
平成11年度 （8件-22,944,720円） １US$=120円

年度 サイト（州） 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 米貨 邦貨 契約締結日

11 リオデジャネイロ 医療保健 カズーザ記念協会薬品供与計画 カズーザ記念協会 ローカルNGO $17.259 \2.071.080 05/11/1999

11
リオデジャネイロ 医療保健 救急車供与計画 マンゲイラ・サンバ学校グループ 教育機関 $15.787 \1.894.440 30/11/1999

11
リオデジャネイロ 教育研究 リオデジャネイロ州漁業学校整備計画 リオデジャネイロ州漁業財団 地方公共団体 $16.514 \1.981.680 03/02/2000

11
リオデジャネイロ 教育研究 パン製造技術取得施設の拡充

リオデジャネイロ国内職業訓練機
関

教育機関 $11.328 \1.359.360 25/02/2000

11 リオデジャネイロ 民生環境 リオデジャネイロ市社会福祉施設運動場建設 リオデジャネイロ市 地方公共団体 $50.682 \6.081.840 20/12/1999

11 ミナスジェライス 民生環境 カーザ・ダ・メニーナ施設の改修 カーザ・ダ・メニーナ その他 $55.657 \6.678.840 14/02/2000

11
ミナスジェライス 教育研究 サンタモニカ教育訓練計画 サンタモニカ社会福祉法人 その他 $11.292 \1.355.040 09/03/2000

11
ミナスジェライス 教育研究 サンタエレナ教育機材取得計画 ピエダジ聖マリア協会福祉施設 その他 $12.687 \1.522.440 09/03/2000

8件 $191.206 \22.944.720

平成12年度 （5件-30,961,245円） １US$=105円

年度 サイト（州） 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 米貨 邦貨 契約締結日

12
エスピリトサント その他 エスピリトサント慈善共同体職業訓練所機材整備計画 エスピリト・サント慈善共同体 ローカルNGO $70.289 \7.380.345 26/10/2000

12
ミナスジェライス 民生環境 オザナン老人ホーム建設計画 オザナン老人ホーム共同事業体 ローカルNGO $56.430 \5.925.150 18/01/2001

12 リオデジャネイロ 医療保健 イタグアイ病院機材供与計画 イタグアイ市保健財団 その他 $56.133 \5.893.965 08/03/2001

12
リオデジャネイロ 民生環境 下水処理装置（浄化槽）設置計画 リオデジャネイロ州 地方公共団体 $86.475 \9.079.875 12/03/2001

12
リオデジャネイロ

教育研究・
民生環境

補修教室整備・職業訓練施設建設・託児所改築計画 青少年社会教育伝導協会 ローカルNGO $25.542 \2.681.910 12/03/2001

5件 $294.869 \30.961.245

平成13年度 （6件-38,092,428円） １US$=107円

年度
サイト（州） 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 米貨 邦貨 契約締結日

草の根・人間の安全保障無償資金協力実績表 (平成11年度～平成15年度）
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13 リオデジャネイロ 民生環境 ペトロポリス市排水設備建設計画 ペトロポリス市 地方公共団体 $88.948 \9.517.436 28/02/2002

13 ミナスジェライス 民生環境 ミナス・ジェライス州橋梁復旧計画 ミナス・ジェライス州 地方公共団体 $78.506 \8.400.142 19/02/2002

13 エスピリトサント 医療保健 サンタ・リタ病院医療機材供与計画 ガンと闘う女性協会 ローカルNGO $52.224 \5.587.968 04/12/2001

13 ミナスジェライス 教育研究 「青少年の家」職業訓練施設・補習教室整備計画 「青少年の家」協会 ローカルNGO $59.003 \6.313.321 14/12/2001

13 ミナスジェライス 教育研究 住環境整備共同体職業訓練施設整備計画 住環境整備共同体 ローカルNGO $9.000 \963.000 10/12/2001

13
リオデジャネイロ 農林水産 ムール貝・牡蠣養殖計画

アハイアル・ド・カーボ魚介類養殖
・採取組合

ローカルNGO $68.323 \7.310.561 06/02/2002

6件 $356.004 \38.092.428

平成14年度 （17件-43,781,164円） １US$=122円

年度 サイト（州） 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 米貨 邦貨 契約締結日

14
リオデジャネイロ 民生環境 車椅子供与計画 身体障害者援助センター ローカルNGO $19.200 \2.342.400 30/09/2002

14 リオデジャネイロ 医療保健 無償医療提供計画 医療相互扶助協会 ローカルNGO $4.897 \597.434 30/09/2002

14
ミナスジェライス 民生環境 ｢希望の家」宿泊施設建設計画 マリア･ダ･クルス援護センター ローカルNGO $19.635 \2.395.470 01/10/2002

14
リオデジャネイロ 民生環境 障害児童通学用車両供与計画 人権社会教育協会 ローカルNGO $7.425 \905.850 01/10/2002

14
リオデジャネイロ 民生環境 ソリダリエダージ職業訓練機材整備計画 相互扶助協会 ローカルNGO $20.229 \2.467.938 02/10/2002

14
リオデジャネイロ 教育研究 コンピュータ教育機材供与計画 ラザロ・イ・オシュン協会 ローカルNGO $6.653 \811.666 02/10/2002

14
ミナスジェライス 医療保健 乳ガン検査機材供与計画 ペ・ダ・セーハ市間保健連合協会 ローカルNGO $30.456 \3.715.632 29/11/2002

14
ミナスジェライス 民生環境 豆乳配布計画 マッシャード市社会局 地方公共団体 $23.983 \2.925.926 20/11/2002

14
ミナスジェライス 医療保健 セーホ小児病棟改築計画 サンタ・テレザ慈善団体 ローカルNGO $47.830 \5.835.260 19/11/2002

14 リオデジャネイロ 教育研究 フンシャウ小学校増改築・多目的ホール建設計画 カショエイラス・デ・マカク市 地方公共団体 $62.448 \7.618.656 16/01/2003

14 リオデジャネイロ 教育研究 ベン・テ・ヴィ財団教育･職業訓練機材供与計画 ベン・テ・ヴィ財団 ローカルNGO $35.553 \4.337.466 06/02/2003

14 ミナスジェライス 民生環境 テーハ・ノーヴァ保育所改築計画 テーハ・ノーヴァ保育所 ローカルNGO $34.297 \4.184.234 07/02/2003

14
ミナスジェライス その他 マリアーナ市水害対策資材供与計画 マリアーナ市 地方公共団体 $8.400 \1.024.800 27/02/2003

14 ミナスジェライス その他 イニャピン市水害対策資材供与計画 イニャピン市 地方公共団体 $9.072 \1.106.784 27/02/2003

14 ミナスジェライス その他 チモテオ市水害対策資材供与計画 チモテオ市 地方公共団体 $9.228 \1.125.816 27/02/2003

14 ミナスジェライス その他 コロネル・ファブリシアーノ市水害対策資材供与計画 コロネル・ファブリシアーノ市 地方公共団体 $9.296 \1.134.112 27/02/2003
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14
ミナスジェライス その他 カラチンガ市水害対策資材供与計画 カラチンガ市 地方公共団体 $10.260 \1.251.720 27/02/2003

17件 $358.862 \43.781.164

平成15年度 （8件-42,193,944円） １US$=122円

年度 サイト（州） 分野 案  件　名 被供与団体名 団体の性格 米貨 邦貨 契約締結日

15 ミナスジェライス 民生環境 孤児院整備計画 マリア養護施設 ローカルNGO $14.945 \1.823.290 25/08/2003

15
リオデジャネイロ 民生環境 洗濯機材供与計画

サン・ヴィセンチ・デ・パウロ貧者
の家

ローカルNGO $71.714 \8.749.108 28/08/2003

15 リオデジャネイロ 民生環境 職業訓練施設整備計画 ブラジル慈善共同体 ローカルNGO $27.733 \3.383.426 29/08/2003

15
エスピリトサント 医療保健 医療機材供与計画

ドミンゴス・マルチンス医療・社会
援助基金

ローカルNGO $31.701 \3.867.522 29/09/2003

15
エスピリトサント 医療保健 アイバンク整備計画

カシアーノ・アントニオ・モラエス大
学病院友好団体

ローカルNGO $43.837 \5.348.114 19/11/2003

15
ミナスジェライス 民生環境 保育所改築・福祉関連施設建設計画

聖リタ・デ・カシア地区カルモ聖母
保育園

ローカルNGO $63.337 \7.727.114 21/11/2003

15
ミナスジェライス 医療保健 新生児集中治療病棟機材供与計画

ヴィソーザ慈善団体-
サン・セバスチャン病院

医療機関 $43.514 \5.308.708 05/12/2003

15
リオデジャネイロ 医療保健 産婦人科病院医療機材・保健教育資材供与計画 プロマトレ協会 ローカルNGO $49.071 \5.986.662 09/12/2003

8件 $345.852 \42.193.944
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