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2015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 アンティグア・バーブーダ 経済社会開発計画（防災機材） 防災関連機材 1.00 2015.06.11

グレナダ 経済社会開発計画（防災機材） 防災関連機材 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） 防災関連機材 1.00 2015.12.04

ドミニカ 経済社会開発計画（防災機材） 防災関連機材 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 中古漁船等 2.00 2015.09.15

ミャンマー 経済社会開発計画 鉄製品 2.00 2015.09.16

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

ラオス 地方開発と貧困削減のための不発弾除去
の加速化支援計画（フェーズ2）

潅木除去機・４輪駆動車等調達、
施設建設、トレーニング等 8.45 2015.07.04

ノン・プロジェクト無償
新規 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 軽油（予定） 24.00 2014.12.24

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

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 警察官用制服 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

エルサルバドル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 未定 5.00 2015.07.06

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

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、灌漑、森林機材 2.50 2015.02.25

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

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

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

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 未定 2.50 2015.05.20

セントルシア 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 未定 2.50 2015.05.20

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 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 未定 5.00 2016.03.16

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

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 未定 3.00 2015.04.22

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

ナイジェリア 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 通信車、車載浄水器等 5.00 2015.04.24

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 多目的タグボート 2.00 2015.05.27

パキスタン 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 未定 5.00 2015.05.14

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

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 2.50 2015.03.26

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 気象観測機材、医療機材 2.00 2015.02.26

第2部　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

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

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 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

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 石油製品 1.00 2015.07.08

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

モルディブ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 気象観測機材、焼却炉 1.00 2014.12.15

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 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 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 環境機材 4.00 2015.04.06

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 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

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

継続 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

アフカ ニ゙スタン 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 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

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」

建設機械、研究用機材 3.00 2013.04.30

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

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

エジプト一次 ノン・プロジェクト無償資金協力 高純度テレフタル酸、職業訓練機材（溶接、CAD） 5.00 2011.11.17

エジプト二次 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

エルサルバドル
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」

福祉機材、研究所用機材、災害対策機材 3.00 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

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

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

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

グレナダ
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」

研究所機材、福祉機材、指揮車等 2.00 2014.02.06

コートジボワール ノン・プロジェクト無償資金協力 スティールワイヤー 4.00 2013.03.15

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

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

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

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、ゴミ用ダンプトラック 1.00 2015.02.26

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
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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

ジョージア
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（医療・保健パッケージ）

医療機材 5.00 2014.06.18

スリランカ 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 5.50 2013.03.18

スリランカ
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」

医療機材 4.00 2013.12.19

スリランカ
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（医療・保健パッケージ）

医療機材 5.00 2014.03.11

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

セルビア
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（次世代自動車パッケージ）

車両 5.00 2014.03.12

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
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 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

チュニジア
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、教育機材 3.00 2013.05.02

ツバル ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 1.00 2011.03.23

ツバル ノン・プロジェクト無償資金協力 軽油 1.00 2013.09.17

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

ドミニカ共和国 ノン･プロジェクト無償（中小企業ノンプ
ロ） 環境機材・医療機材等 3.00 2014.02.06

ドミニカ共和国
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（次世代自動車パッケージ）

ハイブリッド車 5.00 2014.03.12

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

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」

医療機材、教育機材、環境計測機材等 2.50 2012.03.08

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

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

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 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 公園遊具、焼却炉、気象観測装置等 2.00 2013.04.30

パキスタン 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 医療機材 6.00 2013.04.30

パキスタン
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（次世代自動車パッケージ）

環境配慮型自動車 5.00 2014.03.20

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

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

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

第2部　事業実績　



39

日
本
国
際
協
力
シ
ス
テ
ム 

年
報
2
0
1
6

2015年度案件
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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

フィリピン
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（次世代自動車パッケージ）

次世代自動車 5.00 2014.03.12

フィリピン
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（医療・保健パッケージ）

コンテナラボラトリ、救急車、超音波診断装置 2.00 2014.06.30

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

ベトナム 医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 X線撮影装置、超音波診断装置、救急車等 6.00 2013.03.18

ベトナム
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（次世代自動車パッケージ）

警察車両 5.00 2014.03.14

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

ベナン ノン・プロジェクト無償資金協力 異形鉄筋、アルミ波板 10.00 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 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

ペルー 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、電気自動車、ＣＮＧトラック 12.00 2013.04.30

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 3.00 2014.02.26

マーシャル
ノン･プロジェクト無償
「途上国の要望を踏まえた工業製品等の
供与」

建設機械 2.00 2014.02.14

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 2.00 2014.03.07

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、鉄製品 9.00 2008.03.11

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 2.00 2013.12.26

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、焼却炉 2.00 2013.12.18

モルドバ
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」

医療機材　 3.00 2014.04.22

モロッコ 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 救助艇、研究用機材、水位計、雨量計 1.00 2013.03.13

モンゴル 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 救急車、理科用教育機材 2.00 2013.03.06

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 1.00 2014.01.15

モンゴル
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（医療・保健パッケージ）

医療機材 7.50 2014.03.11

ヨルダン
日本方式普及ノン・プロジェクト無償資金
協力
（医療・保健パッケージ）

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

ラオス ノン・プロジェクト無償資金協力 車両、ガソリン、スチール 5.00 2014.07.04

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
継続 ミャンマー ヤンゴン市無収水削減計画 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 フィリピン ミンダナオ紛争影響地域におけるコミュ

ニティ開発計画 ミンダナオ島3箇所での道路の改修および新設 11.17 2015.03.26

継続 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

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 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 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
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ウガンダ
ウガンダ北部アチョリ地域国内避難民帰
還・定住促進のためのコミュニティ再建計
画

ウガンダ北部アチョリ地域5県の小学校（35サイト）・保
健所（3サイト）の整備および施設内の井戸掘削 11.53 2012.02.23

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
ング等 10.98 2009.11.25

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調達、農道整備、農業トレーニ
ング等 8.98 2013.10.30

スーダン ジュバ職業訓練センター拡張計画 職業訓練センターの校舎建設・改修と職業訓練用機材
納入 11.29 2009.06.30

ハイチ レオガン市復興のための市街地道路整備
計画

道路舗装、既存排水路の浚渫
（ア）ロット1：インターロッキングブロック舗装約3.5km・
アスファルト舗装約1km
（イ）ロット2：インターロッキングブロック舗装約4.5km・
市街地から海までの排水路浚渫約2km

10.48 2010.11.24

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
及び排水管（延長約36km）敷設工事、
ソフトコンポーネント

6.69 2014.03.06

ミャンマー 地方村落電化計画
シャン州、チン州の非電化村落を対象にした小水力発電
機及び太陽光発電機の設置と送電設備の設置（2.5kW
～20kW）

9.94 2014.06.05

ラオス 地方開発と貧困削減のための不発弾除去
の加速化支援計画

潅木除去機・４輪駆動車等調達、施設建設、トレーニング
等 8.64 2013.12.15

緊急無償
調達代理（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、医療機材、サーモグラフィー等 3.90 2014.11.12

食糧援助 ※案件年度は交換公文の署名年度(交換年度）を掲載しています

新規 カーボヴェルデ 2014年度食糧援助 政府米 2.30 2015.02.26

カーボヴェルデ 2015年度食糧援助 政府米 2.50 2015.10.12

コモロ 2014年度食糧援助 政府米 2.20 2015.02.12

コモロ 2015年度食糧援助 政府米 2.30 2015.11.26

コンゴ民主共和国 2015年度食糧援助 政府米 6.70 2015.10.23

サントメ･プリンシペ 2015年度食糧援助 政府米 2.20 2016.01.21

ニジェール 2015年度食糧援助 政府米 4.90 2015.09.16

ハイチ 2015年度食糧援助 政府米 4.90 2016.01.20

ブルキナファソ 2015年度食糧援助 政府米 5.00 2016.02.26

ベナン 2015年度食糧援助 政府米 4.20 2015.10.06

モーリタニア 2015年度食糧援助 政府米 4.60 2015.10.26

継続 エリトリア 2014年度食糧援助 小麦 2.50 2015.01.23

ガンビア 2012年度食糧援助 政府米 3.10 2012.12.18

コートジボアール 2013年度食糧援助 政府米 6.30 2013.12.19

コートジボアール 2014年度食糧援助 政府米 5.40 2014.12.24

コモロ 2013年度食糧援助 政府米 2.70 2013.12.16

コンゴ民主共和国 2014年度食糧援助 政府米 6.20 2014.12.23

サントメ･プリンシペ 2013年度食糧援助 政府米 2.40 2013.12.19

サントメ･プリンシペ 2014年度食糧援助 政府米 1.70 2015.02.12

シエラレオネ 2013年度食糧援助 政府米 4.30 2014.02.05

ジブチ 2013年度食糧援助 政府米 2.40 2013.11.27

セネガル 2014年度食糧援助 政府米 4.90 2015.02.13

トーゴ 2013年度食糧援助 政府米、小麦 4.50 2013.11.18

トーゴ 2014年度食糧援助 政府米、小麦 2.80 2015.01.30

第2部　事業実績　
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ニジェール 2014年度食糧援助 政府米 4.60 2014.12.17

ハイチ 2014年度食糧援助 政府米 4.10 2014.12.05

ブルキナファソ 2013年度食糧援助 政府米 5.10 2013.11.26

ブルキナファソ 2014年度食糧援助 政府米 4.40 2015.03.06

ベナン 2014年度食糧援助 政府米 3.90 2014.12.02

モーリタニア 2013年度食糧援助 政府米 5.20 2014.01.23

モーリタニア 2014年度食糧援助 政府米 4.50 2014.11.27

モザンビーク 2014年度食糧援助 政府米 6.20 2014.12.05

リベリア 2013年度食糧援助 政府米 5.10 2013.11.19

貧困農民支援 ※案件年度は交換公文の署名年度(交換年度）を掲載しています

調達代理(継続) エチオピア 2014年度貧困農民支援 肥料 5.2 2014.04.15

ガーナ 2014年度貧困農民支援 農業機械 3.3 2014.04.29

ケニア 2012年度貧困農民支援 農業機械 4.6 2013.01.21

セネガル 2014年度貧困農民支援 肥料 4.1 2014.04.29

タンザニア 2013年度貧困農民支援 肥料 3.8 2014.03.31

ブータン 2014年度貧困農民支援 農業機械 1.1 2014.04.16

ミャンマー 2014年度貧困農民支援 農業機械 2.3 2014.05.24

調達代理方式（施設案件）
新規 ミャンマー 洪水被災学校再建計画 洪水被害地域学校約80校の再建 12.00 2016.02.17

コミュニティ開発支援無償
新規 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10校、ティエス州5校、ファティック州5校
の学校建設及び学校家具調達 13.49 2015.07.10

ブルキナファソ 中学校校舎建設計画 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

マダガスカル 第四次小学校建設計画 アツィナナナ県27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

継続 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

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

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に小学校31校126教室、38
便所、10教員宿舎の建設及び家具の調達 6.05 2009.08.13

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医
療機材等の納入 9.89 2012.05.17

カメルーン 第五次小学校建設計画
北西州の17サイト(29小学校)に於ける202教室、31
校長室及び24トイレ棟の建設並びに教室及び校長室家
具の調達

9.66 2011.07.19

カンボジア プノンペン前期中等教育施設拡張計画 プノンペン都の既存8中学における校舎の建設 8.51 2014.06.30

ジブチ 初等･中等教員養成校建設計画
初等・前期中等教育に携わる教員を養成するための総合
施設を建設 
① 施設（教室棟、管理棟、学生寮） 
② 機材（家具、機材）

7.67 2010.02.11

セネガル ダカール州及びティエス州小中学校建設
計画

ダカール州及びティエス州において小学校12校78教
室と中学校19校191教室、総計31校269教室を整備、
協力対象事業は施設　（教室棟、トイレ棟、サイトにより
管理棟）及び教室家具の新規整備、施設維持管理にかか
るソフトコンポーネント活動の実施（予定）

12.13 2011.03.08

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１１サイトでの中学校教
室、管理棟、トイレ棟の建設 11.64 2012.06.12

セネガル ダカール州郊外中学校建設計画 ダカール州郊外27サイトでの中学校教室、管理棟、トイ
レ棟の建設 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

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
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ニジェール 中学校教室建設計画 ニアメ市内１3中学校（サイト）における155教室、管理
棟9、トイレ棟56の建設及び教室家具の調達（予定） 12.23 2013.11.19

ネパール コミュニティ交通改善計画
5郡（マホタリ郡、シンズリ郡、ラメチャップ郡、カブレパ
ランチョーク郡、シンドゥパルチョーク郡）のサイトに、吊
橋、トラス橋、RC橋、連続ボックス橋（計13橋梁）を建設

9.90 2010.03.05

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350棟(700教室)を建設、教室家具の
整備に加えて教育関係者への研修を行う 9.30 2012.02.24

パキスタン シンド州南部農村部女子前期中等教育強
化計画 シンド州南部6県29サイトにおける学校建設 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

ジェリコ・ヨルダン渓谷コミュニティの第一次医療施設改
修、教育施設建設及び増築、コミュニティ道路改修、コ
ミュニティ施設建築並びに村落内配電網整備、特装車
両、第一次医療用機材、教育機材、コミュニティ施設用
機材及び家畜疾病予防センター用機材

11.76 2010.03.02

ブルキナファソ 第四次小学校建設計画

小学校・教員宿舎・便所・井戸を建設、家具調達
① 施設：79棟、237教室、55校長室、79便所棟、62
教員宿舎棟
② 井戸：17本
③ 家具：生徒用机・椅子、教員用机、教員用椅子、教員
用棚、校長用机、校長用椅子、来客用椅子、校長用棚

9.98 2009.04.02

ブルキナファソ サヘル地方初等教員養成校建設計画

サヘル地方ドリ市に初等教員養成校及び併設小学校を
建設し、学校運営に必要な家具・機材を調達
① 施設：管理棟､学生用寄宿舎､母子用寄宿舎､講堂､
リソースセンター､保健棟､食堂､一般教室棟､特別教
室棟､教員宿舎､併設小学校､トイレなど 
② 家具・機材：ベッド、ロッカー／棚、学生用机、学生用
椅子、小学生用机／椅子、事務机／机／脇机、稼動式
テーブル付き椅子、丸椅子、ホワイトボード、コピー機／
印刷機、パソコン、かまど等

8.36 2009.07.13

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
施設：39カ所の保健社会向上センター（以下「CSPS」）
の新設(一般診療棟、産科棟、一般サービス棟、保健医
療従事者宿舎)、21カ所の深井戸掘削
機材：診療台など診療用機材一式、村落活動用バイク等
ソフトコンポーネント：運営委員会の組織化・研修実施支
援

14.01 2012.04.27

ブルキナファソ 第五次小学校建設計画
南西部6県、中央東部3県における
施設：63校の学校施設建設（教室棟、便所棟、教員住居）
教室家具：63校向け教室家具調達（机、椅子、戸棚など）

11.38 2012.07.06

ベナン 第五次小学校建設計画 アタコラ県27サイト、ドンガ県20サイトでの小学校47
校に203教室、校長室及び倉庫、トイレ棟の建設 12.27 2012.12.05

マラウイ 第二次中等学校改善計画 北部州、中央州における中等学校6校14教室及びその
他施設の建設及び家具・理科実験機材の調達 10.85 2012.03.30

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 2013.05.16

マラウイ 第三次中等学校改善計画
国内の計11校の中等学校の整備（教室棟、管理・図書
棟、実験室棟、多目的ホール及び教員住宅の建設、及び
教育用家具、自然科学の教材・実験用器具の整備）

17.56 2014.03.17

マリ カティ市教員養成学校建設計画

教育施設（教室棟、実験室棟、図書館棟、便所棟）、学務
用施設（管理棟）、生活施設（職員住居棟、学生寮、多目
的ホール棟、便所棟）　
その他の施設（機械室棟）の建設、家具・備品（基礎教材、
実験機材、コンピューター機材、視聴覚機材、印刷・教材
作成機材等）の整備

6.87 2009.03.19

マリ 第四次小学校建設計画
クリコロ州、カイ州、及びバマコ特別区における、小学校
46校216教室、25校長室・倉庫、70トイレ棟及び教室
家具を整備

10.11 2011.08.24

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

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

ナンプラ州モナポ郡における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

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

ラオス 南部地域保健サービスネットワーク強化
計画

南部地域4県における保健センターの建設と医療器材
およびバイクの供与 7.41 2013.03.26

ラオス 南部地域前期中等教育環境改善計画 南部地域3県の中学校45校における教育施設の建設 10.69 2014.03.04

第2部　事業実績　
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レソト 中等学校建設・施設改善計画 7県12サイトにおける6校の中等学校新設及び6校の
既存中学校への施設拡充 10.69 2011.03.16

環境・気候変動対策無償
継続 アフガニスタン 太陽光等を活用したクリーンエネルギー

導入計画 太陽光発電システム(250kW) 7.00 2010.03.22

イエメン 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(480kW) 6.20 2009.12.12

インドネシア 気候変動による自然災害対処能力向上計
画 浚渫用機材 10.00 2010.03.18

インドネシア 森林保全計画 植林、森林調査用機材、技術協力等 10.00 2010.03.18

エクアドル 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(200kW等） 8.60 2010.03.17

エジプト 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(420kW) 9.70 2010.02.11

エチオピア 気候変動に関する緊急給水計画 給水車、井戸掘削リグ等 8.00 2009.04.23

エチオピア 森林保全計画 種子センター建設、種子センター用機材、地熱井掘削、
掘削関連機材、資源量等評価 17.00 2010.03.18

ガボン 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(70kW+130kW) 6.70 2010.03.18

カメルーン 森林保全計画 衛星画像、森林調査用機材、車両、技術支援 8.00 2010.03.17

カンボジア 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(488kW) 7.20 2010.03.18

カンボジア 気候変動緊急支援無償第二次補正カンボ
ジア森林保全計画 車両、衛生画像、森林資源調査機器、技術支援等 9.00 2010.03.18

グアテマラ クリーン･エネルギーによる北部村落生産
活動促進計画

施設・機材：北部貧困地帯3サイトへの小規模水力発電
施設
① マイクロ水力発電機及び付帯設備の調達・据付　
② 高圧配電線用(13.8/7.97kV)資機材の調達・据付
③ 低圧配電線用資機材の調達
技術支援：対象村落に対する施設維持管理、生活向上の
ための活動等に関する技術支援　
① 電気事業維持管理、運営、生活活動促進等に関する
技術支援

10.03 2010.01.26

コンゴ民主共和国 森林保全計画 衛星画像、森林調査用機材、車両、技術支援 10.00 2010.05.18

サモア 気象観測・災害対策向上計画 気象観測装置 7.45 2010.03.10

サモア 森林保全計画 車両、森林調査用機材、衛星画像、技術支援 3.00 2010.06.29

ジブチ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム（300kW) 6.10 2009.12.02

シリア 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(236基の街灯） 5.60 2010.03.04

セネガル 気候変動に関する緊急給水計画 給水車、地下水揚水機材、クレーン付トラック等 10.00 2009.03.30

タイ 森林保全計画 車両、IT機材、ネットワーク整備、森林調査機材、研究用
機材 9.00 2010.09.30

チュニジア 南部地下水淡水化計画 地下水淡水化プラントの建設 10.00 2010.03.18

トンガ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(552戸) 5.90 2010.03.12

ネパール 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(680kW程度） 6.60 2010.01.29

ネパール 森林保全計画 森林調査用機材、IT機器、車両など 6.00 2010.04.28

パラグアイ 森林保全計画 施設建設、森林調査用機材、技術支援 7.00 2010.05.21

パレスチナ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(300kW) 6.00 2009.12.21

バングラデシュ ダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画 廃棄物収集車両100台調達、ワークショップ1棟建設、
技術支援 12.15 2009.02.18

バングラデシュ 気候変動による自然災害対処能力向上計
画 脱塩化浄水装置 15.00 2010.04.25

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 太陽光発電システム(270kW) 5.00 2010.03.15
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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

フィリピン 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(640kW) 6.00 2010.03.15

ブルキナファソ 気候変動による自然災害対処能力向上計
画 建機、車両、測量機器、セメント等 7.00 2010.03.16

ブルキナファソ 国立水森林学校教育研修能力強化計画 学校施設、機材、ソフトコンポーネント 6.55 2010.12.02

ベトナム 気候変動緊急支援無償　自然災害対策
向上計画 レーダー塔（2サイト）建設、AWS、VSAT等 20.00 2010.06.30

ペルー 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(150kW+150kW) 4.00 2010.03.09

ペルー 気候変動による自然災害対処能力向上計
画 車両、建機、IT機器など 10.00 2010.09.17

ペルー 森林保全計画 衛星画像、森林調査用機材、技術支援 9.00 2010.09.17

ボツワナ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(1.3MW) 11.10 2010.02.04

マリ 気候変動による自然災害対処能力向上計
画 井戸掘削機 5.00 2010.03.22

モルディブ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(395kW+280kW+65kW) 10.00 2010.03.25

モロッコ 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(800kW) 6.40 2010.01.25

モンゴル 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(426kW) 5.90 2009.12.11

ヨルダン ヨルダン国上水道エネルギー効率改善計
画 ポンプ設備、送配水管機材、流量計等 11.32 2010.02.28

ラオス 太陽光等を活用したクリーンエネルギー
導入計画 太陽光発電システム(236kW) 4.80 2010.03.04

ラオス 気候変動緊急支援無償　自然災害対処
能力向上計画

浄水器付トラック、タンク車、ボート、ライフジャケット、
トラック等 10.00 2010.03.04

ラオス 気候変動緊急支援無償第二次補正ラオス
森林保全計画

森林保全に関する技術支援、GPS、ピックアップトラック、
PC、樹高計等 10.00 2010.03.04

ラオス 気候変動緊急支援無償　森林情報セン
ター整備計画

森林情報センター建設、衛星画像（森林情報）、コン
ピュータサーバー、地理情報解析ソフト等 4.75 2010.03.04

レソト 気候変動による自然災害対処能力向上計
画 浄水装置、自動気象観測装置 5.00 2010.03.05

実施促進（継続）ガボン 太陽光を活用したクリーンエネルギー導
入計画

太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画実施促
進調査 ̶ ̶

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 地震計、強震計、衛星通信システム等 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、無線システム

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 衛星通信システム、自動気象観測装置等 3.00 2012.04.20

フィリピン 広域防災システム整備計画 移動式排水ポンプ車、地震観測システム、津波観測シス
テム 10.00 2012.03.29

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

第2部　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

文化無償
（1）調査、解析等
草の根文化無
償案件形成調査
（新規）

パプアニューギニア パプアニューギニア軍楽隊楽器整備計画 ̶ ̶ ̶

草の根文化無
償要請書解析
（新規）

複数国 平成27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）調達監理業務
調達監理業務
（継続） ペルー イカ州博物館の所蔵品の管理保存のため

の機材整備計画 展示・保存機材 0.50 2012.12.18

その他無償資金協力にかかる調査
新規 複数国 平成27年度無償資金協力の施工実態調

査（歩掛補正等） ̶ ̶ ̶

継続 複数国 平成26年度無償資金協力の施工実態調
査（歩掛補正） ̶ ̶ ̶

日本NGO連携無償
新規 複数国 平成27年度日本NGO連携無償資金協

力案件及びNGO事業補助金精算審査 ̶ ̶ ̶

技術協力関連事業
事業項目（内容） 対象国名 案件名

技術協力支援事業（新規） 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）

フォローアップ協力(新規） ネパール ネパール国基礎教育関連プロジェクトフォローアップ協力

日本の技術協力事業等に係る評価調査業務（新規） フィリピン 東ビサヤ地域母子保健サービス強化プロジェクト終了時評価調査（評価分析）

技術協力支援(民間パートナーとの協働)(継続） 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

技術協力支援(民間パートナーとの協働)(継続） ケニア 地熱開発のための能力向上プロジェクト

在外調達支援(継続） 複数国 技術協力機材の在外調達支援業務（第2年次）

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 2015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）

円借款事業に係る調達関連書類の照合(継続） 複数国 2014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）
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)
 (新規） 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 インドネシア国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）

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） マダガスカル トアマシナ港拡張事業実施支援【有償勘定技術支援】
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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 複数国（ASEAN） アセアン防災人道支援調整センター アセアン緊急災害ロジスティック・システムフェーズ2に係るフィージビリティー
調査（FS）支援

複数国（ASEAN） 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） 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

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

ラオス ラオス天然資源環境省 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 
(16カ国) 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 国家防災委員会 カンボジア危機管理センター（EOC）整備支援

カンボジア 国家防災委員会 Web-EOCフォローアップ研修プロジェクト

カンボジア/ラオス/ベトナ
ム/ミャンマー/タイ

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

ミャンマー 国家災害管理庁 ミャンマー危機管理センター（EOC）整備支援

ミャンマー 科学技術省 ヤンゴン工科大学機材整備

ミャンマー 国家災害管理庁 Web-EOCフォローアップ研修プロジェクト

ミャンマー 通信省 ネピドー市国際会議場通信環境改善プロジェクト（JAIF議長国支援）

ラオス 国家災害管理庁 ラオス危機管理センター（EOC）整備支援

ラオス 国家災害管理庁 Web-EOCフォローアップ研修プロジェクト

ラオス 公共事業運輸省 ラオス国フィージビリティー調査（FS）報告書作成支援プロジェクト

複数国（ASEAN） 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)センター支援プロジェクト（フェーズ2)

複数国（ASEAN） アセアン防災人道支援調整センター AHAセンター中期ICT戦略策定プロジェクト

専門家／調達コンサルティング要員の派遣
事業項目（内容） 対象国名 案件名

専門家／調達コンサルティング要員の派遣（継続) 複数国 ̶

その他事業（民間パートナーとの協働等)
事業項目（内容） 対象国名 案件名

スポーツフォートゥモロー事業（新規） インド、ネパール スポーツフォートゥモロー事業

経済産業省補助金事業(新規) サウジアラビア 平成27年度産油国石油精製技術等対策事業補助金（産油国開発支援等業務のうち産油国産業協力等事業
に係るもの）事業に係る機材導入業務

JICA案件化調査（新規） ジョージア 混合廃棄物処理ｼｽﾃﾑ構築に係る案件化調査

国際機関参入企業支援事業（新規） 複数国 国際機関参入企業支援事業

JICA案件化調査（継続） タイ 次世代焼却炉による医療廃棄物適正処理案件化調査

第2部　事業実績　
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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

(特活)アプカス スリランカ
荒廃が進む紅茶プランテｰション長屋を宿泊交流施設へ改修し、地域の歴史
や資源を活用した体験型ツｰリズムの実施を確立することで、農村に新たな
雇用を創出し地域の活性化を図る。

直接事業費  1,000,000

(特活)イランの障害者を支援
するミントの会 イラン

イランミントの会や現地行政機関と連携した人材育成研修の実施、社会構
築支援センタｰの設立・運営によりキャラジ市のバリアフリｰの普及を目指し、
障がい者の外出支援を図る。

直接事業費  1,000,000

(特活)ASACカンボジアに学校
を贈る会 カンボジア

識字教師を育成し、農村地区の15～45歳の非識字者を対象とした夜間教
室を開催して住民の生活向上を目指す。過去事例のフィドーバックにより受
講生のモチベｰションを高めて成果拡大に繋げる。

直接事業費  1,000,000

(特活)北関東医療相談会 日本
在日外国人生活困窮者を対象とした健康診断・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・
団体基盤強化
費

 1,000,000

教育協力NGOネットワｰク 日本
EFAグロｰバルモニタリングレポ トー日本語版の発行やシンポジウムの開催、
世界一大きな授業等の啓発事業を実施することにより国際教育開発に関す
る市民の意識と関心を高める。

直接事業費  759,794

(特活)泉京・垂井 日本
実行委員会新メンバｰ加入や新商品開発等、町民のフェアトレ ドー活動への
参画を促進するとともに、講座開催や高校出前授業実施の際の意識調査に
より定量的デｰタの収集を行い次世代の担い手育成を進める。

直接事業費・
団体基盤強化
費

 600,000

(特活)DIFAR 日本(ボリビア)
新規常勤スタッフを雇用し、国内事務局経理や広報の充実、各種キャンペｰ
ン等の実施促進を図り、支援者・支援金の拡大に繋げて安定した組織運営
と国内外活動基盤の強化を目指す。

団体基盤強化
費  1,000,000

(認定特活)ヒュｰマンライツ・
ナウ 日本

広報・アウトリｰチ・ファンドレイジング専門のスタッフを雇用し、国内外の人
権問題及び団体の認知度向上を目指すとともに団体の基盤強化・事業展開
を図る。

団体基盤強化
費  1,000,000

(特活)ミャンマｰファミリ・ー
クリニックと菜園の会 ミャンマｰ

12農村への巡回診療および保健衛生・栄養指導による意識改善活動を実
施するとともに、各村に配置する保健衛生と菜園作りのリｰダｰを育成し、住
民の自主的な健康管理の向上を目指す。

直接事業費  998,000

モザンビｰクのいのちをつなぐ
会 モザンビｰク

楽器を購入し、スラム地区住民の教育の場として会が運営する学舎・寺子屋
で音楽教室を開催する。現地における音楽の持つ役割・特性を活かして道
徳心や意欲の醸成を図り、生活改善を目指す。

直接事業費  999,753

複数年度支援
(特活)カラ=西アフリカ農村自
立協力会 マリ

1年目事業で建設した産院を開設する。助産師と保健普及員の育成と出産
環境の改善を進めるとともに、リプロダクティブヘルスの普及と公衆衛生意
識の向上を図り、住民の健康維持を目指す。(2年目)

直接事業費
1年目
 1,000,000
2年目
 480,822

スポｰツ支援 (特活)アジアの障害者活動を
支援する会 ラオス

指導者育成、練習環境の整備によりブラインドサッカｰの実施・普及促進に
必要な組織の強化を図るとともに、体験会やセミナｰを通じて障害者スポｰ
ツの理解向上を目指す。

直接事業費  998,225

(一社)アスリートソサエティ ブｰタン・ネパｰル
支援対象国からオリンピアンを輩出することを目標に日本のアスリトーを現
地へ派遣して指導を行い、他国のスポｰツ文化発展に寄与するという新たな
コンセプトで東京五輪開催へも貢献する。

直接事業費  1,000,000

活動報告・意見
交換会 ̶ 日本 平成25年度に支援を行った11団体が参加 ̶ ̶




