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� （単位：円）

国 G/C締結日 案件名 被供与団体名 G／C締結額
東アジア地域
カンボジア 2010年 2月25日 スバイアントー郡保健行政区コミュニティに

おける母子保健プロジェクト（3年次）
特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会 28,370,217

2010年 1月28日 カンボジア国医療リハビリセンターに対する
障害児用車椅子供与計画

特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会 302,262

2009年11月26日 カンボジア国クラチェ州における保健医療
サービス向上事業

財団法人
国際開発救援財団 16,498,437

2009年10月 8日 カンボジア・コンポンチャム州等における不発
弾処理事業

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 85,406,673

2009年 9月17日 カンボジア国コンポントム州母子保健改善事
業

特定非営利活動法人
ピープルズ・ホープ・ジャパン 7,809,151

2009年 9月17日 地域住民による知的障害者支援事業（第2年次） 社団法人
日本発達障害福祉連盟 9,002,303

2009年 7月21日 カンボジア国ココン州青年男女の能力向上事
業（第二期）

財団法人
ケア・インターナショナルジャパン 29,910,788

2009年 7月15日 2009年バッタンバン州における地雷処理・地
域復興事業

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 85,249,701

ミャン マ ー 2010年 2月17日 ミャンマーにおける母乳・補助食の栄養指導と
生計向上支援事業

社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 25,371,474

2010年 2月 5日 ミャンマー連邦パコク郡31村における
「Healthy Village」プロジェクト（フェーズ1）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構 22,295,688

2010年 2月 1日 コーカン特別区ターシュウェタン地域保健セ
ンター整備事業

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構 13,269,874

2010年 1月26日 ピンニャタットパン僧院付属小中学校建設計
画

特定非営利活動法人
南東アジア交流協会 8,894,695

2009年11月12日 ミャンマー中央乾燥地における持続的な井戸
給水システムをめざした生活用水供給事業

特定非営利活動法人
ブリッジ　エーシア　ジャパン 43,188,299

2009年 9月16日 ミャンマー連邦エヤワディ管区サイクロン被
災村における学校校舎再建事業

特定非営利活動法人
ブリッジ　エーシア　ジャパン 27,169,222

2009年 6月22日

ミャンマー連邦エヤワディ管区における生計
支援事業

特定非営利活動法人
難民を助ける会 31,008,489

エヤワディ管区におけるシェルター型学校再
建・防災ワークショップ事業

特定非営利活動法人
ジェン 33,884,748

2009年 6月 9日 ヤンゴン市への中古ゴミ収集処理車両の供与
計画

特定非営利活動法人
セーブ・ザ・ライフ 584,057

フィリピ ン 2010年 2月 9日 ヌエバ・ビスカヤ州重要水源地における住民参
加型森林管理支援プロジェクト（第3年次）

特定非営利活動法人
ジーエルエム・インスティチュート 29,999,986

2009年11月 3日 コミュニティの再生と平和構築の拠点として
の学校とコミュニティの機構の強化

特定非営利活動法人
オックスファム・ジャパン 12,850,589

2009年 7月23日 フィリピン・マニラ市および近郊養護施設に対
する障害児用車椅子供与計画

特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会 307,510

2009年 5月27日 フィリピン国マニラ首都圏都市貧困地域にお
ける結核対策プロジェクト　PhaseⅡ

財団法人
結核予防会 31,232,278

タ イ 2010年 1月22日 タイの職場におけるHIV／AIDSトレーナー育
成プロジェクト・フェーズ2

財団法人
国際労働財団 8,985,782

2009年10月16日 タイ国チェンライ県メーサイ病院に対する中
古医療器械供与計画

財団法人
日本国際親善厚生財団 1,744,650

NGOが実施する開発援助関連事業への支援

図表 30 2009年度地域・国別日本NGO連携無償資金協力

1　実績

第 6節
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第 2章�日本の政府開発援助（ODA）実績
NGOが実施する開発援助関連事業への支援　　1.実績

タ イ 2009年 8月27日 チェンマイ近郊少数民族の生活向上プロジェ
クト（第2期）

特定非営利活動法人
All Life Line Net 12,534,543

2009年 5月26日 伝統文化継承のためのノンフォーマル教育支
援事業（図書館事業）フェーズ3

社団法人
シャンティ国際ボランティア会 13,554,933

2009年 5月22日 タイ・ラオス国境地域におけるHIV/AIDS予防
啓発およびケア・サポートプロジェクト（2年次）

特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会 15,454,243

ラ オ ス 2010年 3月10日 ラオス・ペック郡等における不発弾処理事業
（第2次）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 92,782,812

2010年 2月 3日 ラオスサワナケート県における持続的農業に
よる生活改善プロジェクト（第2期）

特定非営利活動法人
日本国際ボランティアセンター 12,458,571

2009年11月12日 セコン県における子ども文化センターの設立
と少数民族の子どもの発達支援

特定非営利活動法人
エファジャパン 10,188,966

2009年11月 6日 ラオス国医療リハビリセンターに対する障害
児用車椅子供与計画

特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会 346,244

2009年 9月10日 小学校における図書活用強化事業 特定非営利活動法人
ラオスのこども 10,371,379

2009年 5月20日 ラオス国における公共図書館推進事業 社団法人
シャンティ国際ボランティア会 20,347,032

インドネシア 2009年 9月17日 インドネシアにおけるナンヨウアブラギリの
複合的利用による環境保全型地域開発（第2期）

特定非営利活動法人
APEX 49,999,908

東ティモール 2010年 2月 9日 東ティモール民主共和国4県における青少年の
健全育成及び教育支援事業（第3期）

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 23,856,448

2009年 5月22日 エルメラ県内の小学校における保健教育プロ
ジェクト（1年次）

特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会 14,658,857

ベ ト ナ ム
2009年 6月3日

ベトナムの視覚障害者自立支援－IT（情報技
術）による点字図書の普及と人材育成プロジェ
クト

特定非営利活動法人
民族フォーラム 12,230,632

中 国 2010年 3月 8日 中国の小学校における学習環境改善プロジェ
クト

特定非営利活動法人
フォーエヴァーグリーン 5,486,501

南西アジア地域
イ ン ド 2009年12月10日 インド、カルナータカ州ビジャプール地区シ

ンダギ区における職業訓練学校建設事業
社団法人
アジア協会アジア友の会 11,002,145

スリラン カ 2009年 9月 8日 バティカロア県における帰還民生計回復支援
事業（第2フェーズ）

特定非営利活動法人
ジェン 32,116,842

2009年 8月11日 スリランカ東部トリンコマレ県における幼い
子どものケア事業

社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 20,785,194

バングラデシュ 2009年12月 1日 家事使用人として働く少女支援プロジェクト 特定非営利活動法人
シャプラニール＝市民による海外協力の会 6,614,719

2009年10月 2日 バングラデシュ国ピロジュプール県における
青少年の経済的自立支援および教育支援事業

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 17,343,415

パ キスタン 2010年 2月16日 ホト村・パコラ村（ブラッルド川上流辺境村）の
教育および衛生環境整備

特定非営利活動法人
ヒマラヤン・グリーン・クラブ 16,751,920

2010年 1月20日 パキスタン国北西辺境州における教育環境整
備事業（第1フェーズ）

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 26,253,590

2009年10月29日
パキスタン国北西辺境州において地震の影響
を受けた青少年への教育支援および自立支援
事業（第3フェーズ）

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 10,866,582

2009年 6月24日 パンジャブ州マリー地区郊外水道改良事業（第
1次）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 27,958,114

ネ パ ー ル 2010年 2月11日 武力紛争の影響下にある子どものための教育
事業（第3年次）

社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 9,086,454

2010年 1月25日 都市で働く子どもたちへの貧困状況緩和プロ
ジェクト～第2期～

特定非営利活動法人
シャプラニール＝市民による海外協力の会 7,076,718

中東地域
アフガニスタン

2009年12月14日
アフガニスタン国パルワン県チャリカ地区の
学校における給水施設の設置・衛生施設の改
善・衛生教育事業

特定非営利活動法人
ジェン 40,367,434
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アフガニスタン 2009年12月 7日 ナンガルハール県における初等教育改善計画 社団法人
シャンティ国際ボランティア会 67,719,599

2009年10月23日 ナンガルハール県北東部における女性と子ど
ものための地域保健改善支援事業第3期

特定非営利活動法人
日本国際ボランティアセンター 34,529,504

2009年 8月 4日 パルワン県バグラム郡における地雷・不発弾処
理事業（2009）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 86,479,202

2009年 6月29日 アフガニスタン・イスラム共和国における地雷
回避教育事業

特定非営利活動法人
難民を助ける会 57,458,607

パレスチナ 2010年 2月10日 パレスチナでの心理サポートにかかわる人材
育成（第3フェーズ）

特定非営利活動法人
パレスチナ子どものキャンペーン 17,679,744

2009年11月24日 パレスチナ西岸地区におけるオリーブ害虫対
策と女性グループの貧困削減

社団法人
日本国際民間協力会 29,007,581

ヨ ル ダ ン 2010年 3月 8日 ヨルダン南シューナ郡における女性の自立の
ための洋裁技術職業訓練事業

特定非営利活動法人
リボーン・京都 16,565,794

2009年 9月13日 ヨルダン南シューナ郡における女性の自立支
援事業（フェーズ2）

社団法人
日本国際民間協力会 24,129,089

イ ラ ク 2010年 3月16日 イラク共和国ニナワ州アクレ郡における小学
校増築修復事業

特定非営利活動法人
ピースウィンズ・ジャパン 27,828,535

2009年11月17日 イラク中部の小中学校における教育環境整備
および衛生促進事業

特定非営利活動法人
ジェン 96,178,575

2009年 8月20日 イラク共和国ドホーク州ザホ市における小学
校増築修復事業

特定非営利活動法人
ピースウィンズ・ジャパン 37,223,126

イ ラ ン
2009年 7月23日

イラン・イスラム共和国における、イラン人貧
困層およびアフガニスタン難民のための「就
職・帰還支援センター」設立・運営事業

社団法人
日本国際民間協力会 19,834,529

NIS諸国
タジキスタン 2010年 1月15日 障害者リハビリテーション総合病院の機能強

化による障害者医療サービス向上事業
特定非営利活動法人
難民を助ける会 29,435,958

中東欧
マ ケドニ ア 2010年 1月11日 異なる民族間の交流促進／スツルガ市の小学

生による共同清掃とワークショップ事業
特定非営利活動法人
日本紛争予防センター 18,312,723

アフリカ地域
中央アフリカ 2010年 2月24日 HIV・AIDS患者を対象としたマイクロクレジッ

ト
特定非営利活動法人
NGOアフリカ友の会 3,605,745

南 アフリカ 
共 和 国 2010年 2月22日 南アフリカ共和国へ中古移動図書館車を寄贈

する事業
特定非営利活動法人
サペーシ・ジャパン 8,360,334

ジブチ共和国 2010年 2月10日 ジブチ共和国におけるソマリア・エチオピア難
民リファラル強化事業（フェーズ2）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構 29,917,380

ギニア・ビサウ
共 和 国 2009年12月11日 ギニア・ビサウ共和国の離島および僻地村落に

対する緊急連絡無線網の建設計画
特定非営利活動法人
国際アマチュア無線ボランティアズ 8,954,936

ケ ニ ア
2009年12月10日

ムインギ県ヌー郡・ムイ郡・グニ郡におけるエ
イズから子どもを守る社会を形成するための
エイズ教育事業

特定非営利活動法人
アフリカ地域開発市民の会 20,289,043

マ ラ ウ イ 2009年11月 5日 マラウイ共和国中部ンコタコタ県における保
健・医療・衛生および栄養改善事業（フェーズ2）

社団法人
日本国際民間協力会 49,999,908

2009年 8月14日 マラウイ共和国ムジンバ県における地域開発
活性化に向けた農村支援プロジェクト

社団法人
青年海外協力協会 10,358,916

ベ ナ ン 2009年11月 2日 ベナン共和国ゼ郡における母子保健センター
建設

特定非営利活動法人
ハンガー・フリー・ワールド 19,841,965

ザ ン ビ ア
2010年 2月9日

ザンビア国における住民主導による結核／
HIVコミュニティDOTS対策プロジェクト
フェーズII

財団法人
結核予防会 40,954,036

2009年11月 3日 マゴエ地区小規模酪農業普及支援事業 特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン 27,966,560

2009年10月14日 ザンビア共和国チパパ地域におけるHIV／エ
イズ対策プロジェクト

特定非営利活動法人
難民を助ける会 28,265,157

タンザ ニア 2009年 8月12日 タンザニア首都ダルエスサラーム市内養護施
設へ障害児用車椅子供与計画

特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会 590,959
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第 2章�日本の政府開発援助（ODA）実績
NGOが実施する開発援助関連事業への支援　　1.実績

ア ン ゴ ラ 2009年 5月26日 平成21年度アンゴラ共和国ベンゴ州における
地雷処理・地域復興支援事業

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 99,999,919

レ ソ ト 2009年 4月30日 レソト国センク川渓谷における栄養改善と農
村開発事業（第1期）

財団法人
ケア・インターナショナルジャパン 20,792,404

マ リ 2009年 5月29日 クリコロ地域初等教育普及事業 特定非営利活動法人
カラ＝西アフリカ農村自立協力会 14,731,002

ジンバブエ 2009年 6月 5日「アフリカ女子大学」への学生用大型バス寄贈
計画

特定非営利活動法人
エコークラブ・インターナショナル 2,929,110

中南米地域
グ アテマラ 2009年10月 8日 バハ・ベラパス県プルラ郡における基礎教育改

善事業（第2期）
財団法人
日本フォスター・プラン協会 27,690,829

ペ ル ー 2009年10月16日 ペルー地震被災者復興のため基礎教育施設の
再建

特定非営利活動法人
ADRA Japan 29,783,377

計 35か国、1地域  ／  81件  ／  47団体 2,081,245,215
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2009年度 （単位：円）

申請団体 事業区分 実施国 実績額
（財）オイスカ 組織運営・活動能力向上事業 日本 9,534,913 

組織運営・活動能力向上事業 日本 9,696,800 
プロジェクト企画調査事業 ミャンマー 355,238 

19,586,951 
（特活）国境なき子どもたち プロジェクト企画調査事業 シリア 382,428 

382,428 
（財）国際開発救援財団 プロジェクト企画調査事業 ネパール 993,191 

993,191 
（特活）名古屋ＮＧＯセンター 組織運営・活動能力向上事業 日本 996,840 

996,840 
（特活）難民を助ける会 プロジェクト企画調査事業 ラオス 582,280 

582,280 
（特活）ピースビルダーズ プロジェクト企画調査事業 ルワンダ 468,755 

468,755 
（特活）BHNテレコム支援協議会 プロジェクト企画調査事業 ラオス 571,654 

571,654 

（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン プロジェクト評価事業 アゼルバイジャン 
タンザニア 847,557 

プロジェクト評価事業
インド、ウガンダ 
タンザニア 
エルサルバドル

1,115,391 

1,962,948 
8団体11件 25,545,047 

図表 31 NGO事業補助金事業実績（団体別）
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第 2章�日本の政府開発援助（ODA）実績
NGOが実施する開発援助関連事業への支援　　1.実績

2009年度 （単位：百万円）

省庁 事業名（金額） 2009年度

外 務 省

草の根・人間の安全保障無償資
金協力

（11,813）

開発途上国において地方自治体、NGO等が実施する人間の安全保障の理念を踏まえた小規
模な草の根レベルの事業に対し、必要な資金を供与する無償資金協力。

日本NGO連携無償資金協力
（2,081）＊

日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発協力プロジェクトに対して資金
供与を行うもの。

NGO事業補助金
（26）

開発途上国においてNGOが実施する開発協力事業に関連し、NGOが行うプロジェクト企画
調査、プロジェクト評価および組織運営・活動能力向上を目的とする研修会、講習会の実施等、
NGOの事業促進に資する活動の支援を行う。

NGO活動環境整備事業
（142） 日本のNGOの事業実施能力や専門性の向上につながる活動に対して支援を行う。

農林水産省

海外農林業協力NGO等活動
促進事業

（32）

海外で農林業協力活動を実施しているNGOを支援するため、NGOの活動現場への専門家派
遣やNGOを対象とした研修・ワークショップ等を行う。

国民参加海外森づくり事業
（52）

NGO・国民参加型の民間協力による海外植林を推進するため、①海外林業に関する情報提
供および国際ワークショップの開催等による情報交換、②小規模植林モデル林の造成および
NGO等の植林プロジェクト形成能力強化に対する支援を実施する。

国土交通省 民間協力支援事業
（9）

運輸部門の国際協力において、政府ベースでは行き届かないきめ細かい草の根活動を行ってい
るNGO等に対して、国際協力プロジェクトに参加する専門家の派遣費や現地における活動費に
対する支援を行う。

＊　その他に、ジャパン・プラットフォームを通じた緊急人道支援がある。

図表 32 各省庁のNGO関連事業概要と実績
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1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

1989年度、NGO事業補助金として創設。
● 経緯・目的

日本のNGOが開発途上国で実施する開発協力プロジェ
クトを支援するために1989年度に導入された。以後、
NGOプロジェクトを支援する主要な制度として長年にわ
たり大きな役割を果たしてきたが、行政改革に伴う国庫
補助金の廃止・削減の一環として、開発協力事業のうち事
業促進支援を除くその他の支援については、2003年度を
もって終了した。

2．事業の仕組み
● 概　要

本補助金は、日本のNGOが開発途上国で行う開発協力
活動に対し、その事業費の一部を補助する制度である。

本補助金の1件当たりの交付額は、原則として50万円
以上200万円以下とし、交付要綱に定める補助対象事業
に基づきNGOが申請した事業に対し、当該総事業費の
2分の1以下かつ補助金交付要綱に定める補助対象経費の
範囲で、交付額が決定される。

本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律（昭和30年法律第179号）」に基づき実施される。

2010年の補助対象事業は、次のとおりである。
⑴　プロジェクト企画調査事業
⑵　プロジェクト評価事業
⑶　組織運営・活動能力向上事業

● 審査・決定プロセス
毎年、年度当初に公募（外務省政府開発援助ホームペー

ジ等に掲載）し、補助金申請の受付を行う。
本補助金の申請は、NGOから外務大臣（主管：国際協力

局民間援助連携室）に対して申請書および添付書類等の提
出をもって行われ、外務省において下記の諸条件等に基
づき申請事業が審査され、補助金の交付が決定される。
⑴　補助対象団体

日本のNGOで、原則として次の要件をみたす団体。
ア　開発途上国における開発協力事業を主な活動目的

とし、法人格を有する日本のNGO。（登記上、法人
本部の住所が日本国内にあるNPO法人または公益法
人であること）

イ　団体として、補助金適正化法等に基づく事業を実
施し、管理する能力を有すること。

ウ　政治的、営利的および宗教的活動は類似の行為も
含めて一切行っていないこと。

⑵　対象事業の選定基準
ア　事業の実施を通じて、当該NGOが開発途上国にお

いて行う草の根レベルの開発協力事業の効率性・効果
性を高めることができること。

イ　組織運営・活動能力向上支援事業については、当該
NGOが十分な実施体制を有していること。

ウ　事業の実施にあたっては、ジェンダーの観点等に
配慮していること。

⑶　事業実施期間
日本政府の当該会計年度内に終了することを要する。

国際開発協力関係民間公益団体補助金（NGO事業補助金）

2　事業の概要 第 7節




