
国際平和協力法に基づく物資協力の実績 
（令和２年２月末現在） 

物資協力実施回数： ２９回 ・国際連合平和維持活動に対し １１回 

・国際連携平和安全活動に対し  １回 

・人道的な国際救援活動に対し １７回 

 

 協 力 先 閣議決定 品 目 及 び 数 量 目     的 

１ 
国連カンボジア

暫定機構 

（ＵＮＴＡＣ） 

（第１回） 

平成 4年 9月 11日 

テレビ       （200台） 

ビデオ       （200台） 

小型発電機     （200台） 

カンボジア国民に対し、自由公正

な選挙等についての広報・教育効

果を高めるために使用。 

医薬品      （50セット） 

（＊１） 

武装解除兵士及びその家族の健康

対策に使用。 

２ 
（第２回） 

平成 5年 1月 22日 

小型ラジオ    （40,000台） 

ﾗｼﾞｵｶｾｯﾄﾚｺｰﾀﾞ   （1,000台） 

カンボジア国民に配布し、UNTAC

が行ったラジオ放送による広報・

教育効果を高めるために使用。 

３ 

 

国連モザンビー

ク活動 

（ＯＮＵＭＯＺ） 

平成 6年 7月 26日 

テレビ       （200台） 

ビデオ       （200台） 

小型ラジオ    （40,000台） 

モザンビーク国民に対し、自由公

正な選挙等について広報・教育効

果を高める等のために使用。 

４ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 6年 8月 12日 

（＊２） 

医薬品等     （1セット） 

緊急ヘルスセット（5ユニット） 

大型テント      （43張） 

スリーピングマット（2,600枚） 

毛布       （3,550枚） 

簡易水槽      （213個） 

シャベル     （1,000本） 

ザイール（現コンゴ民主共和国）

等においてルワンダ難民に対し行

われている UNHCRの活動に使用。 

５ 

国連兵力引き離

し監視隊 

（ＵＮＤＯＦ） 

平成 7年 12月 15日 

（＊３） 
プレハブ資機材一式 

UNDOF 要員（１４名分）の生活、

勤務環境の整備のために使用。 

６ 
国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

（第１回） 

平成 11年 4月 6日 

（＊４） 

テント      （1,000張） 
アルバニア等におけるコソボ難民

に対する UNHCR の人道的な救援活

動に使用。 
７ 

（第２回） 

平成 11年 4月 27日 

（＊４） 

毛布       （10,000枚） 

スリーピングマット（5,000枚）  

８ 

 

国連東ティモー

ル・ミッション 

（ＵＮＡＭＥＴ） 

 

平成 11年 6月 22日 ラジオ      （2,000台） 

東ティモールで UNAMET が行う拡

大自治受入れに関する直接投票の

広報活動に使用。 



９ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 11年 10月 22日 

（＊４） 

テント       （500張） 

毛布       （9,000枚） 

スリーピングマット（11,140枚） 

給水容器     （20,000個） 

ビニールシート   （5,120枚） 

インドネシア及び東ティモールに

おいて行われている東ティモール

避難民に対する UNHCR の人道的な

救援活動に使用。 

１０ 
国際移住機関 

（ＩＯＭ） 

平成 13年 3月 23日 

（＊４） 

テント        （160張） 

毛布        （1,200枚） 

ビニールシート   （1,600枚） 

アフガニスタンにおいて行われて

いるアフガニスタン被災民に対す

る IOM の人道的な救援活動に使

用。 

１１ 
国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

（第１回） 

平成 13年 10月 5日 

（＊４） 

テント       （315張） 

毛布        （200枚） 

スリーピングマット  （20枚） 

給水容器      （400個） 

ビニールシート    （75枚）  

パキスタンにおいて行われている

アフガニスタン難民に対する

UNHCRの人道的な救援活動に使用。 

１２ 

（第２回） 

平成 13年 10月 19日 

（＊４） 

テント       （500張） 

１３ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 15年 3月 28日 

（＊４） 
テント       （160張） 

ヨルダン及びシリアにおいて行わ

れているイラク難民に対する

UNHCRの人道的な救援活動に使用。 

１４ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 16年 10月 5日 

（＊４） 
テント       （700張） 

チャドにおいて行われているスー

ダン難民に対する UNHCR の人道的

な救援活動に使用。 

１５ 

国連スーダン・ミ

ッション 

（ＵＮＭＩＳ） 

平成 17年 7月 29日 

地雷探知機      （60台） 

四輪駆動車      （27台） 

大型テント      （20張） 

スーダンにおいて行われている

UNMISの活動に使用。 

１６ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 18年 10月 31日 

（＊４） 

スリーピングマット（10,000枚） 

給水容器     （10,000個） 

ビニールシート  （4,000枚）  

スリランカにおいて行われている

スリランカ被災民に対する UNHCR

の人道的な救援活動に使用。 

１７ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 19年 11月 6日 

（＊４） 

毛布       （10,000枚） 

スリーピングマット（10,000枚） 

給水容器     （10,000個） 

ビニールシート  （4,000枚） 

スーダン・ダルフール地域におい

て行われているスーダン被災民に

対する UNHCR の人道的な救援活動

に使用。 

 

１８ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 19年 12月 28日 

（＊４） 

 

テント      （1,000張） 

 

イラクにおいて行われているイラ

ク被災民に対する UNHCR の人道的

な救援活動に使用。 

 

１９ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 20年 10月 28日 

（＊４） 

逆浸透膜方式小型浄水器（60台） 

（交換用フィルター付き） 

スーダン南部地域において行われ

ているスーダン被災民に対する

UNHCRの人道的な救援活動に使用。 

 

２０ 

国連パレスチナ

難民救済事業機

関（ＵＮＲＷＡ） 

平成 21年 1月 23日 

（＊４） 

毛布       （29,000枚） 

ビニールシート  （8,000枚） 

スリーピングマット（20,000枚） 

ガザ地区において行われているパ

レスチナ被災民に対する UNRWA の

人道的な救援活動に使用。 



２１ 
国際移住機関 

（ＩＯＭ） 

平成 21年 5月 15日 

（＊４） 

テント       （560張） 

給水容器     （30,000個） 

ビニールシート  （4,000枚） 

スリーピングマット（10,000枚） 

蚊帳       （1,000張） 

スリランカにおいて行われている

スリランカ被災民に対する IOM の

人道的な救援活動に使用。 

２２ 

国連ハイチ安定

化ミッション 

（MINUSTAH） 

平成 24年 12月 18日 

（＊５） 

プレハブ式建物   （255棟） 

物品保管用コンテナ等 （75台） 

発電機        （2台） 

照明設備       （1式） 

貯油タンク      （2個） 

その他備品等 

ハイチにおいて行われている

MINUSTAHの活動に使用。 

２３ 

国連難民高等弁

務官事務所 

（ＵＮＨＣＲ） 

平成 25年 1月 22日 

（＊４） 

テント      （1,000張） 

毛布       （25,000枚） 

給水容器     （27,500個） 

ビニールシート  （10,000枚） 

スリーピングマット（35,000枚） 

南スーダンにおいて行われている

スーダン難民に対する UNHCR の人

道的な救援活動に使用。 

２４ 

国連兵力引き離

し監視隊 

（ＵＮＤＯＦ） 

平成 25年 1月 22日 

（＊５） 

トラック       （3台） 

牽引車        （1台） 

被牽引車       （1台） 

ドーザ        （1台） 

ショベルカー     （1台） 

ゴラン高原で行われている UNDOF

の活動に使用。 

２５ 
国際移住機関 

（ＩＯＭ） 

平成 25年 12月 10日 

（＊４） 

テント        （800張） 

給水容器     （10,000個） 

毛布       （10,000枚） 

スリーピングマット（10,000枚） 

イラク及びトルコにおいて行われ

ているシリア難民に対する IOM の

人道的な救援活動に使用。 

２６ 

国連南スーダン 

共和国ミッション 

（ＵＮＭＩＳＳ） 

（第１回） 

平成 25年 12月 23日 

（＊５） 

5.56㎜普通弾   （10,000 発） 

南スーダンで行われている UNMISS

の活動に協力するため譲渡。 

(平成 26年１月、UNMISSより返還。) 

２７ 

（第２回） 

平成 26年 3月 11日 

（＊４） 

テント        （200張） 

ビニールシート   （4,000枚） 

南スーダンで行われている UNMISS

の活動に使用。 

 
 
 
 
 
 
 



２８ 

国連南スーダン 

共和国ミッション 

（ＵＮＭＩＳＳ） 

（第３回） 

平成 29年 5月 16日 

（＊５） 

重機         （19 台） 

可搬式コンプレッサ   （1 台） 

車両          （4 台） 

居住関連コンテナ   （404 棟） 

発電機        （134 台） 

発電機用燃料タンク   （8 基） 

天幕         （67 張） 

天幕用空調機     （99 台） 

貯水タンク      （18 基） 

浄水装置        （3 基） 

生活雑排水貯水処理システム（1 基） 

その他備品等 

南スーダンで行われている UNMISS

の活動に使用。 

２９ 
政府間開発機構

（ＩＧＡＤ） 

令和元年 12月 20日 

（＊４） 

テント       （1,800張） 

毛布       （15,000枚） 

スリーピングマット（15,000枚） 

給水容器     （20,000個） 

ビニールシート   （6,000枚） 

南スーダンで行われている IGAD

の活動に使用。 

 

（＊１）医薬品１セットは、１万人３か月分相当量。 

（＊２）ＪＩＣＡ備蓄物資の譲渡を受けて物資協力を実施。 

（＊３）防衛庁からの管理換えにより実施。 

（＊４）備蓄物資を使用。 

（＊５）防衛省からの管理換えにより実施。 


