
会計年度 案件名 案件概要 事業地 事業開始日 被供与団体名 供与額（円） 供与額（ドル）

平成２０年度 サガレジョ地区パタラ・チャイルリ村保育園改築計画 パタラ・チャイルリ村保育園園舎を改築し，給水設備の設置を行う。 サガレジョ 7/7/2008 パタラ・チャイルリ村保育園 9,937,898 87,946

平成２０年度 カレリ地区ルイシ村保育園整備計画
ルイシ村唯一の保育園に改修工事及び家具の供与を行うとともに
，同園庭に井戸及びトイレを設置するもの。

カレリ 7/7/2008 国際ユニオン「グロブス」 9,942,983 87,991

平成２０年度 ランチュフティ地区ジャパナ村農業協同組合整備計画
ジャパナ村農業共同組合に対し農業機械を整備するとともに，農機
保管庫兼家畜飼料加工場を設置する。

ランチュフティ 7/7/2008 グルジア山岳連盟 9,596,638 84,926

平成２０年度 メスティア地区農業機械整備計画
メスティア地区の農家が組織する農業共同組合に対し農業機械を
整備するとともに，農機保管庫及び家畜飼料加工場兼ジャガイモ出
荷場を設置する。

メスティア 7/7/2008 ゼモ・スヴァネティ発展基金 9,563,755 84,635

平成２０年度
トビリシ市身体障害児用第1９８学校トレーニング・ホール
改修計画

老朽化した体育館を改修し，障害児に対し身体機能訓練を行うトレ
ーニング・ホールを整備する。

トビリシ 7/31/2008 父母の橋 9,261,480 81,960

平成２０年度 カスピ地区農業協同組合整備計画
カスピ地区４地域の小中規模が共同で組織する農業共同組合に対
し，農業機材を供与するとともに，既存の老朽化した資材置き場用
建物を改修して右農業機材保管庫兼農産加工場とする。

カスピ 8/26/2008 苗木 9,307,245 82,365

平成２０年度 低所得者層糖尿病合併症診断強化計画 糖尿病合併症診療機材を整備する。 トビリシ 10/30/2008 グルジア糖尿病・内分泌学協会同盟 9,944,000 88,000

平成２０年度 クヴァレリ地区キンズマラウリ村農業協同組合整備計画
キンズマラウリ村自治体が所有する廃屋を改修するとともに，農産
加工機械を設置し，農業機械を整備する。

クヴァレリ 10/30/2008 発展 9,649,635 85,395

平成２０年度 ポティ市第１幼稚園改修計画 老朽化した園舎を改修する。 ポティ 11/19/2008 ポティ市就学前教育協会 9,943,435 87,995

平成２０年度 ティアネティ地区シオニ村水供給システム整備計画 ティアネティ地区シオニ村の給水システムを整備する。 ティアネティ 11/19/2008 アクアメディア 9,706,700 85,900

平成２１年度
グドゥシャウリ国立医療センター災害救急医療部中古救急
車供与計画

グドゥシャウリ国立医療センター災害救急医療部に日本の中

古救急車５台を輸送し、整備を行う。
トビリシ 9/18/2009 グドゥシャウリ国立医療センター 8,315,705 80,735

平成２１年度 トビリシ市カリタス・リハビリテーションセンター整備計画
カリタス・リハビリテーションセンターに在宅医療介護用の

専用車両を供与するとともに、同センターにリハビリ用機材

を整備する。

トビリシ 10/20/2009 カリタス・グルジア 6,151,778 59,726

平成２１年度
マルネウリ地区マルネウリ市生ごみ処理システム整備計
画

マルネウリ地区の中心であるマルネウリ市に生ごみ収集車及

び生ごみ専用のごみ収集コンテナーを供与する。
マルネウリ 10/20/2009 市民社会発展協会 8,777,866 85,222

平成２１年度 トビリシ市聴覚障害児用幼稚園改修計画 トビリシ市にある聴覚障害児用幼稚園の改修を行う。 トビリシ 11/26/2009 トビリシ市聴覚障害児用幼稚園 8,750,777 84,959

平成２１年度 ヘルヴァチャウリ地区マラディディ村診療所建設計画
マラディディ村に診療所建物を建設し、プライマリー・ヘル

ス・ケアに不可欠な医療器材を供与する。
ヘルヴァチャウリ 11/26/2009 福祉基金 7,246,050 70,350

平成２１年度 マルネウリ地区クシュチ村農業協同組合整備計画
クシュチ村の農業協同組合に対して、農業機材を供与すると

ともに、右農業機材保管庫を建設する。
マルネウリ 11/26/2009 ハイファー・インターナショナル 7,503,035 72,845

平成２１年度
オズルゲティ地区オズルゲティ市障害者用リハビリテーシ
ョンセンター整備計画

オズルゲティ市の障害者用リハビリテーションセンターに改

築を行うとともに、リハビリテーションに必要な機材を整備

する。

オズルゲティ 11/26/2009 グリア地域身体障害者連盟 7,829,751 76,017

対ジョージア草の根・人間の安全保障無償資金協力関連

草の根・人間の安全保障無償資金協力



平成２１年度 マルネウリ地区アフロラロ村学校改修計画
老朽化したアフロラロ村学校に改修工事を行い、生徒の学習

環境を整備する。
マルネウリ 11/26/2009 民族と宗教和解センター「シェリゲバ」 7,713,979 74,893

平成２１年度 ムツヘタ地区サグラモ村孤児院第２号棟改修計画
サグラモ村にある老朽化した孤児院の第２号棟（食堂及びシ

ャワー設備）に改修工事（７００㎡）を行う。
ムツヘタ 11/26/2009 モマヴァリ 9,136,100 88,700

平成２１年度 ムツヘタ地区及びサガレジョ地区対人地雷撤去計画 ムツヘタ地区及びサガレジョ地区における地雷撤去を行う。
ムツヘタ及びサガ

レジョ
1/22/2010 ヘイロー・トラスト 67,242,005 652,835

平成２２年度
ポティ市第３幼稚園改修計画 ポティ市第３幼稚園の老朽化した園舎を改修する。 ポティ 9/15/2010 ポティ市就学前教育教会 8,648,094 92,001

平成２２年度
ガルダヴァニ地区ガルダヴァニ市赤十字診療所整備計画

ガルダヴァニ地区ガルダヴァニ市にある赤十字診療所に医療

機材を整備する。
ガルダヴァニ 9/15/2010 グルジア赤十字社 6,801,276 72,354

平成２２年度
アフメタ地区アラザニ川河岸補強計画

アフメタ地区を流れるアラザニ川河岸のうち計1ｋｍにおいて

，水害防止のための修復・補強工事を行う。
アフメタ 9/15/2010 カヘティ 8,194,074 87,171

平成２２年度 サガレジョ地区トフリアウリ村農作物出荷センター開設計
画

サガレジョ地区トフリアウリ村に農作物出荷センターを建設

し，同村及び隣村マナヴィ村の農作物出荷環境を整備する。
サガレジョ 9/15/2010 農業技術協会 7,932,848 84,392

平成２２年度
ツァレンジハ地区ミカヴァ村農業協同組合整備計画

ツァレンジハ地区ミカヴァ村農業協同組合の農業機材を整備

する。
ツァレンジハ 11/19/2010 ツァレンジハ地区自治体 7,797,488 82,952

平成２２年度
オズルゲティ地区オズルゲティ市保護センター設立計画

オズルゲティ地区オズルゲティ市に高齢者向け保護センター

を設立する。
オズルゲティ 11/19/2010 オズルゲティ青年教員協会 9,374,150 99,725

平成２２年度 テラヴィ地区，アハルカラキ地区及びサガレジョ地区対人
地雷撤去計画

テラヴィ地区，アハルカラキ地区及びサガレジョ地区におけ

る地雷撤去を行う。

テラヴィ，アハルカ
ラキ及びサガレジ

ョ
12/21/2010 ヘイロートラスト 63,529,712 675,848

平成２２年度 イアシヴィリ・グルジア中央小児病院未熟児網膜症手術機
材整備計画

イアシヴィリ・グルジア中央小児病院に未熟児網膜症手術機

材を供与する。
トビリシ 12/21/2010 イアシヴィリ・グルジア中央小児病院 8,053,920 85,680

平成２２年度
トビリシ市アブハジア国内避難民用病院改修計画 トビリシ市アブハジア国内避難民用病院の改修工事を行う。 トビリシ 12/21/2010

アブハジア自治共和国保健・労働・社会保障
省

9,646,280 102,620

平成２３年度 トビリシ市温泉療法センター医療機材整備計画
トビリシ市にある国立温泉療法センターに対して，超音波走

査装置及び血液検査器を整備する。
トビリシ 10/12/2011 カリタス・グルジア 8,085,917 90,853

平成２３年度 ゴリ地区ゼヴェラ村養鶏場施設建設計画
ゴリ地区ゼヴェラ村の小規模養鶏農家により組織されている

農業協同組合が管理する養鶏場施設を整備する。
ゴリ 11/8/2011 ハイファー・インターナショナル 7,454,907 83,763

平成２３年度 アハルツィヘ地区農業機械整備計画
アハルツィヘ地区にあるアハルツィヘ地方サービスセンター

にトラクター２台を整備する。
アハルツィヘ 11/8/2011 グルジア商業コンサルティング協会 6,524,768 73,312

平成２３年度 ウレキ市リハビリテーションセンター建設計画
ウレキ市にある老朽化したリハビリテーションセンターを解

体し，新たな施設の建設を行う。
ウレキ 11/8/2011 グリア地域身体障害者連盟 9,648,579 108,411

平成２３年度 ルスタヴィ市高齢者保護センター改修計画 ルスタヴィ市にある高齢者向け保護センターの改修を行う。 ルスタヴィ 11/28/2011 市民開発機構 9,354,345 105,105

平成２３年度 カレリ地区ウルブニシ村農業共同組合整備計画
カレリ地区ウルブニシ村の農業協同組合アグロ・サービス・

ウルブニシに農業機材を整備する。
カレリ 1/18/2012 ゴリ情報センター 9,172,340 103,060

平成２３年度
トビリシ市グラミシュヴィリ小児病院医療機材整備

計画

トビリシ市にあるグラミシュヴィリ小児病院に対して，医療

施設用家具及び医療機材を整備する。
トビリシ 1/18/2012 グラミシュヴィリ小児病院 8,585,474 96,466

平成２３年度
アハルカラキ地区及びサガレジョ地区対人地雷撤去

計画

アハルカラキ地区及びサガレジョ地区における地雷撤去を行

う。

アハルカラキ地

区及びサガレジ

ョ地区

1/27/2012 ヘイロートラスト 26,635,564 299,276



平成２４年度 ズグディディ市医療センター整備計画
ズグディディ市にある被供与団体が運営する医療センターに

対して，７種類の医療機材を整備する。
ズグディディ 9/11/2012

復興開発チャリティー・センター・タナジ

アリ
8,389,575 103,575 

平成２４年度 ゴリ地区ニコジ村社会教育施設建設計画
紛争で打撃を受けた１階建ての幼稚園施設を２階建ての社会

教育施設に改修する。
ゴリ 9/11/2012 アメリカンフレンズ・オブ・ジョージア 9,461,205 116,805 

平成２４年度 アフメタ地区アラザニ川護岸壁設置計画
アフメタ地区を流れるアラザニ川の計１１ｋｍに亘る区域に

おいて，水害防止のための護岸壁を設置する。
アフメタ 9/11/2012 カヘティ 9,867,582 121,822 

平成２４年度
クヴァレリ地区グレミ村テミ・コミュニティ農業設

備改善計画

クヴァレリ地区サブエ村の農業協同組合に農業機材７機を整

備する。
クヴァレリ 9/11/2012 テミ慈善組合 9,933,597 122,637 

平成２４年度 ツァレンジハ地区第２幼稚園改修計画
ツァレンジハ地区ツァレンジハ市にある第２幼稚園の園舎の

改修を行う。
ツァレンジハ 9/11/2012 ガエナティ協会 9,959,841 122,961 

平成２４年度 クヴァレリ地区サブエ村農業協同組合整備計画

クヴァレリ地区サブエ村の農業協同組合に農業機材７機を整

備し，農業協同組合センター及び農業機材保管庫を新たに建

設することにより，同地区農家の農業環境を改善する。

クヴァレリ 9/11/2012 ハイファー・インターナショナル 9,626,445 118,845 

平成２４年度 ドゥマニシ地区医療福祉センター設立計画
老朽化した建物を改修し，医療・福祉サービス及び職業訓練

等を提供する医療福祉センターを設立する。
ドゥマニシ 9/11/2012 ア・コール・トゥー・サーブ・グルジア 9,962,838 122,998 

平成２４年度 アンブロラウリ地区農業共同組合センター設立計画
アンブロラウリ地区アンブロラウリ市に農業共同組合センタ

ーを設立する。
アンブロラウリ 2/7/2013 アブハズインターコント 8,770,761 108,281 

平成２４年度 ポティ市第１６幼稚園改修計画 ポティ市にある第１６幼稚園の園舎の改修を行う。 ポティ 2/7/2013 メディアと社会協会 9,869,607 121,847 

平成２４年度 フロ地区ディオクニシ村農業機材整備計画
フロ地区ディオクニシ村の農業協同組合に農業機材を提供す

る。
フロ 2/7/2013 グルジア商業コンサルティング協会 7,271,856 89,776 

平成２４年度 ハシュリ地区第１幼稚園改修計画
ハシュリ地区にある第１幼稚園の２階建て園舎の改修を行う

。
ハシュリ 2/7/2013 シヴィタス・ジョージカ 9,682,821 119,541 

平成２４年度 トビリシ市義肢装具センター建設計画

身体障がい者に十分なリハビリテーション訓練及び安定した

質の義肢装具を提供すべく，トビリシ市義肢装具センターの

建物基礎工事，建物１階部分建設工事及び暖房設置工事を実

施する。

トビリシ 2/7/2013
義肢装具リハビリテーション・グルジア基

金
9,957,249 122,929 

平成２４年度 ヘルヴァチャウリ地区農作物保冷機器整備計画
ヘルヴァチャウリ地区オルタバトゥミ集落の農業協同組合に

対して梱包機付き農作物保冷庫を整備する。

ヘルヴァチャウ

リ
2/7/2013 環境保全維持開発機構ムタバリ 8,874,684 109,564 

平成２４年度 ゴリ地区及びマルネウリ地区地雷撤去計画 ゴリ地区及びマルネウリ地区における地雷撤去を行う。
ゴリ及びマルネ

ウリ
1/31/2013 ヘイロートラスト 69,902,352 862,992 

平成２５年度
クヴェモカルトゥリ地方ルスタヴィ市赤十字診療所

整備計画

クヴェモカルトゥリ地方ルスタヴィ市にある赤十字診療所に

①血液分析器，②超音波心電検査装置，③診断用Ｘ線装置

を供与する。

ルスタヴィ 12/5/2013 グルジア赤十字社 7,462,000 91,000 

平成２５年度 ゴリ地区ゼヴェラ村養鶏施設建設計画

平成２３年度草の根・人間安全保障無償資金協力「ゴリ地区

ゼヴェラ村養鶏施設建設計画」の後継案件として，ゴリ地区

ゼヴェラ村の小規模養鶏農家が組織する農業協同組合・ゼヴ

ェラ２００９が管理する養鶏場施設を拡張する。

ゴリ 2/5/2014
ハイファー・インターナショナル・グルジ

ア
7,446,420 90,810 

平成２５年度 チョハタウリ地区第１幼稚園改修計画
グリア地方チョハタウリ地区において、チョハタウリ地区第

１幼稚園の園舎（８４５㎡）を改修する。
チョハタウリ 2/5/2014 グルジア民主的発展組合 6,365,004 77,622 

平成２５年度 アフメタ地区アラザニ川護岸壁設置計画
アフメタ地区を流れるアラザニ川の計３００メートルに亘る

区域において，水害防止のための護岸壁を新設する。
アフメタ 3/26/2014 カヘティ 7,445,190 90,795 



平成２５年度 テラヴィ地区障がい者社会福祉施設改修計画
テラヴィ地区障がい者社会福祉施設の建物（１，１０９．８

㎡）の改修を行う。
テラヴィ 3/26/2014 ファンド・ニュー・ライフ 7,418,458 90,469 

平成２５年度 テラヴィ地区子ども健康センター医療機材整備計画
東グルジ・アカヘティ地方テラヴィ地区にある「テラヴィ子

ども健康センター」のX線診断機器を整備する
テラヴィ 3/26/2014 社会と環境 7,462,000 91,000 

平成２６年度 ズグディディ地区フルチャ村幼稚園改修計画

ズグディディ地区フルチャ村幼稚園の園舎（一階建て：２４

１．８０cm2）を改修することにより，同村の幼児教育環境

を整備する。

ズグディディ 8/22/2014 ガエナティ協会 7,423,706 90,533 

平成２６年度 ポティ市第６幼稚園改修計画
ポティ市第６幼稚園の園舎（６４２㎡）を改修することによ

り，現在使用不可能な１１部屋を含めた園舎同幼稚園の教育

環境を整備する。

ポティ 8/22/2014 「メディアと社会」協会 7,429,692 90,606 

平成２６年度 サチュヘレ地区ジャラウルタ村幼稚園改修計画

サチュヘレ地区ジャラウルタ村幼稚園の園舎（平屋建て１階

：２１６．２８㎡）を改修することにより，ジャラウルタ村

の就学前児童のための幼児教育環境を整備する。

サチュヘレ 10/30/2014
特定非営利活動法人「サチュヘレ地区幼稚

園連合」
7,408,454 90,347 

平成２６年度
トビリシ市，ゴリ市及びシャヴシュヴェビ国内避難

民（ＩＤＰ）居住地社会福祉施設機器整備計画

トビリシ市１ヶ所，ゴリ地区ゴリ市１ヶ所，ゴリ地区シャヴ

シュヴェビIDP居住地計３ヶ所の社会福祉施設に精神療法用の

陶芸機器セットを整備する。

トビリシ市，ゴ

リ地区ゴリ市，

ゴリ地区シャヴ

10/28/2014 カミリアンズ・グルジア支部 8,585,955 88,515

平成２６年度 マルネウリ地区カパナフチ幼稚園建物改修計画

マルネウリ地区カパナフチ町カパナフチ村にある現在使用さ

れていない建物（285.79㎡）を改修することにより，同町に

新たな幼稚園教育の環境を整備する。

マルネウリ 10/28/2014 マルネウリ女性民主協会 6,410,633 66,089 

平成２６年度
ガルダバニ／サガレジョ地区におけるＥＲＷ（爆発

性戦争残存物）除去計画

ガルダバニ地区及びサガレジョ地区の間にあるソ連時代，主

に軍事訓練地として利用されていた通称ウダブノ・ポリゴン

（総面積約６５Ｋ㎡）のうち約２６Ｋ㎡に放置されている約

５，０００のＥＲＷ（爆発性戦争残存物）の除去活動を行な

う。

ガルダバニ地区

及びサガレジョ

地区

12/24/2014 ヘイロートラスト 69,406,798 715,534 

平成２６年度
ズグディディ地区温室栽培用グリーンハウス整備計

画

ズグディディ地区リケ村に温室栽培用グリーンハウス（３，

０００m2）を整備することにより，同村における農業生産環

境の向上を図る。

ズグディディ地

区リケ村
1/15/2015 統一連合“アゴラ” 8,984,334 92,622 

平成２６年度 アハルカラキ地区農業用灌漑システム整備計画

パスキア湖，カナンチゲル湖及びジェルド湖を水源とし，同

湖からアハルカラキ地区５カ村（ディリスカ村Diliska，チャム

ドゥラ村Chamdura,　キロヴァカン村Kirovakan，オカミ村Oka
mi，ヴァチアニ村Vachiani）の農地（までの水路確保のための

農業用水道管設置工事を行なうことにより，同村々における

農業生産環境の向上を図る。

アハルカラキ地

区
1/28/2015

市民運動「マルチナショナル・ジョージア

」
8,491,574 87,542 

平成２６年度
カヘティ地方デドプリスツカロ地区赤十字診療所機

材整備計画

カヘティ地方デドプリスツカロ地区において，赤十字診療所

の医療機材を整備する。

デドプリスツカ

ロ地区
1/28/2015 グルジア赤十字社 8,826,224 90,992 

平成２７年度 カヘティ地方ラゴデヒ地区第1幼稚園改修計画 ラゴデヒ地区第１幼稚園の園舎の改修を行う。 ラゴデヒ地区 2/24/2016 ジョージア市民発展協会 9,479,360 86,176 

平成２７年度 クタイシ市イメレティ医療センター機材整備計画
クタイシ市のイメレティ医療センターに対し，ｃ型肝炎の血

液検査を
クタイシ市 2/24/2016 ジョージア救援委員会 9,899,120 89,992 

平成２７年度 アディゲニ地区3村上水道施設整備計画 アディゲニ地区3村に上水道施設・パイプを整備する。 アディゲニ地区 2/24/2016 ワールドビィジョン（ジョージア事務所） 9,449,440 85,904 

平成２７年度 クヴァレリ地区グレミ村井戸建設計画 クヴァレリ地区グレミ村に3つの井戸を建設する。 カヘティ地区 3/10/2016 テミ慈善組合 7,890,190 71,729 

平成２７年度
アハルツィへ地区婦人科・がん検査診療所医療機材

整備計画
婦人科医療機器及びがん診療医療機器を整備する。

アハルツィへ地

区
3/10/2016 民主女性の会 9,816,620 89,242 



平成２７年度
　　ガルダバニ・サガレジョ地区及びテルジョラ地区

ERW地雷除去計画

ガルダバニ・サガレジョ地区及びテルジョラ地区にまたがる

旧ウダブノ演習場及びテルジョラ地区の旧チョナグリ基地のE
RW・地雷除去活動のための人件費、燃料費、救急セット等を

支援する。

ガルダバニ・サ

ガレジョ地区及

びテルジョラ地

区

3/10/2016 ヘイロートラスト 69,960,000 636,000 

平成２８年度 トビリシ市ＤＶ被害者保護シェルター整備計画

女性と子供の安全を確保するため、DV被害者保護シェルター

の建物改修工事を行い、シェルター用家具を整備し、被害者

及びその子供の避難生活環境を整備する。

トビリシ市 2/23/2017 ジョージア反暴力ネットワーク 9,903,120 82,526 

平成２８年度 ボルニシ地区４村灌漑施設・上水道整備計画

ボルニシ地区にある4つの村の農業環境の改善及び安全な飲料

水・生活用水提供のため、水路確保のための農業用配水管設

置工事を行う。また、ボルニシ村に対しては、上水道（ろ過

設備清掃、開閉工の設置、貯水槽を含むフェンスの設置）を

整備する。

ボルニシ地区 2/23/2017
市民運動「マルチナショナル・ジョージア

」
9,876,000 82,300 

平成２８年度 マルネウリ地区ゼモ・サラリ村学校改修計画

マルネウリ地区ゼモ・サラリ村学校地域の児童・生徒に安全

で快適な教育環境を提供するため、老朽化した校舎を改修し

て、基礎教育の環境の質を向上させる。

マルネウリ地区 3/2/2017 マルネウリ女性民主協会 9,921,000 82,675 

平成２８年度 マルトヴィリ地区聖アンブロシ・ヘライア学校

貧困等により育児放棄などの児童虐待を受けている児童の教

育・生活環境を改善するため、学校寄宿舎の１階部分及び外

壁、屋根の改修工事を行う。

マルトヴィリ地

区
2/23/2017 聖アンブロシ・ヘライア学校 9,903,360 82,528 

平成２８年度
ツヒンヴァリ地域との行政境界線付近における爆発

性戦争残存物・地雷除去計画

ツヒンヴァリ地域の行政境界線（ABL)付近７箇所及びテルジ

ョラ地区旧チョグナリ基地の爆発性戦争残存物・地雷除去活

動のための人件費、活動関連費を支援する。

ツヒンヴァリ地

域との行政境界

線付近及びテル

ジョラ地区

3/2/2017 ヘイロートラスト 41,520,000 346,000 

草の根文化無償資金協力

会計年度 案件名 案件概要 事業地 事業開始日 被供与団体名 供与額（円） 供与額（ドル）

平成２２年度 グルジア博物館協会ダディアニ邸歴史建築博物館整備計
画

老朽化したダディアニ邸歴史建築博物館の展示室３室を整備する
と共に，展示用ガラスケース及び監視カメラシステムの設置を行う。

ズグディディ 12/1/2010 グルジア博物館協会 8,071,592 85,868

平成２２年度
トビリシ音楽大学教育機材整備計画

トビリシ音楽大学に対してオーケストラ用（練習及び音楽大学内で
の公演用）の教育機材を供与することで，同音楽大学の教育環境
を整備する。

トビリシ 12/1/2010 サラジシヴィリ名称トビリシ音楽大学 8,613,784 91,636

平成２４年度 バトゥミ市考古学博物館整備計画
同博物館の展示ホールを改修し，展示品をより安全かつ効果的に
展示することにより，同博物館の展示環境を整備し，当国の歴史教
育振興を図る。

バトゥミ市 2/7/2013 グルジア博物館協会 9,486,072 117,112 

平成２８年度 トビリシ自由大学日本語教育機材整備計画
トビリシ自由大学における日本語教育の基盤を強化するため、日本
語教室の教育機材を整備し、日本語教育環境を整える。

トビリシ 3/2/2013 トビリシ自由大学 8,869,560 73.913
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