
年度 供与団体 団体の性格 案件名 案件実施サイト
供与額（単位：

米千ドル）

令和４年 イビラマ・ボランティア消防団協会 ローカルＮＧＯ
イビラマ・ボランティア消防団協会防火装備整備計
画

サンタカタリーナ州イビラマ市 ４８

令和３年 レナセール援護協会 ローカルNGO レナセール援護協会特別支援教室建設計画 パラナ州クリチバ市 ５０

ヴァレドパラナパネマ財団 医療機関 サンタクララ病院増築計画 パラナ州コロラド市 ８７

バラヴェーリャ癌患者援護協会 ローカルNGO
バラヴェーリャ癌患者援護協会特殊ワゴン車輌整
備計画

サンタカタリーナ州バラヴェーリャ市 ４３

令和元年
アサイ・バラォンドリオブランコ州立校保護者教職
員協会

教育機関
アサイ・バラォンドリオブランコ州立校多目的施設
建設計画

パラナ州アサイ市 ８３

フロリアノポリス大衆福音教育センター 教育機関
フロリアノポリス大衆福音教育センター教育環境改
善計画

サンタカタリーナ州フロリアノポリス市 ４５

平成３０年 和順会パラナ州高齢者ケア協会 ローカルＮＧＯ 和順会高齢者長期居住施設衛生設備改修計画 パラナ州マリンガ市 ５２

平成２９年 アストルガ医療財団 医療機関 アストルガ病院経過観察棟支援計画 パラナ州アストルガ市 ５６

ボンジェズース病院パラナ西部援護協会 医療機関
ボンジェズース病院手術センター医療機材整備計
画

パラナ州トレド市 ６２

イエスキリストに祈る会バイホダジュヴェントゥー
デ

教育機関
バイホダジュヴェントゥーデ職業訓練用パン製菓機
材整備計画

サンタカタリーナ州クリシウマ市 ３４

ロンドリーナ市幼児・基礎教育めぐみ学園 教育機関 めぐみ学園建設計画 パラナ州ロンドリーナ市 １０３

アプカラーナ市サン・ヴィセンテ・デ・パウロ高齢
者ホーム

ローカルＮＧＯ
サン・ヴィセンテ・デ・パウロ高齢者ホーム特殊マイ
クロバス整備計画

パラナ州アプカラーナ市 ５２

平成２８年 杉沢総合病院医療センター 医療機関 杉沢総合病院医療機材整備計画 パラナ州クリチバ市 １９０

パラナ総合病院医療サービス研究センター 医療機関 パラナ総合病院医療機材整備計画 パラナ州マリンガ市 １６６

オフィタロン眼科病院医療研究センター 医療機関 オフィタロン眼科病院医療機材整備計画 パラナ州ロンドリーナ市 ８３

平成２７年 クリチバーノス障害者を支える親と友の会 ローカルＮＧＯ
ウゴ・ミゲル・スーズバッキ特別支援学校特殊マイ
クロバス整備計画

サンタカタリーナ州クリチバーノス市 ８２

ノヴォ・イタコロミ障害者を支える親と友の会 ローカルＮＧＯ
アントニオ・ライムンド・キンチリアーノ障害者支援
学校増築計画

パラナ州ノヴォイタコロミ市 ６７

南日伯援護協会 ローカルＮＧＯ 巡回医療改善計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８６

平成２６年 カノイニャス障害者を支える親と友の会 ローカルＮＧＯ 特殊マイクロバス整備計画 サンタカタリーナ州カノイニャス市 ９７

フレイ・ロジェリオ市役所 地方公共団体 イルマ・フロレンチーナ教育センター改修拡大計画 サンタカタリーナ州フレイロジェリオ市 ９９

ロンドリーナ・グアルダ・ミリン母子保護協会 ローカルＮＧＯ グアルダ・ミリン青少年支援センター増築計画 パラナ州ロンドリーナ市 ８９

平成２５年 カロレ市役所 地方自治体 サン・ルカス市立病院医療機材整備計画 パラナ州カロレ市 ９５

バンデイランテス病院援護協会 医療機関 腹腔鏡下手術セット整備計画 パラナ州バンデイランテス市 ８７

コロンボ障害児を支える親と友の会 ローカルＮＧＯ
サンタ・ジェンマ・ガルガニ特別支援学校校舎改修
計画

パラナ州コロンボ市 ９４

サン・フランシスコ・シャビエル文化社会センター ローカルＮＧＯ 高齢者送迎用マイクロバス整備計画 パラナ州マリンガ市 ４５

ロアンダ市役所 地方公共団体 セイツゴ・ヒラタ市立病院医療機材整備計画 パラナ州ロアンダ市 ９５

ポルトアレグレ困窮者支援協会 ローカルＮＧＯ ポルトアレグレ困窮者支援協会本部改修計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８７

平成２４年 ノッサ・セニョーラ・ダ・コンセイソン病院 医療機関 腹腔鏡下手術セット整備計画 サンタカタリーナ州ウルサンガ市 ７２

サンタ・カーザ・デ・サン・ヴィセンテ・デ・パウロ慈
善病院

医療機関 サンタ・カーザ慈善病院医療機材整備計画 パラナ州テーラボア市 ９９

公益民間団体聖母アパレシーダ 医療機関
聖母アパレシーダ外来診療センター医療機器整備
計画

パラナ州フォスドイグアス市 ８０

サン・ジュリアン精神科病院支援者・友の会 医療機関 サン・ジュリアン精神科病院機材整備計画 パラナ州ピラクアラ市 １０２

マリスタ・サンタ・イザベル社会センター ローカルＮＧＯ
マリスタ・サンタ・イザベル社会センター別館改修
計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９６

平成２３年 パラナ小児ガン患者支援協会 医療機関
プラハの幼きイエス新外来化学療法センター及び
看護センター整備計画

パラナ州クリチバ市 ８８

アクリダス児童養護施設 ローカルＮＧＯ
アクリダス児童養護施設総合調理センター及び食
堂建設計画

パラナ州クリチバ市 １０４

ジョインヴィーレ・アイバンク 医療機関 視覚障害者支援計画 サンタカタリーナ州ジョインヴィーレ市 ４７

移民１００年記念祭日本公園 ローカルＮＧＯ
造園技能士及び庭園管理士養成職業訓練センタ
ー用車両整備計画

パラナ州マリンガ市 ９２

クリチーバ日伯文化援護協会 ローカルＮＧＯ クリチバ市医療・学習環境改善計画 パラナ州クリチバ市 ８１

ポルトアレグレ障害者を支える親と友の会 ローカルＮＧＯ
ドトール・ジョアン・アルフレッド・デ・アゼベード特別
学校改善計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９３

平成２２年 ボラゾポリス障害児を持つ親と友の会(ＡＰＡＥ) ローカルＮＧＯ ア・パトチーニャ特殊学校校舎改修計画 パラナ州バラゾポリス市 ８９

伯南部３州における我が国の草の根・人間の安全保障無償支援実績



セニョール・ボン・ジェズス・ドス・パッソス慈善病
院

医療機関 コンピュータエックス線撮影器機整備計画 サンタカタリーナ州ラグーナ市 ７４

ノーヴァ・エスペランサ市役所 地方公共団体
市立イエスの聖心病院改修及び医療機器整備計
画 

パラナ州ノーヴァエスペランサ市 ９８

グアラトゥーバ市役所 地方公共団体 グアラトゥーバ湾岸環境改善計画 パラナ州グアラトゥーバ市 ３９

カシアスドスル市役所 地方公共団体
市立マノエル・ペレイラ・ドス・サントス初等教育学
校拡張計画

リオグランデドスル州カシアスドスル市 １０５

ガリバルディ消防団 ローカルＮＧＯ ガリバルディ消防団救急車整備計画 リオグランデドスル州ガリバルディ市 １０６

マリスタ・アパレシーダ・ダス・アグアス社会センタ
ー

ローカルＮＧＯ 教育支援センター拡張計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 １０３

モラーダ・ド・バレ文化センター協会 ローカルＮＧＯ グラバタイ市における幼稚園建設計画 リオグランデドスル州グラバタイ市 １０５

ペロッタス・サンタカーザ慈善病院 医療機関 ペロッタス・サンタカーザ慈善病院整備計画 リオグランデドスル州ペロッタス市 ７４

グラバタイ市役所 地方公共団体 ファミリア・コスタ・ド・イピランガ保健所拡張計画 リオグランデドスル州グラバタイ市 １０５

平成２１年 マウアー・ダ・セーラ市役所 地方公共団体 市立保健所検査機器整備計画 パラナ州マウアーダセーラ市 ７０

ゴイオエレ障害児を持つ親と友の会(ＡＰＡＥ) ローカルＮＧＯ 聴覚医療診断センター整備計画 パラナ州ゴイオエレ市 ６７

サグラダ・ファミリア病院 医療機関 サグラダ・ファミリア病院医療機器改善計画 サンタカタリーナ州サンベントドスル市 ８０

南西パラナ健康振興会 医療機関 ショピンジーニョ総合病院洗濯室改善計画 パラナ州ショピンジーニョ市 ２９

サンジョゼ健康・社会福祉共済会 医療機関 サンジョゼ病院分娩室整備計画 パラナ州ラランジェイラスドスル市 ４８

純心聖母の家・デイケアセンター ローカルＮＧＯ 給食調理機器改善計画 パラナ州クリチバ市 ８

サンタカタリーナ修道会サンジョゼ病院 医療機関 サンジョゼ病院医療機器整備計画 リオグランデドスル州イヴォチ市 ６６

パドレカシッキ博愛協会 ローカルＮＧＯ パドレカシッキ老人ホーム整備計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９６

州立中等教育学校「日本」 教育機関 州立中等教育学校「日本」校舎建替え計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９７

州立ブリガデイロ・フランシスコ・デ・リマ・イ・シル
バ初等教育学校

教育機関
州立ブリガデイロ・フランシスコ・デ・リマ・イ・シル
バ初等教育学校拡張計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９６

州立エンジェネイロ・ホドルフ・アフロンス初等教
育学校

教育機関
州立エンジェネイロ・ホドルフ・アフロンス初等教育
学校拡張計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９６

州立ビセンテ・ダ・フォントーラ初等教育学校 教育機関
州立ビセンテ・ダ・フォントーラ初等教育学校拡張
計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９６

ビラ・トロンコ・ネベス地区住民と友の会 ローカルＮＧＯ
ビラ・トロンコ・ネベス地区子女保育・教育施設拡
張計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９６

平成２０年 アサイー市役所 地方公共団体 市立調理センター整備計画 パラナ州アサイ市 ８６

クリチバノス地区住民消防組合 ローカルＮＧＯ クリチバノス地区消防活動振興計画 サンタカタリーナ州クリチバノス市 ８４

パラナシティ市役所 地方公共団体 市立保健所建設計画 パラナ州パラナシティ市 ８５

サン・セバスチァン・ダ・アモレイラ市役所 地方公共団体
機能障害患者のための市立理学療法センター整
備計画

パラナ州サンセバスチァンダアモレイラ
市

７６

サント・アントニオ・ド・パライーゾ青果生産者組合 ローカルＮＧＯ 農業生産性向上のための青果物貯蔵庫整備計画 
パラナ州サントアントニオドパライーゾ
市

４９

リオノーヴォ・ジャポネーザ農業組合 ローカルＮＧＯ
リオノーヴォ・ジャポネーザ農業組合復興支援計
画 

サンタカタリーナ州イタジャイー市 ７０

ブルメナウ市役所 地方公共団体 市立幼児教育センター補修計画 サンタカタリーナ州ブルメナウ市 ８５

ポルトアレグレ市役所 地方公共団体
ビラドスコメルシアリオス保健センター医療機器整
備計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８８

州立アルバトロス中等教育学校 教育機関 州立アルバトロス中等教育学校拡張計画 リオグランデドスル州オゾリオ市 ８８

南部児童少年センター ローカルＮＧＯ 児童少年教育支援計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８８

サンペレグリノラッツィオッツィ地域病院 医療機関 ベラノポリス市医療サービス改善計画 リオグランデドスル州ベラノポリス市 ８８

障害者の親と友の会エステイオ支部 ローカルＮＧＯ 障害者職業訓練計画 リオグランデドスル州エステイオ市 ７１

州立ベラクルス初等教育学校 教育機関 州立ベラクルス初等教育学校拡張計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８８

ペロッタス大学 教育機関 ペロッタス大学病院医療機器整備計画 リオグランデドスル州ペロッタス市 ４６

平成１９年 ペケーノ・プリンシペ病院 医療機関 心臓外科医療設備最新化計画 パラナ州クリチバ市 ５８

パラナヴァイ市役所 地方公共団体 家庭健康プログラム拡充計画 パラナ州パラナヴァイ市 ８３

アマポラン市役所 地方公共団体 アマポラン市立病院改修計画 パラナ州アマポラン市 ７０

ペーニャ市役所 地方公共団体 市立青年・成人学校改修計画 サンタカタリーナ州ペーニャ市 ５２

ベント・カヴァリェイロ共済会 医療機関
イエスの聖心慈善病院への手術用内視鏡セット整
備計画

サンタカタリーナ州サンジョアキン市 ８５



州立アパリシオ・ボルジス初等教育学校 教育機関 州立アパリシオ・ボルジス初等教育学校拡張計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８６

人生共同責任団体 ローカルＮＧＯ 保健・教育・文化コミュニティーセンター建設計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８５

ルーテル福音助祭センター ローカルＮＧＯ ルーテル福音助祭センター拡張計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８５

市立ベレアドール・マルチンアラーニャ初等教育
学校

教育機関
市立ベレアドール・マルチンアラーニャ初等教育学
校増築計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８６

多重障害者診察財団 ローカルＮＧＯ 多重障害者診察財団拡張計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８６

平成１８年 アプカラーナ障害児を持つ親と友の会(ＡＰＡＥ) ローカルＮＧＯ 聴覚検査用機材整備計画 パラナ州アプカラーナ市 ５８

カンポ・モウロン市サンタ・カーザ慈善病院運営組
織

医療機関 新生児用集中治療室拡充計画 パラナ州カンポモウロン市 ３５

マリンガ市役所 地方公共団体 乳癌巡回検査用機材整備計画 パラナ州マリンガ市 ７３

アルマゼン全寮制農業学校 ローカルＮＧＯ アルマゼン全寮制農業学校講堂建設計画 サンタカタリーナ州アルマゼン市 ８９

イルマンヴェーラ家族共同体問題基金 ローカルＮＧＯ カザラール青少年保護施設再建計画 サンタカタリーナ州ラグーナ市 ８９

州立ジョゼマウリシオ高等学校 教育機関
州立ジョゼマウリシオ高等学校多目的ホール建設
計画

リオグランデドスル州グラバタイ市 ８９

ホランチ消防団 ローカルＮＧＯ ホランチ消防団消防車供与計画 リオグランデドスル州ホランチ市 ８９

サンジョゼ慈善病院 医療機関 サンジョゼ慈善病院復興計画
リオグランデドスル州パルマーレスドス
ル市

６２

市立保健基金ブチア病院 医療機関 ブチア病院改善計画 リオグランデドスル州ブチア市 ４９

リオグランデ市役所 地方公共団体
市立クリストバオンペレイラデアブレウ初等教育学
校復興計画

リオグランデドスル州リオグランデ市 ８９

ジャグアラオン・サンタカーザ慈善病院 医療機関
ジャグアラオン・サンタカーザ慈善病院医療機器供
与計画

リオグランデドスル州ジャグアラオン市 ５９

障害者を支える親と友の会ーイボチ支部 ローカルＮＧＯ 障害者支援計画 リオグランデドスル州イボチ市 ８９

ジョゼレアンドロデソウザレイテ保護院 ローカルＮＧＯ ジョゼレアンドロデソウザレイテ保護院改修計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８９

市立エミリオメイェル高等学校 教育機関
市立エミリオメイェル高等学校多目的ホール建設
計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８８

ラーモス日伯文化協会 ローカルＮＧＯ フレイロジェリオ多目的物産センター建設計画 サンタカタリーナ州フレイロジェリオ市 ８９

ドゥトールアストロジルドデアゼヴェード慈善病院 ローカルＮＧＯ
ドゥトールアストロジルドデアゼヴェード慈善病院
医療機器整備計画

リオグランデドスル州サンタマリア市 ８９

州立ジョゼゴメスデヴァスコンセロス初等教育学
校

教育機関
州立ジョゼゴメスヴァスコンセロスジャルジン初等
教育学校再建計画

リオグランデドスル州エルドラドスル市 ８９

平成１７年 クリチバ都圏協会 地方公共団体 過疎地識字率向上支援計画 

パラナ州アドリアノポリス，トゥナスドパ
ラナ，ボカユーバドスール，セッロアズ
ル，ドトールウリセス，リオブランコドス
ール，イタペルス市

９２

ボラゾポリス市役所 地方公共団体 ボラゾポリス市立病院手術室用機材供与計画 パラナ州ボラゾポリス市 ３３

クリチバ市サンタ・カーザ慈善病院運営組織 医療機関
クリチバ市サンタ・カーザ慈善病院集中治療室及
び手術室用機材供与計画 

パラナ州クリチバ市 ３６

コロンボ市役所 地方公共団体
コロンボ市公共保健緊急・救急サービス拡充及び
改善計画 

パラナ州コロンボ市 ２５

教育福音伝道センター ローカルＮＧＯ 知識の教室教育センター機材供与計画 サンタカタリーナ州フロリアノポリス市 ８２

サンタカタリーナ修道会サンジョゼ病院 医療機関 サンジョゼ病院医療機器供与計画 サンタカタリーナ州サンジョゼ市 ９３

ポルトアレグレ市役所 地方公共団体
ビバマリア家庭内暴力被害者社会復帰支援施設
機材供与計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 １６

南日伯援護協会
その他

（公益福祉法人）
南部ブラジル巡回医療改善計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９３

リオグランデ市役所 地方公共団体 市立タイン農村初等教育学校改善計画 リオグランデドスル州リオグランデ市 ７０

州立トヤマ初等教育学校 教育機関
州立トヤマ初等教育学校における多目的ホール建
設計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９３

州立バエペンジ初等教育学校 教育機関 州立バエペンジ初等教育学校拡張計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９３

州立プロフェソーラ・マリエッタ・ダ・クーニャ・シル
ヴァ初等教育学校

教育機関
州立プロフェソーラ・マリエッタ・ダ・クーニャ・シル
ヴァ初等教育学校復興計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９３

州立オスカール・シュミット初等教育学校 教育機関 州立オスカール・シュミット初等教育学校改善計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９３

州立ウマイタ初等教育学校 教育機関 州立ウマイタ初等教育学校拡張計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ９３

サンロケ慈善病院 医療機関 サンロケ慈善病院別館建設計画
リオグランデドスル州カルロスバルボー
ザ市

９３

平成１６年 ロンドリーナ視覚障害者支援協会 ローカルＮＧＯ
視覚障害者リハビリ用クレーン設置及び機材供与
計画

パラナ州ロンドリーナ市 １３

ポルトアレグレ・キリスト教青年会（ＹＭＣＡ） ローカルＮＧＯ 料理人養成教室機材供与計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ３８

神の摂理の貧しい下僕修道会ヨハネ・パウロ二
世保護院

ローカルＮＧＯ ヨハネ・パウロ二世保護院本部建て替え計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８５



全寮制水産学校・南部沿岸地帯漁師共同体セン
ター

教育機関 全寮制水産学校校舎建設計画 リオグランデドスル州 ８９

州立中等教育学校「日本」 教育機関
州立中等教育学校「日本」における多目的ホール
建設計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ８７

平成１５年 パラナ日伯文化連合会 ローカルＮＧＯ
パラナ日伯文化連合会に対する眼科機材供与計
画 

パラナ州ロンドリーナ市 ２２

ボン・ジェズス・イヴァイポラン病院 医療機関
ボン・ジェズス・イヴァイポラン病院に対する医療機
材供与計画

パラナ州イヴァイポラン市 ２１

アストルガ病院基金 医療機関
アストルガ市クリスト・レイ地域病院に対する医療
機材供与計画 

パラナ州アストルガ市 １６

マテル・デイ民間慈善協会 医療機関 新生児集中治療室用医療機材供与計画 パラナ州クリチバ市 １８

プロフェッタ・エリアス・ストリートチルドレン教育財
団

ローカルＮＧＯ ストリート・チルドレン生活改善計画 パラナ州マンジリトゥーバ市 １７

サンタマリア連邦大学病院 医療機関 サンタマリア連邦大学病院救急センター改善計画 リオグランデドスル州サンタマリア市 ４３

ドン・ジョアン・ベッケル教育慈善協会 医療機関
ドン・ジョアン・ベッケル病院心臓救急センター拡充
計画

リオグランデドスル州グラヴァタイ市 ４３

平成１４年 特殊学校“春” ローカルＮＧＯ 特殊学校“春”改善計画 パラナ州クリチバ市 １１

パラナシティ市役所 地方公共団体
パラナシティ市サンチアゴ・サグラード・ベガ病院機
材整備計画 

パラナ州パラナシティ市 ２２

ノーヴァ・ヴィダ更生の家 ローカルＮＧＯ “ノーヴァ・ヴィダ更生の家”　改築計画 パラナ州クリチバ市 ２７

パラナ州児童・家庭問題局                                 地方公共団体 “高齢者の家”整備計画 

パラナ州クリチバ，サルトデイタラレー，
ロンドリーナ，ロンカドール，リオブランコ
ドスル，アルトパライーゾ，マノエルリー
バス，メヂアネイラ，ウビラタン，プルデ
ントーポリス市

６１

サン・フランシスコ・シャビエール文化社会センタ
ー

ローカルＮＧＯ 多目的講堂建設計画 パラナ州マリンガ市 ４５

母子保護協会 ローカルＮＧＯ 工業裁縫訓練センター設置計画 パラナ州ボンスセッソ市 ２１

ボン・スセッソ障害児を支える親と友の会(ＡＰＡＥ
）

ローカルＮＧＯ 「小さな王子」特別学校近代化計画 パラナ州ボンスセッソ市 １３

パラナグア市サンタ・カーザ友愛慈善病院 ローカルＮＧＯ
パラナグア市サンタ・カーザ友愛慈善病院機材供
与計画 

パラナ州パラナグア市 ２３

市民開発国際協会 ローカルＮＧＯ 視覚障害者支援計画 パラナ州クリチバ市 ２０

フロレストポリス市役所 地方公共団体
フロレストポリス市サンタ・ブランカ病院拡大改善
計画 

サンタカタリーナ州フロレストポリス市 ２１

プロフェソール・エリアス・アブラオン市立学校 地方公共団体 民生向上計画 パラナ州アサイ市 １９

ベント・カヴァリェイロ援護協会 ローカルＮＧＯ コラサン・デ・ジェズス病院手術室改善計画 サンタカタリーナ州サンジョアキン市 ３１

サンタカタリーナ州農牧公社 地方公共団体
小規模農家のための温帯果物栽培技術研修セン
ター建設計画

サンタカタリーナ州カサドール市 ２９

平成１３年 小児腎臓疾患協会 ローカルＮＧＯ 人工透析機供与計画 パラナ州クリチバ市 ５０

サザ・ラッテス母子保護協会 ローカルＮＧＯ 診断サービス拡大改善計画 パラナ州クリチバ市 ３３

クリチバ市民支援協会 ローカルＮＧＯ クリチバ市立学校教員コンピュータ教育訓練計画 パラナ州クリチバ市 ５３

ロンドリーナ未成年者職業訓練学校 ローカルＮＧＯ
ロンドリーナ未成年者職業訓練学校職業訓練課程
強化計画

パラナ州ロンドリーナ市 １６

クリチバ特別養護センター ローカルＮＧＯ
ニルザ・タルトゥーセ特別教育学校パサウーナ分
校８教室建設計画

パラナ州クリチバ市 ６８

マリジア地区女性協会 ローカルＮＧＯ ゴミ再生及び所得向上計画 パラナ州ロンドリーナ市 ３２

クリチバ日伯文化援護協会 ローカルＮＧＯ 健康維持計画 パラナ州クリチバ市 ３９

ＹＭＣＡポルトアレグレ支部 ローカルＮＧＯ ＹＭＣＡコンピューター職業訓練教室整備計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 １１

州立ジョアナ・デ・グズマン小児病院 医療機関
州立ジョアナ・デ・グズマン小児病院整形外科手術
室整備計画

サンタカタリーナ州フロリアノポリス市 ７８

平成１２年 マリンガ市社会開発基金 地方公共団体 失業青少年職業訓練所機材整備計画 パラナ州マリンガ市 ６６

パルマス市果物栽培者協会 その他 オリゾンテ地区リンゴﾞ栽培事業計画 パラナ州パルマス市 ８

クリチバ市社会活動基金 地方公共団体
クリチバﾞ市社会活動基金職業訓練学校への機材
供与計画

パラナ州クリチバ市 ４０

フマニタス慈善協会 ローカルＮＧＯ 「ニンニクの里」開発計画 パラナ州サンジェロニモダセーラ市 ２３

クリチバ市社会活動基金 地方公共団体 クリチバ市カジュルー職業訓練学校機材整備計画  パラナ州クリチバ市 ４２

パラナ日伯文化連合会 ローカルＮＧＯ パラナ日伯文化連合会への医療器材供与計画 パラナ州ロンドリーナ市 ３１

南日伯援護協会
その他

（公益福祉法人）
老齢者福祉施設改善計画 リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 ２３

リオ・グランデ・ド・スール州イヴォチ市役所 地方公共団体 都市衛生システム改善計画 リオグランデドスル州イヴォチ市 ６２

平成１１年 パラナ州環境局 地方公共団体 ヤシの木育成計画 
パラナ州アントニーナ，グアラトゥーバ，
モレッテス，グァラケサーバ市

５４



クリチバ市社会活動基金 地方公共団体
クリチバﾞ市社会活動基金職業訓練学校への機材
供与計画 

パラナ州クリチバ市 ７０

パラナ日伯文化連合会 ローカルＮＧＯ パラナ州日本移民資料館拡充計画 パラナ州ロランジア市 ６７

ポルトアレグレ日本語学校 教育機関
ポルトアレグレ日本語学校教育インフラ整備・経営
強化計画

リオグランデドスル州ポルトアレグレ市 １０

フレイロジェリオ市役所 地方公共団体
フレイロジェリオ市小中学校教育用資機材拡充・
整備計画

サンタカタリーナ州フレイロジェリオ市 ２９


