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案件名 供与額 供与額（邦貨） 分野 サイト 被供与団体 内容

1 1998 3月18日 インシュリン使用幼児・青少年糖尿病患者への支援計画 $69,300.00 ¥7,415,100 保健
カマグエイ県，グランマ県，サ
ンティアゴ県，グアンタナモ県

カリタス・クバーナ インシュリン及び試薬キットを購入し，当国の患者の治療を行う。

2 1998 3月18日 カマグェイ県性的感染症治療支援計画 $9,105.00 ¥974,235 保健 カマグエイ県 世界の医師－フランス 性病の薬品を購入して，患者への治療を行う。

3 1998 7月3日 ソリダリダ・コン・ロス・プエブロス特別養護学校校舎改修・近代
化及び拡充計画

$76,539.00 ¥9,031,602 教育 ハバナ市
ソリダリダ・コン・ロス・プエブロス
特別養護学校

老朽化した校舎の改築費用および不足しているスポーツ用品等の供与。

4 1998 9月6日
青年の島特別区カミロ・シエンフエゴス融資サービス協同組合
の農作地の生産性向上計画

$56,866.00 ¥6,710,188 農林水産 青年の島 青年の島日系人
日系人移住100周年を記念して，日系人が所属する「青年の島」カミロ・シエンフエゴス融資・サービス協会に対し，農
業機械等の購入資金を供与する。

5 1999 5月21日 マリアノ・マルティ小学校美術・図工教室照明装置整備計画 $36,374.00 ¥4,364,880 教育 ハバナ市 キューバ・ユネスコ国内委員会
照明器具がほとんどないマリアノ・マルティ小学校に対し，本計画を通して証明器具を設置し，美術・図工授業及び児
童の作品展示会等を円滑に行うことを目的としている。

6 1999 10月29日 クロコダイル・タウン持続的経済発展計画 $80,979.00 ¥9,717,480 民生環境 青年の島 平和と第三世界 農業促進、漁業拡大、手工芸工場の充実、食品産業促進

7 1999 11月22日
サンティアゴ・デ・クーバ県サン・ルイス区ホームドクター診療所
へ太陽光発電機導入計画

$82,180.00 ¥9,861,600 保健 サンティアゴ県 クーバソラール
サンルイス区14軒診療所への太陽光発電施設の導入を中心として，より迅速で適切な診察ができること，さらには種
々の施設物品の購入により，診療所の機能を高めることを目的としている。

8 2000 1月20日 オルギン県カコクム区給水整設備改善計画 $79,405.00 ¥528,600 民生環境 オルギン県 全国水資源庁 井戸並びに簡易水道設備の配置

9 2000 12月6日 アゴスティノ・ネド病院水質改善計画 $65,519.00 ¥6,879,495 保健 グアンタナモ県
保健省（グアンタナモ県アゴステ
ィノ・ネト病院）

被供与団体（病院）の浄水装置が故障しているものの，水処理施設の改修費用が捻出できないため，当計画を通し
て費用を援助する。

10 2001 2月16日 プリメロ・デ・マヨ視覚障害特別養護学校児童支援計画 $73,220.00 ¥7,688,100 教育 グアンタナモ県 カリタス・クバーナ
グアンタナモ県盲学校のスクールバスは老朽化し，修理不可能の状態で，児童の登校は極めて困難な状況にあるた
め，バス購入資金を援助するもの。

11 2001 2月16日 グランマ県血液バンク発電機等設備改善計画 $42,399.00 ¥4,451,925 保健 グランマ県 グランマ県血液バンク
被供与団体は県内採血センターの中核をなすものであるが，電気・空調設備が老朽化し，血液保存に支障をきたし，
十分機能を果たすことができないため，改善資金を援助するもの。

12 2001 3月16日 ニカラグア・リブレ農業協同組合における農畜産物生産向上の
ための整備計画

$69,595.00 ¥7,307,544 農林水産 青年の島 平和と第三世界 CPAニカラグア・リブレに対する農機具の供与

13 2001 10月5日 サンティアゴ・デ・クーバ県救急車サービス振興計画 $79,000.00 ¥8,453,000 保健 サンティアゴ県
サンティアゴ・デ・クーバ県保健
局救急医療総合システム

県土の４分の３が山岳地であるサンティアゴ・デ・クーバ県に対し，同県の保健・医療サービスの向上，迅速で適切な
緊急医療体制を整備するため，老朽化して不足している救急車を供与するもの。

14 2001 10月5日 青年の島独孤村への電力供給計画 $90,111.00 ¥9,641,877 民生環境 青年の島 平和と第三世界 弧村への電力供給計画

15 2001 12月7日
マタンサス県・ビジャクララ県・シエンフエゴ県・ハバナ県におけ
る医療機器補完計画

$86,312.00 ¥9,235,384 保健
マタンサス県，ビジャクララ県，
シエンフエゴス県，ハバナ県

救急医療総合システム(SIUM)
大型ハリケーンで病院が浸水し，的確な画像診断，初期診断に不可欠な医療機器が機能しなくなったため，当計画
により関連機材を供与することになった。

16 2001 12月7日 中西部地区救急車緊急援助計画 $90,000.00 ¥9,630,000 保健
マタンサス県，ビジャクララ県
シエンフエゴス県，ハバナ県

救急医療総合システム(SIUM)
キューバでは絶対数が不足がちなうえ，ハリケーン災害で８台救急車が使用不可能になり，救急車の緊急援助要請
があったため，それに対応するもの。

17 2002 2月27日 都市近郊有機農業のための益虫増殖センター設備改善計画 $58,151.00 ¥6,222,264 民生環境 サンクティ・スピリトゥス県 市民ボランティア団体(GVC) 益虫増殖センターの設備改善

18 2002 2月27日 グアンタナモ県南部海岸森林保護・植林活動支援計画 $42,804.00 ¥4,580,028 農林水産 グアンタナモ県
グアンタナモ県山地農林事業グ
ループ

植林活動支援の為の散水タンク及びトラクターの供与

19 2002 2月27日 マタンサス県3地区養鶏場再建計画 $92,301.00 ¥9,876,207 農林水産 マタンサス県
スール・ラス・セゴビアス協力パ
ートナーシップ(ACSUR)

ハリケーン・ミシェルによる被害を受けた養鶏場の再建計画

20 2002 2月27日 肝臓病患者への透析サービス支援計画 $56,600.00 ¥6,056,200 保健 グアンタナモ県 カリタス・クバーナ グアンタナモ県の肝臓病患者への透析サービスを強化するため，必要な医療器材等を供与する。

21 2002 10月16日 小児科病院聴覚治療施設改善計画 $68,883.00 ¥8,403,726 保健 ハバナ市 キューバ神経科学センター
ハバナ市内小児科病院における聴覚検査機器は老朽化し，治療にも支障をきたしているため，検査機器を供与し聴
覚障害児の早期発見を図るもの。

22 2002 12月19日 青少年のための性健全化支援計画 $79,992.00 ¥9,759,024 保健

ハバナ市，マタンサス県
ビジャ・クララ県，サンクティ・ス
ピリトゥス県，カマグエイ県，オ
ルギン県，サンティアゴ県，ピ
ナール・デル・リオ県

国際住民奉仕

コンドームに対するポジティブなイメージを確立させるため，当国では入手できない良質のコンドームとともに，プロモ
ーション配布用キット（ロゴ入りTシャツ，文具等）を購入する。

23 2003 2月25日 シエンフエゴ県農林共同体施設復興計画 $80,001.00 ¥9,760,122 農林水産 シエンフエゴス県 キューバ農林技術協会(ACTAF) 近年のハリケーン被害に対する県植物衛生試験所・フラグア地区備蓄庫・種苗センター等の施設再建計画。

24 2003 2月25日 フロレンシア村８農業組合組織強化計画 $79,994.00 ¥9,759,264 農林水産 シエゴ・デ・アビラ県 オイコス開発・協力
８農業組合立ち上げにかかる支援。農業用水路、取水堰等の灌漑施設整備と農業組合事務所建設費用の一部負担
。

25 2003 2月25日 ハバナ市三孤児院設備改善計画 $81,883.00 ¥9,989,726 民生環境 ハバナ市 ナバラ新未来連合 ３孤児院の施設改善計画

26 2003 2月25日 青年の島ファミリードクター診療所の緊急体制整備計画 $81,524.00 ¥9,945,928 保健 青年の島 オイコス開発・協力
ヘロナ市郊外の各診療所への自転車配備，緊急パックの常備，救急車購入，無線機設置などにより，緊急時の過疎
地診療所の機能を高めることを目指す。

27 2003 12月17日 キビカン灌漑改善計画 $81,948.00 ¥9,997,656 農林水産 ハバナ県 平和・非武装・自由運動(MPDL) 14農業組合農地への灌漑用水引き込みの為の電動ポンプの設置並びに農地までの送電線延長工事の実施

28 2003 12月17日 排泄物によるバイオガス利用計画 $20,050.00 ¥2,446,100 民生環境
農林水産

マタンサス県 反省・対話のキリスト教センター 家畜の排泄物を利用したメタンガス燃料設備の設置

29 2003 12月19日 ウシジョ総合社会環境改善計画 $74,955.00 ¥9,144,510 民生環境 ハバナ市
マーティン・ルーサー・キング・ジ
ュニア・記念センター

アルメンダレス川流域の清浄化の促進。ゴミ収集タンクの配置、道路のアスファルト化、街灯設置など。

30 2003 12月19日 リオ・グランデ村マイクロ水力発電改善計画 $59,125.00 ¥7,213,250 民生環境 サンティアゴ県
クーバソラール・サンティアゴ・デ
・クーバ

水力発電設備設置

31 2003 12月24日 セーロ小児科病院改善計画 $79,999.00 ¥9,759,878 保健 ハバナ市 オイコス開発・協力 セーロ小児病院が自前で調達できない医療器具，酸素送出配管及び病室内備品の購入を当計画を通して行う。

H16 32 2004 7月29日 パルマ・ソリアノ区救急体制改善計画 $82,567.00 ¥9,082,370 保健 サンティアゴ県 オイコス開発・協力 山地であるパルマ・ソリアノ区の救急活動に耐えうる山岳用救急車を供与する。

33 2006 1月12日
サンディアゴ・デ・クーバ県ハリケーン被災地における畜産施設
復興計画

$88,047.00 ¥9,421,029 農林水産 サンティアゴ県 ドイツ農業運動 ハリケーン・デニスによる被害を受けた９農業共同組合の畜産関連施設復興計画

34 2006 1月12日 グランマ県ピロン地区畜産施設復興計画 $27,457.00 ¥2,937,899 農林水産 グランマ県 ドイツ農業運動 ハリケーン・デニスによる被害を受けた7農業共同組合の畜産関連施設復興計画

35 2006 1月12日 グランマ県メディア・ルナ地区畜産施設復興計画 $63,189.00 ¥6,761,223 農林水産 グランマ県 ドイツ農業運動 ハリケーン・デニスによる被害を受けた４農業共同組合の畜産関連施設復興計画

36 2006 1月12日
サンティアゴ・デ・クーバ県グアマ地区ファミリードクター診療所
修復計画

$56,141.00 ¥6,007,087 保健 サンティアゴ県 オイコス開発・協力
キューバ東部サンティアゴ・デ・クーバ県グアマ地区内の2つのファミリードクター診療所の建物を修復，主要設備の
購入・設置を行うもの。

37 2006 1月12日 サンクティ・スピリトゥス県トリニダー地区ファミリードクター診療
所修復計画

$47,544.00 ¥5,087,208 保健 サンクティ・スピリトゥス県 オイコス開発・協力
キューバ中部サンクティ・スピリトウス県トリニダー地区内19のファミリードクター診療所の建物を修復，主要設備の購
入・設置を行うもの。

38 2006 3月9日 高齢者食堂１１６改修計画 $79,019.00 ¥8,134,033 民生環境 ハバナ市 平和・非武装・自由運動(MPDL) 「高齢者用食堂１１６」厨房及び食堂の改修・改装工事

39 2007 3月30日 特殊学校26･デ・フリオ聴覚教室設備改善計画 $29,493.00 ¥3,273,723 教育 ハバナ県 市民ボランティア団体(GVC)
被供与団体が首都ハバナ市に位置する聴覚障害児特殊学校26・デ・フウリオにおいて既存教室の設備改善，聴覚
訓練機材の設置を行うプロジェクトに対して資金協力を行うもの。(その後，アルテミサ県バウタ市に位置する特殊学
校オルランド・ノダルセ・ベルデへ移転)

40 2007 3月30日 特殊学校レネ・ビルチェス聴覚教室設備改善計画 $48,428.00 ¥5,375,508 教育 ハバナ市 市民ボランティア団体(GVC)
被供与団体が首都ハバナ市に位置する聴覚障害児特殊学校レネ・ビルチェスにおいて既存２教室の設備改善，聴
覚訓練機材の設置を行うプロジェクトに対して資金協力を行うもの。
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41 2008 2月28日 オルギン小型畜産増産計画 €59,431.00 ¥8,736,357 農林水産 オルギン県 ドイツ農業運動 ９農業共同生産基礎組織(UBPC)に対する小型畜産増産計画。灌漑システム・風車の設置など。

42 2008 2月28日 サンティアゴ・デ・クーバ県牛乳増産計画 €59,281.00 ¥8,714,307 農林水産 サンティアゴ県 ドイツ農業運動
３農業共同生産基礎組織(UBPC)に牛乳増産計画を支援。搾乳場所の飼育小屋の修復、灌漑設備の建設、給水設
備の建設。

43 2008 2月28日 グァンタナモ県小型畜産増産計画 €59,281.00 ¥8,714,307 農林水産 グアンタナモ県 ドイツ農業運動 ２農業共同生産基礎組織(UBPC)に対する小型畜産増産計画。灌漑システム・風車の設置など。

44 2008 2月28日 ソリダリダ・コン・ロス・プエブロス養護学校通学改善計画 €42,539.00 ¥6,253,233 教育 ハバナ市 カリタス・クバーナ 養護学校に対するマイクロバスの供与

45 2008 3月26日 マリアナオ区給食センター改善計画 €60,219.00 ¥8,852,193 民生環境 ハバナ市 ナバラ新未来連合 給食センターに対する調理器具の供与並びに施設改築工事への支援

46 2008 3月26日 マリアナオ区ウゴ・カメホ給食センター改善計画 €53,095.00 ¥7,804,965 民生環境 ハバナ市 ナバラ新未来連合 給食センターに対する調理器具の供与並びに施設改築工事への支援

47 2008 3月26日 ハバナ市旧市街廃棄物収集改善計画 €50,937.00 ¥7,487,739 民生環境 ハバナ市 ハバナ市公共サービス局 リサイクル無償案件。ゴミ収集車の供与。

48 2008 9月26日 青年の島特別行政区自然災害被災者支援計画 €59,999.00 ¥9,839,836 その他 青年の島 カリタス・クバーナ ハリケーン被災者へのマットレス等供与

49 2008 9月26日 ピナール・デル・リオ県自然災害被災者支援計画 €60,000.00 ¥9,840,000 その他 ピナール・デル・リオ県 カリタス・クバーナ ハリケーン被災者へのマットレス等供与

50 2009 1月20日 ハバナ市視聴覚・重複障害特殊学校設備改善計画 €44,080.00 ¥7,229,120 民生環境 ハバナ市 市民ボランティア団体(GVC) 特殊学校の設備改善の為マイクロバスと機材を供与するもの。

51 2009 2月4日 オルギン県自然災害被災教育施設復興支援計画 €58,586.00 ¥9,608,104 教育 オルギン県 ナバラ新未来連合
２００８年９月上旬に当国に到来した「ハリケーン・アイク」の被害により半壊したオルギン県ヒバラ市及びアンティージ
ャ市にある１８の教育施設の復興工事を行うもの。

52 2009 2月17日 オルギン県高齢者福祉施設設備改善計画 €14,997.00 ¥2,459,508 民生環境 オルギン県 カリタス・クバーナ 教会が運営・管理する食堂を食堂兼デイサービス施設として活用するために設備改善を行うもの。

53 2009 2月18日 ハバナ県サンホセ・デ・ラス・ラハス地区における酪農生産性向
上計画

€59,930.00 ¥9,828,520 農林水産 ハバナ県 ムンドゥバット基金 牛乳生産農家である４UBPC及び９CCSに対して牛乳保冷タンクの供与、老朽化した搾乳所の改修工事の実施

54 2009 2月18日 サンティアゴ・デ・クーバ市農業共同生産基礎組織強化計画 €60,900.00 ¥9,987,600 農林水産 サンティアゴ県 ドイツ農業運動 ３UBPCに対して灌漑設備の設置、搾乳所改修並びに飲料水供給システムの改善を行うもの。

55 2009 3月19日 ハバナ市ロス・シティオス地区福祉施設設備改善計画 €60,514.00 ¥9,924,296 民生環境 ハバナ市 平和・非武装・自由運動(MPDL) 老人ホーム改修計画

56 2009 3月26日 カマグエイ県グアイマロ市３地区の飲料水供給改善計画 €54,981.00 ¥9,016,884 民生環境 カマグエイ県 ケア・カナダ 飲料水確保の為の浄水装置及び供給ポンプの設置を行うもの。

57 2009 9月14日 ラス・トゥナス県農業共同生産基礎組織施設復興支援計画 €69,923.00 ¥9,998,989 その他 ラス・トゥナス県 オックスファム ハリケーン・アイクにより大害を被った５農業共同生産基礎組織（ＵＢＰＣ）施設の復興工事を行うもの。

58 2009 9月14日 ピナール・デル・リオ県２幼児教育施設改善計画 €68,997.00 ¥9,866,571 教育 ピナール・デル・リオ県 ナバラ新未来連合 ハリケーン・グスタフ及びアイクにより大害を被った２幼児教育施設の復興工事を行うもの。

59 2009 9月14日
ピナール・デル・リオ県南コンソラシオン市における有機野菜生
産性向上計画

€60,787.00 ¥8,692,541 農林水産 ピナール・デル・リオ県
チスプ（諸国民発展国際委員会
）

ハリケーン・グスタフ及びアイクにより大害を被った同市５地区の３０有機栽培農園の灌漑設備復興工事及び農作物
増産促進並びに有機栽培農園を監督している都市農園組合南コンソラシオン市支部事務所の生産管理改善を行う
もの。

60 2009 12月9日 カマグエイ県ミナス市における畜産施設改善計画 €69,834.00 ¥9,986,262 農林水産 カマグエイ県 ムンドゥバット基金
２００８年９月上旬に当国に到来したハリケーン・アイクにより大害を被ったカマグエイ県ミナス市の２共同生産基礎組
織(UBPC)１３牧場に対する畜産施設改善を行うもの。

61 2010 1月14日 ハバナ市セントロ・ハバナ区障害者施設改善計画 €46,358.00 ¥6,629,194 民生環境 ハバナ市 平和・非武装・自由運動(MPDL)
セントロ・ハバナ区にある「全国盲人協会（ANCI）セントロ・ハバナ区支部」及び「キューバ身体障害者協会（ACLIFM）
セントロ・ハバナ区支部」事務所改善の為の改修工事及び機材整備を行うもの。

62 2010 1月14日
グアンタナモ県バラコア市「アレハンドロ・デ・フンボルト国立公
園」における環境教育強化計画

€69,930.00 ¥9,999,990 教育 グアンタナモ県 ドイツ農業運動
国立自然公園を有するグアンタナモ県バラコア市に居住する小学生（公園内居住、公園近隣居住、バラコア市中心
街居住）及び公園内６村落に居住する農民に対する環境教育実施にかかる支援。

63 2010 2月2日 ハバナ県グイラ・デ・メレナ市における農業組織復興及び強化
計画

€69,483.00 ¥9,936,069 農林水産 ハバナ県 市民ボランティア団体(GVC) グイラ・デ・メレナ市の２UBPC復興支援

64 2010 2月5日 ハバナ市レグラ区廃棄物収集改善計画 €69,930.00 ¥9,999,990 民生環境 ハバナ市 ハバナ市公共サービス局 リサイクル無償案件。ゴミ収集車５台の供与。

65 2010 12月16日 青年の島飲料水供給改善計画 €74,625.00 ¥9,999,750 民生環境 青年の島 ムンドゥバット基金
機材の老朽化等により飲料水の供給システムが十分機能していない青年の島に対し，水道管に詰まったゴミを除去
する高圧ポンプ，水量計や給水車の配水ポンプ，井戸水を汲み上げる水中ポンプ及び水質検査機の設置を実施し，
飲料水供給改善を行うもの。

66 2011 3月24日 カマグエイ県身体障がい者施設設備改善計画 €74,611.00 ¥9,997,874 保健医療 カマグエイ県 カマキート

カマグエイ県にある唯一の身体障がい者施設に対して老朽化及びハリケーン被害により生じた雨漏りの修理を行い
，入所・通院者の利用環境の改善を図り，同施設に勤務する労働者の勤務環境の向上を目指すとともに，老朽化し
た洗濯機の代わりに大型洗濯機等を供与し，入所者に対する洗濯サービスを向上させるプロジェクトを立案した国際
ＮＧＯに対して資金を供与する。

67 2011 3月24日 カマグエイ県ヌエビタ市２地区飲料水供給改善計画 €74,613.00 ¥9,998,142 民生環境 カマグエイ県 ケア・カナダ
カマグエイ県ヌエビタ市の２地区（ジュマイシ，フカラル）の飲料水確保のために、近隣にあるダムの水を飲料水として
使用するため，浄水装置，電動ポンプ，貯水タンク等の設備を供与するプロジェクトを立案した国際ＮＧＯに対して資

68 2011 3月24日 カマグエイ県食糧増産計画 €64,725.00 ¥8,673,150 農林水産 カマグエイ県 オックスファム
食糧増産のため政令２５９号によって休耕地の使用権を譲渡されたカマグエイ市の２農業生産協同組合（ＣＰＡ），２
融資サービス協同組合（ＣＣＳ）に対し，休耕地整備に必要な灌漑施設を設置する。

69 2011 3月24日 カマグエイ県種子生産強化計画 €73,290.00 ¥9,820,860 農林水産 カマグエイ県
チスプ（諸国民発展国際委員会
）

種子の生産及び保存管理を強化し，カマグエイ県の都市・都市近郊農業を普及させ，食糧増産を図るプロジェクトを
立案した国際ＮＧＯに対して資金を供与する。

70 2011 3月28日
サンティアゴ・デ・クーバ県グアマ市における１２漁業組合強化
計画

€74,525.00 ¥9,986,350 農林水産 サンティアゴ県 ドイツ農業運動
サンティアゴ・デ・クーバ県内で最も所得の低いグアマ市の１２漁業組合の組合員の漁獲量及び所得向上のため，老
朽化した１２漁業組合及び取りまとめを担う漁業公社の施設等の改善を行うプロジェクトを立案した国際ＮＧＯに対し
て資金を供与する。

71 2012 2月1日 青年の島稲作生産強化計画 €80,798.00 ¥9,695,760 農林水産 青年の島 ムンドゥバット基金
青年の島特別行政区にて稲作を営む４つの融資サービス協同組合に農機具を整備し稲作技術教育を行うプロジェク
トを実施する国際NGOに対し資金協力を行う。

72 2012 3月16日 中部地域食糧生産強化計画 €40,112.00 ¥4,813,440 農林水産 マタンサス県，ビジャ・クララ県 オイコス開発・協力
マタンサス県マルティ市，ペリコ市，コロン市及びビジャ・クララ県カマファニ市で農業・牧畜業を営む４つの協同組合
に食品生産機材を整備するプロジェクトを実施する国際ＮＧＯに対し資金協力を行う。

73 2012 3月19日 オルギン県都市近郊農業・協同組合強化計画 €83,014.00 ¥9,961,680 農林水産 オルギン県 オックスファム
オルギン県オルギン市，バネス市，ヒバラ市で農業を営む計１３の協同組合に対し温室設備，遮光ネット設備及び食
品生産機材を整備するプロジェクトを実施する国際NGOに資金協力を行う。

74 2012 3月16日 中部地域食品生産機材整備計画 €41,666.00 ¥4,999,920 農林水産 マタンサス県，ビジャ・クララ県 オイコス開発・協力
マタンサス県コロン市，ビジャ・クララ県プラセタス市，カマフアニ市で農業・牧畜業を営む３つの協同組合に対し食品
生産機材を整備するプロジェクトを実施する国際ＮＧＯに対し資金協力を行う。

75 2012 3月16日 マジャベケ県メレナ・デル・スル市農業生産強化計画 €82,188.00 ¥9,862,560 農林水産 マジャベケ県 市民ボランティア団体(GVC)
マジャベケ県メレナ・デル・スル市のメレナ農牧公社に農業生産機材を整備するプロジェクトを実施する国際NGOに
対し資金協力を行う。

76 2012 3月16日 都市近郊農業のための有機農薬生産センター改修計画 €81,802.00 ¥9,816,240 農林水産 ラ・ハバナ県，カマグエイ県
チスプ（諸国民発展国際委員会
）

ラ・ハバナ県ボジェロス市のアレハンドロ・デ・ウンボルト熱帯農業基礎研究所内のボジェロス市有機農薬生産センタ
ー，及びカマグエイ県カマグエイ市のトゥリアングロ・トレス農牧公社内のカマグエイ市有機農薬生産センターの施設
を改修し，有機農薬生産機材を整備するプロジェクトを実施する国際NGOに対し資金協力を行う。

77 2012 3月29日 ハバナ市歴史地区消防車両整備計画 €82,751.00 ¥9,930,120 民生環境 ラ・ハバナ県 ハバナ歴史事務所
（社）日本外交協会によるリサイクル援助事業を通じて日本の地公自治体等から提供された中古消防車計４台（ポン
プ車２台，ポンプ積載車１台，化学消防車１台）を歴史地区の第一消防署に整備する。

78 2012 9月5日 カマグエイ県アナ・ベタンクル・デ・モラ産婦人科病院改修計画 €84,290.00 ¥9,440,480 医療保健 カマグエイ県 カマキート カマグエイ県カマグエイ市のアナ・ベタンクル・デ・モラ産婦人科病院の改修工事を行う。

79 2013 3月14日 サンティアゴ・デ・クーバ県グアマ市医療改善計画 €89,177.00 ¥9,987,824 医療保健 サンティアゴ・デ・クーバ県 オイコス開発・協力
サンティアゴ・デ・クーバ県グアマ市チビリコ地区に位置するヒラルド・アポンテス・フォンセカ病院に医療車両，及び医
療機材を整備し，対象地域の保健医療サービスの向上を図る。

80 2013 3月15日 カマグエイ県パトリシオ・ルムンバ地区給水設備改修計画 €84,961.00 ¥9,515,632 民生環境 カマグエイ県
ケア・インターナショナル・キュー
バ

カマグエイ県シバニク市パトリシオ・ルムンバ地区の既存給水設備の改修を行う。

81 2013 3月14日 青年の島飲料水水質・サービス改善計画 €81,384.00 ¥9,115,008 民生環境 青年の島 ムンドゥバット基金 青年の島特別行政区の給水施設に対し機材整備を行い，水道水の水質と給水サービスの改善を図る。

82 2013 3月15日 ラス・トゥナス県ヘスス・メネンデス市社会福祉施設改善計画 €63,891.00 ¥7,155,792 民生環境 ラス・トゥナス県 カリタス・クーバ
ラス・トゥナス県ヘスス・メネンデス市に位置する社会福祉施設「ベアタ・マドレ・テレサ・デ・カルクタ」の改築工事を行
い，社会福祉活動に用いる機材を整備する。

83 2013 3月28日 サンティアゴ・デ・クーバ県廃棄物収集システム改善計画 €89,202.00 ¥9,990,624 民生環境 サンティアゴ・デ・クーバ県
サンティアゴ・デ・クーバ県公共
サービス局

日本の地方自治体から提供された中古ゴミ収集車計５台をサンティアゴ・デ・クーバ県公共サービス局に整備し，サ
ンティアゴ・デ・クーバ市内のゴミ収集システムの改善を図る。

84 2013 3月14日 都市近郊農業のための種子生産強化計画 €87,247.00 ¥9,771,664 農林水産 ラ・ハバナ県 チスプ(諸国民発展国際委員会)
ラ・ハバナ県ボジェロス市の種子生産センター，シエゴ・デ・アビラ県シエゴ・デ・アビラ市のエル・マンビ農牧公社，シ
エゴ・デ・アビラ県フロレンシア市のフロレンシア農牧公社に対し，種子生産に用いる機材を整備する。

85 2013 3月19日 マタンサス県シエンガ・デ・サパタ市漁業強化計画 €82,562.00 ¥9,246,944 農林水産 マタンサス県 平和・非武装・自由運動(MPDL) マタンサス県シエナガ・デ・サパタ市のシエナガ・デ・サパタ市水産公社に対し，漁業施設・機材の整備を行う。

86 2013 3月15日
東部地域３市ハリケーン・サンディ被災地における復旧支援計
画

€83,776.00 ¥9,382,912 その他 オルギン県
ケア・インターナショナル・キュー
バ

オルギン県バグアノス市，クエト市，マジャリ市の被災住民に対し，マットレス(６００枚)，住宅復旧用の建築資材(５０
戸分)を整備する。

87 2013 3月15日
サンティアゴ・デ・クーバ県グアマ市ハリケーン・サンディ災害復
旧計画

€88,828.00 ¥9,948,736 その他 サンティアゴ・デ・クーバ県 ドイツ農業運動
「ハリケーン・サンディ」の被害を受けたサンティアゴ・デ・クーバ県グアマ市の 
６つの漁業組合，及び５つの農業共同生産基礎組織に所属する被災住民に対し，破損した住居の復旧作業に用い
る建築資材を整備する。
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88 2013 12月3日 マタンサス県ペリコ市農業生産支援計画 €87,838.00 ¥9,398,666 農林水産 マタンサス県 市民ボランティアグループ
マタンサス県ペリコ市のマキシモ・ゴメス・バエス市営農牧公社の管理下にある，郊外農業基礎経営組織，ラモン・ロ
ドリゲス・ミリアン融資サービス協同組合，フリオ・アントニオ・メジャ融資サービス協同組合の計７農場に植物油を生
産するための農業機材を整備する。

89 2013 12月3日
サンティアゴ・デ・クーバ県ハリケーン・サンディ被災地農業復旧
計画

€89,004.00 ¥9,523,428 農林水産 サンティアゴ・デ・クーバ県 チスプ(諸国民発展国際委員会)
サンティアゴ・デ・クーバ県サンティアゴ・デ・クーバ市および同県メリャ市に位置し，ハリケーン・サンディの被害
を受けた，都市農業および近郊農業を行う６つのUBPC（農業共同生産基礎組織）等の農場の整備及び，今後
の自然災害に備えた農業災害講習の実施。

90 2013 12月4日 ハバナ県サンティアゴ・デ・ラスベガスＨＩＶ・エイズ患者総合セン
ター給水設備改善計画

€79,988.00 ¥8,558,716 民生環境 ラ・ハバナ県
ケア・インターナショナル・キュー
バ

ハバナ県ボジェロス市に位置するHIV・エイズ患者総合センターの既存給水設備の改修を行う。

91 2014 2月12日 オルギン県エロエス・デ・ヒロン小学校改修計画 €86,028.00 ¥9,204,996 教育研究 オルギン県 多文化融合発展協会・パンドラ オルギン県バネス市エロエス・デ・ヒロン小学校の改修工事（総施工面積１９５９．３５㎡）を行う。

92 2014 3月3日 青年の島水道施設改善計画 €90,000.00 ¥9,630,000 民生環境 青年の島 ムンドゥバット基金
青年の島特別行政区の給水施設に対し機材整備を行うとともに，同公社の技術者に対し講習会を実施し，水道水の
水質と給水サービスの改善を図る。

93 2014 3月13日 カマグエイ県サン・アントニオ地区北部給水設備改修計画 €86,620.00 ¥9,268,340 民生環境 カマグエイ県
ケア・インターナショナル・キュー
バ

カマグエイ県フロリダ市サン・アントニオ地区北部の既存給水設備の改修を行う。

94 2014 3月12日 グアンタナモ県気象情報管理強化計画 €89,225.00 ¥9,547,075 防災 グアンタナモ県 オックスファム・ベルギー
グアンタナモ県気象観測研究所が所有する既存の気象観測施設（５ヶ所）の改修と、新たな気象観測施設（４ヶ所）の
設置により、気象情報管理の強化を行う。

95 2014 3月7日
サンクティ・スピリトゥス県再生可能エネルギーを利用した給水
設備整備計画

€91,960.00 ¥9,839,720 民生環境 サンクティ・スピリトゥス県
サンクティ・スピリトゥス県水供給
公社

エル・ハルディン地区，ローマ・デ・ラ・カンデラ地区，パレデス地区，エルシレス・ペレス地区，アラミス・ペレス地区，ブ
リヒード地区，シエルぺ・ビエハ地区の７給水施設の井戸に汲水ポンプ，塩素注入装置，太陽光パネルを整備し，水
道水の水質と給水サービスの改善と環境保全を図る。

96 2014 3月12日
グアンタナモ県アレハンドロ・デ・フンボルト国立公園における森
林・公園管理組織強化計画

€85,500.00 ¥9,148,500
生物多様性
環境教育/研
修

グアンタナモ県 ドイツ農業運動

①アレハンドロ・デ・フンボルト国立公園の森林管理拠点となるバラコア市森林公社の種子生産施設及び下部組織で
ある5つのＵＢＰＦ，また同国立公園を管理するアレハンドロ・デ・フンボルト環境事業組織の下部組織である1つのＵ
ＢＰＦに対し種子生産機材，種子収集機材，森林管理業務用機械（トラクター，トラックのエンジン・パーツ等の部品）
及び苗栽培・植林作業用資機材を整備する。
②それぞれの従業員を主な対象者とし，パンフレットを活用しながら森林・公園管理に関する指導と共に環境保全に
対する啓発活動を行う。

97 2014 9月17日
カマグエイ県アルフレド・アルバレス・モラ地区給水設備改善
計画

€78,060.00 ¥9,991,680
上水および
下水

カマグエイ県シバニク市アルフ
レド・アルバレス・モラ地区

カマキート
カマグエイ県シバニク市アルフレド・アルバレス・モラ地区の既存給水設備の改修を行う。
① カマグエイ県水供給公社が掘削した既存井戸１ヶ所において汲水ポンプ１台整備する。
② 既存の貯水槽に配水ポンプ１台と塩素剤注入器１台の整備，及び隣接する給水塔の改修を行う。

98 2014 12月4日 ピナル・デル・リオ県都市近郊灌漑設備整備計画 €69,780.00 ¥8,931,840
農業用水資
源

ピナル・デル・リオ県ピナル・デ
ル・リオ市

アルチ文化発展
ピナル・デル・リオ県ピナル・デル・リオ市にて都市近郊農業を行う４UBPC（農業共同生産基礎組織）に灌漑設
備及び太陽光パネルセットを整備する。

99 2015 1月13日 サンティアゴ・デ・クーバ県2病院医療機材整備計画 €78,115.00 ¥9,998,720
医療サービ
ス

サンティアゴ・デ・クーバ県
サンティアゴ・デ・クーバ県保健
局

コンラド・ベニテス臨床腫瘍病院及びヒラルド・アポンテス・フォンセカ病院でX線画像デジタル化機器1台ずつ整
備する。また，ヒラルド・アポンテス・フォンセカ病院内の通信網を整備する。

100 2015 2月12日
シエンフエゴス県3農業生産協同組合への搾乳機材及び家畜
飼育機材整備計画

€78,124.00 ¥9,999,872 家畜 シエンフエゴス県ロダス市 キューバ砂糖技術者協会

２４・デ・フェブレロ農業生産協同組合，サルバドール・エレラ農業生産協同組合，ニカラグア・リブレ農業生産協同組
合にそれぞれ以下のものを整備する。

飼料増産用及び牛舎給水用）

101 2015 2月10日
青年の島特別行政区における２畜産団体への畜産機材整備計
画

€77,996.00 ¥9,983,488 家畜 青年の島特別行政区 ムンドゥバット基金
青年の島特別行政区における2つの畜産団体に，家畜増産に向けた飼育場，牧草地および灌漑施設を整備するた
めの機材を整備し，同地域の安定的な食糧供給に資する。

102 2015 1月19日
サンティアゴ・デ・クーバ県における女性雇用促進のための2農
業協同組合への機材整備計画

€78,124.00 ¥9,999,872 農産物生産
サンティアゴ・デ・クーバ県サ
ンティアゴ・デ・クーバ市

オックスファム・キューバ
サンティアゴ・デ・クーバ県サンティアゴ・デ・クーバ市にて野菜・果物および家畜生産を行う2CCS（信用農業協同組
合）に灌漑設備，家畜の飼育場の整備および食品加工機材等を整備し，また機材を使用する女性の雇用を図り，同
組合の女性の雇用を促進する。

103 2015 1月14日
グランマ県2市における障害者の就労機会向上のための特別
支援学校及び職業訓練学校への機材整備計画

€77,945.00 ¥9,976,960 職業訓練 グランマ県
ハンディキャップ・インターナショ
ナル・キューバ

グランマ県バヤモ市およびバルトロメ・マソ市における特別支援学校および職業訓練学校計8校の職業訓練機材の
整備を行い，学習環境の改善を通じて同8校で学ぶ障害者の就労機会の向上を図る。

104 2015 3月10日
ハバナ県ホセ・マルティ国際空港における防疫体制確保のため
の機材整備計画

€76,563.00 ¥9,800,064
医療サービ
ス

ホセ・マルティ国際空港(首都
ハバナ)の第2，第3及び第5タ
ーミナル

メディクーバ
首都ハバナにあるホセ・マルティ国際空港にサーモグラフィー機（4機）を導入することにより，キューバ国内における
エボラ出血熱を中心とした疫病の感染予防に貢献する。

105 2015 8月6日
ハバナ県熱帯医学研究所附属病院HIV/エイズ検査機材整備
計画

€63,298.00 ¥8,861,720
HIV/エイズ
を含む性感
染症管理

ハバナ県
ケア・インターナショナル・キュー
バ

ペドロ・コウリ熱帯医学研究所附属病院の臨床研究所にHIV/エイズ患者の状態を診るのに必要な血液検査機材，身
体検査機材の整備を行う。

106 2015 9月29日 青年の島特別行政区6地区における給水施設整備計画 €69,899.00 ¥9,785,860
上水および
下水－小規
模システム

青年の島特別行政区 多文化融合発展協会・パンドラ
青年の島特別行政区の6地区における既存の給水施設の機材整備（汲水ポンプ，塩素調合装置及び電源装置等）
並びに施設管理人材に対する講習を実施し，対象地区に住む家庭における水質の改善を行うとともに水利用時間
の増加を図る。

107 2015 11月27日
アルテミサ県カイミート市における野菜生産農場への農業機材
整備計画

€71,427.00 ¥9,999,780 農産業
アルテミサ県カイミート市ラ・コ
ロネラ地区

アントニオ・ヌネェス・ヒメネス自
然・人文科学財団

アルテミサ県カイミート市ラ・コロネラ地区の社会福祉施設を含む住民等への安定的な食料供給に寄与するため，同
地区における農場「マルタ」に，野菜の増産・生産効率化に向けて，灌漑施設・汲水ポンプ・遮光ネット等の農業機材
を整備する。

108 2016 1月12日
ラス・トゥナス県コロンビア市における2農業組織への畜産・農産
物栽培機材整備計画

€68,896.00 ¥9,645,440 農産業 ラス・トゥナス県コロンビア市 ムンドゥバット基金
ラス・トゥナス県コロンビア市における2共同生産基礎組織（UBPC）に，家畜・農産物増産に向けて，飼育場，トラクタ
ーおよび灌漑施設・汲水ポンプの機材を整備し，同地域の安定的な食糧供給に資する。

109 2016 2月4日 ハバナ県セントロ・ハバナ区における廃棄物収集機材整備計画 €69,932.00 ¥9,790,480
廃棄物管理
／処分

ハバナ県セントロ・ハバナ区 平和・非武装・自由運動(MPDL)
ハバナ県セントロ・ハバナ区5地区にて使用される瓦礫回収用車両（1台）を整備する。また，当5地区のうち最も整備
の遅れた2地区（ロス・シティオ地区及びドラゴネス地区）の清掃事務所における施設・清掃機材を整備するとともに
当2地区の小学生・中学生に対して環境教育教材を配布する。

110 2016 3月23日 ハバナ県セロ区2保育園整備計画 €51,288.00 ¥7,180,320 教育研究 ハバナ県セロ区 市民ボランティアグループ(GVC) ハバナ県セロ区2保育園における教室および教材等を整備し，保育園に通えない幼児に教育の機会を与える。

111 2016 11月16日
オルギン県ヒバラ市カレトネス地区における海水淡水化装置整
備計画

€129,850.00 ¥17,789,450
上水および
下水－小規
模システム

オルギン県ヒバラ市カレトネス
地区

オルギン県上下水道公社
オルギン県ヒバラ市カレトネス地区における地下水が塩水化している井戸に海水淡水化装置1台（日本製）を設置し，
当地区における飲料を含む生活用水の供給を行う。

112 2017 3月6日
サンティアゴ・デ・クーバ県セグンド・フレンテ市における救急医
療車両整備計画

€92,809.00 ¥12,714,833
医療サービ
ス

サンティアゴ・デ・クーバ県セ
グンド・フレンテ市

オイコス開発・協力
サンティアゴ・デ・クーバ県セグンド・フレンテ市のエミリオ・バルセナス・ピエル病院に救急医療車両（トヨタ・ランドクル
ーザー）1台を供与し，対象地域における救急医療対応を含む保健医療サービスの向上を図る。

113 2017 3月21日
ハバナ県アラマル・エステ地区リサイクル事業促進のための機
材整備計画

€130,138.00 ¥17,828,906
社会/福祉サ
ービス

ハバナ県ハバナ・デル・エステ
区アラマル・エステ地区ミクロ・
ディエス地域

オックスファム・キューバ
ハバナ県ハバナ・デル・エステ区人民権力議会・公共サービス局にパッカー車1台（日本製），リサイクル機材（ゴミ圧
縮機2台，プラスティック粉砕機1台，ベルトコンベアー1台）を供与し，同区アラマル・エステ地区ミクロ・ディエス地域に
て資源ゴミのリサイクルを行うとともに同地域の衛生環境改善に資する。

114 2017 3月21日 ピナル・デル・リオ県小児科病院医療機材整備計画 €110,465.00 ¥15,133,705
医療サービ
ス

ピナル・デル・リオ県ピナル・デ
ル・リオ市

ハンディキャップ・インターナショ
ナル・キューバ

ピナル・デル・リオ県小児科病院付属医療遺伝子センターに，超音波診断装置（2機）を導入することにより，当県にお
ける母子の健康改善に資する。

115 2017 3月21日
青年の島ココドリロ地区における含塩水脱塩造水装置整備計
画

€141,426.00 ¥19,375,362
上水および
下水－小規
模システム

青年の島特別行政区ココドリ
ロ地区

ムンドゥバット基金
青年の島ココドリロ地区における地下水が塩水化している井戸に含塩水脱塩造水装置1台（日本製）を設置し，当地
区における飲料を含む生活用水の供給を行う。

116 2018 2月22日 シエゴ・デ・アビラ市における野菜生産のための機材整備計画 €138,129.00 ¥16,851,738 農作物生産 シエゴ・デ・アビラ県シエゴ・デ
・アビラ市

諸国民発展国際委員会

シエゴ・デ・アビラ市における種子農場および野菜農場に以下の日本製農業機材を導入し，野菜の増産により，同市
の安定的な食糧供給に資する。　
①種子農場(2.5ha)：マイクロ・スプリンクラー1機、給水ポンプ1機
②野菜農場(1.5ha)：マイクロ・スプリンクラー1機、給水ポンプ1機

117 2018 3月1日 ハバナ県ハバナ・ビエハ区社会福祉施設機材整備計画 €81,275.00 ¥9,915,550 社会/福祉サ
ービス

ハバナ県ハバナ・ビエハ区 市民ボランティアグループ ハバナ・ビエハ区の社会福祉施設の機材整備を通し，持続的で質の高い社会福祉サービスの提供に資する。

118 2018 3月5日

ハバナ県ハバナ・ビエハ区ラファエル・マリア・デ・メンディベ小
学校機材整備
計画

€77,816.00 ¥9,493,552 初等教育 ハバナ・ビエハ区 多文化融合発展協会・パンドラ
ハバナ・ビエハ区のラファエル・マリア・デ・メンディベ小学校に机・椅子等の機材を整備し，学習環境を改善すること
で，初等教育の質の向上に寄与する。

119 2018 3月5日 青年の島特別行政区における給水設備保全計画 €90,926.00 ¥11,092,972
上水および
下水－小規
模システム

青年の島特別行政区 多文化融合発展協会・パンドラ
青年の島特別行政区の給水施設における電気設備の整備，及び設備管理に関する研修を行うことにより，住民へ
の安全・安定的な飲料水の供給に資する。

120 2018 3月26日
グアンタナモ県バラコア市における都市近郊農業促進による野
菜増産計画

€74,000.00 ¥9,028,000 農産物生産 グアンタナモ県バラコア市 諸国民発展国際委員会
グアンタナモ県バラコア市の農業共同生産基礎組織（UBPC)24デ・フェブレロに育苗用ビニールハウスを整備し，都
市近郊農業における生産性向上を通して安定的な食料供給に資する。
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