
実施年 プロジェクト名 被供与団体 プロジェクトサイト 供与金額 供与品目 分野

1 1999 豪雨災害・復旧輸送計画
バルガス州政府バルガ
ス州民基金

バルガス州 $83,172 
バイク18台

その他

2 2000 遠距離通学援助計画
ﾛｽｱﾝﾃﾞｽ大学ﾗﾌｧｴﾙﾗﾝ
ﾍﾙ校

メリダ州 $54,933 
通学バス  

教育･研究

3 2000
エイズコミュニティー診療予
防センター支援計画

ACCION SOLIDARIＡ カラカス首都区 $89,619 
内視鏡、胃カメラ、大腸用カ
メラ等 医療･保健

4 2001 医療設備改善計画
サンタイネス医療センタ
ー

カラカス首都区 $70,079 
内視鏡等

医療･保健

5 2001
フランシスコ・アントニオ・リ
スケス病院施設修復計画

カラカス首都区 カラカス首都区 $68,152 

手術室改修

医療･保健

6 2002
麻薬防止・麻薬患者更生セ
ンター設立計画

青少年救済市民団体 ララ州 $76,923 

センター建設、クリニック診
療機材、心電図測量機材等

民生・環境

7 2002
貧困層に対する民主主義
教育促進計画

正義擁護市民団体 カラカス首都区 $12,597 

コピー機、デジタルビデオカ
メラ、デジカメ、カラーテレビ
等 教育･研究

8 2003
眼科医療サービス拡充計
画

サンタ・ルシア眼病財団 ミランダ州 $40,217 
眼底カメラ

医療･保健

9 2003
リベルタドール市立病院外
科医療サービス拡充計画

メリダ州リベルタドール
市

メリダ州 $69,800 

手術台、麻酔機、超音波手
術装置等

医療･保健

10 2003 麻薬使用防止教育計画 エンカンビオ財団 ララ州 $13,416 
コンピュータ、プロジェクタ、
プリンタ 民生・環境

11 2003
貧困層青少年向け性教育・
避妊促進計画

プロサルー協会 カラカス首都区 $75,892 

プロジェクタ、DVD、パソコン
、発電機、パンフ印刷等

医療･保健

12 2003
コミュニティー開発のための
青少年教育計画

ポルタチュエロ市民団体 アラグア州 $24,169 
パソコン、プロジェクタ、サー
バー、ドライバー等 教育・研究

13 2003
ベネズエラにおける選挙プ
ロセス支援計画

米州機構ベネズエラ駐
在事務所

カラカス首都区 $32,300 
JAVA対応GSM携帯端末、
パソコン、ソフト等 その他

14 2004
貧困層向け医療サービス強
化計画

ピオ聖人病院財団 カラカス首都区 $47,213 

超音波診断機、歯科治療椅
子、心電図測定器等

医療･保健

15 2004
貧困層糖尿病医療サービ
ス強化計画

糖尿病財団 カラカス首都区 $85,607 
超音波診断機、歯科治療椅
子 医療･保健

16 2005
小児整形外科病院設備強
化計画

小児麻痺予防ベネズエ
ラ財団

カラカス首都区 $91,399 
移動式X線装置、超音波装
置 医療･保健

17 2005
エル・グアヤボ病院施設強
化計画

ベネズエラ・カリタス会 スリア州 $20,433 

歯科用治療椅子、耳鼻咽喉
科検査機、加圧減菌器等

医療･保健

18 2005
ルイス・ラゼッティ病院強化
計画

カラカス首都区 カラカス首都区 $78,979 
子宮癌医療機材等

医療･保健

19 2006
コラソン・デ・ヘスス小学校
施設整備計画

スクレ州スクレ市 スクレ州スクレ市 $83,768 
小学校改修工事費、運動機
材、給食機材等 教育・研究

20 2006 乳ガン検診機材整備計画 ララ州家族計画協会 ララ州バルキシメト市 $88,015
乳房検診機材、検診プリン
ター等 医療･保健

21 2007
産科病院医療サービス強
化計画

家族計画協会（PLAFAM
）

カラカス首都区 $83,679
超音波診断機

医療･保健

22 2007
ベネズエラ聴覚障害者訓練
学校医療機器整備計画

ベネズエラ・カラカス聴覚
障害者訓練学校

カラカス首都区 $79,750

聴力検査機材、鼓膜検査機
材、耳鏡、会話訓練機材等

民生・環境

23 2007
フランシスコ・ポロ・カステジ
ャーノス博士記念がん予防
センター医療設備改善計画

カラボボ州癌撲滅協会 カラボボ州バレンシア市 $80,906

乳房X線撮影機材、光源プ
ロセッサ装置

医療･保健

24 2007
コリーナス・デ・ヒラルド小学
校施設整備計画

コリーナス・デ・ヒラルド
小学校市民協会

カラボボ州ナグアナグア
市

$61,762
屋根解体・修繕工事費一式

教育・研究

25 2008
ララ州小児心臓病用医療設
備改善計画

中西部地方心臓疾患協
会・アスカルディオ

ララ州イリバレン市 $86,959
診察用エコー機材

医療･保健

26 2008
サン・フアン・デ・ディオス精
神障害者総合医療施設リ
ハビリ設備整備計画

サン・フアン・デ・ディオス
精神障害者総合医療施
設

メリダ州メリダ市 $77,953

作業療法用医療機材他

医療･保健
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27 2008
ララ州遠隔地山村巡回診療
強化計画

ララ州厚生社会開発省
保健局

ララ州イリバレン市 $46,271
巡回医療車、アクセサリー
他 医療･保健

28 2008
２月２２日特別支援学校施
設整備計画

２月２２日特別支援学校
メリダ州　アンドレス・ベ
ージョ市

$9,499
給食設備費他

教育・研究

29 2008
ドミンゴ・ルシアーニ総合病
院胃腸科設備改善計画

エドガー・キロス・ソト博
士記念胃腸科支援基金

カラカス首都区スクレ市 $87,375

胃腸検査機材他

医療･保健

30 2009
アプーレ州グロリア診療
所建設計画

アルト・アプーレ特別区
庁

アプレ州アルト・アプーレ
特別区

$67,211 診療所建設費用 医療･保健

31 2009
カラカス首都区小児病院レ
ントゲン検査設備強化計画

カラカス・サン・フアン・デ
・ディオス病院

カラカス首都区バルータ
市

$80,282
医療機材購入費用 医療･保健

32 2009
リベルタドール市貧困層向
け情報教育・職業訓練セン
ター設置計画

市民団体アリアダス・エ
ン・カデナ

カラカス首都区リベルタ
ドール市

$72,915
施設整備費用 民生・環境

33 2009
ミランダ州貧困地域小学校
整備計画

ミランダ州政府教育局
ミランダ州プラサ市グア
レナス

$63,738
施設整備費用 教育・研究

34 2010
カラカス首都区性的虐待被
害小児保護施設整備計画

女性救済支援協会アン
バル

カラカス首都区リベルタ
ドール市

$80,029
施設整備費用 民生・環境

35 2010
ボリーバル州貧困層向け水
供給計画

ロータリー・アンゴストゥ
ーラ基金

ボリーバル州エレス市
リンコン・デ・マタ・
コバ

$73,942

井戸掘削費用

民生・環境

36 2010
メリダ州エヒド産科医院
医療設備整備計画

エヒド産科医院
メリダ州カンポ・エリ
アス市

$58,325 医療機材購入費用
医療･保健

37 2010
アプレ州ロス・バンコス
学校整備計画

村落開発のための国際
委員会ＣＩＳＰ

アプレ州アルト・アプ
ーレ特別区

$105,737 設備整備費用
教育・研究

38 2010
ヌエバ・エスパルタ州障
害者リハビリセンター整
備計画

総合支援市民団体「救
いの手を」

ヌエバ・エスパルタ州
ポーラマル地区

$104,094 設備整備費用
医療･保健

39 2011
メリダ州森林保護プロジ
ェクト施設強化計画

メリダ京都基金
メリダ州カンポ・エリ
アス市

$101,062
設備整備費用、機材購入
費 民生・環境

40 2011
タチラ州ラ・モラダ学校
未就学児教室施設整備計
画

イエズス会難民支援サ
ービス

タチラ州ペドロ・マリ
ア・ウレニャ市

$72,851 校舎建設･整備費
教育・研究

41 2011
ミランダ州移動診療車整
備計画

サレジオ婦人会 ミランダ州アセベド市 $106,815 移動診療車購入費 医療･保健

42 2011
カラカス首都区バルータ
市総合家族支援施設整備
計画

健康と家族 ミランダ州バルータ市 $75,804 医療機材購入費用
医療･保健

43 2012
肝臓移植基金診察環境整
備計画

肝臓移植基金 ミランダ州バルータ市 $96,529 医療機材購入費用 医療･保健

44 2012
モナガス州フェ・イ・ア
レグリア・アグアサイ小
学校整備計画

財団法人フェ・イ・ア
レグリア

モナガス州アグアサイ
市

$63,186 校舎整備費用

教育・研究

45 2013
バルガス州シモン・ボリ
バル大学カカオ品質管理
センター建設計画

サルテネハス・テクノ
ロジーパーク協会

バルガス州 $100,251 施設整備費用

農林・水産

46 2013
アクション・エクメニカ
診療所血液機材整備計画

財団法人アクション・
エクメニカ

カラカス首都区リベル
タドール市

$87,321 医療機材購入費用

医療･保健

47 2013
パドレ・マチャド病院産
科医療サービス最適化計
画

パドレ・マチャド病院
カラカス首都区リベル
タドール市

$99,096 医療機材購入費用

医療･保健

48 2014
ベネズエラ科学研究所再
生治療医療機材整備計画

ベネズエラ科学研究所
細胞治療ユニット

ミランダ州 $84,295 医療機材購入費用

医療･保健

49 2015
ララ州家族計画協会マン
モグラフィー設備改善計
画

ララ州家族計画協会 ララ州バルキシメト市 $85,143
マンモグラフィー機材
デジタル化費用

医療･保健

50 2015
発達障害児童支援施設機
材整備計画

ベネズエラ児童全人教
育協会

カラカス首都区スクレ
市及びバルータ市

$28,957

知能，言語，社会適応能
力の診断キット及び映像
機材購入費用 民生・環境



51 2016
トゥルヒージョ州癌撲滅
協会医療機材整備・改善
計画

トゥルヒージョ州癌撲
滅協会

トゥルヒージョ州バレ
ラ市

$82,534

手術に必要な医療機材及
び既存の検診機材の部品
購入費用 医療･保健

52 2016
女性救済支援協会職業訓
練コース調理機材整備計
画

女性救済支援協会アン
バル

カラカス首都区リベル
タドール市

$56,163

職業訓練に必要な調理機
材・器具の購入費用

民生・環境
合計 $3,667,117 

分野

件数 案件分野 医療・保健

10 教育・研究 医療・保健

30 医療・保健 医療・保健

1 農林・水産 教育・研究

9 民生・環境 教育・研究

0 通信・運輸 医療・保健

2 その他 医療・保健

医療・保健

医療・保健

医療・保健

民生・環境

ミランダ州政府教育局（2009）

ベネズエラ・カリタス会（2005）

肝臓移植基金（2012）

ララ州家族計画協会（2006・2015）

村落開発のための国際委員会CISP（2010）

分野別実施案件数一覧

カラカス・サン・フアン・デ・ディオス小児病院（2009）

中西部地方心臓疾患協会・アスカルディオ（2008）

女性救済支援協会アンバル（2010・2016）

サレジオ婦人会（2011）

優良案件実施団体

健康と家族（2011）

財団法人アクション・エクメニカ（2013）


