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

1. 実績

2011年度地域・国別日本NGO連携無償資金協力図表28

NGOが実施する開発援助関連事業への支援第6節

1  実績

� （単位：円）

国　名 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
ミャンマー 2012年� 3月� 5日 母と子のための地域に根ざした総合的な

母子保健事業
公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 78,340,228

2012年� 2月21日 パコク郡西部における「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 27,814,379

2012年� 2月14日 移動式防災教室を用いた防災教育事業
（第2年次）

特定非営利活動法人
SEEDS�Asia 17,557,259

2012年� 1月31日 ヤンゴン管区における障害者のための就
労・就学促進事業

特定非営利活動法人
難民を助ける会 53,479,334

2011年� 9月28日 母乳・補助食の栄養指導と生計向上支援
事業（第2期）

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 27,891,238

2011年� 8月� 9日 南シャン州タンテ地域における農業環境
整備事業

特定非営利活動法人
地球市民の会 46,438,237

2011年� 7月� 1日 コーカン自治地域における母子保健事業
（フェーズ2）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構 36,747,831

2011年� 6月� 1日 ミャンマー視覚障害者自立支援事業
（第2期）

特定非営利活動法人
ジャパンハート 38,841,220

2011年� 5月31日 ミャンマー連邦メティラ郡における生計
向上プログラム（フェーズ2）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構 12,222,670

2011年� 5月16日 ナマウ僧院付属タケタNo.1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 14,628,984

ラオス 2012年� 3月� 9日 障害者のためのバリアフリー環境促進及
び就労支援事業

特定非営利活動法人
難民を助ける会 38,024,449

2012年� 2月22日 シェンクワン県におけるクラスター爆弾
を含む不発弾被害者支援事業（第2期）

特定非営利活動法人
難民を助ける会 32,025,137

2012年� 2月20日 フワパン県における生活植林等を通じた
生計向上プロジェクト（第2期）

特定非営利活動法人
グリーンフォーラム 12,303,538

2012年� 1月31日 女性・青少年の収入向上のための職業訓
練プロジェクト（第2年次）

特定非営利活動法人
国際協力NGO・IV-JAPAN 10,813,233

2011年10月� 7日 小中学校における図書活用強化事業
（第1期）

特定非営利活動法人
ラオスのこども 11,129,806

2011年� 8月� 2日 アッタプー県における不発弾処理促進事
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 38,647,271

2011年� 6月� 3日 サラワン県ラオンガム郡における不発弾
処理事業（第1期）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 86,058,550

2011年� 5月10日 ラオス障害者就労支援事業 特定非営利活動法人
アジアの障害者活動を支援する会 14,813,427

ベトナム
2012年� 2月14日

母子健康に影響する感染症の予防を目的
とした、地域の保健、衛生、医療従事者
への人材教育

特定非営利活動法人
バイオメディカルサイエンス
研究会�

19,921,305

2011年10月20日
有機農産物の品質・生産技術の向上および
市場アクセスの改善を通じた小規模農家
の生計改善事業

特定非営利活動法人
Seed�to�Table 3,901,849

＊　G／C：贈与契約



62　　2012年版　政府開発援助（ODA）参考資料集 2012年版　政府開発援助（ODA）参考資料集　　63

国　名 G/C 締結日 案件名 被供与団体名 G/C 締結額
ベトナム 2011年� 5月26日 タイグエン省及びホアビン省の赤十字支

部に対する中古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 880,928

カンボジア
2012年� 1月16日

バッタンバン州ラタナックモンドル郡ス
ダウ集合村コクチョー村・アンドックドル
モイ村農道建設事業

特定非営利活動法人
豊かな大地 7,668,774

2011年10月� 7日 2011年度タケオ州等における不発弾処理
促進事業

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 72,458,994

2011年10月5日 リハビリテーションセンター11か所に対
する障害児用中古車椅子供与計画

特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会 897,737

2011年� 9月� 9日 2011年度バッタンバン州における地雷処
理促進事業

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 72,619,283

2011年� 7月14日 コンポントム州母子保健改善に向けた健
康な村づくり事業　フェーズI

特定非営利活動法人
ピープルズ・ホープ・ジャパン 11,667,900

モンゴル
2012年� 3月� 5日

ホブド県を中心とする西部地域への保健
医療支援：口腔疾患分野の医療体制整備
と医療者の育成

特定非営利活動法人
日本口唇口蓋裂協会 19,221,981

2011年� 9月28日 中等理科教育の質の向上プロジェクト
（第1期）

特定非営利活動法人
All�Life�Line�Net 11,587,889

2011年� 8月23日 子どもにやさしい幼稚園推進プロジェクト 公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 31,658,635

2011年8� 月18日 モンゴル国首都空港道路街路樹植林事業
に伴う「植林技術訓練・苗床事業」

特定非営利活動法人
日本モンゴル親善協会 10,608,622

東ティモール 2012年� 2月20日 東ティモール自動車整備士養成事業
（第2期）

特定非営利活動法人
日本地雷処理・復興支援センター 47,130,306

2011年� 8月� 5日 エルメラ県の小学校における保健教育プ
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 22,989,857

フィリピン
2012年� 3月� 8日

ヌエバ・ビスカヤ州における有機・減農薬
農産物の生産を通じた貧困農民の生計向
上支援（第1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

42,571,511

2012年� 2月20日
気候変動適応のための小規模農業施設の
建設

特定非営利活動法人
オックスファム・ジャパン 35,534,407

2012年� 1月19日
ミンダナオ島先住民族の子どもたちの地
域開発プロジェクト（フェーズ1）

特定非営利活動法人
アジア日本相互交流センター・
ICAN

18,644,076

2011年11月� 3日
ミンダナオ島紛争地ピキットにおける教
育を通じた平和構築事業（フェーズ1）

特定非営利活動法人
アジア日本相互交流センター・
ICAN

49,999,755

2011年10月14日 マニラ近郊の障害児支援施設に対する障
害児用中古車椅子供与計画

特定非営利活動法人
海外に子ども用車椅子を送る会 801,180

タイ 2011年11月� 1日 生態系保全型統合農法を推進する村づく
り（第2期）

特定非営利活動法人
地球と未来の環境基金 15,644,475

2011年11月� 1日 チェンマイ県　子宮頸がん・乳がん早期発
見・適切治療推進事業（第2期）

特定非営利活動法人
ピープルズ・ホープ・ジャパン 10,023,750

インドネシア 2012年� 2月27日 零細漁民のための持続可能な生活向上プ
ログラム（第1期）

特定非営利活動法人
All�Life�Line�Net 5,345,359

南西アジア地域
インド 2012年� 3月12日 ビハール州における村落開発事業 特定非営利活動法人

ICA文化事業協会 29,506,269

パキスタン 2012年� 3月� 9日 ムザファルガール県生計向上及び水・衛生
環境改善事業

公益社団法人
日本国際民間協力会 25,863,623

2012年� 2月29日 マンセラ郡における教育環境整備・向上を
通じた学校教育強化事業（第2期）

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 81,346,191
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第2章　日本の政府開発援助（ODA）実績
第6節 NGOが実施する開発援助関連事業への支援

1. 実績

国　名 G/C 締結日 案件名 被供与団体名 G/C 締結額
パキスタン 2011年� 9月15日 マンセラ郡における教育環境整備・向上を

通じた学校教育強化事業（第1期）
特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 44,443,990

2011年� 6月28日 パンジャブ州マリー地区郊外水道改善事
業

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 37,913,822

バングラデ
シュ 2011年11月14日

チッタゴンにおける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

5,285,104

2011年� 7月� 6日
バングラデシュにおける家事使用人とし
て働く少女支援プロジェクト
（第2フェーズ）

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

8,177,857

ネパール
2012年� 1月27日

新生児・妊産婦健康改善のための病院建
設・医療スタッフスキル向上トレーニング
事業（1年次）

特定非営利活動法人
ADRA�Japan 56,529,685

2011年12月27日 ルパンデヒ郡4行政村における住民能力
強化を通じた母子健康増進事業（1年次）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構 41,901,823

2011年11月17日
カトマンズ盆地におけるレストラン児童
労働の予防と削減プロジェクト

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

10,498,351

2011年� 8月17日
住民主体の洪水リスク削減プロジェクト 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

9,965,940

スリランカ 2012年� 2月23日 トリンコマレ県国内避難民再定住地域に
おけるコミュニティ生計支援事業第2期

特定非営利活動法人
ピースウィンズ・ジャパン 53,388,252

2012年� 2月23日 バティカロア県南部における帰還民生計
回復支援事業

特定非営利活動法人ジェン 42,653,072

2011年12月� 1日 トリンコマレ県における幼い子どものケ
ア事業（第3期）

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 48,204,180

中東地域
アフガニス
タン 2012年� 2月� 6日

ナンガルハル県北東部における女性と子
どもの健康を守る住民主体の生活改善事
業（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 46,801,844

2011年11月� 1日 パルワン県における地雷・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 88,486,788

イラク
2011年11月� 1日

イラク中部・北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
（第2フェーズ）

特定非営利活動法人
ジェン 88,619,110

2011年� 7月15日 イラク南部バスラ県におけるコミュニティ
参画型学校修復・運営改善事業（第二期）

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 94,584,986

2011年� 6月� 7日 イラク共和国アルビル州における小学校
改築事業

特定非営利活動法人
ピースウィンズ・ジャパン 73,624,765

イラン
2011年� 9月� 8日

イラン人貧困層及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（フェーズ3）

公益社団法人
日本国際民間協力会 25,881,840

パレスチナ
自治区 2012年� 2月27日

ガザ地区農業セクターの復興と強化、人
材育成と環境保全型農業の普及事業
（第2年次）

特定非営利活動法人
パレスチナ子どものキャン
ペーン

73,342,675

2012年� 1月26日 ヘブロン青少年の心理的ケアのための教
育的市民社会ネットワーク拡充事業

特定非営利活動法人
ピースビルダーズ 19,733,792

2011年12月� 8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
（フェーズ3）

公益社団法人
日本国際民間協力会 34,690,687

2011年11月� 2日 地域主導型パレスチナ自治区西岸地域に
おける青少年育成事業

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 39,640,689
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国　名 G/C 締結日 案件名 被供与団体名 G/C 締結額
ヨルダン 2012年2月27日 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　（フェーズ3）
特定非営利活動法人
リボーン・京都 19,189,359

2011年12月19日
ザルカ県ハシミーヤ市における青少年の
ための「職業訓練センター」の設立・運営事
業（フェーズ2）

公益社団法人
日本国際民間協力会 49,999,933

2011年12月� 5日 アンマン及び地方のユースセンターにお
ける青少年の健全育成及び教育支援事業

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち 31,487,221

アフリカ地域
アンゴラ 2011年� 6月� 1日 平成23年度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 99,945,120

エチオピア
2011年� 8月� 1日

バハルダール市のチェシャ財団障害児支
援センターに対する障害児用中古車椅子
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

1,419,294

ガーナ
2011年11月� 1日

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川
地区リプロダクティブ・ヘルス向上プロ
ジェクト（第1フェーズ）

公益財団法人
ジョイセフ 86,551,102

ケニア
2012年� 3月14日

ナイロビ市マザレ・スラムにおける民族間
の対立抑止のためのコミュニティ平和構
築事業

特定非営利活動法人
日本紛争予防センター 38,400,138

2012年� 2月21日
ミグワニ県での住民参加による教育の質
的向上を通じた初等教育普及事業（第2
フェーズ）

特定非営利活動法人
アフリカ地域開発市民の会 46,400,328

2012年� 1月27日 ナイロビ州ランガタ県における都市型コ
ミュニティヘルス改善事業（第2期）

特定非営利活動法人
チャイルドドクター・ジャパン 23,000,359

2011年� 9月� 7日 農民組織の持続的な活性化に向けた「土
のう工法」を用いた農道整備事業

特定非営利活動法人
道普請人 12,814,665

ザンビア 2012年� 2月24日 ルサカ市における小児を中心とした結核
対策事業　フェーズ2

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構 63,206,821

2011年10月12日 チパパ地域におけるHIV/エイズ対策プロ
ジェクト（フェーズ3）

特定非営利活動法人
難民を助ける会 44,046,189

2011年� 9月� 1日 マゴエ地区小規模酪農業普及支援事業
（第2フェーズ）

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン 34,948,698

マラウイ 2011年11月� 9日 ムジンバ県における地域活性化に向けた
農民自立支援プロジェクト

社団法人青年海外協力協会 48,752,153

2011年� 8月18日 循環型農業と衛生改善による包括的な環
境保全型村落開発事業（第2フェーズ）

公益社団法人
日本国際民間協力会 39,067,529

マリ
2011年10月� 4日

スウバ村診療所開設事業 特定非営利活動法人
カラ＝西アフリカ農村自立協
力会

20,465,520

中央アジア地域
タジキスタン

2011年10月25日

ハトロン州及び政府直轄地域（西部4地区）
における車いす製造・配付強化およびヒッ
サール国立障害児寄宿舎学校施設修繕事
業

特定非営利活動法人
難民を助ける会 49,782,595

合計　計26か国1地域／81件／ 45団体 2,900,117,723
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第2章　日本の政府開発援助（ODA）実績
第6節 NGOが実施する開発援助関連事業への支援

1. 実績

 NGO事業補助金事業実績（団体別）図表29

2011年度� （単位：円）

申請団体 事業区分 実施国 実績額
（特活）アジア砒素ネットワーク プロジェクト調査事業 カンボジア、ベトナム、ラオス 1,382,498

1,382,498
（公財）オイスカ 国内における国際協力関連事業 日本 1,984,818

国内における国際協力関連事業 日本 1,999,946
3,984,764

（社）大阪南太平洋協会 プロジェクト調査事業 マーシャル 832,491
832,491

（公財）結核予防会 プロジェクト調査事業 インドネシア 546,079
546,079

（特活）国際インフラ調査会 プロジェクト調査事業 ミャンマー 998,981
プロジェクト調査事業 ミャンマー 1,253,619

2,252,600
（公財）国際開発救援財団 プロジェクト調査事業 ベトナム 1,121,682

1,121,682
（特活）国際協力ＮＧＯセンター 国内における国際協力関連事業 日本 1,396,574

1,396,574
（公社）シャンティ国際ボランティア会 海外における国際協力関連事業 カンボジア 482,878

プロジェクト調査事業 カンボジア 585,234
1,068,112

（特活）ジャパン・プラットフォーム 東日本大震災被災地で行う復興支援を
通じたジャパン・プラットフォーム（JPF)
の能力向上に資する事業

日本 99,938,931

99,938,931
（公財）ジョイセフ プロジェクト調査事業 ガーナ 1,139,934

プロジェクト調査事業 ガーナ 816,601
1,956,535

（特活）ストップ結核パートナーシップ日本 プロジェクト調査事業 インドネシア 831,986
831,986

（特活）名古屋ＮＧＯセンター 国内における国際協力関連事業 日本 1,697,093
1,697,093

（特活）難民を助ける会 国内における国際協力関連事業 日本 420,047
420,047

（特活）日本医学歯学情報機構 プロジェクト調査事業 ラオス 741,879
741,879

（特活）日本口唇口蓋裂協会
プロジェクト評価事業

モンゴル 900,731
インドネシア 867,470

1,768,201
（特活）日本地雷処理を支援する会 プロジェクト調査事業 パラオ 561,468

561,468
（特活）日本紛争予防センター プロジェクト調査事業 ケニア 1,337,509

1,337,509
（特活）民族フォーラム プロジェクト調査事業 ミャンマー 483,624

483,624
（特活）リボーン・京都 プロジェクト調査事業 ラオス 512,680

512,680
（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン プロジェクト評価事業 バングラデシュ、エチオピア、

ベトナム、タイ、ラオス、モン
ゴル、ケニア、マラウイ

1,761,408

国内における国際協力関連事業 日本 1,864,480
3,625,888

20団体／ 26件 合　　計 126,460,641
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各省庁のNGO関連事業概要と実績図表30

2011年度� （単位：百万円）

省　庁 事業名（金額） 事業概要

外務省

草の根・人間の安全保障無
償資金協力

（9,444）

開発途上国において地方自治体、NGO等が実施する小規模な草の根レベル
の事業に対し、人間の安全保障の理念を踏まえ、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
（2,900）

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
（126）

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国内外において実施する研修
会、講習等、NGOの事業促進に資する活動の支援を行う。また2011年度に
限り、東日本大震災被災地で行う復興支援を通じたジャパン・プラットフォー
ムの能力向上に資する事業も支援対象とした。

NGO活動環境整備支援事業
（149）

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 途上国森づくり事業
（92）

企業、NGOによる海外森林保全活動を推進するため、活動候補地の情報収
集や活動事例の情報共有のためのワークショップ等を開催するとともに、プ
ロジェクト形成のための調査に対する支援を行う。また、アジア・アフリカ
の荒廃した森林等の復旧・保全を支援するため、現地実証活動を通じた技術
指針の作成・普及を行う。
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第2章　日本の政府開発援助（ODA）実績
第6節 NGOが実施する開発援助関連事業への支援

2. 事業の概要

2  事業の概要

国際開発協力関係民間公益団体補助金（NGO事業補助金）　

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を対象に、海外における経済

社会開発事業に関連し、事業の形成や事業後の評価、お

よび国内外における研修会や講習会等に対し、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、30万円以上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

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。

補助対象事業は、次のとおりである。

⑴　プロジェクト調査事業

⑵　国内における国際協力関連事業

⑶　海外における国際協力関連事業

●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）を開始し、応募締切までの間、随時補助金

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、次の要件を満たす団体。

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　事業審査の基本的な考え方

ア　事業の実施を通じて、申請団体が開発途上国に

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　申請団体が十分な実施体制を有していること。

ウ　申請事業を行うことによって期待される効果が

明確であること。

エ　事業の実施に当たっては、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。


