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2016年度案件
無償資金協力関連事業
事業項目（内容） 対象国名 案件名 調達品目／案件概要 E/N額（億円） E/N締結日

経済社会開発計画

新規 アルメニア 経済社会開発計画 未定 2.00 2016.05.25

アンティグア・バーブーダ 経済社会開発計画 海水淡水化装置 2.00 2017.01.23

イラン 経済社会開発計画 医療機材 12.00 2016.03.12

エクアドル 経済社会開発計画 防災機材 2.00 2016.09.06

エチオピア 経済社会開発計画 肥料 4.10 2016.06.03

ケニア 経済社会開発計画 保安機材 7.00 2016.08.28

コートジボワール 経済社会開発計画 保安機材 2.00 2016.11.03

コスタリカ 経済社会開発計画 次世代自動車 3.00 2016.06.22

コンゴ民主共和国 経済社会開発計画 ̶ 2.00 2016.07.26

サモア 経済社会開発計画 消防車、歯科機材 2.00 2016.04.29

ジンバブエ 経済社会開発計画 アスファルト製品 6.00 2016.03.28

スリランカ 経済社会開発計画 警察用車両 2.50 2017.02.27

セネガル 経済社会開発計画 浄水装置　10台（10サイト）　（据付・セットアップ、
操作・保守・組織運営トレーニング含む） 2.00 2016.08.05

セントクリストファー・ネー
ヴィス 経済社会開発計画 防災機材 2.00 2016.09.01

セントビンセント 経済社会開発計画 防災機材 2.00 2016.07.18

セントルシア 経済社会開発計画 防災機材 2.00 2017.02.23

トンガ 経済社会開発計画 スポーツ器材、医療機材 2.00 2016.03.28

ナウル 経済社会開発計画 医療機材 2.00 2016.09.21

ニカラグア 経済社会開発計画 医療機材 5.00 2016.09.16

パキスタン 経済社会開発計画 保安機材 2.00 2016.07.04

バハマ 経済社会開発計画 防災機材 2.00 2016.04.10

パプアニューギニア 経済社会開発計画 バス、救急車、教育機材 5.00 2016.04.06

バルバドス 経済社会開発計画 防災機材 1.00 2016.03.08

東ティモール 経済社会開発計画 防舷材、港湾機材 1.50 2016.03.15

フィジー 経済社会開発計画 建機、トラクター、ボート、フォークリフト等 3.00 2016.05.05

フィリピン 経済社会開発計画 船舶、保安機材 6.00 2017.01.12

ベトナム 経済社会開発計画 新造船 3.00 2017.01.16

マーシャル 経済社会開発計画 建設機械 2.00 2016.03.10

マレーシア 経済社会開発計画 中古船 7.00 2016.11.16

ミクロネシア 経済社会開発計画 建設機械 2.00 2016.04.01

ミャンマー 経済社会開発計画 新造船 10.00 2016.12.07

ミャンマー 経済社会開発計画 建設機械等 9.45 2016.08.16

モーリタニア 経済社会開発計画 空港用X線検査装置、その他保安機材 2.00 2016.09.07

モルディブ 経済社会開発計画 消防車 6.00 2016.04.19

モロッコ 経済社会開発計画 文化財用特殊スキャナ、修復機材 1.00 2016.09.30
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事業項目（内容） 対象国名 案件名 調達品目／案件概要 E/N額（億円） E/N締結日

モロッコ 経済社会開発計画 次世代自動車 3.00 2017.02.17

ヨルダン 経済社会開発計画 保安機材 5.00 2017.03.01

ヨルダン 経済社会開発計画 ごみ処理用建機、特殊作業車 18.50 2016.03.22

ラオス 経済社会開発計画 石油製品、鉄製品 5.00 2016.10.04

継続 アンティグア・バーブーダ 経済社会開発計画 レスキュー車、気象観測装置、防災倉庫、防火服、
メガホン 1.00 2015.06.11

グレナダ 経済社会開発計画 防災機材 1.00 2016.01.12

セントクリストファー・ネー
ヴィス 経済社会開発計画 防災機材 1.00 2015.12.04

ドミニカ 経済社会開発計画 テント、ボート等 2.00 2016.01.22

バヌアツ 経済社会開発計画 道路維持管理機材 2.00 2015.05.20

ベトナム 経済社会開発計画 中古船等 2.00 2015.09.15

ベトナム 経済社会開発計画 医療、オフィス機器 5.00 2016.05.06

ミャンマー 経済社会開発計画 鉄製品 2.00 2015.09.16

ミャンマー 経済社会開発計画 中古旅客船、ソフトコンポーネント 5.00 2016.09.12

ラオス 経済社会開発計画 車両、ガソリン、スチール 5.00 2015.07.04

ノン・プロジェクト無償

新規 ペルー 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 防災機材 5.00 2016.01.18

継続 アゼルバイジャン 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 農業試験機材 1.00 2015.08.06

アフガニスタン ノン・プロジェクト無償資金協力 未定 24.00 2014.12.24

アフガニスタン ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 28.00 2014.03.10

アフガニスタン ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 28.00 2013.03.05

アルバニア 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 車両 5.00 2015.07.29

アルメニア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 指揮車 2.00 2014.06.09

イエメン ノン・プロジェクト無償資金協力 ごみ収集車、建機車両 10.00 2009.08.15

インドネシア 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 5.50 2013.04.30

インドネシア ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 建設機材、医療保健機材 3.00 2013.04.30

インドネシア 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 車両（ハイブリッド車） 15.00 2013.04.30

ウクライナ 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 5.00 2015.03.30

ウクライナ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 警察官用防寒着 5.00 2015.03.30

ウズベキスタン 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 5.00 2015.04.28

エクアドル 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 ハイブリッド車、プラグイン･ハイブリッド車 5.00 2015.06.16

エクアドル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 環境測定機材 3.00 2014.06.27

エジプト ノン・プロジェクト無償資金協力 地下鉄機関車両 5.00 2012.02.12

エチオピア アジスアベバ市小中学校建設計画 アジスアベバ市内の小中学校の建設及び家具の納入 6.00 2009.05.21

エルサルバドル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 LED街灯、小水力発電機、リハビリ機材、水質検査機材、
等 5.00 2015.07.06

事業実績　
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事業項目（内容） 対象国名 案件名 調達品目／案件概要 E/N額（億円） E/N締結日

エルサルバドル 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 4.00 2013.03.20

ガイアナ ノン・プロジェクト無償資金協力 セメント 3.00 2014.03.03

ギニアビサウ ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 2.00 2015.03.19

キリバス ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 1.00 2011.03.11

キルギス 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 除雪機、救急機材、農業機材 1.00 2015.10.26

グアテマラ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 2.00 2015.09.01

グアテマラ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 橋梁点検用機材、災害対策機材、道路点検機材 2.00 2013.10.18

クック諸島 ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 1.00 2015.05.28

グレナダ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 研究所用機材、漁業用機材、教育用機材、等 1.00 2014.11.21

ケニア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 道路、森林、灌漑機材 2.50 2015.02.25

コンゴ民主共和国 ノン・プロジェクト無償資金協力 セメント 15.00 2011.03.17

シエラレオネ ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 5.00 2015.05.19

ジブチ ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油、異形鉄棒 3.00 2010.12.20

ジブチ ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油、異形鉄棒 5.00 2009.06.15

ジャマイカ ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 指揮車、ゴミ収集車 1.00 2015.02.26

ジョージア 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 次世代自動車 5.00 2015.03.10

ジョージア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 環境計測機材 1.00 2014.12.15

ジョージア 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 5.00 2014.06.18

ジョージア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 環境計測機材 2.00 2014.01.20

スリランカ 地方産機材ノン・プロジェクト無償資金協
力 未定 5.00 2015.06.19

スリランカ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 井戸掘削機、手術用ベッド 2.00 2014.11.26

セルビア ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 内視鏡、超音波診断装置、X線撮影装置 1.00 2014.12.22

セルビア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 レスキューボート､ウェットスーツ等 2.00 2014.02.26

セントビンセント 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 手術台、麻酔器、道路整備車両等 2.50 2015.05.20

セントビンセント ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」

指揮車、オートクレーブ、デジタル一眼レフカメラ、高さ
調整機能付き車椅子等 1.00 2014.09.02

セントルシア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 旋盤、フライス盤、眼科機材、ダンプトラック等 2.50 2015.05.20

セントルシア ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」

指揮車、セーフティーローダートラック、CNC旋盤、
オートクレーブ等 1.00 2014.06.17

タイ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 農業用研究機材等 5.00 2016.03.16

タイ 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 車両 5.00 2016.03.16

タイ ノン・プロジェクト無償資金協力 建設機械、災害復旧用機材等 8.00 2012.07.05

ツバル ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 1.00 2015.06.03

トーゴ ノン・プロジェクト無償資金協力 ガソリン 11.00 2013.04.22

ドミニカ ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」

セーフティーローダートラック、CNC旋盤、ノート、
オートクレーブ等 1.00 2014.06.12
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事業項目（内容） 対象国名 案件名 調達品目／案件概要 E/N額（億円） E/N締結日

ドミニカ共和国 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力
レスキュー車、潜水器具、ストレッチャー、テント、地震
観測ネットワークシステム、地滑り検出システム、土石
流警報システム、水位計等

3.00 2015.04.22

ドミニカ共和国 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材（血液冷蔵庫、メス、人工呼吸器等）、車椅子、
点字プリンタ 1.00 2014.11.14

ドミニカ共和国 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 環境機材・医療機材等 3.00 2014.02.06

トンガ 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 海水淡水化装置、他防災機材 3.00 2015.03.16

トンガ ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 建機、医療機材、研究所機材 2.00 2014.06.06

トンガ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材、防災機材 2.00 2014.02.24

ナイジェリア 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 車載浄水器、蘇生訓練用マネキン他 5.00 2015.04.24

ナイジェリア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 救急車 4.00 2014.09.30

ナウル ノン・プロジェクト無償資金協力 多目的タグボート、港湾用機材 2.00 2015.05.27

ナウル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 漁業関連機材 1.00 2015.01.21

ナウル ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 1.00 2013.08.28

パキスタン 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 井戸掘削機、職業訓練用機材 5.00 2015.05.14

パキスタン 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 公園遊具、焼却炉、気象観測装置等 2.00 2013.04.30

バヌアツ ノン・プロジェクト無償資金協力 医薬品 1.00 2011.03.14

パプアニューギニア 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 救急艇、道路建設機材 3.00 2015.05.29

パレスチナ ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 10.00 2014.10.23

パレスチナ ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 8.00 2013.07.24

パレスチナ ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 福祉機材、医療機材、車検用機材 2.00 2012.12.08

フィリピン 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 防災機材　無線機、排水ポンプ車等 5.00 2015.03.26

フィリピン 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 気象観測機材 2.00 2014.06.30

フィリピン 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 コンテナラボラトリ、救急車、超音波診断装置 2.00 2014.06.30

フィリピン 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 次世代自動車、急速充電器 5.00 2014.03.12

フィリピン 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 6.00 2013.03.18

フィリピン 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材、気象観測機材 2.00 2013.03.18

ベトナム ノン・プロジェクト無償資金協力（中古船） 中古船 5.00 2014.08.01

ベトナム 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 警察車両 5.00 2014.03.14

ベトナム 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 せん断機、曲げ機、研削盤、旋盤等 2.00 2013.03.18

ベリーズ ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 指揮車、車椅子 1.00 2014.12.23

ペルー ノン･プロジェクト無償（次世代自動車ノン
プロ）

ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、
CNG（圧縮天然ガス）トラック 12.00 2013.04.30

ペルー 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 環境機材 2.00 2013.04.30

ボスニア･ヘルツェゴビナ 次世代自動車ノン・プロジェクト無償資金
協力 福祉車両 5.00 2015.03.11

ボスニア･ヘルツェゴビナ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 気象観測機材、医療機材他 2.00 2015.02.26

ボスニア･ヘルツェゴビナ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材、気象観測機材他 3.00 2014.02.26

事業実績　
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マーシャル 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 防災機材 3.00 2015.07.06

マーシャル ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 1.00 2015.07.06

マーシャル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 環境機材、医療機材 2.00 2014.03.07

マーシャル ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 建設機械 2.00 2014.02.14

マダガスカル ノン・プロジェクト無償資金協力 肥料、セメント、鋼板 9.00 2008.03.11

ミクロネシア 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 防災機材 3.00 2015.07.08

ミクロネシア ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 1.00 2015.07.08

ミクロネシア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材、職業訓練機材等 1.00 2014.11.04

ミクロネシア ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」 建設機械、医療機材、環境機材 2.00 2013.12.26

モルディブ 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 防災機材 5.00 2015.04.07

モルディブ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材、環境機材 1.00 2014.12.15

モルディブ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 2.00 2013.12.18

モルドバ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 職業訓練機材 1.00 2015.04.15

モンゴル 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 6.00 2015.04.06

モンゴル 地方産機材ノン・プロジェクト無償資金協
力 医療機材 4.00 2015.04.06

モンゴル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 高専向け工作機械等 2.00 2014.12.17

モンゴル 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 7.50 2014.03.11

モンゴル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 福祉、介護機材 3.00 2014.01.15

ヨルダン 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 10.00 2015.03.11

ヨルダン 地方産機材ノン・プロジェクト無償資金協
力 医療機材 10.00 2015.03.11

ヨルダン 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 気象観測機材 2.00 2014.11.20

ヨルダン 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 7.50 2014.03.13

ラオス ノン・プロジェクト無償資金協力 ガソリン、軽油、スチール 8.00 2014.06.05

リベリア ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 5.00 2015.05.18

ルワンダ ノン・プロジェクト無償資金協力 石油製品 3.00 2013.07.24

事業・運営権対応型無償

新規 カンボジア コンポントム上水道拡張計画（事業・運営
権対応型） 浄水場、取水堰・給配水施設建設と維持管理 32.71 2017.03.30

継続 ミャンマー ヤンゴン市無収水削減計画（事業・運営権
対応型） 配水管工事（調査・設計・施工）と配水設備の維持管理 21.06 2015.03.19

紛争予防・平和構築無償

新規 カンボジア 地雷除去活動強化計画（フェーズ3） 潅木除去機、除去作業員用移動宿舎、除去機スペア
パーツ等 18.10 2016.09.27

継続 アフガニスタン 平和構築無償（空港維持管理機材） 空港維持管理機材 9.68 2014.03.10

アフガニスタン 平和構築無償（建機調達） 道路補修重機 27.48 2013.03.05

アフガニスタン バルフ県立病院医療機材整備計画 医療機材 10.36 2011.03.09

アフガニスタン マザリ･シャリフ市内環状道路改修計画 道路の改修。4車線、6.4Km舗装 17.51 2010.03.22
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カンボジア 地雷除去活動強化計画（フェーズ2） 潅木除去機スペアパーツ、ダンプトラック等 8.98 2013.10.30

カンボジア 地雷除去活動強化計画 地雷除去機・地雷探知機調達、農道整備、農業トレーニ
ング 10.98 2009.11.25

ハイチ レオガン市復興のための給水システム復
旧整備計画

高架水槽（地上20m高、340m3）建設、排水管（延長
約36km）敷設工事、ソフトコンポーネント 6.69 2014.03.06

ラオス 地方開発と貧困削減のためのUXO除去
の加速化支援計画フェーズ2 潅木除去機、４輪駆動車等 8.45 2015.07.04

ラオス 地方開発と貧困削減のためのUXO除去
の加速化支援計画 潅木除去機、４輪駆動車等 8.64 2013.12.15

フィリピン ミンダナオ紛争影響地域コミュニティ開
発計画 ミンダナオ島3箇所での道路の改修及び新設 11.17 2015.03.26

ミャンマー 地方村落電化計画 ミャンマーの地方村落約32カ所の非電化村落に小水
力発電機、小型太陽光発電機の設置と送電設備の設置 9.94 2014.06.05

緊急無償

継続 イタリア ラクイラ市体育館兼避難施設整備計画 体育館兼避難施設 8.24 2010.02.12

ギニア エボラ出血熱対策のための緊急無償資金
協力 防護服、医療機材、医薬品等 3.90 2014.11.14

リベリア エボラ出血熱対策のための緊急無償資金
協力 防護服、ベッド、ストレッチャー、滅菌器他 3.90 2014.11.12

食糧援助 

新規 エリトリア 食糧援助 小麦 3.00 2017.01.27

カーボヴェルデ 食糧援助 政府米 1.80 2016.10.24

コートジボワール 食糧援助 小麦 2.00 2016.11.03

コモロ 食糧援助 政府米 1.90 2017.02.16

サントメ･プリンシペ 食糧援助 政府米 2.40 2016.11.10

セネガル 食糧援助 政府米 4.10 2016.09.20

トーゴ 食糧援助 政府米、小麦 2.80 2016.12.12

ナミビア 食糧援助 小麦 0.40 2017.02.27

ニジェール 食糧援助 政府米 3.30 2016.12.20

ネパール 食糧援助 政府米 3.50 2016.12.28

ハイチ 食糧援助 政府米 3.50 2017.01.16

ブルキナファソ 食糧援助 政府米 3.70 2016.09.15

ベナン 食糧援助 政府米 2.50 2016.10.11

マリ 食糧援助 政府米 3.30 2016.10.21

モーリタニア 食糧援助 政府米 3.50 2016.10.14

継続 カーボヴェルデ 食糧援助 政府米 2.50 2015.10.12

コモロ 食糧援助 政府米 2.30 2015.11.26

コンゴ民主共和国 食糧援助 政府米 6.70 2015.10.23

サントメ･プリンシペ 食糧援助 政府米 2.20 2016.02.02

サントメ･プリンシペ 食糧援助 政府米 1.70 2015.02.12

ジブチ 食糧援助 政府米 2.40 2013.11.27

事業実績　
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セネガル 食糧援助 政府米 4.90 2015.02.13

ニジェール 食糧援助 政府米 4.90 2015.09.16

ニジェール 食糧援助 政府米 4.60 2014.12.17

ハイチ 食糧援助 政府米 4.90 2016.01.20

ハイチ 食糧援助 政府米 4.10 2014.12.05

ブルキナファソ 食糧援助 政府米 5.00 2016.02.26

ベナン 食糧援助 政府米 4.20 2015.10.06

モーリタニア 食糧援助 政府米 4.60 2015.10.26

貧困農民支援 

継続 エチオピア 貧困農民支援 肥料 5.20 2014/4/15

調達代理方式（施設案件）

継続 ミャンマー 洪水被災学校再建計画 洪水被災地域学校約80校の再建 12.00 2016.02.17

コミュニティ開発支援無償

新規 パキスタン シンド州北部農村部女子前期中等教育強
化計画

シンド州北部6県の25サイトに中等教育学校の建設・
増設及び教育家具、教育用機材の調達 9.73 2016.03.01

継続 エチオピア 南部諸民族州小・中学校建設計画 小中学校計21校の新設及び増設、家具の調達 13.10 2012.12.05

エチオピア アムハラ州小・中学校建設計画 中学校17校の建設と家具の納入 12.08 2011.06.09

ガーナ アッパーウエスト州地域保健施設整備計
画

アッパーウエスト州における64カ所の保健所建設と75
サイト分の医療機材等の納入 9.89 2012.05.17

ガーナ 基礎教育機会改善計画 セントラル州とノーザン州、33校の小中等学校建設及
び家具の調達 6.05 2009.08.13

カンボジア プノンペン郡前期中等教育施設拡張計画 プノンペン都における既存中学校の校舎建設及び教育
家具の調達 8.51 2014.06.30

ジブチ 初等･中等教員養成校建設計画 教員養成総合施設として教室棟、管理棟、学生寮の建
設と家具、教育用機材調達 7.67 2010.02.11

セネガル カオラック州、ティエス州、ファティック州
中学校建設計画

カオラック州8校、ティエス州6校、ファティック州7校
の学校建設及び学校家具調達 13.49 2015.07.10

セネガル ダカール州郊外中学校建設計画 郊外27サイトでの中学校教室、管理棟、トイレ棟の建
設及びソフトコンポーネント 12.90 2014.03.25

セネガル ファティック州教員研修センター整備計画 ファティック州教員養成校の施設・機材整備及びソフトコンポーネント 6.42 2014.03.25

セネガル ルーガ州及びカオラック州中学校建設計
画

ルーガ州9サイト、カオラック州14サイトでの中学校教
室、管理棟、トイレ棟の建設及びソフトコンポーネント 11.64 2012.06.12

セネガル ダカール州及びティエス州小中学校建設
計画

小学校12校と中学校19校、総計31校266教室、トイ
レ棟及び家具の整備、ソフトコンポーネント 12.13 2011.03.08

ナイジェリア オヨ州小学校建設計画 オヨ州の小学校30校の教室棟及びトイレ棟の増設 12.77 2014.09.30

ニジェール 中学校教室建設計画 ニアメ市内１1中学校（サイト）における146教室、管理
棟6、トイレブース36の建設と教室家具調達 12.23 2013.11.19

ネパール 基礎教育改革プログラム支援のための学
校改善計画

国内8郡に学校382棟(764教室)の建設、教室家具
の整備、教育関係者への研修 9.30 2012.02.24

ネパール コミュニティ交通改善計画
5郡（ラメチャップ郡、カブレパランチョーク郡、マホタリ
郡等）に潜水橋、トラス橋、RC橋、連続ボックス橋の建
設

9.90 2010.03.05
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パキスタン シンド州南部農村部女子前記中等教育強
化計画

シンド州南部6県の29サイトに中等教育学校の建設・
増設、教育家具、教育用機材の調達 8.08 2014.02.11

パレスチナ ヨルダン渓谷コミュニティのための公共
サービス活動支援計画

第一次医療施設改修、教育施設建設・増築、道路改修、
配電網ほかの整備、関連機材調達、井戸関連施設の建
設

11.76 2010.03.02

ブルキナファソ 中学校建設計画 中央州、中央プラトー州、中央北部州30校の学校建設
及び学校家具調達 11.51 2015.08.25

ブルキナファソ 第5次小学校建設計画 3州8県における63サイトの学校建設（教室棟、トイレ
棟、教員住居）、教室家具調達 11.38 2012.07.06

ブルキナファソ 保健社会向上センター建設計画
4州10保健行政区における39ヵ所の保健社会向上セ
ンターの新設、深井戸（21本）、診療用機材等調達、ソ
フトコンポーネント

14.01 2012.04.27

ブルキナファソ 第4次小学校建設計画 5県における小学校（79棟、237教室）、教員宿舎（62
棟）、トイレ（79棟）、井戸（17本）の建設、家具調達 9.98 2009.04.02

ベナン 第5次小学校建設計画 アタコラ県及びドンガ県の46サイトでの小学校教室、
校長室及び倉庫、トイレ棟の建設 12.27 2012.12.05

マダガスカル 第4次小学校建設計画 アツィナナナ県22校の小学校建設、学校家具調達、ソ
フトコンポーネント 8.60 2015.06.24

マラウイ 第3次中等学校改善計画 11校の中等学校整備（教室棟、管理・図書棟、実験室棟
他の建設、家具・教材調達） 17.56 2014.03.17

マラウイ リロングウェ中等教員養成校建設計画 中等学校教員養成校、付属中等学校の建設及び家具、
機材等の調達 13.27 2013.12.13

2013.05.16

マリ 第4次小学校建設計画
クリコロ州、カティ州、バマコ特別区における40サイト
の小学校210教室、4管理棟、201トイレ棟、教室家具
を整備

10.11 2011.08.24

マリ カティ市教員養成学校建設計画
教育施設（教室、実験室棟、図書館棟、管理棟、トイレ棟、
機械室棟、多目的棟）、職員住居、学生寮ほかの建設、
家具・教材調達

6.87 2009.03.19

モザンビーク ナンプラ州モナポ初等教員養成校建設計
画

初等教員養成校の建設及び教育家具、事務、体育、音
楽、ICT機材の調達 10.24 2013.04.26

モザンビーク ナンプラ州中学校改善計画 ナンプラ州における中学校4校の建設及び教育家具の
調達 10.63 2012.08.31

ラオス 南部地域前期中等教育環境改善計画 ラオス南部3県の12郡における中等学校44校の建設
及び家具等の調達 10.69 2014.03.04

ラオス 南部地域保健サービスネットワーク強化
計画

保健センター、職員宿舎、井戸の建設、医療用機材の
調達 7.41 2013.03.26

ラオス チャンパサック県及びサバナケット県学校
環境改善計画

2県12郡の95の既存校における教室棟、教員室及び
トイレ棟の建設 10.18 2010.06.15

環境・気候変動対策無償

継続 複数国（イエメン、インド
ネシア、エクアドル、エジ
プト、エチオピア、ガボン、
カメルーン、カンボジア、
ジブチ、シリア、チュニジ
ア、ネパール、パラグアイ、
バングラデシュ、フィリピ
ン、ブルキナファソ、ベト
ナム、ペルー、マリ、ヨル
ダン、ラオス、東ティモー
ル）

太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画、森林保全計画、気象観測・災害
対策向上計画または気候変動に関する緊
急給水計画など計25件
（2009～2011年にE/N締結）

̶ ̶ ̶

事業実績　
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防災・災害復興支援無償

継続 インドネシア 広域防災システム整備計画 強震計、広帯域地震計・強震計システム、IT震度計等 15.00 2013.03.26

エルサルバドル 広域防災システム整備計画
地震計システム、ブロードバンド観測システム、GPS観
測システム、潮位計測システム、津波監視カメラシステ
ム等

4.00 2012.05.02

バヌアツ 広域防災システム整備計画 自動気象観測装置、GTS気象情報中継システム 3.00 2012.04.23

バングラデシュ サイクロン「シドル」被災地域多目的サイ
クロンシェルター建設計画

サイクロン「シドル」に被災した4県36サイトへの多目
的サイクロンシェルターの建設 9.58 2008.06.09

フィジー 広域防災システム整備計画 潮位計側システム、VSAT衛星通信観測システム、ウィ
ンドプロファイラーシステム、自動気象観測装置等 3.00 2012.04.20

ペルー 広域防災システム整備計画 緊急警報送出システム、防災情報伝送システム、潮位
計等 7.00 2012.12.18

文化に関する無償資金協力

（1）調査、解析等

一般文化無償事
前調査(新規） 複数国 平成28年度一般文化無償資金協力候補

案件事前調査 ̶ ̶ ̶

草の根文化無償
案件形成等調査
（新規）

モルディブ モルディブにおける草の根文化無償資金
協力の案件形成等調査業務 ̶ ̶ ̶

草の根文化無償
要請書解析
（新規）

複数国 平成28年度草の根文化無償資金協力候
補案件要請書解析業務 ̶ ̶ ̶

（２）一般文化無償契約実施促進

一般文化無償契
約実施促進
（新規）

ヨルダン ペトラ博物館建設計画 ペトラ博物館の建設 7.84 2014.03.01

その他無償資金協力にかかる調査

調達計画積算業
務
（新規）

エチオピア エチオピア国抗口地熱発電計画準備調査 ̶ ̶ ̶

一般無償資金協
力準備調査
（継続）

キューバ 米種子生産技術向上のための機材整備
計画 ̶ ̶ ̶

無償資金協力案
件の施工歩掛補
正等の調査
（継続）

複数国 全世界2015年度無償資金協力の施工実
態調査（歩掛補正等） ̶ ̶ ̶

日本NGO連携無償

新規
複数国

平成28年度日本NGO連携無償資金協
力案件及びNGO事業補助金案件審査業
務

̶ ̶ ̶
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技術協力関連事業
事業項目（内容） 対象国名 案件名

円借款に係る技術協力支援（民間パートナーとの協働）
（新規） インドネシア インドネシア国地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト

機材調達（新規） エジプト 大エジプト博物合同修復保存プロジェクト

円借款に係る技術協力支援（民間パートナーとの協働）
（新規） ケニア 地熱開発のための能力向上プロジェクト(第二期）に係る調達支援及びプロジェクトマネジメント

の技術移転の協力支援②

技術協力プロジェクト（新規） トルコ トルコ国リスク評価に基づく効果的な災害リスク管理のための能力強化プロジェクト（防災計画）

円借款に係る技術協力支援（民間パートナーとの協働）
（新規） インドネシア 地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクトのうち調達・入札支援および入札制

度分析

日本の技術協力事業等に係る評価調査業務（民間パー
トナーとの協働）（新規） 複数国 中小企業海外展開支援事業に係る事後モニタリング調査業務

技術協力支援事業(継続） ジブチ 初等･中等教員養成校建設計画フォローアップ協力（調査、入札・施工監理）

有償資金協力関連事業
事業項目（内容） 対象国名 案件名

(1)円借款調達管理業務(調達関連書類の照合、監査）

円借款事業に係る調達関連書類の照合(新規） 複数国 2016年度円借款事業に係る調達関連書類一次チェック業務（ロットB）

(2)円借款調査等(調査、実施促進）

調達計画・積算業務（新規） エチオピア エチオピア国アルトランガノ地熱発電事業準備調査

円借款事業に係る実施促進業務（新規） 南アジア地域 南アジアにおける円借款事業形成･実施促進【有償勘定技術支援】

円借款事業に係る調達事後監査(新規） 複数国 2014年度及び2015年度円借款事業に係る調達事後監査

円借款事業に係る実施促進業務（民間パートナーとの
協働）（継続） インドネシア 国家調達改善プロジェクト【有償勘定技術支援】

円借款事業に係る実施促進業務（民間パートナーとの
協働）（継続） インドネシア トゥレフ地熱発電所建設コンサルタント事業のうち資源評価業務

円借款事業に係る実施促進業務（継続） チュニジア ボルジュ・セドリア・テクノパーク建設事業（研究用機材調達支援）

国際機関等事業
事業項目（内容） 対象国名 契約先 案件名

新規 イラク 国連開発計画(ＵＮＤＰ） 国連開発計画（UNDP）イラク電力セクター向けプロジェクト

ラオス ラオス自然環境・エネルギー省 自然災害救助能力強化のための機材供与プロジェクト

継続 ASEM参加のアジア諸国 アジア・欧州財団 ASEF日本信託基金にて鳥インフルエンザの対策支援

カンボジア/ラオス/ベトナ
ム/ミャンマー

カンボジア政府、ラオス政府、ミャンマー政府、
ベトナム政府

日本･アセアン統合基金(JAIF)による東西経済回廊･南部経済回廊の物流促進
プログラム

マレーシア 一般財団法人日本航路標識協会（JANA） ASEAN船舶通航サービス（VTS）シミュレーター調達

ラオス ラオス保健省 医療機材支援

ラオス ラオス公共事業運輸省 道の駅及び交差点改良整備等支援プロジェクト

複数国（ASEAN加盟国） インドネシア情報セキュリティ管理センター サイバーセキュリティ若手人材育成計画

複数国（ASEAN加盟国） アセアン防災人道支援調整センター ＡSEAN防災人道支援調整（AHA）センターの活動強化のための統合ICTシス
テム構築フェーズ3

事業実績　
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その他事業
事業項目（内容） 対象国名 案件名

経済産業省補助金事業(新規) サウジアラビア 平成28年度サウジアラビア・日本自動車技術高等研修所（SJAHI）支援事業に係る機材調達業務

その他本財団の目的を達成するために必要な事業
事業項目（内容） 団体名 対象国名 支援内容 支援金額(円)

NGO支援事業

単年度支援
（一般） （特活）アーシャ＝アジアの農民

と歩む会 インド
北インド農村女性の縫製技術力を向上させ、輸出可能な商品を製作するこ
とで収入の向上を図るとともに、現地団体の自立のための人材育成を推進
する。

直接事業費 1,000,000

（特活）ASIAN PEOPLE'S 
FRIENDSHIP SOCIETY 日本

活動中のシニアボランティアを相談員（パート職員）として育成し、より多く
の外国人相談へ対応できるようにするとともに、役員が担う相談業務を軽
減して団体運営体制の改善を図る。

団体基盤強化
費 1,000,000

（特活）海外に子ども用車椅子
を送る会 ネパール

ネパールの障害児の就学機会を増加させ、自由な社会生活や自立した生活
ができるようにするため、現地の要請に応じて子ども用車椅子の追加贈呈
を行う。

直接事業費 1,000,000

（特活）北関東医療相談会 日本
在日外国人の生活困窮者を対象とした無料健康診断・医療相談を実施し、
健康維持や生活改善を図るとともに、事業の安定的継続に必要な実施体制
の整備・方針策定などを行う。

直接事業費 1,000,000

（特活）支援技術開発機構 ベトナム
ベトナムの視覚障害者が、理数科目の教科書をアクセシブルなフォーマット
で入手できない状況を改善するため、製作・再生ソフトウェアのベトナム語
コンテンツ対応と人材育成を実施する。

直接事業費 1,000,000

（認定特活）地球の木 日本
新たな支援者獲得による団体基盤強化を目指して、外部アドバイザーと共
に広報媒体（パンフレット、ホームページなど）の改訂を行い、団体の活動を
広く発信する。

団体基盤強化
費 831,400

（認定特活）名古屋NGOセン
ター 日本

一過性の寄付にとどまりがちな、中部地域NGOと企業の「協働」を「対等な
協働」へ改善するため、中部地域初となる交流会やシンポジウムの開催、相
談窓口の開設など、5つのプログラムを実施する。

直接事業費 991,337

（特活）新潟国際ボランティアセ
ンター 日本

専従職員を配置し、支援者ターゲットの見直しやフォロー体制を拡充する。
また、若者をアルバイト雇用することで、地方都市における国際協力の裾野
を広げるとともに会計・広報力などの組織基盤を強化する。

団体基盤強化
費 843,240

（認定特活）フリー・ザ・チルドレ
ン・ジャパン 日本

全盲スタッフの受け入れに必要な読み上げソフトやPCなど、視覚障害者
に対応した機材購入により環境整備を行う。また新卒・若手のスタッフをマ
ネージャーとして育成するための研修を行い、活動の充実を図る。

団体基盤強化
費 495,324

（特活）Little Bees　
International ケニア

コロゴッチョスラムに生活する子どもたちに質の高い基礎教育の場を提供
するため、教師の確保、教科書・机などの資機材の購入、給食の提供などを
行い、運営するアマニ教育センターの学習環境を改善する。

直接事業費 1,000,000

単年度支援
（スポーツ） （特活）アクション フィリピン

フィリピンにおける児童養護施設や貧困家庭のこども達のソーシャルスキ
ル向上・獲得を目的とした、スポーツを通じた青少年育成事業のプログラム
内容を改善し、こども達の自立に向けた支援を強化する。

直接事業 999,040

（特活）モンキーマジック ケニア
ケニアの視覚障害のある子どもたちへクライミングプログラムを提供して
笑顔を増やし、自己効力感※を高め、チャレンジ精神を持って生きていくこ
とのできる人材を育成する。

直接事業 1,000,000

（特活）Little Bridge ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

ボスニア・セルビア・クロアチアの12歳までの子どもを対象に、中立かつ安
全な場として開校したサッカーアカデミーの運営を軌道に乗せ、子どもたち
が共に学び汗を流すことで真の民族融和につながるよう貢献する。

直接事業 960,000

※自己効力感（self-efficacy）：人が何らかの課題に直面したときの「できそうだという期待」「やり遂げる自信」などを表す心理学用語。

活動報告・意見
交換会 日本 平成26年度に単年度支援を行った12団体、複数年度支援で2年目事業を

実施中の1団体が参加


