
別紙１

特定非営利活動法人 7,357 ①地滑り被災者に対する仮設住宅の建設及び自治組織の強化支援

9,410 ②家庭菜園・有機農業普及のための農業研修センターの設立及び普及促
進

特定非営利活動法人 1,899 小学校を教育の場とした地域住民（子ども、大人）に対する識字・計算教
どさんこ海外保健協力会 育、生活改善・保健衛生指導の実施

特定非営利活動法人 3,231 老朽化した村立幼稚園舎の建替え及び建設管理
プロ・ワークス十和田

岩手県インドネシア友好協会 3,408 農民のための持続可能型農業の技術指導及び牛銀行の実施

宮城国際支援の会 6,149 ①障がい者支援専門学校への車いす部材の送付及び車いす組立・修理
技術の指導

10,635 ②地域住民の収入向上、生活改善のためのワークショップの開催、小学校
の運営支援、老朽化した小学校校舎の新築

特定非営利活動法人 4,487 貧困農民に対する生産性向上のための農業技術研修の実施及び研修生
アロアシャ・プロジェクト 宿泊施設、種苗貯蔵庫の建設

福島県障害児・者の動作学習研究会 2,675 障がい児への知識、技能向上のための訓練実施及び障がい者支援ネット
ワークの構築

特定非営利活動法人 4,835 生徒のための学校付属農場の整備及び周辺緑化
黄土高原環境・緑化計画

財団法人 14,314 ミャンマーからの流入者及び山岳民族に対する巡回医療、妊婦検診、ワク
チン接種、医療技術指導の実施

アジア・アフリカと共に歩む会 6,490 貧困地域の教師及び生徒に対する基礎教育の改善と向上のための図書
活動支援

特定非営利活動法人 3,534 農民のための無灌漑による塩地茅の栽培技術の確立と耐アルカリ性アル
東方科学技術協力会 ファルファの栽培

特定非営利活動法人 3,951 ろう学校教職員に対する研修会の開催
ＮＰＯアジアマインド

ベトナムの「子どもの家」を支える会 5,782 障がい児・ストリートチルドレンの自立支援のための職業訓練等の実施

特定非営利活動法人 2,463 住民のための識字教育の実施及び識字教師の育成
ASACカンボジアに学校を贈る会

特定非営利活動法人 9,747 ストリートチルドレンのための児童養護施設の建設及び運営
エル・エンジェル国際ボランティア協会

（茨城県）

（埼玉県）

（千葉県） （ベトナム・トゥアティエンフエ省フエ市）

（スリランカ・ウバ州モナラーガラ県タナマルヴィラ郡シーヌックワ地区）

（北海道） （カンボジア・ラタナキリ州オンドン・メア郡ニャン集合村ダル村、ボンカム村、
タンセー村）

（青森県）
（ベトナム・バクサン省イエンズン県タンクオン村）

(北海道)

（スリランカ・中部州ヌワラエリヤ県ワラパネ郡ニルダンダーヒンナ、
エゴラカンダ、ウダマードゥラ移転地区）

配分団体、配分額等
団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

千円

アプカス

（マレーシア・セランゴール州、ネグリスンビラン州、ジョホール州、トレンガル州）

（茨城県）

（インドネシア・南スラウエシ州ワジョー県パマナ郡シンプルシア村）

（山形県） （バングラデシュ・ラシャヒ市）

（ネパール・バクマティ県ヌワコット郡オカルパウア地区カガチ村、トウロチトレ村）

（タイ・パトンタニ県パトンタニ町）

（岩手県）

（タイ・チェンライ県メーサイ地区）

（南アフリカ・クワズールーナタール州ンドウェドウェ地域）

（埼玉県）

（千葉県）

（タイ・バンコク特別区、チョンブリー県パタヤ市）

（カンボジア・コンポンチャム州バティエイ郡タンクロサン地区、トムノ地区）

（神奈川県）
（インド・アンドラプラデシュ州スリカクラム地区マンダラ、エチェーラ）

（宮城県）

日本国際親善厚生財団

（埼玉県）

（福島県）

（中国・寧夏回族自治区塩池県高沙窩鎮魏庄子地区）

（中国・吉林省大安市大崗子鎮双崗山村）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

神奈川歯科大学南東アジア支援団 3,940 ①口唇口蓋裂患者の治療及び手術技術移転

8,752 ②住民のための歯科医療サービス（検診･治療）の提供

特定非営利活動法人 7,551 地域住民のための環境保全・回復活動（禁漁区の設置と植林）の実施及び
草の根援助運動 代替生計手段の確保

特定非営利活動法人 5,009 パブリック校（１０年制の公立学校）の教師に対するインストラクション技術
国際援助団体　アイウエオサークル 向上のためのトレーニングの実施

中国内蒙古沙丘・草原緑化研究会 2,750 沙漠化防止のための植林及び飛沙防止策の実施

特定非営利活動法人 906 地域住民のための簡易水道施設の建設及び管理組合の支援
ビラーンの医療と自立を支える会

ムリンディ／ジャパン・ワンラブ・プロジェクト 3,988 上下肢障がい者のための義肢装具・杖などの製作

特定非営利活動法人 7,615 農民のための有機農法の研修指導及び農業用施設の設置
ラブグリーンジャパン

ＣＲＩ－チルドレンズ・リソース・インターナショ 10,110 ①貧困地域の子どものための託児所建設と教育者、保護者に対する教育
ナル に関する啓発活動の実施

2,643 ②貧困地域の青少年のための職業訓練の実施

ハイチ友の会 1,626 地域住民のハリケーン被害復興のための植林及び農業支援

特定非営利活動法人 2,857 貧困地域の住民に対する職業訓練センター開校及び運営指導
アジアレインボー

特定非営利活動法人 9,664 貧困地域の小学校のトイレ・配水設備整備、世帯のトイレ設置及び衛生指
アジア教育・文化・自然環境保護日本支援 導
センター

特定非営利活動法人 1,801 教育を受けられない地域の中学生のための教室新設及びトイレの増設等
アジア教育友好協会 施設整備

特定非営利活動法人 2,403 障がい者のためのデイセンター運営と生活改善のための養魚場開設
アジア地域福祉と交流の会

特定非営利活動法人 1,650 点字印刷製作所の一元化と視覚障がい児の教育改善プログラムの実施
アジアの障害者活動を支援する会

特定非営利活動法人 8,813 ①就学前教育の充実のための教材配布と活用指導
幼い難民を考える会

4,357 ②農村女性に対する織物技術の巡回指導

（ブラジル・セアラ州アラカチ市カノア・ケブラーダ地区エステーヴァン村）

（ハイチ・ニップス地区チビー村）

（カンボジア・プノンペン市トゥールコック）

（マレーシア・サラワク州シブ郡カノウイット町バワン地区）

（カンボジア・プノンペン市、カンダール州ほか１２州）

（カンボジア・タケオ州）

（神奈川県） （フィリピン・バターン州オリオン町、カビテ州ナイク町、テルナテ町、マラゴンドン町
サンタメルセデス村、ブラカン州ハゴノイ町プガッド村）

（フィリピン・ビサヤ地方ネグロス島ドゥマゲッティ市）（神奈川県）

（タイ・バンコク県クロントイ区）

（ラオス・サラワン県タオイ地区パチュドン村）

（神奈川県） （ネパール・カトマンズ市）

（神奈川県） （中国・内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗烏蘭敖都）

（神奈川県）
（フィリピン・サランガニ州マルンゴン町）

（神奈川県）

（神奈川県）

（神奈川県） （ブラジル・サンパウロ州サンパウロ市モンチ・アズール地区）

（ネパール・カブレ州アナイコット村）

（山梨県）

（東京都）

（東京都）

（スリランカ・カルタラ県ホラナ市パルピティゴダポールワダンダ、
ポロンナルワ県ニッサンカマッラプラ）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（ラオス・ビエンチャン市）

（東京都）

（ブルンジ・ブジュンブラ市）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

特定非営利活動法人 7,921 ①森林再生による環境修復と持続的農業生産環境（有機農業）の構築
環境修復保全機構

2,441 ②小学生及び小学校教員に対する環境教育の推進活動

5,139 ③環境保全型農業（有機農業）の技術指導（堆肥作り、指導者育成研修
等）

社団法人 2,209 喉頭摘出者のための発声（食道発声）指導及び発声指導員の育成

特定非営利活動法人 1,800 地域住民の生活改善と環境保全のためのヒノキ苗圃場（ほじょう）整備と植
グリーンフォーラム

特定非営利活動法人 13,834 無医村に対する医薬品の提供・RADIOPHARMACYの構築（医薬品の管理
国際アマチュア無線ボランティアズ 用無線連絡網）

特定非営利活動法人 1,678 貧困地域住民の生活改善のための豚及びヤギ飼育とロンガニーサ作りの
国際開発フロンティア機構 技術指導

特定非営利活動法人 8,571 貧困地域の子どものための労働防止等の意識啓発研修、生活改善のため
国際子ども権利センター の牛貸出し、農業指導等の実施

社会福祉法人 1,627 視覚障がい者の自立のためのマッサージ技術の指導
国際視覚障害者援護協会

特定非営利活動法人 8,879 地域住民に対する職業訓練及び民族宥和プロジェクトの実施
国際市民ネットワ－ク

特定非営利活動法人 10,801 戦争被災地域における児童・青少年に対する生活、教育向上、民族差別
子供地球基金 意識の除去のための教育活動施設の整備と運営支援

社会福祉法人 4,848 偏った教育を受けた子どもたちに対する基本的な人権等の教育の実施

特定非営利活動法人 1,548  地域住民のための保健センターの施設改善、配電・配水システムの整備
シェア＝国際保健協力市民の会

特定非営利活動法人 5,414 住民のための衛生施設（トイレ）の設置と衛生教育
ジェン（JEN)

特定非営利活動法人 17,348 養殖技術者育成のための職業訓練所の運営、二部制学校の建設、運営
ジャパン　バングラデシュ　ファンデーション 及び保健衛生改善のための井戸建設

特定非営利活動法人 7,491 住民グループ及びコミュ二ティの育成のための持続的な農村開発事業
シャプラニール＝市民による海外協力の会

（東京都）

（東京都）

（スリランカ・バッティカロア県ワーカライ村）

（タイ・ナン県プア地区）

（中国・北京）

林

（カンボジア・プノンペン市、コンポンチャム県）

（バングラデシュ・ノルシンディ県ライプーラ郡、ベラボー郡）

（スリランカ・バティカロア県ワカライ郡サラティブ村）

（カンボジア・コンポンチャム州スレイセントー・コーンミヤ保健行政区内）

（東京都）

銀鈴会
（東京都）

（タイ・スコタイ県キリマット地区）

（バングラデシュ・パブナ地方チャットマハルアムリタクンダ村、バドラ村、
バージパラ村、バンゴラニマイチャラ村、バンゴラ村）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（ラオス・ホアパン県、シェンクワン県、ボリカムサイ県）

（コソボ・ミトロヴィツァ、グラチャニツァ）

（クロアチア・グボーズド市）

（カンボジア・スバイリエン州チャントリア郡プラサート、バディ、
コンポンロー郡タナオ）

（東京都）

至愛協会

（モーリタニア・首都ヌアクショット、砂漠地帯）

（東京都）

（インドネシア・デンパサール市）

（フィリピン・ビコール地方アルバイ州ギノバタン町マカッツリ村、
ティウィ町ホロワン村を中心とする周辺バランガイ）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

社団法人 6,638 ①小学校の教室不足を解決するための校舎建設
シャンティ国際ボランティア会

6,612 ②難民キャンプの教育環境改善のための図書館活動の実施

スランガニ基金 5,640 ①子どもの栄養、健康状態の向上のための給食プログラムの実施及び家
庭の台所衛生環境の改善

4,918 ②プレスクールの衛生環境整備と保健衛生のための講習会実施

社団法人 13,488 ゲル集落の子どもの生活支援等（「地域ぐるみの子ども保護センター」の運
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 営）及び子どもの保護体制確立のための人材育成

特定非営利活動法人 8,512 農民のための給水、灌漑施設建設、農業技術の指導
地球の友と歩む会

特定非営利活動法人 6,107 ①地域住民のための簡易診療所の運営支援及び保健医療サービス提供
難民を助ける会 者の育成

6,750 ②障がい者のための職業訓練校の運営及び就職支援活動の実施

日・タイ親善交流グループ 2,515 老朽化した学校（幼稚園、小中学校）校舎の建替え及びトイレ棟の建設

特定非営利活動法人 7,649 熱帯性熱病予防のための巡回指導及び特殊蚊帳、医薬品の配布
日本カンボジア友好協会

社会福祉法人　 5,359 貧困家庭の子どものための識字教育及び母親への自立訓練（給食）の実
日本国際社会事業団 施

特定非営利活動法人 6,166 ①地域住民の健康保持・増進・健康意識高揚のための巡回保健指導・健
日本国際ボランティアセンター 康診断実施

6,319 ②学校の生徒と農民対象の環境教育及び学校教員向け環境教育ファシリ
テーター養成講座の実施

5,698 ③帰還民（難民から戻った人）及び住民に対する自動車整備技術研修及

財団法人 2,383 農民のための沙漠化した農地の整備
日本産業開発青年協会

財団法人 7,059 自主消防力強化のための初期消火技術、応急救護技術及び火災予防の
日本消防設備安全センター 指導

日本・バングラデシュ文化交流会 16,909 女性の経済的自立と社会参加のための職業訓練の実施

（ベトナム・ハノイ市タン・スアン区）

（バングラデシュ・ジェソール県シャシャ郡）

（タイ・メーホンソン県ソッモイ郡、カンチャナブリ県サンクラブリ郡、
ラチャブリ県スワンプン郡）

（スリランカ・アンパーラ県アンパーラ、ウハナ、ダマナ、ラトナプラ県エンビリピティ

（カンボジア・カンダール県オンスノール郡、シュムリアップ県
チークリエン郡、ソトニコム郡、プノンペン特別市）

（パレスチナ・東エルサレム１３地域）

（ラオス・ボリカムサイ県ターパバーツ郡ホアイルック村）

（モンゴル・ウランバートル市チルゲルティ地区、ソンギノ・ハイルハン地区、
ドルノド県ケルリン村）

（東京都） （カンボジア・プノンペン市）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（スーダン・南部スーダン・ジュバ市）

（中国・内蒙古自治区通遼市奈曼旗固日班花蘇旗）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

び労働安全衛生指導

（カンボジア・バッタンバン州の１３県）

（インドネシア・東ヌサトゥンガラ州東スンバ県カタラ・ハム・リング郡コンパバリ村、
ラエララ村、マンダス村、マタワイ・アムフ村、プライバグル村）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（ミャンマー・ヤンゴン市マヤンゴン地区）

（東京都）

（スーダン・東エクアトリア州ラフォン、ロパ郡）

（タイ・チェンライ県メースワイ郡）

（スリランカ・東部州バティッカロア県ヴッタワン村ワハラ地区）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

特定非営利活動法人 1,612 農民のための農業セミナーの開催（農業技術・経営など）
日本フィリピンボランティア協会

特定非営利活動法人 15,338 ケニアの国内暴動による避難民の生活復興支援（飲料水確保、住居建設）
日本紛争予防センター

特定非営利活動法人 5,388 ①内戦被害を受けた学校に対する住民参加型修復の支援

5,099 ②コーヒー生産者の収入向上のための農業技術指導、コーヒー加工技術
指導

特定非営利活動法人 10,717 難民キャンプの子どもや家族に対する支援プログラムの実施及びソーシャ
パレスチナ子どものキャンペーン ルワーカー、指導員の育成

特定非営利活動法人 5,943 中学校校舎の増築と井戸の設置
ハンガー・フリー・ワールド

特定非営利活動法人 15,735 職業訓練科再開のための電気技術科の実習室、合同講義室の再建
ピースウィンズ・ジャパン

特定非営利活動法人 2,808 住民のためのゴミ収集施設の建設及び環境教育
ヒマラヤ保全協会

ひまわりの会 3,535 障がい者のための就労支援、障がい者自立支援センターの運営支援

特定非営利活動法人 1,872 タイに居住するビルマ人難民に対する人権・権利に関する基礎的教育への
ヒューマンライツ・ナウ 支援

特定非営利活動法人 728 小学校における基礎的応急手当に関する教員研修の実施
ラオスのこども

特定非営利活動法人 10,238 ①衛生環境改善のため、市場にトイレ、ゴミ箱、井戸を設置するとともに公
ＡＭＵＲＴ　Ｊａｐａｎ　 衆衛生に関するワークショップを開催

6,508 ②知的障がい者の自立促進のための家庭菜園活動の支援

特定非営利活動法人 1,605 ①小中学校教員及び教員養成学校教員に対する子どもの成長に欠かせ
ＪＨＰ・学校をつくる会 ない情操教育（音楽教育）技術指導及びインストラクター養成

15,200 ②小学校教員養成学校の教育環境改善のための教室棟の建設

特定非営利活動法人 4,248 ①ＨＩＶ・ＡＩＤＳ感染拡大防止のための保健指導員等の巡回指導
ＮＧＯアフリカ友の会

3,500 ②貧困により栄養失調となった子どもの栄養改善と健康回復のための給
食実施

（スーダン・ノーザン・バル・アル・ガザール州アウェイル・イースト郡）

（東ティモール・アイナロ県マウベシ郡）

（フィリピン・ミンダナオ島ダバオ市マリログ地区マラハン）

（東京都）

（タイ・タク県メイソット）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

（東京都）

パルシック

（東京都）

（ラオス・ボーケオ県、サイヤブリ県、ルアンパバン県、ヴィエンチャン県、
ボリカムサイ県、セコン県、チャムパサック県）

（カンボジア・プノンペン市、プレイベン県、コンポンスプー県、コンポンチャム県、
シアヌークビル市、コンポンチュナン県、タケオ県）

（東京都）

（東京都）

（ペルー・リマ市プエブロリブレ区）

（中央アフリカ・バンギ市ブエラブ地区、ゴボンゴ地区）

（東京都）

（スリランカ・ゴール県アクメーマナ、ゴルフォ－グラベッツ、イマドゥワ、
ハバラドゥワ）

（東京都）

（カンボジア・バッタンバン県バッタンバン郡、プレイプレスダァチュ集合村
オークチュエイ村）

（東京都） （レバノン・ベイルート市、トリポリ市、エルバス村、８難民キャンプ）

（東京都）

（リベリア・ロファ州ボインジャマ市）

（ベナン・アトランティック県ゼ郡べト村）

（スリランカ・トリンコマリー県ムトゥール郡）

（ケニア・リフトバレー州マイマヒウ郡ムニウ地区）

（中央アフリカ・バンギ市ブエラブ地区）

（ネパール・ダウラギ県ミャグディ郡ナルチャンレク村、キバン村）

（東京都）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

ＮＧＯ地に平和 8,375 女性の経済的自立のための刺繍小物作成と販売プロジェクト及び共同組
合の設立

インドネシア教育振興会 1,758 貧困スラム世帯の子ども・女性に対する 低限の教育を受ける権利保障を
するための図書館整備と児童会設立・運営指導

特定非営利活動法人 11,517 ①路上で生活する子どもたちのための包括的生活改善事業の実施（カウ
アジア日本相互交流センター（ICAN） ンセリング、教育、医療、保健活動等）

6,682 ②先住民族の教育・生計向上のための支援事業実施（学校給食、学校設
備充実、織物技術訓練等）

特定非営利活動法人 3,603 小学校児童に対する教育環境整備のための教室増築及び自然環境保全

オヴァ・ママの会 3,062 養護施設（ホームレス児童受入れ、地域の幼稚園）の安全面、衛生面改善
のための改修・修繕

自立のための道具の会・ＴＦＳＲ　Ｊａｐａｎ 1,615 ①大工職人のための鉋（かんな）の作成、使用方法、メンテナンス技術指
導と職人育成指導

1,640 ②地域住民のためのヤシ殻炭焼き及び魚・鶏燻製の作成技術指導

スリヤールワ　スリランカ 2,386 津波被災者のための託児所の運営指導及び施設の増築

特定非営利活動法人 3,824 チェルノブイリ原発事故被曝者のための農地改善及び農業技術指導
チェルノブイリ救援・中部

特定非営利活動法人 10,717 ①口腔先天異常疾患患者の無料手術の実施、手術手技等の移転及びモ
日本医学歯学情報機構 ニタリングセンターの建設

1,425 ②口腔先天異常疾患患者の無料手術の実施、手術手技等の移転

4,343 ③口腔先天異常疾患患者の無料手術の実施、手術手技等の移転及びモ
ニタリングセンターの建設

特定非営利活動法人 2,702 ①口唇口蓋裂、口腔疾患患者への無料手術の実施及び医療従事者への
日本口唇口蓋裂協会 技術指導

10,612 ②口唇口蓋裂、口腔疾患患者への無料手術の実施及び医療従事者への
技術指導

2,806 ③口唇口蓋裂、口腔疾患患者への無料手術の実施及び医療従事者への
技術指導

（インドネシア・西ジャワ州バンドン市）

ハイチの会 1,706 貧困農民に対する生産向上のための農業技術指導

特定非営利活動法人 1,450 障がい者の自立支援のための職業訓練（農業、植林）及び居住施設の建
ＡCHAN 　JAPAN 設

（スリランカ・南部州マータラ地区ベリアッタ、中部州キャンディ地区ワッテガマ）

（ミャンマー・サガイン、ヘホー）

（ベトナム・ニンビン省、ベンチェ省、ホーチミン市、チャービン省）

（パレスチナ・ヨルダン川西岸地区南部ベツレヘム市郊外デヘイシュ
難民キャンプ）

教育の実施

（フィリピン・南コタバト州ジェネラルサントス市）

（フィリピン・マニラ首都圏ケソン市、マニラ市）

（チュニジア・スース市）

（インドネシア・西ジャワ州バンドン市マレベレウタラ地区）

（カンボジア・シェムリアップ州ポゥ地区タックヴェル町チェイ村）

（モンゴル・ウランバートル市、ドルノゴビ県、ボブド県）

（ラオス・ビエンチャン県）

（スリランカ・南部州マータラ県ケカナドゥラ村）

（ウクライナ・ジトーミル州ナロジチ地区スターレ・シャルネ村）

（スリランカ・ハンバントタロードマダエリヤウンガマ）

（愛知県）
オアシス

（愛知県）

（スリランカ・南部州マータラ地区タンガッラ、中部州キャンディ地区ワッテガマ）

（愛知県）

（愛知県）

（ハイチ・中央県エンシュ市ボナビ村）

（ベトナム・ラムドン県）

（東京都）

（富山県）

（愛知県）

（愛知県）

（愛知県）

（愛知県）

（愛知県）

（愛知県）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

ＤＩＦＡＲ 4,000 ①生ごみリサイクル（有機堆肥づくり）及び有機野菜栽培指導、堆肥販売に
向けた試肥試験の実施

5,880 ②エコサントイレ（糞尿を肥料化するバイオトイレ）の設置及び堆肥利用の
指導

特定非営利活動法人 1,548 農村地域の住民のための職業訓練の実施
リボーン・京都

アイユーゴー―途上国の人と共に― 2,450 ①貧困農村に対する農林複合経営の導入による生産性向上支援

2,381 ②貧困農村（少数民族）に対する有機栽培指導による生活向上支援

3,857 ③貧困農村（少数民族）に対する有機栽培指導による生活向上支援（農業
情報支援センター建設）

社団法人 11,174 住民に対する生活改善のためのバイオガスプラントの普及及び環境保全
アジア協会アジア友の会 指導

アジア保育教育交流推進実行委員会 3,405 ①少数民族の初等教育整備のための学生寮建設及び保育園の改修

3,529 ②スラム地区、少数民族居住地区の保育園・図書館スタッフのスキルアッ
プ研修の実施及び保育・幼児教育研修センターの設置

関西日中交流懇談会 4,357 ①小学校の教育環境向上のための未整備運動場の整備

6,162 ②学校の生活用水安定供給のための水道施設建設（取水場、導水路、貯
水池）

関西バングラデシュ友好協会 4,224 高校の建設、地域住民に対する識字教育、保健衛生指導の実施

特定非営利活動法人 4,305 住民のための診療所の増築、運営支援、衛生教育の実施
国際交流の会とよなか(TIFA)

ネパールの星 7,970 住民の診療、衛生教育及び巡回診療活動の自立運営のためのサポートセ
ンター建設

特定非営利活動法人 3,409 集中豪雨による土壌浸食により沙漠化が進む地域への植林
緑の地球ネットワ－ク

特定非営利活動法人 3,525 ①遊牧民のための教育環境の整備（黒板配布）及び技術指導
モンゴルパートナーシップ研究所

2,286 ②遊牧民のための環境保全型牧畜運営の技術指導と普及

（中国・湖南省張家界市桑植県麦地坪白族郷）

（タイ・ターク県ターソンヤン郡メーソーン地区）

（中国・山西省大同市大同県聚楽郷聚楽村）

（モンゴル・セレンゲ県、ボルガン県、オルホン県、フブスグル県）

（ネパール・ラメチャプ郡ソロンブ村）

（バングラデシュ・ダクリア村）

（タイ・メーホンソン県パーンマパー郡タムロート地区）

（ボリビア・ＭＭカバジェロ郡コマラパ市）

（ネパール・バグマティ県ダーディン郡ムラリバンジャン村、スナウラバザール村、
バクタプール郡スダル村、カブレパランチョーク郡トゥクチャ村、

ルンビニ県ノールパラシィ郡ピトゥリ村）

（ボリビア・ＭＭカバジェロ郡コマラパ市）

（ベトナム・ラムドン県カチェン地区）

（中国・内蒙古自治区額済納旗）

（マダガスカル・アンタナナリボ州アナラマンガ郡フィハオナナ区）（大阪府）

（三重県）

（大阪府）

（大阪府）

（タイ・バンコク市クロントイ地区、ターク県ターソンヤン郡）

（中国・湖南省張家界市桑植県橋自湾郷）

（ネパール・シンズリ県ドダウリ村）

（京都府）
（ラオス・ビエンチャン県ヒンフープ郡ビエントーン村）

（大阪府）

（大阪府）

（大阪府）

（大阪府）

（大阪府）

（大阪府）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

ラルパテの会 1,779 障がい児、その家族及び現地の理学療法士等に指圧・マッサージ・鍼治療
・遊戯療法などを併用した治療とトレーニング及びリハビリテーションの技
術指導

特定非営利活動法人 4,542 チベット難民居住区における眼科医療、医療従事者に対する技術指導
アジア眼科医療協力会

アジア友好ネットワーク 4,232 ①ストリートチルドレンのためのチャイルドケアハウスの建設、運営指導

1,048 ②老朽化した校舎（小・中・高一貫校）の再建と建設に対する助言、指導及
び教育体制に対する実地指導

特定非営利活動法人 8,110 住民のための衛生改善指導、生活支援教育及び集会場の建設

特定非営利活動法人 10,988 地域児童生徒の教育環境充実のための新校舎建設
国際エンゼル協会

特定非営利活動法人 3,465 貧困地域住民に対する収入増加のための特産品の開発支援
地球ボランティア協会

特定非営利活動法人 15,396 医療援助活動の充実及び有機物を活用した自然再生型農業の普及と生
アフリカ児童教育基金の会 活環境向上のための援助

特定非営利活動法人 6,138 ①貧困世帯女性に対する自立支援のための生活改善事業
ＡＭＤＡ社会開発機構

9,400 ②新生児と妊産婦の健康改善のための保健衛生教育及び妊産婦検診の
実施

特定非営利活動法人 4,161 小学校の合同巡回指導を通じて、指導要領に沿った保健科授業の確立
ハート・オブ・ゴールド

ひろしまルソン友好協会 5,582 ①災害（地滑り）防止、水源涵養のための植林及び管理指導

5,353 ②デイケアスクールの運営及び小学３年生コースの新設のための校舎増
築

徳島ネパ－ル友好協会 7,667 農業労働軽減のための荷物運搬用索道の建設

社団法人 1,998 住民のための救急医療システムの構築及び救急隊員の養成
セカンドハンド

特定非営利活動法人 16,930 貧困地域住民のための歯科医療設備の整備、巡回歯科診療の実施及び
東洋歯学友好会 技術指導

財団法人 2,415 住民に対する衛生環境向上のための廃棄物収集システムの構築
北九州国際技術協力協会

（ペルー・リマ県カニェテ郡サン・ビセンテ・デ・カニェテ市ウナヌエ村、
サン・ルイス市ラ・ケブラダ村）

（ネパール・カブレ県バクタプール市）

（バングラデシュ・ガジプール県コナバリ村）

（ネパール・カトマンズ市バラジュ地区）

（ネパール・カブレ県ブダカニ村）

（インドネシア・南部ジャワ州スマラン市ツグレジョ地区）

（ネパール・ルパンデヒ郡）

（カンボジア・スバイリエン州）

（フィリピン・バタンガス州タナウアン市バレレ村、バグバグ村、ブート村、
トラピチェ村、マビニ村）

（フィリピン・ヌエバビスカヤ州サンタフェ町バクネン・バランガイ）

（カンボジア・プノンペン市）

（インド・ヒマチャル・プラディッシュ州カングラ地区ダラムサラ）

（大阪府）

（愛媛県） （ベトナム・ホーチミン市ゴバップ、タンフー、ツヅウック、郡部クチ、タンウェン、
テインヤン、ベンチェ）

（兵庫県）

（ケニア・エンブ県ルニエンジェス市エナ地区）

（ミャンマー・マンダレー管区メッティラ市）

（徳島県） （ネパール・ラムジュン郡ブジュン村）

（兵庫県）

（兵庫県）

（フィリピン・ヌエバビスカヤ州サンタフェ町バクネン・バランガイ）

（岡山県）

（広島県）

（岡山県）

（兵庫県）

（福岡県）

（香川県）

ギブ

（兵庫県）

（奈良県）



団　　体　　名（所在地） 配分対象援助事業（実施国）配分額

特定非営利活動法人 719 貧困地域の住民のためのリサイクル事業の実施支援
にこにこプラットホーム

特定非営利活動法人 10,309 地域住民に対する循環型農業研修と普及及び情報発信拠点のためのコミ
地球市民の会 ュニティセンターの設置

ＤＡＮＫＡ　ＤＡＮＫＡ 5,252 貧困所帯住民の自立促進効果のための多目的共同作業場の増設、設備
充実、職業訓練及び識字教育の指導

計140事業 797,316 千円

（セネガル・ティエス州）

（インド・アッサム州 Guwahati City）
（福岡県）

（佐賀県） （ミャンマー・南シャン州ポオー地域、タウンジー県シャウンシュエ郡タンボジ村）

（鹿児島県）


