
平成29 2017 モシコ州地雷除去計画 モシコ 地雷 モシコ州５地域における計１３７，２３２㎡の地雷除去。
Mine Advisory Group
(MAG)

国際

平成29 2017 ウイジェ州地雷除去計画 ウイジェ 地雷 ウイジェ州２地域における計５６０，０００㎡の地雷除去。
Norwegian Peple's Aid
(NPA)

国際

平成29 2017 ベンゲラ州ボコイオ市カロソンガ小学校４教室建設計画 ベンゲラ 教育 ベンゲラ州ボコイオ市カロソンガ村における小学校４教室の建設。
Associação para o Apoio
ao Desenvolvimento
Comunitário (AADC)

ローカル

平成28 2016 ベンゲラ総合病院白内障手術器導入計画 ベンゲラ 保健
ベンゲラ国立病院に白内障手術器を導入し、同機械の使用に係る技術指導も併せて実
施する。

Centro oftalmológico do
Hospital Geral de Benguela

国立病院

平成28 2016 ウアンボ州地雷除去計画 ウアンボ 地雷 ウアンボ州４地域における計１９１，６９２㎡の地雷除去。 The HALO Trust 国際

平成28 2016 ベンゲラ州サンタアナ小学校４教室建設計画 ベンゲラ 教育 ベンゲラ州ガンダ市サンタアナ村における小学校４教室の建設。
Saúde, Educação, Reabilita
ção da Vida e Infra-
estrutura Rurais (SERVIR)

ローカル

平成27 2015 マランジェ州地雷除去計画 マランジェ 地雷
マランジェ州カホンボ市、マリンバ市、マサンゴ市、マランジェ市における計１，１７２，２７
０㎡の地雷除去。

Norwegian Peple's Aid
(NPA)

国際

平成27 2015 ベンゲラ州カルイタ村小学校４教室建設計画 ベンゲラ 教育
ベンゲラ州バロンボ市カルイタ村及び周辺村の約５００名の児童がより良い環境で学ぶ
ための４教室の建設。

Associação para o Apoio
ao Desenvolvimento
Comunitário (AADC)

ローカル

平成27 2015 ナミベ州農作物加工センター建設計画 ナミベ 農業
ナミベ州ナミベ市フォルテ・サンタ・リカ町における農産物の保存・加工技術研修を行う
ための研修センター建設。

Acção para o
Desenvolvimento e Educaç
ão Comunitária (ADECO)

ローカル

平成26 2014 ウイジェ州キンデヌコ村浄水システム整備計画 ウイジェ 水
給水施設がないウイジェ州ウイジェ市キンデヌコ村に、湧水の水源からポンプで水を引
き、浄水装置（設置面積８．１ｍ×５ｍ）により、飲料可能な安全な水を提供する給水施
設２か所を整備するもの。官民連携案件。

Acção Angolana de Apoio
as Viúvas (ANGOAVI)

ローカル

平成26 2014 ルアンダ州ドン・エリゼウ保健所増築計画 ルアンダ 保健

ルアンダ州べラス市カママ町シミオネ第一地区に所在するドン・エリゼウ保健所に、①
検査室、②小児科診察室、③予防接種室、④治療・回復室、⑤待合スペース、⑥更衣
室・保管室、⑦給湯室、⑧男女別トイレ（各２）を増築（計１８１．２５㎡）し、一部備品（産
婦人科用診察台）を整備する。

Posto de Saúde Dom.
Eliseu

私立保健所

平成26 2014 ウイラ州地雷原特定調査計画 ウイラ 地雷
ウイラ州内の地雷の危険が疑われる地域及び未調査地域において、地雷影響調査を
行うことにより、地雷原を特定した地図を製作し、地雷汚染に関するデータを更新する。

The HALO Trust 国際

平成26 2014 ベンゲラ州ロマラカ小学校４教室建設計画 ベンゲラ 教育
ベンゲラ州ションゴロイ市ロマラカ村小学校に、約４５０名の児童がより良い環境で学ぶ
ための、４教室（４５．６㎡×４教室＝１８２．４㎡）を建設する。

Associação para o Apoio
ao Desenvolvimento
Comunitário (AADC)

ローカル

平成26 2014 ベンゴ州イタリア・カロンドペ小学校３教室建設計画 ベンゴ 教育
ベンゴ州ダンデ市バッハ・ド・ダンデ町ムゾンド村イタリア集落に、３教室（４８㎡×３教室
＝１４４㎡）、職員室（１０㎡）、トイレ（教員用１、男子児童用２、女子児童用２）からなる
小学校及び教員住宅（１４２㎡）を建設する。

Acção Africana de
Desenvolvimento Rural
(AFDER)

ローカル

平成25 2013 モシコ州ルシャゼス市地雷除去計画 モシコ 地雷
モシコ州ルシャゼス市ルジ村及び周辺地域106,521㎡2の土地を地雷除去する国際ＮＧ
Ｏに対し、活動費の支援を行うもの。

Mine Advisory Group
(MAG)

国際

平成25 2013 クネネ州チウロ・カトリック病院救急病棟建設計画 クネネ 保健
クネネ州オンバジャ市に所在するチウロ・カトリック病院に、診察室、処置室、病室３、事
務室、測定室、薬局、献血室、保管室、給湯室、トイレから成る救急病棟（１２ｍ×２０
ｍ）を新設するもの。

Hospital da Missão Católica
do Chiulo

私立病院

平成25 2013 ルアンダ州ヴィアナ市小学校増改築計画 ルアンダ 教育
ルアンダ州ヴィアナ市カパランカ町の公立小学校５０５２校に、４教室を増築するととも
に、既存の３教室、トイレを改修することにより、生徒の就学機会の確保を図り、よって
初等教育環境の向上に資するもの。

Agência Piaget para o
Desenvolvimento (APDES)

国際

平成25 2013 ウイジェ州ネガジェ市コミュニティセンター建設計画 ウイジェ 地方開発
ウイジェ州ネガジェ市キセケ町において、コミュニティセンターを建設し、同センターで実
施されるパン作りの調理訓練を通じ、農村で生活する人々の安定した食糧を確保する。

Liga dos Veteranos da
Guerra de Libertação de
Angola (LIVEGA)

ローカル

平成25 2013 ベンゲラ州ガンダ市灌漑農業支援計画 ベンゲラ 農業

ベンゲラ州ガンダ市カセケ町サンタ・アナ村において、ディーゼル式ウォーターポンプを
設置し、農業用水路を整備するとともに、灌漑農業技術の研修を実施し、当該技術を実
践させることにより、農業生産量を高め、安定した食糧自給の確保を図り、よって同村全
体の生活レベルの向上と活性化に資するもの。

Saúde, Educação, Reabilita
ção da Vida e Infra-
estrutura Rurais (SERVIR)

ローカル

平成25 2013 ベンゲラ州バロンボ市チドゥンボ町小学校４教室建設計画 ベンゲラ 教育

ベンゲラ州バロンボ市チドゥンボ町ブンゲ村において、小学校４教室（５０．８ｍ²×４教室
＝２０３．２ｍ²）を建設することにより、同校に通学するブンゲ村・ソピンジ村・チョジンジ
村・ジョアキン村・チパ村の約５８０名の児童により良い教育環境を提供するもの。本案
件により、教育・職場環境が改善され同小学校に通学する予定の約５８０人の生徒と教
員１８名に直接裨益する。

Associação para o Apoio
ao Devenvolvimento
Comuitário (AADC)

ローカル

平成24 2012 ルアンダ州カクアコ市小学校3教室建設計画 ルアンダ 教育
公立の小学校がないために多くの子どもたちが初等教育を受けられていないルアンダ
州カクアコ市キコロ町アウグスト・ンガングラ地区セクター１において、小学校３教室、事
務室、校長室、トイレを建設し、備品整備を行う。

Organização de Ajuda ao
Desenvolvimento Comunitá
rio (OADEC)

ローカル

平成24 2012 ルアンダ州ベラス市保健教育センター建設計画 ルアンダ 保健

ルアンダ州ベラス市カママ町ノーバ・エスペランサ地区において、保健教育センター（①
研修室、②屋外・屋根付き待ち合いスペース、③予防接種のための部屋、④母子保護
サービスのための部屋、⑤トイレ男女各２、⑥身体測定室、⑦事務所）を建設し、必要な
備品類を設備する。

Associação Cristã de
Jovens de Angola (ACJ)

ローカル
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