学校 2007年 2 月20日 9,292,587

教育研究 セント・ラファエルズ・ブリンダ小学校
教室棟建設計画

セント・ラファエルズ・
ブリンダ小学校

8,419,572
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ウガンダ 教育研究 カスワブリ小学校建設計画 ブバゴ総合開発協会 2007年 2 月20日 8,907,972

教育研究 セント・ティモシー・ブンニェレ小学校
教室棟建設計画

セント・ティモシー・ブン
ニェレ小学校

5,980,902

教育研究 キリオーキア父兄中高等学校校舎
建設計画

キリオーキア父兄中
高等学校

8,284,152

教育研究 マシンディ県難民・国内避難民居住
地における初等教育環境改善計画

マシンディ県政府 9,967,689

民生環境 ブウェンゲ町街灯設置計画 ブウェンゲ町役場 2 月23日 6,734,370
民生環境 ムベンデ県キユニ・サブカウンティ水・

公衆衛生改善計画
農村保健衛生基金 4,152,510

農林水産 テソ地域における農民グループ支援
計画

ウガンダ教会テソ司
教管区開発計画室

8,733,813

農林水産 カムリ県多目的農業サービスセンター
およびムコノ県精米所建設計画

笹 川 グ ロ ー バ ル
2000

8,437,998

民生環境 センバブレ県マテテ・サブカウンティに
おける水・衛生改善計画

チジャンジュ地域開
発組織

2,473,080

教育研究 テソ地域における中高等学校三校
の実験室棟建設計画

カトリック教育研究開
発団体

3 月12日 9,967,134

教育研究 ニャチェーラ中高等学校科学実験室
棟建設計画

ニャチェーラ中高等
学校

8,980,344

教育研究 アベ・マリア中高等学校科学実験室
棟建設計画

アベ・マリア中高等
学校

8,077,026

教育研究 ルウィミ・セン中高等学校科学実験
室棟建設計画

ルウィミ・セン中高等
学校

9,768,111

教育研究 ウレッピ中高等学校実験室棟建設
計画

ウレッピ中高等学校 9,378,834

医療保健 国内避難民キャンプを巡回するため
の移動クリニック車両整備計画

ノースウェスト・メディ
カルチーム・ウガンダ

3 月14日 9,999,990

医療保健 カバロレ県ルワジンバ医療センター
建設計画

カバロレ県政府 9,832,491

エチオピア 教育研究 オロミア州コファレ郡ロバおよびウッ
スラ・モケ2小学校拡張計画

農家・牧畜民生活向
上農村機構

2006年 9 月28日 9,714,165

教育研究 南部諸民族州ハマル郡エルボレ小
学校拡張計画

セーブ・ザ・チルドレン・
ノルウェイ

9,953,592

教育研究 アムハラ州ゴザミン高校建設計画 ゴザミン高校建設委
員会

9,773,550

医療保健 アジスアベバ市ボレ副都市ヘルスセ
ンター建設計画

アッバ・オルデタンサ
イ・ギザウ母子福祉
協会

9,970,797

教育研究 オロミア州ブクワルディヤ小学校拡
張計画

ブクワルディヤ小学
校

10月20日 9,099,114

教育研究 オロミア州ダンディ・グディナ高校拡
張計画

グディナ・ツムサ基金 5,312,904

民生環境 南部諸民族州エンセノ地域給水計
画

農村地域社会水開
発機構

9,954,258

教育研究 アムハラ州ゴジャムバル高校拡張計
画

エチオピア児童中心
の開発

11月24日 5,761,344

農林水産 オロミア州カタールかんがい地区農
作物流通改善計画

ヒビル総合コミュニ
ティ開発機構

9,192,021

教育研究 オロミア州カタール・ゲンネット高校拡
張計画

ティヨ郡教育局 8,561,541
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エチオピア 農林水産 オロミア州ゲダムソおよびカラロ農業

協同組合流通センター建設計画
笹川アフリカ協会 2006年11月24日 9,948,597

教育研究 アジスアベバ市サラム職業訓練校
機材整備計画

サラム子どもの村 9,928,284

民生環境 オロミア州ドコレ小学校および周辺
住民のための給水計画

ホーリー・ゴースト・
ファーザーズ

1,353,645

教育研究 アムハラ州デッセイ盲学校建設計画 エチオピア盲人協会 9,993,441
民生環境 オロミア州ギンビチュ郡衛生環境向

上計画
ホルコ：農村の子ども
と孤児のための希望

9,933,390

教育研究 オロミア州ダレ・ダウェ小学校拡張計
画

レム・エティオピア 9,385,494

教育研究 オロミア州ジンマ市アッバ・ジファール
職業訓練センター拡張計画

エチオピア改善促進
委員会

12月28日 9,946,266

教育研究 南部諸民族州イェワヘニェ学校高校
部拡張計画

イェワヘニェ学校拡
張プロジェクト委員会

9,915,852

教育研究 南部諸民族州カンガテン小学校拡
張計画

南オモ地方政府 8,302,911

教育研究 オロミア州カバ・バレダ小学校建設計
画

ジェネレーション・イン・
アクション開発機構

4,181,259

教育研究 オロミア州アダア郡基礎教育支援計
画

ラトソン女性若者子ど
も開発プログラム

2007年 1 月26日 9,340,539

教育研究 南部諸民族州アワサ・ズリア郡小学
校建設計画

マナ子ども・家族支援
および地域住民開発
機構

9,835,710

教育研究 アジスアベバ市ウカッツ・ワガグン初
等教育学校拡張計画

ウカッツ・ワガグン・パ
ブリック幼稚園教育
委員会

9,744,024

民生環境 アジスアベバ市リデタ副都市衛生計
画

子どもと若者の救済 5,881,224

民生環境 アムハラ州ジャビテナン郡およびブレ
郡地下水開発計画

アンチ・マラリア協会 4,624,260

民生環境 アジスアベバ市コルフェ・ケラニオ副
都市衛生計画

インパクト総合開発 4,427,457

教育研究 ティグライ州ツェゲレダ高校拡張計
画

ツェゲレダ・タビア・育
友会

9,883,329

教育研究 オロミア州キリトゥ・カラ小学校改修お
よび増築計画

キリトゥ・カラ郡教育
局

9,876,780

教育研究 アムハラ州デッセイ周辺ノンフォーマ
ル成人教育センター建設計画

ティルム総合農村郊
外開発機構

8,467,302

教育研究 南部諸民族州シェブラベル小学校
拡張計画

エネモル・エネル郡教
育局

3 月 8 日 9,511,368

教育研究 オロミア州ジマ・アルジョ町職業訓練
校建設計画

ジマ・アルジョ郡教育
局

9,837,264

教育研究 南部諸民族州ウォルキッテ・パブリッ
ク小学校建設計画

エチオピアン・オーソ
ドックス協会グラゲ
司教管区

8,729,373

教育研究 南部諸民族州グラゲ地方6小学校
教育機材整備計画

グラゲ地方開発協会 9,961,584

教育研究 オロミア州アルシ地方4郡学校建設
計画

アルシ地方教育局 9,985,671

ガーナ 教育研究 ベブソ地区教育施設総合建設計画 ガーナ教育局クワフ北
（アフラム・プレイン）
郡局

2007年 3 月 9 日 7,900,758
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ガーナ 教育研究 ホ市らい病難民コミュニティ教育施

設総合建設計画
地域開発事業 2007年 3 月22日 8,723,268

民生環境 キビ聾学校女子寮および教員宿舎
建設計画

キビ聾学校 9,197,127

カーボヴェルデ 医療保健 ミンデロ診療所医療機材整備計画 たけのこ会 2006年12月 7 日 9,813,760
ガボン 教育研究 ジャン・ガブリエル小学校改修計画 聖母無原罪懐胎修

道会
2007年 2 月 7 日 5,036,624

カメルーン 医療保健 カメルーン赤十字社社会医療セン
ター病棟増設・機材整備計画

カメルーン赤十字社 2006年 6 月 6 日 4,456,312

医療保健 ボジョンゴ村感染症・エイズ予防医療
センター改修計画

感染症・エイズ予防
医療財団

7 月 5 日 9,483,280

医療保健 ガルア地区医薬品��庫建設・機
材整備計画

カトリック・ガルア管区
保健機関

7 月20日 3,819,288

教育研究 トコンベレ小学校6教室建設・機材整
備計画

トコンベレ教育社会
文化発展促進協同
組合

2007年 1 月26日 9,991,376

ギニア 教育研究 ゼレコレ市図書館改修計画 ゼレコレ市地方自治
体

2006年12月11日 4,811,406

ケニア 医療保健 モイ厚生支援病院における包括的エ
イズ患者治療施設改善計画

モイ厚生支援病院 2006年 8 月15日 9,952,371

医療保健 ニエリ県キエリ郡ムウィガ地区自発的
カウンセリング・検査施設および多目
的ホール建設計画

聖ジョセフH I V ／
AIDSセルフ・ヘルプ・
グループ

10月19日 9,061,485

教育研究 ブシア県およびテソ県における小学
校4校拡張計画

国際児童支援 2007年 2 月13日 9,841,038

教育研究 チェコンベロ聴覚障害児特別学校
拡張計画

チェコンベロ特別学
校管理委員会

8,698,182

教育研究 ルオレ小学校教育環境改善計画 ルオレ小学校委員会 9,997,548
教育研究 ボンデニ小学校拡張計画 ボンデニ小学校管理

委員会
9,440,439

教育研究 ラタ・コミュニティ小学校再建計画 リーダーシップおよび
開発イニシアティブ

9,600,501

医療保健 ナムバレ・ヘルスセンター附属自発的
カウンセリング・検査施設建設計画

アフリカ開発および
緊急事態機構

2 月28日 8,971,020

医療保健 ホラ市総合医療施設拡張計画 ガリッサ・カトリック司
教管区医療委員会

9,398,148

コートジボワー
ル

医療保健 有害廃棄物被害者救済検査機材整
備計画

ワサカラ・アティエ公
衆衛生協会

2007年 2 月21日 6,582,808

コンゴ民主共
和国

教育研究 マタディマヨ小学校建設計画 苦境下の未亡人と子
どもを救う会

2007年 2 月 7 日 2,780,661

教育研究 ママムイル総合学院備品整備および
トイレ建設計画

ママムイル総合学院 3,269,727

民生環境 ンジリ・キランブ市飲料水整備計画 バンバディ農業協同
組合

2,850,147

教育研究 キンボンド小学校建設計画 エイズと貧困の犠牲
者となっている女性と
子どもの希望の会

2 月23日 3,363,522

ザンビア 医療保健 マザー・オブ・マーシー・ホスピスARVク
リニック建設計画

マザー・オブ・マー
シー・ホスピス・トラス
ト

2007年 3 月22日 9,879,000

シエラレオネ 教育研究 宣教クララ修道会教育施設総合整
備計画

宣教クララ修道会 2007年 3 月22日 4,428,456
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ジンバブエ 民生環境 ジンバブエに対する緊急水供給衛生

計画
ワールド・ビジョン・ジ
ンバブエ

2006年 8 月 9 日 9,901,200

農林水産 シロベラ老人ハウス農場潅漑整備
計画

ジャイロス・ジリ協会 2007年 3 月12日 9,990,000

スワジランド 教育研究 聖ジョゼフ小学校学習障害児用教
室建設計画

聖ジョゼフ小学校 2007年 2 月 1 日 8,166,714

セネガル 通信運輸 ムンデ島橋りょう再建計画 ジルンダ村落共同体 2006年12月27日 9,950,304
医療保健 ゲロールウォロフ村保健所および産

院整備計画
レゾームードゥ協会 2007年 2 月 5 日 8,251,664

教育研究 ポドール県立ゲラインジャイ職業訓練
校整備計画

ポドール県立ゲライン
ジャイ職業訓練校

9,198,224

タンザニア 教育研究 ムトワラ州ネワラ県ムタンガランガ中
学校女子寮建設計画

ネワラ県庁 2006年10月 3 日 9,271,719

教育研究 ムトワラ州ネワラ県キウタ中学校女
子寮建設計画

ネワラ県庁 9,271,719

民生環境 イリンガ州キロロ県アマニセンターム
ビギリ孤児院建設計画

アマニ孤児院 11月 9 日 9,155,391

通信運輸 イリンガ州ルデワ県キプリロ橋建設
計画

ルック・ウィー地域基
金

8,893,764

民生環境 ダルエスサラーム州キノンドーニ県オ
ロフ・パルメ孤児教育センター拡充計
画

オロフ・パルメ孤児教
育センター

11月14日 9,763,671

医療保健 ルクワ州スンバワンガ市マズウィ診療
所拡張計画

スンバワンガ市役所 7,806,408

農林水産 キリマンジャロ州モシ県マボギニ村か
んがい施設改修計画

キリマンジャロ農業開
発計画

11月23日 7,067,925

農林水産 キリマンジャロ州モシ県オリア・チェケ
レニ村かんがい施設改修計画

キリマンジャロ農業開
発計画

8,117,763

農林水産 キリマンジャロ州モシ県ラウ村かんが
い施設改修計画

キリマンジャロ農業開
発計画

9,644,013

医療保健 ウングジャ島北B県キトペ簡易診療
所建設計画

北B県庁 11月29日 9,175,704

教育研究 ザンジバル中央図書館建設計画 ザンジバル図書館 9,955,035
民生環境 ペンバ島ミチェウェニ県ムスカ・キパン

ゲ地区給水計画
ムスカ・キパンゲ給水
委員会

9,963,027

民生環境 ペンバ島ミチェウェニ県シズィニ地区
給水計画

シズィニ給水委員会 7,664,328

民生環境 ムベヤ州キエラ県都市給水計画 キエラ市上下水道局 12月 7 日 7,303,467
医療保健 ムトワラ州ネワラ県ナンバリ・ムノレラ

簡易診療所建設計画
ネワラ県庁 9,805,074

農林水産 ウングジャ島北A県キボクワ村かんが
い施設改修計画

ザンジバルかんがい
局

2007年 2 月20日 9,917,961

中央アフリカ 医療保健 アソメスカ医療施設巡回強化計画 中央アフリカ・キリスト
教医療事業協会

2007年 1 月17日 3,213,544

民生環境 バンギ市ストリートチルドレン社会復
帰支援計画

心の声財団 3,806,776

ナイジェリア 医療保健 オヨ州イバダン市におけるエイズ・カウ
ンセリングセンター建設計画

正義・開発平和会議 2006年 9 月 5 日 2,766,231

民生環境 アブジャ近郊アバジ地区聖ペテロ病
院井戸および衛生施設建設計画

アブジャカソリック管
区医療部

3,691,083

医療保健 カドゥナ州ザリア地方政府ハジヤ・
ファンボ・サワバ病院における膀胱膣
漏患者技術訓練所建設計画

エドゥビジョン国際事
業団

6,347,202
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ナイジェリア 民生環境 ナサラワ州オビ地方政府ゼルグバ地

区井戸建設計画
女子コミュニティ活動
センター

2006年 9 月 5 日 3,559,881

教育研究 ナサラワ州ラフィア市ラフィン・クディ
小学校建設計画

プロジェクト・アガペ 12月13日 5,970,135

民生環境 カドゥナ州ザンゴン・カタフ地方政府6
地区井戸建設計画

ラブ・アンド・コンパッ
ション・ナイジェリア

4,356,972

医療保健 アビア州オビングワ地方政府イフア
フォー地区診療所建設計画

聖母マリア純潔心修
道女会

8,104,443

医療保健 イモ州ンワンゲレ地方政府オグウア
ガ・イクアト自治区診療所建設計画

アフリカ母子安全生
存機関

7,574,196

民生環境 ボルノ州バマ地方政府10小学校に
おける公衆衛生向上計画

ヘレン・ケラー国際 2007年 1 月 9 日 5,899,872

民生環境 コギ州デキナ地方政府オクラ・オファ
ンテ地区井戸建設計画

オクラ・オファンテ開
発組合

1 月10日 6,617,598

民生環境 アクワ・イボム州ウルアン地方政府2
地区井戸建設計画

キリストのための全民
族教会

1 月12日 3,554,220

教育研究 ナイジェリア国2007年国政選挙・有
権者に対する啓発活動支援計画

選挙民改革ネットワー
ク

1 月30日 8,584,740

教育研究 カノ州7女性開発センター活性化計
画

カノ州女性課題・社
会開発部

2 月 7 日 8,725,377

教育研究 ナイジェリアにおける有権者および報
道者に対する選挙教育支援計画

西アフリカ市民社会
フォーラム

3 月 2 日 5,471,634

農林水産 オヨ州イド地方政府イディ・アフン地
区農村開発計画

地域開発センター 3 月14日 2,570,538

医療保健 オグン州、エボニ州およびエヌグ州に
おけるギニア・ワーム撲滅計画

カーター・センター 3 月23日 6,198,240

民生環境 カドゥナ州およびプラトー州における
地域紛争被害者女性グループ支援
計画

宗教間調停センター 5,999,439

ナミビア 医療保健 カソリック医療保健施設救急車購入
計画

カソリック医療保健
施設

2007年 3 月16日 7,770,111

ブルンジ 医療保健 ブウィザ・ヘルスセンター建設計画 発展のための新家族 2007年 3 月 2 日 9,320,670
ボツワナ 教育研究 ツワラハノ職業訓練学校教室建設お

よび編み物機材調達計画
ツワラハノ職業訓練
学校

2006年 7 月26日 9,947,265

医療保健 エイズ対策研修センター建設計画 ボツワナ・エイズ・サー
ビス団体ネットワーク

2007年 3 月20日 8,141,850

マダガスカル 民生環境 スアヴィナンジャナ村識字教育セン
ター建設計画

スアヴィナンジャナ村
役場教育局

2006年 6 月16日 4,498,336

民生環境 チンバザザ動植物園における環境保
全研修施設建設計画

チンバザザ動植物園 6,345,896

教育研究 オーキデ・ブランシュ学園増設計画 オーキデ・ブランシュ
学園

8,403,304

教育研究 アンブヒピオナナ村公立小学校再建
計画

アンブヒピオナナ村
小学校運営委員会

3,531,920

通信運輸 リサイクル消防車・救急車整備計画 NGO 桜 10月 5 日 3,481,056
教育研究 アンブヒチマンザカ村公立小学校改

築計画
アンブヒチマンザカ村 2007年 2 月23日 9,015,712

教育研究 アンババハディトゥカナ村公立小学
校改築計画

アンババハディトゥカ
ナ村

6,608,648

教育研究 アンブアナナ市公立中学校増設計
画

NGO マダガスカル
開発支援

4,281,688

医療保健 アンブヒミアンジャ小児病院ラボラト
リー強化計画

アンブヒミアンジャ小
児病院

5,091,840
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マダガスカル 民生環境 アンブヒジャトゥヴ市場改修計画 NGO フィヴィ 2007年 2 月23日 3,701,104
マリ 教育研究 ダリル・ラフィアブグ小学校建設整備

計画
ダリル・ラフィアブグ
小学校父兄会

2006年 9 月29日 3,802,016

教育研究 カランソ小学校建設計画 環境を救う会 2007年 2 月16日 3,763,664
通信運輸 第二タリコ橋・ギリンクンベ潜水橋建

設計画
地域経済参加促進
協会

5,176,432

医療保健 ウエジンドグ村産院建設整備計画 子どものための財団 2 月17日 6,022,216
南アフリカ共
和国

教育研究 キッズヘブン孤児通学用バス整備計
画

キッズヘブン 2006年 8 月16日 5,924,625

教育研究 エシキシニ小学校施設建設計画 エシキシニ小学校理
事会

9 月 5 日 9,272,052

教育研究 クグワラトロウ中学校教室建設計画 クグワラトロウ中学校
理事会

9 月15日 9,169,821

教育研究 マタバタ中学校教室建設計画 マタバタ中学校理事
会

9,322,113

教育研究 移動図書館プログラム用教材整備
計画

ハウテン州教育省マ
ルチメディアセンター

11月 9 日 3,870,348

教育研究 ジェーンファーズ小学校教室建設計
画

ジェーンファーズ小学
校理事会

11月22日 8,063,595

教育研究 フムジレ小学校施設改修計画 フムジレ小学校理事
会

11月23日 7,361,742

教育研究 ボイカニョ小学校教室建設計画 ボイカニョ小学校理
事会

11月30日 8,282,709

民生環境 オアシス技術開発センター障害児教
育用教室建設計画

オアシス技術開発セ
ンター

2007年 2 月 6 日 7,980,456

モーリタニア 医療保健 アドラール州オアシス保健所整備計
画

アドラール州保健社
会推進事務所

2007年 2 月 2 日 2,249,440

モザンビーク そ の 他 ザンベジア州人道的地雷除去計画 ヘイロー・トラスト 2006年11月16日 47,274,012
教育研究 マプト市マルティレス・デ・ンブジーネ

小学校電気配線設備支援計画
マプト市教育文化局 2007年 3 月20日 3,322,896

教育研究 ザンベジア州ソパ小学校建設支援
計画

オラム・ザンベジア 9,999,990

民生環境 マプト市井戸建設計画 マプト市庁水衛生局 9,820,281
ルワンダ 民生環境 シオロンギ郡ストリート・チルドレン社

会再統合計画
直接人道援助 2007年 3 月 8 日 8,254,515

レソト 医療保健 HIV/AIDS検査用医療機材整備計
画

ジェシ総合診療所 2006年 9 月26日 8,991,111

医療保健 聖ジェームズ病院大型車両整備計
画

聖ジェームズ病院 11月21日 6,983,010

（中南米地域）
ウルグアイ 教育研究 「善意の部隊」児童ケアセンター機

能強化計画
社団法人「善意の部
隊」

2006年 6 月 8 日 2,173,491

民生環境 児童・青少年人権擁護センター活動
強化計画

児童・青少年のため
の協同体

7 月14日 2,700,075

教育研究 ウルグアイ家庭農業学校機能強化
計画

ウルグアイ家庭農業
学校

7 月19日 9,106,440

民生環境 障がい者総合支援センター活動強
化計画

障がい者総合支援セ
ンター

8 月24日 4,649,013

教育研究 ドゥラスノ県農園・造園・森林の専修
学校機能強化計画

ドゥラスノ県庁 9 月28日 7,484,841

民生環境 ストリート・チルドレン支援センター整
備計画

グリーセス・ウニードス 10月17日 9,657,000
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ウルグアイ 医療保健 モンテビデオ県ペニャロル地区診療

所の機能強化計画
コロン地域ロータリー
クラブ

2006年10月19日 4,839,600

医療保健 フローレス県総合病院機能強化計
画

フローレス県総合病
院支援委員会

10月20日 9,990,000

医療保健 ハルディネス・デル・イポドゥロモ地区
総合診療所機能強化計画

国 家 保 健サービス
機構・基礎医療ネッ
トワークの工事の管
理・実施に係る名誉
委員会

11月 1 日 9,990,000

民生環境 リベラ県農村地域巡回車両整備計
画

リベラ県庁 2007年 3 月21日 8,729,928

民生環境 セロラルゴ県メロ市・コパディン知的
障がい者支援センター活動強化計
画

メロ市知的障がい者
支援父母の会

3 月22日 8,673,429

教育研究 アウピ・ビジャマヌエラ児童ケアセン
ター活動強化計画

児童擁護協会（アウ
ピ）

3 月27日 1,545,564

民生環境 カネロネス県ラス・ピエドラス市ストリー
ト・チルドレン支援センター整備計画

カネロネス県庁 4,327,335

エクアドル 教育研究 ハシント・コジャワソ小学校教室建設
計画

ピチンチャ県審議会 2006年 5 月31日 3,462,978

教育研究 5月24日小学校教室建設計画 ボリバル県庁 7 月31日 3,329,778
教育研究 サン・パブロ・デ・アテナス学校教室建

設計画
ボリバル県庁 3,329,778

教育研究 レオニダス・プロアーニョ学校教室建
設計画

ボリバル県庁 3,329,778

教育研究 エスタシオン・テレナ小学校教室建設
計画

ピチンチャ県審議会 3,313,128

教育研究 8月2日小学校教室建設計画 ピチンチャ県審議会 3,458,538
教育研究 ラファエル・バサンテ小学校教室建

設計画
ボリバル県庁 3,290,151

教育研究 オディロ・アギラル学校教室建設計
画

オディロ・アギラル学
校

9,760,230

教育研究 カラカリ学校教室建設計画 ピチンチャ県審議会 3,307,134
教育研究 ナネガリート地区グアヤス小学校教

室建設計画
ピチンチャ県審議会 3,400,596

教育研究 ラ・リベルタッド小学校教室建設計画 ピチンチャ県審議会 3,427,902
教育研究 イスマエル・プロアーニョ・アンドラデ

学校教室建設計画
ピチンチャ県審議会 3,453,654

教育研究 ナネガル学校教室建設計画 ピチンチャ県審議会 3,451,101
教育研究 アロアシ技術学校教室建設計画 ピチンチャ県審議会 3,456,651
教育研究 カルロス・フレイレ・ラレア小学校教室

建設計画
ピチンチャ県審議会 3,410,919

教育研究 ベルボ・ディビノ学校教室建設計画 ボリバル県庁 3,290,151
教育研究 ルイス・フェリペ・ボルハ学校教室建

設計画
ルイス・フェリペ・ボル
ハ学校

9,891,210

教育研究 アルベルト・フローレス・ゴンザレス小
学校教室建設計画

ボリバル県庁 3,290,151

教育研究 マルティン・ゴンザレス小学校教室建
設計画

マルティン・ゴンザレ
ス小学校

2,851,590

教育研究 フェルナンド・ダキレマ小学校教室建
設計画

フェルナンド・ダキレマ
小学校

9,906,195

民生環境 ナウテック上水道改善計画 ナウテック自治会 6,612,825
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エクアドル 医療保健 小児形成外科手術用医療機材整備

計画
オペレーション・スマイ
ル財団

2006年 7 月31日 9,926,286

教育研究 ホセ・ナバロ小学校およびコトチョア
農業学校教室建設計画

ピチンチャ県審議会 3,460,092

民生環境 サン・セバスチアン上水道建設計画 サン・セバスチアン地
区自治会

8,338,653

教育研究 1月10日小学校教室建設計画 1月10日小学校 4,994,889
教育研究 トリニダッド・カマチョ小学校教室建設

計画
トリニダッド・カマチョ
小学校

4,994,334

教育研究 養護学校整備計画 公立身体障がい者
養護学校

1,082,250

医療保健 ボリバル県巡回医療計画 ボリバル県社会福祉
協議会

4,809,852

教育研究 エル・エスフエルソ技術学校教室建
設計画

エル・エスフエルソ技
術学校

4,873,233

教育研究 パルマール・デル・ビンベ学校教室建
設計画

パルマール・デル・ビ
ンベ学校

4,871,790

教育研究 ビセンテ・アンダ・アギーレ技術学校
教室建設計画

ビセンテ・アンダ・ア
ギーレ技術学校

6,979,680

教育研究 ベルナベ・デ・ララウル学校教室建設
計画

信仰と喜びの共同体 4,067,595

教育研究 サン・ミゲル・デ・ロス・バンコス学校教
室建設計画

サン・ミゲル・デ・ロス・
バンコス学校

5,167,272

教育研究 シウダッド・デ・キニンデ小学校教室建
設計画

シウダッド・デ・キニン
デ小学校

6,723,825

教育研究 10月6日学校教室建設計画 10月6日学校 4,922,739
教育研究 アジュリキン学校教室建設計画 アジュリキン学校 6,462,531
教育研究 プエルト・リモン学校教室建設計画 プエルト・リモン学校 6,659,001
教育研究 ハイメ・デル・イエロ技術学校教室建

設計画
ハイメ・デル・イエロ技
術学校

6,923,070

教育研究 ホセ・リカルド・チリボガ技術学校教室
建設計画

ホセ・リカルド・チリボ
ガ技術学校

6,643,128

教育研究 サント・ドミンゴ学校教室建設計画 ピチンチャ県審議会 8 月18日 9,966,024
教育研究 サティア・サイ小学校教室建設計画 ストゥアリウム財団 9,683,307
教育研究 ボリビア共和国小学校教室建設計

画
ボリビア共和国小学
校

9,847,032

教育研究 国立聾学校教室建設計画 国立聾学校 9,779,766
教育研究 ロベルト・アレギ・モスコソ小学校教室

建設計画
ロベルト・アレギ・モス
コソ小学校

9,785,649

教育研究 ガルシア・モレノ小学校教室建設計
画

ガルシア・モレノ小学
校

8 月22日 6,926,289

教育研究 アンヘル・ポリビオ・チャベス学校教
室建設計画

アンヘル・ポリビオ・
チャベス学校

9,985,449

教育研究 コリナ・パラル・デ・ベラスコ・イバラ学
校教室建設計画

コリナ・パラル・デ・ベ
ラスコ・イバラ学校

4,994,334

教育研究 ドミンゴ・コルドベス・ダバロス小学校
教室建設計画

ドミンゴ・コルドベス・
ダバロス小学校

4,994,667

教育研究 1月10日学校教室建設計画 1月10日学校 9,981,675
教育研究 フロール・マリア・インファンテ学校教

室建設計画
フロール・マリア・イン
ファンテ学校

4,994,889
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エクアドル そ の 他 選挙プロセス支援計画 米州機構エクアドル

駐在事務所
2006年10月10日 2,220,000

そ の 他 グアヤキル麻薬焼却炉施設整備計
画

国家麻薬向精神薬
規制審議会

2007年 1 月16日 4,662,000

教育研究 マヌエル・カジェ学校教室建設計画 クエンカ市役所 9,067,812
教育研究 ミゲル・リオフリオ小学校教室建設計

画
ミゲル・リオフリオ小
学校

9,097,227

エルサルバドル 教育研究 ソンソナテ県レネ・アルマンド・アルセ・
スアレス初中等学校整備拡充計画

ソンソナテ県レネ・ア
ルマンド・アルセ・スア
レス初中等学校運
営委員会

2006年 7 月17日 8,737,809

教育研究 ウスルタン県エル・コヨリト村エル・エス
コンディード地区初等学校整備拡充
計画

ウスルタン県エル・コ
ヨリト村エル・エスコン
ディード地区初等学
校教育推進協会

8 月16日 9,223,545

教育研究 アシエンダ・サン・ラモン初等学校整
備拡充計画

ラ・ウニオン県アシエ
ンダ・サン・ラモン初
等学校運営委員会

8 月24日 9,929,616

教育研究 シシグアヨ村初等学校整備拡充計
画

ウスルタン県シシグア
ヨ村初等学校教育
推進協会

9,255,957

教育研究 コロニア・エル・アンヘル初等学校整
備拡充計画

アウアチャパン県コロ
ニア・エル・アンヘル
初等学校運営委員
会

8 月30日 9,734,034

教育研究 ラ・ダンタ村初等学校整備拡充計画 アウアチャパン県ラ・
ダンタ村初等学校運
営委員会

9 月12日 9,508,704

教育研究 アシエンダ・エル・オブラフエロ初等学
校整備拡充計画

アウアチャパン県ア
シエンダ・エル・オブラ
フエロ初等学校教育
推進協会

9,990,000

教育研究 サン・カルロス地区初等学校整備拡
充計画

サンミゲル県サン・カ
ルロス地区初等学校
教育推進協会

9,231,093

教育研究 アシエンダ・サカミル初等学校整備拡
充計画

アウアチャパン県ア
シエンダ・サカミル初
等学校運営委員会

9,990,000

教育研究 ディビナ・プロビデンシア地区初等学
校移転拡充計画

アウアチャパン県ディ
ビナ・プロビデンシア
地区初等学校教育
推進協会

9,494,607

教育研究 クイラパ地区初等学校整備拡充計
画

アウアチャパン県クイ
ラパ地区初等学校
運営委員会

9 月21日 9,544,668

教育研究 ロス・ペニャーテ地区初等学校移転
拡充計画

アウアチャパン県ロ
ス・ペニャーテ地区初
等学校教育推進協
会

8,238,309

教育研究 タタルパ地区初等学校整備拡充計
画

ソンソナテ県タタル
パ地区初等学校教
育推進協会

9,442,104
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
エルサルバドル 教育研究 サン・ペドロ村初等学校整備拡充計

画
サン・ビセンテ県サン・
ペドロ村初等学校教
育推進協会

2006年11月17日 4,519,698

教育研究 エル・ミラグロ地区初等学校移転拡
充計画

ウスルタン県エル・ミ
ラグロ地区初等学校
教育推進協会

9,817,062

教育研究 マルシアル・セラーノ初等学校整備
拡充計画

ラ・パス県マルシア
ル・セラーノ初等学校

9,990,000

教育研究 サンタ・ルシア初等学校移転拡充計
画

サンタ・アナ県サンタ・
ルシア初等学校運
営委員会

9,692,409

教育研究 サン・ハシント・ラ・ブレラ村初等学校
整備拡充計画

サン・ビセンテ県サン・
ハシント・ラ・ブレラ村
初等学校教育推進
協会

9,924,732

教育研究 エル・パルマル村ラ・リマ地区初等学
校整備拡充計画

ラ・リベルタ県エル・パ
ルマル村ラ・リマ地区
初等学校教育推進
協会

7,944,603

教育研究 エル・チラマテ村初等学校整備拡充
計画

ラ・パス県エル・チラマ
テ村初等学校運営
委員会

9,031,182

教育研究 コロニア・サンタ・イサベル初等学校
整備拡充計画

クスカトラン県コロニ
ア・サンタ・イサベル
初等学校運営委員
会

8,700,402

教育研究 アシエンダ・サン・カジェタノ初等学校
移転整備計画

アウアチャパン県ア
シエンダ・サン・カジェ
タノ初等学校教育推
進協会

9,188,136

教育研究 コオペラティバ・エル・セドラル初等学
校整備拡充計画

コオペラティバ・エル・
セドラル初等学校教
育推進委員会

8,957,700

教育研究 エル・ココ村初等中等学校整備拡充
計画

サンタ・アナ県エル・コ
コ村初等中等学校
運営委員会

7,617,042

教育研究 ポトレリージョス・デ・ラ・ラグーナ村メネ
ンデス・セティーノ地区初等学校整
備計画

サンタ・アナ県ポトレ
リージョス・デ・ラ・ラ
グーナ村メネンデス・
セティーノ地区初等
学校教育推進協会

9,391,599

教育研究 ソンソナテ県ラ・チャクラ地区初等学
校整備拡充計画

ソンソナテ県ラ・チャ
クラ地区初等学校
教育推進協会

2007年 2 月14日 9,878,889

教育研究 マクリス地区初等学校整備拡充計
画

ラ・ウニオン県マクリ
ス地区初等学校教
育推進協会

9,068,145

教育研究 ラス・ピレタス村初等学校整備拡充
計画

新たな未来・村落開
発協会

8,631,471

教育研究 ラ・サンタ・ファミリア初等中等学校整
備拡充計画

ラ・サンタ・ファミリア
初等中等学校

9,768,333

教育研究 エル・エスピリトゥ・サント初等中等学
校整備拡充計画

エル・エスピリトゥ・サン
ト初等中等学校

9,976,458
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
エルサルバドル 教育研究 ラ・パルマ村ロス・マロキネス地区初

等学校移転拡充計画
ロス・マロキネス地区
初等学校教育推進
協会

2007年 2 月14日 9,963,027

教育研究 ボスケス・デ・ペルラピア地区初等学
校建設計画

クスカトラン県サン・バ
ルトロメ・ペルラピア
市役所

9,989,778

民生環境 サン・ミゲル県サン・アントニオ孤児院
改修計画

サン・アントニオ孤児
院

2 月16日 9,843,924

民生環境 ラ・リベルタ県サカコヨ市飲料水供給
計画

ラ・リベルタ県サカコ
ヨ市役所

8,805,630

民生環境 ソンソナテ県ソンサカテ市飲料水供
給計画

ソンソナテ県ソンサカ
テ市役所

9,990,000

民生環境 サン・ミゲル県シウダ・バリオス市飲料
水供給計画

サン・ミゲル県シウダ・
バリオス市役所

9,961,251

医療保健 カンデラリア・デ・ラ・フロンテーラ市保
健所整備拡充計画

サンタ・アナ県カンデ
ラリア・デ・ラ・フロン
テーラ市役所

9,749,130

民生環境 スチトト市ラス・デリシアス村電化拡
張計画

クスカトラン県スチトト
市役所

9,615,486

民生環境 ラ・ウニオン県エル・カルメン市飲料水
供給計画

ラ・ウニオン県同盟と
希望・村落開発協会

9,909,192

民生環境 ラス・ベンタス村飲料水供給計画 連合・平和・発展のた
めの村落開発協会

2 月23日 7,640,352

農林水産 プラヤス・ブランカス地区イワガキ人
工漁場造成計画

ラ・ウニオン県新プラ
ヤス・ブランカス地区
村落開発協会

3 月15日 5,473,854

キューバ 教育研究 特殊学校レネ・ビルチェス聴覚教室
設備改善計画

市民ボランティア団
体

2007年 3 月30日 5,375,508

教育研究 特殊学校26・デ・フリオ聴覚教室設
備改善計画

市民ボランティア団
体

3,273,723

グアテマラ 民生環境 トドス・サントス・クチュマタン市チャンチ
ミル集落飲料水供給改善計画

シュワン・カニル総合
開発協会

2006年 4 月26日 9,653,337

教育研究 コンセプシオン・ウイスタ市中学校増
築計画

シュワン・カニル総合
開発協会

5 月18日 9,910,635

教育研究 サン・イルデフォンソ・イシュタワカン市
ロス・ドミンゴス集落小学校再建計画

ウエウエテナンゴ総
合開発財団

5 月26日 9,910,635

教育研究 テクティタン市クアトロ・カミノス集落
小学校再建計画

ウエウエテナンゴ総
合開発財団

9,910,635

教育研究 ハカルテナンゴ市チスバフ村小学校
再建計画

ウエウエテナンゴ総
合開発財団

9,910,635

農林水産 サン・ミゲル・トゥクル市小規模コー
ヒー農家施設改善・整備計画

サンタ・テレサ農業従
事者協会

5 月30日 9,957,366

教育研究 ラ・ゴメラ市エル・シレンシオ集落小学
校建設計画

ハラパ農民協会 6 月 5 日 9,423,234

教育研究 ラ・ゴメラ市第2地区ラス・クルセス集
落小学校建設計画

ハラパ農民協会 6 月 7 日 9,967,134

教育研究 サン・イルデフォンソ・イシュタワカン市
エル・グラナディージョ村小学校再建
計画

ウエウエテナンゴ総
合開発財団

6 月26日 9,910,635

教育研究 タカナ市クア集落小学校再建計画 ウエウエテナンゴ総
合開発財団

9,910,635

教育研究 ハポン公立小学校教育環境改善計
画

第122ハポン公立小
学校

9,893,097

第７章 2006年度二国間援助案件リスト

第１節 二国間贈与 1. 無償資金協力案件一覧



�0� ③ 草の根・人間の安全保障無償

国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
グアテマラ 教育研究 アルモロンガ市ロス・バーニョス村小

学校再建計画
ウエウエテナンゴ総
合開発財団

2006年 6 月26日 9,910,635

教育研究 パレンシア市3集落小学校建設計画 パレンシア市 9,897,537
教育研究 パトゥルル市エル・エスフエルソ・デ・ロ

ス・ビセンテス・コヨラテ集落小学校
建設計画

コミュニティー生活改
善市民協会

7 月11日 9,933,723

教育研究 サン・パブロ・ホコピラス市アグラリア・
チョコラ集落小学校建設計画

コミュニティー生活改
善市民協会

9,855,690

民生環境 トトニカパン市ニマサク村ツァムキエク
レウ集落飲料水供給改善計画

ツァムキエクレウ集落
飲料水供給改善委
員会

7 月13日 8,788,980

民生環境 テクルタン市プエルタ・デ・ゴルペ集
落下水処理施設整備計画

テクルタン市役所 7 月20日 6,100,893

民生環境 テクルタン市バランカ・セカ集落下水
処理施設整備計画

テクルタン市役所 6,672,099

民生環境 テクルタン市サン・ホセ村ラ・バランキ
ジャ集落下水処理施設整備計画

テクルタン市役所 6,244,749

教育研究 アンティグア・グアテマラ市ブエルタ・
グランデ村小学校建設計画

グアテマラ総合開発
協会

7 月27日 9,985,560

教育研究 チマルテナンゴ市ブエナ・ビスタ村小
学校建設計画

グアテマラ総合地域
開発協会

9,863,127

教育研究 クイルコ市パビルツァッフ村小学校
建設計画

クイルコ市 パビル
ツァッフ村地域開発
審議会

9,894,096

民生環境 チキムリージャ市2村落飲料水供給
整備計画

グアテマラ総合地域
開発協会

9,858,465

教育研究 トトニカパン市シャントゥン集落小学
校増築計画

シャントゥン集落小学
校

9,784,650

医療保健 コバン市3集落診療所建設・機材整
備計画

ドロレス・ベドヤ・デ・モ
リナ財団

9,666,546

医療保健 サン・ガスパル・イシュチル市ティエラ・
コロラダ村地域保健所建設計画

農村総合開発協会 9,882,108

教育研究 チャンペリコ市ヌエボ・モンテクリスト
村小学校建設計画

“エル・アネクソ”ラディ
ノとインディヘナ住民
協会

9,897,426

教育研究 グァサカパン市プラタナレス村中学校
増築計画

グアテマラ総合開発
協会

9,834,045

教育研究 チキムリージャ市ハワイ村中学校建
設計画

ハワイ革新協会 9,837,264

教育研究 サカパ県内小学校機材整備計画 民主と総合開発のた
めのテクルタン協会

9,909,858

医療保健 サン・イルデフォンソ・イシュタワカン市
チャンチキーア村地域保健所建設
計画

農村総合開発協会 7 月31日 9,880,998

農林水産 ソロラ市エル・ミラドール集落野菜集
荷場建設計画

エル・ミラドール集落
地域開発審議会

7,685,196

教育研究 サン・ペドロ・ネクタ市エル・パルマール
村中学校増築計画

農村総合開発協会 8 月 2 日 9,870,120

教育研究 ネバフ市サルキル・グランデ村チナッ
プ集落小学校建設計画

先住民集落開発協
会

9,481,176

教育研究 クネン市チウル村チアフ集落小学校
建設計画

先住民集落開発協
会

9,440,772
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グアテマラ 教育研究 クネン市チウル村パサク集落小学校

建設計画
先住民集落開発協
会

2006年 8 月 2 日 9,442,326

教育研究 ネバフ市ビサン集落小学校建設計
画

先住民集落開発協
会

9,455,535

教育研究 サンタ・クルス・デル・キチェ市チコラル
集落小学校建設計画

先住民集落開発協
会

9,411,468

教育研究 サン・マルティン・サポティトラン市マリ
コン集落小学校建設計画

ラ・エスペランサ農民
独立協会

8,480,067

教育研究 サンタ・クルス・バランヤ市チマツァット
村託児所建設計画

パツン・アクアラ・アラ
フ・スム総合開発協
会

9,957,144

教育研究 マサグア市ラス・フローレス村中学校
建設計画

マヤトラン・グアテマラ
総合開発協会

9,910,191

医療保健 マサグア市ラ・グアルディアニア村地
域保健所建設計画

マヤトラン・グアテマラ
総合開発協会

9,910,413

教育研究 ハカルテナンゴ市チェフバル村小学
校増築計画

農村総合開発協会 8 月 3 日 9,895,206

教育研究 ハカルテナンゴ市サン・マルコス・ウイ
スタ村ラ・リベラ集落小学校建設計
画

農村総合開発協会 9,874,449

教育研究 ネバフ市サン・ファン・アクル村ラ・リベ
ルタ集落小学校建設計画

先住民集落開発協
会

9,471,630

教育研究 パリン市パリンチェ集落小学校増築
計画

パリンチェ集落地域
開発審議会

9,897,759

教育研究 ネバフ市ハンライ村小学校建設計画 先住民集落開発協
会

8 月 8 日 9,458,421

教育研究 グアナガサパ市ラ・ヌエバ・ベンディシ
オン集落小学校建設計画

グアテマラ総合地域
開発協会

8 月10日 9,833,157

教育研究 サンタ・クルス・ムルア市ボショマ村中
学校建設計画

“エル・アネクソ”ラディ
ノとインディヘナ住民
協会

8 月18日 9,910,635

通信運輸 ソロラ市エル・アデラント集落道路整
備計画

エル・アデラント集落
地域開発審議会

8 月23日 9,910,635

民生環境 パナハッチェル市フーカンジャ地区下
水道拡張計画

フーカンジャ北地区
地域開発審議会

4,267,617

教育研究 ラ・ゴメラ市ラ・キリカ集落小学校建
設計画

ラ・キリカ集落地域開
発審議会

9,851,916

コスタリカ 民生環境 ウパラ市多目的館建設計画 ウパラ総合開発協会 2006年 6 月 7 日 9,192,243
教育研究 エル・ロブレ・アンビエンタリスタ中学

校多目的館建設計画
アラフエラ市エル・ロ
ブレ地区総合開発
協会

6 月15日 9,690,744

医療保健 カルデロン病院集中看護室用人工
呼吸器整備計画

カルデロン病院癌患
者のための財団

6 月22日 9,990,000

民生環境 ニコヤ郡サン・ビセンテ地区上水道
整備改修計画

ニコヤ郡サン・ビセン
テ地区上下水道運
営委員会

7 月11日 2,335,773

教育研究 カピタン・ラモン・リバス中学校教室お
よび多目的館整備計画

カピタン・ラモン・リバ
ス中学校運営委員
会

8 月 8 日 9,896,871

教育研究 小中学生情報技術教育のための多
目的室改修計画

オマール・デンゴ基金 9 月 7 日 9,981,342
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コスタリカ 民生環境 ケブラダ・ガナド－プラヤ・アグハス上

水道整備計画
ケブラダ・ガナド－プ
ラヤ・アグハス農村
水道委員会

2006年 9 月19日 6,472,077

そ の 他 先住民自治開発のための対話促進
計画

コスタリカ先住民協
会

9 月20日 4,755,462

医療保健 デサンパラードス市赤十字支部救急
車整備計画

コスタリカ赤十字社 9 月21日 3,563,100

民生環境 アラフエラ市ロサーレス・デ・デサンパ
ラドス地区多目的館建設計画

アラフエラ市ロサーレ
ス・デ・デサンパラドス
地区総合開発協会

9 月22日 6,615,600

教育研究 リカルド・モレノ・カニャス中学校多目
的館建設計画

リカルド・モレノ・カニャ
ス中学校運営委員
会

10月 5 日 9,964,914

民生環境 グアピレス地区ラ・ウニオン多目的館
建設計画

グアピレス地区ラ・ウ
ニオン総合開発協会

11月10日 9,804,630

医療保健 ペレス・セレドン病院医療器材整備
計画

ペレス・セレドン病院
支援協会

11月23日 9,990,000

医療保健 カルタゴ市赤十字用レスキュー車整
備計画

コスタリカ赤十字社 12月13日 4,682,091

教育研究 サン・マルティン小学校多目的館改
修計画

シウダ・ケサダ地区サ
ン・マルティン総合開
発協会

12月14日 5,393,157

教育研究 教育省推薦図書をもとにした環境教
育用機材作成計画

コスタリカ・ユネスコ
協力委員会

2007年 2 月21日 8,439,108

民生環境 ニコヤ市ナンビ地区多目的館建設計
画

ナンビ地区総合開発
協会

2 月23日 9,997,992

民生環境 ナランホ市サン・ラファエル地区公民
館建設計画

ナランホ市サン・ラ
ファエル地区総合開
発協会

3 月 6 日 8,459,199

教育研究 ホアキン・サンチョ・ケサダ小学校拡
張計画

パルマレス市ブエノ
ス・アイレス地区総合
開発協会

3 月 7 日 3,977,352

民生環境 レオン・コルテス郡サン・フランシスコ
地区上水道拡張計画

レオン・コルテス郡サ
ン・フランシスコ地区
農村水道委員会

3 月 8 日 4,957,038

教育研究 ベベリィ小学校改善計画 ベベリィ小学校運営
委員会

3 月21日 9,987,225

教育研究 プンタレーナス養護学校スクールバ
ス整備計画

プンタレーナス養護
学校運営委員会

3 月22日 8,713,500

民生環境 ラ・ウニオン市サン・フアン地区ビジャ・
デ・アヤルコ孤児緊急対処施設建設
計画

灯台クリスチャンコ
ミュニティー協会

3 月27日 9,989,001

教育研究 カルタゴ県性的虐待・家庭内暴力防
止計画

命と成長財団 3 月28日 4,333,773

コロンビア 教育研究 タルキ市児童図書館建設計画 タルキ市 2006年 8 月 8 日 9,488,391
教育研究 ラ・ウビタ市児童図書館建設計画 ラ・ウビタ市 9,536,343
教育研究 フィランディア市児童図書館建設計

画
フィランディア市 9,537,897

教育研究 マリア・ラ・バハ市児童図書館建設計
画

マリア・ラ・バハ市 9,531,237

教育研究 サンペドロ・デ・ウラバ市児童図書館
建設計画

サンペドロ・デ・ウラバ
市

9,536,454
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
コロンビア 医療保健 心臓病児童のための医療機材整備

計画
アブード・シャイオ財
団

2006年11月20日 9,099,891

医療保健 ボゴタ市貧困層新生児のための医
療機材整備計画

コロンビア小児病院
友好財団

9,634,245

教育研究 フィラデルフィア市児童図書館建設
計画

フィラデルフィア市 2007年 2 月26日 9,935,277

教育研究 スタテンサ市児童図書館建設計画 スタテンサ市 9,924,399
教育研究 グアチェタ市児童図書館建設計画 グアチェタ市 9,950,595
教育研究 ウムビタ市児童図書館建設計画 ウムビタ市 9,904,641
教育研究 ヘノバ市児童図書館建設計画 ヘノバ市 9,918,849
教育研究 グアドゥアス市児童図書館建設計画 グアドゥアス市 9,862,905
教育研究 ドロレス市児童図書館建設計画 ドロレス市 9,938,274
教育研究 ネモコン市児童図書館建設計画 ネモコン市 9,940,494
教育研究 マルマト市児童図書館建設計画 マルマト市 9,928,728
教育研究 ペンシルバニア市児童図書館建設

計画
ペンシルバニア市 9,938,274

教育研究 フォメケ市児童図書館建設計画 フォメケ市 9,914,631
教育研究 パチョ市児童図書館建設計画 パチョ市 9,950,595
教育研究 プロビデンシア・サンタカタリナ諸島に

おける児童図書館建設計画
プロビデンシア・サン
タカタリナ諸島市

9,820,836

民生環境 バジェ・デル・カウカ県消防車および
救急車整備計画

バジェ・デル・カウカ県 3 月 2 日 8,103,111

教育研究 トゥルア市学校建設計画 キリスト司教区協会 3 月 7 日 9,950,595
教育研究 バリチャラ市学校建設計画 スエシア地域開発管

理財団
9,954,480

教育研究 カルメン・デ・アピカラ市児童図書館
建設計画

カルメン・デ・アピカラ
市

9,945,933

教育研究 ティマナ市児童図書館建設計画 ティマナ市 9,872,562
教育研究 パエス市児童図書館建設計画 パエス市 9,911,412
教育研究 カルドノ市学校建設計画 社会開発および農業

調査のための財団
9,945,378

民生環境 リオ・ビエホ市のオリバレス地区からコ
レヒミエント・ティキシオ地区間の道路
整備計画

マグダレナ川中流域
開発・和平評議会

9,783,762

民生環境 シミティ市のモンテレイ地区からパラ
イソ地区間における道路整備計画

マグダレナ川中流域
開発・和平評議会

9,861,462

民生環境 アレナル市のラ・サバナ地区からサン
ト・ドミンゴ地区間における道路整備
計画

マグダレナ川中流域
開発・和平評議会

9,783,984

教育研究 ガレラス市学校建設計画 サバナ自然環境財団 9,999,546
教育研究 ベレス市学校建設計画 スエシア地域開発管

理財団
9,950,817

教育研究 ナタガイマ市学校建設計画 第三千年期協会 9,638,130
教育研究 イコノンソ市児童図書館建設計画 イコノンソ市 9,912,078
教育研究 ラ・ウニオン市学校建設計画 発展促進センター 9,993,996
教育研究 シンセレホ市におけるサン・アントニオ

小中学校の校舎建設計画
スクレ研究・開発財
団

9,993,996

民生環境 シマコタ市プエルト・ヌエボ地区におけ
る上水道施設整備計画

マグダレナ川中流域
開発・和平評議会

9,471,963

教育研究 ボゴタ市における貧困者の技能向上
のための機具・工具整備計画

サント・ドミンゴ職業訓
練校財団

9,831,936
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
コロンビア 教育研究 ベレン・デ・ロス・アンダキエス市学校

建設計画
地方コミュニティー財
団

2007年 3 月 7 日 9,398,481

医療保健 ボゴタ市南西部における貧困層新生
児のための医療機材整備計画

ケネディ東部病院 9,742,692

教育研究 ボスコニア市学校建設計画 地域総合開発協同
組合

9,404,253

民生環境 ジョンド市のサン・フランシスコ地区か
らノ・テ・パセス地区までの間の道路
整備計画

マグダレナ川中流域
開発・和平評議会

9,389,157

民生環境 サンビセンテ・デ・チュクリ市のカンポ
50地区からラ・ジャナ地区までの間の
道路建設計画

マグダレナ川中流域
開発・和平評議会

9,402,255

ジャマイカ そ の 他 トリニティヴィル研修センター移転事
業計画

トリニティヴィル研修
センター運営委員会

2006年 6 月27日 9,996,771

そ の 他 トップマウンテン果実加工業振興・職
業訓練事業計画

トップマウンテン住民
協議会管理委員会

2007年 2 月15日 9,797,193

農林水産 シダー渓谷地域住民のためのコー
ヒー精製所復旧・拡充計画

ブルーマウンテン・
コーヒー協同組合

3 月 8 日 9,973,905

セントクリスト
ファー・ネー
ヴィス

農林水産 漁民用倉庫棟建設計画 オールド・ロード漁業
協同組合

2007年 2 月21日 7,927,953

セントルシア 民生環境 デイ・ケアセンター建設計画 ヘルプエイジ・老人の
老人のためのセントル
シア国民議会

2007年 3 月 9 日 4,964,031

チリ 民生環境 ユンガイ市大型消防車輸送支援計
画

ユンガイ市消防団 2006年 8 月24日 1,483,071

教育研究 マリキナ市ペルチュキン第16初等教
育校天蓋付き広場建設計画

ペルチュキン第16初
等教育校

9 月27日 8,959,143

教育研究 パドレ・ラス・カサス市ケペ・トライゲン
第129初等教育校天蓋付き広場建
設計画

ケペ・トライゲン第
129初等教育校

9,424,122

教育研究 ビジャリカ市サグラダ・ファミリア第1
初等教育校天蓋付き広場建設計画

サグラダ・ファミリア第
1初等教育校

7,692,411

教育研究 パドレ・ラス・カサス市サン・ミゲル・デ・
コドピジェ第324初等教育校復旧計
画

サン・ミゲル・デ・コドピ
ジェ第324初等教育
校

10月20日 8,594,286

民生環境 テムコ市地域リハビリテーションセン
ター建設計画

テムコ市役所 2007年 3 月13日 7,755,459

医療保健 ポルベニール市リハビリテーションセ
ンター建設計画

プンタ・アレナス・ライ
オンズクラブ・クルス・
デル・スール

3 月16日 9,288,702

医療保健 タラガンテ市農村部巡回診療用車
両整備計画

タラガンテ市役所 8,322,780

民生環境 タルカ市地域リハビリテーションセン
ター建設計画

タルカ市役所 3 月19日 9,144,069

ドミニカ 教育研究 グッドウィル小学校講堂および音楽
室建設計画

グッドウィル小学校 2007年 2 月 9 日 9,161,052

ドミニカ共和国 民生環境 サント・ドミンゴ特別区中古ゴミ収集
車整備計画

サント・ドミンゴ特別区 2006年 6 月21日 9,996,771

教育研究 サルセード基礎教育センター建設計
画

ヌエストラ・セニョー
ラ・デル・サグラド・コラ
ソン学校団体

7 月12日 9,918,849
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ドミニカ共和国 教育研究 サント・ドミンゴ・タマリンド地域コラソ

ン・デ・ヘスス教育施設建設計画
コラソン・デ・ヘスス孤
児院

2006年 7 月12日 9,282,042

教育研究 サント・ドミンゴ・エストルガ地域マドレ・
ラウラ基礎教育施設建設計画

マドレ・ラウラ教育セ
ンター

9,573,972

教育研究 サンティアゴ・サン・ホセ・デ・ラス・マタ
ス地域ナザレット技術訓練施設建設
計画

ナザレット技術訓練
学校

9,618,816

民生環境 アスア・エル・レコド地域小水力発電
施設建設計画

スール・フトゥロ財団 9,437,109

民生環境 バラオナ・キコ排水施設建設計画 南西部援護基金 3,504,825
民生環境 ハラバコア地域コミュニティーセン

ター整備計画
ドミニカ日系人協会 11月 2 日 6,938,166

教育研究 サン・フランシスコ・デ・マコリス・ラ・ミラ
グロサ基礎教育施設建設計画

ラ・ミラグロサ学校 2007年 2 月23日 9,166,491

教育研究 モンテ・プラタ・ヤマサ地方農村女性
のための職業訓練施設建設計画

ママ・ティンゴ地方農
村女性支援連合会

9,618,372

民生環境 ラジオ・セイボ太陽光発電施設整備
計画

ドミニカ文化サービス
協会・ラジオ・セイボ

6,688,638

教育研究 サマナ・ラス・ガレラス地域グアリケン
職業訓練施設建設計画

サン・ベネデト・デル・
プエルト協会

8,143,848

医療保健 サント・ドミンゴ消化器疾患センター内
視鏡機材整備計画

内視鏡医療サービス
後援会

3 月 9 日 9,999,435

ニカラグア 通信運輸 モリート市アクセス農道整備計画 モリート市役所 2006年 6 月23日 9,444,990
通信運輸 ヌエバ・ギネア市農村部橋りょう建設

計画
ヌエバ・ギネア市役所 8,437,665

教育研究 チナンデガ市街地小学校校舎建設
計画

ロサ・マリア・マルティ
ネス・レイエス小学校

9,602,499

民生環境 ムラ市飲料水供給計画 ムラ市役所 9,668,544
通信運輸 サン・マルコス市農村道路改修計画 コンセプシオン・デ・マ

リア住民委員会
5,095,011

教育研究 ウィウィリ・ヌエバ・セゴビア市農村小
学校校舎建設計画

ウィウィリ・ヌエバ・セゴ
ビア市役所

7,793,310

教育研究 青少年選挙参加促進計画 民主主義教育セン
ター

6 月26日 6,826,278

民生環境 テルパネカ市農村部飲料水供給計
画

テルパネカ市役所 9 月18日 6,600,726

民生環境 オガール・クレア薬物依存症更生施
設寄宿舎建設計画

オガール・クレア国際
協会・ニカラグア

7,947,156

民生環境 エル・エスピノ地区飲料水供給計画 サン・ルーカス農村社
会発展協会

5,228,322

教育研究 投票促進キャンペーン計画 中南米文化基金  9 月19日 9,723,600
教育研究 コシグイーナ農村小学校校舎建設計

画
コシグイーナ小学校 9 月22日 9,665,214

通信運輸 ラ・パス・デ・カラソ市橋りょう拡張計
画

サン・ペドロ地区住民
委員会

8,847,477

教育研究 マサテペ中学校校舎改修計画 マサテペ中学校 8,512,479
教育研究 マタガルパ市児童総合施設建設計

画
国境なき児童団 9,941,493

教育研究 サンティシマ・トリニダ小中学校改善
計画

サンティシマ・トリニダ
小中学校

9,956,478

医療保健 レオン市ロサリオ・ラカヨ療養所改善
計画

サン・ビセンテ・デ・パ
ウル女子修道会

9,982,563
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ニカラグア 教育研究 ヌエバ・セゴビア県小学校バリア・フ

リー化計画
ハンディキャップ・イン
ターナショナル

2006年 9 月22日 5,171,046

通信運輸 リオ・ブランコ市中学校アクセス道路
敷石舗装計画

リオ・ブランコ市役所 11月29日 9,794,418

民生環境 サント・トマス市ゴミ収集システム改善
計画

サント・トマス市役所 7,650,120

医療保健 フイガルパ市母子保健センター改善
計画

サグラダ・ファミリア母
子保健センター

3,770,781

民生環境 キラリ市農村部飲料水供給計画 キラリ市役所 6,875,340
教育研究 サン・ホセ・デ・ロス・レマテス市農村中

学校建設計画
サン・ホセ・デ・ロス・レ
マテス市役所

9,923,289

教育研究 エル・アルメンドロ市農村小学校校舎
建設計画

エル・アルメンドロ市
役所

7,774,773

教育研究 ニンディリ市農村小学校校舎建設計
画

ニカラグア　マノ・ア・
マノ協会

9,967,689

教育研究 サンタ・テレサ市農村小学校校舎建
設計画

エルウィン・クルガー
小学校父兄会

4,462,422

教育研究 シウダ・アンティーグア市小中学校校
舎建設計画

シウダ・アンティーグ
ア市役所

2007年 1 月17日 4,417,356

民生環境 マサヤ市貧困老年層保護施設改修
計画

ホセフィーナ姉妹修
道会

9,980,787

民生環境 サン・フーダス保育園改修計画 児童への総合教育
基金

9,744,579

民生環境 ムルクク市農村部飲料水供給計画 命の水協会 9,926,175
通信運輸 ヤラグイーナ市農村道路改修計画 ラ・アミスタ農牧協同

組合
8,853,693

医療保健 サン・カルロス市病院システム改善計
画

サン・カルロス市役所 1 月19日 9,773,439

医療保健 サンタ・ロサ・デル・ペニョン市保健シ
ステム向上計画

サンタ・ロサ・デル・ペ
ニョン保健所

3,718,500

教育研究 ワサキン村中学校校舎建設計画 トゥアッカ協会 2 月 6 日 6,815,955
教育研究 ラ・パス・セントロ市小学校改修計画 ホセ・アントニオ・メド

ラーノ小学校
6,506,043

教育研究 ヒノテペ市農村小学校改善計画 教育省カラソ県支部 9,749,352
教育研究 エル・ヒカロ市小学校校舎建設計画 エル・ヒカロ市役所 8,940,939
教育研究 ブルーフィールズ市小学校改善計画 モンセニョール・マテ

オ小学校
9,850,917

通信運輸 ブエノス・アイレス市街地周縁部敷石
舗装計画

エル・コカル地区住民
委員会

9,970,242

民生環境 ラレイナガ市児童保護施設改善計
画

ベンガ・トゥ・レイノ協
会

8,065,038

ハイチ 教育研究 フランソアーズ・レネ・ドゥ・ラ・セール学
校施設改修整備計画

托身修道会 2007年 2 月23日 7,461,198

民生環境 フォンバヤード村飲料水井戸掘削計
画

ガエル・ペンソン救援
財団

1,889,442

教育研究 マラナタ学校再建整備計画 ハイチ神召会 9,736,254
教育研究 モンフォート小学校建設計画 知恵の修道女会 3 月16日 9,925,620
民生環境 ハイチ盲人支援協会教育機材整備

計画
ハイチ盲人支援協会 2,979,573

教育研究 ロスパルマス司祭小学校建設計画 ロスパリス・ノートルダ
ム小教区

8,925,177
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パナマ 医療保健 国立がんセンター医療機器整備計

画
がん患者基金 2006年 6 月27日 9,670,320

民生環境 エル・カプリ地区上水道整備計画 ビジャ・ラウデス協同
組合エル・カプリ上水
道計画委員会

6 月29日 4,757,682

医療保健 グアラカ消防団救急医療活動向上
計画

グアラカ消防団 7 月17日 4,220,553

医療保健 エル・バジェ保健所救急医療活動向
上計画

エル・バジェ保健委員
会

7 月19日 4,220,553

医療保健 エル・カカオ保健所救急医療活動向
上計画

エル・カカオ保健委員
会

7 月20日 4,220,553

民生環境 ベラクルス健康管理センター排水処
理設備建設計画

ベラクルス保健委員
会

7 月24日 9,611,046

農林水産 ベラグアス県零細農家自給率向上
計画

ベラグアス県協同組
合

8 月12日 9,641,904

教育研究 フェデリコ・オザナム青少年教育施設
支援計画

ビセンティーノ青少年
教育機関

9 月19日 8,446,767

農林水産 ロス・ジャニートス地区農業生産向上
計画

ロス・ジャニートス8月
15日生産組合

10月 3 日 754,467

民生環境 アスエロ地方レオニスティコ老人ホー
ム排水処理設備建設計画

アスエロ地方レオニ
スティコ老人ホーム
支援協会

11月21日 3,496,500

民生環境 ルイス・モレノ病院排水処理設備建
設計画

マカラカス保健委員
会

12月26日 9,124,200

教育研究 ボカス・デル・トロ県・サン・サン・モナ初
中等学校改築計画

イベロアメリカ機構 2007年 3 月27日 7,789,980

パラグアイ 教育研究 ピラポ市保育園建設計画 ピラポ市役所 2006年 8 月14日 9,450,873
教育研究 バシリオ・ベニテス小学校建設計画 イグアス日本人会 8 月22日 3,772,779
教育研究 サン・ブラス小学校建設計画 サン・ブラス小学校 9 月14日 8,809,071
教育研究 ボカジャトゥ・スール小学校建設計画 ボカジャトゥ・スール小

学校
3,910,086

教育研究 セントラル県サン・ホセ小学校建設計
画

セントラル県サン・ホ
セ小学校

7,542,783

教育研究 カアグアス県サン・ホセ小学校建設
計画

カアグアス県サン・ホ
セ小学校

6,305,910

医療保健 ピラジュ診療所改善計画 ピラジュ診療所 8,913,744
教育研究 エセキエル・ゴンサレス・アルシナ小学

校建設計画
エセキエル・ゴンサレ
ス・アルシナ小学校

3,197,022

教育研究 ベテル小学校建設計画 ベテル小学校 11月15日 9,967,911
教育研究 サント・ドミンゴ・サビオ小学校建設計

画
サント・ドミンゴ・サビオ
小学校

7,561,653

民生環境 消防車整備計画 パラグアイ消防隊 9,954,147
教育研究 サン・フランシスコ・デ・アシス小学校

建設計画
サン・フランシスコ・デ・
アシス小学校

11月18日 2,502,828

教育研究 マヌエル・ドミンゲス小学校建設計画 マヌエル・ドミンゲス
小学校

5,132,529

教育研究 ビルヘン・デ・ラス・メルセデス小学校
建設計画

ビルヘン・デ・ラス・メ
ルセデス小学校

5,547,225

教育研究 ヌエストラ・セニョーラ・デル・ロサリオ
小学校建設計画

ヌエストラ・セニョー
ラ・デル・ロサリオ小
学校

2007年 1 月17日 9,772,551
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パラグアイ 医療保健 第12地域病院改善計画 第12地域病院 2007年 1 月17日 9,630,360

教育研究 エスタニスラ・コンセプシオン・ゴメス・
デ・ヒメネス小学校建設計画

エスタニスラ・コンセプ
シオン・ゴメス・デ・ヒメ
ネス小学校

7,063,041

医療保健 地域診療所建設計画 セントロ日系 2 月16日 9,792,531
医療保健 身障者用医療機材整備計画 ミシオネス身障者のた

めの父母友人会
3 月12日 9,542,670

教育研究 リタ・ソテロ・デ・フィゲレド小学校建設
計画

リタ・ソテロ・デ・フィゲ
レド小学校

9,537,786

教育研究 マクシモ・アレジャーノ特別小学校建
設計画

マクシモ・アレジャーノ
特別小学校

5,305,245

通信運輸 国道8号線アクセス道路整備計画 カアサパ市役所 9,999,324
ブラジル 医療保健 ドウトールアストロジルドデアゼヴェー

ド慈善病院医療機器整備計画
ドウトールアストロジル
ドデアゼヴェード慈
善病院

2006年 5 月25日 9,879,000

教育研究 州立ジョゼゴメスデヴァスコンセロス
ジャルジン初等教育学校再建計画

州立ジョゼゴメスデ
ヴァスコンセロスジャ
ルジン初等教育学校

6 月19日 9,989,223

農林水産 フレイロジェリオ多目的物産センター
建設計画

ラーモス日伯文化協
会

8 月 5 日 9,968,244

民生環境 ジャクピランガ託児所改修・増築計
画

ジャクピランガ社会福
祉共同体

8 月11日 9,990,000

医療保健 小児ガン患者支援センター活動強化
計画

小児ガン患者支援セ
ンター

8 月16日 5,970,135

医療保健 フェルナンド・フィゲイラ医師母子病
院集中治療室の拡充計画

フェルナンド・フィゲイ
ラ医師母子病院

8 月25日 8,795,640

民生環境 ジョゼレアンドロデソウザレイテ保護
院改修計画

ジョゼレアンドロデソ
ウザレイテ保護院

8 月30日 9,968,799

教育研究 市立エミリオメイェル高等学校多目的
ホール建設計画

市立エミリオメイェル
高等学校

9 月12日 9,785,094

医療保健 聴覚検査用機材整備計画 アプカラーナ市「障
害児を支える親と友
の協会」

9 月25日 6,534,237

民生環境 障がい者支援計画 障がい者を支える親
と友の会－イボチ支
部

10月 3 日 9,893,985

民生環境 カザラール青少年保護施設再建計
画

イルマンヴェーラ家族
共同体問題基金

12月 1 日 9,968,577

医療保健 サンジョゼ慈善病院復興計画 サンジョゼ慈善病院 2007年 1 月30日 6,942,162
教育研究 州立ジョゼマウリシオ高等学校多目

的ホール建設計画
州立ジョゼマウリシオ
高等学校

2 月 5 日 9,940,494

医療保健 メンドンサ市歯科診療所建設および
歯科診療機材整備計画

メンドンサ市 2 月 7 日 7,218,441

民生環境 ホランチ消防団消防車整備計画 ホランチ消防団 2 月 8 日 9,922,956
医療保健 新生児用集中治療室拡充計画 カンポ・モウラオン市

サンタ・カーザ慈善病
院運営組織

2 月 9 日 3,936,948

医療保健 人工透析センター整備計画 パッソス慈善病院 2 月13日 9,737,475
民生環境 小児がん患者支援センター整備計

画
エスピリト・サント小児
がんと闘う会

5,189,694

医療保健 イパメリ身体障がい者リハビリセン
ター拡充計画

イパメリ・ペスタロッチ
協会

2 月14日 9,036,954
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ブラジル 農林水産 アルマゼン全寮制農業学校講堂建

設計画
アルマゼン全寮制農
業学校

2007年 2 月14日 9,951,705

教育研究 ジェロニモ・カンジーニョ社会事業セン
ター職業訓練専用校舎建設計画

ジェロニモ・カンジー
ニョ友 愛 精 神セン
ター社会事業団体

2 月15日 9,279,933

医療保健 乳癌巡回検査用機材整備計画 マリンガ市役所 2 月26日 8,192,799
医療保健 ジャグアラォン・サンタカーザ慈善病

院医療機器整備計画
ジャグアラォン・サンタ
カーザ慈善病院

6,633,693

民生環境 イツヴェラヴァ老人ホーム機材整備
計画

ドミンゴス・リベイロ・ド
ス・サントス・ジュニア
老人ホーム

2 月27日 6,999,216

民生環境 バウルー学童保育所建設計画 愛と博愛スピリティス
ト・センター

9,987,558

民生環境 バグンサソ教育訓練センター改善計
画

バグンサソ文化団体 9,534,900

医療保健 小児心臓手術機器設置計画 カショエイロ・デ・イタ
ペミリン市プロテスタ
ント病院

2 月28日 9,959,364

民生環境 グスタボ・カパネマ校施設改善計画 エ ウ ニ セ・ウェー
ヴァー・デ・マナウス
　社会事業団体

3 月 1 日 6,240,198

医療保健 十字路アマゾニア病院手術室増改
築および整備計画

アマゾニア日伯援護
協会

3 月 6 日 9,500,823

医療保健 ブチア病院改善計画 市立保健基金ブチア
病院

3 月 8 日 5,544,117

民生環境 パラナイバ養護学校通学用バス整
備計画

パラナイバ障がい者
を支える親と友の会

3 月12日 9,999,990

民生環境 カシランジア養護学校通学用バス整
備計画

カシランジア障がい者
を支える親と友の会

9,504,264

教育研究 市立クリストバオンペレイラデアブレ
ウ初等教育学校復興計画

リオグランデ市役所 9,989,334

医療保健 「子どもの家」調理室および歯科治
療室設備改善計画

子どもの家 3 月20日 1,840,047

民生環境 パリンチンス市ジャカレアカンガ地区
環境整備計画

パリンチンス日伯協
会

8,881,776

医療保健 フラヴィオ・リベイロ・コウチニョ州知
事病院・産院強化計画

フラヴィオ・リベイロ・
コウチニョ州知事基
金

3 月21日 5,544,450

ベネズエラ 教育研究 コラソン・デ・ヘスス小学校施設整備
計画

スクレ州スクレ市 2007年 3 月21日 9,298,248

医療保健 乳ガン検診機材整備計画 ララ州家族計画協会 9,769,665
ペルー 教育研究 プイカ地区学校整備計画 ペルー研究会 2006年 8 月31日 9,817,173

教育研究 ティラパタ町教室整備計画 開発のためのビジョ
ン

9 月19日 9,077,580

教育研究 プエブロ・リブレ障がい者支援施設建
設計画

ペルー日系人協会 2007年 3 月 2 日 9,968,466

医療保健 ハエン医療解析施設機材整備計画 ハエン郡保健局 3 月14日 8,603,499
医療保健 ニャウサ診療所改良計画 エリテ開発のための

非政府組織
6,385,386

医療保健 チャマヤ町診療所整備計画 統合的なプロジェク
ト・プログラム協会

6,774,663
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ペルー 民生環境 サルミリャ郡パパヤル町上水設備改

善計画
パパヤル町 2007年 3 月14日 6,256,848

ボリビア 農林水産 タラマヤ地区におけるかんがい施設
建設計画

アチャカチ市 2006年 6 月27日 1,884,003

医療保健 小児病院医療機材整備計画 オビディオ・アリアガ・
ウリア小児病院

8 月30日 9,470,076

教育研究 エル・カルメン教育施設建設計画 オルロ市 9,593,286
教育研究 オスカル・ウンサガ・デ・ラ・ベガ教育施

設建設計画
オルロ市 9,593,286

教育研究 8月2日教育施設教室およびトイレ建
設計画

信仰と喜びコチャバ
ンバ支部

9,522,357

教育研究 サン・ハビエル技術学校建設計画 信仰と喜びチュキサ
カ支部

9,331,104

教育研究 ヤチャイ・ワシス寄宿舎整備計画 信仰と喜びチュキサ
カ支部

6,807,519

教育研究 フリオ・セサル・パティーニョ教育施設
教室建設計画

ラパス市 9,461,973

民生環境 サンタ・クルス県グアラヨス郡に対す
る上水機材整備計画

サンタ・クルス県 10月17日 6,923,070

民生環境 サンタ・クルス県ニュフロ・デ・チャベス
郡に対する上水機材整備計画

サンタ・クルス県 7,567,647

民生環境 サンタ・クルス県オビスポ・サンティス
テバン郡に対する上水機材整備計
画

サンタ・クルス県 8,205,231

教育研究 サンタ・ロサ・デ・リマ教育施設教室建
設計画

ラパス市 11月14日 9,721,158

教育研究 タラブコ市教育施設における雨水�
水施設およびエコトイレ建設計画

タラブコ市 8,396,151

教育研究 ポトシ市12教育施設における教具
整備計画

ポトシ市 9,067,368

教育研究 キナマラ教育施設建設計画 サン・ペドロ・デ・ブエ
ナ・ビスタ市

9,727,485

教育研究 バリェ・エルモソ教育施設トイレ建設
計画

コチャバンバ市 1,846,152

教育研究 マルティン・カルデナス教育施設トイ
レ建設計画

コチャバンバ市 2,562,102

教育研究 トゥパック・カタリ小学校およびボリビ
ア小学校教室建設計画

パンパ・アウリャガス
市

2,038,182

教育研究 グアヤラメリン市6月6日教育施設建
設計画

グアヤラメリン市 2007年 3 月12日 9,773,883

教育研究 リベラルタ教育施設建設計画 リベラルタ市 9,769,332
教育研究 バタリャス農業技術専門学校寄宿舎

および実験室建設計画
バタリャス農業技術
専門学校

7,440,441

農林水産 ベレンかんがいシステム建設計画 ラパス県 9,509,259
教育研究 ヤパカニ市農牧・技術研修センター

建設計画
ヤパカニ市 5,761,344

農林水産 サン・フランシスコ・ハビエル大学農学
部パイロットセンター整備計画

サン・フランシスコ・ハ
ビエル大学農学部

5,398,374

農林水産 ヤパカニ市集乳センター整備計画 ヤパカニ牛乳生産者
協会（アソプレ）

7,306,020

農林水産 プトゥニかんがいシステム建設計画 ラパス県 5,581,524
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ホンジュラス 民生環境 ベレン市ラ・プエルタ村電化計画 ラ・プエルタ村電化計

画
2006年 6 月13日 1,397,934

医療保健 プエルト・コルテス市救急医療システ
ム向上計画

ホンジュラス赤十字
プエルト・コルテス支
部

4,384,500

医療保健 ラ・エスペランサ市救急医療システム
向上計画

ラ・エスペランサ市 8,769,000

民生環境 ククヤグア市オホス・デ・アグア村電
化計画

ククヤグア市 6 月16日 7,279,158

民生環境 サン・ヘロニモ市ティエラ・ブランカ村
電化計画

サン・ヘロニモ市役所 1,589,187

医療保健 ラ・リマ市救急医療システム向上計
画

ホンジュラス赤十字
ラ・リマ支部

6 月21日 7,223,991

民生環境 メアンバル市モンテ・デ・ディオス村電
化計画

モンテ・デ・ディオス村
電化委員会

7 月 7 日 6,799,305

教育研究 サバナグランデ市フランシスコ・モラサ
ン技術学校教育機材整備計画

フランシスコ・モラサン
技術学校

8 月24日 7,524,468

民生環境 コパン県サン・ニコラス市電化計画 サン・ニコラス市役所 3,382,170
医療保健 ポトレリージョス市救急医療システム

向上計画
ホンジュラス赤十字ポ
トレリージョス支部

9 月13日 4,517,700

民生環境 オロクイナ市ラ・バランカ村電化計画 ラ・バランカ村村内会 1,507,935
民生環境 ルセルナ市ラ・フンタ・デ・ロス・カミノス

村およびエル・ドルミトリオ村電化計
画

グイサヨテ市連合 8,683,308

民生環境 ゴアスコラン市第一ラ・ペーニャ村電
化計画

第一ラ・ペーニャ村
「団結勝利」村内会

9 月19日 1,113,330

民生環境 ゴアスコラン市エル・プラテロ村電化
計画

エル・プラテロ合同村
内会

9,373,284

民生環境 ゴアスコラン市エル・ピカチョ村および
フンキジョ村電化計画

エル・プラテロ合同村
内会

7,484,175

医療保健 サンタ・リタ市救急医療システム向上
計画

コパン・ルイナス、サン
タ・リタ、カバニャス、
サン・ヘロニモ市連
合

9 月26日 4,517,700

医療保健 ホンジュラス救急システム向上計画 ホンジュラス消防団 10月10日 7,492,389
民生環境 プエルト・レンピーラ市営市場建設計

画
市民ボランティア団
体

11月 2 日 7,242,195

民生環境 スラコ市エル・ハラル村電化計画 エル・ハラル村開発
委員会

6,686,862

民生環境 タウラベ市およびサン・ホセ・デ・コマヤ
グア市地域電化計画

マクサレス村、ラス・ア
レハンドラス村および
イゲロネス村電化委
員会

11月10日 7,509,150

民生環境 コマヤグア市プラン・デ・ラ・ロサ村電
化計画

プラン・デ・ラ・ロサ村
電化委員会

9,327,441

民生環境 シグアテペケ市エル・ピト村およびエ
ル・サウセ村電化計画

シグアテペケ市エル・
ピト村およびエル・サ
ウセ村電化委員会

5,452,098

民生環境 レンピーラ県タルグア市カマロテ村お
よびカブロタル村電化計画

レンピーラ県タルグア
市カマロテ村内会

12月14日 8,352,750

教育研究 サンタ・バルバラ県ナランヒート市ニコ
ラス・ビジェダ小学校増築計画

ニコラス・ビジェダ小
学校

2,462,757
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ホンジュラス 民生環境 ドゥルセ・ノンブレ・デ・クルミ市ラス・カ

シータス村電化計画
ラス・カシータス村村
内会

2006年12月14日 8,108,550

教育研究 ドス・デ・フニオ小学校建設計画 カタカマス市役所 2,216,448
民生環境 レンピーラ県グラシアス市ベジャ・ビス

タ地区下水道設置計画
ベジャ・ビスタ地区開
発委員会

2007年 2 月 7 日 9,780,321

教育研究 ロケ・ラモン・アンドラデ小学校拡張
計画

カタカマス市役所 6,496,386

教育研究 ククヤグア市ラ・フロンテラ村ホンジュ
ラス小学校建設計画

ククヤグア市役所 2 月13日 4,156,839

教育研究 サン・ホセ市エル・ポルベニール村ラ・
レフォルマ小学校増築計画

サン・ホセ市役所 6,808,629

教育研究 サン・ホセ市ミゲル・パス・バラオナ小
学校増築計画

サン・ホセ市役所 6,037,956

教育研究 オコテペケ市サルバドル・コルレト小
学校建築計画

サルバドル・コルレト
小学校

9,751,683

医療保健 サン・マヌエル市救急医療システム向
上計画

ホンジュラス赤十字
コルテス県サン・マヌ
エル支部

3 月15日 4,440,000

教育研究 パスクアル・ファハルド技術学校拡張
計画

パスクアル・ファハル
ド技術学校

1,717,059

教育研究 フランシスコ・モラサン小学校建設計
画

カタカマス市役所 5,797,530

教育研究 ラ・ウニオン市アサクアルパ村フラン
シスコ・モラサン小学校建設計画

ラ・ウニオン市役所 6,317,787

メキシコ 民生環境 先住民の若者のための教室・工房建
設計画

ビジャ・モルネーゼ・チ
アパス若者同化促
進協会

2006年 8 月 3 日 9,975,237

農林水産 ゲレロ州山間部農産物流通センター
建設計画

アグアナッツェ地方
生産協同組合

9,857,577

農林水産 サカテカス州貧困農民支援計画 野菜栽培者連合マリ
アノ・マタモロス協同
組合

9,311,790

教育研究 メキシコ市若年者等貧困層支援計
画

日墨協会 11月 5 日 6,241,974

教育研究 アカコヤグア町小学校教室整備計
画

アカコヤグア町役場 12月 7 日 7,978,902

民生環境 アカコヤグア町上水浄化施設整備
計画

アカコヤグア町役場 9,986,670

医療保健 麻薬中毒患者のためのリハビリテー
ションセンター建設計画

再会の家協会 2007年 2 月 7 日 9,990,666

民生環境 ティファナ市若年者等貧困層支援
計画

ティファナ市日系協
会

9,939,162

教育研究 マトララパ集落開発のための教室建
設計画

ウニオン・イ・プログレ
ソ小学校

3 月 6 日 9,584,961

民生環境 貧困集落における生産活動のため
の研修センター建設整備計画

イダルゴ基金 3 月14日 9,972,240

（大洋州地域）
キリバス 教育研究 イトイン・マイニク高校整備計画 イトイン・マイニク高校 2007年 3 月 8 日 5,455,206

民生環境 タバケア村給水施設整備計画 クリスマス島役場 4,876,785
サモア 教育研究 ファレファ小学校再建計画 ファレファ小学校委

員会
2007年 3 月13日 9,942,324

教育研究 パタ小学校再建計画 パタ小学校委員会 9,982,476



③ 草の根・人間の安全保障無償 ��0

略
語
一
覧

用
語
集

索
引

国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
サモア 教育研究 ロトプエ小学校再建計画 ロトプエ小学校委員

会
2007年 3 月13日 9,982,476

教育研究 ラウリ小学校再建計画 ラウリ小学校委員会 9,941,148
教育研究 ファシトゥタイ小学校再建計画 ファシトゥタイ小学校

委員会
9,952,992

教育研究 サレサテレ小学校再建計画 サレサテレ小学校委
員会

9,982,476

ソロモン 教育研究 マライタ州中部教育施設向上計画 村落開発ボランティ
ア協会

2006年 7 月 3 日 8,099,115

教育研究 マライタ州北部教育施設向上計画 村落開発ボランティ
ア協会

8,099,115

教育研究 ガダルカナル州教育施設向上計画 村落開発ボランティ
ア協会

8,181,255

教育研究 スウ国立高校整備計画 スウ国立高校 2007年 1 月12日 4,091,793
医療保健 グワイファイ地方診療所・職員寮建

設計画
グワイファイ地方診
療所委員会

3 月 1 日 3,992,781

教育研究 ニクマロロ多目的ホール建設計画 ニクマロロ・コミュニ
ティ

3 月 7 日 1,875,012

民生環境 キラキラ水供給施設修復計画 マキラ・ウラワ州政府 3 月13日 5,432,340
医療保健 チョイセル州診療所職員寮建設計

画
チョイセル州政府 3 月22日 7,736,589

医療保健 ティゴア小病院職員寮建設計画 レンネルベロナ州政
府

3 月28日 6,201,792

ツバル 民生環境 フナフチ島給水施設整備計画 公共事業エネルギー
省

2006年 6 月 2 日 9,979,899

民生環境 ニウタオ島コミュニティーホール建設
計画

ニウタオ島役場 7 月11日 8,700,735

トンガ 民生環境 ラケパ村給水施設整備計画 ラケパ村給水委員会 2006年 8 月11日 8,909,193
民生環境 トゥポウ中高等学校給水施設整備計

画
トゥポウ中高等学校 7,062,708

民生環境 ホフォア村給水施設整備計画 ホフォア村給水委員
会

8,962,140

民生環境 ヌクレカ村給水施設整備計画 ヌクレカ村給水委員
会

12月18日 8,068,812

民生環境 コロンガ村給水施設整備計画 コロンガ村給水委員
会

8,876,337

民生環境 トコモロロ村給水施設整備計画 トコモロロ村給水委
員会

9,171,375

民生環境 マカウンガ村給水施設整備計画 マカウンガ村給水委
員会

5,819,619

民生環境 ハアキオ村給水施設整備計画 ハアキオ村給水委員
会

7,662,330

民生環境 レイマトゥア村給水施設整備計画 レイマトゥア村給水委
員会

8,970,354

医療保健 ニウウイ病院職員宿舎建設計画 ニウウイ病院運営委
員会

9,678,423

民生環境 ヌクヌク消防分署建設計画 トンガ消防局 2007年 2 月13日 9,845,145
民生環境 ムア消防分署建設計画 トンガ消防局 9,845,145

ナウル 民生環境 ナウル島コミュニティ給水施設整備
計画

財務経済計画局 2007年 1 月30日 8,417,019

バヌアツ 民生環境 タバラ地区飲料水供給計画 タバラ共同体 2006年 7 月 7 日 3,783,657
民生環境 ネブランウェレ地区飲料水供給計画 ネブランウェレ共同体 3,153,510
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バヌアツ 民生環境 ルーガンビル市役所ゴミ収集車整備

計画
ルーガンビル市役所 2006年 7 月 7 日 9,158,055

民生環境 タカカ地区飲料水供給計画 タカカ共同体 11月30日 9,096,117
医療保健 ビラ中央病院医療廃棄物焼却炉整

備計画
ビラ中央病院 2007年 1 月26日 9,945,600

教育研究 ビラ・イースト小学校校舎建設計画 ビラ・イースト小学校 1 月27日 7,958,811
パラオ 教育研究 コロール小学校複合教育施設整備

計画
コロール小学校 2006年11月29日 7,188,249

フィジー 民生環境 ラミ町ゴミ収集車整備計画 ラミ町役場 2006年 8 月18日 8,667,657
教育研究 ロトゥマ島教育機関整備計画 ロトゥマ島役場 9 月12日 3,619,932
教育研究 ボトゥアレブ中高等学校整備計画 ボトゥアレブ中高等

学校
9,733,590

民生環境 ランビ島ゴミ収集車整備計画 ランビ島役場 3,442,665
教育研究 ランバサ・アリヤ中・高等学校職業訓

練コース整備計画
ランバサ・アリヤ中・
高等学校

11月 1 日 6,957,036

教育研究 サラスワティ・マノザ小・中学校整備
計画

サラスワティ・マノザ
小・中学校

7,510,815

教育研究 フィジー職業訓練学院モデルプラント
整備計画

フィジー職業訓練学
院

9,599,502

教育研究 ナカシ中・高等学校整備計画 ナカシ中・高等学校 9,813,732
医療保健 ビチレブ島中古救急車整備計画 セント・ジョン・アソシ

エーション
11月17日 2,674,878

教育研究 コロブト小学校整備計画 コロブト小学校 3,686,421
民生環境 デライトンガ村給水施設整備計画 デライトンガ村委員

会
2007年 3 月 2 日 6,393,156

医療保健 バ・メソジスト・ミッション病院中古救
急車整備計画

バ・メソジスト・ミッショ
ン病院

2,457,984

マーシャル 通信運輸 ナムリック環礁海上輸送改善計画 ナムリック環礁地方
政府

2006年10月24日 5,695,965

医療保健 マエ診療所改築計画 マーシャル諸島共和
国保健省

11月 7 日 9,238,197

医療保健 ルコノール診療所改築計画 マーシャル諸島共和
国保健省

9,238,197

教育研究 ジャブロ学校改築計画 ジャブロ学校 12月 6 日 9,277,380
民生環境 エボン環礁コミュニティセンター建設

計画
エボン環礁地方政府 2007年 1 月 9 日 9,954,480

教育研究 リタ・バプティスト教会小学校改築計
画

リタ・バプティスト教会
小学校

2 月27日 8,973,129

ミクロネシア 教育研究 ソケース・ポー小学校果樹植林計画 ソケース・ポー小学校 2006年12月14日 114,219
（ヨーロッパ地域）
クロアチア 教育研究 ドゥラジュ小学校教育機材整備計画 ドゥラジュ小学校 2007年 3 月 6 日 3,262,368

民生環境 ベンコヴァツ町給水車整備計画 ベンコヴァツ町 9,944,456
医療保健 ヴォチン町診療所医療機材整備計

画
ヴィロヴィティツァ・ポ
ドラヴィナ県病院

7,771,720

セルビア 医療保健 ナロドニ・フロント大学産科婦人科病
院医療機材整備計画

ナロドニ・フロント大学
産科婦人科病院

2006年12月 6 日 9,945,272

医療保健 セルビア・クリニック・センター胸部・結
核研究所病院医療機材整備計画

セルビア・クリニック・
センター胸部・結核
研究所病院

12月28日 7,893,168

医療保健 ピロット・ヘルスセンター医療機材整
備計画

ピロット・ヘルスセン
ター

9,865,712
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セルビア 医療保健 ドラギシャ・ミショヴィッチ病院医療機

材整備計画
ドラギシャ・ミショヴィッ
チ病院

2006年12月28日 9,434,864

医療保健 ズビン・ポトク保健センター救急車お
よび医療機材整備計画

ズビン・ポトク保健セ
ンター

2007年 2 月 9 日 9,554,272

教育研究 ノビ・パザール市デサンカ・マクシモ
ビッチ小学校体育館整備計画

ノビ・パザール市デサ
ンカ・マクシモビッチ
小学校

2 月16日 7,924,992

民生環境 ゼムン区成人身体障がい者施設に
対する特殊車両および機材整備計
画

ゼムン区成人身体障
がい者施設

9,483,008

教育研究 ディミトロブグラード市モシャ・ピヤデ小
学校校舎修復計画

ディミトロブグラード市
モシャ・ピヤデ小学校

3 月 9 日 9,734,744

教育研究 ベラ・パランカ市リュプツェ・シュパナッ
ツ小学校暖房設備修復計画

ベラ・パランカ市リュ
プツェ・シュパナッツ
小学校

7,195,080

医療保健 クニャジェバツ・ヘルスセンター医療
機材整備計画

クニャジェバツ・ヘル
スセンター

9,429,832

ブルガリア 民生環境 国立視覚障がい者図書館点字印刷
機材整備計画

国立視覚障がい者
図書館

2007年 1 月23日 4,148,000

民生環境 チェロペッチ村自治体ゴミ収集機材
整備計画

チェロペッチ市チェロ
ペッチ村自治体

4,869,752

医療保健 アセノフグラッド総合病院人工呼吸
器およびベッドサイドモニター整備計
画

アセノフグラッド総合
病院

5,493,040

教育研究 ネデリノ市ネデリノ町第一幼稚園改
修計画

ネデリノ町第一幼稚
園

4,029,680

教育研究 ネデリノ市ネデリノ町第二幼稚園改
修計画

ネデリノ町第二幼稚
園

3,857,776

民生環境 ヤスナ・ポリャナ村身体障がい者老人
ホーム厨房等改修計画

プリモルスコ市ヤス
ナ・ポリャナ村身体障
がい者老人ホーム

5,633,664

民生環境 バルダルスキ・ゲラン村孤児院改修
計画

ビャラ・スラティナ郡
バルダルスキ・ゲラン
村孤児院

6,829,240

教育研究 ソフィア市ラコフスキ第120小・中学
校改修計画

ラコフスキ第120小・
中学校

3 月12日 2,664,104

教育研究 シューメン市ディミタル・ブラゴエフ第
三小・中学校改修計画

ディミタル・ブラゴエフ
第三小・中学校

4,418,368

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

民生環境 電化によるドルヴァル帰還持続支援
計画

ドルヴァル市 2006年12月26日 9,898,352

農林水産 農業振興によるコライ帰還持続支援
計画

農業組合ベハール 2007年 2 月 6 日 8,361,008

農林水産 テスリッチ養鶏所支援による所得創
出計画

市民団体ボナ・フィデ 2 月14日 9,416,640

農林水産 家畜市場再建によるスレブレニツァ
帰還持続支援計画

市民団体オルヒデヤ  3 月 2 日 8,794,848

農林水産 農業振興によるスレブレニツァ帰還
持続支援計画

女性支援団体ポドリ
ニエ1

9,970,704

マケドニア 教育研究 ブルヴェニツァ自治体小学校修繕計
画

ブルヴェニツァ自治
体

2007年 2 月23日 7,533,584

モンテネグロ 教育研究 プリェヴリャ市リスタン・パヴロヴィッチ
小学校およびサルコ・アリコヴィッチ
小学校校舎整備計画

プリェヴリャ市 2007年 2 月 6 日 9,889,648

第７章 2006年度二国間援助案件リスト
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
（NIS地域）
アゼルバイジャ
ン

教育研究 ガフ地区イバフリ村学校建設計画 アゼルバイジャン地
域開発調査・訓練・
人材センター（CDセ
ンター）

2006年11月14日 9,985,449

民生環境 イミシリ地区ボシュチャラル村飲料水
供給計画

オイスカ　アゼルバイ
ジャン

5,923,737

医療保健 ハチマズ地区検疫所鳥インフルエン
ザ対策強化計画

ハチマズ地区検疫所 6,211,227

医療保健 レンカラン地区検疫所鳥インフルエン
ザ対策強化計画

レンカラン地区検疫
所

9,475,848

医療保健 サビラバード地区動物検疫所鳥イン
フルエンザ対策強化計画

サビラバード地区動
物検疫所

9,944,712

医療保健 イミシリ地区検疫所鳥インフルエンザ
対策強化計画

イミシリ地区検疫所 8,172,153

医療保健 ナヒチバン自治共和国動物検疫所
鳥インフルエンザ対策強化計画

ナヒチバン自治共和
国動物検疫所

6,751,797

医療保健 ハンラル地区動物検疫所鳥インフル
エンザ対策強化計画

ハンラル地区動物検
疫所

9,157,833

教育研究 ガバラ地区コツクル村学校建設計画 アゼルバイジャン地
域開発調査・訓練・
人材センター（CDセ
ンター）

2007年 1 月22日 9,989,889

医療保健 ガデベイ地区ダズ－ラスル村診療所
建設計画

カウンターパート・アゼ
ルバイジャン

9,979,899

農林水産 バルダ地区5か村かんがい設備整備
計画

オックスファム　アゼ
ルバイジャン

2 月27日 9,937,830

教育研究 クルダミル地区シギルリ村学校改修
計画

アゼルバイジャン青
年啓発協会

9,977,790

教育研究 グバ地区ダグリ村学校改築計画 カトリック救済サービ
ス　コーカサス

9,990,000

教育研究 イミシリ地区ボシュチャラル村学校建
設計画

開発2006（社会支
援公共協会）

9,968,244

教育研究 ギャンジャ市第1寄宿学校設備整備
計画

ラビリント 8,257,290

教育研究 シェキ市キシュラク地区第17中等学
校改築計画

シェキ手芸協会 9,990,000

アルメニア 民生環境 ゴシュ村およびマルチュニ村における
地滑り災害管理計画

ムヒタル　ゴシュ 2006年 8 月18日 8,908,194

ウクライナ 医療保健 ジトーミル州ナロジチ地区チェルノブイ
リ事故放射能汚染地域内中小医療
施設の医療器材改善計画

慈善基金チェルノブ
イリの人質たち

2007年 2 月28日 6,712,281

ウズベキスタン 医療保健 タシケント市第1産科病院機材整備
計画

タシケント市第1産科
病院

2006年 7 月27日 8,467,080

医療保健 スルハンダリヤ州第1病院医療機材
整備計画

スルハンダリヤ州第1
病院

9,504,375

医療保健 スルハンダリヤ州ウズン地区中央病
院機材整備計画

スルハンダリヤ州ウズ
ン地区中央病院

7,081,800

民生環境 タシケント市養護施設生活改善計画 ワールド・ビジョン・イン
ターナショナル－ウズ
ベキスタン

8,519,916
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ウズベキスタン 民生環境 タシケント市障害児童栄養改善計画 ワールド・ビジョン・イン

ターナショナル－ウズ
ベキスタン

2006年 7 月27日 9,170,376

医療保健 タシケント市小児病院機材整備計画 タシケント市小児病
院

10月31日 9,921,180

教育研究 スルハンダリヤ州ボイスン地区第2学
校機材整備計画

スルハンダリヤ州ボイ
スン地区第2学校

7,702,179

教育研究 シルダリヤ州シルダリヤ地区第41学
校機材整備計画

シルダリヤ州シルダリ
ヤ地区第41学校

7,472,520

教育研究 スルハンダリヤ州ウズン地区第18学
校機材整備計画

スルハンダリヤ州ウズ
ン地区第18学校

6,089,904

教育研究 スルハンダリヤ州テルメズ市第14学
校機材整備計画

スルハンダリヤ州テル
メズ市第14学校

6,993,222

教育研究 タシケント州キブライ地区「村落女性
支援センター」機材整備計画

タシケント州キブライ
地区「村落女性支援
センター」

2007年 2 月 6 日 2,239,536

教育研究 カシカダリヤ州カルシ地区第41学校
機材整備計画

カシカダリヤ州カルシ
地区第41学校

6,132,528

教育研究 ナマンガン州チュスト地区第1学校機
材整備計画

ナマンガン州チュスト
地区第1学校

8,195,241

教育研究 フェルガナ州フェルガナ市第28学校
整備計画

フェルガナ州フェルガ
ナ市第28学校

8,299,359

教育研究 タシケント州ピスケント地区女性実業
者協会職業訓練センター機材整備
計画

タシケント州ピスケン
ト地区女性実業者
協会

2,482,959

教育研究 スルハンダリヤ州キジリク地区第2学
校整備計画

スルハンダリヤ州キジ
リク地区第2学校

6,411,249

教育研究 フェルガナ州マルギラン市女性の社
会・経済的保護センター・ベゴイム環
境整備計画

フェルガナ州マルギラ
ン市女性の社会・経
済的保護センター・ベ
ゴイム

3 月13日 1,755,465

教育研究 スルハンダリヤ州クムクルガン地区
第24学校機材整備計画

スルハンダリヤ州クム
クルガン地区第24
学校

6,901,425

教育研究 カシカダリヤ州カルシ地区第25学校
機材整備計画

カシカダリヤ州カルシ
地区第25学校

6,256,848

教育研究 スルハンダリヤ州ジャルクルガン地区
第3学校機材整備計画

スルハンダリヤ州ジャ
ルクルガン地区第3
学校

5,104,002

医療保健 タシケント市ミルゾウルグベク地区第
6産婦人科病院医療機材整備計画

タシケント市ミルゾウ
ルグベク地区第6産
婦人科病院

8,467,080

カザフスタン 民生環境 シングルマザーを支える食堂整備計
画

シングルマザー支援
センター

2006年11月29日 5,606,388

民生環境 パブロダール結核予防療養幼稚園リ
ハビリ用施設改修計画

パブロダール第111
結核予防療養幼稚
園

6,177,594

医療保健 アルマティ市第二小児病院医療機
材整備計画

アルマティ市第二小
児病院

8,963,361

医療保健 パブロダール州立がんセンター顕微
鏡整備計画

パブロダール州立が
んセンター

2007年 3 月 7 日 4,454,430

民生環境 アルマティ市第153中等学校の上
下水設備改修計画

アルマティ市第153
中等学校

7,738,365
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国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
カザフスタン 教育研究 国立職業訓練学校訓練用機材整備

計画
南カザフスタン州・国
立職業訓練学校

2004年 2 月 7 日 9,304,242

民生環境 カザフ系帰還移民のための支援セン
ター建設計画

社会公共団体ベレケ 9,286,704

医療保健 コスタナイ産婦人病院医療機材整
備計画

コスタナイ産婦人病
院

9,392,820

キルギス 医療保健 ビシュケク市乳がん基金診療機材整
備および啓蒙パンフレット増刷計画

乳がん基金 2007年 3 月27日 7,777,215

グルジア 教育研究 ドゥシェティ地区チョポルティ村学校
改修計画

国際ユニオン「イメ
ディ」

2006年 6 月20日 9,829,716

民生環境 トビリシ児童の家・第二棟整備計画 カリタス・グルジア 8,448,321
医療保健 トビリシ市国立ガンセンター婦人科整

備計画
グルジア婦人腫瘍学
会

8 月13日 9,883,107

民生環境 ゴリ市障がい者福祉センター開設計
画

ゴリ障がい者クラブ 2007年 3 月 2 日 9,990,000

教育研究 オズルゲティ職業訓練センター整備
計画

オズルゲティ青年教
員協会

3,412,806

教育研究 ラゴデヒ地区カラジャラ村小中学校
改修計画

雲のない空 9,940,827

農林水産 マルネウリ地区農産物集荷センター
整備計画

農業経営者サービ
ス・センター

6,213,225

タジキスタン 医療保健 ラシュト行政郡ナヴァーバード地区病
院改修計画

ナヴァーバード地区
病院

2006年10月19日 9,377,613

教育研究 ムミナバード行政郡レニングラード地
区第1中等学校改修計画

ムミナバード行政郡
教育局

9,355,080

農林水産 ファイザバード行政郡ブストン地区お
よびメフラバード地区かんがい水路
改修計画

ファイザバード行政
郡

9,311,679

民生環境 消防庁ドゥシャンベ市特別地域消防
支署消防自動車輸送計画

消防庁ドゥシャンベ市
特別地域消防支署

2,528,025

通信運輸 アイニー行政郡道路整地用建設機
材整備計画

アイニー行政郡 11月21日 9,978,345

通信運輸 ルシャン行政郡道路整地用建設機
材整備計画

ルシャン行政郡 9,977,235

通信運輸 タヴィルダラ行政郡道路整地用建設
機材整備計画

タヴィルダラ行政郡 9,978,345

通信運輸 ロシュトカラ行政郡道路整地用建設
機材整備計画

ロシュトカラ行政郡 9,999,435

通信運輸 イシュカシム行政郡道路整地用建設
機材整備計画

イシュカシム行政郡 9,999,435

通信運輸 シュグナーン行政郡道路整地用建設
機材整備計画

シュグナーン行政郡 9,999,990

通信運輸 ダルヴァーズ行政郡道路整地用建
設機材整備計画

ダルヴァーズ行政郡 9,978,345

通信運輸 ヴァンジ行政郡道路整地用建設機
材整備計画

ヴァンジ行政郡 9,977,235

通信運輸 ホログ市道路整地用建設機材整備
計画

ホログ市 9,986,115

通信運輸 ムルガーブ行政郡道路整地用建設
機材整備計画

ムルガーブ行政郡 9,999,990

農林水産 ヒサール行政郡ドゥルバット地区農業
技術訓練普及センター整備計画

ドゥルバット地区 2007年 3 月14日 9,997,770



���

略
語
一
覧

用
語
集

索
引

国名 分野 案件名 被供与団体名 G/C締結日 金額（円）
タジキスタン 農林水産 タヴィルダラ行政郡農業技術訓練普

及センター整備計画
タヴィルダラ行政郡 2007年 3 月14日 9,997,770

農林水産 タジカバード行政郡農業技術訓練普
及センター整備計画

タジカバード行政郡 9,997,770

農林水産 ムーミナバード行政郡農業技術訓練
普及センター整備計画

ムーミナバード行政
郡

9,997,770

医療保健 国境保護国家委員会附属中央病院
医療機材整備計画

国境保護国家委員
会附属中央病院

9,072,030

医療保健 非常事態省附属病院医療機材整備
計画

非常事態省附属病
院

9,616,374

教育研究 イスファラ行政郡第7中等学校改修
整備計画

イスファラ行政郡第7
中等学校

9,358,854

ベラルーシ 医療保健 スラブゴロド地区病院医療機材改善
計画

スラブゴロド地区病
院

2007年 2 月 9 日 8,081,799

医療保健 コスチュコーヴィチ地区病院医療機
材改善計画

コスチュコーヴィチ地
区病院

7,317,564

医療保健 ブィホフ地区病院医療機材改善計
画

ブィホフ地区病院 8,282,265

医療保健 ホイニキ地区病院遠隔診断システム
導入計画

ホイニキ地区病院 2 月21日 7,550,109

第７章 2006年度二国間援助案件リスト
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国　名 決定日 案　件　名
モーリタニア 2006年 4 月25日 モーリタニア・イスラム共和国の選挙プロセスに対する緊急無償資金協力 
スーダン 2006年 5 月16日 ダルフール問題に関するアフリカ連合（AU）の活動に対する緊急無償資金協力
インドネシア 2006年 6 月 2 日 インドネシア・ジャワ島中部における地震被害に対する緊急無償資金協力 
スーダン 2006年 6 月22日 スーダン・ダルフール地域における人道支援に対する緊急無償資金協力
アフガニスタン 2006年 6 月27日 アフガニスタン麻薬対策信託基金への拠出に関する緊急無償資金協力
東ティモール 2006年 7 月 7 日 東ティモール国内避難民に対する緊急無償資金協力
パレスチナ 2006年 7 月13日 医療衛生状況の改善及び雇用創出のための緊急支援
ミャンマー 2006年 7 月21日 ミャンマーにおけるポリオ予防接種実施に対する緊急無償資金協力
レバノン 2006年 8 月 8 日 レバノンにおける人道支援に対する緊急無償資金協力
ニカラグア 2006年 8 月15日 ニカラグア選挙プロセスに対する緊急無償資金協力
コンゴ民主共和国 2006年 9 月22日 コンゴ民主共和国選挙プロセスに対する緊急無償資金協力
レバノン 2006年11月10日 レバノンにおける人道支援に対する緊急無償資金協力
スーダン 2006年12月 1 日 スーダンにおける平和の定着に対する緊急無償資金協力
フィリピン 2006年12月26日 フィリピンのルソン島南部における台風による泥流および洪水災害に対する緊急無

償資金協力
東ティモール 2007年 2 月16日 東ティモールの大統領・議会選挙実施に対する緊急無償資金協力
イラク 2007年 2 月23日 イラクに対する人道復興支援のための緊急無償資金協力
パレスチナ 2007年 3 月 2 日 パレスチナ人の人道状況改善のための支援
ウガンダ・シエラレオネ・
ブルンジ・リベリア

2007年 3 月 2 日 アフリカに対する平和の定着支援

ボリビア 2007年 3 月 2 日 ボリビアにおける集中豪雨被害に対する緊急無償資金協力
ネパール 2007年 3 月16日 ネパールに対する緊急人道支援のための緊急無償資金協力

④ 緊急無償

④ 緊急無償
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（交換公文締結日ベース）

国名 プロジェクト名 交換公文締結日
（現地時間）

限度額
（百万円）

（東アジア地域）
中国 中国教育テレビ局に対する一般文化無償 2006年11月 7 日 35.4
モンゴル カラコルム博物館建設計画 2006年 8 月10日 297.0

（南西アジア地域）
ネパール ネパール国営テレビ番組ソフト整備計画 2007年 3 月16日 26.6

（中央アジア及びコーカサス地域）
タジキスタン タジキスタン国営テレビ・ラジオ委員会移動中継車用機材整備計画 2006年 6 月13日 45.9

（中東地域）
エジプト カイロ大学に対する日本語学習機材整備計画 2006年12月25日 46.3

（アフリカ地域）
アルジェリア アルジェリア国立図書館移動図書館車整備計画 2006年 7 月 3 日 77.0
カメルーン 国立アマドゥ・アヒジョー総合スタジアム改修計画 2006年 6 月20日 299.0
ギニア ギニア・ラジオ・テレビ局番組ソフト整備計画 2006年 7 月 7 日 36.3
ケニア ケニヤッタ大学日本語学習機材整備計画 2006年 7 月 4 日 38.5

（中南米地域）
ウルグアイ ソリス劇場音響及び視聴覚機材整備計画 2007年 1 月30日 35.6
エクアドル 国際ラテンアメリカ情報高等研究センター映像及び音響機材整備計画 2006年 6 月21日 52.6
エルサルバドル サンミゲル市フランシスコ・ガビディア国立劇場音響及び視聴覚機材

整備計画
2006年10月23日 38.7

キューバ ハバナ市歴史事務所プラネタリウム機材整備計画 2006年 8 月14日 50.0
コスタリカ 国立音楽センター楽器整備計画 2006年 6 月 2 日 55.9

コスタリカ・スポーツ・レクリエーション庁柔道器材整備計画           11月15日 25.9
コロンビア トリマ県音楽院楽器整備計画 2007年 2 月 9 日 70.0
ベネズエラ 科学博物館文化財保護分析および視聴覚機材整備計画 2007年 3 月22日 46.8
ペルー チャビン国立博物館建設計画 2006年11月 9 日 298

（ヨーロッパ地域）
ウクライナ ソロヴェネンコ記念ドネツク・オペラ・バレエ劇場照明機材整備計画 2006年 7 月 1 日 73.9
ブルガリア ブルガリア国営ラジオ交響楽団に対する一般文化無償 2006年10月 5 日 50.7

⑤ 一般文化無償

⑤ 一般文化無償




