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Ⅰ．JICAの対中協力事業の概要
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Ⅰ-1．対中協力の経緯

１．対中ODAの軌跡

日中国交正常化（1972年）及び中国政府の改革開放政策（1978年）を経て、1979年12月大平総理が

中国を訪問し中国の近代化への協力要請に応える旨を表明し対中ODAが始まりました。2017年度末ま

でに、円借款が約3兆3,166億円，無償資金協力が約1,398億円（JICA担当分）、技術協力が約1,849億

円、総額は約3兆6,000億円を超えます。1万人以上の日本人専門家や海外協力隊員がODA事業に参画

し、3万7,000人以上の中国人が研修に参加しました。

（１）1980年代

1980年代の協力の重点は、経済成長のボトルネックになっていた経済インフラの整備でありました。

エネルギー消費の大半を石炭に依存する中国にとって、山西省等内陸の石炭産出地と沿海部の石炭消

費地を結ぶ鉄道と港湾の整備は極めて重要でした。秦皇島港の拡充、北京～秦皇島間鉄道の拡充、大

同～秦皇島間鉄道の建設により、河北省秦皇島港は中国最大の石炭積出港となりました。1981年には

国営企業の工場近代化のための開発調査が始まります。

経済インフラ　経済インフラ支援は1990年代末まで続きます。ODAにより3,842kmの鉄道を電化、電

化路線総延長14,864km（2000年時点）の25.8%、25,007km（2008年時点）の15.3%を占めます。 1

万トン級以上の船舶用大型埠頭が359か所建設されました。これは全埠頭数の13%（1995年時点）、

11%（2002年時点）を占めます。空港建設は武漢、北京、ウルムチ、蘭州、上海、西安（咸陽）で行わ

れました。水力・火力発電所建設は約20か所で行われました。インフラの整備は日本を含む国外から

の直接投資を促進し、直接投資が対外貿易の拡大と多様化をもたらしました。　

工場近代化のための開発調査　日本の専門家が、視察と討論を通じ、①工場の概要、②生産工程の

現状と問題点、③生産管理の現状と問題点、④工場近代化計画（計画の内容、スケジュール、近代化

に要する経費、近代化計画実施上の留意点）、⑤結論と勧告という報告書を作りあげました。参画す

る中国側専門家に技術移転が行われ、20年間に109件の調査が実施されました。

（２）日中友好の象徴的事業

1980年代には後に日中友好の記念碑的存在ともなる事業も始まりました。中日友好医院、海外協力

隊事業、日中青年の友情計画に基づく青年招聘事業（1987年開始）、日中青年交流センター、中国リハ

ビリ研究センター、べチューン医科大学日中聯誼（れんぎ）医院、長春中日友好浄水場等があります。

中日友好医院　最初の無償資金協力により施設・機材が整備され、技術協力（含、海外協力隊）によ

り医療技術者等が育成されました。1984年に開院し、現在は北京屈指の大型総合病院でベッド数は

1610床です。現在も看護師として青年海外協力隊員が活躍中です。

海外協力隊　1980年代から2009年までの派遣総数は約850人です。専門分野は、教育68%（うち、

日本語教師が占める割合は50%）、保健・医療17%、農林水産7%、鉱工業5%、そのほかが3%で

す。いまでも人民網が特設サイトで、歴代ボランティアの活躍を日中二か国語で伝えています。

中国リハビリ研究センター　中国障がい者連合会（当時の会長は鄧樸方）の要請により設立を支援し

ました。リハビリ治療、教育、研究を行う総合的機関です。1988年10月に落成し、無償資金協力、技

術協力を通じ、施設の建設、医療器材供与、理学療法士・作業療法士制度導入のための基盤整備、

人材育成、研究カリキュラム・教材づくりが行われました。
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（３）1980年代後半～1990年半ば

1980年代後半から1990年代半ばの改革・開放政策の進展に対応し、協力規模は、紆余曲折を経なが

らも拡大していきます。経済インフラへの協力が拡充され、例えば海南島について地域総合開発計画調

査（技協）に基づき、運輸・通信インフラ事業整備に円借款が活用されました。また海外投融資により大連

工業団地が整備されました。

1991年12月、JICA「第1次国別援助研究会」（大来佐武郎座長）は、従来の経済開発とともに経済発展

のバランス、持続可能性の確保、日中交流促進を重点分野とすること、内陸部の資源賦存地域・貧困地

域をも重点地域とすることを提案しました。1992年3月、日本政府経済協力総合調査団と中国政府との対

話により、この提案をふまえた協力方針が確認されました。また1992年に閣議決定された『政府開発援助

大綱』により環境協力が一層重視されることになります。これを受け対中ODAの対象が、分野としては社

会開発分野、地域としては内陸部への支援へと拡大し始めます。

円借款（1988～1995年度）の対象分野も、北京ほか主要都市の上下水道やガス供給などの社会イン

フラ、都市間通信インフラ、肥料工場建設などに広がりました。環境分野の協力も進展し、日中友好環境

保全センターの設立が始まります。保健医療分野では無償資金協力と技術協力により中国および西太平

洋地域のポリオ撲滅（2000年に達成）につながる協力が始まります。

社会インフラ　円借款により59都市の下水道を整備しました。汚水処理場総規模（990万㎥／日）は、

都市下水処理能力（6,122万㎥／日、2006年）の約16%を占めています。都市汚水処理率は、1991

年の14.9%から2008年の63%へと改善されました。  

日中友好環境保全センター　1988年に日中平和友好条約締結10周年を記念し、日中両国の首脳間

で建設に合意し、1996年に完成しました。1992年から現在まで、環境モニタリング、公害防止技術研

究、環境情報整備、企業監督員制度、環境に配慮した事業活動、国民環境意識の向上、エコタウン整

備推進、廃棄物の適正管理推進などの政策研究が実施されてきました。2016年には「環境にやさし

い社会構築プロジェクト（技術協力）」が始まり、大気環境対策、水環境管理、廃棄物処理等に取り組

んでいます。　

（４）1990年代後半

1990年代後半、急速な経済発展にともない、沿海部・内陸部間および都市部・農村部間の格差拡大な

らびに環境破壊問題が顕在化してきます。1998年11月、JICAの「第2次国別援助研究会」（渡辺利夫座

長）は、協力の重点地域を沿岸部から中・西部（特に貧困地域）へ、重点分野を経済インフラ整備から「貧

困・地域間格差の解消」「環境保全」「農業開発・食料供給」「制度化された市場経済の構築」に移すことを

提案しました。

これらの流れを受け、「郷村都市化実験市」モデルづくり（開発調査）など、地域格差是正に関する政策

・制度支援型の協力が始まります。円借款（1996～2000年度）は、地域としては内陸部、分野としては従

来の経済インフラ事業（上海浦東空港建設（1999年開港）、北京都市鉄道、西安空港整備など）に加え環

境・食糧･貧困対策に重点を置くことになりました。特に環境分野では、開発調査の対象となった大連市も

含め、「日中環境モデル都市事業（貴陽、重慶、大連）」が展開されました。

環境事業の効果　円借款（1996～2000年度）により実施した環境事業の受益者数は、都市ガス事業

で10都市395万人以上、地域熱供給事業で6都市90万人以上、下水事業で28都市1,300万人以上で

す。第9次5か年計画（1996～2000年）の環境投資3600億元のうち、282億元（全体の7.8%）が円借
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款事業です。SO2削減効果は220万トン、COD削減効果は3,800万トンになります。

（５）2000年以降

1990年代後半からの中国の経済発展と日本の厳しい経済・財政状況の継続などを反映し、2000年代

に入ると日本国内では対中経済協力の見直しの機運が高まります。日本政府は、外務省懇談会「21世紀

に向けた対中経済協力のあり方に関する懇談会」の提言等を踏まえ、2001年10月に「対中国経済協力

計画」を策定し、「我が国の対中ODAは従来型の沿海部中心のインフラの整備から、汚染や破壊が深刻

になっている環境や生態系の保全、内陸部の民生向上や社会開発、人材育成、制度作り、技術移転など

を中心とする分野をより重視することになりました。また日中間の相互理解促進に資するよう一層の努力

を払う。」とし、具体的な重点分野として「環境など地球的規模の問題に対処するための協力」「改革・開放

支援」「相互理解の促進」「貧困克服のための支援」「民間活動のための支援」「多国間協力の推進」を掲

げました。

同計画に沿って2001年度以降の対中ODAは、対象分野を絞り込むことになります。円借款は、沿海部

のインフラ事業が対象外となり内陸部を中心とした環境対策や人材育成等に移行します。無償資金協力

は人材育成分野を除いて縮小、円借款は2005年4月の日中外相会談において2007年度分をもって新規

案件承諾終了が決まりました。

環境分野では、上下水道整備による地方都市の水環境の改善、集中型熱供給施設の整備による大気

汚染の改善、廃棄物処理施設の整備への円借款供与が拡充します。また森林の劣化・砂漠化や土壌流

失を抑えるため、円借款と無償資金協力による植林・植草事業が行われ、技術協力による人材育成との相

乗効果を発現しました。感染症分野では、2003年の新型肺炎（SARS）の猛威を受け、人材育成と中国疾

病コントロールセンターの強化への協力が始まりました。改革・開放支援分野としては、WTO加盟支援から

法制度整備支援などの政策・制度支援型の技術協力が始まりました。日中両国民の相互理解促進のため

に、草の根技術協力（のべ194もの自治体・NGO・大学が参画）、円借款人材育成事業、無償資金協力に

よる人材育成奨学計画（日本留学）、シニア海外ボランティア派遣などの新規事業が拡充されました。

植林　対中ODAにより植林・植草面積は170万ha増加しました。この面積は、1999～2003年の中国

の植林の増加面積の1割超に相当するものです。砂漠化防止、土壌浸食防止、水害防止にも貢献し

ました。対中ODA対象省・自治区は、黄河上中流の陝西省、山西省、河南省、内モンゴル自治区、寧

夏回族自治区、甘粛省、長江上中流域では四川省、湖北省、江西省、両河川上流の青海省、そのほ

か吉林省があります。

SARS対策　感染対策強化のため、全国367か所の疾病予防コントロールセンターのうち132か所

（36%）を技術協力や円借款で支援しました。

円借款人材育成事業　中国の大学1,079校（2008年）のうち22省・自治区の200校（18.5%相当）に円

借款を供与し、設備購入、校舎建設、教職員約6,000人の訪日研修を実施しました。　

（６）四川大地震への対応

2008年月5月12日、四川省を震源とするマグニチュード8.0の巨大地震が発生しました。日本は緊急支

援から復旧・復興の段階、現在の防災教育への参画まで、切れ目なくあらゆる方法を通じて支援を続けて

います。緊急支援として、緊急物資供与、国際緊急援助隊救助チーム派遣、国際緊急援助隊医療チーム

派遣などを実施しました。復旧・復興支援として、地震局の緊急救援能力強化、耐震建築、防災教育、植

林植生回復、こころのケア人材の育成などを支援しました。
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（７）法整備

　法整備分野の日中協力は、2004年から商務部と、2007年からは全国人民代表大会常務委員会法

制工作委員会とJICAを窓口に展開されました。日本は、明治維新以降、外国人専門家の協力を得て、試

行錯誤を繰り返しながら外国の法律を、自国の社会や文化や既存の制度に合うように採りいれ発展させ

てきた歴史を有しています。日本の専門家たちは、そのような自国の経験も踏まえて、日中協力事業に参

画しており、現在は知的財産権法改正および民法典編纂を行っています。この協力により、日本と中国の

法曹界との間に交流のパイプが築かれました。

　次のような法律の制定・改正案の起草について支援をしてきました。具体的には、会社法、証券法　企

業破産法、独占禁止法、市場流通関連法規、民事訴訟法、仲裁法、権利侵害責任法（不法行為法）、渉外

民事関係法律適用法、相続法、消費者権益保護法、著作権法、行政訴訟法、環境保護法、行政不服審査

法、食品安全法、大気汚染防止法、資産評価法、立法法、サイバーセキュリティー法、犯罪被害者権利保

障立法、業界協会・商会法、労働保険法、専利法（特許法）、行政手続法、民法典編纂等があります。

(８)高齢化対策

2018年時点の中国において、満65歳以上の高齢者人口は総人口の11.9％になりました。日本の高齢

化率は28.1％で、それに比べ中国はまだ低い率ではありますが、高齢者人口はすでに1.6億人以上とい

う世界最大の高齢者大国となっています。今後中国でさらに高齢化が進む中、介護関連の法整備や人材

育成、介護用品の開発など、多くの面で日本の経験を参考にする余地が大いにあります。

そこで、2016年からは民政部をカウンターパートとする高齢化対策プロジェクトの下、日本の関連する

政策法令や動向の共有や、日系企業と連携した人材育成活動、訪日研修などを実施しています。

２．中国側の評価・感謝

（１）政治指導者の感謝

　中国の政治指導者は様々な機会で感謝を表明しています。1998年11月江沢民国家主席訪日時の

共同宣言には「中国側は、日本がこれまで中国に対して行ってきた経済協力に感謝の意を表明した」と

あります。2008年5月に来日した胡錦涛国家主席は、早稲田大学での講演で「中国の近代化建設におい

て、日本政府は中国に（中略）インフラ建設、環境保護、エネルギー開発、科学技術の発展を支持し、中

国の近代化建設を促進する上で積極的な役割を果たしました。(中略）日本各界の方々はさまざまな形で

中国の近代化建設に暖かい支援を提供しました。（中略）大勢の日本の方々が中日友好事業のために心

血を注がれたことを、中国人民は永遠に銘記していきます」と発言しています。

（２）政府部門の評価

①国家発展改革委員会

国家発展改革委員会は、円借款を含む1979～2005年の対外借入を様々な角度から評価し（2008年

報告書公表）次のように総括しています。「わが国の資金や外貨準備の不足を補い、先進的な技術設備

を導入し、経済社会発展を促進し、思想観念の転換と体制と仕組みの刷新を促し、改革開放の進行を加

速させた。」「大規模な基礎建設事業の建設を支え、エネルギー、交通等の国民経済発展のボトルネッ

クを緩和し、投資環境を改善し、外国企業の大規模な直接投資を受け入れるための強固な基礎を築い

た。」「環境保護及び地域的に調和のある開発を促し、貧困を削減し持続可能な発展に貢献した。」特に

日本の円借款については、「規模が大きく相対的に安定しており、対象領域が広い。五か年計画と調和し
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ているため国家重点事業に活用することができた。」「審査、環境社会配慮、調達、支払い、事後評価等

の監理手続は厳格で規範性があり、わが国はそこから国内の事業管理体制を強化するための経験と教

訓を得た。」と指摘しています。

②科学技術部

科学技術部（技術協力担当機関）の元副部長の劉燕華はこう述べています。「わが国はODA技術協力

を通じ、多くの恩恵、経済的社会的利益を受けた。・・・多くの先進的な応用技術やノウハウを通じ、中国の

産業の技術と生産レベルを向上させてくれた。・・・わが国の技術・経営人材を育成してくれた。特に若い

研究・経営人材が外国の事情を理解し視野を広げるため多くの機会を提供してくれた。・・・多くのフィジビ

リティ―スタディーは、中国の重要な事業の実施に必要な根拠を提供し、外国資金獲得に役立った。（中

略）西部大開発、貧困撲滅、環境保護、大中型企業の技術改造、洪水防御等の重大課題において日中

の技術協力の影響力は大きいものであった。」

③対外貿易経済合作部（現：商務部）

対外貿易経済合作部（現：商務部）（無償資金協力担当機関）元副部長の龍永図氏はこう述べていま

す。「日本の無償資金協力は、わが国の受益地の医療、教育、環境、農業、林業、水利、生活用水などの

分野の発展に大きな役割を果たしてくれた。支援を受けた地域の人々の生活環境は明らかに改善し、両

国の政府と民間の交流が生まれ、相互理解が増進され、両国の親善を深めた。」

④対外貿易経済合作部（円借款担当部門。後に財政部に移管）

対外貿易経済合作部の魏玉明氏（元副部長）は、円借款の高い譲許性、両国経済協力関係を強化さ

せたこと、中国が必要としたインフラ整備への貢献したことを高く評価しています。劉志誠氏（元司長）は、

円借款が「両港両路建設」建設（注：秦皇島石炭バース第二期事業とそれに付帯する京秦（北京～秦皇

島）鉄道、石臼所港そして兗州～石臼所鉄道を整備し石炭輸送能力強化する戦略）に大きな影響を果た

したと述懐しています。于貞生氏（元処長、その後財政部副司長）は「日本は最も早く中国に政府借款を

提供してくれた国」と述べています。

３．対中ODAの終了と日中開発協力対話の開始

（１）日本政府の評価

外務省が2000年に実施した「対中ODAの効果調査」は、日本の対中ODAを20年実施した結果として、

中国経済のGDP押し上げ効果は1999年度で0.84％（旧輸銀ローンを含めた試算では、押し上げ効果は

1.94％）となり、インフラ整備により大規模な直接投資の誘発を招き、さらにインフラ部門への民間資金の

参入の容認や、資金調達の多様化を促した、と指摘しています。

外務省は、対中ODA終了にあたりウェブサイトにおいて、「1979年以降、中国に対するODAは、中国の

改革・開放政策の維持・促進に貢献すると同時に、日中関係の主要な柱の一つとしてこれを下支えする強

固な基盤を形成した」、「経済インフラ整備支援等を通じて中国経済が安定的に発展してきたことは，アジ

ア太平洋地域の安定にも貢献し、ひいては日本企業の中国における投資環境の改善や日中の民間経済

関係の進展にも大きく寄与した」と総括しています。

（２）開発政策対話の開始

2018年10月、安倍総理が訪中し習近平国家主席との会談を行いました。安倍総理は、対中ODAの新

規供与終了を踏まえ、今後は、開発分野における対話・人材交流や地球規模課題における協力を通じ、
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両国が肩を並べて地域・世界の安定と繁栄に貢献する時代を築いていきたい旨を述べました。これに対し

て、習主席からは、日本のODAの貢献を高く評価する旨述べた上で、こうした協力について前向きな発言

がありました。

これを受け、対中ODAは2018年度をもって新規採択を終了し、すでに採択済の複数年度の継続事業

については、2021年度末をもって全て終了することになりました。今年5月、中国・北京で、開発協力政策

局長級協議が開催されました。互いの開発協力政策や体制、監督・評価、他国や国際機関との協力実績

等について情報交換や今後の協力に関し意見交換が行われました。このような新しい日中関係構築のた

めに、JICAとしても積極的に提案・参画をしていきたいと考えています。
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Ⅰ-2．事業規模

2019年度 累計（1979-2019年度）

技術協力 3.57億円 1,856.60億円

有償資金協力（L/Aベース） －　　 3兆3,165億円

無償資金協力

（JICA担当分）
-億円 1,398.33億円

  ＜技術協力事業の件数・人数＞

 出所：JICA企画部

事業形態
2019年度

（新規および継続）

累 計

（1979~2019年度）

技術協力プロジェクト 件数 6 132

専門家派遣 人数 19 9,503

研修員受入

（うち一般研修員）

（うち青年研修員）

（うち現地国内研修員）

（うち第三国研修員）

（その他）

人数

401

95

0

306

0

0

37,884

14,606

5,106

15,698

649

1,825

開発調査 件数 0 212

青年海外協力隊 人数 16 827

シニア海外ボランティア 人数 0 33

草の根技術協力プロジェクト 件数 4 194
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Ⅰ-3．事業費の推移

（１）技術協力 

(億円)

（
年
　
度
）

出所：  JICA企画部　　　　　※支出実績ベース

 7 

ⅠⅠ－－３３ 事事業業費費のの推推移移

１１ 技技術術協協力力

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
出所：JICA企画部                    ※支出実績ベース

（（２２））有有償償資資金金協協力力

億円

（
年

度
）
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（２）有償資金協力

（注）政府間の関係上、80年4月30日Ｌ/Ａ調印分は便宜的に79年度にカウントしている。

 8 

 

年
度
別
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与

（注）政府間の関係上、80年4月30日Ｌ/Ａ調印分は便宜的に79年度にカウントしている。
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 9 

（（３３））無無償償資資金金協協力力（ 担当分）

出所：JICA資金協力支援部、企画部 ※約束額ベース 

億円

（
年 

度
） 

（３）無償資金協力 （JICA担当分）

(億円)

（
年
　
度
）

出所：   JICA資金協力業務部、企画部

　　　　　※2008年9月以前はE/Nベース、2008年10月以降はG/Aベース
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Ⅱ．実施中の事業

（2020年2月時点）

凡例

■　技術協力プロジェクト　　

□　草の根技術協力プロジェクト　
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Ⅱ-1.実施中案件概要（2021年2月時点)

案件名 事業形態
実施機関 実施地 本邦協力機関 協力期間

No
案件概要

1.環境問題など地球規模の問題に対処するための協力（計3件）

わが国にも直接影響が及ぶ広域的な環境問題への対策（計1件）

環境にやさしい社会構築プロジェクト 技プロ

生態環境部日中友好環
境保全センター

北京市、他 環境省 2016年4月～2021年12月

■
128

中国の都市化に伴う大気汚染や水質汚濁等の環境問題は依然深刻であり、また、グリーン経済の
推進、環境管理の強化が求められている。この状況に対応すべく、中国環境問題の総合的な対応
強化を図り、中国の環境にやさしい社会の構築に貢献することを目的として、政策・法制度や環境
汚染防止技術・基盤整備に関する協力、更には市民や行政部門等の意識向上・能力育成などの
取り組みを進めていくもの。

感染症対策（計2件）

パンデミックインフルエンザ等新興/再
興感染症等対策プロジェクト

技プロ

中日友好病院

陝西省、新疆ウイグル
自治区、貴州省、安徽
省、青海省、海南省、
チベット自治区、内モ
ンゴル自治区

2016年11月～2021年11月
■

130
感染症の予防・診断・治療に関する課題が未だ数多く存在している中西部地域において、モデル病
院及び下級医療機関を対象として、新興・再興感染症の早期発見、診断、治療及び蔓延防止等の
対応能力の強化を図るもの。

地域公衆衛生サービス提供能力及
び感染症対策能力強化プロジェクト

技プロ

国家衛生計画生育委員
会

北京市、他 2017年3月～2021年3月

■
131

中国において公衆衛生サービスの発展は目覚ましいが、都市と農村の間で依然として大きな格差
がある。また、基層レベルでの青少年・育齢期女性や新生児・児童への総合的な感染症予防サー
ビスの強化が必要とされている。本プロジェクトは、衛生計画生育委員会をカウンターパートとして、
地域公衆衛生サービス提供能力及び感染症対策に関する政策策定・実施能力の強化を目指す。

2．改革・開放支援（計2件）

経済秩序の維持、経済関連法令の整備等（計1件）

市場経済の健全な発展と民生の保
障のための法制度整備プロジェクト

技プロ

全国人民代表大会常務
委員会法制工作委員会
弁公室

北京市 2014年6月～2021年3月

■
124

中国では経済・社会の急激な発展に伴い、既存の法令によっては解決できない新類型の課
題が増加し、社会・経済の実情や現代の国際基準を反映した法改正が急務となっている。 
本プロジェクトは、中国において、日本の関連法制度と運用に関する研究成果の取り纏め及び日
本の立法過程及び立法後評価（政策評価）の経験に関する研究成果の取り纏めを行うことにより、
日本の立法経験を参考にした、質の高い、有効に実施可能な中国の経済、社会分野の法律制定・
改正作業の促進を図り、もって、中国の経済体制改革の深化、民生の保障・改善、資源節約型・環
境友好型社会の構築を支える法制度の構築に寄与する。

健全な社会発展の実現（計1件）

日中石綿関連癌診断能力向上プロ
ジェクト 技プロ

浙江省医学科学院 浙江省 2018年3月～2022年3月

■
132

2011年から2016年まで実施した「職業衛生能力強化プロジェクト」の活動の一部である職業病診
断能力向上の成果を発展させ、塵肺の中でも特に診断が難しく、石綿による肺癌や悪性中皮腫な
どを合併する石綿関連疾病を対象として、訪日研修や国際学術セミナー、パネル診断会議などの
実施により、日本で蓄積した技術を中国側に共有し、中国の石綿関連癌診断能力の向上を目指す
もの。

3．相互理解の増進（計2件）

遼寧省との揮発性有機化合物
（VOC）削減技術普及のための協力
事業

草の根技協
(地域活性化
特別枠)　

遼寧省（環境保護庁、大
気汚染防止コントロール
センター）、大連市（環境
観測実験センター）

遼寧省、大連市 富山県 2018年4月～2022年2月

□
194

工業地帯である遼寧省では、PM2.5などによる大気汚染が深刻な状況にあり、我が国にも越境大
気汚染として大きな影響を及ぼすなど、人体への健康影響等が懸念されている。中でもVOCは石
油化学工業や印刷・塗装業等で幅広く使用されており、PM2.5の原因の一つでもあるが、遼寧省で
は効果的な対策や削減技術についての知見や経験が不足している。そこで、VOCの削減対策等に
関する研修や現地での実態調査、対策計画の策定等をとおして、VOC削減の継続的な取り組みを
支援する。

ボランティア派遣
ボランティア

事業

科学技術部 中国各地
青年海外協力隊
事務局

自らの持つ知識・技術・経験を中国の発展に活かしたいと考える日本人ボランティアを派遣してい
る。派遣分野は日本語教育が中心で全体の約70%を占める。その他の派遣分野としては砂漠化
防止・緑化等による大気汚染対策、一般市民を対象とした環境教育実施や食の安全促進、感染症
対策等。
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Ⅲ.　事業実績

凡例

■　技術協力プロジェクト　　▲　開発調査　　　△工場近代化　

○　無償資金協力　　　　　　□　草の根技術協力プロジェクト　　

●　有償資金協力

協力期間について

 技術協力プロジェクト：協議議事録（R/D）に記載された協力期間

 有償資金協力：　借款契約（L/A）署名日を開始日とする

 無償資金協力：　政府間交換公文（E/N）に記載された協力期間

案件名リストについて

複数の省・市・自治区を対象とする案件については、重複記載している。
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Ⅲ-1-1. 技術協力プロジェクト

Ⅲ-1. 案件一覧(事業形態別)

No. 事業形態 案件名 実施期間 実施地

■ 1 技プロ 中日友好病院プロジェクト（I） 1981/11-1984/11 北京市

■ 2 技プロ 人口・家族計画 1982/11-1987/11 北京市

■ 3 技プロ 企業管理研修センター 1983/10-1991/10 天津市

■ 4 技プロ 黒竜江省木材総合利用研究計画 1984/10-1991/10 黒龍江省

■ 5 技プロ 中日友好病院プロジェクト（II） 1984/11-1992/11 北京市

■ 6 技プロ 肉類食品総合研究センター 1985/04-1990/04 北京市

■ 7 技プロ 三江平原農業総合試験場計画 1985/09-1990/09 黒龍江省

■ 8 技プロ 上海水産加工技術開発センター 1986/01-1990/12 上海市

■ 9 技プロ 北京市郵電訓練センター 1986/02-1991/02 北京市

■ 10 技プロ 特許情報検索用教育システム開発 1986/11-1990/10 北京市

■ 11 技プロ 肢体障害者リハビリテーション研究センター 1986/11-1991/11 北京市

■ 12 技プロ 非鉄金属鉱業試験センター 1987/03-1991/02 北京市

■ 13 技プロ 鉄道管理学院コンピュータシステム向上 1987/07-1991/06 北京市

■ 14 技プロ 北京市蔬菜研究センター計画 1988/01-1992/12 北京市

■ 15 技プロ 道路交通管理幹部訓練センター 1988/11-1992/11 河北省、江蘇省

■ 16 技プロ 中日医学教育センター 1989/11-1994/11 遼寧省

■ 17 技プロ 黄土高原治山技術訓練計画 1990/01-1995/01 北京市

■ 18 技プロ 燕山樹脂応用研究所 1990/02-1994/02 北京市

■ 19 技プロ 天津酪農業発展計画 1990/03-1995/02 天津市

■ 20 技プロ 福建省林業技術開発計画 1991/07-1998/06 福建省

■ 21 技プロ 上海現代金型技術訓練センター 1991/09-1995/08 上海市

■ 22 技プロ ポリオ対策プロジェクト 1991/12-1999/12 北京市

■ 23 技プロ 農業機械修理技術・研修計画 1992/04-1997/03 北京市

■ 24 技プロ 実験動物人材養成センター 1992/07-1997/06 北京市

■ 25 技プロ 大連省エネルギー教育センター 1992/07-1999/01 遼寧省

■ 26 技プロ 日中友好環境保全センター（Ⅰ） 1992/09-1995/08 北京市

■ 27 技プロ 水汚染・廃水資源化研究センター 1992/11-1997/11 北京市

■ 28 技プロ 河南省黄河沿岸稲麦研究計画 1993/04-1998/03 河南省

■ 29 技プロ 潅漑排水技術開発研修センター 1993/06-1998/06 北京市

■ 30 技プロ 国家水害防止総指揮部指揮自動化システム 1993/06-2000/05 北京市

■ 31 技プロ 国家科技委コンピューターソフトウェア技術研修センター 1993/11-1998/11 北京市

■ 32 技プロ 天津医薬品検査技術プロジェクト 1993/11-1998/11 天津市

■ 33 技プロ 寧夏森林保護研究計画 1994/04-2001/03 寧夏回族自治区

■ 34 技プロ 内蒙古乳製品加工技術向上計画 1994/06-1999/05 内モンゴル自治区

■ 35 技プロ 鉱物資源探査研究センター 1994/09-2001/08 北京市

■ 36 技プロ 労働部職業訓練指導員養成センター 1994/11-1999/10 天津市

■ 37 技プロ 企業管理研修センター(A/C) 1994/12-1996/03 天津市

■ 38 技プロ 河北省飼料作物生産利用技術向上計画 1995/04-2000/03 河北省

■ 39 技プロ 中日医学教育センター臨床医学教育プロジェクト 1995/04-2000/04 遼寧省

■ 40 技プロ 黒竜江省木材総合利用研究計画(A/C) 1995/09-1997/09 黒龍江省

■ 41 技プロ 住宅新技術研究・人材育成センター 1995/09-2000/08 北京市

■ 42 技プロ 湖北省林木育種計画 1996/01-2001/01 湖北省

■ 43 技プロ 日中友好環境保全センター（Ⅱ） 1996/02-2002/03 北京市

■ 44 技プロ 中日友好病院プロジェクトアフターケア 1996/03-2000/03 北京市

■ 45 技プロ 石油化学工業廃ガス処理技術 1996/11-2001/10 遼寧省

■ 46 技プロ 湖北省江漢平原四湖湛水地域総合開発計画 1997/01-2002/01 湖北省

■ 47 技プロ 石炭工業環境保護保安研修センター 1997/03-2002/02 河北省、山東省

■ 48 技プロ 北京市消防訓練センター 1997/10-2004/09 北京市

■ 49 技プロ 農業技術普及システム強化計画 1999/03-2004/02 四川省

■ 50 技プロ 前立腺癌早期発見早期診断 1999/08-2002/07 吉林省

■ 51 技プロ 安徽省プライマリ・ヘルスケア技術訓練センタープロジェクト 1999/08-2005/04 安徽省

■ 52 技プロ 人工林木材研究計画 2000/03-2005/03 北京市、甘粛省

■ 53 技プロ 山西省アルカリ土壌改良現地実証調査（開発協力実証調査） 2000/04-2003/4 山西省太原市、大同市、朔州市

■ 54 技プロ 予防接種事業強化プロジェクト 2000/06-2005/05
北京市、山西省、青海省、陝西省、寧夏回族自治
区

■ 55 技プロ 医薬品安全性評価管理センター日中友好プロジェクト 2000/07-2005/06 北京市

■ 56 技プロ 湖北省菜種生産技術開発現地実証調査 2000/07-2005/06 湖北省

■ 57 技プロ 水利人材養成プロジェクト 2000/07-2007/06 北京市

■ 58 技プロ 四川省森林造成モデル計画 2000/07-2007/10 北京市、四川省

■ 59 技プロ 太湖水環境修復モデルプロジェクト 2001/05-2006/05 江蘇省

■ 60 技プロ 大型灌漑区節水かんがいモデル計画 2001/06-2006/05 北京市

■ 61 技プロ 黒竜江省酪農乳業発展計画 2001/07-2006/06 黒龍江省

■ 62 技プロ 日中協力林木育種科学技術センター計画 2001/10-2008/10 湖北省

■ 63 技プロ リハビリテーション専門職養成プロジェクト 2001/11-2008/03 北京市

■ 64 技プロ 住宅性能と部品認定の研究 2001/12-2004/11 北京市

■ 65 技プロ 貴州省三都県貧困対策モデルプロジェクト 2002/02-2005/02 貴州省

■ 66 技プロ 持続的農業技術研究開発計画 2002/02-2007/02 北京市

■ 67 技プロ 日中友好環境保全センター（Ⅲ） 2002/04-2008/04 北京市
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■ 68 技プロ 鉄鋼業環境保護技術向上プロジェクト 2002/09-2007/08 北京市

■ 69 技プロ 税務行政改善支援プロジェクト 2004/04-2007/03 北京市

■ 70 技プロ 日中林業生態研修センター計画 2004/10-2009/10 北京市

■ 71 技プロ 経済法・企業法整備プロジェクト 2004/11-2009/11 北京市

■ 72 技プロ 技術・規格標準化及び適合性評価プロジェクト 2004/12-2006/12 北京市

■ 73 技プロ 西部地区行政実務者育成 2005/06-2007/05 北京市、他

■ 74 技プロ 知的財産権保護プロジェクト 2005/10-2010/09 北京市

■ 75 技プロ 貴州省道真県・雷山県全民参加型総合貧困対策モデルプロジェクト 2005/11-2010/03 貴州省

■ 76 技プロ 広州市院内感染対策プロジェクト 2005/12-2008/12 広東省

■ 77 技プロ 日中気象災害協力研究センター 2005/12-2010/03 北京市、チベット自治区、四川省、雲南省

■ 78 技プロ 大連ビジネス人材育成計画 2006/03-2010/02 遼寧省

■ 79 技プロ
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭保健サービス提供能力強化
プロジェクト

2006/04-2009/03

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青
海省、チベット自治区、新疆ウイグル自治区、四
川省、雲南省、広西壮族自治区、海南省、江西
省、重慶市、貴州省、陝西省、河南省、安徽省、
寧夏回族自治区

■ 80 技プロ 商業統計整備プロジェクト 2006/06-2009/06 北京市

■ 81 技プロ 甘粛省HIV/AIDS予防対策プロジェクト 2006/06-2009/06 甘粛省

■ 82 技プロ 安全生産科学技術能力強化計画 2006/10-2010/10 北京市、遼寧省、浙江省

■ 83 技プロ ワクチン予防可能感染症のサーベイランス及びコントロールプロジェクト 2006/12-2011/12
甘粛省、新疆ウイグル自治区、四川省、江西省、
寧夏回族自治区

■ 84 技プロ 山西省雁門関地区生態環境回復及び貧困緩和プロジェクト　 2007/03-2011/03 山西省

■ 85 技プロ 住宅省エネルギー技術向上プロジェクト 2007/06-2009/05 北京市

■ 86 技プロ 草原における環境保全型節水灌漑モデル事業　 2007/06-2011/05 北京市、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区

■ 87 技プロ 新疆天然採草地生態保護と牧畜民定住プロジェクト　 2007/06-2012/03 新疆ウイグル自治区

■ 88 技プロ 民事訴訟法・仲裁法整備プロジェクト 2007/11-2010/11 北京市

■ 89 技プロ CDM事業推進のための能力強化プロジェクト 2007-2008 北京市

■ 90 技プロ
涼山州金沙江流域自然環境悪化地域における貧困削減
モデルプロジェクト

2009/06-2014/05 四川省

■ 91 技プロ 中西部地域リハビリテーション人材養成プロジェクト 2008/04-2013/03 陝西省、重慶市、広西壮族自治区

■ 92 技プロ 節水型社会構築モデルプロジェクト 2008/06-2011/06 北京市、河南省鄭州市、山東省淄博市

■ 93 技プロ 循環型経済推進プロジェクト 2008/10-2013/10 北京市

■ 94 技プロ 税務行政管理プロジェクト 2008/11-2011/03 北京市

■ 95 技プロ 気候変動、CDMに関する日中関連政策研修プロジェクト 2008/12-2009/12 北京市

■ 96 技プロ 食品安全管理体制強化プロジェクト 2009/02-2011/01 北京市

■ 97 技プロ 西部地域行政官研修プロジェクト 2009/03-2012/03 中国西部各省

■ 98 技プロ 持続的農業技術研究開発計画（第2期：農業環境保全・修復） 2009/04-2014/03 北京市、山東省、湖南省、寧夏回族自治区

■ 99 技プロ 耐震建築人材育成プロジェクト 2009/05-2011/05 北京市、四川省、陝西省

■ 100 技プロ 国際産業連関表作成による統計整備プロジェクト 2009/06-2012/03 北京市

■ 101 技プロ 環境汚染健康損害賠償制度構築推進 2009/06-2012/06 北京市

■ 102 技プロ こころのケア人材育成プロジェクト 2009/06-2014/05 四川省、甘粛省、陝西省

■ 103 技プロ 天津市環境管理能力向上プロジェクト 2009/09-2012/03 天津市

■ 104 技プロ ダムの運用管理能力向上プロジェクト 2009/09-2013/10 北京市、河北省、湖北省、湖南省、浙江省

■ 105 技プロ 日中協力地震緊急救援強化計画プロジェクト 2009/10-2013/03
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自
治区、広東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

■ 106 技プロ 四川省震災後森林植生復旧計画 2010/02-2015/01 四川省

■ 107
技プロ 

（円借款附帯）
汚水処理場グレードアップ改造と運営改善に関するプロジェクト 2010/03-2013/03 北京市、雲南省昆明市

■ 108 技プロ 中国西部地区林業人材育成プロジェクト 2010/03-2014/02
北京市、四川省、陝西省、広西チワン族自治区、
寧夏回族自治区

■ 109 技プロ 人とトキが共生できる地域環境づくりプロジェクト 2010/09-2015/09 北京市、陝西省、河南省

■ 110 技プロ 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト 2010/10-2015/01
北京市、貴州省貴陽市、浙江省嘉興市、山東省
青島市、青海省西寧市

■ 111
技プロ 

（円借款附帯）
黄土高原林業新技術推進普及 2010/10-2015/10 山西省

■ 112
技プロ 

（円借款附帯）
衛生技術プロジェクト 2010/11-2015/10

河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽
省、雲南省、青海省、チベット自治区、内モンゴル
自治区等

■ 113 技プロ 家庭保健を通じた感染症予防等健康教育強化プロジェクト 2011/01-2016/01 河北省、河南省、湖北省、安徽省、重慶市

■ 114 技プロ 職業衛生科学技術能力強化計画プロジェクト 2011/03-2016/03 北京市、江蘇省蘇州市

■ 115 技プロ 市民参加による気候変動対策推進 2011/04-2014/03 全国

■ 116
技プロ 

（円借款附帯）
黒河金盆ダム湖および上流域水環境管理向上プロジェクト 2012/03-2015/03 陝西省西安市

■ 117
技プロ 

（円借款附帯）
国家級公衆衛生政策計画管理プロジェクト 2012/03-2016/03 北京市

■ 118
技プロ 

（円借款附帯）
大気中の窒素酸化物総量抑制プロジェクト 2012/04-2016/03 北京市、湖南省湘潭市

■ 119
技プロ 

（円借款附帯）
道路橋梁の耐久性及び改造技術の向上プロジェクト 2012/06-2014/03 北京市

■ 120 技プロ 独禁法立法及び執行協力プロジェクト 2012/07-2015/07 北京市

■ 121 技プロ 国際税務プロジェクト 2012/09-2015/09 北京市、他

■ 122 技プロ 労働保障監察能力向上プロジェクト 2013/01-2016/01
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲
南省、天津市

■ 123 技プロ
オゾン及び微小粒子状物質（PM2.5）抑制のための計画策定能力向上プロ
ジェクト

2013/11-2016/11 北京市

■ 124 技プロ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト 2014/06-2021/03 北京市
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■ 125 技プロ 農村汚水処理技術システム及び管理体系の構築プロジェクト 2014/09-2017/09 北京市、他

■ 126 技プロ
持続的農業技術研究開発計画プロジェクトフェーズ３
（環境にやさしい技術普及）

2015/04-2018/04
北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖
北省、山東省、新疆ウイグル自治区

■ 127 技プロ 四川省における防災教育推進及び能力向上プロジェクト 2015/10-2018/10 四川省

■ 128 技プロ 環境にやさしい社会構築プロジェクト 2016/04-2021/12 北京市

■ 129 技プロ 日中高齢化対策戦略技術プロジェクト 2016/05-2020/05 北京市、江蘇省、浙江省、陝西省

■ 130 技プロ パンデミックインフルエンザ等新興/再興感染症等対策プロジェクト 2016/11-2021/11
北京市、陝西省、新疆ウイグル自治区、貴州省、
安徽省、青海省、海南省、チベット自治区、内モン
ゴル自治区

■ 131 技プロ 地域公衆衛生サービス提供能力及び感染症対策能力強化プロジェクト 2017/03-2021/03 北京市、他

■ 132 技プロ 日中石綿関連癌診断能力向上プロジェクト 2018/03-2022/03 浙江省
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Ⅲ-1-2. 開発調査事業

No 案件名 実施期間 実施地

▲1 甌江水力発電開発計画 1981/03~1983/11 浙江省

▲2 三江平原竜頭橋典型区農業開発計画 1981/07~1984/03 黒竜江省

▲3 安慶地域資源開発協力基礎調査 1981/09~1986/11 安徽省

▲4 天津・上海・広州電気通信網改造計画 1983/07~1984/04 天津市、上海市、広東省

▲5 秦皇島港丙丁バース建設､連雲港廟嶺二期工事､青島港前湾港区建設計画調査 1983/07~1984/05 河北省、山東省、江蘇省

▲6 鄭州･宝鶏間複線鉄道電化計画調査，衡陽･広州間鉄道複線化及び電化計画調査 1983/07~1984/05 山東省、河南省、湖南省、陝西省

▲7 三江平原農業総合試験場基本計画 1984/09~1985/01 黒竜江省

▲8 特許・情報検索システム開発計画 1985/03~1985/07 北京市

▲9 海南島総合開発計画調査 1985/03~1988/11 海南島

▲10 上海都市快速鉄道整備計画 1985/05~1986/02 上海市

▲11 天津市地下水資源開発計画 1985/06~1987/11 天津市

▲12 工場省エネルギー開発計画 1985/11~1986/02 遼寧省

▲13 潮州地域資源開発協力基礎調査 1985/12~1988/06 広東省

▲14 大鵬湾港湾整備計画 1986/01~1987/01 広東省

▲15 上海市大気汚染対策調査 1986/01~1987/12 上海市

▲16 上海~南京間高速道路建設計画 1986/02~1987/09 江蘇省、上海市

▲17 北江飛来峡多目的ダム建設計画調査 1986/06~1987/08 広東省

▲18 上海市黄浦江架橋計画 1987/02~1988/02 上海市

▲19 広西大廠銅坑鉱山近代化計画 1987/03~1987/07 広西省

▲20 観音閣ダム建設計画 1987/04~1988/06 遼寧省

▲21 大連港港湾整備計画 1987/04~1988/07 遼寧省

▲22 ウルムチ地下水開発計画 1987/06~1989/06 新疆

▲23 湖北省北部農業水利開発計画 1987/07~1988/10 湖北省

▲24 レアメタル総合開発調査資源開発協力基礎調査 1987/08~1993/02 広東省、黒竜江省

▲25 甘粛省閣井地区牧畜業開発計画 1987/10~1989/03 甘粛省

▲26 金型産業振興計画 1988/01~1988/08   上海市

▲27 北京首都空港施設地区拡張計画 1988/03~1988/11 北京市

▲28 青島輸出加工区開発計画 1988/06~1989/03 山東省

▲29 湖南省洞庭湖地区総合水利農業開発計画 1988/08~1989/12 湖南省

▲30 神府東勝鉱区炭質管理システム計画 1988/10~1992/07 内蒙古

▲31 武漢天河空港建設計画 1988/12~1990/02 湖北省

▲32 三港湾整備計画（秦皇島湾、連雲港湾、石臼港） 1989/01~1989/06 河北省、江蘇省

▲33 天津市津塘快速鉄道建設計画 1989/02~1990/03 天津市

▲34 西安市生活廃棄物処理計画 1989/02~1990/09 陝西省

▲35 産業廃水処理・再利用開発普及計画 1989/03~1994/01 北京市、山西省

▲36 北京市海子ダム農業水利開発計画 1990/02~1991/03 北京市

▲37 十三陵揚水発電開発計画調査 1990/07~1990/12 北京市

▲38 吉林省徳恵県電話網自動化計画 1990/08~1991/07 吉林省

▲39 広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画 1990/08~1991/10 広西省

▲40 漢江中下流区間洪水予警報計画 1990/08~1992/05 湖北省

▲41 遼寧省遼河三角州農業資源総合開発計画 1990/12~1993/01 遼寧省

▲42 湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計画 1991/02~1992/06 湖南省

▲43 吉林豊満ダム修復強化計画 1991/05~1993/01 吉林省

▲44 吉林省前郭地区第二潅漑区施設整備計画 1992/02~1993/12 吉林省

▲45 潘陽湖水質保護対策計画 1992/04~1993/07 江西省

▲46 上海市浦東新区外高橋地区開発計画 1992/08~1994/01 上海市

▲47 浙江省幹線道路網計画 1992/08~1994/07 浙江省

▲48 江西省九江市総合開発計画 1992/09~1993/12 江西省

▲49 黒竜江省国営農場典型区農業総合開発計画 1992/09~1994/11 黒竜江省

▲50 重慶市快速軌道交通計画 1993/01~1993/10 重慶市

▲51 神木炭総合利用計画 1993/02~1994/07 内蒙古

▲52 徳興銅鉱山鉱廃水処理対策調査 1993/03~1995/01 江西省

▲53 厦門市西通道建設計画調査 1993/04~1994/02 福建省

▲54 揚子地台西縁地域資源開発協力基礎調査 1993/09~1999/12 雲南省、陝西省

▲55 柳州市大気汚染総合対策計画調査及び広域酸性降下物モニタリング調査 1993/11~1995/11 広西省

▲56 広東省順徳市斉杏輪中地区農村地域排水計画 1994/02~1994/12 広東省

▲57 大連市都市総合交通計画調査 1994/08~1996/03 遼寧省

▲58 上海浦東国際空港基本計画調査 1995/02~1997/08 上海市

▲59 寧夏石炭資源開発利用計画調査 1995/07~1996/08 寧夏

▲60 岷江成都地区水環境総合管理計画調査 1996/01~1997/05 四川省

▲61 太湖水環境管理計画調査 1996/01~1998/03 江蘇省

▲62 紅石ダム揚水式水力発電所Ｆ／Ｓ調査 1996/02~1997/11 吉林省

▲63 上海浦東国際空港実施設計調査 1996/05~1997/01 上海市

▲64 徳興銅鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調査 1996/06~1998/02 江西省

▲65 漓江水環境総合管理計画 1996/07~1997/05 広西省

▲66 遼寧省大凌河白石ダム工事に関する実験計画 1996/08~1997/08 遼寧省

▲67 吉林省地域総合開発計画 1996/09~1998/05 吉林省

▲68 大連市環境モデル地区整備計画調査 1996/12~2000/01 遼寧省
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No 案件名 実施期間 実施地

▲69 騰沖梁河地域資源開発協力基礎調査 1997/01~1998/11 雲南省

▲70 内蒙古自治区トクト県地下水開発計画 1997/03~1999/01 内蒙古

▲71 神府東勝鉱区水資源総合開発調査 1997/10~2000/01 内蒙古

▲72 陜西省安塞県山間地区農業総合開発計画調査 1997/11~1999/03 陝西省

▲73 貴州省猫跳河(紅楓･百花湖水域)流域環境総合対策計画調査 1997/12~1999/05 貴州省

▲74 中国炭直接液化事業の経済性に係るＦ／Ｓ調査 1998/02~1999/12 北京市、黒竜江省

▲75 長沙市交通環境改善計画 1998/03~1999/08 湖南省

▲76 河北省太行山農業総合開発調査 1998/06~1999/12 河北省

▲77 金安橋水力発電開発計画調査 1998/10~1999/02 雲南省

▲78 黄河沿岸農漁業総合開発計画 1999/03~2000/03 山西省

▲79 郷村都市化実験市(海城市)総合開発計画調査 1999/06~2000/12 遼寧省

▲80 四川省成都市公共交通システム整備計画調査 1999/11~2000/12 四川省

▲81 住宅金融制度改革支援調査 2000/04~2001/02 北京市

▲82 珠江口海域環境モニタリング整備計画調査 2000/05~2001/03 広東省

▲83 アルタイ地域資源開発調査 2000/07~2003/07 新疆

▲84 モデル都市（瀋陽市、杭州市）中小企業振興計画調査 2000/09~2001/10 遼寧省

▲85 四川省安寧河流域造林計画調査 2000/09~2002/07 四川省

▲86 チベット羊八井地熱資源開発計画調査 2001/03~2006/03 チベット自治区

▲87 貴陽市大気汚染対策計画調査 2003/02~2004/10 貴州省

▲88 中小企業金融制度調査 2003/03~2005/01
北京市、陝西省、浙江省、広東省、山東省、浙江省、陝西省、広
東省

▲89 西部地域中等都市発展戦略策定調査 2003/08~2005/09 湖南省、四川省、雲南省

▲90 雲南省小江流域総合土砂災害対策及び環境生態修復計画 2004/03~2005/10 雲南省

▲91 新疆トルファン盆地における持続的地下水資源利用調査 2004/04~2006/03 新疆

▲92 中国西部開発金融制度改革調査 2004/05~2006/03 甘粛省、貴州省、重慶市

▲93 青海省環西寧市総合観光開発調査 2004/07~2006/07 青海省

▲94 水利権制度整備 2004/07~2006/09 北京市

▲95 農村社会養老保険制度整備調査 2005/11~2009/01 山東省、山西省、安徽省、福建省、四川省、雲南省

▲96 首都風砂被害地域における森林植生物復旧及びモデル林造成調査計画 2007/03~2010/03 北京市、河北省
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Ⅲ-1-3. 工場近代化事業 

No 案件名 実施期間 実施地

Δ1 北京冷蔵庫・洗濯機 1981~1982 北京市

Δ2 天津民生用電子 1982 天津市

Δ3 上海・無錫プラスチック 1982 江蘇省、上海市

Δ4 上海民生用電子 1982 上海市

Δ5 天津プラスチック 1983 天津市

Δ6 天津光学機器 1983 天津市

Δ7 天津メカニズム・スピーカー 1983 天津市

Δ8 煙台家具 1983 山東省

Δ9 上海ポリバリコン 1983 上海市

Δ10 上海ボールペンインキ 1983 上海市

Δ11 上海整流器 1983 上海市

Δ12 上海ガラス瓶 1983 上海市

Δ13 上海制御整流素子 1984 上海市

Δ14 合肥計器 1984 安徽省

Δ15 チチハル重機械 1984~1985 黒龍江省

Δ16 錦西化工 1984~1985 遼寧省

Δ17 本渓セメント 1984~1985 遼寧省

Δ18 大連化工 1984~1985 遼寧省

Δ19 北京プラスチック金型 1984~1985 北京市

Δ20 南京化工 1984~1985 江蘇省

Δ21 無錫鉄鋼 1984~1985 江蘇省

Δ22 無錫プラスチック金型 1984~1985 江蘇省

Δ23 陜西省耀県セメント 1984~1985 陝西省

Δ24 黄石大冶冶金 1984~1985 湖北省

Δ25 上海新建機械 1985 上海市

Δ26 大連・沈陽ガラス 1985~1986 遼寧省

Δ27 浜州ピストン 1985~1986 山東省

Δ28 山東莱蕪鋼鉄廠 1985~1986 山東省

Δ29 無錫電気ケーブル 1985~1986 江蘇省

Δ30 上海第十鋼鉄廠 1985~1986 上海市

Δ31 石家庄鋼鉄廠 1985~1986 河北省

Δ32 沈陽鋳造廠 1986~1987 遼寧省

Δ33 常州トラクター 1986~1987 江蘇省

Δ34 重慶ポンプ廠 1986~1987 四川省

Δ35 襄陽ベアリング 1986~1987 湖南省

Δ36 貴陽アルミニウム 1986~1987 貴州省

Δ37 沈陽第一砂輪厰 1987 遼寧省

Δ38 合肥化工廠 1987 安徽省

Δ39 沈陽医療機器廠 1987~1988 遼寧省

Δ40 鄭州ボーリング 1987~1988 河南省

Δ41 重慶合成加工廠 1987~1988 四川省

Δ42 韶関ショベル 1987~1988 広東省

Δ43 上海大陸機械 1988 上海市

Δ44 南昌バルブ工場 1988 江西省

Δ45 湖南印刷機械 1988 湖南省

Δ46 柳州力風プラスチック成形機 1988 広西壮族自治区

Δ47 陜西印刷機器 1988~1989 陝西省

Δ48 上海合金 1989 上海市

Δ49 蘭州石油化工機器 1989 甘粛省

Δ50 四川空気分離設備工場 1989 四川省

Δ51 丹東工程液圧機械 1989~1990 遼寧省

Δ52 揚州捺染 1989~1990 江蘇省

Δ53 南京第二鉄鋼 1990 江蘇省

Δ54 常州絶縁材料 1990 江蘇省

Δ55 四川江北機械 1990 四川省

Δ56 遼陽製薬機械 1990~1991 遼寧省

Δ57 鞍山紅旗トラクター 1990~1991 遼寧省

Δ58 北京第三綿紡績 1990~1991 北京市

Δ59 山東栖霞工具 1990~1991 山東省

Δ60 湖北機械 1990~1991 湖北省

Δ61 湘潭圧縮機 1990~1991 湖南省

Δ62 広州鋼管 1990~1991 広東省

Δ63 沈陽タオル 1991 遼寧省

Δ64 上海紡績架 1991 上海市

Δ65 広州油脂化学 1991 広東省

Δ66 太原西山石膏 1992 山西省

Δ67 沈陽建築機械 1992~1993 遼寧省

Δ68 本渓市助剤 1992~1993 遼寧省

No 案件名 実施期間 実施地

Δ69 無錫動力機 1992~1993 江蘇省

Δ70 無錫工作機械 1992~1993 江蘇省

Δ71 嘉興毛紡績 1992~1993 浙江省

Δ72 四川第一綿紡績染色工場 1992~1993 四川省

Δ73 羅定ミラー 1992~1993 広東省

Δ74 長沙浦元建設機械 1992~1993 湖南省

Δ75 丹東フィルター 1993~1994 遼寧省

Δ76 揚州ディーゼルエンジン 1993~1994 江蘇省

Δ77 南通風機 1993~1994 江蘇省

Δ78 常州フォークリフト 1993~1994 江蘇省

Δ79 上海送風機 1993~1994 上海市

Δ80 沈陽電機 1994 遼寧省

Δ81 無錫汚水処理機器 1994 江蘇省

Δ82 合肥鉱山機器 1994 安徽省

Δ83 揚州シリンダーライナー 1994~1995 江蘇省

Δ84 常熟キャブレター 1994~1995 江蘇省

Δ85 上海中国電工 1994~1995 上海市

Δ86 蘇州試験器 1994~1995 江蘇省

Δ87 無錫ポンプ 1995 江蘇省

Δ88 無錫無線パーツ第二 1995 江蘇省

Δ89 蘇州紡績器材 1995 江蘇省

Δ90 安慶ピストンリング 1995 安徽省

Δ91 乾安亜麻紡績 1996 吉林省

Δ92 大連燃料噴射ポンプノズル 1996 遼寧省

Δ93 山東トラクター 1996 山東省

Δ94 常州武進電気機器 1996 江蘇省

Δ95 無錫江蘇錫鋼集団 1996 江蘇省

Δ96 蘇州医療機械 1996 江蘇省

Δ97 河南紡績機械 1996 河南省

Δ98 鄂州金属ネット 1996 湖北省

Δ99 太原重型機械 1996~1997 山西省

Δ100 太原化学工業集団公司（有機化工） 1996~1997 山西省

Δ101 太原化学工業集団公司（化学工業） 1996~1997 山西省

Δ102 宝鶏北方照明電気 1996~1997 陝西省

Δ103 宝鶏ビール・アルコール 1996~1997 陝西省

Δ104 宝鶏市機械工業セクター 1996~1997 陝西省

Δ105 太原工具 1997 山西省

Δ106 蚌埠ガラス 1997~1998 安徽省

Δ107 蚌埠天兎毛紡績 1997~1998 安徽省

Δ108 昆陽燐鉱山溶成燐肥 1997~1998 雲南省

Δ109 雲南タイヤ 1997~1998 雲南省

Δ110 雲南化工 1997~1998 雲南省

Δ111 昆明市機械工業セクター 1997~1998 雲南省

Δ112 鞍山第一圧延 1998~1999 遼寧省

Δ113 煙台市機械部品セクター 1998~1999 山東省

Δ114 綿陽市セメントセクター 1998~1999 四川省

Δ115 綿陽新華ディーゼルエンジン 1998~1999 四川省

Δ116 長春市機械工業 2000~2001 吉林省

Δ117
山東省青島市化学工業セクター近代化計画
調査

2000~2001 山東省

Δ118 南通市自動車部品セクター近代化計画調査 2000~2001 江蘇省

Δ119 韶関市機械工業セクター近代化計画調査 2000~2001 広東省
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Ⅲ-1-4.無償資金協力事業

No 案件名 E/N署名日 案件完了日 実施地

○1 中日友好病院建設計画 1981/1/26 1984/10/9 北京市

○2 中日友好病院建設計画 1981/8/14 1984/10/9 北京市

○3 北京郵電訓練センター建設計画（機材） 1984/9/27 1986/3/27 北京市

○4 中国肉類食品総合研究センター建設計画 1984/9/27 1986/5/10 北京市

○5 食糧増産援助 1985/1/16 遼寧省、寧夏回族自治区

○6 食糧増産援助 1985/10/15 黒龍江省、新彊ウイグル自治区

○7 鉱産物検査研究センター整備計画 1986/1/11 1987/3/28 北京市、大連市、上海市

○8 国家標準物資研究センター整備計画 1986/1/11 1987/3/28 北京市

○9 肢体障害者リハビリテーション研究センター整備計画 1986/3/19 1987/3/5 北京市

○10 日中青年交流センター建設計画 1986/3/19 1990/8/30 北京市

○11 上海医療器械検査センター整備計画　 1986/3/19 1987/2/28 上海市

○12 北京淡水魚養殖センター計画 1986/3/19 1987/3/31 北京市

○13 肢体障害者リハビリテーション研究センター整備計画 1986/8/18 1988/3/24 北京市

○14 長春市浄水場整備計画 1986/8/18 1988/2/17 吉林省長春市葦子溝

○15 日中青年交流センター建設計画 1986/10/29 1990/8/30 北京市

○16 食糧増産援助 1986/12/23 青海省、内蒙古自治区

○17 中日友好病院機材整備計画 1987/4/27 1988/3/30 北京市

○18 北京蔬菜研究センター機材整備計画 1987/4/27 1989/11/10 北京市

○19 長春市浄水場整備計画 1987/6/26 1988/5/3 吉林省

○20 北京蔬菜研究センター機材整備計画 1987/6/26 1989/11/10 北京市

○21 ウルムチ市水磨溝温泉療養院機材整備計画 1988/3/29 1989/3/21 新彊ウイグル自治区

○22 大興安嶺森林火災復興計画 1988/5/5 1989/2/28 中国東北地区、黒龍江省大興安嶺

○23 北戴河中央増殖実験ステーション整備計画 1988/5/5 1989/4/1 河北省秦皇島市北戴河

○24 ホータン市児童福祉教育センター建設計画 1988/9/12 1990/3/15 新彊ウイグル自治区ホータン市

○25 中央電視台日本語教育スタジオ機材整備計画 1988/11/9 1990/2/28 北京市

○26 食糧増産援助 1988/12/28 河北省、甘粛省

○27 四川省第二人民病院機材整備計画 1989/4/7 1991/2/1 四川省成都市

○28 上海市第六人民病院機材整備計画 1989/12/5 1991/3/2 上海市

○29 北京電視台機材整備計画 1989/12/5 1991/2/28 北京市

○30 寧夏看護学校機材整備計画 1989/12/5 1990/10/13 寧夏回族自治区

○31 寧夏青少年科学技術教育改善計画 1989/12/5 1991/3/6 寧夏回族自治区銀川市

○32 食糧増産援助 1990/3/9 貴州省６県　四川省５市県

○33 長春市浄水場旧施設改良計画 1990/7/4 1991/9/30 長春市葦子水

○34 貴州省飲料水供給改善計画 1990/7/4 1992/1/29 貴州省案順地区、同黔南自治州

○35 食糧増産援助 1990/10/18 湖北省、湖南省

○36 ベチューン医科大学機材整備計画 1990/11/26 1992/3/3 吉林省長春市

○37 日中友好環境保全センター設立計画 1991/1/22 1995/11/30 北京市

○38 敦煌石窟文化財研究・展示センター建設計画 1991/1/22 1994/3/10 甘粛省敦煌市莫高窟

○39 ハルビン工業大学機材整備計画 1991/4/30 1992/3/31 黒龍江省ハルビン市

○40 国際和平婦幼保健院機材整備計画 1991/4/30 1992/2/22 上海市

○41 湖南武陵大学機材整備計画 1991/7/1 1993/2/19 湖南省大庸市

○42 湖北省北部地区農業水利整備計画 1991/7/1 1993/8/24 湖北省棗揚県石台寺

○43 長春市浄水場旧施設改良計画 1991/7/1 1992/3/12 長春市葦子溝

○44 食糧増産援助 1991/7/26 北京市、河南省、福建省

○45 日中友好環境保全センター設立計画 1991/7/1 1995/11/30 北京市

○46 敦煌石窟文化財研究・展示センター建設計画 1991/7/1 1994/3/10 甘粛省敦煌市莫高窟

○47 北京市消防整備計画 1992/4/16 1993/3/31 北京市

○48 新彊放送局機材整備計画 1992/4/16 1993/3/1 新彊ウイグル自治区ウルムチ市

○49 食糧増産援助 1992/6/24 雲南省の禄勧県、武定県；江西省の端金県、遂川県　

○50 北京市消防機材整備計画 1992/6/24 1994/2/26 北京市

○51 北京理工大学機材整備計画 1992/10/5 1994/2/9 北京市

○52 河南省テレビ局機材整備計画 1993/1/19 1994/4/21 河南省鄭州

○53 中日医学教育センター附属病院医療機材整備計画 1993/3/3 1994/2/19 遼寧省瀋陽市

○54 白城地区農村給水計画 1993/3/3 1994/5/12 吉林省白城地区、乾安、鎮賚、通楡

○55 山西省野菜栽培計画 1993/3/3 1994/1/27 山西省陽泉市

○56 中国職業訓練指導員養成センター機材整備計画 1993/3/3 1994/2/17 天津市

○57 食糧増産援助 1993/6/17 陝西省、山西省

○58 中国職業訓練指導員養成センター機材整備計画 1993/7/30 1995/2/24 天津市

○59 白城地区農村給水計画 1993/7/30 1994/12/23 吉林省白城地区、大安、白城、兆南　他

○60 ポリオ撲滅計画 1993/7/30 河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北省、江西省

○61 福建省ミン江洪水予報・警報機材整備計画 1993/7/30 1995/3/25 福建省ミン江流域

○62 ポリオ撲滅計画 1994/7/20 河北省、河南省等　６省

○63 食糧増産援助 1994/9/16 山東省、安徽省

○64 天津代謝病防治センター機材整備計画 1994/11/10 1995/11/9 天津市

○65 輸出入食品検査研究センター機材整備計画 1994/11/10 1996/2/26 北京市、湖北省武漢市、広東省広州市

○66 チベット結核病治療センター機材整備計画 1995/3/23 1996/2/28 チベット自治区ラサ地区、那曲地区

○67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省



26

No 案件名 E/N署名日 案件完了日 実施地

○68 少数民族地区中等学校教育機材整備計画 1995/4/24 1996/2/28
寧夏回族自治区銀川市、貴州省貴陽市、湖南省、広西
壮族自治区

○69 ポリオ撲滅計画 1995/9/19 河北省、山西省、安微省、江西省、河南省、湖北省

○70 南京母子保健医療機材整備計画 1997/3/29 1998/3/4 江蘇省

○71 病原体検査機材整備計画 1997/6/24 全国31ヶ所

○72 内蒙古自治区医療機材整備計画 1997/11/11 1998/10/31 内モンゴル自治区

○73 洞庭湖地区農業水利開発計画 1997/11/11 1999/3/7 湖南省

○74 四川・湖北・大連救急センター医療機材整備計画 1997/12/23 1999/3/11 四川省、湖北省、遼寧省大連市

○75 食糧増産援助 1997/12/23 海南省、広西荘族自治区

○76 第2次少数民族地区中等学校教育機材整備計画 1998/3/9 1999/3/29 重慶市、雲南省、内モンゴル自治区、海南省、甘粛省

○77 漢江上流水土保持林造成機材整備計画 1998/7/15 1999/11/25 湖北省

○78 最貧困県医療機材整備計画 1998/11/25 2000/7/13 四川省、雲南省

○79 食糧増産援助 1999/3/1 2000/3/6 甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西省、黒龍江省

○80 第3次少数民族地区中等学校教育機材整備計画 1999/7/23 2000/3/28
新疆ウイグル自治区ウルムチ市、吉林省長春市、
黒竜江省ハルビン市、西海省西寧市

○81 長江堤防補強計画 1999/3/1 2000/1/27 湖北省

○82 寧夏回族自治区人民病院医療機材整備計画 1999/7/23 2000/3/31 寧夏回族自治区銀川市

○83 予防接種拡大計画 1999/4/2 2000/3/17
江西省、湖南省、湖北省、安徽省、黒龍江省、
内モンゴル自治区、吉林省

○84 貴州省フッ素症対策医療機材整備計画 1999/7/23 2001/3/19 貴州省

○85 全国救急人員訓練センター機材整備計画 1999/11/24 2001/3/12 上海市

○86 食糧増産援助 2000/2/1 2001/2/8 安徽省、河北省、湖北省、湖南省

○87 第4次少数民族地区中等学校教育機材整備計画 2000/3/2 2001/3/1 四川省、河北省、チベット自治区

○88 青海省果洛チベット族自治州家畜越冬保護資材・機材支援計画 2000/3/2 2001/3/30 青海省

○89 環境情報ネットワーク整備計画 2000/3/29 2001/1/26 重慶市、吉林省長春市、遼寧省大連市

○90 日中農業技術研究開発センター機材整備計画 2000/12/21 2002/3/8 北京市海淀区

○91 黄河中流域保全林造成計画 2000/12/21 寧夏回族自治区

○92 中等職業教育機材整備計画 2001/4/13 2002/3/15
河北省冀州市、河北省青龍県、雲南省景洪市、遼寧省
瀋陽市、山東省五蓮県

○93 陜西省人民医院医療機材整備計画 2001/4/13 2002/2/27 陜西省西安市

○94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8
四川省、青海省、河南省、内モンゴル自治区、江西省、
陜西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族
自治区

○95 黄河中流域保全林造成計画 2001/6/15 2003/1/31 寧夏回族自治区

○96 第2次環境情報ネットワーク整備計画 2001/6/15 2002/4/24 89都市

○97 北京日本学研究センター拡充計画 2001/8/3 2003/3/15 北京市海淀区

○98 重慶母子保健医療機材整備計画 2002/3/4 2003/3/17 重慶市

○99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ウイグル自治区烏魯木
斉市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

○100 中等専業教育学校機材整備計画 2002/4/18 2003/3/7
黒龍江省牡丹江市、吉林省長春市、湖南省懐化市、貴
州省貴陽市、江西省吉安市

○101 広西天湖貧困区貧困救済計画 2002/6/24 2004/2/10 広西壮族自治区

○102 黄河中流域保全林造成計画 2002/9/6 2004/1/21 寧夏回族自治区

○103 第2次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21
内モンゴル自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮
族自治区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、
青海省、チベット自治区

○104 長春中日友好浄水場制御設備改善計画 2002/9/6 2003/11/20 吉林省

○105 人材育成奨学計画 2002/9/6 2004/3/31 全国

○106 大明宮含元殿遺跡保存環境整備計画 2002/11/21 2004/2/18 陜西省西安市

○107 第2次黄河中流域保全林造成計画 2003/3/13 2004/3/8 山西省

○108 漢江洪水予警報機材整備計画 2003/3/13 2004/3/8 湖北省、河南省

○109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25
吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

○110 第2次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28

河南省、内モンゴル自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職
業技術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学
校、山西省太原市太原市職業教育センター、四川省達
州市達州市職業高級中学、寧夏回族自治区

○111 人材育成奨学計画 2003/6/24 2004/7/31 全国

○112 第3次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31
四川省、青海省、河南省、内モンゴル自治区、江西省、
陜西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族
自治区、チベット自治区

○113 黄河中流域保全林造成計画 2003/8/14 2004/12/2 寧夏回族自治区

○114 西安市廃棄物管理改善計画 2003/8/14 2005/3/3 陝西省西安市

○115 第2次黄河中流域保全林造成計画 2003/8/14 2004/12/7 山西省

○116 人材育成奨学計画 2004/1/8 2005/3/31 全国

○117 人材育成奨学計画 2004/5/27 2008/3/31 全国
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○118 人材育成奨学計画 2004/5/27 2005/3/31 全国

○119 新疆ウイグル自治区医療水準向上計画 2004/7/6 2005/12/4 新疆ウイグル自治区

○120 第4次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

○121 リプロダクティブヘルス・家庭保健研修センター機材整備計画 2004/7/6 2006/1/26 江蘇省太倉市

○122 第2次黄河中流域保全林造成計画 2004/7/6 2005/11/25 山西省

○123 日中友好大連人材育成センター建設計画 2004/8/24 2006/3/15 遼寧省大連市

○124 人材育成奨学計画 2005/6/6 2009/3/31 全国

○125 人材育成奨学計画 2005/6/6 2006/3/31 全国

○126 第2次黄河中流域保全林造成計画 2005/6/6 2006/11/28 山西省

○127 人材育成奨学計画 2006/6/8 2010/3/31 全国

○128 人材育成奨学計画 2006/6/8 2007/3/31 全国

○129 第2次黄河中流域保全林造成計画 2006/6/8 2007/11/26 山西省

○130 酸性雨及び黄砂モニタリング・ネットワーク整備計画 2006/12/20 2008/3/11 全国（計34サイト）

○131 人材育成奨学計画 2007/5/28 2011/3/31 全国

○132 人材育成奨学計画 2008/5/7 2012/3/31 全国

○133 人材育成奨学計画 2009/6/4 2013/3/31 全国

○134 人材育成奨学計画 2010/8/25 2014/3/31 全国

○135 人材育成奨学計画 2011/8/12 2015/3/31 全国
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Ⅲ-1-5.草の根技術協力事業

No 事業形態 案件名 実施期間 実施地

□1 草の根技協(地域提案型)　 建設技術(研修員受入) 2000 遼寧省瀋陽市

□2 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業開発(研修員受入) 2000 遼寧省朝陽市

□3 草の根技協(地域提案型)　 大連市環境モニタリングシステム（管理者養成）(研修員受入) 2000 遼寧省大連市

□4 草の根技協(地域提案型)　 病虫害防除・土壌肥料(研修員受入、専門家派遣) 2000 江蘇省

□5 草の根技協(地域提案型)　 水質分析（太湖流域）(研修員受入) 2000 江蘇省無錫市

□6 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省水質汚濁分析（研修員受入） 2000 遼寧省瀋陽市

□7 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業の土地改良による土地生産向上計画(専門家派遣) 2000 遼寧省朝陽市

□8 草の根技協(地域提案型)　 環境の砂漠化を防止し、農牧民の生産と生活状況を改善する(専門家派遣) 2000 新疆ウイグル自治区

□9 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省遼河汚濁原因解明調査(専門家派遣) 2000 遼寧省

□10 草の根技協(地域提案型)　 砒素汚染対策指導者養成セミナー(研修員受入) 2001 内蒙古自治区フフホト市

□11 草の根技協(地域提案型)　 情報産業振興(研修員受入) 2001 重慶市

□12 草の根技協(地域提案型)　 救急医療技術(研修員受入) 2001 重慶市

□13 草の根技協(地域提案型)　 建設技術(研修員受入) 2001 遼寧省瀋陽市

□14 草の根技協(地域提案型)　 農業一般（果樹栽培）(研修員受入) 2001 遼寧省

□15 草の根技協(地域提案型)　 病害虫防除･土壌肥料（研修員受入） 2001 江蘇省

□16 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画(研修員受入、専門家派遣) 2001 遼寧省朝陽市

□17 草の根技協(地域提案型)　 環境保全対策（水質分析）(研修員受入) 2001 江蘇省無錫市

□18 草の根技協(地域提案型)　 希少植物に関する保全調査・研究(研修員受入) 2001 雲南省昆明市

□19 草の根技協(地域提案型)　 遼河水質汚濁分析(研修員受入、専門家派遣) 2001 遼寧省瀋陽市

□20 草の根技協(地域提案型)　 草原の砂漠化防止(専門家派遣) 2001 新疆ウイグル自治区

□21 草の根技協(地域提案型)　 環境対策(専門家派遣) 2001 吉林省

□22 草の根技協(地域提案型)　 漏水防止による水源開発(専門家派遣) 2001 遼寧省大連市

□23 草の根技協(地域提案型)　 クリーナープロダクション導入のための人材育成(専門家派遣) 2001 遼寧省大連市

□24 草の根技協(地域提案型)　 瀋陽市消防行政(研修員受入) 2002 遼寧省瀋陽市

□25 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画(研修員受入、専門家派遣) 2002 遼寧省朝陽市

□26 草の根技協(地域提案型)　 草地の砂漠化を防止するための家畜用冬季飼料資源確保技術の確立(研修員受入) 2002 新疆ウルムチ市

□27 草の根技協(地域提案型)　 黒竜江省ハルビン市医療技術協力事業(研修員受入、専門家派遣) 2002 黒龍江省ハルビン市

□28 草の根技協(地域提案型)　 黒竜江省寒冷地等舗装技術協力事業(研修員受入、専門家派遣) 2002 黒龍江省ハルビン市 
□29 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術者受入事業(研修員受入、専門家派遣) 2002 遼寧省大連市

□30 草の根技協(地域提案型)　 上海・長江交易促進プロジェクトに係るIT技術者交流制度の構築(研修員受入) 2002 江蘇省南京市

□31 草の根技協(地域提案型)　 威海市都市環境保全行政(研修員受入) 2002 山東省威海市

□32 草の根技協(地域提案型)　 地域住民の健康保全のための砒素汚染対策指導者養成セミナー(研修員受入) 2002 広西壮族自治区

□33 草の根技協(地域提案型)　 大連市のクリーナープロダクション導入に対する人材育成(研修員受入、専門家派遣) 2002 遼寧省大連市

□34 草の根技協(地域提案型)　 雲南省の野生植物の保全に関する共同研究(研修員受入、専門家派遣) 2002 雲南省昆明市

□35 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省太湖水質分析(研修員受入) 2002 江蘇省無錫市

□36 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査(研修員受入、専門家派遣) 2002 遼寧省瀋陽市

□37 草の根技協(地域提案型)　 炭鉱及び地域の救急医療(研修員受入) 2002 山西省大同市

□38 草の根技協(地域提案型)　 環境ホルモン等化学物質の微量分析技術の習得 （分析化学）(研修員受入、専門家派遣) 2002 遼寧省瀋陽市

□39 草の根技協(地域提案型)　 中国からの医療研修員受入事業(研修員受入) 2002 天津市  
□40 草の根技協(地域提案型)　 広西壮族自治区企業診断セミナー(専門家派遣) 2002 広西壮族自治区

□41 草の根技協(地域提案型)　 漏水防止による第二水源開発(専門家派遣) 2002 遼寧省大連市

□42 草の根技協(地域提案型)　 吉林省環境技術研修員フォローアップ事業(専門家派遣) 2002 吉林省

□43 草の根技協(地域提案型)　 消防行政(研修員受入) 2003 遼寧省瀋陽市

□44 草の根技協(地域提案型)　 建設技術(研修員受入) 2003 遼寧省瀋陽市

□45 草の根技協(地域提案型)　 新潟県・黒竜江省寒冷地等舗装技術協力事業(専門家派遣、研修員受入) 2003 黒龍江省

□46 草の根技協(地域提案型)　 新潟・黒竜江・ハルビン医療技術協力事業(専門家派遣、研修員受入) 2003 黒龍江省

□47 草の根技協(地域提案型)　 中国「山西省アルカリ土壌改良」フォローアップ事業  (専門家派遣、研修員受入) 2003 山西省

□48 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術者受入事業(研修員受入) 2003 遼寧省大連市

□49 草の根技協(地域提案型)　 大連市のクリーナープロダクション導入に対する人材育成(研修員受入) 2003 遼寧省大連市

□50 草の根技協(地域提案型)　 環境ホルモン等化学物質の微量分析技術の習得(専門家派遣、研修員受入) 2003 遼寧省瀋陽市

□51 草の根技協(地域提案型)　
長春における前立腺がん早期発見の効率化と標準的治療システムの構築  (専門家派遣、
研修員受入)

2003 吉林省

□52 草の根技協(地域提案型)　 遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査(専門家派遣、研修員受入)/ 2003 遼寧省

□53 草の根技協(地域提案型)　 朝陽農業振興計画(専門家派遣、研修員受入) 2003 遼寧省朝陽市

□54 草の根技協(地域提案型)　 中国山東省における廃棄物埋立場の現状と改善に係る調査(専門家派遣)/ 2003 山東省

□55 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術協力事業(専門家派遣) 2003 遼寧省大連市

□56 草の根技協(地域提案型)　 下水道計画、設計、維持管理の技術協力（専門家派遣、研修員受入) 2003 山東省

□57 草の根技協(地域提案型)　 都市環境保全行政（研修員受入） 2003 山東省威海市

□58 草の根技協(地域提案型)　 中国からの国際経済交流研修員受入事業（研修員受入） 2003 安徽省

□59 草の根技協(地域提案型)　 太湖流域の水環境修復プロジェクト（研修員受入） 2003 江蘇省無錫市

□60 草の根技協(地域提案型)　 地下水利用の適正化計画策定に関する技術協力（専門家派遣） 2003 吉林省

□61 草の根技協(パートナー型) 低所得農民層の失明実態究明と対策のための人材育成（専門家派遣、研修員受入） 2003~2005 遼寧省

□62 草の根技協(地域提案型)　 寒冷地における高齢者等対応建築改善計画（専門家派遣、研修員受入） 2004 黒龍江省ハルビン市

□63 草の根技協(地域提案型)　 消防行政（研修員受入） 2004 遼寧省瀋陽市

□64 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画（専門家派遣、研修員受入） 2004 遼寧省朝陽市

□65 草の根技協(地域提案型)　 柳州市農業研修員受入れ事業（研修員受入） 2004 広西壮族自治区柳州市

□66 草の根技協(地域提案型)　 新潟・黒龍江・ハルビン医療技術協力事業（専門家派遣、研修員受入） 2004 黒龍江省

□67 草の根技協(地域提案型)　 ウンカ等飛来性害虫の発生予察技術の習得支援（専門家派遣） 2004 広東省

□68 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術研修団受入事業（研修員受入） 2004 遼寧省大連市

□69 草の根技協(地域提案型)　 看護技術者養成計画（研修員受入） 2004 山東省
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□70 草の根技協(地域提案型)　 都市環境保全行政（研修員受入） 2004 山東省威海市

□71 草の根技協(地域提案型)　 大連市のクリーナープロダクション（CP）導入に対する人材育成（研修員受入） 2004 遼寧省大連市

□72 草の根技協(地域提案型)　 下水道計画、設計、維持管理の技術協力（専門家派遣、研修員受入） 2004 山東省

□73 草の根技協(地域提案型)　 大同市公害対策リーダー育成・技術指導計画（専門家派遣、研修員受入） 2004 山西省大同市

□74 草の根技協(地域提案型)　 前立腺がんに関する基礎的臨床的研究プラットフォーム構築（専門家派遣、研修員受入） 2004 吉林省

□75 草の根技協(地域提案型)　 環境ホルモン等化学物質の微量分析技術（専門家派遣、研修員受入） 2004 遼寧省

□76 草の根技協(地域提案型)　 遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査（専門家派遣、研修員受入） 2004 遼寧省

□77 草の根技協(地域提案型)　 高知県・安徽省友好の森整備プロジェクト（研修員受入） 2004 安徽省

□78 草の根技協(地域提案型)　 新潟県・黒龍江省寒冷地等舗装技術協力事業（専門家派遣、研修員受入） 2004 黒龍江省

□79 草の根技協(地域提案型)　 アジアにおける環境教育（専門家派遣、研修員受入） 2004 江蘇省南京市

□80 草の根技協(地域提案型)　 地下水利用の適正化計画策定に関する技術協力（専門家派遣、研修員受入） 2004 吉林省

□81 草の根技協(地域提案型)　 中国「山西省アルカリ土壌改良」フォローアップ事業(専門家派遣、研修員受入) 2004 山西省

□82 草の根技協(地域提案型)　 太湖流域の水環境修復プロジェクト(専門家派遣、研修員受入) 2004 江蘇省無錫市

□83 草の根技協(パートナー型) 岡山―上海高齢者介護教員養成センター 2004~2007 上海市

□84 草の根技協(パートナー型) 黄土高原における森林再生事業（専門家派遣、研修員受入） 2004~2007 山西省大同市

□85 草の根技協(支援型)　 浙江省、江蘇省における労働組合主導の中小企業労働安全衛生改善活動 （専門家派遣） 2004~2006 浙江省、江蘇省

□86 草の根技協(支援型)　 知的障害児教育施設（特殊学級）の設立支援（専門家派遣、研修員受入） 2004~2006 吉林省

□87 草の根技協(地域提案型)　 新潟・黒龍江・ハルビン市血液疾患者治療、診断技術協力事業 2005~2007 黒龍江省

□88 草の根技協(地域提案型)　 新潟県・黒龍江省県郷道路建設計画術協力事業 2005~2007 黒龍江省

□89 草の根技協(地域提案型)　 大連市簡易水道技術普及事業 2005~2006 遼寧省大連市

□90 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省の遼東湾・渤海沿岸域の水質改善共同調査 2005~2007 遼寧省

□91 草の根技協(地域提案型)　 消防行政 2005 遼寧省瀋陽市

□92 草の根技協(地域提案型)　 下水道計画、設計、維持管理の技術協力 2005 山東省

□93 草の根技協(地域提案型)　 長春における前立腺がん早期発見の効率化と標準がん治療システムの構築 2005 吉林省

□94 草の根技協(地域提案型)　 寒冷地における高齢者等対応建築改善計画 2005~2006 黒龍江省

□95 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画 2005 遼寧省朝陽市

□96 草の根技協(地域提案型)　 ウンカ等飛来性害虫の発生予察技術の習得支援 2005~2007 広東省

□97 草の根技協(地域提案型)　 大同市環境改善リーダー育成・技術指導計画 2005~2007 山西省大同市

□98 草の根技協(地域提案型)　 高知県・安徽省友好の森整備プロジェクト 2005~2006 安徽省

□99 草の根技協(地域提案型)　 アジア都市における総合環境教育 2005~2006 江蘇省南京市

□100 草の根技協(地域提案型)　 地下水利用の適正化計画策定手法に関する技術協力 2005 吉林省

□101 草の根技協(地域提案型)　 地域資源を活かした協働による環境教育 2005~2007 河南省

□102 草の根技協(地域提案型)　 中国雲南高原湖沼における草の根的水圏環境情報システム構築のための技術指導計画 2005~2007 雲南省

□103 草の根技協(地域提案型)　 威海市個別研修「環境保全パートナシップコース」 2005~2007 山東省威海市

□104 草の根技協(地域提案型)　 住民参加型灌漑管理支援事業 2005~2007 吉林省

□105 草の根技協(地域提案型)　 乳牛における病気の診断、治療技術並びに生産衛生技術の研修
2005~2007

（中止）
中国新疆ウイグル自治区石河
子市

□106 草の根技協(地域提案型)　 水道技術「安全、安定給水の向上」 2005~2007 遼寧省大連市

□107 草の根技協(地域提案型)　 新潟県・黒龍江省嫩江流域荒漠化地区生態林建設技術協力事業 2005~2007 黒龍江省

□108 草の根技協(支援型)　
内蒙古自治区阿拉善盟における砂漠化防止のための種子採種事業の確立と環境教育のモ
デル事業

2005~2006 内モンゴル自治区

□109 草の根技協(支援型)　 内蒙古東部地域における環境教育普及事業及びワーキング・エコ・ツアーの基盤整備事業 2005~2007 内モンゴル自治区

□110 草の根技協(地域提案型)　 消防行政 2006 遼寧省瀋陽市

□111 草の根技協(地域提案型)　 道路維持管理 2006~2008 遼寧省瀋陽市

□112 草の根技協(地域提案型)　 農村女性による住民参加型健康推進プロジェクト 2006~2008 遼寧省朝陽市

□113 草の根技協(地域提案型)　 高齢者介護支援技術研修 2006~2008 江西省

□114 草の根技協(地域提案型)　 日中療育技術交流事業 2006~2008 広東省順徳市

□115 草の根技協(地域提案型)　 重慶市との環境保全交流事業 2006 重慶市

□116 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省北部水環境修復支援事業 2006~2008 江蘇省

□117 草の根技協(地域提案型)　 安徽省農村部での健康教育推進事業 2006~2008 安徽省

□118 草の根技協(地域提案型)　 松花江における農業の水質検査システム構築支援事業 2006~2008 黒龍江省

□119 草の根技協(地域提案型)　 寒冷地における省エネ対応住宅改善計画 2007~2009 黒龍江省

□120 草の根技協(地域提案型)　 資源循環社会における中国の都市環境整備システムの構築 2007~2009 広東省

□121 草の根技協(地域提案型)　 安徽省山間地域森林整備のための技術推進協力事業 2007~2009 安徽省

□122 草の根技協(地域提案型)　 寧夏回族自治区銀川市における汚泥総合利用技術の確立 2007~2009 寧夏回族自治区

□123 草の根技協(地域提案型)　 中国貴州省地域振興のための観光開発人材育成事業 2007 貴州省

□124 草の根技協(地域提案型)　 海洋環境の保全や環境に配慮した増養殖に関する技術の研修 2007~2009 遼寧省大連市

□125 草の根技協(地域提案型)　 畜産公害対策及び畜産事業場環境調査に係る技術協力事業 2007~2008 吉林省

□126 草の根技協(パートナー型) 太行山地区における多様性のある森林再生事業 2007~2009 山西省大同市

□127 草の根技協(パートナー型)
中国・内蒙古自治区自治区アラシャン盟における包括的貧困遊牧民の生活支援と地域住民
の環境教育を通じた砂漠化防止事業

2007~2009 内モンゴル自治区

□128 草の根技協(地域提案型)　 新潟県黒龍江省橋梁維持管理計画技術協力事業 2008~2010 黒龍江省

□129 草の根技協(地域提案型)　 市民の環境意識向上を目指す環境教育 2008~2010 河南省

□130 草の根技協(地域提案型)　 大連市障害者職業技能訓練センターによる就労開発事業の強化 2008 遼寧省大連市

□131 草の根技協(地域提案型)　 中国国内技術協力のための大連水道人材育成 2008 遼寧省大連市

□132 草の根技協(地域提案型)　 大同市資源循環型社会構築支援モデル事業 2008~2010 山西省大同市

□133 草の根技協(地域提案型)　 吉林省参加型灌漑管理組織強化プロジェクト 2008~2010 吉林省

□134 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省との黄砂に関する共同調査研究 2008~2010 遼寧省

□135 草の根技協(地域提案型)　 上海ESCO・省エネ技術移転のための人材育成事業 2008~2010 上海市

□136 草の根技協(地域提案型)　 中国・西安市における大気環境改善 2008~2010 陝西省西安市
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No 事業形態 案件名 実施期間 実施地

□137 草の根技協(パートナー型) 河南省駐馬店市の貧困村における自立支援プロジェクト 2008~2010 河南省

□138 草の根技協(支援型)　 中国・寧夏紅寺堡地区飼料用桑栽培モデル農場建設および研修 2008~2009 寧夏回族自治区

□139 草の根技協(支援型)　
内蒙古自治区ドキトラ村における作物残渣利用の有機肥料生産による農村の持続的生産
環境づくり

2008~2011 内モンゴル自治区

□140 草の根技協(地域提案型)　 残留農薬分析技術の普及による松花江の環境保全支援事業 2009~2011 黒龍江省

□141 草の根技協(地域提案型)　 貴州省の水稲品質改良に向けた技術指導プログラム 2009~2011 貴州省 
□142 草の根技協(地域提案型)　 都市型近代農業及び農業政策アクションプラン策定支援事業 2009~2011 湖北省武漢市

□143 草の根技協(地域提案型)　 黒龍江省順利村モデル地区資源循環型農村環境構築技術協力事業 2009~2011 黒龍江省

□144 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省大気環境改善支援事業 2009~2011 江蘇省

□145 草の根技協(地域提案型)　 安順市における環境保全管理研修 2009~2011 貴州省安順市

□146 草の根技協(地域提案型)　 十二徳堡郷における住民の健康向上のための女性リーダー育成プロジェクト 2009~2011 遼寧省朝陽市

□147 草の根技協(地域提案型)　 広州市における衛生検査技術及び保健情報の活用能力の向上 2009~2011 広東省広州市

□148 草の根技協(パートナー型)
中国四川省成都市過疎貧困農村における生計向上志向農民の定着のための基盤整備プ
ロジェクト

2009~2011 四川省成都市

□149 草の根技協(パートナー型) 江西省高齢者介護教員養成事業 2009~2011 江西省

□150 草の根技協(支援型)　
雲南少数民族地域での学校を中心とした健康･衛生環境改善プロジェクト~100万回の手洗
いプロジェクト~

2009~2010 雲南省

□151 草の根技協(支援型)　 河北省における自閉症児教育教員養成支援プロジェクト 2010~2013 河北省秦皇島市

□152 草の根技協(支援型)　 中国・視覚障害者音声情報提供技術指導事業 2009~2010 北京市

□153 草の根技協(地域提案型)　 中国山東省のための環境保全協力事業 2010~2012 山東省

□154 草の根技協(地域提案型)　 金壇市における環境教育に基づく豚糞尿液肥利用の耕畜連携支援プロジェクト 2010~2012 江蘇省金壇市

□155 草の根技協(地域提案型)　 淅江省庵東鎮における環境教育・環境創造型農業の普及事業：コウノトリが結ぶ環境協力 2010~2012 浙江省寧波市

□156 草の根技協(地域提案型)　 地域に根ざした院内感染対策活動推進プロジェクト 2010~2012 広東省広州市

□157 草の根技協(地域提案型)　 中国四川震災地区のゴミ処置循環利用支援プロジェクト 2010~2012 四川省

□158 草の根技協(地域提案型)　 中国桂林市リハビリ医療センター人材育成支援プロジェクト 2010~2012 広西壮族自治区桂林市

□159 草の根技協(地域提案型)　 上海市における環境教育推進事業 2010~2011 上海市

□160 草の根技協(地域提案型)　 四川省の温泉を活用した観光産業復興による被災地復興事業 2010~2012 四川省成都市

□161 草の根技協(地域提案型)　 中国寧夏回族自治区農村部等での汚水処理・汚泥・家畜糞尿有効活用 2010~2011 寧夏回族自治区

□162 草の根技協(地域提案型)　 中国・西安市における水環境改善 2010~2011 陝西省西安市

□163 草の根技協(パートナー型) 寧夏地区飼料用桑栽培及びその飼料化とそれによる羊（牛）の飼育法の普及 2010~2012 寧夏回族自治区

□164 草の根技協(包括型)
中国内蒙古自治区アラシャン盟における生態環境保全及び持続可能な発展のための農牧
民研修と社会参加促進事業

2010~2011 内モンゴル自治区

□165 草の根技協(包括型) 環境保全と農村生活向上のための循環型農林業の追及 2010~2011 山西省大同市

□166 草の根技協(支援型) 大連市周辺都市への水道人材育成技術協力事業 2010~2012 遼寧省大連市

□167
草の根技協(パートナーフォ
ローアップ型)

太行山地区における多様性のある森林再生事業 2011~2013 山西省大同市

□168
草の根技協(パートナーフォ
ローアップ型)

中国･内蒙古自治区アラシャン左旗における農牧民潅木植栽専業合作社の支援事業 2011~2013 内モンゴル自治区

□169 草の根技協(支援型)
中国南水北調輸水路流域の水保全にむけた水供給域（丹江口・武漢）における環境教育パ
ッケージ教材の共同開発と環境人材育成

2011~2014 湖北省

□170 草の根技協(地域提案型)　 公衆衛生分野における人材育成事業 2012~2015 遼寧省

□171 草の根技協(地域提案型)　 生活習慣病予防対策における保健指導及び教育普及の技術支援 2011~2014 河北省石家荘市

□172 草の根技協(地域提案型)　 大同市における資源循環型環境教育 2011~2014 山西省大同市

□173 草の根技協(地域提案型)　 山西省環境技術支援事業 2011~2014 山西省

□174 草の根技協(地域提案型)　 上海市省エネ指導者育成事業 2011~2013 上海市

□175 草の根技協(地域提案型)　 中国山東省のための環境保全協力事業Ⅱ 2011~2014 山東省

□176 草の根技協(地域提案型)　 安徽省における森林の路網整備に関する技術交流事業 2011~2013 安徽省

□177 草の根技協(パートナー型) 上海医療福祉関係人材養成事業 2011~2014 上海市

□178
草の根技協(パートナーフォ
ローアップ型)

河南省駐馬店市の貧困村における自立支援プロジェクト 2011~2013 河南省駐馬店市

□179 草の根技協(地域提案型)　 中国・西安市における大気中の浮遊粒子状物質量削減事業 2012~2015 陝西省西安市

□180 草の根技協(地域提案型)　 有害大気汚染物質モニタリング技術の普及による黒龍江省の大気環境保全支援事業 2013~2015 黒竜江省

□181 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省との自動車排気ガス対策協力事業 2012~2014 遼寧省

□182 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省土壌汚染対策技術支援事業 2013~2016 江蘇省

□183 草の根技協(地域提案型)　 黒竜江省林甸県荒漠地対策事業 2012~2015 黒竜江省

□184 草の根技協(地域提案型)　 中国広東省における食の安全安心と食育の推進 2012~2015 広東省

□185 草の根技協(支援型) 陝西省における介護人材育成支援事業 2012~2015 陝西省

□186 草の根技協(支援型) 地域密着型自然学校づくりのための人材育成およびネットワーク形成プロジェクト 2012~2015
北京市、上海市、四川省、
雲南省等

□187
草の根技協
（地域経済活性化特別枠）

中国寧夏回族自治区における水環境改善のための流域管理計画の構築 2013~2016 寧夏回族自治区

□188
草の根技協
（地域経済活性化特別枠）

中国湖南省における都市汚水処理場運転管理技術と住民の環境意識の向上のためのプロ
ジェクト

2013~2016 湖南省

□189 草の根技協(支援型) 黒竜江省ハルビン市における医療教育プロジェクト 2014~2017 黒竜江省

□190
草の根技協
（地域経済活性化特別枠）

遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）対策協力事業 2015~2017 遼寧省

□191
草の根技協 
(地域活性化特別枠)　

土壌汚染物質分析技術の確立による黒龍江省の土壌環境保全支援事業 2016~2019
黒龍江省環境保護庁、
黒龍江省環境監測センター

□192
草の根技協 
(地域活性化特別枠)　

湖南省洞庭湖流域農村水環境改善プロジェクト 2016~2019
湖南省科技庁水資源研究・利
用協力センター

□193
草の根技協 
(地域活性化特別枠)　

黒竜江省綏化市食の安全と環境対策事業 2016~2019 東北農業大学
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□194
草の根技協 
(地域活性化特別枠)　

遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）削減技術普及のための協力事業 2016~2019
遼寧省（環境保護庁、大気汚
染防止コントロールセンター） 
大連市（環境監測実験センター）
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第1次円借款 （1979年度~1984年度）
(単位：百万円)

Pro
No.

 案　件　名
承諾額
合計

79年度☆ 80年度  79/80 81年度 82年度 83年度 84年度

Ⅰ  (**1) Ⅱ (**2) Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ｐ1 石臼所港建設事業 42,945 7,085 9,860 　　　~ 18,500 2,300 5,200 　    ~

Ｐ2 兖州・石臼所間鉄道建設事業 39,710 10,100 3,110   　　~ 3,200 11,800 11,500       ~

Ｐ3 北京・秦皇島間鉄道拡充事業 87,000 2,500 11,200 　　　~ 9,200 30,900 33,200 　　　~

Ｐ4 衡陽・広州間鉄道拡充事業 (*1) 3,320 (*2) 3,320 (*3)  ~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~

Ｐ5 秦皇島港拡充事業 27,785 4,915 13,770 　　　~ 9,100   　　~   　　~ 　　　~

Ｐ6 五強渓水力発電所建設事業 (*1) 140 (*4) 140 (*5)　~ 　　　~ 　　　~   　　~   　　~ 　　　~

C 商品借款 130,000 　　　~ 　　　~ 40,000 20,000 20,000 19,100 30,900

合  　計 330,900 28,060 37,940 40,000 60,000 65,000 69,000 30,900

L/A調印日 80. 4.30 80.12. 9 81.12.18 82. 4.26 82.10.18 83. 8.15 84.10.26

償還期間 30年（うち据置期間10年）

金利 3.0%

注(*1) 第２次及び第３次円借款に継続する案件
 (*2) 当初貸付限度額  11,400百万円より減額（1981.12.18付）
 (*3)          〃  　     　　   220百万円を取消　（　　　〃　 　　）
 (*4)　       〃      　　   14,000百万円より減額（　  　〃　 　　）
 (*5)          〃             17,840百万円を取消　（　  　〃　　 　）
☆政府間の関係上、80年4月30日Ｌ/Ａ調印分は便宜的に79年度カウントしている。

(**1)中国側要請に基づき日本政府が79年度分として事前通報したのが79年12月であったが、
    L/A調印は翌80年4月となっている。

(**2)中国側の経済調整によるプロジェクトの見直しから、当初予定していたプロジェクトの79/80年度
    供与予定分より振り替えたもの

Ⅲ-1-6.有償資金協力事業

第2次円借款（1984年度~1989年度）
（単位：百万円）

Pro
No.

案  件  名
承諾額 
合計

84年度 85年度 86年度 87年度 88年度 89年度

Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ

P7 衡陽・広州間鉄道輸送力拡充事業 (*6)70,294 10,192 26,822 24,491 8,789 　     ~ 　　　~

P8 鄭州・宝鶏間鉄道電化事業 69,191 7,575 13,258 9,462 31,396 7,500 　　　~

P9 秦皇島港丙丁バース建設事業 22,000 4,631 3,723 7,011 3,451 3,184 　　　~

P10 連雲港拡充事業 47,000 2,445 5,772 11,085 11,911 8,297 7,490

P11 青島港拡充事業 57,000 2,203 3,937 2,620 8,683 13,043 26,514

P12 天津・上海・広州電話網拡充事業 35,000 1,154 9,235 7,916 9,398 7,297 　　　~

P13 天生橋水力発電事業 77,375 12,400 12,353 18,015 11,372 4,000 19,235

P14 五強渓水力発電事業 (*1) 8,490 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 2,470 6,020

P15 大同・秦皇島間鉄道建設事業 18,410 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 12,131 6,279

P16 観音閣多目的ダム建設事業 (*1) 11,780 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 2,846 8,934

P17 北京市地下鉄建設事業 4,000 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 2,510 1,490

P18 国家経済情報システムモデル事業 3,770 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 880 2,890

P19 北京市上水道整備事業 15,480 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 10,614 4,866

P20 北京市下水処理場整備事業 2,640 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 2,640 　　　~

P21 四都市ガス整備事業 14,990 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 6,059 8,931

P22 四都市上水道整備事業 12,580 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 8,050 4,530

P23 輸出基地開発計画　◎ 70,000 　　　~ 　　　~ 　　　~ 　　　~ 70,000 　　　~

合  　計 540,000 40,600 75,100 80,600 85,000 161,521 97,179

L/A調印日 84.10.26 85. 8.27 86. 6. 4 87. 7. 6 88. 8. 3 89. 5.23

償還期間 30年（うち据置期間10年）

金利 3.25% 3.5% 3.5% 3.0% 2.5% 2.5%

注 (*1)第２次及び第３次円借款に継続する案件

  (*6)第１次及び第２次円借款における承諾額合計は73,614百万円。

  ◎資金還流措置による案件
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第3次円借款（1990年度~1995年度）　1/2
（単位：百万円）

Pro
No.

案  件  名　
承諾額 
合計

90年度 注２） 91年度 92年度 93年度 94年度 95年度

第１~３回分

ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ ⅩⅤ ⅩⅥ ⅩⅦ

P14
五強渓水力発電事業

(*6)
16,600

(25,090)
第２回 3,100 8,100 5,400 　　~ 　　~   　~

P16
観音閣多目的ダム建設事業

(*6)
 6,445

(18,225)
第１回 6,445 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P24 三都市上水道整備事業（天津，合肥，鞍山） 8,866 第１回 8,866 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P25 渭河化学肥料工場建設事業 26,926 第１回 4,504 6,160 16,262 　　~ 　　~ 　　~

P26 内蒙古化学肥料工場建設事業 21,412 第１回 2,503 6,092 8,308 4,509   　~ 　　~

P27 雲南化学肥料工場建設事業 14,068 第１回 2,633 5,690 　　~ 5,745 　　~ 　　~

P28 武漢長江第２大橋建設事業 4,760 第１回 4,760 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P29 黄石長江大橋建設事業 3,700 第１回 3,700 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P30 深セン大鵬湾塩田港第一期建設事業 14,681 第２回 7,613 3,691 3,377 　　~ 　　~ 　　~

P31 海南島開発計画（道路）◎ 12,955 第２回 7,100 (*7)  5,855 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P32 海南島開発計画（通信）◎ 3,583 第２回 2,663 (*8)　　920 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 第２回 17,800 11,576 14,358 　　~ 　　~ 　　~

P34 民用航空管制システム近代化事業 21,003 第２回 3,257 7,850 9,896 　　~ 　　~ 　　~

P35 神木・朔県鉄道建設事業 26,985 第２回 4,200 9,940 1,231 11,614 　　~ 　　~

P36 青島開発計画（道路）◎ 8,800 第３回 8,800 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P37 青島開発計画（通信）◎ 4,034 第３回 4,034 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P38 宝鶏・中衛鉄道建設事業 29,800 第３回 5,572 9,300 12,901 2,027 　  ~ 　　~

P39 武漢天河空港建設事業 6,279 第３回 6,279 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P40 衡水・商丘鉄道拡充事業 23,603 第３回 5,695 6,550 4,951 6,407 　  ~ 　　~

P41 北京十三陵揚水発電所建設事業 13,000 第３回 13,000 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P42 天生橋第一水力発電事業 40,600 　　~ 4,367 6,683 16,647 12,903 　　~

P43 南寧・昆明鉄道建設事業 57,696 　　~ 5,461 9,904 23,342 18,989 　　~

P44 石臼港第二期建設事業 6,089 　　~ 2,506 3,583 　　~ 　　~ 　　~

P45 合肥・銅陵道路大橋建設事業 8,603 　　~ 4,709 3,894 　　~ 　　~ 　　~

P46 重慶長江第二大橋建設事業 4,764 　　~ 4,764 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P47 鹿寨化学肥料工場建設事業 10,273 　　~ 2,898 3,069 3,700 　　~      606

P48 九江化学肥料工場建設事業 21,357 　　~ 2,887 8,713 9,757 　　~ 　　~

P49 北京市地下鉄第二期建設事業 15,678 　　~ 3,281 6,235 3,819 2,343 　　~

注２) 合計 122,524

注1)(*6)第１~３次円借款における承諾額合計 30年（10年）

　    (*7) 当初貸付限度額2,602百万円より増額 金利 2.5%

　    (*8)       〃                4,173百万円より減額

      ◎資金還流措置による案件

注2) ９０年度は３回に分けて供与された。

       L/A調印日は１回目：90.11.19、2回目：91.1.22、3回目：91.3.28
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第3次円借款（1990年度~1995年度）　2/2

（単位：百万円）

Pro
No.

案  件  名　
承諾額 
合 計

91年度 92年度 93年度 94年度 95年度

ⅩⅢ ⅩⅣ ⅩⅤ ⅩⅥ ⅩⅦ

P50 江蘇蘇北通楡河灌漑開発事業 11,535 4,018 　　~ 　　~ 7,517 　　~

P51 三都市上水道整備事業（厦門，重慶，昆明） 10,403 10,403 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P52 海南島開発計画（海口港）◎ 2,589 2,589 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P53 湖北鄂州火力発電所建設事業 31,892 　　~ 4,000 12,431 15,461 　　~

P54 連雲港墟溝港区第一期建設事業 5,900 　　~ 5,900 　　~ 　　~ 　　~

P55 秦皇島港戊己バース建設事業 6,459 　　~ 3,418 　　~ 3,041 　　~

P56 チチハル嫩江大橋建設事業 2,100 　　~ 2,100 　　~ 　　~ 　　~

P57 北京・瀋陽・ハルピン長距離電話網建設事業 7,200 　　~ 3,145 4,055 　　~ 　　~

P58 秦皇島港石炭バース第４期建設事業 11,122 　　~ 　　~ 3,944 7,178 　　~

P59 瓮福化学肥料工場建設事業 12,286 　　~ 　　~ 8,820 3,466 　　~

P60 福建省ショウ泉鉄道建設事業 6,720 　　~ 　　~ 6,720 　　~ 　　~

P61 青島開発計画（上水道・下水道） 2,513 　　~ 　　~ 2,513   　~ 　　~

P62 西安市上水道整備事業(*9) 7,139 　　~ 　　~ 4,587   　~ 2,552

P63 北京首都空港整備事業(*10) 21,541 　　~ 　　~ 8,106   　~ 13,435

P64 江西九江火力発電所建設事業 29,600 　　~ 　　~ 　　~ 12,030 17,570

P65 国家経済情報システム事業 20,300 　　~ 　　~   　~ 8,748 11,552

P66 三河火力発電所建設事業 24,600 　　~ 　　~   　~ 10,948 13,652

P67 山西河津火力発電所建設事業 24,600 　　~ 　　~   　~ 10,948 13,652

P68 天津第３ガス整備事業 5,722 　　~ 　　~   　~ 5,722 　　~

P69 大連大窯湾港第１期建設事業 6,655 　　~ 　　~   　~ 6,655 　　~

P70 上海宝山インフラ整備事業 30,999 　　~ 　　~     ~ 14,393 16,606

              ①(港湾) (13,506) 　　~ (7,162) (6,344)

              ②(発電所) (17,493) 　　~ (7,231) (10,262)

P71 海南島開発計画( 洋浦港)  4,300 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 4,300

P72 朔県~黄カ港鉄道建設事業(*10) 27,715 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 27,715

P73 西安~安康鉄道建設事業(*10) 19,789 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 19,789

合     計 809,973 129,607 137,328 138,743 140,342 141,429

L/A調印日 91.10.4 92.10.15 93. 8.25 95.1.13 95.11.2

償還期間 30 年（うち据置期間10年）

金利 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.3%

(*9) 2.1%

注)   (*9) 通常環境金利適用案件( 西安市上水道整備事業) については金利 2.1% 

　     (*10) 第４次円借款に継続する案件

        ◎資金還流措置による案件
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第4次円借款（1996年度~2000年度）　1/2
　 　 （単位：百万円）

Pro
No.

　 　 　 　
案  件  名

承諾額 
合計

96年度 97年度 98年度 99年度 00年度

　 　 　 　 ⅩⅤⅢ ⅩⅠⅩ ⅩⅩ ⅩⅩⅠ ＸＸＩＩ

P63 　 　 　 　 北京首都空港整備事業                   （*11） 8,459 (30,000) 8,459 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P72 　 　 　 　 朔県~黄カ港鉄道建設事業             （*11） 44,286 (72,001) 12,245 20,460 　　~ 　　~ 11,581

P73 　 　 西安~安康鉄道建設事業                （*11） 15,211 (35,000) 2,526 12,685 　　~ 　　~ 　　~

P74 　 　 　 　 貴陽~婁底鉄道建設事業         29,960 　 12,932 17,028 　　~ 　　~ 　　~

P75 　 　 　 　 ウルムチ空港拡張事業 4,890 　 4,890 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P76 　 　 　 　 蘭州中川空港拡張事業 6,338 　 6,338 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P77 　 　 　 　 青島港前湾第２期建設事業 2,700 　 2,700 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P78 　 　 　 　 貴陽~新寨道路建設事業 14,968 　 14,968 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P79 　 　 　 　 広州~昆明~成都光ケーブル建設事業 5,349 　 5,349 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P80 　 　 　 　 蘭州~西寧~ラサ光ケーブル建設事業 3,046 　 3,046 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P81 　 　 　 　 内陸部電話網拡充事業 15,003 　 15,003 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P82 　 　 　 　 黒龍江省三江平原商品穀物基地開発計画 17,702 　 14,910 2,792 　　~ 　　~ 　　~

P83 　 　 　 　 黒龍江省三江平原龍頭橋ダム建設事業 3,000 　 3,000 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P84 　 　 　 　 遼寧省白石ダム建設事業 8,000 　 8,000 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P85 ☆ 　 　 　 フフホト市上水道整備事業 5,446 　 5,446 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P86 ☆ 　 　 　 北京第９浄水場３期建設事業 14,680 　 14,680 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P87 ☆ 　 　 　 貴陽西郊浄水場建設事業 5,500 　 5,500 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P88 ☆ 　 　 　 湛江市上水道整備事業 5,519 　 5,519 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P89 ☆ 　 　 　 蘭州環境整備事業 7,700 　 7,700 　　~ 　　~ 　　~ 　　~

P90 ☆ ◇ 　 　 瀋陽環境整備事業 11,196 　 5,000 　　~ 　　~ 　　~ 6,196

P91 ☆ 　 　 　 フフホト・包頭環境改善事業 15,629 　 10,000 5,629 　　~ 　　~ 　　~

P92 ☆ ◇ 　 　 柳州酸性雨及び環境汚染総合整備事業 10,738 　 2,300 3,679 4,759 　　~ 　　~

P93 　 　 　 　 上海浦東国際空港建設事業 40,000 　 　　~ 40,000 　　~ 　　~ 　　~

P94 　 　 　 　 河北黄カ港建設事業 15,400 　 　　~ 15,400 　　~ 　　~ 　　~

P95 　 　 ◆ 　 陝西韓城第２火力発電所建設事業 57,970 　 　　~ 35,000 22,970 　　~ 　　~

P96 　 　 　 　 山西王曲火力発電所建設事業 57,082 　 　　~ 30,000 27,082 　　~ 　　~

P97 ☆ ◇ 　 　 本渓環境汚染対策事業 8,507 　 　　~ 4,110 3,237 1,160 　　~

P98 ☆ ◇ 　 　 河南省淮河流域水質汚染総合対策事業 12,175 　 　　~ 4,945 7,230 　　~ 　　~

P99 ☆ ◇ 　 　 湖南省湘江流域環境汚染対策事業 11,853 　 　　~ 5,678 6,175 　　~ 　　~

P100 ☆ 　 　 　 大連上水道整備事業 5,500 　 　　~ 5,500 　　~ 　　~ 　　~

P101 　 ◇ 　 　 黒龍江省松花江流域環境汚染対策事業 10,541 　 　　~ 　　~ 10,541 　　~ 　　~

P102 　 ◇ 　 　 吉林省松花江遼河流域環境汚染対策事業 12,800 　 　　~ 　　~ 12,800 　　~ 　　~

P103 ☆ 　 　 　 山東省煙台市上水道・治水施設整備事業 6,008 　 　　~ 　　~ 6,008 　　~ 　　~

P104 ☆ 　 ◆ ▲ 河南省盤石頭ダム建設事業 6,734 　 　　~ 　　~ 6,734 　　~ 　　~

P105 　 　 　 ▲ 王曲~莱陽送変電事業 17,629 　 　　~ 　　~ 17,629 　　~ 　　~

P106 　 ◇ 　 ▲ 湖南省沅水流域水力発電事業 17,664 　 　　~ 　　~ 17,664 　　~ 　　~

P107 　 ◇ 　 　 配電網効率改善事業（重慶） 13,754 　 　　~ 　　~ 13,754 　　~ 　　~

P108 　 　 　 ▲ 杭州~衢州高速道路建設事業 30,000 　 　　~ 　　~ 30,000 　　~ 　　~

P109 　 　 　 ▲ 万県~梁平高速道路建設事業 20,000 　 　　~ 　　~ 20,000 　　~ 　　~

注）　 (*11) (  )内の金額は第３次及び第４次円借款における承諾額合計。

　　　☆ 通常環境金利適用案件　　　　◆本体の一部への特別環境金利適用　　　　　◇ 特別環境金利適用案件
　　　▲環境配慮を必要とする案件で、コンサルタント部分に対する特別環境金利適用案件

　　　　　96年度金利2.3%(但し☆部分2.1%)：97年度金利2.3%(但し☆部分2.1%）
　　　　　98年度金利1.8%(但し☆部分1.3%◇◆▲部分0.75%）：99年度金利2.2%(但し☆部分1.7%◇▲部分0.75%）
　　　　　00年度金利1.8％(但し☆部分1.3％◇◆▲部分0.75％)
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第4次円借款（1996年度~2000年度）　2/2
（単位：百万円）

Pro
No.

　案  件  名
承諾額 
合計

96年度 97年度 98年度 99年度 00年度

XVIII XIX XX XXI XXII

P110 ▲ 梁平~長寿高速道路建設事業 24,000 　　~ 　　~ 　　~ 24,000 　　~

P111 海南（東線）高速道路拡張事業 5,274 　　~ 　　~ 　　~ 5,274 　　~

P112 ▲ 河南新郷ー鄭州高速道路建設事業 23,491 　　~ 　　~ 　　~ 23,491 　　~

P113 ◇ ▲ 環境モデル都市事業(貴陽） 14,435 　　~ 　　~ 　　~ 6,266 8,169 

P114 ◇ 環境モデル都市事業(大連） 8,517 　　~ 　　~ 　　~ 5,315 3,202 

P115 ◇ ▲ 環境モデル都市事業(重慶） 7,701 　　~ 　　~ 　　~ 4,412 3,289 

P116 ◇ 蘇州市水質環境総合対策事業 6,261 　　~ 　　~ 　　~ 6,261 　　~

P117 ◇ 浙江省汚水対策事業 11,256 　　~ 　　~ 　　~ 11,256 　　~

P118 ☆ 広西壮族自治区都市上水道整備事業 3,641 　　~ 　　~ 　　~ 3,641 　　~

P119 ☆ ▲ 昆明市上水道整備事業 20,903 　　~ 　　~ 　　~ 20,903 　　~

P120 ☆ 成都市上水道整備事業 7,293 　　~ 　　~ 　　~ 7,293 　　~

P121 ☆ 重慶市上水道整備事業 6,244 　　~ 　　~ 　　~ 6,244 　　~

P122 ☆ 江西省都市上水道整備事業 4,147 　　~ 　　~ 　　~ 4,147 　　~

P123 ◇ 湖南省都市洪水対策事業 24,000 　　~ 　　~ 　　~ 24,000 　　~

P124 ◇ 湖北省都市洪水対策事業 13,000 　　~ 　　~ 　　~ 13,000 　　~

P125 ◇ 江西省都市洪水対策事業 11,000 　　~ 　　~ 　　~ 11,000 　　~

P126 黄河三角州農業総合開発事業 8,904 　　~ 　　~ 　　~ 8,904 　　~

P127 ハルビン電力網拡充事業 6,070 　　~ 　　~ 　　~ 6,070 　　~

P130 ◆ 天津市汚水対策事業 7,142 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 7,142

P131 ◆ 大連都市上下水道整備事業 3,309 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 3,309

P132 ☆ 長沙市上水道整備事業 4,850 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 4,850

P133 ☆ 営口市上水道整備事業 2,504 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 2,504

P134 ☆ 唐山市上水道整備事業 2,841 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 2,841

P135 ◇ 陜西省黄土高原植林事業 4,200 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 4,200

P136 ◇ 山西省黄土高原植林事業 4,200 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 4,200

P137 ◇ 内蒙古自治区黄土高原植林事業 3,600 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 3,600

P138 ▲ ◎ 四川省紫坪鋪水資源開発事業 32,199 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 32,199

P139 ☆ 甘粛省水資源管理・砂漠化防止事業 6,000 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 6,000

P140 ☆ 新疆ウイグル自治区水資源管理・砂漠化防止事業 14,400 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 14,400

P141 ◇ ▲ 重慶モノレール建設事業 27,108 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 27,108

P142 ▲ 黒龍江省黒河ー北安道路建設事業 12,608 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 12,608

P143 ◇ ▲ 山東省泰安揚水発電所建設事業 18,000 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 18,000

P144 ◇ 湖北省小水力発電所建設事業 9,152 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 9,152

P145 ◇ 甘粛省小水力発電所建設事業 6,543 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 6,543

P146 遼寧省放送施設整備事業 3,210 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 3,210

P147 ◇ 武漢都市鉄道建設事業 2,894 　　~ 　　~ 　　~ 　　~ 2,894

合         計 969,834 170,511 202,906 206,583 192,637 197,197 

L/A調印日 96.12.26 97.9.12 98.12.25 00.3.28 01.3.30

償還期間 30 年（うち据置期間10年）（＊12）

金利 2.3% 2.3% 1.8% 2.2% 1.8%

注）  　(*12)環境特別金利適用部分及びコンサルタント特別金利適用部分は40年(10年）

　　　　　　☆ 通常環境金利適用案件　　　　◆本体の一部への特別環境金利適用　　　　　◇ 特別環境金利適用案件
　　　　　　▲環境配慮を必要とする案件で、コンサルタント部分に対する特別環境金利適用案件
　　　　　　◎本体の一部への通常環境金利適用 

　　　　　　　　96年度金利2.3%(但し☆部分2.1%)：97年度金利2.3%(但し☆部分2.1%）
　　　　　　　　98年度金利1.8%(但し☆部分1.3%◇◆▲部分0.75%）：99年度金利2.2%(但し☆部分1.7%◇▲部分0.75%）
　　　　　　　　00年度金利1.8％(但し☆◎部分1.3％◇◆▲部分0.75％)
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特別円借款　
(単位：百万円)

Pro
No.

案  件  名
承諾額 
合計

00年度

XXII

P128 北京都市鉄道建設事業 14,111 14,111

P129 西安咸陽空港拡張事業 3,091 3,091

合         計 17,202 17,202

L/A調印日 00.10.23

償還期間 40 年（うち据置期間10年）

金利 0.95%

2001年度以降

2001年度　(L/A調印日：2002年3月29日）　 
（単位：百万円）

Pro. 
No.

案  件  名 承諾額 金利
償還期間 

(うち据置期間）

P148 ☆ △ 西安市環境整備事業 9,764 

☆通常環境案件：
1.7% 

 
△特別環境案件：

0.75% 
 

◇人材育成支援：
0.75% 

 
▲標準条件：

2.2%

☆通常環境案件、 
▲標準条件：　
30年（10年） 

 
△特別環境案件、 
◇人材育成支援：

40年(10年）

P149 ☆ △ 鞍山市総合環境整備事業 14,525 

P150 △ 太原市総合環境整備事業 14,144 

P151 △ 重慶市環境整備事業 9,017 

P152 △ 北京市環境整備事業 8,963 

P153 △ 寧夏回族自治区植林植草事業 7,977 

P154 △ 山西省西龍池揚水発電所建設事業 23,241 

P155 ◇ 陝西省人材育成事業 6,021 

P156 ◇ 甘粛省人材育成事業 4,665 

P157 ◇ 四川省人材育成事業 6,131 

P158 ◇ 重慶市人材育成事業 4,683 

P159 ◇ 雲南省人材育成事業 4,540 

P160 ◇ 湖南省人材育成事業 4,682 

P161 △ ▲ 甘粛省道路建設事業 20,013 

P162 △ ▲ 湖南省道路建設事業 23,000 

合　　　　計 161,366 

2002年度　(L/A調印日：2003年3月31日）

（単位：百万円）

Pro. 
No.

案  件  名 承諾額 金利
償還期間 

(うち据置期間）

P163 △ 河南省大気環境改善事業 19,295 

☆一般条件：
2.2% 

 
△優先条件：

0.75%

☆一般条件： 
30年（10年） 

 
△優先条件： 
40年（10年）

P164 △ 安徽省大気環境改善事業 18,558 

P165 ☆ △ 宜昌市水環境整備事業 8,460 

P166 △ 南寧市水環境整備事業 12,115 

P167 △ 甘粛省植林植草事業 12,400 

P168 △ 内蒙古自治区植林植草事業 15,000 

P169 ☆ △ 湖南省環境整備・生活改善事業 7,882 

P170 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（新疆ウイグル自治区） 4,598 

P171 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（広西壮族自治区） 4,606 

P172 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（貴州省） 4,593 

P173 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（吉林省） 4,530 

P174 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（安徽省） 4,478 

P175 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（河南省） 4,699 

合　　　　計 121,214 
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2003年度　（L/A調印日：2004年3月31日）

（単位：百万円）

Pro. 
No.

案  件  名 承諾額 金利
償還期間 

(うち据置期間）

P176 ☆ 公衆衛生基礎施設整備事業（河南省） 5,016 

☆一般条件： 
1.5% 

 
△優先条件： 

0.75% 
 

◆本邦技術活用条件： 
0.75%

☆一般条件： 
30年（10年） 

 
△優先条件： 
40年（10年） 

 
◆本邦技術活用条件： 

40年（12年）

P177 ☆ 公衆衛生基礎施設整備事業（湖北省） 2,325 

P178 ☆ △ 公衆衛生基礎施設整備事業（湖南省） 2,855 

P179 ☆ △ 公衆衛生基礎施設整備事業（江西省） 2,821 

P180 ☆ △ 公衆衛生基礎施設整備事業（安徽省） 2,548 

P181 ☆ △ 公衆衛生基礎施設整備事業（山西省） 2,442 

P182 ☆ 公衆衛生基礎施設整備事業（吉林省） 1,649 

P183 ☆ △ 公衆衛生基礎施設整備事業（黒龍江省） 2,288 

P184 ☆ △ 公衆衛生基礎施設整備事業（河北省） 1,908 

P185 ☆ △ 公衆衛生基礎施設整備事業（遼寧省） 2,366 

P186 △ 江西省植林事業 7,507 

P187 △ 湖北省植林事業 7,536 

P188 △ フフホト市水環境整備事業 9,747 

P189 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（青海省） 2,812 

P190 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（寧夏回族自治区） 2,636 

P191 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（黒龍江省） 4,972 

P192 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（江西省） 4,872 

P193 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（湖北省） 5,097 

P194 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（山西省） 5,093 

P195 ◆ 放送事業（青海省） 2,354 

P196 ◆ 放送事業（雲南省） 3,008 

P197 ◆ 放送事業（安徽省） 3,301 

P198 ◆ 放送事業（吉林省） 4,375 

P199 ◆ 放送事業（寧夏回族自治区） 4,250 

P200 ◆ 放送事業（山東省　済南市） 2,914 

合　　　　計 96,692 

2004年度　(L/A調印日：2005年3月30日）

（単位：百万円）

Pro. 
No.

案  件  名 承諾額 金利
償還期間 

(うち据置期間）

P201 ☆ △ 陝西省水環境整備事業（陝西省）                    7,700 

☆一般条件： 
1.5% 

 
△優先条件： 

0.75%

☆一般条件： 
30年(10年） 

 
△優先条件： 
40年(10年）

P202 ☆ △ 陝西省水環境整備事業（西安市）                    19,564 

P203 ☆ △ 内陸部・人材育成事業（内蒙古自治区）              5,073 

P204 ☆ △ 長沙市導水及び水質環境事業                        19,964 

P205 ☆ △ 新疆ウイグル自治区伊寧市環境総合整備事業          6,462 

P206 △ 包頭市大気環境改善事業                            8,469 

P207 △ 四川省長江上流地区生態環境総合整備事業            6,503 

P208 △ 貴陽市水環境整備事業                              12,140 

合　　　　計 85,875 
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2005年度　(L/A調印日：2006年6月23日）

（単位：百万円）

Pro. 
No.

案  件  名 承諾額 金利
償還期間 

(うち据置期間）

P209 ☆ △ 貴州省環境整備・人材育成事業 9,173

☆一般条件： 
1.5% 

 
△優先条件： 

0.75%

☆一般条件： 
30年(10年） 

 
△優先条件： 
40年(10年）

P210 △ 内蒙古自治区フフホト市大気環境整備事業 7,400

P211 △ 雲南省昆明市水環境整備事業（Ｉ） 12,700

P212 ☆ △ 遼寧省人材育成事業 5,775

P213 ☆ △ 河北省人材育成事業 5,775

P214 ☆ △ 海南省人材育成事業 3,150

P215 △ 河南省植林事業 7,434

P216 △ 吉林省吉林市環境総合整備事業 9,711

P217 △ 黒龍江省ハルビン市水環境整備事業 7,398

P218 ☆ △ 広西壮族自治区玉林市水環境整備事業 6,282

合　　　　計 74,798

2006年度　(L/A調印日：2007年3月30日）

（単位：百万円）

Pro. 
No.

案  件  名 承諾額 金利
償還期間 

(うち据置期間）

P219 △ 雲南省昆明市水環境整備事業（II） 10,400

☆一般条件： 
1.5% 

 
△優先条件： 

0.75%

☆一般条件： 
30年(10年） 

 
△優先条件： 
40年(10年）

P220 ☆ △ 寧夏回族自治区水環境整備事業 8,432

P221 ☆ △ 新疆ウイグル自治区地方都市環境整備事業(I) 12,998

P222 ☆ △ 四川省地方都市水環境整備事業 6,300

P223 ☆ △ 安徽省地方都市水環境整備事業 8,400

P224 △ 吉林省松花江流域生態環境整備事業 9,500

P225 △ 内蒙古自治区フフホト市大気環境改善事業（II） 6,300

合　　　　計 62,330

2007年度　(L/A調印日：2007年12月21日）

（単位：百万円）

Pro. 
No.

案  件  名 承諾額 金利
償還期間 

(うち据置期間）

P226 △ 甘粛省蘭州市大気環境改善事業 7,400

☆一般条件： 
1.4% 

 
△優先条件： 

0.65%

☆一般条件： 
25年(7年） 

 
△優先条件： 
40年(10年）

P227 △ 青海省生態環境整備事業 6,300

P228 ☆ △ 新疆ウイグル自治区地方都市環境整備事業(II) 3,802

P229 △ 河南省南陽市環境整備事業 11,500

P230 △ 湖南省都市廃棄物処理事業 10,500

P231 △ 安徽省都市廃棄物処理事業 6,800

合　　　　計 46,302 
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Ⅲ-1-7. 長期研修、青年研修、中国青年指導幹部訪日研修

Ⅲ-1-7-1.長期研修

概要

 「長期研修員」とは、受入期間が1年以上の研修員であり、1年未満の研修では習得が難しい、総合的かつ高度な知識の習

得を目的としている。1999年度から派遣が開始され、2010年度までに約100名の長期研修員が日本で研修を受け、多くは修

士課程或は博士課程を修了して帰国した。多数の長期研修員帰国者が、中国の国造りのため、各分野において重要な役割を

果たしている。

実績

順 訪日年度 コース名

1 1993 日本文化大学「日本語教師育成研修」

2 1999
早稲田大学大学院アジア太平洋研究 
（修士課程＋博士課程）

3 2000
政策研究大学院大学（GRIPS）、
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

4 2000
一橋大学大学院 
「国際企業戦戦略研究」（修士課程）

5 2000
横浜国立大学大学院社会科学研究課 
「法律制度整備支援」（修士課程）

6 2000
東京農工大学大学院 
「人口と環境」（修士課程＋博士課程）

7 2000 帯広畜産大学「上級原虫病研究」

8 2001
政策研究大学院大学（GRIPS）、
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

9 2001
九州大学大学院 
「国際経済・商業法」（博士課程）

10 2001
東京農工大学大学院 
「人口と環境」（修士課程）

11 2001
九州大学大学院 
「国際経済・商業法」（博士課程）

12 2001
横浜国立大学大学院社会科学研究課 
「法律制度整備支援」（修士課程）

13 2001 「地震工学」

14 2001
一橋大学大学院 
「国際企業戦戦略研究」（修士課程）

15 2001 「熱帯研究医学」

16 2002
一橋大学・大学院国際企業戦略研究課程 
「公共政策」（修士課程）

17 2002 「国家測量事業計画・管理」

18 2002
東京農工大学大学院 
「人口と環境」

19 2002
一橋大学・大学院国際企業戦略研究課程 
「公共政策」（修士課程）

20 2002
東京農工大学大学院 
「人口と環境」（修士課程）

21 2002
横浜国立大学大学院社会科学研究
「法律制度整備支援」（修士課程）

22 2002
九州大学大学院 
「国際経済・商業法」（博士課程）

23 2002
横浜国立大学大学院社会科学研究課 
「法律制度整備支援」（修士課程）

24 2002
九州大学大学院 
「国際経済・商業法」（博士課程）

25 2002
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

26 2002 「上級原虫病研究」

27 2002 「地震・耐震工学」

28 2002 「熱帯医学研究」

29 2002 「熱帯医学研究」

30 2002 国立感染症研究所村山分室予防接種事業強化プロジェクト

31 2002
横浜国立大学大学院社会科学研究課 
「法律制度整備支援」（修士課程）

32 2003
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

順 訪日年度 コース名

33 2003
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

34 2003 「国家測量事業計画・管理」

35 2003
九州大学大学院 
「国際経済・ビジネス法」（博士課程）

36 2003 「環境調和技術」

37 2004
東京農工大学大学院 
「人口と環境」（修士課程）

38 2004
東京農工大学大学院 
「人口和環境」（修士課程）

39 2004 「地震・抗震・防災工学」

40 2004 「地震･耐震工学」

41 2004
京都大学大学院経済学研究課程 
「経済学」（博士課程）

42 2004
東京大学工学院 
「社会基盤学(大気汚染気象模擬）」（博士課程）

43 2004
九州大学大学院 
「国際経済・ビジネス法」（博士課程）

44 2004 「上級原虫病研究」

45 2005 「地震・耐震・防災工学」

46 2005
愛媛大学大学院 
「農業研究」（修士課程）

47 2005
東京大学工学院 
「社会基盤学」（博士課程）

48 2005
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程＋博士課程）

49 2005 「環境調和技術」

50 2005 「熱帯医学研究」

51 2006 「バイオマス有効利用技術」

52 2006 「地震・耐震・防災工学」

53 2006
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

54 2006
東京大学大学院工学系研究科 
「都市工学」（修士課程）

55 2006
茨城大学大学院 
「農学研究」（修士課程）

56 2006
九州大学法学府 
「執行経済・復興経済支援」（博士課程）

57 2007 「産業標準・評価技術」

58 2007 「理学療法/作業療法」

59 2007 「理学療法/作業療法」

60 2007 「洪水災害専門家育成」

61 2007 「洪水災害専門家育成」

62 2007 「地震耐震防災工学」

63 2007
茨城大学 
「自然環境保全」（修士課程）

64 2007
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

65 2007
順天堂大学 
「皮膚病学」（博士課程）

66 2007
国際大学大学院国際関係学研究課 
「国際開発」（修士課程）

67 2007
一橋大学国際公共政策大学院 
「公共経済」
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順 訪日年度 コース名

68 2007
一橋大学国際公共政策大学院 
 「公共経済」（修士課程）

69 2008 「理学療法士」

70 2008 「作業療法士」

71 2008
国立保健医療科学院 
「公共衛生」（修士課程）

72 2008
国立保健医療科学院 
「公共衛生」（修士課程）

73 2008
国立保健医療科学院 
「国際保健」（修士課程）

74 2008
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

75 2008
龍谷大学大学院 経済学研究科 
 「公共事業」（修士課程）

76 2008
国際大学大学院国際関係学研究科 
「国際開発」（修士課程）

77 2008
国際大学大学院国際関係学研究科 
 「国際開発」（修士課程）

78 2008
九州大学法学部 
「知的財産権法」（博士課程）

79 2008
茨城大学大学院 
「農学研究」（修士課程）

80 2008
東京大学 
「社会基盤計画・設計」（修士課程）

81 2009
政策研究大学院大学（GRIPS）
（財）国際開発高等教育機構（FASID） 
「国際開発」（修士課程）

順 訪日年度 コース名

82 2009
北九州大学環境管理と資源循環型社会を担う中核的人材育成 
（修士課程）

83 2009
愛媛大学 
「食の安全・安心の確保のための残留性有機汚染物質の計測技術
と対策処理技術」（修士課程）

84 2009
国立保健医療科学院 
「国際保健」（修士課程）

85 2009
茨城大学大学院 
「農学研究」（修士課程）

86 2010
北九州大学 
環境管理と資源循環型社会を担う中核的人材育成（修士課程）

87 2010
北九州大学 
環境管理と資源循環型社会を担う中核的人材育成（修士課程）

88 2010
愛媛大学 
「食の安全・安心の確保のための残留性有機汚染物質の計測技術
と対策処理技術」（修士課程）

89 2010
高知大学 
「環境保全型持続的食料生産」(修士課程)

90 2011
国立保健医療科学院 
「国際保健」（修士課程）

91 2013
日本政策研究大学院大学（GRIPS）
「洪水防災」（修士課程）

92 2017
上智大学大学院上智大学大学院
「国際協力学/地球環境学」（修士課程）

93 2018
東京都市大学
「国際環境保全管理」（修士課程）

94 2018
早稲田大学
「大気環境分析」(修士課程)

Ⅲ-1-7-2.青年研修

概要

 1986年の中曽根首相（当時）訪中の際、日中の青年交流を通じて相互理解を深め、信頼と友情を築くことを目的に、1987年

から5年間、「日中青年の友情計画」（中国側実施機関：中華全国青年連合会）として毎年100人、計500人の中国青年指導者

を日本に招へいすることを決定。その後、中華全国青年連合会を中国側実施機関とした事業（青年研修事業を含む）は2011年

度まで継続された。上記以外にも、「中国実務者招へい計画」（中国側実施機関：外交部他）、「中国初等中等青年教員招へい

計画」（中国側実施機関：教育部）、「中国地方青年招へい計画」（中国側実施機関：地方政府他）、「青年海外協力隊日本語教

師招へい計画」（中国側実施機関：科技部）などを実施し、旧青年招へい事業と青年研修事業を合わせた中国青年の参加数は

5,106名にのぼる。

 李克強副総理は、1988年度、1990年度の二度にわたり、訪日団の総団長を務めるなど、本事業に参加した青年幹部は、そ

の後も中国の各方面において中核となって活躍している。2012年度以降は「日中共通課題理解促進事業」として大使館に移管

された。

実績

　
日中青年の友情

計画
中国実務者招聘計画

中国初等中等青年
教員招聘計画

中国地方青年招聘計画
（各年度マスコミ招聘10名を含む）

青年海外協力隊
日本語教師招聘計画

中国側
実施機関

中華全国
青年連合会

外交部 教育部
各地域の外事弁公室

（2004年度は中華全国青年連合会）
科学
技術部

開始時期 1987年 1990年 1999年 2002年 2002年

2001年度まで
総招聘者数

3001名

2002年度 100名 60名 60名 60名（北京市･天津市･広東省） 20名

2003年度 97名 60名 　 69名（山東省、湖北省、遼寧省） 20名

2004年度 100名 60名 　 70名（河南省、貴州省、新疆ウイグル自治区） 10名

2005年度 95名 60名 　 70名（四川省、陜西省、黒竜江省） 10名

2006年度 99名 59名 　 69名（重慶市、安徽省、広西壮族自治区） 9名

2007年度 98名 60名 　 20名（環境行政） 10名

2008年度 100名 60名 　 19名（環境行政） 10名

2009年度 95名 55名 　 18名（自然環境保全） 10名

2010年度 88名 51名 　 17名（自然環境保全） 8名

2011年度 89名 29名 　 　 　

合計 2406名 1751名 419名 412名 107名
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Ⅲ-1-7-3.中国青年指導幹部訪日視察（中央党校訪日研修）

概要

 河野洋平元外相と曾慶紅元国家副主席の間の合意により2000年から発足（担当機関は中央組織部、実務担当は中央党校

研修部）、総団長として中央党校副校長レベル（部長級・副部長級（大臣級・副大臣級））が参団する形で、2011年度まで981名

受入済。

　2012年度以降は「中央党校交流事業」として大使館に移管された。

実績

年　度 受入実数 実施時期

2000年度 50名 2000年12月11日～2000年12月20日

2001年度 80名 2001年10月08日～2001年10月17日

2002年度 97名 2002年10月08日～2002年10月17日

2003年度 101名 2003年11月04日～2003年11月13日

2004年度 97名 2004年10月20日～2004年10月29日

2005年度 76名 2005年11月21日～2005年11月30日

2006年度 82名 2006年10月23日～2006年11月01日

2007年度 76名 2007年11月07日～2007年11月16日

2008年度 90名 2008年10月22日～2008年10月31日

2009年度 90名 2009年11月04日～2009年11月13日

2010年度 87名 2010年11月01日～2010年11月10日

2011年度 55名 2011年10月26日～2011年11月04日



新彊ウイグル自治区

チベット自治区

青海省

四川省

雲南省

重慶市

貴州省

広西壮族自治区

海南省

広東省

福建省

台湾

江西省
湖南省

陝西省

甘粛省

寧夏回族自治区

内蒙古自治区

山西省

河南省

山東省

安徽省

江蘇省

浙江省

上海市

河北省

天津市

北京市

遼寧省

吉林省

黒龍江省

湖北省
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Ⅲ-2-1．技術協力プロジェクト

Ⅲ-2. 案件一覧（省・市・自治区別）

No. 案件名 実施機関 実施地 協力期間

北京市

■ 1 中日友好病院プロジェクト（I） 衛生部、中日友好病院 北京市 1981/11-1984/11
■ 2 人口・家族計画 国家計画生育委員会 北京市 1982/11-1987/11
■ 5 中日友好病院プロジェクト（II） 衛生部、中日友好病院 北京市 1984/11-1992/11
■ 6 肉類食品総合研究センター 商業部食品局 北京市 1985/04-1990/04
■ 9 北京市郵電訓練センター 郵電部北京郵電学院 北京市 1986/02-1991/02
■ 10 特許情報検索用教育システム開発 中国専利局 北京市 1986/11-1990/10
■ 11 肢体障害者リハビリテーション研究センター 中国残疾人福利基金会 北京市 1986/11-1991/11
■ 12 非鉄金属鉱業試験センター 中国有色金属工業総公司 北京市 1987/03-1991/02
■ 13 鉄道管理学院コンピュータシステム向上 鉄道部、鉄道管理学院 北京市 1987/07-1991/06
■ 14 北京市蔬菜研究センター計画 北京市農林科学院 北京市 1988/01-1992/12
■ 17 黄土高原治山技術訓練計画 林業部、北京林業大学 北京市 1990/01-1995/01
■ 18 燕山樹脂応用研究所 中国石油化工総公司 北京市 1990/02-1994/02

■ 22 ポリオ対策プロジェクト
衛生部、中国予防医学科学院（北京）、山東省
衛生庁

北京市 1991/12-1999/12

■ 23 農業機械修理技術・研修計画
農業部農業機械化管理司、北京農業工程大
学、北京市

北京市 1992/04-1997/03

■ 24 実験動物人材養成センター 国家科学技術委員会、中国医学科学院 北京市 1992/07-1997/06

■ 26 日中友好環境保全センター（Ⅰ）
国家環境保護局、環境科学研究院、環境監測
総站

北京市 1992/09-1995/08

■ 27 水汚染・廃水資源化研究センター
国家科学技術委員会、社会発展科学技司環
境保護科学技

北京市 1992/11-1997/11

■ 29 潅漑排水技術開発研修センター 水利部農村水利局 北京市 1993/06-1998/06

■ 30
国家水害防止総指揮部指揮自動化
システム

水利部 北京市 1993/06-2000/05

■ 31
国家科技委コンピューターソフトウェア技
術研修センター

中国科学技術情報研究所 北京市 1993/11-1998/11

■ 35 鉱物資源探査研究センター 中国鉱物資源探査研究センター 北京市 1994/09-2001/08
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No. 案件名 実施機関 実施地 協力期間

■ 41 住宅新技術研究・人材育成センター 建設部中国建築技術発展研究センター 北京市 1995/09-2000/08

■ 43 日中友好環境保全センター（Ⅱ）
国家環境保護局、環境科学研究院、環境監測
総站

北京市 1996/02-2002/03

■ 44 中日友好病院プロジェクトアフターケア 衛生部、中日友好病院 北京市 1996/03-2000/03
■ 48 北京市消防訓練センター 北京市消防局 北京市 1997/10-2004/09
■ 52 人工林木材研究計画 中国林業科学研究院 北京市、甘粛省 2000/03-2005/03
■ 54 予防接種事業強化プロジェクト 衛生部 北京市、山西省、青海省、陝西省、寧夏回族自治区 2000/06-2005/05

■ 55
医薬品安全性評価管理センター日中友
好プロジェクト

中国薬品生物製品検定所、北京医科大学 北京市 2000/07-2005/06

■ 57 水利人材養成プロジェクト 水利部人事労働教育司、水利部国際合作司 北京市 2000/07-2007/06

■ 58 四川省森林造成モデル計画
国家林業局、四川省林業庁、涼山イ族自治区
林業庁

北京市、四川省
2000/07－
2007/10

■ 60 大型灌漑区節水かんがいモデル計画 水利部、水利部中国灌漑排水発展中心 北京市 2001/06-2006/05

■ 63 リハビリテーション専門職養成プロジェクト
中国障害者連合会、中国リハビリテーション研
究センター

北京市 2001/11-2008/03

■ 64 住宅性能と部品認定の研究
建設部住宅産業化促進中心、中国建築科学
研究院

北京市 2001/12-2004/11

■ 66 持続的農業技術研究開発計画 中国農業科学院 北京市 2002/02-2007/02

■ 67 日中友好環境保全センター（Ⅲ）
国家環境保護総局、日中友好環境保全センタ
ー

北京市 2002/04-2008/04

■ 68 鉄鋼業環境保護技術向上プロジェクト 鉄鋼研究総院 北京市 2002/09-2007/08
■ 69 税務行政改善支援プロジェクト 国家税務総局 北京市 2004/04-2007/03
■ 70 日中林業生態研修センター計画 国家林業局、北京林業管理幹部学院 北京市 2004/10-2009/10
■ 71 経済法・企業法整備プロジェクト 商務部 北京市 2004/11-2009/11

■ 72
技術・規格標準化及び適合性評価
プロジェクト

国家品質監督検験検疫総局 北京市 2004/12-2006/12

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 74 知的財産権保護プロジェクト 科学技術部等 北京市 2005/10-2010/09

■ 77
日中気象災害協力研究
センタープロジェクト

国家気象局、 
中国気象科学研究院

北京市、四川省、チベット自治区、雲南省 2005/12-2010/03

■ 80 商業統計整備プロジェクト 国家統計局 北京市 2006/06-2009/06

■ 82 安全生産科学技術能力強化計画 安全生産監督管理総局 北京市、浙江省寧波市、遼寧市本渓市
2006/10-2010/10
　　　　　　　　　　

■ 85 住宅省エネルギー技術向上プロジェクト 建設部住宅産業化促進中心 北京市 2007/06-2009/05

■ 86
草原における環境保全型節水灌漑モデ
ル事業

水利部、水利部中国灌漑排水発展センター 北京市、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区 2007/06-2011/05

■ 88 民事訴訟法・仲裁法整備プロジェクト
全国人民代表大会常務委員会法制工作委員
会

北京市 2007/11-2010/11

■ 89
CDM事業推進のための能力強化
プロジェクト

北京市 2007－2008

■ 92 節水型社会構築モデルプロジェクト
水利部、
水利部国際経済技術合作交流センター

北京市、河南省鄭州市、山東省淄博市 2008/06-2011/06

■ 93 循環型経済推進プロジェクト 環境保護部、日中友好環境保全センター 北京市 2008/10-2013/09
■ 94 税務行政管理プロジェクト 国家税務総局 北京市 2008/11-2011/03

■ 95
気候変動、CDMに関する日中関連政策
プロジェクト

北京市 2008/12-2009/12

■ 96 食品安全管理体制強化プロジェクト 国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ） 北京市、山東省青島市 2009/02-2011/01

■ 98
持続的農業技術研究開発計画（第2期－
環境に優しい農業技術開発及び普及）

中国農業科学院 北京市、山東省、湖南省、寧夏回族自治区 2009/04-2014/03

■ 99 耐震建築人材育成プロジェクト 住宅都市農村建設部 北京市、四川省、陝西省 2009/05-2011/05

■ 100
国際産業連関表作成による統計整備プロ
ジェクト

国家統計局（NBS） 北京市 2009/06-2012/03

■ 101
環境汚染健康損害賠償制度構築推進プ
ロジェクト

国家環境保護部
日中友好環境保全センター

北京市 2009/06-2012/06

■ 104 ダム運用管理能力向上プロジェクト 水利部、水利部人材資源開発センター 北京市、河北省、湖北省、浙江省、湖南省 2009/09-2013/10

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画
プロジェクト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 107
汚水処理場グレードアップ改造と運営改
善に関するプロジェクト

住宅都市農村建設部、北京都市排水集団、昆
明滇池投資有限責任公司、阿子菅鎮人民政
府、他

北京市、雲南省昆明市 2010/02-2013/02

■ 108 中国西部地区林業人材育成プロジェクト
国家林業局、 
国家林業局管理幹部学院

北京市、広西省、四川省、寧夏回族自治区、陝西省 2010/03-2014/02

■ 109
人とトキが共生できる地域環境づくりプロ
ジェクト

国家林業局 北京市、陝西省、河南省等 2010/09-2015/09

■ 110 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト 発展改革委員会
北京市、貴州省貴陽市、浙江省嘉興市、山東省青島市、
青海省西寧市

2010/10-2015/01

■ 114
職業衛生科学技術能力強化計画
プロジェクト

安全生産監督管理総局、衛生部、中国CDC職
業衛生・中毒コントロール所、中国安全生産科
学研究院

北京、江蘇省蘇州市 2011/3-2016/3

■ 117 国家級公衆衛生政策計画管理プロジェクト 衛生部疾病コントロール局 北京市 2012/03-2016/03
■ 118 大気中の窒素酸化物総量抑制プロジェクト 環境保護部汚染物排出総量控制司 北京市、湖南省湘潭市 2012/04-2016/03

■ 119
道路橋梁の耐久性及び改造技術の向上
プロジェクト

交通運輸部、公路科学研究院（交通運輸部直
轄機関）、橋梁技術研究センター

北京市 2012/06-2014/03

■ 120 独禁法立法及び執行プロジェクト 商務部 北京市 2012/07-2015/07

■ 122 労働保障監察プロジェクト 人力資源・社会保障部
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲南省、天
津市

2013/01-2016/01
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No. 案件名 実施機関 実施地 協力期間

■ 123
オゾン及び微小粒子状物質（PM2.5）抑制
のための計画策定能力向上プロジェクト

環境保護部汚染防治司 北京市 2013/11-2016/11

■ 124
市場経済の健全な発展と民生の保障の
ための法制度整備プロジェクト

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員
会弁公室

北京市 2014/06-2021/03

■ 125
農村汚水処理技術システム及び管理体
系の構築プロジェクト

住宅・都市農村建設部、中国科学院生態環境
研究センター

北京市、他 2014/09-2017/09

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェク
トフェーズ3（環境にやさしい技術普及）

中国農業部農業科学院日中農業技術研究開
発センター

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖北省、
山東省、新疆ウイグル自治区

2015/04-2018/04

■ 128 環境にやさしい社会構築プロジェクト 環境保護部、日中友好環境保全センター 北京市 2016/04-2021/12

■ 129 日中高齢化対策戦略技術プロジェクト
民政部、北京市・江蘇省・浙江省・陝西省各民
政部門及びモデル施設

北京市、江蘇省、浙江省、陝西省 2016/05-2020/05

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、新疆ウイグル自治区、貴州省、安徽省、
青海省、海南省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

■ 131
地域公衆衛生サービス提供能力及び感
染症対策能力強化プロジェクト

衛生計画生育委員会国際合作司 北京市、他 2017/03-2021/03

天津市

■ 3 企業管理研修センター 国家経済体制改革委員会 天津市 1983/10-1991/10

■ 19 天津酪農業発展計画
乳類発展項目公室、乳牛育種改良センター、
黄圧農場

天津市 1990/03-1995/02

■ 32 天津医薬品検査技術プロジェクト 天津市薬品検査所 天津市 1993/11-1998/11
■ 36 労働部職業訓練指導員養成センター 労働部培訓司 天津市 1994/11-1999/10
■ 37 企業管理研修センター(A/C) 国家経済体制改革委員会 天津市 1994/12-1996/03
■ 103 天津市環境管理能力向上プロジェクト 天津市環境保護局 天津市 2009/09-2012/03

■ 122 労働保障監察プロジェクト 人力資源・社会保障部
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲南省、天
津市

2013/01-2016/01

河北省

■ 15 道路交通管理幹部訓練センター 公安部、中国道路交通管理幹部訓練センター 河北省、江蘇省 1988/11-1992/11
■ 38 河北省飼料作物生産利用技術向上計画 滄州市農林科学院、滄州市畜牧水産局 河北省 1995/04-2000/03
■ 47 石炭工業環境保護保安研修センター 石炭工業部中国石炭科学研究総院 河北省、山東省 1997/03-2002/02

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 104 ダムの運用管理能力向上プロジェクト 水利部、水利部人材資源開発センター 北京市、河北省、湖北省、浙江省、湖南省 2009/09-2013/10

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画
プロジェクト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

■ 113
家庭保健を通じた感染症予防等健康教
育強化プロジェクト

国家人口計画生育委員会 河北省、河南省、湖北省、安徽省、重慶市 2011/01-2016/01

山西省

■ 53
山西省アルカリ土壌改良現地実証調査
（開発協力実証調査）

山西省科学技術庁、山西省農業科学院、山西
省農業科学院土壌肥料研究所

山西省太原市、大同市、朔州市 2000/04-2003/4

■ 54 予防接種事業強化プロジェクト 衛生部 北京市、山西省、青海省、陝西省、寧夏回族自治区 2000/06-2005/05

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 84
山西省雁門関地区生態環境回復及び貧
困緩和プロジェクト

山西省科学技術庁 山西省太原市・右玉県・楼煩県 2007/03-2011/03

■ 111 黄土高原林業新技術推進普及 国家林業局、中国林業科学研究院 山西省 2010/10-2015/10

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

内モンゴル自治区

■ 34 内蒙古乳製品加工技術向上計画 内蒙古農牧学院 内モンゴル自治区 1994/06-1999/05

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 86
草原における環境保全型節水灌漑モデ
ル事業

水利部、水利部中国灌漑排水発展センター 北京市、内モンゴル自治区,新疆ウイグル自治区 2007/06-2011/05

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画
プロジェクト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、四川省、貴州省、安徽省、青海省、海南
省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

遼寧省

■ 16 中日医学教育センター 衛生部、中国医科大学 遼寧省 1989/11-1994/11
■ 25 大連省エネルギー教育センター 大連市経済委員会 遼寧省 1992/07-1999/01

■ 39
中日医学教育センター臨床医学教育
プロジェクト

衛生部、中国医科大学 遼寧省 1995/04-2000/04

■ 45 石油化学工業廃ガス処理技術
中国石油化工集団公司、撫順石油化工研究
院

遼寧省 1996/11-2001/10

■ 78 大連ビジネス人材育成計画プロジェクト 大連市科学技術局　 遼寧省大連市 2006/03-2010/02

■ 82 安全生産科学技術能力強化計画 安全生産監督管理総局 北京市、浙江省寧波市、遼寧省本渓市
2006/10-2010/10
　　　　　　　　　　

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画
プロジェクト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03
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吉林省

■ 50 前立腺癌早期発見早期診断 吉林大学 吉林省 1999/08-2002/07
黒龍江省

■ 4 黒龍江省木材総合利用研究計画 林業部黒龍江省森林工業総局 黒龍江省 1984/10-1991/10

■ 7 三江平原農業総合試験場計画
ハルピン市低温冷害研究センター、ジャムス市
低温冷害研究サブセンター、ハルピン市水利
科学研究所、宝清三江水利試験場

黒龍江省 1985/09-1990/09

■ 40 黒龍江省木材総合利用研究計画(A/C) 林業部黒龍江省森林工業総局 黒龍江省 1995/09-1997/09

■ 61 黒龍江省酪農乳業発展計画
黒龍江省科学技術委員会、黒龍江省畜牧局、
ドゥルボト蒙古族自治県

黒龍江省 2001/07-2006/06

■ 122 労働保障監察プロジェクト 人力資源・社会保障部
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲南省、天
津市

2013/01-2016/01

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェク
トフェーズ3（環境にやさしい技術普及）

中国農業部農業科学院日中農業技術研究開
発センター

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖北省、
山東省、新疆ウイグル自治区

2015/04-2018/04

上海市

■ 8 上海水産加工技術開発センター 農業部水産司 上海市 1986/01-1990/12
■ 21 上海現代金型技術訓練センター 上海現代金型技術訓練センター 上海市 1991/09-1995/08
江蘇省

■ 15 道路交通管理幹部訓練センター 公安部、中国道路交通管理幹部訓練センター 河北省、江蘇省 1988/11-1992/11
■ 59 太湖水環境修復モデルプロジェクト 国家環境保護総局、中国環境科学研究院 江蘇省 2001/05-2006/05

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画プロジェ
クト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 114
職業衛生科学技術能力強化計画
プロジェクト

安全生産監督管理総局、衛生部、中国CDC職
業衛生・中毒コントロール所、中国安全生産科
学研究院

北京、江蘇省蘇州市 2011/3-2016/3

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェク
トフェーズ3（環境にやさしい技術普及）

中国農業部農業科学院日中農業技術研究開
発センター

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖北省、
山東省、新疆ウイグル自治区

2015/04-2018/04

■ 129 日中高齢化対策戦略技術プロジェクト
民政部、北京市・江蘇省・浙江省・陝西省各民
政部門及びモデル施設

北京市、江蘇省、浙江省、陝西省 2016/05-2020/05

浙江省

■ 82 安全生産科学技術能力強化計画 安全生産監督管理総局 北京市、浙江省寧波市、遼寧省本渓市
2006/10-2010/10
　　　　　　　　　　

■ 104 ダムの運用管理能力向上プロジェクト 水利部、水利部人材資源開発センター 北京市、河北省、湖北省、浙江省、湖南省 2009/09-2013/10

■ 110 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト 発展改革委員会
北京市、貴州省貴陽市、浙江省嘉興市、山東省青島市、
青海省西寧市

2010/10-2015/01

■ 129 日中高齢化対策戦略技術プロジェクト
民政部、北京市・江蘇省・浙江省・陝西省各民
政部門及びモデル施設

北京市、江蘇省、浙江省、陝西省 2016/05-2020/05

■ 132 日中石綿関連癌診断能力向上プロジェクト 浙江省医学科学院 浙江省 2018/03-2022/03
安徽省

■ 51
安徽省プライマリ・ヘルスケア技術訓練セ
ンタープロジェクト

安徽省衛生庁 安徽省 1999/08-2005/04

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西省、
河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 112
家庭保健を通じた感染症予防等健康教
育強化プロジェクト

国家人口計画生育委員会 河北省、河南省、湖北省、安徽省、重慶市 2011/01-2016/01

■ 113 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

福建省

■ 20 福建省林業技術開発計画 福建省林業庁 福建省 1991/07-1998/06
江西省

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 83
ワクチン予防可能感染症のサーベイラン
ス及びコントロールプロジェクト

衛生部、CCDC
甘粛省、四川省、江西省、寧夏回族自治区、新疆ウィグ
ル自治区

2006/12-2011/12

山東省

■ 47 石炭工業環境保護保安研修センター 石炭工業部中国石炭科学研究総院 河北省、山東省 1997/03-2002/02
■ 92 節水型社会構築モデルプロジェクト 水利部、水利部国際経済技術合作交流センター 北京市、河南省鄭州市、山東省淄博市 2008/06-2011/06
■ 96 食品安全管理体制強化プロジェクト 国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ） 北京市、青島 2009/02-2011/01

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画
プロジェクト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 110 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト 発展改革委員会
北京市、貴州省貴陽市、浙江省嘉興市、山東省青島市、
青海省西寧市

2010/10-2015/01

■ 122 労働保障監察プロジェクト 人力資源・社会保障部
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲南省、天
津市

2013/01-2016/01

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェク
トフェーズ3（環境にやさしい技術普及）

中国農業部農業科学院日中農業技術研究開
発センター

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖北省、
山東省、新疆ウイグル自治区

2015/04-2018/04

河南省

■ 28 河南省黄河沿岸稲麦研究計画 河南省農業科学院 河南省 1993/04-1998/03

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 92 節水型社会構築モデルプロジェクト 水利部、水利部国際経済技術合作交流センター 北京市、河南省鄭州市、山東省淄博市 2008/06-2011/06

■ 109
人とトキが共生できる地域環境
づくりプロジェクト

国家林業局 北京市、陝西省、河南省等 2010/09-2015/09
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■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

■ 113
家庭保健を通じた感染症予防等健康教
育強化プロジェクト

国家人口計画生育委員会 河北省、河南省、湖北省、安徽省、重慶市 2011/01-2016/01

湖北省

■ 42 湖北省林木育種計画 湖北省林業庁 湖北省 1996/01-2001/01

■ 46
湖北省江漢平原四湖湛水地域総合開発
計画

湖北省科技委、湖北省農学院、湖北省農科院 湖北省 1997/01-2002/01

■ 56 湖北省菜種生産技術開発現地実証調査
中国農業科学院、湖北省農業庁、華中農業大
学、湖北省発展改革委員会

湖北省 2000/07-2005/06

■ 62
日中協力林木育種科学技術センター計
画

国家林業局、北京林業管理幹部学院 湖北省 2001/10-2008/10

■ 104 ダムの運用管理能力向上プロジェクト 水利部、水利部人材資源開発センター 北京市、河北省、湖北省、浙江省、湖南省 2009/09-2013/10

■ 113
家庭保健を通じた感染症予防等健康教
育強化プロジェクト

国家人口計画生育委員会 河北省、河南省、湖北省、安徽省、重慶市 2011/01-2016/01

■ 122 労働保障監察プロジェクト 人力資源・社会保障部
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲南省、天
津市

2013/01-2016/01

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェク
トフェーズ3（環境にやさしい技術普及）

中国農業部農業科学院日中農業技術研究開発
センター

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖北省、
山東省、新疆ウイグル自治区

2015/04-2018/04

湖南省

■ 104 ダムの運用管理能力向上プロジェクト 水利部、水利部人材資源開発センター 北京市、河北省、湖北省、浙江省、湖南省 2009/09-2013/10
■ 118 大気中の窒素酸化物総量抑制プロジェクト 環境保護部汚染物排出総量控制司 北京市、湖南省湘潭市 2012/04-2016/03
広東省

■ 75 広州市院内感染対策プロジェクト
広州医学院第一附属病院、広州市呼吸疾病
研究所、広州市CDC

広東省 2005/12-2008/12

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画
プロジェクト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

広西壮族自治区

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 91
中西部地域リハビリテーション人材養成
プロジェクト

中国障害者連合会、 
中国リハビリテーション研究センター、陝西省
障害者連合会、重慶市障害者連合会、広西壮
族自治区障害者連合会

陝西省、重慶市、広西壮族自治区 2008/04-2013/03

■ 108 中国西部地区林業人材育成プロジェクト
国家林業局、 
国家林業局管理幹部学院

北京市、広西壮族自治区、四川省、寧夏回族自治区、陝
西省

2010/03-2014/02

海南省

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、四川省、貴州省、安徽省、青海省、海南
省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

重慶市

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西省、
河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 91
中西部地域リハビリテーション人材養成
プロジェクト

中国障害者連合会、 
中国リハビリテーション研究センター、陝西省
障害者連合会、重慶市障害者連合会、広西壮
族自治区障害者連合会

陝西省、重慶市、広西壮族自治区 2008/04-2013/03

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 113
家庭保健を通じた感染症予防等健康教
育強化プロジェクト

国家人口計画生育委員会 河北省、河南省、湖北省、安徽省、重慶市 2011/01-2016/01

四川省

■ 49 農業技術普及システム強化計画
四川省農業技術普及サービスセンター、自貢
市農業技術

四川省 1999/03-2004/02

■ 58 四川省森林造成モデル計画
国家林業局、四川省林業庁、涼山イ族自治区
林業庁

北京市、四川省
2000/07－
2007/10

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 77
日中気象災害協力研究
センタープロジェクト

国家気象局、 
中国気象科学研究院

北京市、四川省、チベット自治区、雲南省 2005/12-2010/03

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 83
ワクチン予防可能感染症のサーベイラン
ス及びコントロールプロジェクト

衛生部、CCDC
甘粛省、四川省、江西省、寧夏回族自治区、新疆ウィグ
ル自治区

2006/12-2011/12

■ 90
四川省涼山州金沙江流域生態環境保全
総合開発モデルプロジェクト

四川省涼山州人民政府 四川省涼山州金沙江流域 2009/06-2014/05

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03
■ 99 耐震建築人材育成プロジェクト 住宅都市農村建設部 北京市、四川省、陝西省、他 2009/05-2011/05

■ 102 心のケア人材育成プロジェクト
中華全国婦女連合会、衛生部、教育部、中国
科学院心理研究所

四川省、甘粛省、陝西省 2009/06-2014/05
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■ 106
四川省震災後森林植生復旧計画プロジェ
クト

四川省林業庁 四川省 2010/02-2015/01

■ 107 中国西部地区林業人材育成プロジェクト
国家林業局、 
国家林業局管理幹部学院

北京市、広西壮族自治区、四川省、寧夏回族自治区、陝
西省

2010/03-2014/02

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

■ 127
四川省における防災教育推進及び能力
向上プロジェクト

四川大学-香港理工大学災害復興管理学院、
深セン壹基金公益基金会

四川省 2015/10-2018/10

貴州省

■ 65 貴州省三都県貧困対策モデルプロジェクト 中国計画生育協会 貴州省 2002/02-2005/02

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 75
貴州省道真県・雷山県住民参加型総合
貧困対策モデルプロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会等 貴州省道真県、雷山県
2005/11-2010/03
　　　　　　　　　　

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 110 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト 発展改革委員会
北京市、貴州省貴陽市、浙江省嘉興市、山東省青島市、
青海省西寧市

2010/10-2015/01

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、四川省、貴州省、安徽省、青海省、海南
省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

雲南省

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 77
日中気象災害協力研究センタープロジェ
クト

国家気象局、 
中国気象科学研究院

北京市、四川省、チベット自治区、雲南省 2005/12-2010/03

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画プロジェ
クト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 107
汚水処理場グレードアップ改造と運営改
善に関するプロジェクト

住宅都市農村建設部、北京都市排水集団、昆
明でん池投資有限責任公司、阿子菅鎮人民
政府、他

北京市、雲南省昆明市 2010/02-2013/02

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

■ 122 労働保障監察プロジェクト 人力資源・社会保障部
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲南省、天
津市

2013/01-2016/01

チベット自治区

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 77
日中気象災害協力研究センタープロジェ
クト

国家気象局、 
中国気象科学研究院

北京市、四川省、チベット自治区、雲南省 2005/12-2010/03

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、四川省、貴州省、安徽省、青海省、海南
省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

陝西省

■ 54 予防接種事業強化プロジェクト 衛生部 北京市、山西省、青海省、陝西省、寧夏回族自治区 2000/06-2005/05

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 91
中西部地域リハビリテーション人材養成
プロジェクト

中国障害者連合会、中国リハビリテーション研
究センター、陝西省障害者連合会、重慶市障
害者連合会、広西壮族自治区障害者連合会

陝西省、重慶市、広西壮族自治区 2008/04-2013/03

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03
■ 99 耐震建築人材育成プロジェクト 住宅都市農村建設部 北京市、四川省、陝西省、他 2009/05-2011/05

■ 102 心のケア人材育成プロジェクト
中華全国婦女連合会、衛生部、教育部、中国
科学院心理研究所

四川省、甘粛省、陝西省 2009/06-2014/05

■ 105
日中協力地震緊急救援強化計画プロジェ
クト

地震局
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モンゴル自治区、広
東省、山東省、陝西省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 108 中国西部地区林業人材育成プロジェクト
国家林業局、 
国家林業局管理幹部学院

北京市、広西壮族自治区、四川省、寧夏回族自治区、陝
西省

2010/03-2014/02

■ 109
人とトキが共生できる地域環境づくりプロ
ジェクト

国家林業局 北京市、陝西省、河南省等 2010/09-2015/09

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10
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■ 116
黒河金盆ダム湖および上流域水環境管
理向上プロジェクト

西安市黒河供水工程管理局、西安地区科技
交流中心

陝西省 2012/03-2015/03

■ 122 労働保障監察プロジェクト 人力資源・社会保障部
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山東省、雲南省、天
津市

2013/01-2016/01

■ 129 日中高齢化対策戦略技術プロジェクト
民政部、北京市・江蘇省・浙江省・陝西省各民
政部門及びモデル施設

北京市、江蘇省、浙江省、陝西省 2016/05-2020/05

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、四川省、貴州省、安徽省、青海省、海南
省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

甘粛省

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 81 甘粛省HIV/AIDS予防対策プロジェクト 甘粛省衛生庁、甘粛省CDC 甘粛省 2006/06-2009/06

■ 83
ワクチン予防可能感染症のサーベイラン
ス及びコントロールプロジェクト

衛生部、CCDC
甘粛省、四川省、江西省、寧夏回族自治区、新疆ウィグ
ル自治区

2006/12-2011/12

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 102 心のケア人材育成プロジェクト
中華全国婦女連合会、衛生部、教育部、中国
科学院心理研究所

四川省、甘粛省、陝西省 2009/06-2014/05

青海省

■ 54 予防接種事業強化プロジェクト 衛生部 北京市、山西省、青海省、陝西省、寧夏回族自治区 2000/06-2005/05

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 110 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト 発展改革委員会
北京市、貴州省貴陽市、浙江省嘉興市、山東省青島市、
青海省西寧市

2010/10-2015/01

■ 112 衛生技術プロジェクト 中日友好病院
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川省、安徽省、雲南
省、青海省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2010/11-2015/10

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、四川省、貴州省、安徽省、青海省、海南
省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

寧夏回族自治区

■ 33 寧夏森林保護研究計画 寧夏回族自治区化学技術委員会、林業庁 寧夏回族自治区 1994/04-2001/03
■ 54 予防接種事業強化プロジェクト 衛生部 北京市、山西省、青海省、陝西省、寧夏回族自治区 2000/06-2005/05

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 83
ワクチン予防可能感染症のサーベイラン
ス及びコントロールプロジェクト

衛生部、CCDC
甘粛省、四川省、江西省、寧夏回族自治区、新疆ウィグ
ル自治区

2006/12-2011/12

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 108 中国西部地区林業人材育成プロジェクト
国家林業局、 
国家林業局管理幹部学院

北京市、広西省、四川省、寧夏回族自治区、陝西省 2010/03-2014/02

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェク
トフェーズ３（環境にやさしい技術普及）

中国農業部農業科学院日中農業技術研究開
発センター

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖北省、
山東省、新疆ウイグル自治区

2015/04-2018/04

新疆ウイグル自治区

■ 73 西部地区行政実務者育成
科学技術部政策法規体制改革司、国務院西
部地区指導開発領導小組弁公室

北京市、西部の省 2005/06-2007/05

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭
保健サービス提供能力強化プロジェクト

中国国家人口・計画生育委員会

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、チ
ベット自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、雲南省、広
西壮族自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州省、陝西
省、河南省、安徽省、寧夏回族自治区

2006/04-2009/03

■ 83
ワクチン予防可能感染症のサーベイラン
ス及びコントロールプロジェクト

衛生部、CCDC
甘粛省、四川省、江西省、寧夏回族自治区、新疆ウィグ
ル自治区

2006/12-2011/12

■ 86
草原における環境保全型節水灌漑モデ
ル事業

水利部、水利部中国灌漑排水発展センター 北京市、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区 2007/06-2011/05

■ 87
新疆天然採草地生態保護と牧畜民定住
プロジェクト

新疆ウイグル自治区科学技術庁 新疆ウイグル自治区ウルムチ市、昌吉市、富蘊県 2007/06-2012/03

■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 発展改革委員会、国家科学技術部 西部の省 2009/03-2012/03

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェク
トフェーズ３（環境にやさしい技術普及）

中国農業部農業科学院日中農業技術研究開
発センター

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江蘇省、湖北省、
山東省、新疆ウイグル自治区

2015/04-2018/04

■ 130
パンデミックインフルエンザ等新興/再興
感染症等対策プロジェクト

中日友好病院
北京市、陝西省、新疆ウイグル自治区、貴州省、安徽省、
青海省、海南省、チベット自治区、内モンゴル自治区

2016/11-2021/11

地域限定なし

■ 94 税務行政管理プロジェクト 国家税務総局(SAT) 地域限定なし 2008/11-2011/03

■ 95
気候変動、CDMに関する日中関連政策
研修プロジェクト

科学技術部 北京市、上海市以外の全地域 2008/12-2009/12

■ 115 市民参加による気候変動対策推進 環境保護部、日中友好環境保全センター 全国 2011/04-2014/03
■ 121 国際税務プロジェクト 国家税務総局 全国 2012/9-2015/9
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Ⅲ-2-2．開発調査事業 

新彊ウイグル自治区

チベット自治区

青海省

四川省

雲南省

重慶市

貴州省

広西壮族自治区

海南省

広東省

福建省

江西省

湖南省

湖北省

陝西省

甘粛省

寧夏回族自治区

内蒙古自治区

山西省

河南省

山東省

安徽省

江蘇省

浙江省

上海市

河北省

天津市

北京市

遼寧省

吉林省

黒龍江省

No. 案件名 実施地 協力期間

北京市

8 特許・情報検索システム開発計画 北京市 1985/03~1985/07

27 北京首都空港施設地区拡張計画 北京市 1988/03~1988/11

35 産業廃水処理・再利用開発普及計画 北京市、山西省 1989/03~1994/01

36 北京市海子ダム農業水利開発計画 北京市 1990/02~1991/03

37 十三陵揚水発電開発計画調査 北京市 1990/07~1990/12

74
中国炭直接液化事業の経済性に係るＦ／
Ｓ調査

北京市、黒竜江省 1998/02~1999/12

81 住宅金融制度改革支援調査 北京市 2000/04~2001/02

88 中小企業金融制度調査
北京市、陝西省、浙江
省、広東省、山東省

2003/03~2005/01

94 水利権制度整備 北京市 2004/07~2006/09

96
首都風砂被害地域における森林植生物復
旧及びモデル林造成調査計画

北京市、河北省 2007/03~2010/03

天津市

4 天津・上海・広州電気通信網改造計画
天津市、上海市、
広東省

1983/07~1984/04

11 天津市地下水資源開発計画 天津市 1985/06~1987/11
33 天津市津塘快速鉄道建設計画 天津市 1989/02~1990/03
河北省

5
秦皇島港丙丁バース建設､連雲港廟嶺二
期工事､青島港前湾港区建設計画調査

河北省、山東省、江蘇
省

1983/07~1984/05

6
鄭州･宝鶏間複線鉄道電化計画調査，衡
陽･広州間鉄道複線化及び電化計画調査

山東省、河南省、湖南
省、陝西省

1983/07~1984/05

32
三港湾整備計画（秦皇島湾、連雲港湾、
石臼港）

河北省、江蘇省 1989/01~1989/06

76 河北省太行山農業総合開発調査 河北省 1998/06~1999/12

96
首都風砂被害地域における森林植生物復
旧及びモデル林造成調査計画

北京市、河北省 2007/03~2010/03

山西省

35 産業廃水処理・再利用開発普及計画 北京市、山西省 1989/03~1994/01

No. 案件名 実施地 協力期間

78 黄河沿岸農漁業総合開発計画 山西省 1999/03~2000/03

95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽
省、福建省、四川省、
雲南省

2005/11~2009/01

内蒙古自治区

30 神府東勝鉱区炭質管理システム計画 内蒙古自治区 1988/10~1992/07
51 神木炭総合利用計画 内蒙古自治区 1993/02~1994/07
70 内蒙古自治区トクト県地下水開発計画 内蒙古自治区 1997/03~1999/01
71 神府東勝鉱区水資源総合開発調査 内蒙古自治区 1997/10~2000/01
遼寧省

12 工場省エネルギー開発計画 遼寧省 1985/11~1986/02
20 観音閣ダム建設計画 遼寧省 1987/04~1988/06
21 大連港港湾整備計画 遼寧省 1987/04~1988/07
41 遼寧省遼河三角州農業資源総合開発計画 遼寧省 1990/12~1993/01
57 大連市都市総合交通計画調査 遼寧省 1994/08~1996/03

66
遼寧省大凌河白石ダム工事に関する実
験計画

遼寧省 1996/08~1997/08

68 大連市環境モデル地区整備計画調査 遼寧省 1996/12~2000/01

79
郷村都市化実験市(海城市)総合開発計画
調査

遼寧省 1999/06~2000/12

84
モデル都市（瀋陽市、杭州市）中小企業振
興計画調査

遼寧省 2000/09~2001/10

吉林省

38 吉林省徳恵県電話網自動化計画 吉林省 1990/08~1991/07
43 吉林豊満ダム修復強化計画 吉林省 1991/05~1993/01 
44 吉林省前郭地区第二潅漑区施設整備計画 吉林省 1992/02~1993/12
62 紅石ダム揚水式水力発電所Ｆ/Ｓ調査 吉林省 1996/02~1997/11
67 吉林省地域総合開発計画 吉林省 1996/09~1998/05
黒龍江省

2 三江平原竜頭橋典型区農業開発計画 黒竜江省 1981/07~1984/03
7 三江平原農業総合試験場基本計画 黒竜江省 1984/09~1985/01

24
レアメタル総合開発調査資源開発協力
基礎調査

広東省、黒竜江省 1987/08~1993/02

台湾
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No. 案件名 実施地 協力期間

78 黄河沿岸農漁業総合開発計画 山西省 1999/03~2000/03

95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽
省、福建省、四川省、
雲南省

2005/11~2009/01

内蒙古自治区

30 神府東勝鉱区炭質管理システム計画 内蒙古自治区 1988/10~1992/07
51 神木炭総合利用計画 内蒙古自治区 1993/02~1994/07
70 内蒙古自治区トクト県地下水開発計画 内蒙古自治区 1997/03~1999/01
71 神府東勝鉱区水資源総合開発調査 内蒙古自治区 1997/10~2000/01
遼寧省

12 工場省エネルギー開発計画 遼寧省 1985/11~1986/02
20 観音閣ダム建設計画 遼寧省 1987/04~1988/06
21 大連港港湾整備計画 遼寧省 1987/04~1988/07
41 遼寧省遼河三角州農業資源総合開発計画 遼寧省 1990/12~1993/01
57 大連市都市総合交通計画調査 遼寧省 1994/08~1996/03

66
遼寧省大凌河白石ダム工事に関する実
験計画

遼寧省 1996/08~1997/08

68 大連市環境モデル地区整備計画調査 遼寧省 1996/12~2000/01

79
郷村都市化実験市(海城市)総合開発計画
調査

遼寧省 1999/06~2000/12

84
モデル都市（瀋陽市、杭州市）中小企業振
興計画調査

遼寧省 2000/09~2001/10

吉林省

38 吉林省徳恵県電話網自動化計画 吉林省 1990/08~1991/07
43 吉林豊満ダム修復強化計画 吉林省 1991/05~1993/01 
44 吉林省前郭地区第二潅漑区施設整備計画 吉林省 1992/02~1993/12
62 紅石ダム揚水式水力発電所Ｆ/Ｓ調査 吉林省 1996/02~1997/11
67 吉林省地域総合開発計画 吉林省 1996/09~1998/05
黒龍江省

2 三江平原竜頭橋典型区農業開発計画 黒竜江省 1981/07~1984/03
7 三江平原農業総合試験場基本計画 黒竜江省 1984/09~1985/01

24
レアメタル総合開発調査資源開発協力
基礎調査

広東省、黒竜江省 1987/08~1993/02

No. 案件名 実施地 協力期間

49
黒竜江省国営農場典型区農業総合開発
計画

黒竜江省 1992/09~1994/11

74
中国炭直接液化事業の経済性に係るＦ／
Ｓ調査

北京市、黒竜江省 1998/02~1999/12

上海市

4 天津・上海・広州電気通信網改造計画
天津市、上海市、広東
省

1983/07~1984/04

10 上海都市快速鉄道整備計画 上海市 1985/05~1986/02
15 上海市大気汚染対策調査 上海市 1986/01~1987/12
16 上海~南京間高速道路建設計画 江蘇省、上海市 1986/02~1987/09
18 上海市黄浦江架橋計画 上海市 1987/02~1988/02
26 金型産業振興計画 上海市 1988/01~1988/08   
46 上海市浦東新区外高橋地区開発計画 上海市 1992/08~1994/01
58 上海浦東国際空港基本計画調査 上海市 1995/02~1997/08
63 上海浦東国際空港実施設計調査 上海市 1996/05~1997/01
江蘇省

5
秦皇島港丙丁バース建設､連雲港廟嶺二
期工事､青島港前湾港区建設計画調査

河北省、山東省、江蘇
省

1983/07~1984/05

16 上海~南京間高速道路建設計画 江蘇省、上海市 1986/02~1987/09

32
三港湾整備計画（秦皇島湾、連雲港湾、
石臼港）

河北省、江蘇省 1989/01~1989/06

61 太湖水環境管理計画調査 江蘇省 1996/01~1998/03
浙江省

1 甌江水力発電開発計画 浙江省 1981/03~1983/11
47 浙江省幹線道路網計画 浙江省 1992/08~1994/07

88 中小企業金融制度調査
北京市、陝西省、浙江
省、広東省、山東省

2003/03~2005/01

安徽省

3 安慶地域資源開発協力基礎調査 安徽省 1981/09~1986/11

95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽
省、福建省、四川省、
雲南省

2005/11~2009/01

福建省

53 厦門市西通道建設計画調査 福建省 1993/04~1994/02

95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽
省、福建省、四川省、
雲南省

2005/11~2009/01

江西省

45 潘陽湖水質保護対策計画 江西省 1992/04~1993/07
48 江西省九江市総合開発計画 江西省 1992/09~1993/12
52 徳興銅鉱山鉱廃水処理対策調査 江西省 1993/03~1995/01

64
徳興銅鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調
査

江西省 1996/06~1998/02

山東省

5
秦皇島港丙丁バース建設､連雲港廟嶺二
期工事､青島港前湾港区建設計画調査

河北省、山東省、江蘇
省

1983/07~1984/05

6
鄭州･宝鶏間複線鉄道電化計画調査，衡
陽･広州間鉄道複線化及び電化計画調査

山東省、河南省、湖南
省、陝西省

1983/07~1984/05

28 青島輸出加工区開発計画 山東省 1988/06~1989/03

88 中小企業金融制度調査
北京市、陝西省、浙江
省、広東省、山東省

2003/03~2005/01

95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽
省、福建省、四川省、
雲南省

2005/11~2009/01

河南省

6
鄭州･宝鶏間複線鉄道電化計画調査，衡
陽･広州間鉄道複線化及び電化計画調査

山東省、河南省、湖南
省、陝西省

1983/07~1984/05

湖北省

23 湖北省北部農業水利開発計画 湖北省 1987/07~1988/10
31 武漢天河空港建設計画 湖北省 1988/12~1990/02
40 漢江中下流区間洪水予警報計画 湖北省 1990/08~1992/05
湖南省

6
鄭州･宝鶏間複線鉄道電化計画調査，衡
陽･広州間鉄道複線化及び電化計画調査

山東省、河南省、湖南
省、陝西省

1983/07~1984/05

29
湖南省洞庭湖地区総合水利農業開発計
画

湖南省 1988/08~1989/12

42
湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計
画

湖南省 1991/02~1992/06

75 長沙市交通環境改善計画 湖南省 1998/03~1999/08

89 西部地域中等都市発展戦略策定調査
湖南省、四川省、雲南
省

2003/08~2005/09

広東省

4 天津・上海・広州電気通信網改造計画
天津市、上海市、広東
省

1983/07~1984/04

13 潮州地域資源開発協力基礎調査 広東省 1985/12~1988/06
14 大鵬湾港湾整備計画 広東省 1986/01~1987/01

No. 案件名 実施地 協力期間

17 北江飛来峡多目的ダム建設計画調査 広東省 1986/06~1987/08

24
レアメタル総合開発調査資源開発協力基
礎調査

広東省、黒竜江省 1987/08~1993/02

56
広東省順徳市斉杏輪中地区農村地域排
水計画

広東省 1994/02~1994/12

82
珠江口海域環境モニタリング整備計画調
査

広東省 2000/05~2001/03

88 中小企業金融制度調査
北京市、陝西省、浙江
省、広東省、山東省

2003/03~2005/01

広西壮族自治区

19 広西大廠銅坑鉱山近代化計画 広西省 1987/03~1987/07

39
広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整
備及び農業開発計画

広西省 1990/08~1991/10

55
柳州市大気汚染総合対策計画調査及び
広域酸性降下物モニタリング調査

広西省 1993/11~1995/11

65 漓江水環境総合管理計画 広西省 1996/07~1997/05
海南省

9 海南島総合開発計画調査 海南島 1985/03~1988/11
重慶市

50 重慶市快速軌道交通計画 重慶市 1993/01~1993/10

92 中国西部開発金融制度改革調査
甘粛省、貴州省、重慶
市

2004/05~2006/03

四川省

60 岷江成都地区水環境総合管理計画調査 四川省 1996/01~1997/05

80
四川省成都市公共交通システム整備計
画調査

四川省 1999/11~2000/12

85 四川省安寧河流域造林計画調査 四川省 2000/09~2002/07
89 西部地域中等都市発展戦略策定調査 湖南省、四川省、雲南省 2003/08~2005/09

95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽
省、福建省、四川省、
雲南省

2005/11~2009/01

貴州省

73
貴州省猫跳河(紅楓･百花湖水域)流域環
境総合対策計画調査

貴州省 1997/12~1999/05

87 貴陽市大気汚染対策計画調査 貴州省 2003/02~2004/10

92 中国西部開発金融制度改革調査
甘粛省、貴州省、重慶
市

2004/05~2006/03

雲南省

54
揚子地台西縁地域資源開発協力基礎調
査

雲南省、陝西省 1993/09~1999/12

69 騰沖梁河地域資源開発協力基礎調査 雲南省 1997/01~1998/11
77 金安橋水力発電開発計画調査 雲南省 1998/10~1999/02

89 西部地域中等都市発展戦略策定調査
湖南省、四川省、雲南
省

2003/08~2005/09

90
雲南省小江流域総合土砂災害対策及び
環境生態修復計画

雲南省 2004/03~2005/10

95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽
省、福建省、四川省、
雲南省

2005/11~2009/01

チベット自治区

86 チベット羊八井地熱資源開発計画調査 チベット自治区 2001/03~2006/03
陝西省

6
鄭州･宝鶏間複線鉄道電化計画調査，衡
陽･広州間鉄道複線化及び電化計画調査

山東省、河南省、湖南
省、陝西省

1983/07~1984/05

34 西安市生活廃棄物処理計画 陝西省 1989/02~1990/09

54
揚子地台西縁地域資源開発協力基礎調
査

雲南省、陝西省 1993/09~1999/12

72
陜西省安塞県山間地区農業総合開発計
画調査

陝西省 1997/11~1999/03

88 中小企業金融制度調査
北京市、陝西省、浙江
省、広東省、山東省

2003/03~2005/01

甘粛省

25 甘粛省閣井地区牧畜業開発計画 甘粛省 1987/10~1989/03

92 中国西部開発金融制度改革調査
甘粛省、貴州省、重慶
市

2004/05~2006/03

青海省

93 青海省環西寧市総合観光開発調査 青海省 2004/07~2006/07
寧夏回族自治区

59 寧夏石炭資源開発利用計画調査 寧夏 1995/07~1996/08
新疆ウイグル自治区

22 ウルムチ地下水開発計画 新疆 1987/06~1989/06
83 アルタイ地域資源開発調査 新疆 2000/07~2003/07

91
新疆トルファン盆地における持続的地下
水資源利用調査

新疆 2004/04~2006/03
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Ⅲ-2-3．工場近代化事業

新彊ウイグル自治区

チベット自治区

青海省

四川省

雲南省

重慶市

貴州省

広西壮族自治区

海南省

広東省

福建省

江西省湖南省

湖北省

陝西省

甘粛省

寧夏回族自治区

内蒙古自治区

山西省

河南省

山東省

安徽省

江蘇省

浙江省

上海市

河北省

天津市

北京市

遼寧省

吉林省

黒龍江省

△地図表示

No 案件名 実施地 協力期間

北京市

1 北京冷蔵庫・洗濯機 北京市 1981~1982

19 北京プラスチック金型 北京市 1984~1985

58 北京第三綿紡績 北京市 1990~1991

天津市

2 天津民生用電子 天津市 1982

5 天津プラスチック 天津市 1983

6 天津光学機器 天津市 1983

7 天津メカニズム・スピーカー 天津市 1983

河北省

31 石家庄鋼鉄廠 河北省 1985~1986

山西省

66 太原西山石膏 山西省 1992

99 太原重型機械 山西省 1996~1997

100 太原化学工業集団公司（有機化工） 山西省 1996~1997

101 太原化学工業集団公司（化学工業） 山西省 1996~1997

105 太原工具 山西省 1997

遼寧省

16 錦西化工 遼寧省 1984~1985

17 本渓セメント 遼寧省 1984~1985

18 大連化工 遼寧省 1984~1985

26 大連・沈陽ガラス 遼寧省 1985~1986

No 案件名 実施地 協力期間

32 沈陽鋳造廠 遼寧省 1986~1987

37 沈陽第一砂輪厰 遼寧省 1987

39 沈陽医療機器廠 遼寧省 1987~1988

51 丹東工程液圧機械 遼寧省 1989~1990

56 遼陽製薬機械 遼寧省 1990~1991

57 鞍山紅旗トラクター 遼寧省 1990~1991

63 沈陽タオル 遼寧省 1991

67 沈陽建築機械 遼寧省 1992~1993

68 本渓市助剤 遼寧省 1992~1993

75 丹東フィルター 遼寧省 1993~1994

80 沈陽電機 遼寧省 1994

92 大連燃料噴射ポンプノズル 遼寧省 1996

112 鞍山第一圧延 遼寧省 1998~1999

吉林省

91 乾安亜麻紡績 吉林省 1996

116 長春市機械工業 吉林省 2000~2001

黒龍江省

15 チチハル重機械 黒龍江省 1984~1985

上海市

3 上海・無錫プラスチック
江蘇省、
上海市

1982

4 上海民生用電子 上海市 1982

9 上海ポリバリコン 上海市 1983

台湾
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No 案件名 実施地 協力期間

10 上海ボールペンインキ 上海市 1983

11 上海整流器 上海市 1983

12 上海ガラス瓶 上海市 1983

13 上海制御整流素子 上海市 1984

25 上海新建機械 上海市 1985

30 上海第十鋼鉄廠 上海市 1985~1986

43 上海大陸機械 上海市 1988

48 上海合金 上海市 1989

64 上海紡績架 上海市 1991

79 上海送風機 上海市 1993~1994

85 上海中国電工 上海市 1994~1995

江蘇省

3 上海・無錫プラスチック
江蘇省、
上海市

1982

20 南京化工 江蘇省 1984~1985

21 無錫鉄鋼 江蘇省 1984~1985

22 無錫プラスチック金型 江蘇省 1984~1985

29 無錫電気ケーブル 江蘇省 1985~1986

33 常州トラクター 江蘇省 1986~1987

52 揚州捺染 江蘇省 1989~1990

53 南京第二鉄鋼 江蘇省 1990

54 常州絶縁材料 江蘇省 1990

69 無錫動力機 江蘇省 1992~1993

70 無錫工作機械 江蘇省 1992~1993

76 揚州ディーゼルエンジン 江蘇省 1993~1994

77 南通風機 江蘇省 1993~1994

78 常州フォークリフト 江蘇省 1993~1994

81 無錫汚水処理機器 江蘇省 1994

83 揚州シリンダーライナー 江蘇省 1994~1995

84 常熟キャブレター 江蘇省 1994~1995

86 蘇州試験器 江蘇省 1994~1995

87 無錫ポンプ 江蘇省 1995

88 無錫無線パーツ第二 江蘇省 1995

89 蘇州紡績器材 江蘇省 1995

94 常州武進電気機器 江蘇省 1996

95 無錫江蘇錫鋼集団 江蘇省 1996

96 蘇州医療機械 江蘇省 1996

118 南通市自動車部品セクター近代化計画調査 江蘇省 2000~2001

浙江省

71 嘉興毛紡績 浙江省 1992~1993

安徽省

14 合肥計器 安徽省 1984

38 合肥化工廠 安徽省 1987

82 合肥鉱山機器 安徽省 1994

90 安慶ピストンリング 安徽省 1995

106 蚌埠ガラス 安徽省 1997~1998

107 蚌埠天兎毛紡績 安徽省 1997~1998

江西省

44 南昌バルブ工場 江西省 1988

山東省

8 煙台家具 山東省 1983

27 浜州ピストン 山東省 1985~1986

No 案件名 実施地 協力期間

28 山東莱蕪鋼鉄廠 山東省 1985~1986

59 山東栖霞工具 山東省 1990~1991

93 山東トラクター 山東省 1996

113 煙台市機械部品セクター 山東省 1998~1999

117 山東省青島市化学工業セクター近代化計画調査 山東省 2000~2001

河南省

40 鄭州ボーリング 河南省 1987~1988

97 河南紡績機械 河南省 1996

湖北省

24 黄石大冶冶金 湖北省 1984~1985

60 湖北機械 湖北省 1990~1991

98 鄂州金属ネット 湖北省 1996

湖南省

35 襄陽ベアリング 湖南省 1986~1987

45 湖南印刷機械 湖南省 1988

61 湘潭圧縮機 湖南省 1990~1991

74 長沙浦元建設機械 湖南省 1992~1993

広東省

42 韶関ショベル 広東省 1987~1988

62 広州鋼管 広東省 1990~1991

65 広州油脂化学 広東省 1991

73 羅定ミラー 広東省 1992~1993

119 韶関市機械工業セクター近代化計画調査

広西壮族自治区

46 柳州力風プラスチック成形機
広西壮族
自治区

1988

四川省

34 重慶ポンプ廠 四川省 1986~1987

41 重慶合成加工廠 四川省 1987~1988

50 四川空気分離設備工場 四川省 1989

55 四川江北機械 四川省 1990

72 四川第一綿紡績染色工場 四川省 1992~1993

114 綿陽市セメントセクター 四川省 1998~1999

115 綿陽新華ディーゼルエンジン 四川省 1998~1999

貴州省

36 貴陽アルミニウム 貴州省 1986~1987

雲南省

108 昆陽燐鉱山溶成燐肥 雲南省 1997~1998

109 雲南タイヤ 雲南省 1997~1998

110 雲南化工 雲南省 1997~1998

111 昆明市機械工業セクター 雲南省 1997~1998

陝西省

23 陜西省耀県セメント 陝西省 1984~1985

47 陜西印刷機器 陝西省 1988~1989

102 宝鶏北方照明電気 陝西省 1996~1997

103 宝鶏ビール・アルコール 陝西省 1996~1997

104 宝鶏市機械工業セクター 陝西省 1996~1997

甘粛省

49 蘭州石油化工機器 甘粛省 1989
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Ⅲ-2-4．無償資金協力事業 

新彊ウイグル自治区

チベット自治区

青海省

四川省

雲南省

重慶市

貴州省

広西壮族自治区

海南省

広東省

福建省

江西省

湖南省

湖北省

陝西省

甘粛省

寧夏回族自治区

内蒙古自治区

山西省

河南省

山東省

安徽省

江蘇省

浙江省

上海市

河北省

天津市

北京市

遼寧省

吉林省

黒龍江省

台湾

No. 案件名 E/N署名日 案件完了日 中国側ＣＰ機関 協力実施地

北京市

1 中日友好病院建設計画 1981/1/26 1984/10/9 中日友好病院 北京市

2 中日友好病院建設計画 1981/8/14 1984/10/9 中日友好病院 北京市

3 北京郵電訓練センター建設計画（機材） 1984/9/27 1986/3/27 北京郵電学院、北京郵電訓練センター 北京市

4 中国肉類食品総合研究センター建設計画 1984/9/27 1986/5/10 中国食品公司 北京市

7 鉱産物検査研究センター整備計画 1986/1/11 1987/3/28 国家商検局 北京市、大連市、上海市

8 国家標準物資研究センター整備計画 1986/1/11 1987/3/28 国家計量局計量化学研究院 北京市

9
肢体障害者リハビリテーション研究センタ
ー整備計画

1986/3/19 1987/3/5 中国民生部、衛生部 北京市

10 日中青年交流センター建設計画 1986/3/19 1990/8/30 中華全国青年連合会 北京市

12 北京淡水魚養殖センター計画 1986/3/19 1987/3/31 北京市人民政府水産局、北京市水産総公司 北京市

13
肢体障害者リハビリテーション研究センタ
ー整備計画

1986/8/18 1988/3/24 民生部、衛生部 北京市

15 日中青年交流センター建設計画 1986/10/29 1990/8/30 中華全国青年連合会 北京市

17 中日友好病院機材整備計画 1987/4/27 1988/3/30 衛生部、中日友好病院 北京市

18 北京蔬菜研究センター機材整備計画 1987/4/27 1989/11/10 北京市人民政府、北京市農林科学院 北京市

20 北京蔬菜研究センター機材整備計画 1987/6/26 1989/11/10 中国農業科学院、北京市農林科学院 北京市

25
中央電視台日本語教育スタジオ機材整備
計画

1988/11/9 1990/2/28 ラジオテレビ映画省中央電視台 北京市

29 北京電視台機材整備計画 1989/12/5 1991/2/28 北京市 北京市

37 日中友好環境保全センター設立計画 1991/1/22 1995/11/30 国家環境保護局 北京市

44 食糧増産援助 1991/7/26 河南省能牧庁、北京市農業局、福建省農業庁 北京市、河南省、福建省

45 日中友好環境保全センター設立計画 1991/7/1 1995/11/30 国家環境保護局 北京市

47 北京市消防整備計画 1992/4/16 1993/3/31 北京市消防局 北京市

50 北京市消防機材整備計画 1992/6/24 1994/2/26 北京市消防局 北京市

51 北京理工大学機材整備計画 1992/10/5 1994/2/9 北京理工大学 北京市

65 輸出入食品検査研究センター機材整備計画 1994/11/10 1996/2/26 国家商検局輸出入食品、検査研究センター 北京、武漢、広州

90
日中農業技術研究開発センター機材整備
計画

2000/12/21 2002/3/8 農業科学院 北京市海淀区

97 北京日本学研究センター拡充計画 2001/8/3 2003/3/15 北京外国語大学 北京市海淀区
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99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

天津市

56
中国職業訓練指導員養成センター機材整
備計画

1993/3/3 1994/2/17 天津職業技術師範学院 天津市

58
中国職業訓練指導員養成センター機材整
備計画

1993/7/30 1995/2/24 天津職業技術師範学院 天津市

64 天津代謝病防治センター機材整備計画 1994/11/10 1995/11/9
天津市人民政府、天津市衛生局、天津代謝病
防治センター

天津市

河北省

23
北戴河中央増殖実験ステーション整備計
画

1988/5/5 1989/4/1 農牧漁業部水産局 河北省秦皇島市北戴河

26 食糧増産援助 1988/12/28 河北省、甘粛省 河北省、甘粛省

60 ポリオ撲滅計画 1993/7/30 衛生部 河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北省、江西省

62 ポリオ撲滅計画 1994/7/20 衛生部衛生防疫司司長 河北省、河南省等　６省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、
河北省他７省の各人民政府衛生庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省

69 ポリオ撲滅計画 1995/9/19 衛生部 河北省、山西省、安微省、江西省、河南省、湖北省

86 食糧増産援助 2000/2/1 2001/2/8
湖南省、湖北省、安徽省、河北省の各農業庁
及び対外経済合作庁

安徽省、河北省、湖北省、湖南省

87
第４次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

2000/3/2 2001/3/1

ﾁﾍﾞｯﾄ自治区ﾗｻ、四川省甘孜ﾁﾍﾞｯﾄ族自治州
康定県民族、河北省囲場満族ﾓﾝｺﾞﾙ族自治県
民族、　各中学校ﾁﾍﾞｯﾄ自治区日喀則地区高
級中学校

四川省、河北省、チベット

92 中等職業教育機材整備計画 2001/4/13 2002/3/15

河北省冀州市職業技術教育ｾﾝﾀｰ､河北省青
龍満族職業教育ｾﾝﾀｰ､雲南省西双版納民族
職業教育ｾﾝﾀｰ､瀋陽職工大学付属職業中等
専門学校､山東省五蓮県職業技術教育ｾﾝﾀｰ

河北省冀州市、河北省青龍県、雲南省景洪市、遼寧省
瀋陽市、山東省五蓮県

山西省

55 山西省野菜栽培計画 1993/3/3 1994/1/27 山西省陽泉市蔬菜センター 山西省陽泉市

57 食糧増産援助 1993/6/17 陜西省農業庁、山西省農業庁 陝西省、山西省

60 ポリオ撲滅計画 1993/7/30 衛生部 河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北省、江西省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、河北省他７省の各人民政府衛生
庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省

69 ポリオ撲滅計画 1995/9/19 衛生部 河北省、山西省、安微省、江西省、河南省、湖北省

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

107 第２次黄河中流域保全林造成計画 2003/3/13 2004/3/8 山西省林業庁、国家林業局 山西省

110 第２次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28 対外貿易経済合作部、商務部

河南省、内蒙古自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職業技
術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学校、
山西省太原市太原市職業教育ｾﾝﾀｰ、四川省達州市達
州市職業高級中学、寧夏回族自治区

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

115 第２次黄河中流域保全林造成計画 2003/8/14 2004/12/7 山西省林業庁、国家林業局 山西省

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

122 第２次黄河中流域保全林造成計画 2004/7/6 2005/11/25 山西省林業庁、国家林業局 山西省

126 第２次黄河中流域保全林造成計画 2005/6/6 2006/11/28 山西省林業庁、国家林業局 山西省

129 第２次黄河中流域保全林造成計画 2006/6/8 2007/11/26 山西省林業庁 山西省

内蒙古

16 食糧増産援助 1986/12/23 農牧漁業部 青海省、内蒙古自治区

72 内蒙古自治区医療機材整備計画 1997/11/11 1998/10/31 経貿部錫林郭勒盟衛生局 内蒙古自治区

76
第２次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1998/3/9 1999/3/29 対象５地区人民政府教育委員会・庁・局 重慶市、雲南省、内蒙古自治区、海南省、甘粛省

83 予防接種拡大計画 1999/4/2 2000/3/17

湖南、湖北、江西、安徴、黒龍江、吉林の6省
及び内蒙古の1自治区における県、郷・鎮、村
ﾚﾍﾞﾙの防疫衛生施設。
衛生部　国政経済合作司

江西、湖南、湖北、安徽、黒龍江、内蒙古、吉林

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

110 第２次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28 対外貿易経済合作部、商務部

河南省、内蒙古自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職業技
術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学校、
山西省太原市太原市職業教育ｾﾝﾀｰ、四川省達州市達
州市職業高級中学、寧夏回族自治区

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区
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120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

遼寧省

5 食糧増産援助 1985/1/16 農業機械公司 遼寧省、寧夏回族自治区

7 鉱産物検査研究センター整備計画 1986/1/11 1987/3/28 国家商検局 北京市、大連市、上海市

53
中日医学教育センター附属病院医療機材
整備計画

1993/3/3 1994/2/19 中国医科大学、中日医学教育センター 遼寧省瀋陽市

74
四川・湖北・大連救急センター医療機材整
備計画

1997/12/23 1999/3/11
四川省人民医院、同済医科大学付属協和病
院、大連市衛生局

四川省、湖北省、大連市

89 環境情報ネットワーク整備計画 2000/3/29 2001/1/26 国家環境保護総局 重慶市、長春市、大連市

92 中等職業教育機材整備計画 2001/4/13 2002/3/15

河北省冀州市職業技術教育ｾﾝﾀｰ､河北省青
龍満族職業教育ｾﾝﾀｰ､雲南省西双版納民族
職業教育ｾﾝﾀｰ､瀋陽職工大学付属職業中等
専門学校､山東省五蓮県職業技術教育ｾﾝﾀｰ

河北省冀州市、河北省青龍県、雲南省景洪市、遼寧省
瀋陽市、山東省五蓮県

123 日中友好大連人材育成センター建設計画 2004/8/24 2006/3/15 大連市科学技術局 遼寧省大連市

吉林省

14 長春市浄水場整備計画 1986/8/18 1988/2/17 長春市公用局 吉林省長春市葦子溝

19 長春市浄水場整備計画 1987/6/26 1988/5/3 長春市公用局 吉林省

33 長春市浄水場旧施設改良計画 1990/7/4 1991/9/30 長春市公用局 長春市葦子水

36 ベチューン医科大学機材整備計画 1990/11/26 1992/3/3 ベチューン医科大学 吉林省長春市

43 長春市浄水場旧施設改良計画 1991/7/1 1992/3/12 長春市公用局 長春市葦子溝

54 白城地区農村給水計画 1993/3/3 1994/5/12 吉林省愛国衛生運動委員会 吉林省白城地区、乾安、鎮賚、通楡

59 白城地区農村給水計画 1993/7/30 1994/12/23 吉林省愛国衛生運動委員会 吉林省白城地区、大安、白城、兆南　他

80
第３次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1999/7/23 2000/3/28

新彊ｳｲｸﾞﾙ自治区ｳﾙﾑﾁ市第一中学校、吉林
省長春市長春第二中学校、黒龍江ﾊﾙﾋﾞﾝ市ﾊ
ﾙﾋﾞﾝ第三中学校、青海省西寧市青海師範大
学付属中学校

ウルムチ市、長春市、ハルビン市、西寧市

83 予防接種拡大計画 1999/4/2 2000/3/17

湖南、湖北、江西、安徴、黒龍江、吉林の6省
及び内蒙古の1自治区における県、郷・鎮、村
ﾚﾍﾞﾙの防疫衛生施設。衛生部　国政経済合作
司

江西、湖南、湖北、安徽、黒龍江、内蒙古、吉林

89 環境情報ネットワーク整備計画 2000/3/29 2001/1/26 国家環境保護総局 重慶市、長春市、大連市

100 中等専業教育学校機材整備計画 2002/4/18 2003/3/7

商務部、黒龍江省牡丹江職業教育ｾﾝﾀｰ、吉
林省長春市高級職業技術学校、湖南省懐化
市叙浦県高等専業学校、貴州省貴陽市総合
職業学校、江西省吉安市職業中等専門学校

黒龍江省牡丹江市、吉林省長春市、湖南省懐化市、貴
州省貴陽市、江西省吉安市

104 長春中日友好浄水場制御設備改善計画 2002/9/6 2003/11/20 長春市自来水公司 吉林省

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

黒龍江省

6 食糧増産援助 1985/10/15 農牧漁業部 黒龍江省、新彊ウイグル自治区

22 大興安嶺森林火災復興計画 1988/5/5 1989/2/28 林業部 中国東北地区、黒龍江省大興安嶺

39 ハルビン工業大学機材整備計画 1991/4/30 1992/3/31 ハルビン工業大学 黒龍江省ハルビン市

79 食糧増産援助 1999/3/1 2000/3/6
中央政府：対外貿易経済合作部　　各省：農業
庁・対外経済合作庁

甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西省、黒龍江省

80
第３次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1999/7/23 2000/3/28

新彊ｳｲｸﾞﾙ自治区ｳﾙﾑﾁ市第一中学校、吉林
省長春市長春第二中学校、黒龍江ﾊﾙﾋﾞﾝ市ﾊ
ﾙﾋﾞﾝ第三中学校、青海省西寧市青海師範大
学付属中学校

ウルムチ市、長春市、ハルビン市、西寧市

83 予防接種拡大計画 1999/4/2 2000/3/17

湖南、湖北、江西、安徴、黒龍江、吉林の6省
及び内蒙古の1自治区における県、郷・鎮、村
ﾚﾍﾞﾙの防疫衛生施設。衛生部　国政経済合作
司

江西、湖南、湖北、安徽、黒龍江、内蒙古、吉林

100 中等専業教育学校機材整備計画 2002/4/18 2003/3/7

商務部、黒龍江省牡丹江職業教育ｾﾝﾀｰ、吉
林省長春市高級職業技術学校、湖南省懐化
市叙浦県高等専業学校、貴州省貴陽市総合
職業学校、江西省吉安市職業中等専門学校

黒龍江省牡丹江市、吉林省長春市、湖南省懐化市、貴
州省貴陽市、江西省吉安市

上海市

7 鉱産物検査研究センター整備計画 1986/1/11 1987/3/28 国家商検局 北京市、大連市、上海市

11 上海医療器械検査センター整備計画　 1986/3/19 1987/2/28 国家標準局、上海医療器械計測センター 上海市

28 上海市第六人民病院機材整備計画 1989/12/5 1991/3/2 上海市 上海市

40 国際和平婦幼保健院機材整備計画 1991/4/30 1992/2/22 国際和平婦幼保健院 上海市

85 全国救急人員訓練センター機材整備計画 1999/11/24 2001/3/12 上海市衛生局全国救急人員訓練センター 上海市

江蘇省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、河北省他７省の各人民政府衛生
庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省

70 南京母子保健医療機材整備計画 1997/3/29 1998/3/4 江蘇省衛生庁 江蘇省

121
リプロダクティブヘルス・家庭保健研修セ
ンター機材整備計画

2004/7/6 2006/1/26 国家人口・計画生育委員会 江蘇省太倉市

安徽省

60 ポリオ撲滅計画 1993/7/30 衛生部 河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北省、江西省

63 食糧増産援助 1994/9/16
経済協力貿易部、農業部、山東省・安徽省農
業庁

山東省、安徽省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、
河北省他７省の各人民政府衛生庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省
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69 ポリオ撲滅計画 1995/9/19 衛生部 河北省、山西省、安微省、江西省、河南省、湖北省

86 食糧増産援助 2000/2/1 2001/2/8
湖南省、湖北省、安徽省、河北省の各農業庁
及び対外経済合作庁

安徽省、河北省、湖北省、湖南省

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

福建省

61
福建省ミン江洪水予報・警報機材
整備計画

1993/7/30 1995/3/25 福建省水利水電庁 福建省ミン江流域

44 食糧増産援助 1991/7/26 河南省能牧庁、北京市農業局、福建省農業庁 北京市、河南省、福建省

江西省

49 食糧増産援助 1992/6/24 江西省農牧漁業庁、雲南省農牧漁業庁 雲南省の禄勧県、武定県；江西省の端金県、遂川県　

60 ポリオ撲滅計画 1993/7/30 衛生部 河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北省、江西省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、河北省他７省の各人民政府衛生
庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省

69 ポリオ撲滅計画 1995/9/19 衛生部 河北省、山西省、安微省、江西省、河南省、湖北省

79 食糧増産援助 1999/3/1 2000/3/6
中央政府：対外貿易経済合作部　　各省：農業
庁・対外経済合作庁

甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西省、黒龍江省

83 予防接種拡大計画 1999/4/2 2000/3/17
湖南、湖北、江西、安徴、黒龍江、吉林の6省及
び内蒙古の1自治区における県、郷・鎮、村ﾚﾍﾞ
ﾙの防疫衛生施設。衛生部　国政経済合作司

江西、湖南、湖北、安徽、黒龍江、内蒙古、吉林

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

100 中等専業教育学校機材整備計画 2002/4/18 2003/3/7

商務部、黒龍江省牡丹江職業教育ｾﾝﾀｰ、吉
林省長春市高級職業技術学校、湖南省懐化
市叙浦県高等専業学校、貴州省貴陽市総合
職業学校、江西省吉安市職業中等専門学校

黒龍江省牡丹江市、吉林省長春市、湖南省懐化市、貴
州省貴陽市、江西省吉安市

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

山東省

63 食糧増産援助 1994/9/16
経済協力貿易部、農業部、
山東省・安徽省農業庁

山東省、安徽省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、
河北省他７省の各人民政府衛生庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省

92 中等職業教育機材整備計画 2001/4/13 2002/3/15

河北省冀州市職業技術教育ｾﾝﾀｰ､河北省青
龍満族職業教育ｾﾝﾀｰ､雲南省西双版納民族
職業教育ｾﾝﾀｰ､瀋陽職工大学付属職業中等
専門学校､山東省五蓮県職業技術教育ｾﾝﾀｰ

河北省冀州市、河北省青龍県、雲南省景洪市、遼寧省
瀋陽市、山東省五蓮県

河南省

44 食糧増産援助 1991/7/26 河南省能牧庁、北京市農業局、福建省農業庁 北京市、河南省、福建省

52 河南省テレビ局機材整備計画 1993/1/19 1994/4/21 河南省テレビ局 河南省鄭州

60 ポリオ撲滅計画 1993/7/30 衛生部 河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北省、江西省

62 ポリオ撲滅計画 1994/7/20 衛生部衛生防疫司司長 河北省、河南省等　６省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、河北省他７省の各人民政府衛生
庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省

69 ポリオ撲滅計画 1995/9/19 衛生部 河北省、山西省、安微省、江西省、河南省、湖北省

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

108 漢江洪水予警報機材整備計画 2003/3/13 2004/3/8 中国水利部長江水利委員会 湖北省、河南省

110 第２次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28 対外貿易経済合作部、商務部

河南省、内蒙古自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職業技
術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学校、
山西省太原市太原市職業教育ｾﾝﾀｰ、四川省達州市達
州市職業高級中学、寧夏回族自治区

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区
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120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

湖北省

35 食糧増産援助 1990/10/18 湖北省農業庁、湖南省農業庁 湖北省、湖南省

42 湖北省北部地区農業水利整備計画 1991/7/1 1993/8/24 湖北省　襄樊市人民政府 湖北省棗揚県石台寺

60 ポリオ撲滅計画 1993/7/30 衛生部 河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北省、江西省

67 ワクチン接種体制整備計画 1995/3/23
中国衛生部、
河北省他７省の各人民政府衛生庁

河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇省、安徽省、湖
北省、江西省

69 ポリオ撲滅計画 1995/9/19 衛生部 河北省、山西省、安微省、江西省、河南省、湖北省

74
四川・湖北・大連救急センター医療機材整
備計画

1997/12/23 1999/3/11
四川省人民医院、同済医科大学付属協和病
院、大連市衛生局

四川省、湖北省、大連市

77 漢江上流水土保持林造成機材整備計画 1998/7/15 1999/11/25 国務院国家林業局湖北省林業庁 湖北省

81 長江堤防補強計画 1999/3/1 2000/1/27 長江水利委員会 湖北省

83 予防接種拡大計画 1999/4/2 2000/3/17

湖南、湖北、江西、安徴、黒龍江、吉林の6省
及び内蒙古の1自治区における県、郷・鎮、村
ﾚﾍﾞﾙの防疫衛生施設。衛生部　国政経済合作
司

江西、湖南、湖北、安徽、黒龍江、内蒙古、吉林

86 食糧増産援助 2000/2/1 2001/2/8
湖南省、湖北省、安徽省、河北省の各農業庁
及び対外経済合作庁

安徽省、河北省、湖北省、湖南省

108 漢江洪水予警報機材整備計画 2003/3/13 2004/3/8 中国水利部長江水利委員会 湖北省、河南省

湖南省

35 食糧増産援助 1990/10/18 湖北省農業庁、湖南省農業庁 湖北省、湖南省

41 湖南武陵大学機材整備計画 1991/7/1 1993/2/19 湖南省　武陵大学 湖南省大庸市

68
少数民族地区中等学校教育機材整備計
画

1995/4/24 1996/2/28 対象４地区人民政府教育局
寧夏回族自治区銀川市、貴州省貴陽市、湖南省、広西
壮族自治区

73 洞庭湖地区農業水利開発計画 1997/11/11 1999/3/7 湖南省げん江市人民政府 湖南省

83 予防接種拡大計画 1999/4/2 2000/3/17

湖南、湖北、江西、安徴、黒龍江、吉林の6省
及び内蒙古の1自治区における県、郷・鎮、村
ﾚﾍﾞﾙの防疫衛生施設。
衛生部　国政経済合作司

江西、湖南、湖北、安徽、黒龍江、内蒙古、吉林

86 食糧増産援助 2000/2/1 2001/2/8
湖南省、湖北省、安徽省、河北省の各農業庁
及び対外経済合作庁

安徽省、河北省、湖北省、湖南省

100 中等専業教育学校機材整備計画 2002/4/18 2003/3/7

商務部、黒龍江省牡丹江職業教育ｾﾝﾀｰ、吉
林省長春市高級職業技術学校、湖南省懐化
市叙浦県高等専業学校、貴州省貴陽市総合
職業学校、江西省吉安市職業中等専門学校

黒龍江省牡丹江市、吉林省長春市、湖南省懐化市、貴
州省貴陽市、江西省吉安市

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

広東省

65
輸出入食品検査研究センター機材
整備計画

1994/11/10 1996/2/26 国家商検局輸出入食品、検査研究センター 北京、武漢、広州

広西壮族自治区

68
少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1995/4/24 1996/2/28 対象４地区人民政府教育局
寧夏回族自治区銀川市、貴州省貴陽市、湖南省、広西
壮族自治区

75 食糧増産援助 1997/12/23
経済合作庁及び農業庁（海南省）対外貿易経
済合作庁及び農業庁（広西壮族自治区）

海南省、広西荘族自治区

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

101 広西天湖貧困区貧困救済計画 2002/6/24 2004/2/10 桂林市全州県人民政府 広西壮族自治区

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

海南省

75 食糧増産援助 1997/12/23
経済合作庁及び農業庁（海南省）対外貿易経
済合作庁及び農業庁（広西壮族自治区）

海南省、広西荘族自治区

76
第２次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1998/3/9 1999/3/29 対象５地区人民政府教育委員会・庁・局 重慶市、雲南省、内蒙古自治区、海南省、甘粛省

重慶市

76
第２次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1998/3/9 1999/3/29 対象５地区人民政府教育委員会・庁・局 重慶市、雲南省、内蒙古自治区、海南省、甘粛省

89 環境情報ネットワーク整備計画 2000/3/29 2001/1/26 国家環境保護総局 重慶市、長春市、大連市

98 重慶母子保健医療機材整備計画 2002/3/4 2003/3/17 重慶市衛生局 重慶市

四川省

27 四川省第二人民病院機材整備計画 1989/4/7 1991/2/1 四川省第二人民病院 四川省成都市

32 食糧増産援助 1990/3/9 貴州省及び四川省の各農業庁 貴州省６県　四川省５市県

74
四川・湖北・大連救急センター医療機材整
備計画

1997/12/23 1999/3/11
四川省人民医院、同済医科大学付属協和病
院、大連市衛生局

四川省、湖北省、大連市

78 最貧困県医療機材整備計画 1998/11/25 2000/7/13
対外貿易経済合作部、四川省広安県人民病
院､儀隴県人民病院､雲南省麻栗坡県人民病
院、金平県人民病院

四川省、雲南省
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87
第４次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

2000/3/2 2001/3/1

ﾁﾍﾞｯﾄ自治区ﾗｻ、四川省甘孜ﾁﾍﾞｯﾄ族自治州
康定県民族、河北省囲場満族ﾓﾝｺﾞﾙ族自治県
民族、　各中学校ﾁﾍﾞｯﾄ自治区日喀則地区高
級中学校

四川省、河北省、チベット

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

110 第２次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28 対外貿易経済合作部、商務部

河南省、内蒙古自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職業技
術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学校、
山西省太原市太原市職業教育ｾﾝﾀｰ、四川省達州市達
州市職業高級中学、寧夏回族自治区

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

貴州省

32 食糧増産援助 1990/3/9 貴州省及び四川省の各農業庁 貴州省６県　四川省５市県

34 貴州省飲料水供給改善計画 1990/7/4 1992/1/29 貴州省愛国衛生運動委員会農村改水項目弁公 貴州省案順地区、同黔南自治州

68 少数民族地区中等学校教育機材整備計画 1995/4/24 1996/2/28 対象４地区人民政府教育局
寧夏回族自治区銀川市、貴州省貴陽市、湖南省、広西
壮族自治区

79 食糧増産援助 1999/3/1 2000/3/6
中央政府：対外貿易経済合作部　　各省：農業
庁・対外経済合作庁

甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西省、黒龍江省

84 貴州省フッ素症対策医療機材整備計画 1999/7/23 2001/3/19 貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府 貴州省

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

100 中等専業教育学校機材整備計画 2002/4/18 2003/3/7

商務部、黒龍江省牡丹江職業教育ｾﾝﾀｰ、吉
林省長春市高級職業技術学校、湖南省懐化
市叙浦県高等専業学校、貴州省貴陽市総合
職業学校、江西省吉安市職業中等専門学校

黒龍江省牡丹江市、吉林省長春市、湖南省懐化市、貴
州省貴陽市、江西省吉安市

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

雲南省

49 食糧増産援助 1992/6/24 江西省農牧漁業庁、雲南省農牧漁業庁 雲南省の禄勧県、武定県；江西省の端金県、遂川県　

76
第２次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1998/3/9 1999/3/29 対象５地区人民政府教育委員会・庁・局 重慶市、雲南省、内蒙古自治区、海南省、甘粛省

78 最貧困県医療機材整備計画 1998/11/25 2000/7/13
対外貿易経済合作部、四川省広安県人民病
院､儀隴県人民病院､雲南省麻栗坡県人民病
院、金平県人民病院

四川省、雲南省

79 食糧増産援助 1999/3/1 2000/3/6
中央政府：対外貿易経済合作部　　各省：農業
庁・対外経済合作庁

甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西省、黒龍江省

92 中等職業教育機材整備計画 2001/4/13 2002/3/15

河北省冀州市職業技術教育ｾﾝﾀｰ､河北省青
龍満族職業教育ｾﾝﾀｰ､雲南省西双版納民族
職業教育ｾﾝﾀｰ､瀋陽職工大学付属職業中等
専門学校､山東省五蓮県職業技術教育ｾﾝﾀｰ

河北省冀州市、河北省青龍県、雲南省景洪市、遼寧省
瀋陽市、山東省五蓮県

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区
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チベット自治区

66
チベット結核病治療センター機材整備計
画

1995/3/23 1996/2/28
チベット自治区衛生庁チベット結核病控制セン
ター

チベット自治区、ラサ地区、那曲地区

87
第４次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

2000/3/2 2001/3/1

ﾁﾍﾞｯﾄ自治区ﾗｻ、四川省甘孜ﾁﾍﾞｯﾄ族自治州
康定県民族、河北省囲場満族ﾓﾝｺﾞﾙ族自治県
民族、　各中学校ﾁﾍﾞｯﾄ自治区日喀則地区高
級中学校

四川省、河北省、チベット

陝西省

57 食糧増産援助 1993/6/17 陜西省農業庁、山西省農業庁 陝西省、山西省

79 食糧増産援助 1999/3/1 2000/3/6
中央政府：対外貿易経済合作部　　各省：農業
庁・対外経済合作庁

甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西省、黒龍江省

93 陜西省人民医院医療機材整備計画 2001/4/13 2002/2/27 陜西省人民医院 陜西省西安市

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

106 大明宮含元殿遺跡保存環境整備計画 2002/11/21 2004/2/18 陜西省国家文物局、西安市文物園林管理局 陜西省西安市

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

114 西安市廃棄物管理改善計画 2003/8/14 2005/3/3 西安市市政管理委員会 陝西省西安市

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

甘粛省

26 食糧増産援助 1988/12/28 河北省、甘粛省 河北省、甘粛省

38
敦煌石窟文化財研究・展示センター建設
計画

1991/1/22 1994/3/10 敦煌研究院 甘粛省敦煌市莫高窟

46
敦煌石窟文化財研究・展示センター建設
計画

1991/7/1 1994/3/10 敦煌研究院 甘粛省敦煌市莫高窟

76
第２次少数民族地区中等学校教育機材
整備計画

1998/3/9 1999/3/29 対象５地区人民政府教育委員会・庁・局 重慶市、雲南省、内蒙古自治区、海南省、甘粛省

79 食糧増産援助 1999/3/1 2000/3/6
中央政府：対外貿易経済合作部　　各省：農業
庁・対外経済合作庁

甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西省、黒龍江省

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

110 第２次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28 対外貿易経済合作部、商務部

河南省、内蒙古自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職業技
術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学校、
山西省太原市太原市職業教育ｾﾝﾀｰ、四川省達州市達
州市職業高級中学、寧夏回族自治区

青海省

16 食糧増産援助 1986/12/23 農牧漁業部 青海省、内蒙古自治区

88
青海省果洛チベット族自治州家畜越冬保
護資材・機材支援計画

2000/3/2 2001/3/30 青海省果洛チベット族自治州人民政府 青海省

94 貧困地域結核抑制計画 2001/4/13 2002/3/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西自治区

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

103 第２次貧困地域結核抑制計画 2002/9/6 2003/11/21 衛生部　疾病抑制司
内蒙自治区、山西省、安徽省、江西省、広西壮族自治
区、河南省、四川省、雲南省、貴州省、陜西省、青海
省、西蔵自治区

109 内陸部救急医療センター機材整備計画 2003/4/18 2004/5/25

10救急医療ｾﾝﾀｰ：吉林省長春市､安微省合肥
市､江西省南昌市､湖南省長沙市､陜西省西安
市､雲南省昆明市､貴州省貴陽市､甘粛省敦煌
市､甘粛省蘭州市､青海省西寧市；商務部

吉林省､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省､甘粛
省､雲南省､青海省

110 第２次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28 対外貿易経済合作部、商務部

河南省、内蒙古自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職業技
術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学校、
山西省太原市太原市職業教育ｾﾝﾀｰ、四川省達州市達
州市職業高級中学、寧夏回族自治区

112 第３次貧困地域結核抑制計画 2003/8/14 2004/12/31 衛生部　疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陜
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区

120 第４次貧困地域結核抑制計画 2004/7/6 2006/2/8 衛生部疾病抑制司
四川省、青海省、河南省、内蒙古自治区、江西省、陝
西省、安徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮族自
治区、西蔵自治区
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No. 案件名 E/N署名日 案件完了日 中国側ＣＰ機関 協力実施地

寧夏回族自治区

5 食糧増産援助 1985/1/16 農業機械公司 遼寧省、寧夏回族自治区

30 寧夏看護学校機材整備計画 1989/12/5 1990/10/13 寧夏回族自治区 寧夏回族自治区

31 寧夏青少年科学技術教育改善計画 1989/12/5 1991/3/6 寧夏回族自治区 寧夏回族自治区銀川市

68
少数民族地区中等学校教育機材整備計
画

1995/4/24 1996/2/28 対象４地区人民政府教育局
寧夏回族自治区銀川市、貴州省貴陽市、湖南省、広西
壮族自治区

82
寧夏回族自治区人民病院医療機材整備
計画

1999/7/23 2000/3/31 寧夏回族自治区人民病院 寧夏回族自治区銀川市

91 黄河中流域保全林造成計画 2000/12/21 寧夏回族自治区寧夏林業庁国家林業局 寧夏回族自治区

95 黄河中流域保全林造成計画 2001/6/15 2003/1/31 寧夏回族自治区林業庁 寧夏回族自治区

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

102 黄河中流域保全林造成計画 2002/9/6 2004/1/21 寧夏回族自治区林業庁、国家林業局 寧夏回族自治区

110 第２次中等専業教育学校機材整備計画 2003/4/18 2004/2/28 対外貿易経済合作部、商務部

河南省、内蒙古自治区、甘粛省蘭州市蘭州市職業技
術学校、青海省西寧市西寧市新世紀中等職業学校、
山西省太原市太原市職業教育ｾﾝﾀｰ、四川省達州市達
州市職業高級中学、寧夏回族自治区

113 黄河中流域保全林造成計画 2003/8/14 2004/12/2
寧夏回族自治区林業庁、国家林業局国際合
作司

寧夏回族自治区

新疆ウイグル自治区

6 食糧増産援助 1985/10/15 農牧漁業部 黒龍江省、新彊ウイグル自治区

21
ウルムチ市水磨溝温泉療養院機材整備
計画

1988/3/29 1989/3/21
新彊ウイグル自治区、水磨溝温泉療養院籌建
処

新彊ウイグル自治区

24 ホータン市児童福祉教育センター建設計画 1988/9/12 1990/3/15 ホータン市 新彊ウイグル自治区ホータン市

48 新彊放送局機材整備計画 1992/4/16 1993/3/1 新彊電視台 新彊ウイグル自治区ウルムチ市

99 西部七省・自治区感染症予防推進計画 2002/4/18 2003/3/13
中国衛生部疾病控制（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）司免疫規画管
理処

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、寧夏回族自治
区銀川市、甘粛省蘭州市、新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区烏魯木斉
市、青海省西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

119 新疆ウイグル自治区医療水準向上計画 2004/7/6 2005/12/4 新疆ウイグル自治区衛生庁 新疆ウイグル自治区

広域

71 病原体検査機材整備計画 1997/6/24
衛生部衛生防疫司　及び各省の衛生庁・衛生
防疫センター

全国３１ヶ所

96 第２次環境情報ネットワーク整備計画 2001/6/15 2002/4/24 国家環境保護総局計画財務司 89都市

105 人材育成奨学計画 2002/9/6 2004/3/31 対外貿易経済合作部 全国

111 人材育成奨学計画 2003/6/24 2004/7/31 商務部 全国

116 人材育成奨学計画 2004/1/8 2005/3/31 商務部 全国

117 人材育成奨学計画 2004/5/27 2008/3/31 商務部 全国

118 人材育成奨学計画 2004/5/27 2005/3/31 商務部 全国

124 人材育成奨学計画 2005/6/6 2009/3/31 商務部 全国

125 人材育成奨学計画 2005/6/6 2006/3/31 商務部 全国

127 人材育成奨学計画 2006/6/8 2010/3/31 商務部 全国

128 人材育成奨学計画 2006/6/8 2007/3/31 商務部 全国

130
酸性雨及び黄砂モニタリング・ネットワー
ク整備計画

2006/12/20 2008/3/11 国家環境保護総局、中国環境観測総站 全国（計34サイト）

131 人材育成奨学計画 2007/5/28 2011/3/31 商務部 全国

132 人材育成奨学計画 2008/5/7 2012/3/31 商務部 全国

133 人材育成奨学計画 2009/6/4 2013/3/31 商務部 全国

134 人材育成奨学計画 2010/8/25 2014/3/31 商務部 全国

135 人材育成奨学計画 2011/8/12 2015/3/31 商務部 全国
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新彊ウイグル自治区

チベット自治区

青海省

四川省

雲南省

重慶市

貴州省

広西壮族自治区

海南省

広東省

福建省

江西省湖南省

湖北省

陝西省

甘粛省

寧夏回族自治区

内蒙古自治区

山西省

河南省

山東省

安徽省

江蘇省

浙江省

上海市

河北省

天津市

北京市

遼寧省

吉林省

黒龍江省

台湾
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No. 事業形態 案件名 日本側実施機関 中国側実施機関 協力期間

北京市

152 草の根技協(支援型)　 中国・視覚障害者音声情報提供技術指導事業 社会福祉法人　日本点字図書館 北京紅丹丹教育文化交流中心 2009~2010

186 草の根技協(支援型)
地域密着型自然学校づくりのための人材育成およびネットワーク
形成プロジェクト

特定非営利活動促進法人　日本エコ
ツーリズムセンター

北京市、上海市、四川省、雲
南省等

2012~2015

天津市

39 草の根技協(地域提案型)　 中国からの医療研修員受入事業(研修員受入) 神戸市 天津市  2002
河北省

151 草の根技協(支援型)　 河北省における自閉症児教育教員養成支援プロジェクト 岐阜日中美谷福祉協会 河北省秦皇島市特殊学校 2010~2013

171 草の根技協(地域提案型)　 生活習慣病予防対策における保健指導及び教育普及の技術支援
公益財団法人愛知県健康づくり振興
事業団

河北省石家荘市 2011~2014

山西省

37 草の根技協(地域提案型)　 炭鉱及び地域の救急医療(研修員受入) 大牟田市立総合病院 山西省大同市 2002

47 草の根技協(地域提案型)　
中国「山西省アルカリ土壌改良」フォローアップ事業  (専門家派
遣、研修員受入)

埼玉県
山西省科学技術庁土壌肥料
研究所

2003

73 草の根技協(地域提案型)　
大同市公害対策リーダー育成・技術指導計画（専門家派遣、研修
員受入）

福岡県大牟田市 山西省大同市 2004

81 草の根技協(地域提案型)　
中国「山西省アルカリ土壌改良」フォローアップ事業(専門家派遣、
研修員受入)

埼玉県
山西省科学技術庁土壌肥料
研究所

2004

84 草の根技協(パートナー型) 黄土高原における森林再生事業（専門家派遣、研修員受入）
特定非営利活動法人　緑の地球ネッ
トワーク

山西省大同市総工会 2005~2007

97 草の根技協(地域提案型)　 大同市環境改善リーダー育成・技術指導計画 福岡県大牟田市 山西省大同市 2005~2007

126 草の根技協(パートナー型) 太行山地区における多様性のある森林再生事業
特定非営利活動法人　緑の地球ネッ
トワーク

山西省大同市総工会 2007~2009

132 草の根技協(地域提案型)　 大同市資源循環型社会構築支援モデル事業 福岡県大牟田市
山西省大同市環境監測ステー
ション

2008~2010

165 草の根技協(包括型) 環境保全と農村生活向上のための循環型農林業の追及 緑の地球ネットワーク 大同市総工会　大同事務所 2010~2011

167
草の根技協(パートナーフォ
ローアップ型)

太行山地区における多様性のある森林再生事業
認定特定非営利活動法人緑の地球
ネットワーク

山西省大同市 2011~2013

172 草の根技協(地域提案型)　 大同市における資源循環型環境教育 福岡県大牟田市 山西省大同市 2011~2014
173 草の根技協(地域提案型)　 山西省環境技術支援事業 埼玉県環境科学国際センター 山西省 2011~2014
内蒙古自治区

10 草の根技協(地域提案型)　 砒素汚染対策指導者養成セミナー(研修員受入) アジア砒素ネットワーク（宮崎） 内蒙古フフホト市 2001

108 草の根技協(支援型)
内蒙古自治区阿拉善盟における砂漠化防止のための種子採種事
業の確立と環境教育のモデル事業

特定非営利活動法人　世界の砂漠を
緑で包む会

阿拉善盟黄河文化経済発展
研究会

2005~2006
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109 草の根技協(支援型)
内蒙古東部地域における環境教育普及事業及びワーキング・エコ
・ツアーの基盤整備事業

内蒙古自治区科学技術協力会、緑
之行（日中韓環境教育ネットワーク)

日中韓環境教育協力会 2005~2007

127 草の根技協(パートナー型)
中国・内蒙古自治区自治区アラシャン盟における包括的貧困遊牧民
の生活支援と地域住民の環境教育を通じた砂漠化防止事業

特定非営利活動法人　世界の砂漠を
緑で包む会

アラシャン盟黄河文化経済発
展研究会

2007~2009

139 草の根技協(支援型)　
内蒙古自治区ドキトラ村における作物残渣利用の有機肥料生産に
よる農村の持続的生産環境づくり

NPO　日中蒙農業交流協会
内蒙古自治区ドキトラ鎮ウラン
ナオ村七社、ドキトラ鎮青年農
民連絡会

2008~2011

164 草の根技協(包括型)
中国内蒙古自治区アラシャン盟における生態環境保全及び持続
可能な発展のための農牧民研修と社会参加促進事業

世界の砂漠を緑で包む会
アラシャン盟生態文明建設与
黄河文化経済促進会

2010~2011

168
草の根技協(パートナーフォ
ローアップ型)

中国･内蒙古自治区アラシャン左旗における農牧民潅木植栽専業
合作社の支援事業

NPO法人　世界の砂漠を緑で包む会 内蒙古自治区 2011~2013

遼寧省

1 草の根技協(地域提案型)　 建設技術(研修員受入) 札幌市建設局、下水道局など 遼寧省瀋陽市 2000

2 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業開発(研修員受入)
帯広市役所，帯広市農業技術センタ
ーなど

遼寧省朝陽市 2000

3 草の根技協(地域提案型)　 大連市環境モニタリングシステム（管理者養成）(研修員受入) （財）北九州国際技術協力協会 遼寧省大連市 2000
6 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省水質汚濁分析（研修員受入） （財）環日本海環境協力センター 遼寧省瀋陽市 2000

7 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業の土地改良による土地生産向上計画(専門家派遣) 帯広市役所、帯広市農業技術センター
遼寧省朝陽市科学技術委員
会（凌源市農業技術普及セン
ター）

2000

9 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省遼河汚濁原因解明調査(専門家派遣) （財）環日本海環境協力センター 遼寧省環境監測センター 2000
13 草の根技協(地域提案型)　 建設技術(研修員受入) 札幌市建設局 遼寧省瀋陽市 2001
14 草の根技協(地域提案型)　 農業一般（果樹栽培）(研修員受入) 富山県農業技術センター 遼寧省 2001
16 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画(研修員受入、専門家派遣) 帯広市農務局 遼寧省朝陽市 2001
19 草の根技協(地域提案型)　 遼河水質汚濁分析(研修員受入、専門家派遣) 富山県環境科学センターなど 遼寧省瀋陽市 2001
22 草の根技協(地域提案型)　 漏水防止による水源開発(専門家派遣) 北九州市 遼寧省大連市水道公社 2001
23 草の根技協(地域提案型)　 クリーナープロダクション導入のための人材育成(専門家派遣) 北九州市 遼寧省大連市環境保護局 2001
24 草の根技協(地域提案型)　 瀋陽市消防行政(研修員受入) 札幌市消防局など 遼寧省瀋陽市 2002
25 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画(研修員受入、専門家派遣) 帯広市役所，JA帯広など 遼寧省朝陽市 2002
29 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術者受入事業(研修員受入、専門家派遣) 舞鶴市水道部 遼寧省大連市 2002

33 草の根技協(地域提案型)　
大連市のクリーナープロダクション導入に対する人材育成(研修員
受入、専門家派遣)

（財）北九州市国際技術協力協会 遼寧省大連市 2002

36 草の根技協(地域提案型)　
遼寧省遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査(研修員受入、専
門家派遣)

（財）環日本海環境協力センター 遼寧省瀋陽市 2002

38 草の根技協(地域提案型)　
環境ホルモン等化学物質の微量分析技術の習得 （分析化学）(研
修員受入、専門家派遣)

岩手県環境保健研究センター 遼寧省瀋陽市 2002

41 草の根技協(地域提案型)　 漏水防止による第二水源開発(専門家派遣) 北九州市水道局
遼寧省大連市水道公社（大連
市自来水集団有限公司）

2002

43 草の根技協(地域提案型)　 消防行政(研修員受入) 札幌消防局 遼寧省瀋陽市消防局 2003
44 草の根技協(地域提案型)　 建設技術(研修員受入) 札幌市消防局 遼寧省瀋陽市建設管理局 2003

48 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術者受入事業(研修員受入) 舞鶴市水道部
遼寧省大連市水道公社（大連
市自来水集団有限公司）

2003

49 草の根技協(地域提案型)　
大連市のクリーナープロダクション導入に対する人材育成(研修員
受入)

（財）北九州市国際技術協力協会 遼寧省大連市環境保護局 2003

50 草の根技協(地域提案型)　
環境ホルモン等化学物質の微量分析技術の習得(専門家派遣、研
修員受入)

岩手県環境保健研究センター 遼寧省瀋陽市中国医科大学 2003

52 草の根技協(地域提案型)　 遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査(専門家派遣、研修員受入) （財）環日本海環境協力センター 遼寧省環境監測センター 2003

53 草の根技協(地域提案型)　 朝陽農業振興計画(専門家派遣、研修員受入) 
帯広市、帯広市中国朝陽市農業交
流協議会

遼寧省朝陽市科学技術局 2003

55 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術協力事業(専門家派遣) 北九州市水道局 大連市水道公社 2003

61 草の根技協(パートナー型)
低所得農民層の失明実態究明と対策のための人材育成（専門家
派遣、研修員受入）

金沢医科大学 中国医科大学 2003~2005

63 草の根技協(地域提案型)　 消防行政（研修員受入） 札幌市消防局 瀋陽市消防局 2004

64 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画（専門家派遣、研修員受入） 北海道帯広市
遼寧省朝陽市人民政府農業経
済発展局，建平県農業局，建
平県農業技術普及センター

2004

68 草の根技協(地域提案型)　 大連市水道技術研修団受入事業（研修員受入） 舞鶴市水道部
大連市水道公社（大連市自来
水集団有限公司）

2004

71 草の根技協(地域提案型)　
大連市のクリーナープロダクション（CP）導入に対する人材育成
（研修員受入）

（財）北九州市国際技術協力協会 大連市環境保護局 2004

75 草の根技協(地域提案型)　
環境ホルモン等化学物質の微量分析技術（専門家派遣、研修員
受入）

岩手県環境保健研究センター 中国医科大学 2004

76 草の根技協(地域提案型)　 遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査（専門家派遣、研修員受入）
富山県、（財）環日本海環境協力セン
ター

遼寧省環境監測センター 2004

89 草の根技協(地域提案型)　 大連市簡易水道技術普及事業
京都・舞鶴立命館地域創造機構
（MIREC）

大連市人民政府水務局 2005~2006

90 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省の遼東湾・渤海沿岸域の水質改善共同調査
富山県、(財)環日本海環境協力セン
ター

遼寧省環境監測センター 2005~2007

91 草の根技協(地域提案型)　 消防行政 札幌市消防局 遼寧省瀋陽市消防局 2005

95 草の根技協(地域提案型)　 朝陽市農業振興計画
北海道帯広市市中国朝陽市農業交
流協議会

遼寧省朝陽市人民政府農業
経済発展局

2005

106 草の根技協(地域提案型)　 水道技術「安全、安定給水の向上」 北九州市水道局
大連市水道公社（大連市自来
水集団有限公司）

2005~2007

110 草の根技協(地域提案型)　 消防行政 札幌市消防局消防学校 遼寧省瀋陽市消防局 2006

111 草の根技協(地域提案型)　 道路維持管理 札幌市建設局 瀋陽市都市建設管理局 2006~2008

112 草の根技協(地域提案型)　 農村女性による住民参加型健康推進プロジェクト 北海道帯広市 朝陽市科学技術局 2006~2008

124 草の根技協(地域提案型)　 海洋環境の保全や環境に配慮した増養殖に関する技術の研修 大連水産学院 遼寧省大連市 2007~2009

130 草の根技協(地域提案型)　 大連市障害者職業技能訓練センターによる就労開発事業の強化
社会福祉法人　北九州手をつなぐ育
成会

大連市障害者連合会 2008

131 草の根技協(地域提案型)　 中国国内技術協力のための大連水道人材育成 北九州水道局 大連市自来水集団有限公司 2008
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134 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省との黄砂に関する共同調査研究 島根県 遼寧省環境監測センター 2008~2010

146 草の根技協(地域提案型)　
十二徳堡郷における住民の健康向上のための女性リーダー育成
プロジェクト

十勝インターナショナル協会 遼寧省朝陽市科学技術局 2009~2011

166 草の根技協(支援型) 大連市周辺都市への水道人材育成技術協力事業 財団法人　北九州上下水道協会 大連自來水公司 2010~2012
170 草の根技協(地域提案型)　 公衆衛生分野における人材育成事業 神奈川県 遼寧省 2012~2015

181 草の根技協(地域提案型)　 遼寧省との自動車排気ガス対策協力事業
富山県、 
財団法人環日本海環境協力センター

遼寧省 2012~2014

190
草の根技協

（地域経済活性化特別枠）
遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）対策協力事業

富山県（公財）環日本海
環境協力センター  

遼寧省大気汚染防治
管理センター

2015~2017

194
草の根技協

(地域活性化特別枠)　
遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）削減技術普及のための協力
事業

富山県、（公財）環日本海環境協力セ
ンター

遼寧省（環境保護庁、大気汚染
防止コントロールセンター） 
大連市（環境監測実験センター）

2018-2021

吉林省

21 草の根技協(地域提案型)　 環境対策(専門家派遣) 宮城県 吉林省人民政府 2001

42 草の根技協(地域提案型)　 吉林省環境技術研修員フォローアップ事業(専門家派遣) 宮城県
吉林省人民政府外事弁公室
亜州処

2002

51 草の根技協(地域提案型)　
長春における前立腺がん早期発見の効率化と標準的治療システ
ムの構築  (専門家派遣、研修員受入)

宮城県立がんセンター
吉林大学前立腺疾病防治セン
ター、吉林省腫瘍防治研究弁
公室

2003

60 草の根技協(地域提案型)　 地下水利用の適正化計画策定に関する技術協力（専門家派遣） 宮城県 吉林省環境保護研究院 2003

74 草の根技協(地域提案型)　
前立腺がんに関する基礎的臨床的研究プラットフォーム構築（専
門家派遣、研修員受入）

宮城県立がんセンター
吉林大学前立腺疾病防治セン
ター、吉林省腫瘍防治研究弁
公室

2004

80 草の根技協(地域提案型)　
地下水利用の適正化計画策定に関する技術協力（専門家派遣、
研修員受入）

宮城県 吉林省環境保護研究院 2004

86 草の根技協(支援型)
知的障害児教育施設（特殊学級）の設立支援（専門家派遣、研修
員受入）

NPO九州アジア記者クラブ 長春大学 2004~2006

93 草の根技協(地域提案型)　
長春における前立腺がん早期発見の効率化と標準がん治療シス
テムの構築

宮城県立がんセンター
吉林大学前立腺疾病防治セン
ター

2005

100 草の根技協(地域提案型)　 地下水利用の適正化計画策定手法に関する技術協力 宮城県 吉林省環境保護研究院 2005
104 草の根技協(地域提案型)　 住民参加型灌漑管理支援事業 宮城県産業経済部 吉林省水利庁 2005~2007
125 草の根技協(地域提案型)　 畜産公害対策及び畜産事業場環境調査に係る技術協力事業 宮城県 吉林省環境保護局 2007~2008
133 草の根技協(地域提案型)　 吉林省参加型灌漑管理組織強化プロジェクト 宮城県農林水産部 中国吉林省水利庁 2008~2010
黒龍江省

27 草の根技協(地域提案型)　
黒龍江省ハルビン市医療技術協力事業
(研修員受入、専門家派遣)

新潟県，新潟県立がんセンター新潟
病院他

黒龍江省ハルビン市 2002

28 草の根技協(地域提案型)　
黒龍江省寒冷地等舗装技術協力事業
(研修員受入、専門家派遣)

新潟県及び新潟県立対外科学技術
交流協会 

黒龍江省ハルビン市 2002

45 草の根技協(地域提案型)　
新潟県・黒龍江省寒冷地等舗装技術協力事業
(専門家派遣、研修員受入)

新潟県土木部、新潟県立対外科学
技術交流協会他

黒龍江省交通庁、黒龍江省交
通科学研究所

2003

46 草の根技協(地域提案型)　
新潟・黒竜江・ハルビン医療技術協力事業
(専門家派遣、研修員受入)

新潟県立がんセンター新潟病院、新
潟市民病院他

黒龍江省医院、ハルビン市第
一医院、ハルビン医科大学

2003

62 草の根技協(地域提案型)　
寒冷地における高齢者等対応建築改善計画
（専門家派遣、研修員受入）

旭川市
哈爾濱市人民政府外事僑務
弁公室亜州処

2004

66 草の根技協(地域提案型)　
新潟・黒龍江・ハルビン医療技術協力事業
（専門家派遣、研修員受入）

新潟県立がんセンター新潟病院、新
潟市民病院、新潟大学医学部

黒龍江省医院、ハルビン市第
一医院、ハルビン医科大学

2004

78 草の根技協(地域提案型)　
新潟県・黒龍江省寒冷地等舗装技術協力事業
（専門家派遣、研修員受入）

新潟県土木部、新潟県立対外科学
技術交流協会他

黒龍江省交通庁、黒龍江省交
通科学研究所

2004

87 草の根技協(地域提案型)　 新潟・黒龍江・ハルビン市血液疾患者治療、診断技術協力事業

新潟県立がんセンター新潟病院、新
潟市民病院、新潟大学医学部、NPO
法人新潟県対外科学技術交流協
会、新潟大学

黒龍江省医院、ハルビン市第
一医院血液腫瘤研究所、ハル
ビン医科大学附属第一医院

2005~2007

88 草の根技協(地域提案型)　 新潟県・黒龍江省県郷道路建設計画術協力事業

新潟県・黒龍江省県郷道路建設計画
術協力推進業議会（新潟県）、新潟
県建設技術センター、NPO新潟県対
外科学技術交流協会

黒龍江省交通庁、黒龍江省交
通科学研究所

2005~2007

94 草の根技協(地域提案型)　 寒冷地における高齢者等対応建築改善計画 北海道旭川市国際交流委員会
黒龍江省ハルビン市人民政府
外事僑務弁公室

2005~2006

107 草の根技協(地域提案型)　 新潟県・黒龍江省嫩江流域荒漠化地区生態林建設技術協力事業
新潟県・NPO法人新潟県日中友好
協会・NPO法人新潟県対外科学技
術交流協会・新潟大学

黒龍江省林業庁 2005~2007

118 草の根技協(地域提案型)　 松花江における農業の水質検査システム構築支援事業 山形県役所 黒龍江省環境保護局 2006~2008

119 草の根技協(地域提案型)　 寒冷地における省エネ対応住宅改善計画 北海道旭川市国際交流委員会
黒龍江省ハルビン市外事僑務
弁公室

2007~2009

128 草の根技協(地域提案型)　 新潟県黒龍江省橋梁維持管理計画技術協力事業

新潟県黒龍江省橋梁維持管理計画
技術協力推進協議会（財）新潟県建
設技術センター、NPO新潟県対外科
学技術交流協会

黒龍江省交通庁 2008~2010

140 草の根技協(地域提案型)　 残留農薬分析技術の普及による松花江の環境保全支援事業 山形県環境科学研究センター 黒龍江省環境保護庁 2009~2011

143 草の根技協(地域提案型)　
黒龍江省順利村モデル地区資源循環型農村環境構築技術協力
事業

新潟県農業総合研究所、新潟大学
農学部、NPO法人新潟県日中友好
協会

黒龍江省順利村モデル地区
資源循環型農村環境構築技
術協力事業推進協議会

2009~2011

180 草の根技協(地域提案型)　
有害大気汚染物質モニタリング技術の普及による黒龍江省の大気
環境保全支援事業

山形県 黒龍江省 2013~2015

183 草の根技協(地域提案型)　 黒龍江省林甸県荒漠地対策事業
新潟県・林甸県土壌改良技術協力推
進協議会

黒龍江省 2012~2015

189 草の根技協(支援型) 黒竜江省ハルビン市における医療教育プロジェクト 一般社団法人アジアがんフォーラム 黒竜江省ハルビン市紅旗医院 2014~2017

191
草の根技協 

(地域活性化特別枠)　
土壌汚染物質分析技術の確立による黒龍江省の土壌環境保全支
援事業

山形県インバウンド・国際交流推進
課国際交流室、山形県環境科学研
究センター

黒龍江省環境保護庁、黒龍江
省環境監測センター

2016~2019
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193
草の根技協 

(地域活性化特別枠)　
黒竜江省綏化市食の安全と環境対策事業 NPO法人新潟県日中友好協会 東北農業大学 2016~2019

上海市

83 草の根技協(パートナー型) 岡山―上海高齢者介護教員養成センター 社会福祉法人　旭川荘 上海市赤十字会 2005~2007

135 草の根技協(地域提案型) 上海ESCO・省エネ技術移転のための人材育成事業
大阪府、財団法人太平洋人材交流セ
ンター（PREX）

上海市人民政府 2009~2010

159 草の根技協(地域提案型) 上海市における環境教育推進事業 北九州市環境局 上海市環境保護局 2010~2011

174 草の根技協(地域提案型)　 上海市省エネ指導者育成事業 公益財団法人太平洋人材交流センター 上海市 2011~2013
177 草の根技協(パートナー型) 上海医療福祉関係人材養成事業 社会福祉法人旭川荘 上海市 2011~2014

186 草の根技協(支援型)
地域密着型自然学校づくりのための人材育成およびネットワーク
形成プロジェクト

特定非営利活動促進法人　日本エコ
ツーリズムセンター

北京市、上海市、四川省、雲
南省等

2012~2015

江蘇省

4 草の根技協(地域提案型)　 病虫害防除・土壌肥料(研修員受入、専門家派遣) 石川県農業総合研究センター 江蘇省 2000
5 草の根技協(地域提案型)　 水質分析（太湖流域）(研修員受入) 石川県保健環境センター 江蘇省無錫市 2000
15 草の根技協(地域提案型)　 病害虫防除･土壌肥料（研修員受入） 石川県農業総合研究センター 江蘇省 2001
17 草の根技協(地域提案型)　 環境保全対策（水質分析）(研修員受入) 石川県環境保健センター 江蘇省無錫市 2001

30 草の根技協(地域提案型)　
上海・長江交易促進プロジェクトに係るIT技術者交流制度の構築
(研修員受入)

神戸市 江蘇省南京市 2002

35 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省太湖水質分析(研修員受入) 石川県保健環境センター 江蘇省無錫市 2002

59 草の根技協(地域提案型)　 太湖流域の水環境修復プロジェクト（研修員受入） 石川県保健環境センター 江蘇省無錫市環境保護局 2003

79 草の根技協(地域提案型)　 アジアにおける環境教育（専門家派遣、研修員受入）
アジア太平洋都市間ネットワーク（横
浜市）

南京市（アジア太平洋都市間
ネットワークの会員市の一つ）

2004

82 草の根技協(地域提案型)　 太湖流域の水環境修復プロジェクト(専門家派遣、研修員受入) 石川県保健環境センター 江蘇省無錫市環境保護局 2004

85 草の根技協(支援型)
浙江省、江蘇省における労働組合主導の中小企業労働安全衛生
改善活動 （専門家派遣）

国際労働財団 中華全国総工会 2004~2006

99 草の根技協(地域提案型)　 アジア都市における総合環境教育
アジア太平洋都市間ネットワーク（横
浜市）

南京市（アジア太平洋都市間ネ
ットワークの会員市のひとつ）

2005~2006

116 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省北部水環境修復支援事業
石川県環境安全部、石川県保健環
境センター

江蘇省環境保護庁 2006~2008

144 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省大気環境改善支援事業 石川県保健環境センター
江蘇省環境保護庁、江蘇省
環境経済技術国際合作センタ
ー、江蘇省環境監視センター

2009~2011

154 草の根技協(地域提案型)　
金壇市における環境教育に基づく豚糞尿液肥利用の耕畜連携支
援プロジェクト

福岡県築上町 江蘇省金壇市人民政府 2010~2012

182 草の根技協(地域提案型)　 江蘇省土壌汚染対策技術支援事業 石川県 江蘇省 2012~2015
浙江省

85 草の根技協(支援型)
浙江省、江蘇省における労働組合主導の中小企業労働安全衛生
改善活動 （専門家派遣）

国際労働財団 中華全国総工会 2004~2006

155 草の根技協(地域提案型)
淅江省庵東鎮における環境教育・環境創造型農業の普及事業：コ
ウノトリが結ぶ環境協力

NPO法人食と農の研究所
浙江省寧波市慈渓市庵東鎮
人民政府

2010~2012

安徽省

58 草の根技協(地域提案型)　 中国からの国際経済交流研修員受入事業（研修員受入） 神戸市 安徽省発展改革委員会 2003
77 草の根技協(地域提案型)　 高知県・安徽省友好の森整備プロジェクト（研修員受入） 高知県 安徽省林業庁 2004
98 草の根技協(地域提案型)　 高知県・安徽省友好の森整備プロジェクト 高知県 安徽省林業庁 2005~2006
117 草の根技協(地域提案型)　 安徽省農村部での健康教育推進事業 高知県 安徽省衛生庁 2006~2008
121 草の根技協(地域提案型) 安徽省山間地域森林整備のための技術推進協力事業 高知県 安徽省林業庁 2007~2009
176 草の根技協(地域提案型)　 安徽省における森林の路網整備に関する技術交流事業 高知県 安徽省 2011~2013
江西省

113 草の根技協(地域提案型)　 高齢者介護支援技術研修 岐阜県立寿楽苑 江西省人民政府 2006~2008
149 草の根技協(パートナー型) 江西省高齢者介護教員養成事業 社会福祉法人　旭川荘 江西省紅十字会 2009~2011
山東省

31 草の根技協(地域提案型)　 威海市都市環境保全行政(研修員受入)
宇部市、宇部環境国際協力協会、
KITA

山東省威海市 2002

54 草の根技協(地域提案型)　
中国山東省における廃棄物埋立場の現状と改善に係る調査(専門
家派遣)

福岡大学、福岡市環境局/
山東省建設庁、潍坊市環境衛
生局 

2003

56 草の根技協(地域提案型)　 下水道計画、設計、維持管理の技術協力（専門家派遣、研修員受入) 福岡市下水道局 山東省建設庁 2003

57 草の根技協(地域提案型)　 都市環境保全行政（研修員受入）
宇部市、宇部環境国際協力協会、
KITA等

威海市環境保護局 2003

69 草の根技協(地域提案型)　 看護技術者養成計画（研修員受入） 和歌山県 山東省人民政府外事弁公室 2004

70 草の根技協(地域提案型)　 都市環境保全行政（研修員受入）
宇部市、宇部環境国際協力協会、
KITA等

威海市環境保護局 2004

72 草の根技協(地域提案型)　
下水道計画、設計、維持管理の技術協力（専門家派遣、研修員受
入）

福岡市下水道局 山東省建設庁 2004

92 草の根技協(地域提案型)　 下水道計画、設計、維持管理の技術協力 福岡市下水道局 山東省建設庁 2005
103 草の根技協(地域提案型)　 威海市個別研修「環境保全パートナシップコース」 宇部環境国際協力協会 威海市環境保護局 2005~2007

153 草の根技協(地域提案型)　 中国山東省のための環境保全協力事業 和歌山県
山東省人民政府・山東省内地
方自治体・環境関連取組事業

2010~2012

175 草の根技協(地域提案型)　 中国山東省のための環境保全協力事業Ⅱ 和歌山県 山東省 2011~2014
河南省

101 草の根技協(地域提案型)　 地域資源を活かした協働による環境教育 三重県環境森林部 河南省環境保護局 2005~2007
129 草の根技協(地域提案型)　 市民の環境意識向上を目指す環境教育 三重県環境森林部 河南省環境保護局 2008~2010

137 草の根技協(パートナー型) 河南省駐馬店市の貧困村における自立支援プロジェクト
株式会社アジア環境研究所　環境共
生型の貧困村自立支援室

河南省慈善総会 2008~2010

178
草の根技協(パートナーフォ
ローアップ型)

河南省駐馬店市の貧困村における自立支援プロジェクト アジア環境研究所 河南省駐馬店市 2011~2013

湖北省

142 草の根技協(地域提案型)　 都市型近代農業及び農業政策アクションプラン策定支援事業  大分市
武漢市農業局、武漢市社会科
学院新農村研究センター

2009~2011



66

No. 事業形態 案件名 日本側実施機関 中国側実施機関 協力期間

169 草の根技協(支援型)
中国南水北調輸水路流域の水保全にむけた水供給域（丹江口・武
漢）における環境教育パッケージ教材の共同開発と環境人材育成

学校法人五島育英会 東京都市大学 
環境情報学部

湖北省 2011~2014

湖南省

188
草の根技協

（地域経済活性化特別枠）
中国湖南省における都市汚水処理場運転管理技術と住民の環境
意識の向上のためのプロジェクト

滋賀県、淡海環境保全財団 湖南省人民政府 2013~2016

192
草の根技協 

(地域活性化特別枠)　
湖南省洞庭湖流域農村水環境改善プロジェクト

滋賀県琵琶湖環境部下水道課、
淡海環境保全財団

湖南省科技庁水資源研究・利
用協力センター

2016~2019

広東省

67 草の根技協(地域提案型)　 ウンカ等飛来性害虫の発生予察技術の習得支援（専門家派遣） 兵庫県立農林水産技術総合センター 広東省農業庁 2004
96 草の根技協(地域提案型)　 ウンカ等飛来性害虫の発生予察技術の習得支援 兵庫県立農林水産技術総合センター 広東省農業庁 2005~2007
114 草の根技協(地域提案型)　 日中療育技術交流事業 鳥取県立総合療育センター 順徳市婦幼保健院 2006~2008

120 草の根技協(地域提案型) 資源循環社会における中国の都市環境整備システムの構築
兵庫県、財団法人太平洋人材交流セ
ンター（PREX）

広東省生産力促進センター 2007~2009

147 草の根技協(地域提案型) 広州市における衛生検査技術及び保健情報の活用能力の向上 福岡県保健環境研究所
広州市疾病予防コントロール
センター（CDC）

2009~2011

156 草の根技協(地域提案型) 地域に根ざした院内感染対策活動推進プロジェクト
地方独立行政法人神戸市民病院機構
神戸市立医療センター中央市民病院

広州医学院第一附属医院 2010~2012

184 草の根技協(地域提案型)　 中国広東省における食の安全安心と食育の推進 （公財）太平洋人材交流センター 広東省 2012~2015
広西壮族自治区

32 草の根技協(地域提案型)　
地域住民の健康保全のための砒素汚染対策指導者養成セミナー
(研修員受入)

特定非営利活動法人　アジア砒素ネ
ットワーク

広西壮族自治区 2002

40 草の根技協(地域提案型)　 広西壮族自治区企業診断セミナー(専門家派遣) （財）太平洋人材交流センター 広西生産力促進センター 2002

65 草の根技協(地域提案型)　 柳州市農業研修員受入れ事業（研修員受入） 阿見町 広西壮族自治区柳州市 2004

158 草の根技協(地域提案型)　 中国桂林市リハビリ医療センター人材育成支援プロジェクト 熊本大学 桂林市中医病院 2010~2012

重慶市

11 草の根技協(地域提案型)　 情報産業振興(研修員受入) （財）太平洋人材交流センター（大阪） 重慶市 2001
12 草の根技協(地域提案型)　 救急医療技術(研修員受入) 広島県立病院 重慶市 2001
115 草の根技協(地域提案型)　 重慶市との環境保全交流事業 広島県広島市 重慶市 2006
四川省

148 草の根技協(パートナー型)
中国四川省成都市過疎貧困農村における生計向上志向農民の定
着のための基盤整備プロジェクト

(社)日中青年研修協会 (社)AOTS成都同学会 2009~2011

157 草の根技協(地域提案型)　 中国四川震災地区のゴミ処置循環利用支援プロジェクト 徳島県上勝町
四川省環境保護宣伝教育セン
ター

2010~2012

160 草の根技協(地域提案型)　 四川省の温泉を活用した観光産業復興による被災地復興事業 山梨県観光部国際交流課 四川省成都市旅遊局 2010~2012

186 草の根技協(支援型)
地域密着型自然学校づくりのための人材育成およびネットワーク
形成プロジェクト

特定非営利活動促進法人　日本エコ
ツーリズムセンター

北京市、上海市、四川省、雲
南省等

2012~2015

貴州省

123 草の根技協(地域提案型)　 中国貴州省地域振興のための観光開発人材育成事業 和歌山県 貴州省 2007

141 草の根技協(地域提案型)　 貴州省の水稲品質改良に向けた技術指導プログラム
佐賀県国際課、佐賀県農業試験研
究センター

貴州省人民政府外事弁公室、
貴州省農業科学院 

2009~2011

145 草の根技協(地域提案型)　 安順市における環境保全管理研修 宇部環境国際協力協会 貴州省安順市環境保護局 2009~2011
雲南省

18 草の根技協(地域提案型)　 希少植物に関する保全調査・研究(研修員受入) 富山県中央植物園 雲南省昆明市 2001

34 草の根技協(地域提案型)　
雲南省の野生植物の保全に関する共同研究(研修員受入、専門家
派遣)

富山県中央植物園 雲南省昆明市 2002

102 草の根技協(地域提案型)　
中国雲南高原湖沼における草の根的水圏環境情報システム構築
のための技術指導計画

滋賀県琵琶湖研究所、滋賀県琵琶
湖環境部

雲南省環境保全局、雲南省環
境科学研究所

2005~2007

150 草の根技協(支援型)
雲南少数民族地域での学校を中心とした健康･衛生環境改善プロ
ジェクト~100万回の手洗いプロジェクト~

特定非営利活動法人　日本・雲南聯
誼協会

雲南省僑務弁公室 2009~2010

186 草の根技協(支援型)
地域密着型自然学校づくりのための人材育成およびネットワーク
形成プロジェクト

特定非営利活動促進法人　日本エコ
ツーリズムセンター

北京市、上海市、四川省、雲
南省等

2012~2015

陝西省

136 草の根技協(地域提案型) 中国・西安市における大気環境改善
京都市、財団法人太平洋人材交流セ
ンター（PREX）

西安市科技局科技交流処 2008~2010

162 草の根技協(地域提案型) 中国・西安市における水環境改善 京都市 西安市人民政府 2010~2011

179 草の根技協(地域提案型)　 中国・西安市における大気中の浮遊粒子状物質量削減事業
京都市、 
公益財団法人太平洋人材交流センタ
ー（PREX)

陝西省西安市 2012~2015

185 草の根技協(支援型) 陝西省における介護人材育成支援事業
特定非営利活動法人日中介護事業
交流協会

陝西省 2012~2015

寧夏回族自治区

122 草の根技協(地域提案型) 寧夏回族自治区銀川市における汚泥総合利用技術の確立 島根県 寧夏回族自治区銀川市 2007~2009

138 草の根技協(支援型) 中国・寧夏紅寺堡地区飼料用桑栽培モデル農場建設および研修 （社）国際善隣協会
寧夏科学技術交流センター、
寧夏蚕業協会、紅寺堡開発区
科技局

2008~2009

161 草の根技協(地域提案型)　
中国寧夏回族自治区農村部等での汚水処理・汚泥・家畜糞尿有
効活用

島根県 寧夏回族自治区人民政府 2010~2011

163 草の根技協(パートナー型)
寧夏地区飼料用桑栽培及びその飼料化とそれによる羊（牛）の飼
育法の普及

（社）国際善隣協会
寧夏回族自治区対外科学技
術交流センター

2010~2012

187
草の根技協

（地域経済活性化特別枠）
中国寧夏回族自治区における水環境改善のための流域管理計画
の構築

島根県 寧夏回族自治区人民政府 2013~2016

新疆ウイグル自治区

8 草の根技協(地域提案型)　
環境の砂漠化を防止し、農牧民の生産と生活状況を改善する(専
門家派遣)

帯広畜産大学 新疆ウイグル自治区農業庁 2000

20 草の根技協(地域提案型)　 草原の砂漠化防止(専門家派遣) 北海道帯広市 新疆ウイグル農業大学など 2001

26 草の根技協(地域提案型)　
草地の砂漠化を防止するための家畜用冬季飼料資源確保技術の
確立(研修員受入)

帯広畜産大学 新疆ウルムチ市 2002

105 草の根技協(地域提案型)　 乳牛における病気の診断、治療技術並びに生産衛生技術の研修
岩手県農業研究センター畜産研究
所、岩手大学農学部附属家畜病院

中国新疆ウイグル自治区石河
子市

2005~2007
（中止）
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案件 
No.

案件名
承諾額 
合計 

(百万円)

L/A 
件数

事業目的 実施機関

北京市

 P3 北京~秦皇島間鉄道拡充事業 87,000 5
飽和状態にある既存線とは別に、新たに複線・電化の鉄道を建設し、華
北・東北の輸送力を図ると共に、主に山西省大同等より産出する石炭
の輸送を図るもの。

鉄道部

P17 北京市地下鉄建設事業 4,000 2
北京市内の復興門・西単間に地下鉄道を建設し、北京市の交通需要増
加に対応するもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P18
国家経済情報システム(SEIS)モデ
ル事業

3,770 2
北京（中央センター）･広東省･上海市･深セン市に経済情報システムの
モデルプロジェクトとして、物価情報データベースの作成等を行い、物価
情報処理の効率化を図るもの。

国家経済 
情報センター

P19 北京市上水道整備事業 15,480 2
北京市に浄水施設及び取水、導水、配水施設を建設することにより、北
京市の給水能力を高めるもの。

北京市公用局

P20 北京市下水処理場建設事業 2,640 1
北京市朝陽区高碑店に下水処理場を建設することにより、同市の環境
状況を改善するもの。

北京市 
市政工程局

P41 北京十三陵揚水発電所建設事業 13,000 1
北京市北部の十三陵貯水池を下池とする揚水発電所を建設することに
より、北京、天津及び唐山地区の電力供給を増大させるもの。

国家電力公司

P49 北京市地下鉄第二期建設事業 15,678 4
北京市内の西単・八王墳間に地下鉄道を建設し、北京市の交通需要増
加に対応せんとするもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P57
北京・瀋陽・ハルビン長距離電話網
建設事業

7,200 2
中国東北部に光ファイバー伝送網を整備するとともに市外交換機を増
設することにより、同地域の経済発展による市外通信需要の増大に対
応せんとするもの。

信息産業部

P63 北京首都空港整備事業 30,000 3
北京首都空港の国際線及び国内線用の旅客ターミナルビル、貨物ター
ミナルビル及び付属施設等を新設することにより、急増する旅客及び貨
物需要に対応するもの。

中国民用航空
総局

P86 北京第９浄水場３期建設事業 14,680 1
北京市内に密雲ダムを水源とする上水道施設を建設することにより、同
市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。

北京市公用局

P128
　(特借)

北京都市鉄道建設事業 14,111 1
北京市西直門~東直門間の都市鉄道を建設することにより、交通渋滞
の緩和・大気汚染改善・沿線地域の発展等を促進するもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P152 北京市環境整備事業 8,963 1
天然ガスを利用した熱電併給設備を北京市電子城地区に建設すること
により各種汚染物質の排出源となっている小型石炭ボイラーを代替し、
汚染物質の排出削減を図り大気汚染の改善に寄与するもの。

北京市 
人民政府

天津市

P12 天津・上海・広州電話網拡充事業 35,000 5
天津・上海・広州にデジタル交換機を導入すると同時に、中継ケーブ
ル・加入者ケーブル及び伝送装置等の設置を行うことにより、３都市の
市内電話網の近代化を図るもの。

郵電部

P24
三都市上水道整備事業（天津，合
肥，鞍山）

8,866 1
天津・合肥・鞍山の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P68 天津第３ガス整備事業 5,722 1
天津市に石炭ガス化プラントを建設しパイプラインを敷設することによ
り、同都市のガス需要への対応及び、環境改善を図るもの。

建設部

P130 天津市汚水対策事業 7,142 1
天津市市街地の未処理汚水による海河･渤海の汚染に対処するため、
天津市において下水道施設を建設するもの。

天津市 
人民政府

河北省

P3 北京~秦皇島間鉄道拡充事業 87,000 5
飽和状態にある既存線とは別に、新たに複線・電化の鉄道を建設し、華
北・東北の輸送力を図ると共に、主に山西省大同等より産出する石炭
の輸送を図るもの。

鉄道部

P5 秦皇島港拡充事業 27,785 3
秦皇島港に石炭バースを建設することにより、山西省の石炭輸送強化
を図るもの。

交通部

P9 秦皇島港丙丁バース建設事業 22,000 5
秦皇島西港区に木材バース、穀物バース、雑貨バース等を建設するこ
とにより、同港の貨物輸送需要の増大に対応せんとするもの。

交通部

P15 大同・秦皇島間鉄道建設事業 18,410 2
大同・秦皇島線の大石庄・秦皇島間に電化単線を建設することにより、
同区間の石炭輸送能力の拡充を図るもの。

鉄道部

P40 衡水・商丘鉄道建設事業 23,603 4
河北省衡水・河南省商丘間に非電化複線の鉄道を建設し、山西炭田か
らの石炭輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P55 秦皇島港戊己バース建設事業 6,459 2
秦皇島港に雑貨バースを建設することにより、同港の貨物輸送需要の
増大に対応せんとするもの。

交通部

P58
秦皇島港石炭バース第４期建設事
業

11,122 2
秦皇島港に石炭ターミナルを建設することにより、同港の石炭取扱需要
の急増に対応せんとするもの。

交通部
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案件 
No.

案件名
承諾額 
合計 

(百万円)

L/A 
件数

事業目的 実施機関

北京市

 P3 北京~秦皇島間鉄道拡充事業 87,000 5
飽和状態にある既存線とは別に、新たに複線・電化の鉄道を建設し、華
北・東北の輸送力を図ると共に、主に山西省大同等より産出する石炭
の輸送を図るもの。

鉄道部

P17 北京市地下鉄建設事業 4,000 2
北京市内の復興門・西単間に地下鉄道を建設し、北京市の交通需要増
加に対応するもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P18
国家経済情報システム(SEIS)モデ
ル事業

3,770 2
北京（中央センター）･広東省･上海市･深セン市に経済情報システムの
モデルプロジェクトとして、物価情報データベースの作成等を行い、物価
情報処理の効率化を図るもの。

国家経済 
情報センター

P19 北京市上水道整備事業 15,480 2
北京市に浄水施設及び取水、導水、配水施設を建設することにより、北
京市の給水能力を高めるもの。

北京市公用局

P20 北京市下水処理場建設事業 2,640 1
北京市朝陽区高碑店に下水処理場を建設することにより、同市の環境
状況を改善するもの。

北京市 
市政工程局

P41 北京十三陵揚水発電所建設事業 13,000 1
北京市北部の十三陵貯水池を下池とする揚水発電所を建設することに
より、北京、天津及び唐山地区の電力供給を増大させるもの。

国家電力公司

P49 北京市地下鉄第二期建設事業 15,678 4
北京市内の西単・八王墳間に地下鉄道を建設し、北京市の交通需要増
加に対応せんとするもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P57
北京・瀋陽・ハルビン長距離電話網
建設事業

7,200 2
中国東北部に光ファイバー伝送網を整備するとともに市外交換機を増
設することにより、同地域の経済発展による市外通信需要の増大に対
応せんとするもの。

信息産業部

P63 北京首都空港整備事業 30,000 3
北京首都空港の国際線及び国内線用の旅客ターミナルビル、貨物ター
ミナルビル及び付属施設等を新設することにより、急増する旅客及び貨
物需要に対応するもの。

中国民用航空
総局

P86 北京第９浄水場３期建設事業 14,680 1
北京市内に密雲ダムを水源とする上水道施設を建設することにより、同
市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。

北京市公用局

P128
　(特借)

北京都市鉄道建設事業 14,111 1
北京市西直門~東直門間の都市鉄道を建設することにより、交通渋滞
の緩和・大気汚染改善・沿線地域の発展等を促進するもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P152 北京市環境整備事業 8,963 1
天然ガスを利用した熱電併給設備を北京市電子城地区に建設すること
により各種汚染物質の排出源となっている小型石炭ボイラーを代替し、
汚染物質の排出削減を図り大気汚染の改善に寄与するもの。

北京市 
人民政府

天津市

P12 天津・上海・広州電話網拡充事業 35,000 5
天津・上海・広州にデジタル交換機を導入すると同時に、中継ケーブ
ル・加入者ケーブル及び伝送装置等の設置を行うことにより、３都市の
市内電話網の近代化を図るもの。

郵電部

P24
三都市上水道整備事業（天津，合
肥，鞍山）

8,866 1
天津・合肥・鞍山の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P68 天津第３ガス整備事業 5,722 1
天津市に石炭ガス化プラントを建設しパイプラインを敷設することによ
り、同都市のガス需要への対応及び、環境改善を図るもの。

建設部

P130 天津市汚水対策事業 7,142 1
天津市市街地の未処理汚水による海河･渤海の汚染に対処するため、
天津市において下水道施設を建設するもの。

天津市 
人民政府

河北省

P3 北京~秦皇島間鉄道拡充事業 87,000 5
飽和状態にある既存線とは別に、新たに複線・電化の鉄道を建設し、華
北・東北の輸送力を図ると共に、主に山西省大同等より産出する石炭
の輸送を図るもの。

鉄道部

P5 秦皇島港拡充事業 27,785 3
秦皇島港に石炭バースを建設することにより、山西省の石炭輸送強化
を図るもの。

交通部

P9 秦皇島港丙丁バース建設事業 22,000 5
秦皇島西港区に木材バース、穀物バース、雑貨バース等を建設するこ
とにより、同港の貨物輸送需要の増大に対応せんとするもの。

交通部

P15 大同・秦皇島間鉄道建設事業 18,410 2
大同・秦皇島線の大石庄・秦皇島間に電化単線を建設することにより、
同区間の石炭輸送能力の拡充を図るもの。

鉄道部

P40 衡水・商丘鉄道建設事業 23,603 4
河北省衡水・河南省商丘間に非電化複線の鉄道を建設し、山西炭田か
らの石炭輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P55 秦皇島港戊己バース建設事業 6,459 2
秦皇島港に雑貨バースを建設することにより、同港の貨物輸送需要の
増大に対応せんとするもの。

交通部

P58
秦皇島港石炭バース第４期建設事
業

11,122 2
秦皇島港に石炭ターミナルを建設することにより、同港の石炭取扱需要
の急増に対応せんとするもの。

交通部
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P66 三河火力発電所建設事業 24,600 2
河北省三河市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及
び電力供給の安定化を図るもの。

国家電力公司

P72 朔県~黄カ港鉄道建設事業 72,001 4
朔県(山西省)から黄カ港(河北省)までの石炭輸送を主とする電化複線を
建設し、山西省で産出する石炭等を東部沿海工業地域に輸送し、エネ
ルギ~供給に寄与せんとするもの。

神華集団

P94 河北黄カ港建設事業 15,400 1
神府東勝炭田から朔県~黄ヵ港鉄道を通じて輸送される石炭を消費地
である東南部に輸送するため、河北省黄ヵ港に石炭専用バースを建設
するもの。

神華集団

P134 唐山市上水道整備事業 2,841 1
年々深刻化しつつある河北省唐山市の給水不足及び今後の水需要に
対応するため、上水道施設を建設するもの。

唐山市 
人民政府

P184
公衆衛生基礎施設整備事業（河北
省）

1,908 1
河北省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

河北省 
人民政府

P213 河北省人材育成事業 5,775 1

河北省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

河北省 
人民政府

山西省

P15 大同・秦皇島間鉄道建設事業 18,410 2
大同・秦皇島線の大石庄・秦皇島間に電化単線を建設することにより、
同区間の石炭輸送能力の拡充を図るもの。

鉄道部

P35 神木・朔県鉄道建設事業 26,985 4
陜西省大柳塔・山西省朔県間に電化単線の鉄道を建設し、神府東勝炭
田からの石炭輸送力の拡充を図るもの。

神華集団

P67 山西河津火力発電所建設事業 24,600 2
山西省河津市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及
び、省内の電力供給におけるアンバランスを解消させるもの。

国家電力公司

P72 朔県~黄カ港鉄道建設事業 72,001 4
朔県(山西省)から黄カ港(河北省)までの石炭輸送を主とする電化複線を
建設し、山西省で産出する石炭等を東部沿海工業地域に輸送し、エネ
ルギ~供給に寄与せんとするもの。

神華集団

P96 山西省王曲火力発電所建設事業 57,082 2
石炭産地である山西省東南部の長治市に石炭火力発電所を建設する
ことにより、山東省の電力需要に対応するもの。

国家電力公司

P105 王曲~莱陽送変電事業 17,629 1
山西省王曲発電所より生産される電力を山東省に送電するため、送電
線の延長と変電所を新設･拡張するもの。

国家電力公司

P136 山西省黄土高原植林事業 4,200 1

山西省黄土高原地帯で植林を行うことにより、地域の森林率向上、土
壌流出防止及び農家の収入向上を図り、以って同地域の社会・経済の
安定、同地域住民及び黄河下流域住民の生活環境の向上、中国の自
然環境改善に資せんとするもの。

山西省 
人民政府

P150 太原市総合環境整備事業 14,144 1
大気汚染及び水質汚濁を改善するため、太原市内の製鉄所にて汚染
対策設備を整備するもの。

山西省 
人民政府

P154
山西省西龍池揚水発電所建設事
業

23,241 1
急増するピーク負荷に対して効率的な電力供給の実現を図るとともに、
大気汚染を防止するため、山西省にて揚水発電所を建設するもの。

国家電力公司

P181
公衆衛生基礎施設整備事業（山西
省）

2,442 1
山西省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

山西省 
人民政府

P194 内陸部・人材育成事業（山西省） 5,093 1

山西省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

山西省 
人民政府

内蒙古自治区

P26 内蒙古化学肥料工場建設事業 21,412 4
内蒙古自治区のフフホト市郊外に尿素肥料工場を建設することにより、
急増する同自治区の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せ
んとするもの。

化学工業部

P81 内陸部電話網拡充事業 15,003 1
中国内陸部の新疆ウイグル自治区・甘粛省・青海省・寧夏自治区・内蒙
古自治区・貴州省に市内交換機等を設置することにより、内陸部である
同地域の経済発展を促進せんとするもの。

信息産業部

P85 フフホト市上水道整備事業 5,446 1
内蒙古自治区フフホト市に黄河を水源とする上水道施設を建設すること
により、同市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。

建設部

P91 フフホト・包頭環境改善事業 15,629 2
石炭消費による大気汚染が深刻となっている内蒙古自治区のフフホト・
包頭市にて都市ガス供給事業・熱集中供給事業の拡充を行うことにより
石炭消費の効率化を図り、大気汚染の改善を図らんとするもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P137 内蒙古自治区黄土高原植林事業 3,600 1

内蒙古自治区黄土高原地帯で植林を行うことにより、地域の森林率向
上、土壌流出防止及び農家の収入向上を図り、以って同地域の社会・
経済の安定、同地域住民及び黄河下流域住民の生活環境の向上、中
国の自然環境改善に資せんとするもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府
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P168 内蒙古自治区植林植草事業 15,000 1

内蒙古自治区南部黄河流域で植林及び植草を行うことで地域の森林
率及び植生被覆の向上、同地域及び周辺地域での砂漠化防止による
生活環境の向上をはかり、以って同地域の社会・経済の安定をはかる
もの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P188 フフホト水環境整備事業 9,747 1
フフホト市において、下水道施設の建設を通じた下水処理率の向上に
より、市内河川の水質改善を図り、もって都市の持続可能な発展を促進
するもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P203
内陸部・人材育成事業（内蒙古自
治区）

5,073 1

内蒙古自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進
するため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面
（校舎･設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うこと
で、高等教育の量的・質的改善を図るもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P206 包頭市大気環境改善事業 8,469 1

内蒙古自治区内の主要工業都市の一つである包頭市において、天然
ガス・パイプラインを建設することにより、石炭から天然ガスへのエネル
ギー転換及び大気汚染物質排出量の削減を図り、もって同市における
大気環境の改善、住居者の生活・環境水準の向上に寄与するもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P210
内蒙古自治区フフホト市大気環境
整備事業

7,400 1
フフホト市において汚染負荷が低く、エネルギー効率のよい集中型熱供
給施設を建設することにより、小規模汚染排出源の抑制による大気汚
染負荷の緩和を図り、もって同市の生活環境の改善に寄与するもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P225
内蒙古自治区フフホト市大気環境
改善事業(II) 6,300 1

フフホト市において汚染負荷の低くエネルギー効率のよい集中型熱供
給施設を整備することにより、小規模汚染排出源の抑制による大気汚
染負荷の緩和を図り、もって同市の生活環境の改善に寄与するもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

遼寧省

P16 観音閣多目的ダム建設事業 18,225 3
遼寧省太子河上流の観音閣にコンクリートダム及び関連付帯設備を建
設することにより、洪水制御、都市・工業用水供給、灌漑用水供給、発
電及び水産養殖を行う。

遼寧省 
水利庁

P24
三都市上水道整備事業（天津，合
肥，鞍山）

8,866 1
天津・合肥・鞍山の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P57
北京・瀋陽・ハルビン長距離電話網
建設事業

7,200 2
中国東北部に光ファイバー伝送網を整備するとともに市外交換機を増
設することにより、同地域の経済発展による市外通信需要の増大に対
応せんとするもの。

信息産業部

P69 大連大窯湾港第１期建設事業 6,655 1
大連大窯湾にバースを建設することにより、同港の年間貨物取扱量を
増加させ、貨物輸送需要の増大に対応せんとするもの。

交通部

P84 遼寧省白石ダム建設事業 8,000 1
遼寧省北票市上園郷の大凌河に多目的ダムを建設し、下流域の洪水
制御水準の向上を図るとともに、農業用水･都市用水供給、発電、養魚
を行うもの。

遼寧省 
水利庁

P90 瀋陽環境整備事業 11,196 2
遼寧省瀋陽市にて、市内の銅精練工場等の改造、移転や熱供給事業
の拡充により、深刻な問題となっている大気汚染の緩和を図らんとする
もの。

瀋陽市 
人民政府

P97 本渓環境汚染対策事業 8,507 3
大気、水質等の総合的環境改善を図るため、遼寧省本渓市で上水取水
場、環境観測ｾﾝﾀｰ、工場の設備更新および汚染防止設備の設置等を
行うもの。

本渓市 
人民政府

P100 大連上水道整備事業 5,500 1
遼寧省大連市に水需要の増大に対応するため、新規浄水場建設等、
上水道施設の改善および拡張を行うもの。

建設部

P114 環境モデル都市事業（大連） 8,517 2
大連市において深刻化しつつある大気汚染の対策として、専門家委員
会で推薦された主要汚染源施設改良等のサブ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うもの（環
境モデル都市構想の一環）。

大連市 
人民政府

P131 大連都市上下水道整備事業 3,309 1
慢性的な生活用水･産業用水不足及び河川汚染に対処するため、遼寧
省大連市において上水道施設及び下水道施設を建設するもの。

大連市 
人民政府

P133 営口市上水道整備事業 2,504 1
年々深刻化しつつある遼寧省営口市の給水不足及び今後の水需要に
対応すべく浄水場を建設し、安全性の高い上水の安定的供給を行い、
もって生活環境の改善を図るもの。

営口市 
人民政府

P146 遼寧省放送施設整備事業 3,210 1
番組制作の質・量の向上を図るとともに遠隔地住民の情報アクセス促
進に寄与するため、遼寧省瀋陽市において機械設備の改善及び放送
伝送ネットワークの整備を行うもの｡

遼寧省 
人民政府

P149 鞍山市総合環境整備事業 14,525 1
鞍山市において熱供給、公共交通、上下水道などの環境基盤の整備を
通じて、大気環境保全対策、水質環境保全対策、居住環境改善対策を
強化することにより、同市の持続可能な発展を促進するもの。

鞍山市 
建設委員会

P185
公衆衛生基礎施設整備事業（遼寧
省）

2,366 1
遼寧省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

遼寧省 
人民政府

P212 遼寧省人材育成事業 5,775 1

遼寧省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

遼寧省 
人民政府
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吉林省

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P102
吉林省松花江遼河流域環境汚染
対策事業

12,800 1
吉林省において、松花江、遼河の水質汚染の環境改善を図るため、工
場廃水処理、下水道整備等の事業を行うもの。

吉林省 
人民政府

P173
内陸部・人材育成事業
（吉林省）

4,530 1

吉林省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

吉林省 
人民政府

P182
公衆衛生基礎施設整備事業
（吉林省）

1,649 1
吉林省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

吉林省 
人民政府

P198 
(STEP)

放送事業（吉林省） 4,375 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハー
ド面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送
を通じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理
解の促進を図るもの。

吉林省 
人民政府

P216 吉林省吉林市環境総合整備事業 9,711 1
吉林市において、集中型熱供給施設、下水管網の整備を行うことによ
り、大気汚染物質及び水質汚濁物質の排出量を削減し、もって同市民
の生活環境改善に寄与するもの。

吉林市 
人民政府

P224
吉林省松花江流域生態環境整備
事業

9,500 1
吉林省において植林・植草を行うことにより、森林率の向上・草原の再
生を図り、もって森林の多面的機能の回復・砂漠化の防止に寄与するも
の。

吉林省 
人民政府

黒龍江省

P21 四都市ガス整備事業 14,990 2
ハルビン・福州・貴陽にそれぞれ石炭ガス製造プラントを建設することに
より、同都市のガス需要への対応を図るもの。寧波については93年6月
に事業中止。

建設部

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P56 チチハル嫩江道路橋建設事業 2,100 1
黒竜江省チチハル市を流れる嫩江に道路橋を建設することにより、両
岸の効率的な交通路を確保し、同市の経済発展を促進するもの。

交通部

P57 北京・瀋陽・ハルビン長距離電話網
建設事業

7,200 2
中国東北部に光ファイバー伝送網を整備するとともに市外交換機を増
設することにより、同地域の経済発展による市外通信需要の増大に対
応せんとするもの。

信息産業部

P82 黒龍江省三江平原商品穀物基地
開発計画

17,702 2
黒龍江省内の国営農場に対して農業機械、建設機械、食品加工設備
導入の為の融資を行うことにより、農業基盤整備を行い、食糧増産を図
らんとするもの。

中国 
輸出入銀行

P83 黒龍江省三江平原龍頭橋ダム建
設事業

3,000 1
黒龍江省宝清県の撓力河に農業灌漑用水供給を主目的とした多目的
ダムを建設し、下流の耕地に安定供水をおこない食糧増産を図るととも
に、洪水制御、発電、養魚を行うもの。

黒龍江省 
水利庁

P101 黒龍江省松花江流域環境汚染対
策事業

10,541 1
黒龍江省において、松花江流域の水質･大気汚染の環境改善を図るた
め、工場廃水処理、下水道整備、集中熱供給等の事業を行うもの。

黒龍江省 
人民政府

P127 ハルビン電力網拡充事業 6,070 1
送・配電網の過負担、不足等の著しい黒龍江省ハルビン市の送・配電
網を整備・拡充し、もって急増する電力需要に対応するもの。

国家電力公司

P142 黒龍江省黒河ー北安道路建設事
業

12,608 1
貧困緩和・沿線経済発展等を図るため、黒龍江省にて地方道路を整備
するもの。

黒龍江省 
人民政府

P183 公衆衛生基礎施設整備事業
（黒龍江省）

2,288 1
黒龍江省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策
関係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策
強化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

黒龍江省 
人民政府

P191 内陸部・人材育成事業
（黒龍江省）

4,972 1

黒龍江省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進する
ため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･
設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等
教育の量的・質的改善を図るもの。

黒龍江省 
人民政府

P217
黒龍江省ハルビン市水環境整備事
業

7,398 1

黒龍江省ハルビン市の市街部において、下水処理施設の整備を行うこ
とにより、同市における下水処理能力の向上を図り、もってハルビン市
内の河川の排出される汚濁負荷の削減を通じた同市住民の生活環境
改善に寄与するもの。

ハルビン市 
人民政府

上海市

P12 天津・上海・広州電話網拡充事業 35,000 5
天津・上海・広州にデジタル交換機を導入すると同時に、中継ケーブ
ル・加入者ケーブル及び伝送装置等の設置を行うことにより、３都市の
市内電話網の近代化を図るもの。

郵電部
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P18
国家経済情報システム(SEIS)モデ
ル事業

3,770 2
北京（中央センター）･広東省･上海市･深セン市に経済情報システムの
モデルプロジェクトとして、物価情報データベースの作成等を行い、物価
情報処理の効率化を図るもの。

国家経済 
情報センター

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P70 上海宝山インフラ整備事業 30,999 2
上海市宝山地区にバース及び火力発電所を建設することにより、同港
の貨物取引需要への対応、上海市の電力不足の改善及び電力供給の
安定化を図るもの。

上海市 
計画委員会

P93 上海浦東国際空港建設事業 40,000 1
増大する旅客需要に対応するため、上海浦東地区に滑走路及び旅客ﾀ
ｰﾐﾅﾙを有する国際線用の新空港を建設するもの。

上海市 
人民政府

江蘇省

P10 連雲港拡充事業 47,000 6
江蘇省連雲港の廟嶺地区に木材バース、穀物バース、コンテナバース
及び防波堤等を建設し、同港の貨物輸送需要の増大に対応せんとする
もの。

交通部

P22 四都市上水道整備事業 12,580 2
南京・成都・徐州・鄭州の各都市にそれぞれ給水施設を建設することに
より、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P50 江蘇蘇北通楡河灌漑開発事業 11,535 2
江蘇省北部の通楡河のうち、海安・北六塘間の運河を拡張、付帯施設
を建設することにより、灌漑排水システムを改善し、連雲港から南通市
にわたる水運能力を高めるもの。

水利部

P54 連雲港墟溝港区第一期建設事業 5,900 1
江蘇省連雲港墟溝港区に雑貨バースを建設することにより、同港の貨
物輸送需要の急増に対応せんとするもの。

交通部

P116 蘇州市水質環境総合対策事業 6,261 1
近年の工業化、都市化の進展に伴い、水質汚染が著しい江蘇省蘇州
市において、水質の総合的環境改善を図るため汚水処理施設、導水施
設等を建設するもの。

蘇州市 
人民政府

浙江省

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P108 杭州~衢州高速道路建設事業 30,000 1
沿海と内陸部の輸送効率向上のため、浙江省内において上海~昆明間
高速道路の一部杭州~衢（く）州を建設するもの。

交通部

Ｐ117 浙江省汚水対策事業 11,256 1
近年の工業化、都市化の進展に伴い、水質汚染が著しい浙江省の都
市（杭州市、紹興市、嘉興市）において、水質改善・汚染防止のため汚
水処理施設を建設するもの。

浙江省 
人民政府

安徽省

P24
三都市上水道整備事業
（天津，合肥，鞍山）

8,866 1
天津・合肥・鞍山の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P45 合肥・銅陵道路大橋建設事業 8,603 2
安徽省合肥市及び銅陵市を結ぶ２級道路及び同道路と結合し結ぶ道路
橋を建設することにより、同省の南北接続強化を図り、経済発展を促進
するもの。

交通部

P164 安徽省大気環境改善事業 18,558 1
安徽省内の8市（巣湖市・滁州市・阜陽市・合肥市・淮南市・馬鞍山市・
銅陵市・蕪湖市）において天然ガス供給設備を整備し、石炭等の燃料を
天然ガスへ転換することにより、大気環境を改善するもの。

安徽省 
人民政府

P174
内陸部・人材育成事業
（安徽省）

4,478 1

安徽省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

安徽省 
人民政府

P180
公衆衛生基礎施設整備事業
（安徽省）

2,548 1
安徽省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

安徽省 
人民政府

P197 
(STEP)

放送事業（安徽省） 3,301 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハー
ド面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送
を通じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理
解の促進を図るもの。

安徽省 
人民政府

P223 安徽省地方都市水環境整備事業 8,400 1

安徽省蚌埠市において、下水道施設及び上水道施設の整備を行うこと
により、淮河へ流入する水質汚濁物質の排出量の削減、及び安定的か
つ安全な水供給の実現を図り、もって同市住民の生活環境の改善に寄
与するもの。

蚌埠市 
人民政府
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P231 安徽省都市廃棄物処理事業 6,800 1
安徽省の地方都市において、廃棄物処理システムを整備することによ
り、同地域で発生する廃棄物の適切な処理の促進を図り、もって同地域
住民の生活・衛生環境の改善と環境保全に寄与するもの。

安徽省 
人民政府

福建省

P21 四都市ガス整備事業 14,990 2
ハルビン・福州・貴陽にそれぞれ石炭ガス製造プラントを建設することに
より、同都市のガス需要への対応を図るもの。寧波については93年6月
に事業中止。

建設部

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P51
三都市上水道整備事業（厦門，重
慶，昆明）

10,403 1
厦門・重慶・昆明の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P60 福建省ショウ泉鉄道建設事業 6,720 1
福建省湖頭より泉州を経由し肖レキ港等に至る非電化単線の鉄道を建
設し、貨物輸送の円滑化と一層の経済発展の促進を図るもの。

福建省 
ｼｮｳ泉鉄道 
開発総公司

江西省

P48 九江化学肥料工場建設事業 21,357 3
江西省九江市郊外に尿素肥料工場を建設することにより急増する同省
の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするもの。

化学工業部

P64 江西九江火力発電所建設事業 29,600 2
江西省九江市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及
び電力供給の安定化を図るもの。

国家電力公司

Ｐ122 江西省都市上水道整備事業 4,147 1
深刻な給水不足及び今後の水需要に対応するため、江西省の都市（景
徳鎮市、ガン州市、吉安市、南康市）において、上水道施設を建設する
もの。

江西省 
人民政府

P125 江西省都市洪水対策事業 11,000 1
江西鄱陽湖周辺地域の各都市の堤防･水門･ポンプ場の建設及び改修
を行うことにより、各都市の治水能力の向上を図り、以って洪水被害を
防止し、同地域の社会･経済の安定に資するもの。

江西省 
人民政府

P179
公衆衛生基礎施設整備事業（江西
省）

2,821 1
江西省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

江西省 
人民政府

P186 江西省植林事業 7,507 1
江西省で新規植林、封山育林等を実施することにより森林率の向上、
森林資源の充実を図り、もって生態系保全、土壌流出の軽減等、森林
の多面的機能の回復を図る。

江西省 
人民政府

P192 内陸部・人材育成事業（江西省） 4,872 1

江西省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

江西省 
人民政府

山東省

P1 石臼所港建設事業 42,945 5
山東省日照県の石臼所に石炭バースを建設することにより、山東省、
山西省の石炭輸送強化を図るもの。

交通部

P2 エン州~石臼所間鉄道建設事業 39,710 5
山東省エン州地区及び古交地区に産出する石炭を主として輸送するた
め、エン州・石臼所間に非電化単線鉄道を建設するもの。

鉄道部

P11 青島港拡充事業 57,000 6
青島港前湾地区に石炭バース、木材バース、雑貨バース、多目的バー
ス及び黄島・膠県間に連絡鉄道を建設し、貨物輸送の需要の増大に対
応せんとするもの。

交通部

P36 青島開発計画（道路） 8,800 1
青島市区及び黄島区に隣接する膠州湾に一級有料道路を建設することに
より、同市の交通需要に対応し、また経済発展を促進するもの。

青島市 
人民政府

P37 青島開発計画（通信） 4,034 1
青島市の７局に交換機、伝送路及び加入者ケーブル等を新増設するこ
とにより、同市区の電話通信事情の改善を図るもの。

青島市 
人民政府

P44 石臼港第二期建設事業 6,089 2
石臼港に雑貨バースを建設することにより、山東省、河南省、山西省等
の貨物輸送需要の急増に対応せんとするもの。

交通部

P61 青島開発計画（上水道・下水道） 2,513 1
青島開発区に上水道施設を建設することにより、開発区への急速な企
業進出に伴う水需要に対処するとともに、下水道施設を建設することに
より、衛生水準の向上と海洋汚染の防止を図るもの。

青島市 
人民政府

P77 青島港前湾第２期建設事業 2,700 1
山東省青島市の前港地区にコンテナ・雑貨バースを建設することによ
り、貨物輸送需要の増大に対応せんとするもの。

交通部

P103
山東省煙台市上水道･治水施設整
備事業

6,008 1
山東半島の水不足･地下水位低下に対応するため山東省煙台市にお
いてダム改修、地下ダム建設、水道施設整備、防潮堤の建設を行うも
の。

煙台市 
人民政府

P105 王曲~莱陽送変電事業 17,629 1
山西省王曲発電所より生産される電力を山東省に送電するため、送電
線の延長と変電所を新設･拡張するもの。（2005年9月に円借款利用取
りやめ。）

国家電力公司
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P126 黄河三角州農業総合開発事業 8,904 1
山東省北部に位置する黄河河口の三角州において、農業生産性を高
めるべく、水利事業、土壌改良、荒地開墾等の農業基盤整備事を実施
するもの。

山東省 
人民政府

P143 山東省泰安揚水発電所建設事業 18,000 1
大気汚染を防止しつつ、急増するピーク負荷に対して効率的な電力供
給の実現を図るため、山東省泰安市に揚水発電所等を建設するもの。

国家電力公司

P200 
(STEP) 

 
放送事業（山東省済南市） 2,914 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハー
ド面の改善及びソフト面の強化を達成し、テレビ･ラジオ放送の量･質を
改善することによって、放送を通じた国民の教育･知識･文化水準の向
上を図り、また日中の相互理解の促進を図るもの。

済南市 
人民政府

河南省

P8 鄭州・宝鶏間鉄道電化事業 69,191 5 河南省鄭州・陜西省宝鶏間の鉄道を電化し、輸送力の拡充を図るもの。 鉄道部

P22 四都市上水道整備事業 12,580 2
南京・成都・徐州・鄭州の各都市にそれぞれ給水施設を建設することに
より、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P40 衡水・商丘鉄道建設事業 23,603 4
河北省衡水・河南省商丘間に非電化複線の鉄道を建設し、山西炭田か
らの石炭輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P98
河南省淮河流域水質汚染総合対
策事業

12,175 2
淮河の水質を改善するため、河南省内３都市の下水道を整備し、また
工場排水処理設備を設置するもの。

河南省 
人民政府

P104 河南省盤石頭ダム建設事業 6,734 1
河南省を流れる海河流域の治水、水資源の総合利用を図るため多目
的ダムを建設するもの。

河南省 
人民政府

P112 河南新郷~鄭州高速道路建設事業 23,491 1
国家幹線道路整備計画（北京~珠海間）の一環として、河南省新郷~鄭
州間に高速道路を建設し、同地区において増加する交通量に対応する
と共に、周辺地区への輸送効率化等を促進するもの。

河南省 
人民政府

P163 河南省大気環境改善事業 19,295 1
河南省内の5市（焦作市・ルイ河市・平頂山市・信陽市・駐馬店市）にお
いて天然ガス供給設備を整備し、石炭等の燃料を天然ガスへ転換する
ことにより、大気環境を改善するもの。

河南省 
人民政府

P175 内陸部・人材育成事業（河南省） 4,699 1

河南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

河南省 
人民政府

P176
公衆衛生基礎施設整備事業
（河南省）

5,016 1
河南省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

河南省 
人民政府

P215 河南省植林事業 7,434 1
河南省において植林を行うことにより、山間部における土壌流出、平野
部における強風等の抑制を図り、もって同地域の洪水、砂嵐等自然災
害の被害軽減及び生活環境の改善に寄与するもの。

河南省 
人民政府

P229 河南省南陽市環境整備事業 11,500 1

河南省南陽市において、下水道施設及び環境負荷の小さいガス供給
施設を整備することにより、同市内河川へ流入する水質汚濁物質の排
出量の削減及び大気汚染負荷の緩和を図り、もって同市の生活環境の
改善に寄与するもの。

河南省 
人民政府

湖北省

P28 武漢長江第２大橋建設事業 4,760 1
武漢長江第２大橋を建設することにより、武漢市の交通渋滞を緩和し、
経済発展を促進するもの。

建設部

P29 黄石長江大橋建設事業 3,700 1
湖北省黄石市に黄石長江大橋を建設することにより、交通渋滞を緩和
し、同地区の経済発展を促進するもの。

交通部

P39 武漢天河空港建設事業 6,279 1
武漢市西北部に滑走路を持つ新空港を建設することにより、同市の航
空需要の増大に対応せんとするもの。

中国民用 
航空総局

P53 湖北鄂州火力発電所建設事業 31,892 3
湖北省鄂州市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及
び電力供給への信頼性の向上を図るもの。

国家電力公司

P124 湖北省都市洪水対策事業 13,000 1
湖北省江漢平野の大都市及び中小都市の堤防･水門･ポンプ場の建設
及び改修を行うことにより、各都市の治水能力の向上を図り、以って洪
水被害を防止し、同地域の社会･経済の安定に資するもの。

湖北省 
人民政府

P144 湖北省小水力発電所建設事業 9,152 1
大気汚染を防止しつつ、電力供給能力の向上及び地域経済の活性化
を図るため、内陸部の水資源豊富な湖北省に出力調整能力を備えた小
水力発電所を建設するもの。

湖北省 
人民政府

P147 武漢都市鉄道建設事業 2,894 1
深刻な交通渋滞・大気汚染に対処するため、湖北省武漢市内に都市鉄
道を建設するもの。

武漢市 
人民政府

P165 宜昌市水環境整備事業 8,460 1
宜昌市において下水道施設の整備を行うことにより、市内河川の水質
改善を図るとともに、上下水道施設の整備を行うことによって、給水の
質の改善を図ることにより、都市の持続可能な発展を促進するもの。

宜昌市 
人民政府

P177
公衆衛生基礎施設整備事業
（湖北省）

2,325 1
湖北省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

湖北省 
人民政府
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P187 湖北省植林事業 7,536 1
湖北省で新規植林、封山育林等を実施することにより森林率の向上、
森林資源の充実を図り、もって生態系保全、土壌流出の軽減等、森林
の多面的機能の回復を図る。

湖北省 
人民政府

P193
内陸部・人材育成事業
（湖北省）

5,097 1

湖北省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

湖北省 
人民政府

湖南省

P4／P7 衡陽・広州間鉄道拡充事業 73,614 5
南北を結ぶ重要幹線のひとつである衡陽・広州間の複線化及びリン州・
韶関の電化により輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P6/P14 五強渓水力発電事業 25,230 6
湖南省沅水の五強渓発電所、河川航行設備及び湖南省内に送電するた
めの送電設備の建設、拡張により、同省の電力需要の対応を図るもの。

国家電力公司

P74 貴陽~婁底鉄道建設事業 29,960 2
貴州省・雲南省の燐鉱石及び石炭の輸送力を増強する為、貴陽・婁底
間を電化・複線化するもの。

鉄道部

P99
湖南省湘江流域環境汚染
対策事業

11,853 2
湖南省の都市・工業汚水による湘江水質悪化を改善するとともに、大
気汚染の改善、ゴミ処理を行なうために下水道、排水処理設備、ガス供
給、ゴミ処理場を建設し、モニタリング機器の導入（更新）を行うもの。

湖南省 
人民政府

P106 湖南省沅水流域水力発電事業 17,664 1
逼迫する湖南省の電力需給を改善するため、豊富な包蔵水力を擁する
沅水流域に水力発電所を建設するもの。

国家電力公司

P123 湖南省都市洪水対策事業 24,000 1
湖南省洞庭湖周辺地域の大都市及び中小都市の堤防･水門･ポンプ場
の建設及び改修を行うことにより、各都市の治水能力の向上を図り、以
って洪水被害を防止し、同地域の社会･経済の安定に資するもの。

湖南省 
人民政府

P132 長沙市上水道整備事業 4,850 1
年々深刻化しつつある湖南省長沙市の給水不足及び今後の水需要に
対応するため、同市を流れる湘江東岸に上水道施設を建設するもの。

長沙市 
人民政府

P160 湖南省人材育成事業 4,682 1

湖南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

湖南省 
人民政府

P162 湖南省道路建設事業 23,000 1
湖南省での道路整備により、市場等へのアクセス向上と地域開発の促
進を図り、内陸部の民生向上・貧困対策に資するもの。

湖南省 
人民政府

P169 湖南省環境整備・生活改善事業 7,882 1
貧困層の集中する湖南省西北部武陵山地区で社会サービス施設（教
育施設、保健衛生施設、上水道施設）及び農村市場を整備することで
民生の向上をはかり、以って同地域の社会･経済の安定を図るもの。

湖南省 
人民政府

P178
公衆衛生基礎施設整備事業
（湖南省）

2,855 1
湖南省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強
化を図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

湖南省 
人民政府

P204
 
長沙市導水及び水質環境事業 19,964 1

湖南省長沙市において、導水及び浄水場の建設、並びに下水道の整
備を行うことにより、上水供給能力及び汚水処理能力の向上を図り、も
って湘江の水質改善及び長沙市の衛生状態の改善に寄与するもの。

長沙市 
人民政府

P230 湖南省都市廃棄物処理事業 10,500 1
湖南省の地方都市において、廃棄物処理システムを整備することによ
り、同地域で発生する廃棄物の適切な処理の促進を図り、もって同地域
住民の生活・衛生環境の改善と環境保全に寄与するもの。

湖南省 
人民政府

広東省

P4／P7 衡陽・広州間鉄道拡充事業 73,614 5
南北を結ぶ重要幹線のひとつである衡陽・広州間の複線化及びリン州・
韶関の電化により輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P12
天津・上海・広州電話網
拡充事業

35,000 5
天津・上海・広州にデジタル交換機を導入すると同時に、中継ケーブ
ル・加入者ケーブル及び伝送装置等の設置を行うことにより、３都市の
市内電話網の近代化を図るもの。

郵電部

P18
国家経済情報システム(SEIS)モデ
ル事業

3,770 2
北京（中央センター）･広東省･上海市･深セン市に経済情報システムの
モデルプロジェクトとして、物価情報データベースの作成等を行い、物価
情報処理の効率化を図るもの。

国家経済 
情報センター

P30
深セン大鵬湾塩田港第１期建設事
業

14,681 3
深セン市大鵬湾にコンテナバース、雑貨バース、多目的バース及び同
港と深セン市に隣接する道路、鉄道を建設することにより、貨物輸送の
需要に対応せんとするもの。

交通部

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P79
広州~昆明~成都光ｹｰﾌﾞﾙ建設事
業

5,349 1
広東省・広西壮族自治区・雲南省・四川省に光ファイバーケーブルによ
る一級及び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う
通信需要の増大に対応せんとするもの。

信息産業部
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P88 湛江市上水道整備事業 5,519 1
広東省湛江市に鶴地ダムを水源とする上水道施設を建設することによ
り、同市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。（2005年9月に円借
款利用取りやめ。）

建設部

広西壮族自治区

P13 天生橋水力発電事業 77,375 6
広西壮族自治区、貴州省の境の紅水河水系に発電所及び送変電設備
を建設することにより、中国南部に電力を供給するもの。

国家電力公司

P42 天生橋第一水力発電事業 40,600 4
広西壮族自治区、貴州省の境の紅水河水系に発電所及び送電線を建
設することにより、中国南部地区の電力供給能力の拡大を図るもの。

国家電力公司

P43 南寧・昆明鉄道建設事業 57,696 4
広西壮族自治区南寧・雲南省昆明間に電化単線の鉄道を建設し、同鉄
道沿線の石炭、燐鉱石等の輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P47 鹿寨化学肥料工場建設事業 10,273 4
広西壮族自治区柳州市郊外の鹿寨県に燐安肥料工場を建設すること
により、急増する同省の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応
せんとするもの。

化学工業部

P79
広州~昆明~成都光ｹｰﾌﾞﾙ建設事
業

5,349 1
広東省・広西壮族自治区・雲南省・四川省に光ファイバーケーブルによ
る一級及び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う
通信需要の増大に対応せんとするもの。

信息産業部

P92
柳州酸性雨及び環境汚染総合整
備事業

10,738 3
広西壮族自治区柳州市にて都市ガス事業拡充及び固形廃棄物処理場
建設を行うことにより、同市の環境を総合的に改善せんとするもの。

柳州市 
人民政府

Ｐ118
広西壮族自治区都市上水道整備
事業

3,641 1
急速な経済発展、人口増加による水需要に対応するため、南寧市、桂
林市において、給水能力を強化すべく上水道を建設するもの。

広西壮族 
自治区 
人民政府

P166 南寧市水環境整備事業 12,115 1
南寧市において下水道施設の整備を行うことにより、市内河川・湖沼の
水質改善を図るとともに、市内水路の環境整備を行うことによって治水
能力の向上を図り、以って都市の持続可能な発展を促進するもの。

広西壮族 
自治区 
人民政府

P171
内陸部・人材育成事業（広西壮族
自治区）

4,606 1

広西壮族自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推
進するため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面
（校舎･設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うこと
で、高等教育の量的・質的改善を図るもの。

広西壮族 
自治区 
人民政府

P218
広西壮族自治区玉林市水環境整
備事業

6,282 1

広西壮族自治区玉林市において、下水処理施設および上水施設の整
備を行うことにより、同市内に位置し水質汚濁の著しい南流江へ流入す
る水質汚濁物質の排出量を削減し、及び同市内における安定的かつ安
全な水供給の実現を図り、もって同市住民の生活環境の改善に寄与す
るもの。

玉林市 
人民政府

海南省

P31 海南島開発計画（道路） 12,955 2
海南省海口市・三亜間に高速道路を建設することにより、同省の社会
基盤を整備するもの。

海南省 
人民政府

P32 海南島開発計画（通信） 3,583 2
海南省海口市、三亜市等に市内交換機、市外交換機及び伝送設備等
を新増設することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

海南省 
人民政府

P52 海南島開発計画（海口港） 2,589 1
海南島海口港に雑貨バースを建設することにより、同港の貨物輸送の
需要に対応せんとするもの。

海南省 
人民政府

P71 海南島開発計画(洋浦港) 4,300 1
大規模経済開発区を建設している同島西北部洋浦港に多目的バ~ス、
雑貨バ~スを増設し、同経済開発区および後背地の発展により予想さ
れる洋浦港の貨物取扱需要に対応せんとするもの。

海南省 
人民政府

P111 海南（東線）高速道路拡張事業 5,274 1
海南省の基幹道路である環状東線のうち、３車線区間である陵水~三
亜間を拡幅し交通量・交通事故の増加に対応するもの。

海南高速 
道路有限公司

P214 海南省人材育成事業 3,150 1

海南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

海南省 
人民政府

重慶市

P46 重慶長江第二大橋建設事業 4,764 1
重慶長江第１大橋の上流に第２の大橋を建設することにより、重慶市の
交通渋滞緩和をはかり、同市の経済発展を促進するもの。

建設部

P51
三都市上水道整備事業
（厦門，重慶，昆明）

10,403 1
厦門・重慶・昆明の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P107 配電網効率改善事業（重慶） 13,754 1
重慶市内配電網のロスを低減し、効率向上を図るため、配電設備を取
替、拡張、整備するもの。

国家電力公司

P109 万県~梁平高速道路建設事業 20,000 1
沿海と内陸部の輸送効率向上のため、重慶市内において上海~成都間
高速道路の一部梁平~万県を建設するもの。

交通部
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P110 梁平~長寿高速道路建設事業 24,000 1

国家幹線道路整備計画（上海ー成都線）の一環として、梁平ー長寿間
に高速道路を建設し、増加する交通量に対応するとともに、既に着工が
決定している重慶~長寿間と梁平~万県間の高速道路をつなぎ、同地区
及び内陸部の経済発展を促進するもの。

交通部

P115 環境モデル都市事業（重慶） 7,701 2
重慶市において深刻化しつつある大気汚染の対策として、専門家委員
会で推薦された主要汚染源施設改良等のサブ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うもの（環
境モデル都市構想の一環）。

重慶市 
人民政府

Ｐ121 重慶市上水道整備事業 6,244 1
年々深刻化しつつある重慶市の給水不足及び今後の水需要に対応す
るため、同市西南部に位置する長江上流に上水道施設を建設するも
の。

重慶市 
人民政府

P141 重慶モノレール建設事業 27,108 1
深刻な交通渋滞・大気汚染に対処するため、重慶市内にモノレールを
建設するもの。

重慶市 
人民政府

P151 重慶市環境整備事業 9,017 1
重慶市において、下水道施設の整備を行うことにより、市内河川の水質
改善を図り、都市の持続可能な発展を促進するもの。

重慶市 
人民政府

P158 重慶市人材育成事業 4,683 1

重慶市での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

重慶市 
人民政府

四川省

P22 四都市上水道整備事業 12,580 2
南京・成都・徐州・鄭州の各都市にそれぞれ給水施設を建設することに
より、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P79
広州~昆明~成都光ｹｰﾌﾞﾙ
建設事業

5,349 1
広東省・広西壮族自治区・雲南省・四川省に光ファイバーケーブルによ
る一級及び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う
通信需要の増大に対応せんとするもの。

信息産業部

Ｐ120 成都市上水道整備事業 7,293 1
年々深刻化しつつある成都市の給水不足及び今後の水需要に対応す
るため、同市にある第６浄水場を拡張するもの。

成都市 
人民政府

P138 四川省紫坪鋪水資源開発事業 32,199 1

逼迫した水需給バランスを安定化し、環境、灌漑、生活・工業の各用水
を確保すると同時に、洪水対策、発電等の機能を発揮させるため、四川
省の岷江上流に多目的ダムを建設するもの。（2004年12月に円借款使
用取りやめ。）

四川省 
人民政府

P157 四川省人材育成事業 6,131 1

四川省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

四川省 
人民政府

P207
四川省長江上流地区生態環境
総合整備事業

6,503 1

四川省において、植林、植草及び燃料用森林伐採削減に資するべく代
替燃料たるメタンガス施設の建設を行うことにより、同地域の森林面積
の増加、土壌浸食の減少を図り、もって本事業対象地域の生態環境改
善に寄与するもの。

四川省 
人民政府

P222 四川省地方都市水環境整備事業 6,300 1

四川省長江上流域の都市（宜賓市、遂寧市、綿陽市、攀枝花市、およ
び資陽市)において、下水道施設及び上水道施設の整備を行うことによ
り、各市内河川へ流入する水質汚濁物質の排出量の削減、及び安定的
かつ安全な水供給の実現を図り、もって同地域住民の生活環境の改善
に寄与するもの。

四川省 
人民政府

貴州省

P13 天生橋水力発電事業 77,375 6
広西壮族自治区、貴州省の境の紅水河水系に発電所及び送変電設備
を建設することにより、中国南部に電力を供給するもの。

国家電力公司

P21 四都市ガス整備事業 14,990 2
ハルビン・福州・貴陽にそれぞれ石炭ガス製造プラントを建設することに
より、同都市のガス需要への対応を図るもの。寧波については93年6月
に事業中止。

建設部

P42 天生橋第一水力発電事業 40,600 4
広西壮族自治区、貴州省の境の紅水河水系に発電所及び送電線を建
設することにより、中国南部地区の電力供給能力の拡大を図るもの。

国家電力公司

P59 瓮福化学肥料工場建設事業 12,286 2
貴州省福泉県に燐酸肥料工場を建設することにより、急増する中国の
化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするもの。

化学工業部

P74 貴陽~婁底鉄道建設事業 29,960 2
貴州省・雲南省の燐鉱石及び石炭の輸送力を増強する為、貴陽・婁底
間を電化・複線化するもの。

鉄道部

P78 貴陽~新寨道路建設事業 14,968 1
12幹線の1つである重慶・湛江線の一部とすべく、貴州省の貴陽・新寨を
繋ぐ一級道路及び二級道路を建設し、輸送需要に対応せんとするもの。

交通部

P81 内陸部電話網拡充事業 15,003 1
中国内陸部の新疆ウイグル自治区・甘粛省・青海省・寧夏自治区・内蒙
古自治区・貴州省に市内交換機等を設置することにより、内陸部である
同地域の経済発展を促進せんとするもの。

信息産業部
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P87 貴陽西郊浄水場建設事業 5,500 1
貴州省貴陽市に紅楓湖を水源とする上水道施設を建設することにより、
同市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。

建設部

P113 環境モデル都市事業（貴陽） 14,435 2
貴陽市において深刻化しつつある大気汚染の対策として、専門家委員
会で推薦された主要汚染源施設改良等のサブ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うもの（環
境モデル都市構想の一環）。

貴州省 
人民政府

P172
内陸部・人材育成事業
（貴州省）

4,593 1

貴州省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

貴州省 
人民政府

P208 貴陽市水環境整備事業 12,140 1
貴州省貴陽市において、下水処理場の建設及び下水管の敷設を行うこ
とにより、下水処理能力の向上及び汚染が著しい南明河等の水質改善
を図り、もって貴陽市周辺住民の生活環境の改善に寄与するもの。

貴陽市 
人民政府

P209 貴州省環境整備・人材育成事業 9,173 1

貴州省の農村部および地方都市部において、①メタンガス活用施設、
廃棄物処理施設整備および植林等の環境対策、②生活道・飲用水施
設・医療施設整備等の衛生対策、③高等学校施設整備を行うことによ
り、事業対象地域における劣悪な環境・衛生状態の改善及び人材育成
を図り、もって同地域の環境と社会の持続可能な発展に寄与するもの。

貴州省 
人民政府

雲南省

P27 雲南化学肥料工場建設事業 14,068 3
雲南省昆明市郊外に燐酸肥料工場を建設することにより、同省を初め
中国全土の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするも
の。

化学工業部

P43 南寧・昆明鉄道建設事業 57,696 4
広西壮族自治区南寧・雲南省昆明間に電化単線の鉄道を建設し、同鉄
道沿線の石炭、燐鉱石等の輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P51
三都市上水道整備事業
（厦門，重慶，昆明）

10,403 1
厦門・重慶・昆明の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P79
広州~昆明~成都光ｹｰﾌﾞﾙ
建設事業

5,349 1
広東省・広西壮族自治区・雲南省・四川省に光ファイバーケーブルによ
る一級及び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う
通信需要の増大に対応せんとするもの。

信息産業部

Ｐ119 昆明市上水道整備事業 20,903 1
年々深刻化しつつある昆明市の給水不足及び今後の水需要に対応す
るため、同市北部の掌鳩河上流に予定されているダム建設と併せて上
水道施設を建設するもの。

昆明市 
人民政府

P159 雲南省人材育成事業 4,540 1

雲南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

雲南省 
人民政府

P196 
(STEP)

放送事業（雲南省） 3,008 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハー
ド面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送
を通じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理
解の促進を図るもの。

雲南省 
人民政府

P211 雲南省昆明市水環境整備事業（Ｉ） 12,700 1
雲南省昆明市の市街地中心部において、下水処理施設の整備等を行
うことにより、同地域の下水処理能力の向上を図り、もって滇池の水質
汚濁低減を通じた同地域の生活環境の改善に寄与するもの。

昆明市 
人民政府

P219
雲南省昆明市水環境整備事業 
（ＩI）

10,400 1
雲南省昆明市の市街地中心部において、下水処理施設の整備を行うこ
とにより、同地域の下水処理能力の向上を図り、もって滇池の水質汚濁
低減を通じた同地域の生活環境の改善に寄与するもの。

昆明市 
人民政府

チベット自治区

P80
蘭州~西寧~ラサ光ｹｰﾌﾞﾙ
建設事業

3,046 1
青海省・甘粛省・チベット自治区に光ファイバーケーブルによる一級及
び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う通信需要
の増大に対応せんとするもの。

信息産業部

陝西省

P8 鄭州・宝鶏間鉄道電化事業 69,191 5
河南省鄭州・陜西省宝鶏間の鉄道を電化し、輸送力の拡充を図るも
の。

鉄道部

P25 渭河化学肥料工場建設事業 26,926 3
陜西省渭南市郊外に尿素肥料工場を建設することにより急増する同省
の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするもの。

化学工業部

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江
省、江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設
することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業部

P35 神木・朔県鉄道建設事業 26,985 4
陜西省大柳塔・山西省朔県間に電化単線の鉄道を建設し、神府東勝炭
田からの石炭輸送力の拡充を図るもの。

神華集団
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P38 宝鶏・中衛鉄道建設事業 29,800 4
陜西省宝鶏・寧夏回族自治区中衛間に電化単線の鉄道を建設し、中国
西北部の輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P62 西安市上水道整備事業 7,139 2
導水施設、新浄水場、送配水施設の建設及び、浄水施設の拡張を通じ
て、西安市の逼迫している水需要増大に対応し、また地下水過剰揚水
抑制による地盤沈下、地表ひび割れの緩和を図るもの。

建設部

P73 西安~安康鉄道建設事業 35,000 3
西安・安康間に電化単線を建設し、四川省への山西省産石炭等の輸送
力増強を図らんとするもの。

鉄道部

P95
陜西省韓城第2火力発電所
建設事業

57,970 2
陜西省および周辺地域の電力不足を解消するため、同省韓城市に本
格的な脱硫装置を備えた石炭火力発電所を建設するもの。

国家電力公司

P129
(特借)

西安咸陽空港拡張事業 3,091 1
既存空港の旅客ターミナルビル拡張等により国際空港としての設備・機
能を整備し、増加する旅客量に対応するとともに、中国西北地区経済・
商業貿易等を向上させんとするもの。

中国民用 
航空総局

P135 陜西省黄土高原植林事業 4,200 1

陜西省黄土高原地帯で植林を行うことにより、地域の森林率向上、土
壌流出防止及び農家の収入向上を図り、以って同地域の社会・経済の
安定、同地域住民及び黄河下流域住民の生活環境の向上、中国の自
然環境改善に資せんとするもの。

陝西省 
人民政府

P148 西安市環境整備事業 9,764 1
西安市において、下水道施設の整備を行うことにより、市内河川の水質
改善を図り、都市の持続可能な発展を促進するもの。

西安市 
人民政府

P155 陝西省人材育成事業 6,021 1

陜西省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

陝西省 
人民政府

P201
陝西省水環境整備事業
（陝西省）

7,700 1
陝西省の地方都市において上水道設備の整備を行うことにより、衛生
的・安全的な水の供給を図り、もって生活環境の改善、地域経済の発展
を図るもの。

陝西省 
人民政府

P202 陝西省水環境整備事業(西安市) 19,564 1
陝西省西安市において、下水処理施設、上水管網及び排水路等を整備
することにより、市内河川の水質汚濁の改善、衛生的な水の供給及び洪
水被害の軽減を図り、もって西安市の水環境改善に寄与するもの。

西安市 
人民政府

甘粛省

P38 宝鶏・中衛鉄道建設事業 29,800 4
陜西省宝鶏・寧夏回族自治区中衛間に電化単線の鉄道を建設し、中国
西北部の輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P76 蘭州中川空港拡張事業 6,338 1
老巧化した蘭州中川空港のターミナルビルの新築等を行うことにより、
旅客需要の増大に対応せんとするもの。

中国民用 
航空総局

P80
蘭州~西寧~ラサ光ｹｰﾌﾞﾙ
建設事業

3,046 1
青海省・甘粛省・チベット自治区に光ファイバーケーブルによる一級及
び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う通信需要
の増大に対応せんとするもの。

信息産業部

P81 内陸部電話網拡充事業 15,003 1
中国内陸部の新疆ウイグル自治区・甘粛省・青海省・寧夏自治区・内蒙
古自治区・貴州省に市内交換機等を設置することにより、内陸部である
同地域の経済発展を促進せんとするもの。

信息産業部

P89 蘭州環境整備事業 7,700 1
甘粛省蘭州市にて民生用都市ガス・熱供給施設の整備による大気汚染
の改善、下水処理場建設・上水道拡張による水質改善を図らんとするも
の。

蘭州市 
人民政府

P139
甘粛省水資源管理・砂漠化
防止事業

6,000 1
乾燥地帯での植生被覆増加による砂漠化の防止、適切な水資源管理、
単位収量増加による貧困緩和等のため、甘粛省の既存灌漑区にて節
水型灌漑施設の整備を行うもの。

甘粛省 
人民政府

P145 甘粛省小水力発電所建設事業 6,543 1
大気汚染を防止しつつ、電力供給能力の向上及び地域経済の活性化
を図るため、内陸部の水資源豊富な甘粛省に出力調整能力を備えた小
水力発電所を建設するもの。

甘粛省 
人民政府

P156 甘粛省人材育成事業 4,665 1

甘粛省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

甘粛省 
人民政府

P161 甘粛省道路建設事業 20,013 1
甘粛省での道路整備により、市場等へのアクセス向上と地域開発の促
進を図り、内陸部の民生向上・貧困対策に資するもの。

甘粛省 
人民政府

P167 甘粛省植林植草事業 12,400 1
甘粛省河西回廊地区で植林及び植草を行うことで地域の森林率及び植
生被覆の向上、同地域及び周辺地域での砂漠化防止による生活環境
の向上をはかり、以って同地域の社会・経済の安定をはかるもの。

甘粛省 
人民政府

P226 甘粛省蘭州市大気環境改善事業 7,400 1

甘粛省蘭州市において、集塵装置、脱硫装置等が不備である小型石炭
ボイラーを撤去し、集中型熱供給施設を整備することにより、小規模汚
染排出源の抑制による大気汚染負荷の緩和を図り、もって同市の生活
環境の改善に寄与するもの。

甘粛省 
人民政府
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青海省

P80 蘭州~西寧~ラサ光ｹｰﾌﾞﾙ建設事業 3,046 1
青海省・甘粛省・チベット自治区に光ファイバーケーブルによる一級及
び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う通信需要
の増大に対応せんとするもの。

信息産業部

P81 内陸部電話網拡充事業 15,003 1
中国内陸部の新疆ウイグル自治区・甘粛省・青海省・寧夏自治区・内蒙
古自治区・貴州省に市内交換機等を設置することにより、内陸部である
同地域の経済発展を促進せんとするもの。

信息産業部

P189 内陸部・人材育成事業（青海省） 2,812 1

青海省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設
備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

青海省 
人民政府

P195 
(STEP)

放送事業（青海省） 2,354 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハー
ド面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送
を通じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理
解の促進を図るもの。

青海省 
人民政府

P227 青海省生態環境整備事業 6300 1
青海省青海湖周辺において、退化草地改善、砂漠化防止、植林並びに
水土保全対策を行うことにより、森林率・植生被覆率の向上を図り、もっ
て森林・草原の多面的機能の回復、砂漠化の防止に寄与するもの。

青海省 
人民政府

寧夏回族自治区

P38 宝鶏・中衛鉄道建設事業 29,800 4
陜西省宝鶏・寧夏回族自治区中衛間に電化単線の鉄道を建設し、中国
西北部の輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P81 内陸部電話網拡充事業 15,003 1
中国内陸部の新疆ウイグル自治区・甘粛省・青海省・寧夏自治区・内蒙
古自治区・貴州省に市内交換機等を設置することにより、内陸部である
同地域の経済発展を促進せんとするもの。

信息産業部

P153 寧夏回族自治区植林植草事業 7,977 1

寧夏回族自治区北部で植林及び植草を行うことで地域の森林率及び植
生被覆の向上、同地域及び周辺地域での砂漠化防止による生活環境
の向上、中国の自然環境改善をはかることと併せて農家の収入向上も
はかり、以って同地域の社会・経済の安定をはかるもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

P190
内陸部・人材育成事業（寧夏回族
自治区）

2,636 1

寧夏回族自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推
進するため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面
（校舎･設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うこと
で、高等教育の量的・質的改善を図るもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

P199 
(STEP)

放送事業（寧夏回族自治区） 4,250 1

放送インフラ設備及び研修プログラムの実施を通じ、放送局のハード面
の改善及びソフト面の強化を達成し、テレビ放送の量・質を改善すること
によって、放送を通じた国民の教育・知識・文化水準の向上を図り、また
日中の相互理解を図るもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

P220 寧夏回族自治区水環境整備事業 8,432 1

寧夏回族自治区銀川市、石嘴山市において、上水道施設，下水道施設
及び中水道施設等の建設を行うことにより、安定的かつ安全な水供給、
及び水質汚濁物質の排出量の削減を図り、もって両市住民の生活環境
の改善に寄与するもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

新疆ウイグル自治区

P75 ウルムチ空港拡張事業 4,890 1
老巧化したウルムチ空港のターミナルビルの増改築等を行うことによ
り、旅客需要の増大に対応せんとするもの。

中国民用 
航空総局

P81 内陸部電話網拡充事業 15,003 1
中国内陸部の新疆ウイグル自治区・甘粛省・青海省・寧夏自治区・内蒙
古自治区・貴州省に市内交換機等を設置することにより、内陸部である
同地域の経済発展を促進せんとするもの。

信息産業部

P140
新疆ウイグル自治区水資源管理・
砂漠化防止事業

14,400 1
乾燥地帯での植生被覆増加による砂漠化の防止、適切な水資源管理、
単位収量増加による貧困緩和等のため、新疆ウイグル自治区の既存
灌漑区にて節水型灌漑施設の整備を行うもの。

新疆ウイグル 
自治区 
人民政府

P170
内陸部・人材育成事業（新疆ウイグ
ル自治区）

4,598 1

新疆ウイグル自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全
を推進するため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハー
ド面（校舎･設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うこ
とで、高等教育の量的・質的改善を図るもの。

新疆ウイグル 
自治区 
人民政府

P205
新疆ウイグル自治区伊寧市環境総
合整備事業 6,462 1

新疆ウイグル自治区伊寧市において、（a）上下水道設備、（b）廃棄物
処理設備、（c）集中型熱供給および天然ガス供給設備、（d）防護林、等
の環境インフラ整備を進めることにより、上水供給、水質汚濁・大気汚
染物質の削減、及び廃棄物の無害化処理等を図り、もって同市の環境
改善及び住民の生活水準の向上に寄与するもの。

伊寧市 
人民政府
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P221
新疆ウイグル自治区地方都市環境
整備事業(I)

12,998 1

新疆ウイグル自治区の4地方都市（哈密市、吐魯番市、烏蘇市及び奎
屯市）において、下水道施設、上水道施設、及び集中型熱供給設備の
整備を行うことにより、下水処理能力・上水供給能力の向上、水質汚
濁・大気汚染原因物質の削減を図り、もってこれら4市の環境改善及び
住民の生活水準の向上に寄与するもの。

新疆ウイグル 
自治区 
人民政府

P228
新疆ウイグル自治区地方都市環境
整備事業(Ⅱ)

3,802 1

新疆ウイグル自治区の阿勒泰市及び阿図什市において、下水処理施
設、上水施設、集中型熱供給施設等の整備を行うことにより、下水処
理能力・上水供給能力の向上、水質汚濁・大気汚染原因物質の削減を
図り、もって同市の環境改善及び住民の生活水準の向上に寄与するも
の。

新疆ウイグル 
自治区 
人民政府

広域案件・その他

P23 輸出基地開発計画 70,000 1

中国の輸出振興を図るため、中国の金融機関を通じて①農牧漁業、②
繊維工業、③軽工業（紙、陶器等）、④原材料工業に資金を供与するこ
とにより、輸出産業の設備近代化・技術導入を進め、中国輸出産業の
国際競争力を高めると共に、当該金融機関（対外経済貿易信託投資公
司）の開発金融業務能力を高めるもの。

中国 
輸出入銀行

P34 民用航空管制システム近代化事業 21,003 3
全国に航空管制レーダー等を配備し、国内主要航空路の航空機管制シ
ステムを整備することにより、中国の航空輸送管理をより効率化するも
の。

中国民用 
航空総局

P65 国家経済情報システム事業 20,300 2
中央政府、各省市に、機器の導入･システムの開発導入･各機関を結ぶ
情報ネットワーク設備の導入を行い、必要となる多種多様な情報の収
集と提供が可能となる経済情報ネットワークの構築を図るもの。

国家経済 
情報センター

C 商品借款 130,000 5
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Ⅲ-3. 案件一覧（セクター別）

Ⅲ-3-1．技術協力/無償資金協力事業

No 案件名 実施地 実施期間

１．計画・行政

（開発計画・行政一般）

■ 10 特許情報検索用教育システム開発 北京市 1986/11-1990/10
■ 46 湖北省江漢平原四湖湛水地域総合開発計画 湖北省 1997/01-2002/01
■ 48 北京市消防訓練センター 北京市 1997/10-2004/09
■ 53 山西省アルカリ土壌改良現地実証調査（開発協力実証調査） 山西省太原市、大同市、朔州市 2000/04-2003/4
■ 65 貴州省三都県貧困対策モデルプロジェクト 貴州省 2002/02-2005/02
■ 69 税務行政改善支援プロジェクト 北京市 2004/04-2007/03
■ 71 経済法・企業法整備プロジェクト 北京市 2004/11-2009/11
■ 73 西部地区行政実務者育成 北京市、他 2005/06-2007/05
■ 74 知的財産権保護プロジェクト 北京市 2005/10-2010/09
■ 75 貴州省道真県・雷山県全民参加型総合貧困対策モデルプロジェクト 貴州省 2005/11-2010/03
■ 80 商業統計整備プロジェクト 北京市 2006/06-2008/06
■ 82 安全生産科学技術能力強化計画 北京市、遼寧省、浙江省 2006/10-2010/10
■ 88 民事訴訟法・仲裁法整備プロジェクト 北京市 2007/11-2010/11
■ 90 四川省涼山州金沙江流域生態環境保全総合開発モデルプロジェクト 四川省 2009/06-2014/05
■ 94 税務行政管理プロジェクト 北京市 2008/11-2011/03
■ 96 食品安全管理体制強化プロジェクト 北京市 2009/02-2011/01
■ 97 西部地域行政官研修プロジェクト 2009/03-2012/03
■ 100 国際産業連関表作成による統計整備プロジェクト 北京市 2009/06-2012/03

■ 105 日中協力地震緊急救援強化計画プロジェクト
北京市、雲南省、江蘇省、河北省、内モ
ンゴル自治区、広東省、山東省、陝西
省、遼寧省大連市

2009/10-2013/03

■ 114 職業衛生科学技術能力強化計画プロジェクト 北京、江蘇省蘇州市 2013/03-2016/03
■ 120 独禁法立法及び執行協力プロジェクト 北京市 2012/07-2015/07
■ 121 国際税務プロジェクト 全国 2012/09-2015/09

■ 122 労働保障監察能力向上プロジェクト
北京市、陝西省、湖北省、黒龍江省、山
東省、雲南省、天津市

2013/01-2016/01

■ 124 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト 北京市 2014/06-2021/03
■ 127 四川省における防災教育推進及び能力向上プロジェクト 四川省 2015/10-2018/10
▲ 8 特許・情報検索システム開発計画 北京市 1985/03-1985/07
▲ 9 海南島総合開発計画調査 海南島 1985/03-1988/11
▲ 46 上海市浦東新区外高橋地区開発計画 上海市 1992/08-1994/01
▲ 48 江西省九江市総合開発計画 江西省 1992/09-1993/12
▲ 67 吉林省地域総合開発計画 吉林省 1996/09-1998/05
▲ 79 郷村都市化実験市(海城市)総合開発計画調査 遼寧省 1999/06-2000/12
▲ 81 住宅金融制度改革支援調査 北京市 2000/04-2001/02

▲ 88 中小企業金融制度調査
北京市、陝西省、浙江省、広東省、山東
省

2003/03-2005/01

▲ 89 西部地域中等都市発展戦略策定調査 湖南省、四川省、雲南省 2003/08-2005/09
▲ 92 中国西部開発金融制度改革調査 甘粛省、貴州省、重慶市 2004/05-2006/03
□ 12 救急医療技術(研修員受入) 重慶市 2001
□ 24 瀋陽市消防行政(研修員受入) 遼寧省瀋陽市 2002
□ 43 消防行政(研修員受入) 遼寧省瀋陽市消防局 2003
□ 63 消防行政（研修員受入） 瀋陽市消防局 2004
□ 91 消防行政 遼寧省瀋陽市消防局 2005
□ 110 消防行政 遼寧省瀋陽市消防局 2006
□ 137 河南省駐馬店市の貧困村における自立支援プロジェクト 河南省 2008－2010

□ 148
中国四川省成都市過疎貧困農村における生計向上志向農民の定着のための
基盤整備プロジェクト

四川省成都市 2009－2011

□ 160 四川省の温泉を活用した観光産業復興による被災地復興事業 四川省成都市 2010-2012
□ 178 河南省駐馬店市の貧困村における自立支援プロジェクト 河南省駐馬店市 2011-2013
○ 47 北京市消防整備計画 北京市 1992/4/16-1993/3/31
○ 50 北京市消防機材整備計画 北京市 1992/6/24-1994/2/26
○ 85 全国救急人員訓練センター機材整備計画 上海市 1999/11/24-2001/3/12
○ 101 広西天湖貧困区貧困救済計画 広西壮族自治区 2002/6/24-2004/2/10

○ 109 内陸部救急医療センター機材整備計画
内陸部10都市救急医療センター：吉林省
､安微省､江西省､湖南省､陜西省､貴州省
､甘粛省､雲南省､青海省

2003/4/18-2004/5/25

（環境行政）

■ 26 日中友好環境保全センター（Ⅰ） 北京市 1992/09-1995/08
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■ 43 日中友好環境保全センター（Ⅱ） 北京市 1996/02-2002/03
■ 47 石炭工業環境保護保安研修センター 河北省、山東省 1997/03-2002/02
■ 59 太湖水環境修復モデルプロジェクト 江蘇省 2001/05-2006/05
■ 67 日中友好環境保全センター（Ⅲ） 北京市 2002/04-2008/04
■ 68 鉄鋼業環境保護技術向上プロジェクト 北京市 2002/09-2007/08
■ 77 日中気象災害協力研究センター 北京市、チベット自治区、四川省、雲南省 2005/12-2010/03
■ 89 CDM事業推進のための能力強化プロジェクト 北京市 2007-2008
■ 92 節水型社会構築モデルプロジェクト 北京市 2008/06-2011/06
■ 93 循環型経済推進プロジェクト 北京市 2008/10-2013/09
■ 95 気候変動、CDMに関する日中関連政策研修プロジェクト 北京市 2008/12-2009/12
■ 101 環境汚染健康損害賠償制度構築推進 北京市 2009/06-2012/06
■ 103 天津市環境管理能力向上プロジェクト 天津市 2009/09-2012/03
■ 109 人とトキが共生できる地域環境づくりプロジェクト 北京市、陝西省、河南省 2010/09-2015/09
■ 115 市民参加による気候変動対策推進 全国 2011/04-2014/03
■ 116 黒河金盆ダム湖および上流域水環境管理向上プロジェクト 陝西省 2012/03-2015/03
■ 118 大気中の窒素酸化物総量抑制プロジェクト 北京市、湖南省湘潭市 2012/04-2016/03

■ 123
オゾン及び微小粒子状物質（PM2.5）抑制のための計画策定能力向上プロジ
ェクト

北京市 2013/11-2016/11

■ 128 環境にやさしい社会構築プロジェクト 北京市 2016/04-2021/12
▲ 15 上海市大気汚染対策調査 上海市 1986/01-1987/12
▲ 45 潘陽湖水質保護対策計画 江西省 1992/04-1993/07
▲ 55 柳州市大気汚染総合対策計画調査及び広域酸性降下物モニタリング調査 広西壮族自治区 1993/11-1995/11
▲ 60 岷江成都地区水環境総合管理計画調査 四川省 1996/01-1997/05
▲ 61 太湖水環境管理計画調査 江蘇省 1996/01-1998/03
▲ 65 漓江水環境総合管理計画 広西壮族自治区 1996/07-1997/05
▲ 68 大連市環境モデル地区整備計画調査 遼寧省 1996/12-2000/01
▲ 73 貴州省猫跳河(紅楓･百花湖水域)流域環境総合対策計画調査 貴州省 1997/12-1999/05
▲ 82 珠江口海域環境モニタリング整備計画調査 広東省 2000/05-2001/03
▲ 87 貴陽市大気汚染対策計画調査 貴州省 2003/02-2004/10
□ 3 大連市環境モニタリングシステム（管理者養成）(研修員受入) 遼寧省大連市 2000
□ 5 水質分析（太湖流域）(研修員受入) 江蘇省無錫市 2000
□ 6 遼寧省水質汚濁分析（研修員受入） 遼寧省瀋陽市 2000
□ 9 遼寧省遼河汚濁原因解明調査(専門家派遣) 遼寧省環境監測センター 2000
□ 17 環境保全対策（水質分析）(研修員受入) 江蘇省無錫市 2001
□ 18 希少植物に関する保全調査・研究(研修員受入) 雲南省昆明市 2001
□ 19 遼河水質汚濁分析(研修員受入、専門家派遣) 遼寧省瀋陽市 2001
□ 21 環境対策(専門家派遣) 吉林省人民政府 2001
□ 22 漏水防止による水源開発(専門家派遣) 遼寧省大連市水道公社 2001
□ 23 クリーナープロダクション導入のための人材育成(専門家派遣) 遼寧省大連市環境保護局 2001
□ 31 威海市都市環境保全行政(研修員受入) 山東省威海市 2002

□ 33
大連市のクリーナープロダクション導入に対する人材育成(研修員受入、専門
家派遣)

遼寧省大連市 2002

□ 34 雲南省の野生植物の保全に関する共同研究(研修員受入、専門家派遣) 雲南省昆明市 2002
□ 35 江蘇省太湖水質分析(研修員受入) 江蘇省無錫市 2002
□ 36 遼寧省遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査(研修員受入、専門家派遣) 遼寧省瀋陽市 2002

□ 38
環境ホルモン等化学物質の微量分析技術の習得 （分析化学）(研修員受入、
専門家派遣)

遼寧省瀋陽市 2002

□ 42 吉林省環境技術研修員フォローアップ事業(専門家派遣) 吉林省人民政府外事弁公室亜州処 2002
□ 49 大連市のクリーナープロダクション導入に対する人材育成(研修員受入) 遼寧省大連市環境保護局 2003
□ 50 環境ホルモン等化学物質の微量分析技術の習得(専門家派遣、研修員受入) 遼寧省瀋陽市中国医科大学 2003
□ 52 遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査(専門家派遣、研修員受入) 遼寧省環境監測センター 2003
□ 57 都市環境保全行政（研修員受入） 威海市環境保護局 2003
□ 59 太湖流域の水環境修復プロジェクト（研修員受入） 江蘇省無錫市環境保護局 2003
□ 70 都市環境保全行政（研修員受入） 威海市環境保護局 2004
□ 71 大連市のクリーナープロダクション（CP）導入に対する人材育成（研修員受入） 大連市環境保護局 2004
□ 73 大同市公害対策リーダー育成・技術指導計画（専門家派遣、研修員受入） 山西省大同市 2004
□ 75 環境ホルモン等化学物質の微量分析技術（専門家派遣、研修員受入） 中国医科大学 2004
□ 76 遼河河口及び遼東湾・渤海湾の水質調査（専門家派遣、研修員受入） 遼寧省環境監測センター 2004
□ 77 高知県・安徽省友好の森整備プロジェクト（研修員受入） 安徽省林業庁 2004

□ 79 アジアにおける環境教育（専門家派遣、研修員受入）
南京市（アジア太平洋都市間ネットワーク
の会員市の一つ）

2004

□ 81 中国「山西省アルカリ土壌改良」フォローアップ事業(専門家派遣、研修員受入) 山西省科学技術庁土壌肥料研究所 2004
□ 82 太湖流域の水環境修復プロジェクト(専門家派遣、研修員受入) 江蘇省無錫市環境保護局 2004
□ 90 遼寧省の遼東湾・渤海沿岸域の水質改善共同調査 遼寧省環境監測センター 2005-2007
□ 97 大同市環境改善リーダー育成・技術指導計画 山西省大同市 2005-2007

□ 99 アジア都市における総合環境教育
南京市（アジア太平洋都市間ネットワーク
の会員市のひとつ）

2005-2006
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□ 101 地域資源を活かした協働による環境教育 河南省環境保護局 2005-2007

□ 102
中国雲南高原湖沼における草の根的水圏環境情報システム構築のための技
術指導計画

雲南省環境保全局、雲南省環境科学研
究所

2005-2007

□ 103 威海市個別研修「環境保全パートナシップコース」 威海市環境保護局 2005-2007

□ 108
内蒙古自治区阿拉善盟における砂漠化防止のための種子採種事業の確立と
環境教育のモデル事業

阿拉善盟黄河文化経済発展研究会 2005-2006

□ 109
内蒙古東部地域における環境教育普及事業及びワーキング・エコ・ツアーの基
盤整備事業

日中韓環境教育協力会 2005-2007

□ 115 重慶市との環境保全交流事業 重慶市 2006
□ 116 江蘇省北部水環境修復支援事業 江蘇省環境保護庁 2006-2008
□ 120 資源循環社会における中国の都市環境整備システムの構築 広東省 2007－2009

□ 127
中国・内蒙古自治区自治区アラシャン盟における包括的貧困遊牧民の生活支
援と地域住民の環境教育を通じた砂漠化防止事業

内モンゴル自治区 2007－2009

□ 129 市民の環境意識向上を目指す環境教育 河南省 2008－2010
□ 132 大同市資源循環型社会構築支援モデル事業 山西省大同市 2008－2010
□ 134 遼寧省との黄砂に関する共同調査研究 遼寧省 2008－2010
□ 135 上海ESCO・省エネ技術移転のための人材育成事業 上海市 2008－2010
□ 136 中国・西安市における大気環境改善 陝西省西安市 2008－2010
□ 144 江蘇省大気環境改善支援事業 江蘇省 2009－2011
□ 145 安順市における環境保全管理研修 貴州省安順市 2009－2011
□ 153 中国山東省のための環境保全協力事業 山東省 2010-2012
□ 159 上海市における環境教育推進事業 上海市 2010-2011
□ 162 中国・西安市における水環境改善 陝西省西安市 2010-2011
□ 172 大同市における資源循環型環境教育 山西省大同市 2011-2014
□ 173 山西省環境技術支援事業 山西省 2011-2014
□ 174 上海市省エネ指導者育成事業 上海市 2011-2013
□ 175 中国山東省のための環境保全協力事業Ⅱ 山東省 2011-2014
□ 179 中国・西安市における大気中の浮遊粒子状物質量削減事業 陝西省西安市 2012-2015

□ 180
有害大気汚染物質モニタリング技術の普及による黒龍江省の大気環境保全
支援事業

黒竜江省 2013-2015

□ 181 遼寧省との自動車排気ガス対策協力事業 遼寧省 2012-2014
□ 182 江蘇省土壌汚染対策技術支援事業 江蘇省 2013-2016
□ 190 遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）対策協力事業 遼寧省 2015-2017
□ 191 土壌汚染物質分析技術の確立による黒龍江省の土壌環境保全支援事業 黒龍江省 2016-2019
□ 192 湖南省洞庭湖流域農村水環境改善プロジェクト 湖南省 2016-2019
□ 193 黒竜江省綏化市食の安全と環境対策事業 黒龍江省 2016-2019
□ 194 遼寧省との揮発性有機化合物（VOC）削減技術普及のための協力事業 遼寧省、大連市 2018-2022
○ 37 日中友好環境保全センター設立計画 北京市 1991/1/22-1995/11/30
○ 45 日中友好環境保全センター設立計画 北京市 1991/7/1-1995/11/30
○ 89 環境情報ネットワーク整備計画 重慶市、長春市、大連市 2000/3/29-2001/1/26
○ 96 第２次環境情報ネットワーク整備計画 89都市 2001/6/15-2002/4/24
○ 130 酸性雨及び黄砂モニタリング・ネットワーク整備計画 全国（計34サイト） 2006/12/20-2008/3/11

２．公共・公益事業

■ 9 北京市郵電訓練センター 北京市 1986/02-1991/02
■ 13 鉄道管理学院コンピュータシステム向上 北京市 1987/07-1991/06
■ 15 道路交通管理幹部訓練センター 河北省、江蘇省 1988/11-1992/11
■ 27 水汚染・廃水資源化研究センター 北京市 1992/11-1997/11
■ 31 国家科技委コンピューターソフトウェア技術研修センター 北京市 1993/11-1998/11
■ 41 住宅新技術研究・人材育成センター 北京市 1995/09-2000/08
■ 57 水利人材養成プロジェクト 北京市 2000/07-2007/06
■ 64 住宅性能と部品認定の研究 北京市 2001/12-2004/11
■ 85 住宅省エネルギー技術向上プロジェクト 北京市 2007/06-2009/05
■ 99 耐震建築人材育成プロジェクト 北京市、四川省、陝西省 2009/05-2011/05
■ 104 ダムの運用管理能力向上プロジェクト 北京市 2009/09-2013/10
■ 107 汚水処理場グレードアップ改造と運営改善に関するプロジェクト 北京市、雲南省 2010/03－2013/03

■ 110 都市廃棄物循環利用推進プロジェクト
北京市、貴陽市、嘉興市、青島市、西寧
市

2010/10-2015/01

■ 119 道路橋梁の耐久性及び改造技術の向上プロジェクト 北京市 2012/06-2014/03
■ 125 農村汚水処理技術システム及び管理体系の構築プロジェクト 北京市、他 2014/09-2017/09
▲ 4 天津・上海・広州電気通信網改造計画 天津市、上海市、広東省 1983/07-1984/04

▲ 5
秦皇島港丙丁バース建設､連雲港廟嶺二期工事､青島港前湾港区建設計画
調査

河北省、山東省、江蘇省 1983/07-1984/05

▲ 6
鄭州･宝鶏間複線鉄道電化計画調査，衡陽･広州間鉄道複線化及び電化計画
調査

山東省、河南省、湖南省、陝西省 1983/07-1984/05

▲ 10 上海都市快速鉄道整備計画 上海市 1985/05-1986/02
▲ 11 天津市地下水資源開発計画 天津市 1985/06-1987/11
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▲ 14 大鵬湾港湾整備計画 広東省 1986/01-1987/01
▲ 16 上海-南京間高速道路建設計画 江蘇省、上海市 1986/02-1987/09
▲ 17 北江飛来峡多目的ダム建設計画調査 広東省 1986/06-1987/08
▲ 18 上海市黄浦江架橋計画 上海市 1987/02-1988/02
▲ 20 観音閣ダム建設計画 遼寧省 1987/04-1988/06
▲ 21 大連港港湾整備計画 遼寧省 1987/04-1988/07
▲ 22 ウルムチ地下水開発計画 新疆ウイグル自治区 1987/06-1989/06
▲ 27 北京首都空港施設地区拡張計画 北京市 1988/03-1988/11
▲ 31 武漢天河空港建設計画 湖北省 1988/12-1990/02
▲ 32 三港湾整備計画（秦皇島湾、連雲港湾、石臼港） 河北省、江蘇省 1989/01-1989/06
▲ 33 天津市津塘快速鉄道建設計画 天津市 1989/02-1990/03
▲ 34 西安市生活廃棄物処理計画 陝西省 1989/02-1990/09
▲ 38 吉林省徳恵県電話網自動化計画 吉林省 1990/08-1991/07
▲ 40 漢江中下流区間洪水予警報計画 湖北省 1990/08-1992/05
▲ 43 吉林豊満ダム修復強化計画 吉林省 1991/05-1993/01 
▲ 47 浙江省幹線道路網計画 浙江省 1992/08-1994/07
▲ 50 重慶市快速軌道交通計画 重慶市 1993/01-1993/10
▲ 53 厦門市西通道建設計画調査 福建省 1993/04-1994/02
▲ 56 広東省順徳市斉杏輪中地区農村地域排水計画 広東省 1994/02-1994/12
▲ 57 大連市都市総合交通計画調査 遼寧省 1994/08-1996/03
▲ 58 上海浦東国際空港基本計画調査 上海市 1995/02-1997/08
▲ 63 上海浦東国際空港実施設計調査 上海市 1996/05-1997/01
▲ 66 遼寧省大凌河白石ダム工事に関する実験計画 遼寧省 1996/08-1997/08
▲ 70 内蒙古自治区トクト県地下水開発計画 内モンゴル自治区 1997/03-1999/01
▲ 71 神府東勝鉱区水資源総合開発調査 内モンゴル自治区 1997/10-2000/01
▲ 75 長沙市交通環境改善計画 湖南省 1998/03-1999/08
▲ 80 四川省成都市公共交通システム整備計画調査 四川省 1999/11-2000/12
▲ 90 雲南省小江流域総合土砂災害対策及び環境生態修復計画 雲南省 2004/03-2005/10
▲ 91 新疆トルファン盆地における持続的地下水資源利用調査 新疆ウイグル自治区 2004/04-2006/03
□ 1 建設技術(研修員受入) 遼寧省瀋陽市 2000
□ 11 情報産業振興(研修員受入) 重慶市 2001
□ 13 建設技術(研修員受入) 遼寧省瀋陽市 2001
□ 28 黒龍江省寒冷地等舗装技術協力事業(研修員受入、専門家派遣) 黒龍江省ハルビン市 2002
□ 29 大連市水道技術者受入事業(研修員受入、専門家派遣) 遼寧省大連市 2002
□ 30 上海・長江交易促進プロジェクトに係るIT技術者交流制度の構築(研修員受入) 江蘇省南京市 2002

□ 41 漏水防止による第二水源開発(専門家派遣)
遼寧省大連市水道公社（大連市自来水
集団有限公司）

2002

□ 44 建設技術(研修員受入) 遼寧省瀋陽市建設管理局 2003

□ 45 新潟県・黒龍江省寒冷地等舗装技術協力事業(専門家派遣、研修員受入)
黒龍江省交通庁、黒龍江省交通科学研
究所

2003

□ 48 大連市水道技術者受入事業(研修員受入)
遼寧省大連市水道公社（大連市自来水
集団有限公司）

2003

□ 54 中国山東省における廃棄物埋立場の現状と改善に係る調査(専門家派遣)/ 山東省建設庁、潍坊市環境衛生局 2003
□ 55 大連市水道技術協力事業(専門家派遣) 大連市水道公社 2003
□ 56 下水道計画、設計、維持管理の技術協力（専門家派遣、研修員受入) 山東省建設庁 2003
□ 60 地下水利用の適正化計画策定に関する技術協力（専門家派遣） 吉林省環境保護研究院 2003

□ 62 寒冷地における高齢者等対応建築改善計画（専門家派遣、研修員受入）
哈爾濱市人民政府外事僑務弁公室亜州
処

2004

□ 68 大連市水道技術研修団受入事業（研修員受入）
大連市水道公社
（大連市自来水集団有限公司）

2004

□ 72 下水道計画、設計、維持管理の技術協力（専門家派遣、研修員受入） 山東省建設庁 2004

□ 78 新潟県・黒龍江省寒冷地等舗装技術協力事業（専門家派遣、研修員受入）
黒龍江省交通庁、黒龍江省交通科学研
究所

2004

□ 80 地下水利用の適正化計画策定に関する技術協力（専門家派遣、研修員受入） 吉林省環境保護研究院 2004

□ 88 新潟県・黒龍江省県郷道路建設計画術協力事業
黒龍江省交通庁、黒龍江省交通科学研
究所

2005-2007

□ 89 大連市簡易水道技術普及事業 大連市人民政府水務局 2005-2006
□ 92 下水道計画、設計、維持管理の技術協力 山東省建設庁 2005

□ 94 寒冷地における高齢者等対応建築改善計画
黒龍江省ハルビン市人民政府外事僑務
弁公室

2005-2006

□ 100 地下水利用の適正化計画策定手法に関する技術協力 吉林省環境保護研究院 2005

□ 106 水道技術「安全、安定給水の向上」
大連市水道公社
（大連市自来水集団有限公司）

2005-2007

□ 111 道路維持管理 瀋陽市都市建設管理局 2006-2008
□ 119 寒冷地における省エネ対応住宅改善計画 黒龍江省 2007－2009
□ 122 寧夏回族自治区銀川市における汚泥総合利用技術の確立 寧夏回族自治区 2007－2009
□ 128 新潟県黒龍江省橋梁維持管理計画技術協力事業 黒龍江省 2008－2010
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□ 131 中国国内技術協力のための大連水道人材育成 大連市自来水集団有限公司 2008
□ 157 中国四川震災地区のゴミ処置循環利用支援プロジェクト 四川省 2010-2012
□ 161 中国寧夏回族自治区農村部等での汚水処理・汚泥・家畜糞尿有効活用 寧夏回族自治区 2010-2011
□ 166 大連市周辺都市への水道人材育成技術協力事業 遼寧省大連市 2010-2012

□ 169
中国南水北調輸水路流域の水保全にむけた水供給域（丹江口・武漢）におけ
る環境教育パッケージ教材の共同開発と環境人材育成

湖北省 2011-2014

□ 184 中国広東省における食の安全安心と食育の推進 広東省 2012-2015
□ 187 中国寧夏回族自治区における水環境改善のための流域管理計画の構築 寧夏回族自治区 2013-2016

□ 188
中国湖南省における都市汚水処理場運転管理技術と住民の環境意識の向上
のためのプロジェクト

湖南省 2013-2016

○ 3 北京郵電訓練センター建設計画（機材） 北京市 1984/9/27-1986/3/27
○ 14 長春市浄水場整備計画 吉林省長春市葦子溝 1986/8/18-1988/2/17
○ 19 長春市浄水場整備計画 吉林省 1987/6/26-1988/5/3
○ 25 中央電視台日本語教育スタジオ機材整備計画 北京市 1988/11/9-1990/2/28
○ 29 北京電視台機材整備計画 北京市 1989/12/5-1991/2/28
○ 33 長春市浄水場旧施設改良計画 長春市葦子水 1990/7/4-1991/9/30
○ 34 貴州省飲料水供給改善計画 貴州省案順地区 1990/7/4-1992/1/29
○ 43 長春市浄水場旧施設改良計画 長春市葦子溝 1991/7/1-1992/3/12
○ 48 新彊放送局機材整備計画 新彊ウイグル自治区ウルムチ市 1992/4/16-1993/3/1
○ 52 河南省テレビ局機材整備計画 河南省鄭州 1993/1/19-1994/4/21
○ 54 白城地区農村給水計画 吉林省白城地区乾安、鎮賚、通楡 1993/3/3-1994/5/12
○ 59 白城地区農村給水計画 吉林省白城地区大安、白城、兆南　他 1993/7/30-1994/12/23
○ 61 福建省ミン江洪水予報・警報機材整備計画 福建省ミン江流域 1993/7/30-1995/3/25
○ 81 長江堤防補強計画 湖北省 1999/3/1-2000/1/27
○ 104 長春中日友好浄水場制御設備改善計画 吉林省 2002/9/6-2003/11/20
○ 108 漢江洪水予警報機材整備計画 湖北省及び河南省 2003/3/13-2004/3/8
○ 114 西安市廃棄物管理改善計画 陝西省西安市 2003/8/14-2005/3/3

３．農林水産

■ 4 黒竜江省木材総合利用研究計画 黒龍江省 1984/10-1991/10
■ 6 肉類食品総合研究センター 北京市 1985/04-1990/04
■ 7 三江平原農業総合試験場計画 黒龍江省 1985/09-1990/09
■ 8 上海水産加工技術開発センター 上海市 1986/01-1990/12
■ 14 北京市蔬菜研究センター計画 北京市 1988/01-1992/12
■ 17 黄土高原治山技術訓練計画 北京市 1990/01-1995/01
■ 19 天津酪農業発展計画 天津市 1990/03-1995/02
■ 20 福建省林業技術開発計画 福建省 1991/07-1998/06
■ 23 農業機械修理技術・研修計画 北京市 1992/04-1997/03
■ 28 河南省黄河沿岸稲麦研究計画 河南省 1993/04-1998/03
■ 29 潅漑排水技術開発研修センター 北京市 1993/06-1998/06
■ 30 国家水害防止総指揮部指揮自動化システム 北京市 1993/06-2000/05
■ 33 寧夏森林保護研究計画 寧夏回族自治区 1994/04-2001/03
■ 34 内蒙古乳製品加工技術向上計画 内モンゴル自治区 1994/06-1999/05
■ 38 河北省飼料作物生産利用技術向上計画 河北省 1995/04-2000/03
■ 40 黒竜江省木材総合利用研究計画(A/C) 黒龍江省 1995/09-1997/09
■ 42 湖北省林木育種計画 湖北省 1996/01-2001/01
■ 49 農業技術普及システム強化計画 四川省 1999/03-2004/02
■ 52 人工林木材研究計画 北京市、甘粛省 2000/03-2005/03
■ 56 湖北省菜種生産技術開発現地実証調査 湖北省 2000/07-2005/06
■ 58 四川省森林造成モデル計画 北京市、四川省 2000/07－2007/10
■ 60 大型灌漑区節水かんがいモデル計画 北京市 2001/06-2006/05
■ 61 黒竜江省酪農乳業発展計画 黒龍江省 2001/07-2006/06
■ 62 日中協力林木育種科学技術センター計画 湖北省 2001/10-2008/10
■ 66 持続的農業技術研究開発計画 北京市 2002/02-2007/02
■ 70 日中林業生態研修センター計画 北京市 2004/10-2009/10
■ 84 山西省雁門関地区生態環境回復及び貧困緩和プロジェクト　 山西省 2007/03-2011/03

■ 86 草原における環境保全型節水灌漑モデル事業　
北京市、内モンゴル自治区、新疆ウイグ
ル自治区

2007/06-2011/05

■ 87 新疆天然採草地生態保護と牧畜民定住プロジェクト　 新疆ウイグル自治区 2007/06-2012/03
■ 98 持続的農業技術研究開発計画（第2期：農業環境保全・修復） 北京市 2009/04-2014/03
■ 106 四川省震災後森林植生復旧計画 四川省 2010/02-2015/01
■ 108 中国西部地区林業人材育成プロジェクト 北京市 2010/03-2014/02
■ 111 黄土高原林業新技術推進普及 山西省 2010/10-2015/10

■ 126
持続的農業技術研究開発計画プロジェクトフェーズ３（環境にやさしい技術普
及）

北京市、寧夏回族自治区、黒龍江省、江
蘇省、湖北省、山東省、新疆ウイグル自
治区

2015/04-2018/04

▲ 2 三江平原竜頭橋典型区農業開発計画 黒竜江省 1981/07-1984/03
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▲ 7 三江平原農業総合試験場基本計画 黒竜江省 1984/09-1985/01
▲ 23 湖北省北部農業水利開発計画 湖北省 1987/07-1988/10
▲ 25 甘粛省閣井地区牧畜業開発計画 甘粛省 1987/10-1989/03
▲ 29 湖南省洞庭湖地区総合水利農業開発計画 湖南省 1988/08-1989/12
▲ 36 北京市海子ダム農業水利開発計画 北京市 1990/02-1991/03
▲ 39 広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画 広西壮族自治区 1990/08-1991/10
▲ 41 遼寧省遼河三角州農業資源総合開発計画 遼寧省 1990/12-1993/01
▲ 42 湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計画 湖南省 1991/02-1992/06
▲ 44 吉林省前郭地区第二潅漑区施設整備計画 吉林省 1992/02-1993/12
▲ 49 黒竜江省国営農場典型区農業総合開発計画 黒竜江省 1992/09-1994/11
▲ 72 陜西省安塞県山間地区農業総合開発計画調査 陝西省 1997/11-1999/03
▲ 76 河北省太行山農業総合開発調査 河北省 1998/06-1999/12
▲ 78 黄河沿岸農漁業総合開発計画 山西省 1999/03-2000/03
▲ 85 四川省安寧河流域造林計画調査 四川省 2000/09-2002/07
▲ 94 水利権制度整備 北京市 2004/07-2006/09
▲ 96 首都風砂被害地域における森林植生物復旧及びモデル林造成調査計画 北京市、河北省 2007/03-2010/03
□ 2 朝陽市農業開発(研修員受入) 遼寧省朝陽市 2000
□ 4 病虫害防除・土壌肥料(研修員受入、専門家派遣) 江蘇省 2000

□ 7 朝陽市農業の土地改良による土地生産向上計画(専門家派遣)
遼寧省朝陽市科学技術委員会（凌源市
農業技術普及センター）

2000

□ 8 環境の砂漠化を防止し、農牧民の生産と生活状況を改善する(専門家派遣) 新疆ウイグル自治区農業庁 2000
□ 14 農業一般（果樹栽培）(研修員受入) 遼寧省 2001
□ 15 病害虫防除･土壌肥料（研修員受入） 江蘇省 2001
□ 16 朝陽市農業振興計画(研修員受入、専門家派遣) 遼寧省朝陽市 2001
□ 20 草原の砂漠化防止(専門家派遣) 新疆ウイグル農業大学など 2001
□ 25 朝陽市農業振興計画(研修員受入、専門家派遣) 遼寧省朝陽市 2002

□ 26
草地の砂漠化を防止するための家畜用冬季飼料資源確保技術の確立(研修
員受入)

新疆ウイグル自治区ウルムチ市 2002

□ 47
中国「山西省アルカリ土壌改良」フォローアップ事業 
 (専門家派遣、研修員受入)

山西省科学技術庁土壌肥料研究所 2003

□ 53 朝陽農業振興計画(専門家派遣、研修員受入) 遼寧省朝陽市科学技術局/ 2003

□ 64 朝陽市農業振興計画（専門家派遣、研修員受入）
遼寧省朝陽市人民政府農業経済発展
局，建平県農業局，建平県農業技術普及
センター

2004

□ 65 柳州市農業研修員受入れ事業（研修員受入） 広西壮族自治区柳州市 2004
□ 67 ウンカ等飛来性害虫の発生予察技術の習得支援（専門家派遣） 広東省農業庁 2004
□ 95 朝陽市農業振興計画 遼寧省朝陽市人民政府農業経済発展局 2005
□ 96 ウンカ等飛来性害虫の発生予察技術の習得支援 広東省農業庁 2005-2007
□ 98 高知県・安徽省友好の森整備プロジェクト 安徽省林業庁 2005-2006
□ 104 住民参加型灌漑管理支援事業 吉林省水利庁 2005-2007
□ 105 乳牛における病気の診断、治療技術並びに生産衛生技術の研修 新疆ウイグル自治区石河子市 2005-2007（中止）

□ 107 新潟県・黒龍江省嫩江流域荒漠化地区生態林建設技術協力事業 黒龍江省林業庁 2005-2007
□ 84 黄土高原における森林再生事業（専門家派遣、研修員受入）/ 山西省大同市総工会 2005-2007
□ 118 松花江における農業の水質検査システム構築支援事業 黒龍江省環境保護局 2006-2008
□ 121 安徽省山間地域森林整備のための技術推進協力事業 安徽省 2007－2009
□ 124 海洋環境の保全や環境に配慮した増養殖に関する技術の研修 遼寧省大連市 2007－2009
□ 125 畜産公害対策及び畜産事業場環境調査に係る技術協力事業 吉林省環境保護局 2007-2008
□ 126 太行山地区における多様性のある森林再生事業 山西省大同市 2007－2009
□ 133 吉林省参加型灌漑管理組織強化プロジェクト 吉林省 2008－2010
□ 138 中国・寧夏紅寺堡地区飼料用桑栽培モデル農場建設および研修 寧夏回族自治区 2008－2009

□ 139
内蒙古自治区ドキトラ村における作物残渣利用の有機肥料生産による農村の
持続的生産環境づくり

内モンゴル自治区 2008－2011　

□ 140 残留農薬分析技術の普及による松花江の環境保全支援事業 黒龍江省 2009－2011
□ 141 貴州省の水稲品質改良に向けた技術指導プログラム 貴州省 2009－2011
□ 142 都市型近代農業及び農業政策アクションプラン策定支援事業 湖北省武漢市 2009－2011
□ 143 黒龍江省順利村モデル地区資源循環型農村環境構築技術協力事業 黒龍江省 2009－2011
□ 154 金壇市における環境教育に基づく豚糞尿液肥利用の耕畜連携支援プロジェクト 江蘇省金壇市 2010-2012

□ 155
淅江省庵東鎮における環境教育・環境創造型農業の普及事業：コウノトリが結
ぶ環境協力

浙江省寧波市 2010-2012

□ 163 寧夏地区飼料用桑栽培及びその飼料化とそれによる羊（牛）の飼育法の普及 寧夏回族自治区 2010-2012

□ 164
中国内蒙古自治区アラシャン盟における生態環境保全及び持続可能な発展
のための農牧民研修と社会参加促進事業

内モンゴル自治区 2010-2011

□ 165 環境保全と農村生活向上のための循環型農林業の追及 山西省大同市 2010-2011
□ 167 太行山地区における多様性のある森林再生事業 山西省大同市 2010-2013

□ 168
中国･内モンゴル自治区アラシャン左旗における農牧民潅木植栽専業合作社
の支援事業

内モンゴル自治区 2010-2013

□ 176 安徽省における森林の路網整備に関する技術交流事業 安徽省 2011-2013
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□ 183 黒竜江省林甸県荒漠地対策事業 黒竜江省 2012-2015
○ 4 中国肉類食品総合研究センター建設計画 北京市 1984/9/27-1986/5/10
○ 5 食糧増産援助 遼寧省、寧夏回族自治区 1985/1/16
○ 6 食糧増産援助 黒龍江省、新彊ウイグル自治区　　　　 1985/10/15
○ 12 北京淡水魚養殖センター計画 北京市 1986/3/19-1987/3/31
○ 16 食糧増産援助 青海省、内モンゴル自治区 1986/12/23
○ 18 北京蔬菜研究センター機材整備計画 北京市 1987/4/27-1989/11/10
○ 20 北京蔬菜研究センター機材整備計画 北京市 1987/6/26-1989/11/10
○ 22 大興安嶺森林火災復興計画 中国東北地区、黒龍江省大興安嶺 1988/5/5-1989/2/28
○ 23 北戴河中央増殖実験ステーション整備計画 河北省秦皇島市北戴河 1988/5/5-1989/4/1
○ 26 食糧増産援助 河北省、甘粛省 1988/12/28
○ 32 食糧増産援助 貴州省6県　四川省5市県 1990/3/9
○ 35 食糧増産援助 湖北省、湖南省 1990/10/18
○ 42 湖北省北部地区農業水利整備計画 湖北省棗揚県石台寺 1991/7/1-1993/8/24
○ 44 食糧増産援助 河南省、北京市、福建省　 1991/7/26

○ 49 食糧増産援助
雲南省の禄勧県、武定県、江西省の端金
県、遂川県

1992/6/24

○ 55 山西省野菜栽培計画 山西省陽泉市 1993/3/3-1994/1/27
○ 57 食糧増産援助 陝西省、山西省 1993/6/17
○ 63 食糧増産援助 山東省、安徽省 1994/9/16
○ 73 洞庭湖地区農業水利開発計画 湖南省 1997/11/11-1999/3/7
○ 75 食糧増産援助 海南省、広西壮族自治区 1997/12/23
○ 77 漢江上流水土保持林造成機材整備計画 湖北省 1998/7/15-1999/11/25

○ 79 食糧増産援助
甘粛省、陝西省、雲南省、貴州省、江西
省、黒龍江省

1999/3/1-2000/3/6

○ 86 食糧増産援助 安徽省、河北省、湖北省、湖南省 2000/2/1-2001/2/8
○ 88 青海省果洛チベット族自治州家畜越冬保護資材・機材支援計画 青海省 2000/3/2-2001/3/30
○ 90 日中農業技術研究開発センター機材整備計画 北京市海淀区 2000/12/21-2002/3/8
○ 91 黄河中流域保全林造成計画 寧夏回族自治区 2000/12/21
○ 95 黄河中流域保全林造成計画 寧夏回族自治区 2001/6/15-2003/1/31
○ 102 黄河中流域保全林造成計画 寧夏回族自治区 2002/9/6-2004/1/21
○ 107 第２次黄河中流域保全林造成計画 山西省 2003/3/13-2004/3/8
○ 113 黄河中流域保全林造成計画 寧夏回族自治区 2003/8/14-2004/12/2
○ 115 第２次黄河中流域保全林造成計画 山西省 2003/8/14-2004/12/7
○ 122 第２次黄河中流域保全林造成計画 山西省 2004/7/6-2005/11/25
○ 126 第２次黄河中流域保全林造成計画 山西省 2005/6/6-2006/11/28
○ 129 第２次黄河中流域保全林造成計画 山西省 2006/6/8-2007/11/26

４．鉱工業

■ 12 非鉄金属鉱業試験センター 北京市 1987/03-1991/02
■ 18 燕山樹脂応用研究所 北京市 1990/02-1994/02
■ 21 上海現代金型技術訓練センター 上海市 1991/09-1995/08
■ 35 鉱物資源探査研究センター 北京市 1994/09-2001/08
■ 45 石油化学工業廃ガス処理技術 遼寧省 1996/11-2001/10
■ 72 技術・規格標準化及び適合性評価プロジェクト 北京市 2004/12-2006/12
▲ 3 安慶地域資源開発協力基礎調査 安徽省 1981/09-1986/11
▲ 13 潮州地域資源開発協力基礎調査 広東省 1985/12-1988/06
▲ 19 広西大廠銅坑鉱山近代化計画 広西壮族自治区 1987/03-1987/07
▲ 24 レアメタル総合開発調査資源開発協力基礎調査 広東省、黒竜江省 1987/08-1993/02
▲ 26 金型産業振興計画 上海市 1988/01-1988/08   
▲ 35 産業廃水処理・再利用開発普及計画 北京市、山西省 1989/03-1994/01
▲ 52 徳興銅鉱山鉱廃水処理対策調査 江西省 1993/03-1995/01
▲ 54 揚子地台西縁地域資源開発協力基礎調査 雲南省、陝西省 1993/09-1999/12
▲ 59 寧夏石炭資源開発利用計画調査 寧夏回族自治区 1995/07-1996/08
▲ 64 徳興銅鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調査 江西省 1996/06-1998/02
▲ 69 騰沖梁河地域資源開発協力基礎調査 雲南省 1997/01-1998/11
▲ 83 アルタイ地域資源開発調査 新疆ウイグル自治区 2000/07-2003/07
△ 1 北京冷蔵庫・洗濯機 北京市 1981-1982
△ 2 天津民生用電子 天津市 1982
△ 3 上海・無錫プラスチック 江蘇省、上海市 1982
△ 4 上海民生用電子 上海市 1982
△ 5 天津プラスチック 天津市 1983
△ 6 天津光学機器 天津市 1983
△ 7 天津メカニズム・スピーカー 天津市 1983
△ 8 煙台家具 山東省 1983
△ 9 上海ポリバリコン 上海市 1983
△ 10 上海ボールペンインキ 上海市 1983
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△ 11 上海整流器 上海市 1983
△ 12 上海ガラス瓶 上海市 1983
△ 13 上海制御整流素子 上海市 1984
△ 14 合肥計器 安徽省 1984
△ 15 チチハル重機械 黒龍江省 1984-1985
△ 16 錦西化工 遼寧省 1984-1985
△ 17 本渓セメント 遼寧省 1984-1985
△ 18 大連化工 遼寧省 1984-1985
△ 19 北京プラスチック金型 北京市 1984-1985
△ 20 南京化工 江蘇省 1984-1985
△ 21 無錫鉄鋼 江蘇省 1984-1985
△ 22 無錫プラスチック金型 江蘇省 1984-1985
△ 23 陜西省耀県セメント 陝西省 1984-1985
△ 24 黄石大冶冶金 湖北省 1984-1985
△ 25 上海新建機械 上海市 1985
△ 26 大連・沈陽ガラス 遼寧省 1985-1986
△ 27 浜州ピストン 山東省 1985-1986
△ 28 山東莱蕪鋼鉄廠 山東省 1985-1986
△ 29 無錫電気ケーブル 江蘇省 1985-1986
△ 30 上海第十鋼鉄廠 上海市 1985-1986
△ 31 石家庄鋼鉄廠 河北省 1985-1986
△ 32 沈陽鋳造廠 遼寧省 1986-1987
△ 33 常州トラクター 江蘇省 1986-1987
△ 34 重慶ポンプ廠 四川省 1986-1987
△ 35 襄陽ベアリング 湖南省 1986-1987
△ 36 貴陽アルミニウム 貴州省 1986-1987
△ 37 沈陽第一砂輪厰 遼寧省 1987
△ 38 合肥化工廠 安徽省 1987
△ 39 沈陽医療機器廠 遼寧省 1987-1988
△ 40 鄭州ボーリング 河南省 1987-1988
△ 41 重慶合成加工廠 四川省 1987-1988
△ 42 韶関ショベル 広東省 1987-1988
△ 43 上海大陸機械 上海市 1988
△ 44 南昌バルブ工場 江西省 1988
△ 45 湖南印刷機械 湖南省 1988
△ 46 柳州力風プラスチック成形機 広西壮族自治区 1988
△ 47 陜西印刷機器 陝西省 1988-1989
△ 48 上海合金 上海市 1989
△ 49 蘭州石油化工機器 甘粛省 1989
△ 50 四川空気分離設備工場 四川省 1989
△ 51 丹東工程液圧機械 遼寧省 1989-1990
△ 52 揚州捺染 江蘇省 1989-1990
△ 53 南京第二鉄鋼 江蘇省 1990
△ 54 常州絶縁材料 江蘇省 1990
△ 55 四川江北機械 四川省 1990
△ 56 遼陽製薬機械 遼寧省 1990-1991
△ 57 鞍山紅旗トラクター 遼寧省 1990-1991
△ 58 北京第三綿紡績 北京市 1990-1991
△ 59 山東栖霞工具 山東省 1990-1991
△ 60 湖北機械 湖北省 1990-1991
△ 61 湘潭圧縮機 湖南省 1990-1991
△ 62 広州鋼管 広東省 1990-1991
△ 63 沈陽タオル 遼寧省 1991
△ 64 上海紡績架 上海市 1991
△ 65 広州油脂化学 広東省 1991
△ 66 太原西山石膏 山西省 1992
△ 67 沈陽建築機械 遼寧省 1992-1993
△ 68 本渓市助剤 遼寧省 1992-1993
△ 69 無錫動力機 江蘇省 1992-1993
△ 70 無錫工作機械 江蘇省 1992-1993
△ 71 嘉興毛紡績 浙江省 1992-1993
△ 72 四川第一綿紡績染色工場 四川省 1992-1993
△ 73 羅定ミラー 広東省 1992-1993
△ 74 長沙浦元建設機械 湖南省 1992-1993
△ 75 丹東フィルター 遼寧省 1993-1994
△ 76 揚州ディーゼルエンジン 江蘇省 1993-1994
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△ 77 南通風機 江蘇省 1993-1994
△ 78 常州フォークリフト 江蘇省 1993-1994
△ 79 上海送風機 上海市 1993-1994
△ 80 沈陽電機 遼寧省 1994
△ 81 無錫汚水処理機器 江蘇省 1994
△ 82 合肥鉱山機器 安徽省 1994
△ 83 揚州シリンダーライナー 江蘇省 1994-1995
△ 84 常熟キャブレター 江蘇省 1994-1995
△ 85 上海中国電工 上海市 1994-1995
△ 86 蘇州試験器 江蘇省 1994-1995
△ 87 無錫ポンプ 江蘇省 1995
△ 88 無錫無線パーツ第二 江蘇省 1995
△ 89 蘇州紡績器材 江蘇省 1995
△ 90 安慶ピストンリング 安徽省 1995
△ 91 乾安亜麻紡績 吉林省 1996
△ 92 大連燃料噴射ポンプノズル 遼寧省 1996
△ 93 山東トラクター 山東省 1996
△ 94 常州武進電気機器 江蘇省 1996
△ 95 無錫江蘇錫鋼集団 江蘇省 1996
△ 96 蘇州医療機械 江蘇省 1996
△ 97 河南紡績機械 河南省 1996
△ 98 鄂州金属ネット 湖北省 1996
△ 99 太原重型機械 山西省 1996-1997
△ 100 太原化学工業集団公司（有機化工） 山西省 1996-1997
△ 101 太原化学工業集団公司（化学工業） 山西省 1996-1997
△ 102 宝鶏北方照明電気 陝西省 1996-1997
△ 103 宝鶏ビール・アルコール 陝西省 1996-1997
△ 104 宝鶏市機械工業セクター 陝西省 1996-1997
△ 105 太原工具 山西省 1997
△ 106 蚌埠ガラス 安徽省 1997-1998
△ 107 蚌埠天兎毛紡績 安徽省 1997-1998
△ 108 昆陽燐鉱山溶成燐肥 雲南省 1997-1998
△ 109 雲南タイヤ 雲南省 1997-1998
△ 110 雲南化工 雲南省 1997-1998
△ 111 昆明市機械工業セクター 雲南省 1997-1998
△ 112 鞍山第一圧延 遼寧省 1998-1999
△ 113 煙台市機械部品セクター 山東省 1998-1999
△ 114 綿陽市セメントセクター 四川省 1998-1999
△ 115 綿陽新華ディーゼルエンジン 四川省 1998-1999
△ 116 長春市機械工業 吉林省 2000-2001
△ 117 山東省青島市化学工業セクター近代化計画調査 山東省 2000-2001
△ 118 南通市自動車部品セクター近代化計画調査 江蘇省 2000-2001
△ 119 韶関市機械工業セクター近代化計画調査

○ 7 鉱産物検査研究センター整備計画 北京市、大連市、上海市 1986/1/11-1987/3/28
○ 8 国家標準物資研究センター整備計画 北京市 1986/1/11-1987/3/28

５．エネルギー

■ 25 大連省エネルギー教育センター 遼寧省 1992/07-1999/01
▲ 1 甌江水力発電開発計画 浙江省 1981/03-1983/11
▲ 12 工場省エネルギー開発計画 遼寧省 1985/11-1986/02
▲ 30 神府東勝鉱区炭質管理システム計画 内モンゴル自治区 1988/10-1992/07
▲ 37 十三陵揚水発電開発計画調査 北京市 1990/07-1990/12
▲ 51 神木炭総合利用計画 内モンゴル自治区 1993/02-1994/07
▲ 62 紅石ダム揚水式水力発電所F/S調査 吉林省 1996/02-1997/11
▲ 74 中国炭直接液化事業の経済性に係るF/S調査 北京市、黒竜江省 1998/02-1999/12
▲ 77 金安橋水力発電開発計画調査 雲南省 1998/10-1999/02
▲ 86 チベット羊八井地熱資源開発計画調査 チベット自治区 2001/03-2006/03

６．商業・観光

■ 3 企業管理研修センター 天津市 1983/10-1991/10
■ 37 企業管理研修センター(A/C) 天津市 1994/12-1996/03
▲ 28 青島輸出加工区開発計画 山東省 1988/06-1989/03
▲ 84 モデル都市（瀋陽市、杭州市）中小企業振興計画調査 遼寧省 2000/09-2001/10
▲ 93 青海省環西寧市総合観光開発調査 青海省 2004/07-2006/07
□ 40 広西壮族自治区企業診断セミナー(専門家派遣) 広西生産力促進センター 2002
□ 58 中国からの国際経済交流研修員受入事業（研修員受入） 安徽省発展改革委員会 2003
□ 123 中国貴州省地域振興のための観光開発人材育成事業 貴州省 2007
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○ 65 輸出入食品検査研究センター機材整備計画 北京市、武漢市、広州市 1994/11/10-1996/2/26

７．人的資源

■ 36 労働部職業訓練指導員養成センター 天津市 1994/11-1999/10
■ 78 大連ビジネス人材育成計画 遼寧省 2006/03-2010/02
□ 114 日中療育技術交流事業 順徳市婦幼保健院 2006-2008
□ 130 大連市障害者職業技能訓練センターによる就労開発事業の強化 大連市障害者連合会 2008
□ 185 陝西省における介護人材育成支援事業 陝西省 2012-2015

□ 186
地域密着型自然学校づくりのための人材育成およびネットワーク形成プロジェ
クト

北京市、上海市、四川省、雲南省等 2012-2015

○ 10 日中青年交流センター建設計画 北京市 1986/3/19-1990/8/30
○ 15 日中青年交流センター建設計画 北京市 1986/10/29-1990/8/30
○ 24 ホータン市児童福祉教育センター建設計画 新彊ウイグル自治区ホータン市 1988/9/12-1990/3/15
○ 31 寧夏青少年科学技術教育改善計画 寧夏回族自治区銀川市 1989/12/5-1991/3/6
○ 38 敦煌石窟文化財研究・展示センター建設計画 甘粛省敦煌市莫高窟 1991/1/22-1994/3/10
○ 39 ハルビン工業大学機材整備計画 黒龍江省ハルビン市 1991/4/30-1992/3/31
○ 40 国際和平婦幼保健院機材整備計画 上海市 1991/4/30-1992/2/22
○ 41 湖南武陵大学機材整備計画 湖南省大庸市 1991/7/1-1993/2/19
○ 46 敦煌石窟文化財研究・展示センター建設計画 甘粛省敦煌市莫高窟 1991/7/1-1994/3/10
○ 51 北京理工大学機材整備計画 北京市 1992/10/5-1994/2/9
○ 56 中国職業訓練指導員養成センター機材整備計画 天津市 1993/3/3-1994/2/17
○ 58 中国職業訓練指導員養成センター機材整備計画 天津市 1993/7/30-1995/2/24

○ 68 少数民族地区中等学校教育機材整備計画
寧夏回族自治区銀川市、貴州省貴陽市、
湖南省、広西壮族自治区

1995/4/24-1996/2/28

○ 76 第２次少数民族地区中等学校教育機材整備計画
重慶市、雲南省、内モンゴル自治区、海
南省、甘粛省

1998/3/9-1999/3/29

○ 80 第３次少数民族地区中等学校教育機材整備計画
新疆ウイグル自治区ウルムチ市、吉林省
長春市、黒龍江省ハルビン市、青海省西
寧市

1999/7/23-2000/3/28

○ 82 寧夏回族自治区人民病院医療機材整備計画 寧夏回族自治区銀川市 1999/7/23-2000/3/31
○ 87 第４次少数民族地区中等学校教育機材整備計画 四川省、河北省、チベット自治区 2000/3/2-2001/3/1

○ 92 中等職業教育機材整備計画
河北省冀州市、河北省青龍県、雲南省景
洪市、遼寧省瀋陽市、山東省五蓮県

2001/4/13-2002/3/15

○ 97 北京日本学研究センター拡充計画 北京市海淀区北京外国語大学 2001/8/3-2003/3/15

○ 100 中等専業教育学校機材整備計画
黒龍江省牡丹江市、吉林省長春市、湖南
省懐化市、貴州省貴陽市、江西省吉安市

2002/4/18-2003/3/7

○ 105 人材育成奨学計画 全国 2002/9/6
○ 106 大明宮含元殿遺跡保存環境整備計画 陜西省西安市、大明宮含元殿遺跡内 2002/11/21-2004/2/18

○ 110 第２次中等専業教育学校機材整備計画

河南省、内モンゴル自治区、甘粛省蘭州
市　蘭州市職業技術学校、青海省西寧市
　西寧市新世紀中等職業学校、山西省太
原市　太原市職業教育センター、四川省
達州市　達州市職業高級中学、寧夏回族
自治区　

2003/4/18-2004/2/28

○ 111 人材育成奨学計画 全国 2003/6/24
○ 116 人材育成奨学計画 全国 2004/1/8
○ 117 人材育成奨学計画 全国 2004/5/27
○ 118 人材育成奨学計画 全国 2004/5/27
○ 123 日中友好大連人材育成センター建設計画 遼寧省大連市 2004/8/24-2006/3/15
○ 124 人材育成奨学計画 全国 2005/6/6
○ 125 人材育成奨学計画 全国 2005/6/6
○ 127 人材育成奨学計画 全国 2006/6/8
○ 128 人材育成奨学計画 全国 2006/6/8
○ 131 人材育成奨学計画 全国 2007/5/28
○ 132 人材育成奨学計画 全国 2008/5/7
○ 133 人材育成奨学計画 全国 2009/6/4
○ 134 人材育成奨学計画 全国 2010/8/25
○ 135 人材育成奨学計画 全国 2011/8/12

８．保健・医療

■ 1 中日友好病院プロジェクト（I） 北京市 1981/11-1984/11
■ 2 人口・家族計画 北京市 1982/11-1987/11
■ 5 中日友好病院プロジェクト（II） 北京市 1984/11-1992/11
■ 16 中日医学教育センター 遼寧省 1989/11-1994/11
■ 22 ポリオ対策プロジェクト 北京市 1991/12-1999/12
■ 24 実験動物人材養成センター 北京市 1992/07-1997/06
■ 32 天津医薬品検査技術プロジェクト 天津市 1993/11-1998/11
■ 39 中日医学教育センター臨床医学教育プロジェクト 遼寧省 1995/04-2000/04
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■ 44 中日友好病院プロジェクトアフターケア 北京市 1996/03-2000/03
■ 50 前立腺癌早期発見早期診断 吉林省 1999/08-2002/07
■ 51 安徽省プライマリ・ヘルスケア技術訓練センタープロジェクト 安徽省 1999/08-2005/04

■ 54 予防接種事業強化プロジェクト
北京市、山西省、青海省、陝西省、寧夏
回族自治区

2000/06-2005/05

■ 55 医薬品安全性評価管理センター日中友好プロジェクト 北京市 2000/07-2005/06
■ 76 広州市院内感染対策プロジェクト 広東省 2005/12-2008/12

■ 79
中西部地域リプロダクティブヘルス・家庭保健サービス提供能力強化プロジェ
クト

河北省、山西省、内モンゴル自治区、甘
粛省、青海省、チベット自治区、新疆ウイ
グル自治区、四川省、雲南省、広西壮族
自治区、海南省、江西省、重慶市、貴州
省、陝西省、河南省、安徽省、寧夏回族
自治区

2006/04-2009/03

■ 81 甘粛省HIV/AIDS予防対策プロジェクト 甘粛省 2006/06-2009/06

■ 83 ワクチン予防可能感染症のサーベイランス及びコントロールプロジェクト
甘粛省、新疆ウイグル自治区、四川省、
江西省、寧夏回族自治区、浙江省

2006/12-2011/12

■ 112 衛生技術プロジェクト
河北省、河南省、山西省、陝西省、四川
省、安徽省、雲南省、青海省、チベット自
治区、内モンゴル自治区等

2010/11-2015/10

■ 113 家庭保健を通じた感染症予防等健康教育強化プロジェクト
河北省、河南省、湖北省、安徽省、重慶
市

2011/01-2016/01

■ 117 国家級公衆衛生政策計画管理プロジェクト 北京市 2012/03-2016/03

■ 130 パンデミックインフルエンザ等新興/再興感染症等対策プロジェクト
北京市、陝西省、四川省、貴州省、安徽
省、青海省、海南省、チベット自治区、内
モンゴル自治区

2016/11-2021/11

■ 131 地域公衆衛生サービス提供能力及び感染症対策能力強化プロジェクト 北京市、他 2017/03-2021/03
■ 132 日中石綿関連癌診断能力向上プロジェクト 浙江省 2018/03-2022/03
□ 10 砒素汚染対策指導者養成セミナー(研修員受入) 内モンゴル省フフホト市 2001
□ 27 黒龍江省ハルビン市医療技術協力事業(研修員受入、専門家派遣) 黒龍江省ハルビン市 2002

□ 32
地域住民の健康保全のための砒素汚染対策指導者養成セミナー(研修員受
入)

広西壮族自治区 2002

□ 37 炭鉱及び地域の救急医療(研修員受入) 山西省大同市 2002
□ 39 中国からの医療研修員受入事業(研修員受入) 天津市  2002

□ 46 新潟・黒竜江・ハルビン医療技術協力事業(専門家派遣、研修員受入)
黒龍江省医院、ハルビン市第一医院、ハ
ルビン医科大学

2003

□ 51
長春における前立腺がん早期発見の効率化と標準的治療システムの構築  
(専門家派遣、研修員受入)

吉林大学前立腺疾病防治センター、吉林
省腫瘍防治研究弁公室

2003

□ 61
低所得農民層の失明実態究明と対策のための人材育成（専門家派遣、研修
員受入）

中国医科大学 2003－2005

□ 66 新潟・黒龍江・ハルビン医療技術協力事業（専門家派遣、研修員受入）
黒龍江省医院、ハルビン市第一医院、ハ
ルビン医科大学

2004

□ 69 看護技術者養成計画（研修員受入） 山東省人民政府外事弁公室 2004

□ 74
前立腺がんに関する基礎的臨床的研究プラットフォーム構築（専門家派遣、研
修員受入）

吉林大学前立腺疾病防治センター、吉林
省腫瘍防治研究弁公室

2004

□ 87 新潟・黒龍江・ハルビン市血液疾患者治療、診断技術協力事業
黒龍江省医院、ハルビン市第一医院血
液腫瘤研究所、ハルビン医科大学附属
第一医院

2005-2007

□ 93 長春における前立腺がん早期発見の効率化と標準がん治療システムの構築 吉林大学前立腺疾病防治センター 2005
□ 112 農村女性による住民参加型健康推進プロジェクト 朝陽市科学技術局 2006-2008
□ 117 安徽省農村部での健康教育推進事業 安徽省衛生庁 2006-2008
□ 146 十二徳堡郷における住民の健康向上のための女性リーダー育成プロジェクト 遼寧省朝陽市 2009－2011
□ 147 広州市における衛生検査技術及び保健情報の活用能力の向上 広東省広州市 2009－2011

□ 150
雲南少数民族地域での学校を中心とした健康･衛生環境改善プロジェクト－
100万回の手洗いプロジェクト－

雲南省 2009－2010　

□ 156 地域に根ざした院内感染対策活動推進プロジェクト 広東省広州市 2010-2012
□ 170 公衆衛生分野における人材育成事業 遼寧省 2012-2015
□ 171 生活習慣病予防対策における保健指導及び教育普及の技術支援 河北省石家荘市 2011-2014
□ 177 上海医療福祉関係人材養成事業 上海市 2011-2014
□ 189 黒竜江省ハルビン市における医療教育プロジェクト 黒竜江省 2014-2017
○ 1 中日友好病院建設計画 北京市 1981/1/26-1984/10/9
○ 2 中日友好病院建設計画 北京市 1981/8/14-1984/10/9
○ 11 上海医療器械検査センター整備計画　 上海市 1986/3/19-1987/2/28
○ 17 中日友好病院機材整備計画 北京市 1987/4/27-1988/3/30
○ 21 ウルムチ市水磨溝温泉療養院機材整備計画 新彊ウイグル自治区 1988/3/29-1989/3/21
○ 27 四川省第二人民病院機材整備計画 四川省成都市 1989/4/7-1991/2/1
○ 28 上海市第六人民病院機材整備計画 上海市 1989/12/5-1991/3/2
○ 30 寧夏看護学校機材整備計画 寧夏回族自治区 1989/12/5-1990/10/13
○ 36 ベチューン医科大学機材整備計画 吉林省長春市 1990/11/26-1992/3/3
○ 53 中日医学教育センター附属病院医療機材整備計画 遼寧省瀋陽市 1993/3/3-1994/2/19
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○ 60 ポリオ撲滅計画
河北省、河南省、山西省、安徽省、湖北
省、江西省

1993/7/30

○ 62 ポリオ撲滅計画 河北省、河南省等　6省 1994/7/20
○ 64 天津代謝病防治センター機材整備計画 天津市 1994/11/10-1995/11/9
○ 66 チベット結核病治療センター機材整備計画 チベット自治区ラサ地区、那曲地区 1995/3/23-1996/2/28

○ 67 ワクチン接種体制整備計画
河北省、山西省、山東省、河南省、江蘇
省、安徽省、湖北省、江西省

1995/3/23

○ 69 ポリオ撲滅計画
河北省、山西省、安微省、江西省、河南
省、湖北省

1995/9/19

○ 70 南京母子保健医療機材整備計画 江蘇省 1997/3/29-1998/3/4

○ 71 病原体検査機材整備計画 全国31ヶ所 1997/6/24

○ 72 内蒙古自治区医療機材整備計画 内モンゴル自治区 1997/11/11-1998/10/31

○ 74 四川・湖北・大連救急センター医療機材整備計画 四川省、湖北省、大連市 1997/12/23-1999/3/11

○ 78 最貧困県医療機材整備計画 四川省、雲南省 1998/11/25-2000/7/13

○ 83 予防接種拡大計画
江西省、湖南省、湖北省、安徽省、黒龍
江省、内モンゴル自治区、吉林省

1999/4/2-2000/3/17

○ 84 貴州省フッ素症対策医療機材整備計画 貴州省 1999/7/23-2001/3/19

○ 93 陜西省人民医院医療機材整備計画 陜西省西安市 2001/4/13-2002/2/27

○ 94 貧困地域結核抑制計画

9省2自治区：四川省、青海省、河南省、
内モンゴル自治区、江西省、陜西省、安
徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮
族自治区

2001/4/13-2002/3/8

○ 98 重慶母子保健医療機材整備計画 重慶市 2002/3/4-2003/3/17

○ 99 西部七省・自治区感染症予防推進計画

北京市、山西省太原市、陜西省西安市、
寧夏回族自治区銀川市、甘粛省蘭州市、
新疆ウイグル自治区ウルムチ市、青海省
西寧市、貴州省貴陽市、四川省成都市

2002/4/18-2003/3/13

○ 103 第２次貧困地域結核抑制計画

内モンゴル自治区、山西省、安徽省、江
西省、広西壮族自治区、河南省、四川
省、雲南省、貴州省、陜西省、青海省、チ
ベット自治区

2002/9/6-2003/11/21

○ 112 第３次貧困地域結核抑制計画

9省3自治区：四川省、青海省、河南省、
内モンゴル自治区、江西省、陜西省、安
徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮
族自治区、チベット自治区

2003/8/14-2004/12/31

○ 119 新疆ウイグル自治区医療水準向上計画 新疆ウイグル自治区 2004/7/6-2005/12/4

○ 120 第４次貧困地域結核抑制計画

9省3自治区；四川省、青海省、河南省、
内モンゴル自治区、江西省、陝西省、安
徽省、貴州省、雲南省、山西省、広西壮
族自治区、チベット自治区

2004/7/6-2006/2/8

○ 121 リプロダクティブヘルス・家庭保健研修センター機材整備計画 江蘇省太倉市 2004/7/6-2006/1/26

９．社会福祉

■ 11 肢体障害者リハビリテーション研究センター 北京市 1986/11-1991/11
■ 63 リハビリテーション専門職養成プロジェクト 北京市 2001/11-2008/03
■ 91 中西部地域リハビリテーション人材養成プロジェクト 陝西省、重慶市、広西壮族自治区 2008/04-2013/03
■ 102 心のケア人材育成プロジェクト 四川省 2009/06-2014/05
■ 129 日中高齢化対策戦略技術プロジェクト 北京市、江蘇省、浙江省、陝西省 2016/05-2020/05

▲ 95 農村社会養老保険制度整備調査
山東省、山西省、安徽省、福建省、四川
省、雲南省

2006/01-2008/12

□ 85
浙江省、江蘇省における労働組合主導の中小企業労働安全衛生改善活動 
（専門家派遣）

中華全国総工会 2004-2006

□ 86 知的障害児教育施設（特殊学級）の設立支援（専門家派遣、研修員受入） 長春大学 2004-2006
□ 83 岡山―上海高齢者介護教員養成センター 上海市赤十字会 2005-2007
□ 113 高齢者介護支援技術研修 江西省人民政府 2006-2008
□ 149 江西省高齢者介護教員養成事業 江西省 2009-2011
□ 151 河北省における自閉症児教育教員養成支援プロジェクト 河北省秦皇島市 2010-2012
□ 152 中国・視覚障害者音声情報提供技術指導事業 北京市 2009-2010　
□ 158 中国桂林市リハビリ医療センター人材育成支援プロジェクト 広西壮族自治区桂林市 2010-2012
○ 9 肢体障害者リハビリテーション研究センター整備計画 北京市 1986/3/19-1987/3/5
○ 13 肢体障害者リハビリテーション研究センター整備計画 北京市 1986/8/18-1988/3/24
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Ⅲ-3-2．有償資金協力事業

案件 
No.

案件名
承諾額 
合計 

(百万円)

L/A 
件数

事業目的 実施機関

中国総計 3,316,486 367 

１.運輸セクター 1,236,743 126 

（鉄道） 633,481 57 

 P2 エン州~石臼所間鉄道建設事業 39,710 5
山東省エン州地区及び古交地区に産出する石炭を主として輸送するた
め、エン州・石臼所間に非電化単線鉄道を建設するもの。

鉄道部

P3 北京~秦皇島間鉄道拡充事業 87,000 5
飽和状態にある既存線とは別に、新たに複線・電化の鉄道を建設し、華
北・東北の輸送力を図ると共に、主に山西省大同等より産出する石炭の
輸送を図るもの。

鉄道部

P4／P7 衡陽・広州間鉄道拡充事業 73,614 5
南北を結ぶ重要幹線のひとつである衡陽・広州間の複線化及びリン州・
韶関の電化により輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P8 鄭州・宝鶏間鉄道電化事業 69,191 5 河南省鄭州・陜西省宝鶏間の鉄道を電化し、輸送力の拡充を図るもの。 鉄道部

P15 大同・秦皇島間鉄道建設事業 18,410 2
大同・秦皇島線の大石庄・秦皇島間に電化単線を建設することにより、同
区間の石炭輸送能力の拡充を図るもの。

鉄道部

P35 神木・朔県鉄道建設事業 26,985 4
陜西省大柳塔・山西省朔県間に電化単線の鉄道を建設し、神府東勝炭田
からの石炭輸送力の拡充を図るもの。

神華集団

P38 宝鶏・中衛鉄道建設事業 29,800 4
陜西省宝鶏・寧夏回族自治区中衛間に電化単線の鉄道を建設し、中国西
北部の輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P40 衡水・商丘鉄道建設事業 23,603 4
河北省衡水・河南省商丘間に非電化複線の鉄道を建設し、山西炭田から
の石炭輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P43 南寧・昆明鉄道建設事業 57,696 4
広西壮族自治区南寧・雲南省昆明間に電化単線の鉄道を建設し、同鉄道
沿線の石炭、燐鉱石等の輸送力の拡充を図るもの。

鉄道部

P17 北京市地下鉄建設事業 4,000 2
北京市内の復興門・西単間に地下鉄道を建設し、北京市の交通需要増加
に対応するもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P49 北京市地下鉄第二期建設事業 15,678 4
北京市内の西単・八王墳間に地下鉄道を建設し、北京市の交通需要増加
に対応せんとするもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P60 福建省ショウ泉鉄道建設事業 6,720 1
福建省湖頭より泉州を経由し肖レキ港等に至る非電化単線の鉄道を建設
し、貨物輸送の円滑化と一層の経済発展の促進を図るもの。

福建省 
ｼｮｳ泉鉄道 
開発総公

司

P72 朔県~黄カ港鉄道建設事業 72,001 4
朔県(山西省)から黄カ港(河北省)までの石炭輸送を主とする電化複線を建
設し、山西省で産出する石炭等を東部沿海工業地域に輸送し、エネルギ~
供給に寄与せんとするもの。

神華集団

P73 西安~安康鉄道建設事業 35,000 3
西安・安康間に電化単線を建設し、四川省への山西省産石炭等の輸送力
増強を図らんとするもの。

鉄道部

P74 貴陽~婁底鉄道建設事業 29,960 2
貴州省・雲南省の燐鉱石及び石炭の輸送力を増強する為、貴陽・婁底間
を電化・複線化するもの。

鉄道部

P128
(特借)

北京都市鉄道建設事業 14,111 1
北京市西直門~東直門間の都市鉄道を建設することにより、交通渋滞の
緩和・大気汚染改善・沿線地域の発展等を促進するもの。

北京市 
地下鉄道 
総公司

P141 重慶モノレール建設事業 27,108 1
深刻な交通渋滞・大気汚染に対処するため、重慶市内にモノレールを建
設するもの。

重慶市 
人民政府

P147 武漢都市鉄道建設事業 2,894 1
深刻な交通渋滞・大気汚染に対処するため、湖北省武漢市内に都市鉄道
を建設するもの。

武漢市 
人民政府

（港湾） 272,625 40

P1 石臼所港建設事業 42,945 5
山東省日照県の石臼所に石炭バースを建設することにより、山東省、山
西省の石炭輸送強化を図るもの。

交通部

P5 秦皇島港拡充事業 27,785 3
秦皇島港に石炭バースを建設することにより、山西省の石炭輸送強化を
図るもの。

交通部

P9 秦皇島港丙丁バース建設事業 22,000 5
秦皇島西港区に木材バース、穀物バース、雑貨バース等を建設すること
により、同港の貨物輸送需要の増大に対応せんとするもの。

交通部

P10 連雲港拡充事業 47,000 6
江蘇省連雲港の廟嶺地区に木材バース、穀物バース、コンテナバース及
び防波堤等を建設し、同港の貨物輸送需要の増大に対応せんとするも
の。

交通部
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案件 
No.

案件名
承諾額 
合計 

(百万円)

L/A 
件数

事業目的 実施機関

P11 青島港拡充事業 57,000 6
青島港前湾地区に石炭バース、木材バース、雑貨バース、多目的バース
及び黄島・膠県間に連絡鉄道を建設し、貨物輸送の需要の増大に対応せ
んとするもの。

交通部

P30
深セン大鵬湾塩田港第１期建設
事業

14,681 3
深セン市大鵬湾にコンテナバース、雑貨バース、多目的バース及び同港
と深セン市に隣接する道路、鉄道を建設することにより、貨物輸送の需要
に対応せんとするもの。

交通部

P44 石臼港第二期建設事業 6,089 2
石臼港に雑貨バースを建設することにより、山東省、河南省、山西省等の
貨物輸送需要の急増に対応せんとするもの。

交通部

P52 海南島開発計画（海口港） 2,589 1
海南島海口港に雑貨バースを建設することにより、同港の貨物輸送の需
要に対応せんとするもの。

海南省 
人民政府

P54 連雲港墟溝港区第一期建設事業 5,900 1
江蘇省連雲港墟溝港区に雑貨バースを建設することにより、同港の貨物
輸送需要の急増に対応せんとするもの。

交通部

P55 秦皇島港戊己バース建設事業 6,459 2
秦皇島港に雑貨バースを建設することにより、同港の貨物輸送需要の増
大に対応せんとするもの。

交通部

P58
秦皇島港石炭バース第４期建設
事業

11,122 2
秦皇島港に石炭ターミナルを建設することにより、同港の石炭取扱需要の
急増に対応せんとするもの。

交通部

P69 大連大窯湾港第１期建設事業 6,655 1
大連大窯湾にバースを建設することにより、同港の年間貨物取扱量を増
加させ、貨物輸送需要の増大に対応せんとするもの。

交通部

P71 海南島開発計画(洋浦港) 4,300 1
大規模経済開発区を建設している同島西北部洋浦港に多目的バ~ス、雑
貨バ~スを増設し、同経済開発区および後背地の発展により予想される洋
浦港の貨物取扱需要に対応せんとするもの。

海南省 
人民政府

P77 青島港前湾第２期建設事業 2,700 1
山東省青島市の前港地区にコンテナ・雑貨バースを建設することにより、
貨物輸送需要の増大に対応せんとするもの。

交通部

P94 河北黄カ港建設事業 15,400 1
神府東勝炭田から朔県~黄ヵ港鉄道を通じて輸送される石炭を消費地で
ある東南部に輸送するため、河北省黄ヵ港に石炭専用バースを建設する
もの。

神華集団

（道路） 195,109 12

P31 海南島開発計画（道路） 12,955 2
海南省海口市・三亜間に高速道路を建設することにより、同省の社会基
盤を整備するもの。

海南省 
人民政府

P36 青島開発計画（道路） 8,800 1
青島市区及び黄島区に隣接する膠州湾に一級有料道路を建設すること
により、同市の交通需要に対応し、また経済発展を促進するもの。

青島市 
人民政府

P78 貴陽~新寨道路建設事業 14,968 1
12幹線の1つである重慶・湛江線の一部とすべく、貴州省の貴陽・新寨を
繋ぐ一級道路及び二級道路を建設し、輸送需要に対応せんとするもの。

交通部

P108 杭州~衢州高速道路建設事業 30,000 1
沿海と内陸部の輸送効率向上のため、浙江省内において上海~昆明間高
速道路の一部杭州~衢（く）州を建設するもの。

交通部

P109 万県~梁平高速道路建設事業 20,000 1
沿海と内陸部の輸送効率向上のため、重慶市内において上海~成都間高
速道路の一部梁平~万県を建設するもの。

交通部

P110 梁平~長寿高速道路建設事業 24,000 1

国家幹線道路整備計画（上海ー成都線）の一環として、梁平ー長寿間に
高速道路を建設し、増加する交通量に対応するとともに、既に着工が決定
している重慶~長寿間と梁平~万県間の高速道路をつなぎ、同地区及び内
陸部の経済発展を促進するもの。

交通部

P111 海南（東線）高速道路拡張事業 5,274 1
海南省の基幹道路である環状東線のうち、３車線区間である陵水~三亜
間を拡幅し交通量・交通事故の増加に対応するもの。

海南高速
道路 

有限公司

P112
河南新郷~鄭州高速道路建設事
業

23,491 1
国家幹線道路整備計画（北京~珠海間）の一環として、河南省新郷~鄭州
間に高速道路を建設し、同地区において増加する交通量に対応すると共
に、周辺地区への輸送効率化等を促進するもの。

河南省 
人民政府

P142
黒龍江省黒河ー北安道路建設事
業

12,608 1
貧困緩和・沿線経済発展等を図るため、黒龍江省にて地方道路を整備す
るもの。

黒龍江省 
人民政府

P161 甘粛省道路建設事業 20,013 1
甘粛省での道路整備により、市場等へのアクセス向上と地域開発の促進
を図り、内陸部の民生向上・貧困対策に資するもの。

甘粛省 
人民政府

P162 湖南省道路建設事業 23,000 1
湖南省での道路整備により、市場等へのアクセス向上と地域開発の促進
を図り、内陸部の民生向上・貧困対策に資するもの。

湖南省 
人民政府

（橋梁） 23,927 6

P28 武漢長江第２大橋建設事業 4,760 1 武漢長江第２大橋を建設することにより、武漢市の交通渋滞を緩和し、経
済発展を促進するもの。

建設部

P29 黄石長江大橋建設事業 3,700 1 湖北省黄石市に黄石長江大橋を建設することにより、交通渋滞を緩和し、
同地区の経済発展を促進するもの。

交通部

P45 合肥・銅陵道路大橋建設事業 8,603 2
安徽省合肥市及び銅陵市を結ぶ２級道路及び同道路と結合し結ぶ道路
橋を建設することにより、同省の南北接続強化を図り、経済発展を促進す
るもの。

交通部

P46 重慶長江第二大橋建設事業 4,764 1 重慶長江第１大橋の上流に第２の大橋を建設することにより、重慶市の交
通渋滞緩和をはかり、同市の経済発展を促進するもの。

建設部

P56 チチハル嫩江道路橋建設事業 2,100 1 黒竜江省チチハル市を流れる嫩江に道路橋を建設することにより、両岸
の効率的な交通路を確保し、同市の経済発展を促進するもの。

交通部
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案件 
No.

案件名
承諾額 
合計 

(百万円)

L/A 
件数

事業目的 実施機関

（空港） 111,601 11

P34
民用航空管制システム近代化事
業

21,003 3
全国に航空管制レーダー等を配備し、国内主要航空路の航空機管制シス
テムを整備することにより、中国の航空輸送管理をより効率化するもの。

中国民用
航空 
総局

P39 武漢天河空港建設事業 6,279 1
武漢市西北部に滑走路を持つ新空港を建設することにより、同市の航空
需要の増大に対応せんとするもの。

中国民用
航空 
総局

P63 北京首都空港整備事業 30,000 3
北京首都空港の国際線及び国内線用の旅客ターミナルビル、貨物ターミ
ナルビル及び付属施設等を新設することにより、急増する旅客及び貨物
需要に対応するもの。

中国民用
航空 
総局

P75 ウルムチ空港拡張事業 4,890 1
老巧化したウルムチ空港のターミナルビルの増改築等を行うことにより、
旅客需要の増大に対応せんとするもの。

中国民用
航空 
総局

P76 蘭州中川空港拡張事業 6,338 1
老巧化した蘭州中川空港のターミナルビルの新築等を行うことにより、旅
客需要の増大に対応せんとするもの。

中国民用
航空 
総局

P93 上海浦東国際空港建設事業 40,000 1
増大する旅客需要に対応するため、上海浦東地区に滑走路及び旅客ﾀｰﾐ
ﾅﾙを有する国際線用の新空港を建設するもの。

上海市 
人民政府

P129(特借) 西安咸陽空港拡張事業 3,091 1
既存空港の旅客ターミナルビル拡張等により国際空港としての設備・機能
を整備し、増加する旅客量に対応するとともに、中国西北地区経済・商業
貿易等を向上させんとするもの。

中国民用
航空 
総局

２．通信セクター 140,361 23

（通信） 116,949 16

P12 天津・上海・広州電話網拡充事業 35,000 5
天津・上海・広州にデジタル交換機を導入すると同時に、中継ケーブル・
加入者ケーブル及び伝送装置等の設置を行うことにより、３都市の市内電
話網の近代化を図るもの。

郵電部

P32 海南島開発計画（通信） 3,583 2
海南省海口市、三亜市等に市内交換機、市外交換機及び伝送設備等を
新増設することにより、電話通信事業の改善を図るもの。

海南省 
人民政府

P33 九省市電話網拡充事業 43,734 3
天津市、上海市、広東省、黒龍江省、福建省、陜西省、吉林省、浙江省、
江蘇省の９省市に市内交換機、市外交換機、国際交換機を新増設するこ
とにより、電話通信事業の改善を図るもの。

信息産業
部

P37 青島開発計画（通信） 4,034 1
青島市の７局に交換機、伝送路及び加入者ケーブル等を新増設すること
により、同市区の電話通信事情の改善を図るもの。

青島市 
人民政府

P57
北京・瀋陽・ハルビン長距離電話
網建設事業

7,200 2
中国東北部に光ファイバー伝送網を整備するとともに市外交換機を増設
することにより、同地域の経済発展による市外通信需要の増大に対応せ
んとするもの。

信息産業
部

P79
広州~昆明~成都光ｹｰﾌﾞﾙ建設事
業

5,349 1
広東省・広西壮族自治区・雲南省・四川省に光ファイバーケーブルによる
一級及び二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う通信
需要の増大に対応せんとするもの。

信息産業
部

P80
蘭州~西寧~ラサ光ｹｰﾌﾞﾙ建設事
業

3,046 1
青海省・甘粛省・チベット自治区に光ファイバーケーブルによる一級及び
二級幹線を建設することにより、同地域の経済発展に伴う通信需要の増
大に対応せんとするもの。

信息産業
部

P81 内陸部電話網拡充事業 15,003 1
中国内陸部の新疆ウイグル自治区・甘粛省・青海省・寧夏自治区・内蒙古
自治区・貴州省に市内交換機等を設置することにより、内陸部である同地
域の経済発展を促進せんとするもの。

信息産業
部

（放送） 23,412 7

P146 遼寧省放送施設整備事業 3,210 1
番組制作の質・量の向上を図るとともに遠隔地住民の情報アクセス促進
に寄与するため、遼寧省瀋陽市において機械設備の改善及び放送伝送
ネットワークの整備を行うもの｡

遼寧省 
人民政府

P195 
(STEP)

放送事業（青海省） 2,354 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハード
面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送を通
じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理解の促
進を図るもの。

青海省 
人民政府

P196 
(STEP)

放送事業（雲南省） 3,008 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハード
面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送を通
じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理解の促
進を図るもの。

雲南省 
人民政府

P197 
(STEP)

放送事業（安徽省） 3,301 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハード
面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送を通
じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理解の促
進を図るもの。

安徽省 
人民政府
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P198 
(STEP)

放送事業（吉林省） 4,375 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハード
面の強化を達成し、テレビ放送の量･質を改善することによって、放送を通
じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図り、また日中の相互理解の促
進を図るもの。

吉林省 
人民政府

P199 
(STEP)

放送事業（寧夏回族自治区） 4,250 1

放送インフラ設備及び研修プログラムの実施を通じ、放送局のハード面の
改善及びソフト面の強化を達成し、テレビ放送の量・質を改善することによ
って、放送を通じた国民の教育・知識・文化水準の向上を図り、また日中
の相互理解を図るもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

P200 
(STEP)

放送事業（山東省済南市） 2,914 1

放送インフラ整備及び研修プログラムなどの実施を通じ、放送局のハード
面の改善及びソフト面の強化を達成し、テレビ･ラジオ放送の量･質を改善
することによって、放送を通じた国民の教育･知識･文化水準の向上を図
り、また日中の相互理解の促進を図るもの。

済南市 
人民政府

３．電力・ガスセクター 620,423 49

（発電所） 456,549 35

P13 天生橋水力発電事業 77,375 6
広西壮族自治区、貴州省の境の紅水河水系に発電所及び送変電設備を
建設することにより、中国南部に電力を供給するもの。

国家電力
公司

P6/P14 五強渓水力発電事業 25,230 6
湖南省沅水の五強渓発電所、河川航行設備及び湖南省内に送電するた
めの送電設備の建設、拡張により、同省の電力需要の対応を図るもの。

国家電力
公司

P41 北京十三陵揚水発電所建設事業 13,000 1
北京市北部の十三陵貯水池を下池とする揚水発電所を建設することによ
り、北京、天津及び唐山地区の電力供給を増大させるもの。

国家電力
公司

P42 天生橋第一水力発電事業 40,600 4
広西壮族自治区、貴州省の境の紅水河水系に発電所及び送電線を建設
することにより、中国南部地区の電力供給能力の拡大を図るもの。

国家電力
公司

P53 湖北鄂州火力発電所建設事業 31,892 3
湖北省鄂州市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及び
電力供給への信頼性の向上を図るもの。

国家電力
公司

P64 江西九江火力発電所建設事業 29,600 2
江西省九江市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及び
電力供給の安定化を図るもの。

国家電力
公司

P66 三河火力発電所建設事業 24,600 2
河北省三河市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及び
電力供給の安定化を図るもの。

国家電力
公司

P67 山西河津火力発電所建設事業 24,600 2
山西省河津市に火力発電所を建設することにより、電力不足の改善及
び、省内の電力供給におけるアンバランスを解消させるもの。

国家電力
公司

P95
陜西省韓城第2火力発電所建設
事業

57,970 2
陜西省および周辺地域の電力不足を解消するため、同省韓城市に本格
的な脱硫装置を備えた石炭火力発電所を建設するもの。

国家電力
公司

P96 山西省王曲火力発電所建設事業 57,082 2
石炭産地である山西省東南部の長治市に石炭火力発電所を建設するこ
とにより、山東省の電力需要に対応するもの。

国家電力
公司

P106 湖南省沅水流域水力発電事業 17,664 1
逼迫する湖南省の電力需給を改善するため、豊富な包蔵水力を擁する沅
水流域に水力発電所を建設するもの。

国家電力
公司

P143 山東省泰安揚水発電所建設事業 18,000 1
大気汚染を防止しつつ、急増するピーク負荷に対して効率的な電力供給
の実現を図るため、山東省泰安市に揚水発電所等を建設するもの。

国家電力
公司

P144 湖北省小水力発電所建設事業 9,152 1
大気汚染を防止しつつ、電力供給能力の向上及び地域経済の活性化を
図るため、内陸部の水資源豊富な湖北省に出力調整能力を備えた小水
力発電所を建設するもの。

湖北省 
人民政府

P145 甘粛省小水力発電所建設事業 6,543 1
大気汚染を防止しつつ、電力供給能力の向上及び地域経済の活性化を
図るため、内陸部の水資源豊富な甘粛省に出力調整能力を備えた小水
力発電所を建設するもの。

甘粛省 
人民政府

P154 山西省西龍池揚水発電所建設事業 23,241 1
急増するピーク負荷に対して効率的な電力供給の実現を図るとともに、大気
汚染を防止するため、山西省にて揚水発電所を建設するもの。

国家電力
公司

（送配電） 37,453 3

P105 王曲~莱陽送変電事業 17,629 1
山西省王曲発電所より生産される電力を山東省に送電するため、送電線
の延長と変電所を新設･拡張するもの。（2005年9月に円借款利用取りや
め。）

国家電力
公司

P107 配電網効率改善事業（重慶） 13,754 1
重慶市内配電網のロスを低減し、効率向上を図るため、配電設備を取
替、拡張、整備するもの。

国家電力
公司

P127 ハルビン電力網拡充事業 6,070 1
送・配電網の過負担、不足等の著しい黒龍江省ハルビン市の送・配電網
を整備・拡充し、もって急増する電力需要に対応するもの。

国家電力
公司

（多目的ダム） 50,424 4

P16 観音閣多目的ダム建設事業 18,225 3
遼寧省太子河上流の観音閣にコンクリートダム及び関連付帯設備を建設
することにより、洪水制御、都市・工業用水供給、灌漑用水供給、発電及
び水産養殖を行う。

遼寧省水
利庁
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P138 四川省紫坪鋪水資源開発事業 32,199 1

逼迫した水需給バランスを安定化し、環境、灌漑、生活・工業の各用水を
確保すると同時に、洪水対策、発電等の機能を発揮させるため、四川省
の岷江上流に多目的ダムを建設するもの。（2004年12月に円借款利用取
りやめ。）

四川省 
人民政府

（ガス） 75,997 7

P21 四都市ガス整備事業 14,990 2
ハルビン・福州・貴陽にそれぞれ石炭ガス製造プラントを建設することによ
り、同都市のガス需要への対応を図るもの。寧波については93年6月に事
業中止。

建設部

P68 天津第３ガス整備事業 5,722 1
天津市に石炭ガス化プラントを建設しパイプラインを敷設することにより、
同都市のガス需要への対応及び、環境改善を図るもの。

建設部

P152 北京市環境整備事業 8,963 1
天然ガスを利用した熱電併給設備を北京市電子城地区に建設することに
より各種汚染物質の排出源となっている小型石炭ボイラーを代替し、汚染
物質の排出削減を図り大気汚染の改善に寄与するもの。

北京市 
人民政府

P163 河南省大気環境改善事業 19,295 1
河南省内の5市（焦作市・ルイ河市・平頂山市・信陽市・駐馬店市）におい
て天然ガス供給設備を整備し、石炭等の燃料を天然ガスへ転換すること
により、大気環境を改善するもの。

河南省 
人民政府

P164 安徽省大気環境改善事業 18,558 1
安徽省内の8市（巣湖市・滁州市・阜陽市・合肥市・淮南市・馬鞍山市・銅
陵市・蕪湖市）において天然ガス供給設備を整備し、石炭等の燃料を天然
ガスへ転換することにより、大気環境を改善するもの。

安徽省 
人民政府

P206 包頭市大気環境改善事業 8,469 1

内蒙古自治区内の主要工業都市の一つである包頭市において、天然ガ
ス・パイプラインを建設することにより、石炭から天然ガスへのエネルギー
転換及び大気汚染物質排出量の削減を図り、もって同市における大気環
境の改善、住居者の生活・環境水準の向上に寄与するもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

４．農林・水産業・林業セクター 225,085 34

（農業） 132,928 22

P25 渭河化学肥料工場建設事業 26,926 3
陜西省渭南市郊外に尿素肥料工場を建設することにより急増する同省の
化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするもの。

化学工業
部

P26 内蒙古化学肥料工場建設事業 21,412 4
内蒙古自治区のフフホト市郊外に尿素肥料工場を建設することにより、急
増する同自治区の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんと
するもの。

化学工業
部

P27 雲南化学肥料工場建設事業 14,068 3
雲南省昆明市郊外に燐酸肥料工場を建設することにより、同省を初め中
国全土の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするもの。

化学工業
部

P47 鹿寨化学肥料工場建設事業 10,273 4
広西壮族自治区柳州市郊外の鹿寨県に燐安肥料工場を建設することに
より、急増する同省の化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せん
とするもの。

化学工業
部

P48 九江化学肥料工場建設事業 21,357 3
江西省九江市郊外に尿素肥料工場を建設することにより急増する同省の
化学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするもの。

化学工業
部

P59 瓮福化学肥料工場建設事業 12,286 2
貴州省福泉県に燐酸肥料工場を建設することにより、急増する中国の化
学肥料需要、ひいては食糧増産需要に対応せんとするもの。

化学工業
部

P82
黒龍江省三江平原商品穀物基地
開発計画

17,702 2
黒龍江省内の国営農場に対して農業機械、建設機械、食品加工設備導
入の為の融資を行うことにより、農業基盤整備を行い、食糧増産を図らん
とするもの。

中国 
輸出入銀

行

P126 黄河三角州農業総合開発事業 8,904 1
山東省北部に位置する黄河河口の三角州において、農業生産性を高め
るべく、水利事業、土壌改良、荒地開墾等の農業基盤整備事を実施する
もの。

山東省 
人民政府

（林業） 92,157 12

P135 陜西省黄土高原植林事業 4,200 1

陜西省黄土高原地帯で植林を行うことにより、地域の森林率向上、土壌
流出防止及び農家の収入向上を図り、以って同地域の社会・経済の安
定、同地域住民及び黄河下流域住民の生活環境の向上、中国の自然環
境改善に資せんとするもの。

陝西省 
人民政府

P136 山西省黄土高原植林事業 4,200 1

山西省黄土高原地帯で植林を行うことにより、地域の森林率向上、土壌
流出防止及び農家の収入向上を図り、以って同地域の社会・経済の安
定、同地域住民及び黄河下流域住民の生活環境の向上、中国の自然環
境改善に資せんとするもの。

山西省 
人民政府

P137 内蒙古自治区黄土高原植林事業 3,600 1

内蒙古自治区黄土高原地帯で植林を行うことにより、地域の森林率向
上、土壌流出防止及び農家の収入向上を図り、以って同地域の社会・経
済の安定、同地域住民及び黄河下流域住民の生活環境の向上、中国の
自然環境改善に資せんとするもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P153 寧夏回族自治区植林植草事業 7,977 1

寧夏回族自治区北部で植林及び植草を行うことで地域の森林率及び植
生被覆の向上、同地域及び周辺地域での砂漠化防止による生活環境の
向上、中国の自然環境改善をはかることと併せて農家の収入向上もはか
り、以って同地域の社会・経済の安定をはかるもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

P167 甘粛省植林植草事業 12,400 1
甘粛省河西回廊地区で植林及び植草を行うことで地域の森林率及び植
生被覆の向上、同地域及び周辺地域での砂漠化防止による生活環境の
向上をはかり、以って同地域の社会・経済の安定をはかるもの。

甘粛省 
人民政府



105

案件 
No.

案件名
承諾額 
合計 

(百万円)

L/A 
件数

事業目的 実施機関

P168 内蒙古自治区植林植草事業 15,000 1
内蒙古自治区南部黄河流域で植林及び植草を行うことで地域の森林率
及び植生被覆の向上、同地域及び周辺地域での砂漠化防止による生活
環境の向上をはかり、以って同地域の社会・経済の安定をはかるもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P186 江西省植林事業 7,507 1
江西省で新規植林、封山育林等を実施することにより森林率の向上、森
林資源の充実を図り、もって生態系保全、土壌流出の軽減等、森林の多
面的機能の回復を図る。

江西省 
人民政府

P187 湖北省植林事業 7,536 1
湖北省で新規植林、封山育林等を実施することにより森林率の向上、森
林資源の充実を図り、もって生態系保全、土壌流出の軽減等、森林の多
面的機能の回復を図る。

湖北省 
人民政府

P207
四川省長江上流地区生態環境総
合整備事業

6,503 1

四川省において、植林、植草及び燃料用森林伐採削減に資するべく代替
燃料たるメタンガス施設の建設を行うことにより、同地域の森林面積の増
加、土壌浸食の減少を図り、もって本事業対象地域の生態環境改善に寄
与するもの。

四川省 
人民政府

P215 河南省植林事業 7,434 1
河南省において植林を行うことにより、山間部における土壌流出、平野部
における強風等の抑制を図り、もって同地域の洪水、砂嵐等自然災害の
被害軽減及び生活環境の改善に寄与するもの。

河南省 
人民政府 

P224
吉林省松花江流域生態環境整備
事業

9,500 1
吉林省において植林・植草を行うことにより、森林率の向上・草原の再生
を図り、もって森林の多面的機能の回復・砂漠化の防止に寄与するもの。

吉林省 
人民政府

P227 青海省生態環境整備事業 6300 1
青海省青海湖周辺において、退化草地改善、砂漠化防止、植林並びに水
土保全対策を行うことにより、森林率・植生被覆率の向上を図り、もって森
林・草原の多面的機能の回復、砂漠化の防止に寄与するもの。

青海省 
人民政府

５．灌漑･治水・干拓セクター 97,669 10

P50 江蘇蘇北通楡河灌漑開発事業 11,535 2
江蘇省北部の通楡河のうち、海安・北六塘間の運河を拡張、付帯施設を
建設することにより、灌漑排水システムを改善し、連雲港から南通市にわ
たる水運能力を高めるもの。

水利部

P83
黒龍江省三江平原龍頭橋ダム建
設事業

3,000 1
黒龍江省宝清県の撓力河に農業灌漑用水供給を主目的とした多目的ダ
ムを建設し、下流の耕地に安定供水をおこない食糧増産を図るとともに、
洪水制御、発電、養魚を行うもの。

黒龍江省 
水利庁

P84 遼寧省白石ダム建設事業 8,000 1
遼寧省北票市上園郷の大凌河に多目的ダムを建設し、下流域の洪水制
御水準の向上を図るとともに、農業用水･都市用水供給、発電、養魚を行
うもの。

遼寧省 
水利庁

P104 河南省盤石頭ダム建設事業 6,734 1
河南省を流れる海河流域の治水、水資源の総合利用を図るため多目的
ダムを建設するもの。

河南省 
人民政府

P123 湖南省都市洪水対策事業 24,000 1
湖南省洞庭湖周辺地域の大都市及び中小都市の堤防･水門･ポンプ場の
建設及び改修を行うことにより、各都市の治水能力の向上を図り、以って
洪水被害を防止し、同地域の社会･経済の安定に資するもの。

湖南省 
人民政府

P124 湖北省都市洪水対策事業 13,000 1
湖北省江漢平野の大都市及び中小都市の堤防･水門･ポンプ場の建設及
び改修を行うことにより、各都市の治水能力の向上を図り、以って洪水被
害を防止し、同地域の社会･経済の安定に資するもの。

湖北省 
人民政府

P125 江西省都市洪水対策事業 11,000 1
江西鄱陽湖周辺地域の各都市の堤防･水門･ポンプ場の建設及び改修を
行うことにより、各都市の治水能力の向上を図り、以って洪水被害を防止
し、同地域の社会･経済の安定に資するもの。

江西省 
人民政府

P139
甘粛省水資源管理・砂漠化防止
事業

6,000 1
乾燥地帯での植生被覆増加による砂漠化の防止、適切な水資源管理、
単位収量増加による貧困緩和等のため、甘粛省の既存灌漑区にて節水
型灌漑施設の整備を行うもの。

甘粛省 
人民政府

P140
新疆ウイグル自治区水資源管
理・砂漠化防止事業

14,400 1
乾燥地帯での植生被覆増加による砂漠化の防止、適切な水資源管理、
単位収量増加による貧困緩和等のため、新疆ウイグル自治区の既存灌
漑区にて節水型灌漑施設の整備を行うもの。

新疆ウイグ
ル 

自治区 
人民政府

６．社会的サービスセクター 765,206 117

（行政機能強化） 24,070 4

P18
国家経済情報システム(SEIS)モ
デル事業

3,770 2
北京（中央センター）･広東省･上海市･深セン市に経済情報システムのモ
デルプロジェクトとして、物価情報データベースの作成等を行い、物価情
報処理の効率化を図るもの。

国家経済 
情報センタ

ー

P65 国家経済情報システム事業 20,300 2
中央政府、各省市に、機器の導入･システムの開発導入･各機関を結ぶ情
報ネットワーク設備の導入を行い、必要となる多種多様な情報の収集と提
供が可能となる経済情報ネットワークの構築を図るもの。

国家経済 
情報センタ

ー

（上下水道・衛生） 349,947 44

P19 北京市上水道整備事業 15,480 2
北京市に浄水施設及び取水、導水、配水施設を建設することにより、北京
市の給水能力を高めるもの。

北京市公
用局
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P20 北京市下水処理場建設事業 2,640 1
北京市朝陽区高碑店に下水処理場を建設することにより、同市の環境状
況を改善するもの。

北京市 
市政工程

局

P22 四都市上水道整備事業 12,580 2
南京・成都・徐州・鄭州の各都市にそれぞれ給水施設を建設することによ
り、各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P24
三都市上水道整備事業（天津，
合肥，鞍山）

8,866 1
天津・合肥・鞍山の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することにより、
各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P51
三都市上水道整備事業（厦門，
重慶，昆明）

10,403 1
厦門・重慶・昆明の各都市にそれぞれ上水道施設を建設することにより、
各都市の水不足の緩和を図るもの。

建設部

P61
青島開発計画
（上水道・下水道）

2,513 1
青島開発区に上水道施設を建設することにより、開発区への急速な企業
進出に伴う水需要に対処するとともに、下水道施設を建設することによ
り、衛生水準の向上と海洋汚染の防止を図るもの。

青島市 
人民政府

P62 西安市上水道整備事業 7,139 2
導水施設、新浄水場、送配水施設の建設及び、浄水施設の拡張を通じ
て、西安市の逼迫している水需要増大に対応し、また地下水過剰揚水抑
制による地盤沈下、地表ひび割れの緩和を図るもの。

建設部

P85 フフホト市上水道整備事業 5,446 1
内蒙古自治区フフホト市に黄河を水源とする上水道施設を建設することに
より、同市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。

建設部

P86 北京第９浄水場３期建設事業 14,680 1
北京市内に密雲ダムを水源とする上水道施設を建設することにより、同市
の逼迫している水需給の緩和を図るもの。

北京市公
用局

P87 貴陽西郊浄水場建設事業 5,500 1
貴州省貴陽市に紅楓湖を水源とする上水道施設を建設することにより、
同市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。

建設部

P88 湛江市上水道整備事業 5,519 1
広東省湛江市に鶴地ダムを水源とする上水道施設を建設することにより、
同市の逼迫している水需給の緩和を図るもの。（2005年9月に円借款利
用取りやめ。）

建設部

P100 大連上水道整備事業 5,500 1
遼寧省大連市に水需要の増大に対応するため、新規浄水場建設等、上
水道施設の改善および拡張を行うもの。

建設部

P103
山東省煙台市上水道･治水施設
整備事業

6,008 1
山東半島の水不足･地下水位低下に対応するため山東省煙台市におい
てダム改修、地下ダム建設、水道施設整備、防潮堤の建設を行うもの。

煙台市 
人民政府

Ｐ117 浙江省汚水対策事業 11,256 1
近年の工業化、都市化の進展に伴い、水質汚染が著しい浙江省の都市
（杭州市、紹興市、嘉興市）において、水質改善・汚染防止のため汚水処
理施設を建設するもの。

浙江省 
人民政府

Ｐ118
広西壮族自治区都市上水道
整備事業

3,641 1
急速な経済発展、人口増加による水需要に対応するため、南寧市、桂林
市において、給水能力を強化すべく上水道を建設するもの。

広西壮族 
自治区 
人民政府

Ｐ119 昆明市上水道整備事業 20,903 1
年々深刻化しつつある昆明市の給水不足及び今後の水需要に対応する
ため、同市北部の掌鳩河上流に予定されているダム建設と併せて上水道
施設を建設するもの。

昆明市 
人民政府

Ｐ120 成都市上水道整備事業 7,293 1
年々深刻化しつつある成都市の給水不足及び今後の水需要に対応する
ため、同市にある第６浄水場を拡張するもの。

成都市 
人民政府

Ｐ121 重慶市上水道整備事業 6,244 1
年々深刻化しつつある重慶市の給水不足及び今後の水需要に対応する
ため、同市西南部に位置する長江上流に上水道施設を建設するもの。

重慶市 
人民政府

Ｐ122 江西省都市上水道整備事業 4,147 1
深刻な給水不足及び今後の水需要に対応するため、江西省の都市（景
徳鎮市、ガン州市、吉安市、南康市）において、上水道施設を建設するも
の。

江西省 
人民政府

P130 天津市汚水対策事業 7,142 1 天津市市街地の未処理汚水による海河･渤海の汚染に対処するため、天
津市において下水道施設を建設するもの。

天津市 
人民政府

P131 大連都市上下水道整備事業 3,309 1 慢性的な生活用水･産業用水不足及び河川汚染に対処するため、遼寧省
大連市において上水道施設及び下水道施設を建設するもの。

大連市 
人民政府

P132 長沙市上水道整備事業 4,850 1 年々深刻化しつつある湖南省長沙市の給水不足及び今後の水需要に対
応するため、同市を流れる湘江東岸に上水道施設を建設するもの。

長沙市 
人民政府

P133 営口市上水道整備事業 2,504 1
年々深刻化しつつある遼寧省営口市の給水不足及び今後の水需要に対
応すべく浄水場を建設し、安全性の高い上水の安定的供給を行い、もって
生活環境の改善を図るもの。

営口市 
人民政府

P134 唐山市上水道整備事業 2,841 1 年々深刻化しつつある河北省唐山市の給水不足及び今後の水需要に対
応するため、上水道施設を建設するもの。

唐山市 
人民政府

P148 西安市環境整備事業 9,764 1 西安市において、下水道施設の整備を行うことにより、市内河川の水質改
善を図り、都市の持続可能な発展を促進するもの。

西安市 
人民政府

P151 重慶市環境整備事業 9,017 1 重慶市において、下水道施設の整備を行うことにより、市内河川の水質改
善を図り、都市の持続可能な発展を促進するもの。

重慶市 
人民政府

P165 宜昌市水環境整備事業 8,460 1
宜昌市において下水道施設の整備を行うことにより、市内河川の水質改
善を図るとともに、上下水道施設の整備を行うことによって、給水の質の
改善を図ることにより、都市の持続可能な発展を促進するもの。

宜昌市 
人民政府

P166 南寧市水環境整備事業 12,115 1
南寧市において下水道施設の整備を行うことにより、市内河川・湖沼の水
質改善を図るとともに、市内水路の環境整備を行うことによって治水能力
の向上を図り、以って都市の持続可能な発展を促進するもの。

広西壮族 
自治区 
人民政府

P188 フフホト水環境整備事業 9,747 1
フフホト市において、下水道施設の建設を通じた下水処理率の向上によ
り、市内河川の水質改善を図り、もって都市の持続可能な発展を促進する
もの。

内蒙古 
自治区 
人民政府
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P201 陝西省水環境整備事業（陝西省） 7,700 1
陝西省の地方都市において上水道設備の整備を行うことにより、衛生的・
安全的な水の供給を図り、もって生活環境の改善、地域経済の発展を図
るもの。

陝西省 
人民政府

P202 陝西省水環境整備事業(西安市) 19,564 1
陝西省西安市において、下水処理施設、上水管網及び排水路等を整備
することにより、市内河川の水質汚濁の改善、衛生的な水の供給及び洪
水被害の軽減を図り、もって西安市の水環境改善に寄与するもの。

西安市 
人民政府

P204
 
長沙市導水及び水質環境事業 19,964 1

湖南省長沙市において、導水及び浄水場の建設、並びに下水道の整備を
行うことにより、上水供給能力及び汚水処理能力の向上を図り、もって湘
江の水質改善及び長沙市の衛生状態の改善に寄与するもの。

長沙市 
人民政府

P211
雲南省昆明市水環境整備事業
（Ｉ）

12,700 1
雲南省昆明市の市街地中心部において、下水処理施設の整備等を行うこ
とにより、同地域の下水処理能力の向上を図り、もって滇池の水質汚濁低
減を通じた同地域の生活環境の改善に寄与するもの。

昆明市 
人民政府

P217
黒龍江省ハルビン市水環境
整備事業

7,398 1

黒龍江省ハルビン市の市街部において、下水処理施設の整備を行うこと
により、同市における下水処理能力の向上を図り、もってハルビン市内の
河川の排出される汚濁負荷の削減を通じた同市住民の生活環境改善に
寄与するもの。

ハルビン市 
人民政府

P218
広西壮族自治区玉林市水環境整
備事業

6,282 1

広西壮族自治区玉林市において、下水処理施設および上水施設の整備
を行うことにより、同市内に位置し水質汚濁の著しい南流江へ流入する水
質汚濁物質の排出量を削減し、及び同市内における安定的かつ安全な水
供給の実現を図り、もって同市住民の生活環境の改善に寄与するもの。

玉林市 
人民政府

P219
雲南省昆明市水環境整備事業 
（ＩI）

10,400 1
雲南省昆明市の市街地中心部において、下水処理施設の整備を行うこと
により、同地域の下水処理能力の向上を図り、もって滇池の水質汚濁低
減を通じた同地域の生活環境の改善に寄与するもの。

昆明市 
人民政府

P220 寧夏回族自治区水環境整備事業 8,432 1

寧夏回族自治区銀川市、石嘴山市において、上水道施設，下水道施設及
び中水道施設等の建設を行うことにより、安定的かつ安全な水供給、及び
水質汚濁物質の排出量の削減を図り、もって両市住民の生活環境の改善
に寄与するもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

P222 四川省地方都市水環境整備事業 6,300 1

四川省長江上流域の都市（宜賓市、遂寧市、綿陽市、攀枝花市、および
資陽市)において、下水道施設及び上水道施設の整備を行うことにより、
各市内河川へ流入する水質汚濁物質の排出量の削減、及び安定的かつ
安全な水供給の実現を図り、もって同地域住民の生活環境の改善に寄与
するもの。

四川省 
人民政府

P223 安徽省地方都市水環境整備事業 8,400 1

安徽省蚌埠市において、下水道施設及び上水道施設の整備を行うことに
より、淮河へ流入する水質汚濁物質の排出量の削減、及び安定的かつ安
全な水供給の実現を図り、もって同市住民の生活環境の改善に寄与する
もの。

蚌埠市 
人民政府

P230 湖南省都市廃棄物処理事業 10,500 1
湖南省の地方都市において、廃棄物処理システムを整備することにより、
同地域で発生する廃棄物の適切な処理の促進を図り、もって同地域住民
の生活・衛生環境の改善と環境保全に寄与するもの。

湖南省 
人民政府

P231 安徽省都市廃棄物処理事業 6,800 1
安徽省の地方都市において、廃棄物処理システムを整備することにより、
同地域で発生する廃棄物の適切な処理の促進を図り、もって同地域住民
の生活・衛生環境の改善と環境保全に寄与するもの。

安徽省 
人民政府

（総合的環境保全） 244,435 35

P89 蘭州環境整備事業 7,700 1
甘粛省蘭州市にて民生用都市ガス・熱供給施設の整備による大気汚染
の改善、下水処理場建設・上水道拡張による水質改善を図らんとするも
の。

蘭州市 
人民政府

P90 瀋陽環境整備事業 11,196 2
遼寧省瀋陽市にて、市内の銅精練工場等の改造、移転や熱供給事業の
拡充により、深刻な問題となっている大気汚染の緩和を図らんとするも
の。

瀋陽市 
人民政府

P91 フフホト・包頭環境改善事業 15,629 2
石炭消費による大気汚染が深刻となっている内蒙古自治区のフフホト・包
頭市にて都市ガス供給事業・熱集中供給事業の拡充を行うことにより石
炭消費の効率化を図り、大気汚染の改善を図らんとするもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P92
柳州酸性雨及び環境汚染総合整
備事業

10,738 3
広西壮族自治区柳州市にて都市ガス事業拡充及び固形廃棄物処理場建
設を行うことにより、同市の環境を総合的に改善せんとするもの。

柳州市 
人民政府

P97 本渓環境汚染対策事業 8,507 3
大気、水質等の総合的環境改善を図るため、遼寧省本渓市で上水取水
場、環境観測ｾﾝﾀｰ、工場の設備更新および汚染防止設備の設置等を行
うもの。

本渓市 
人民政府

P98
河南省淮河流域水質汚染
総合対策事業

12,175 2
淮河の水質を改善するため、河南省内３都市の下水道を整備し、また工
場排水処理設備を設置するもの。

河南省 
人民政府

P99
湖南省湘江流域環境汚染
対策事業

11,853 2
湖南省の都市・工業汚水による湘江水質悪化を改善するとともに、大気汚
染の改善、ゴミ処理を行なうために下水道、排水処理設備、ガス供給、ゴ
ミ処理場を建設し、モニタリング機器の導入（更新）を行うもの。

湖南省 
人民政府

P101
黒龍江省松花江流域環境
汚染対策事業

10,541 1
黒龍江省において、松花江流域の水質･大気汚染の環境改善を図るた
め、工場廃水処理、下水道整備、集中熱供給等の事業を行うもの。

黒龍江省 
人民政府

P102
吉林省松花江遼河流域
環境汚染対策事業

12,800 1
吉林省において、松花江、遼河の水質汚染の環境改善を図るため、工場
廃水処理、下水道整備等の事業を行うもの。

吉林省 
人民政府

P113 環境モデル都市事業（貴陽） 14,435 2
貴陽市において深刻化しつつある大気汚染の対策として、専門家委員会
で推薦された主要汚染源施設改良等のサブ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うもの（環境モ
デル都市構想の一環）。

貴州省 
人民政府
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P114 環境モデル都市事業（大連） 8,517 2
大連市において深刻化しつつある大気汚染の対策として、専門家委員会
で推薦された主要汚染源施設改良等のサブ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うもの（環境モ
デル都市構想の一環）。

大連市 
人民政府

P115 環境モデル都市事業（重慶） 7,701 2
重慶市において深刻化しつつある大気汚染の対策として、専門家委員会
で推薦された主要汚染源施設改良等のサブ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うもの（環境モ
デル都市構想の一環）。

重慶市 
人民政府

P116 蘇州市水質環境総合対策事業 6,261 1
近年の工業化、都市化の進展に伴い、水質汚染が著しい江蘇省蘇州市
において、水質の総合的環境改善を図るため汚水処理施設、導水施設等
を建設するもの。

蘇州市 
人民政府

P149 鞍山市総合環境整備事業 14,525 1
鞍山市において熱供給、公共交通、上下水道などの環境基盤の整備を通
じて、大気環境保全対策、水質環境保全対策、居住環境改善対策を強化
することにより、同市の持続可能な発展を促進するもの。

鞍山市 
建設委員

会

P150 太原市総合環境整備事業 14,144 1
大気汚染及び水質汚濁を改善するため、太原市内の製鉄所にて汚染対
策設備を整備するもの。

山西省 
人民政府

P205
新疆ウイグル自治区伊寧市環境
総合整備事業 6,462 1

新疆ウイグル自治区伊寧市において、（a）上下水道設備、（b）廃棄物処
理設備、（c）集中型熱供給および天然ガス供給設備、（d）防護林、等の環
境インフラ整備を進めることにより、上水供給、水質汚濁・大気汚染物質
の削減、及び廃棄物の無害化処理等を図り、もって同市の環境改善及び
住民の生活水準の向上に寄与するもの。

伊寧市 
人民政府

P208 貴陽市水環境整備事業 12,140 1
貴州省貴陽市において、下水処理場の建設及び下水管の敷設を行うこと
により、下水処理能力の向上及び汚染が著しい南明河等の水質改善を図
り、もって貴陽市周辺住民の生活環境の改善に寄与するもの。

貴陽市 
人民政府

P210
内蒙古自治区フフホト市
大気環境整備事業

7,400 1
フフホト市において汚染負荷が低く、エネルギー効率のよい集中型熱供給
施設を建設することにより、小規模汚染排出源の抑制による大気汚染負
荷の緩和を図り、もって同市の生活環境の改善に寄与するもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P216 吉林省吉林市環境総合整備事業 9,711 1
吉林市において、集中型熱供給施設、下水管網の整備を行うことにより、
大気汚染物質及び水質汚濁物質の排出量を削減し、もって同市民の生活
環境改善に寄与するもの。

吉林市 
人民政府

P221
新疆ウイグル自治区地方
都市環境整備事業(I)

12,998 1

新疆ウイグル自治区の4地方都市（哈密市、吐魯番市、烏蘇市及び奎屯
市）において、下水道施設、上水道施設、及び集中型熱供給設備の整備
を行うことにより、下水処理能力・上水供給能力の向上、水質汚濁・大気
汚染原因物質の削減を図り、もってこれら4市の環境改善及び住民の生
活水準の向上に寄与するもの。

新疆ウイグ
ル 

自治区 
人民政府

P225
内蒙古自治区フフホト市
大気環境改善事業(II) 6,300 1

フフホト市において汚染負荷の低くエネルギー効率のよい集中型熱供給
施設を整備することにより、小規模汚染排出源の抑制による大気汚染負
荷の緩和を図り、もって同市の生活環境の改善に寄与するもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P226 甘粛省蘭州市大気環境改善事業 7,400 1

甘粛省蘭州市において、集塵装置、脱硫装置等が不備である小型石炭ボ
イラーを撤去し、集中型熱供給施設を整備することにより、小規模汚染排
出源の抑制による大気汚染負荷の緩和を図り、もって同市の生活環境の
改善に寄与するもの。

甘粛省 
人民政府

P228
新疆ウイグル自治区地方都市環
境整備事業(Ⅱ)

3,802 1

新疆ウイグル自治区の阿勒泰市及び阿図什市において、下水処理施設、
上水施設、集中型熱供給施設等の整備を行うことにより、下水処理能力・
上水供給能力の向上、水質汚濁・大気汚染原因物質の削減を図り、もっ
て同市の環境改善及び住民の生活水準の向上に寄与するもの。

新疆ウイグ
ル 

自治区 
人民政府

P229 河南省南陽市環境整備事業 11,500 1

河南省南陽市において、下水道施設及び環境負荷の小さいガス供給施
設を整備することにより、同市内河川へ流入する水質汚濁物質の排出量
の削減及び大気汚染負荷の緩和を図り、もって同市の生活環境の改善に
寄与するもの。

河南省 
人民政府

(都市・農村生活基盤) 17,055 2

P169 湖南省環境整備・生活改善事業 7,882 1
貧困層の集中する湖南省西北部武陵山地区で社会サービス施設（教育
施設、保健衛生施設、上水道施設）及び農村市場を整備することで民生
の向上をはかり、以って同地域の社会･経済の安定を図るもの。

湖南省 
人民政府

P209 貴州省環境整備・人材育成事業 9,173 1

貴州省の農村部および地方都市部において、①メタンガス活用施設、廃
棄物処理施設整備および植林等の環境対策、②生活道・飲用水施設・医
療施設整備等の衛生対策、③高等学校施設整備を行うことにより、事業
対象地域における劣悪な環境・衛生状態の改善及び人材育成を図り、も
って同地域の環境と社会の持続可能な発展に寄与するもの。

貴州省 
人民政府

（保健・医療） 26,218 10

P176
公衆衛生基礎施設整備事業（河
南省）

5,016 1
河南省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

河南省 
人民政府

P177
公衆衛生基礎施設整備事業
（湖北省）

2,325 1
湖北省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

湖北省 
人民政府

P178
公衆衛生基礎施設整備事業
（湖南省）

2,855 1
湖南省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

湖南省 
人民政府
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P179
公衆衛生基礎施設整備事業
（江西省）

2,821 1
江西省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

江西省 
人民政府

P180
公衆衛生基礎施設整備事業
（安徽省）

2,548 1
安徽省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

安徽省 
人民政府

P181
公衆衛生基礎施設整備事業
（山西省）

2,442 1
山西省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

山西省 
人民政府

P182
公衆衛生基礎施設整備事業
（吉林省）

1,649 1
吉林省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

吉林省 
人民政府

P183
公衆衛生基礎施設整備事業
（黒龍江省）

2,288 1
黒龍江省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関
係者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を
図り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

黒龍江省 
人民政府

P184
公衆衛生基礎施設整備事業
（河北省）

1,908 1
河北省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

河北省 
人民政府

P185
公衆衛生基礎施設整備事業
（遼寧省）

2,366 1
遼寧省と地級市の公衆衛生のための設備機器の配備、感染症対策関係
者の能力強化のための研修等を行うことで同地域の感染症対策強化を図
り、地域住民の健康状態の向上に寄与するもの。

遼寧省 
人民政府

（教育） 103,481 22

P155 陝西省人材育成事業 6,021 1

陜西省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

陝西省 
人民政府

P156 甘粛省人材育成事業 4,665 1

甘粛省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

甘粛省 
人民政府

P157 四川省人材育成事業 6,131 1

四川省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

四川省 
人民政府

P158 重慶市人材育成事業 4,683 1

重慶市での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

重慶市 
人民政府

P159 雲南省人材育成事業 4,540 1

雲南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

雲南省 
人民政府

P160 湖南省人材育成事業 4,682 1

湖南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

湖南省 
人民政府

P170
内陸部・人材育成事業
（新疆ウイグル自治区）

4,598 1

新疆ウイグル自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を
推進するため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面
（校舎･設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、
高等教育の量的・質的改善を図るもの。

新疆ウイグ
ル 

自治区 
人民政府

P171
内陸部・人材育成事業
（広西壮族自治区）

4,606 1

広西壮族自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進
するため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校
舎･設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等
教育の量的・質的改善を図るもの。

広西壮族 
自治区 
人民政府

P172
内陸部・人材育成事業
（貴州省）

4,593 1

貴州省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

貴州省 
人民政府

P173
内陸部・人材育成事業
（吉林省）

4,530 1

吉林省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

吉林省 
人民政府

P174 内陸部・人材育成事業（安徽省） 4,478 1

安徽省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

安徽省 
人民政府
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案件 
No.

案件名
承諾額 
合計 

(百万円)

L/A 
件数

事業目的 実施機関

P175 内陸部・人材育成事業（河南省） 4,699 1

河南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

河南省 
人民政府

P189 内陸部・人材育成事業（青海省） 2,812 1

青海省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

青海省 
人民政府

P190
内陸部・人材育成事業（寧夏回族
自治区）

2,636 1

寧夏回族自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進
するため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校
舎･設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等
教育の量的・質的改善を図るもの。

寧夏回族 
自治区 
人民政府

P191
内陸部・人材育成事業（黒龍江
省）

4,972 1

黒龍江省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するた
め、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備
等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の
量的・質的改善を図るもの。

黒龍江省 
人民政府

P192 内陸部・人材育成事業（江西省） 4,872 1

江西省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

江西省 
人民政府

P193 内陸部・人材育成事業（湖北省） 5,097 1

湖北省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

湖北省 
人民政府

P194 内陸部・人材育成事業（山西省） 5,093 1

山西省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

山西省 
人民政府

P203
内陸部・人材育成事業（内蒙古自
治区）

5,073 1

内蒙古自治区での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進す
るため、同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･
設備等の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教
育の量的・質的改善を図るもの。

内蒙古 
自治区 
人民政府

P212 遼寧省人材育成事業 5,775 1

遼寧省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

遼寧省 
人民政府

P213 河北省人材育成事業 5,775 1

河北省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

河北省 
人民政府

P214 海南省人材育成事業 3,150 1

海南省での地域活性化、市場ルール強化及び環境保全を推進するため、
同分野において重要な役割を果たす対象大学にハード面（校舎･設備等
の整備）、ソフト面（研修等の実施）への支援を行うことで、高等教育の量
的・質的改善を図るもの。

海南省 
人民政府

7．鉱工業セクター 100,999 3

P23 輸出基地開発計画 70,000 1

中国の輸出振興を図るため、中国の金融機関を通じて①農牧漁業、②繊
維工業、③軽工業（紙、陶器等）、④原材料工業に資金を供与することに
より、輸出産業の設備近代化・技術導入を進め、中国輸出産業の国際競
争力を高めると共に、当該金融機関（対外経済貿易信託投資公司）の開
発金融業務能力を高めるもの。

中国 
輸出入銀

行

P70 上海宝山インフラ整備事業 30,999 2
上海市宝山地区にバース及び火力発電所を建設することにより、同港の
貨物取引需要への対応、上海市の電力不足の改善及び電力供給の安定
化を図るもの。

上海市 
計画委員

会

８．商品借款 130,000 5

C 商品借款 130,000 5
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