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１－１　協力の背景と概要

アフガニスタン・イスラム共和国（以下、「アフガニスタン」と記す）は、2001 年に政策官庁

として女性課題省（Ministry of Women's Affairs：MOWA）を発足した。同省経済開発局（Department 
of Economic Empowerment：DEE）は、女性の経済活動状況を把握して他省庁に対して女性の経済

活動を促進するための支援策の提言を行い、地方連携局（現 地方連携シューラ局）は女性課題省

の出先機関である州女性局（Department of Women's Affairs： DOWA）と女性課題省との情報共有

と連携強化を促進する役割を担ってきた。わが国はアフガニスタンジェンダー支援の重点項目の

一つに女性の自立と生活の向上を掲げ、同国からの要請に基づき、女性課題省の経済開発局及び

地方連携局をカウンターパート（C/P）として、2005 年 2 月より 3 年間の「女性の経済的エンパワー

メント支援プロジェクト」を実施しており、4 名の長期専門家（チーフアドバイザー／訓練計画、

ジェンダー／コミュニティー開発 2 名、業務調整）を配している。本プロジェクトでは、州女性

局が女性経済活動〔女性のためのコミュニティー開発事業（Community Empowerment Programme 
for Women：CEPW）など〕のモニタリングを通して抽出した女性が抱える問題を州女性局から女

性課題省へ報告し、本省内で検討後、関係機関内外に提言する一連の流れ（以下、「メカニズム」

と記す）を整備することを目標として、女性課題省の行政官としての能力強化を進めている。プ

ロジェクトではこの課題発見を実証的に実施するために、州女性局と IP（Implementation Partner：
事業実施委託先機関・団体）が CEPW を対象 3 州（バルフ、バーミヤン、カンダハル）で実施し

てきた（うちカンダハルは 2006 年 6 月に終了）。本プロジェクトは 2006 年 8 月に中間点を迎え

るため、前半期間のプロジェクト活動進捗状況を評価し、問題点・課題とその対応策を検討し、

わが国・アフガニスタン側の双方合意による修正 PDM を作成することにより、後半期間の効果

的なプロジェクト運営を図る目的で本調査団が派遣された。

１－２　協力内容（2006 年 9 月 18 日修正の PDM 1）
（１）上位目標

女性課題省において、女性の経済的エンパワーメントを支援するメカニズムが構築される。

（２）プロジェクト目標

コミュニティー開発事業（CEPW） の実施、及び女性課題省の能力強化を通して、女性の
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経済的エンパワーメント支援のために女性課題省が自ら果たすべき役割と責任を明確にする

ことができる。

（３）成果

（コンポーネント A： 女性課題省において）

１）経済開発局が州女性局から得た女性の経済的エンパワーメント支援に必要な情報を整

理・分析し、女性課題省としての役割を考えられるようになる

２）地方連携局が、女性課題省と州女性局との間の情報共有の仕組みを改善できるようにな

る。

３）州女性局が、女性の経済的エンパワーメント支援に必要な情報として女性 / コミュニ

ティーの現状及び課題を整理し、女性課題省に報告できるようになる。

（コンポーネント B：CEPW の実施コミュニティーにおいて）

４）対象女性 / コミュニティーが、CEPW の実施により、生計向上のための自分たちの抱え

る課題を明確にすることができる。

（４）投入実績　（評価時 2006 年 4 月時点）

１）日本側実績

・ 人材：専門家の派遣計 9 名（長期専門家 7 名、短期専門家 2 名）、ローカルスタッフ計

15 名

・プロジェクトコスト（2005 年 2 月～ 2006 年 8 月）： 約 2 億 5,000 万円

・機材調達：事務関連の機材を中心にカブール、バーミヤン、バルフ州に調達

・在日研修：女性課題省本部職員（局長）2 名、州女性局職員（3 州局長）3 名

２）アフガニスタン側

・人材：女性課題省・プロジェクトダイレクター、プロジェクトマネージャー、C/P
（2006 年 9 月現在、経済開発局 23 名、地方連携局 9 名、州女性局 4 名）計 36 名

・施設の提供：日本人専門家の事務室

・施設使用にかかわるその他経費（水道・電気等含む）

３．評価結果の概要

２．評価調査団の概要

調査者

調査期間

（担当） （氏名） （所属・職位）

総括／団長 関　　智宏  国際協力機構社会開発部都市地域開発復興支援

第 1 チーム長

ジェンダー分析 田中　由美子 国際協力機構社会開発部国際専門員

評価計画 塩塚　美那子  国際協力機構社会開発部都市地域開発復興支援

第１チーム

評価分析 小島　京子  インテムコンサルティング（株）社会開発部 
シニアコンサルタント

2006 年 9 月 5 日〜 9 月 21 日 評価種類：中間評価

３－１　評価結果の要約

（１）妥当性
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アフガニスタンの上位国家計画“Interim Afghanistan National Development Strategy：I-ANDS
（2006-2010）”及び I-ANDS の活動計画である“Interim-National Action Plan for Women in 
Afghanistan： I-NAPWA”（May 2006）においては、アフガニスタンのジェンダー主流化と女

性の経済活動参加の促進が目標（ゴール）として示されており、本プロジェクトの上位目標

は、これらの政策目標に合致する。さらに本プロジェクトの地方でのコミュニティー開発事

業（CEPW）には、地域住民のグループ事業を通した地域の組織化の強化に寄与しているも

のもあり、農村復興開発省（Ministry of Rural Rehabilitation and Development：MRRD）の「国

家連帯計画」（National Solidarity Programme：NSP）の方向性にも合致している。

将来的に女性課題省が地域女性のニーズを反映した政策提言を行うためには、まず州女性

局が州の女性が置かれている状況を把握する必要があると同時に、コミュニティーレベルに

おいても、女性たちが抱える状況を発信できることが求められる。したがって、本プロジェ

クトはコミュニティー・州女性局・女性課題省というミクロ・メゾ・マクロレベルをター

ゲットとしたのは適切なターゲット選定であり、ニーズに合致したアプローチであるといえ

る。

（２）有効性

地域女性の生活にかかわる変化については、CEPW 参加女性の多くに、収入向上や技術の

習得などの経済的効果が見られた。さらに女性が外に出て活動するようになり、近隣女性と

の相互交流が始まるなどの社会的効果や、自信が付いた、将来への希望ができたという精神

的な効果及び女性が意思決定に参加するという政治的効果も確認された。

バルフ州の州女性局は CEPW のプロセスに関与することで、モニタリング・評価能力の強

化が可能となった。コミュニティーにおける実際問題に直面して対処するアクターとして働

き、女性支援のための実践的知識とスキルを習得しつつある。バーミヤン州では、州の全郡

で CEPW を実施することで、州女性局は州全体及び各郡の地域特性及び地域女性が抱える課

題について把握することが可能となった。また、両州においては、CEPW を通じて得られた

情報を基に、Sectoral Working Group（SWG）等の場で、関係機関に具体的に情報発信してきた。

他方、両州で確認されたことであるが、前半期の CEPW においてどのような教訓が得られた

かという点についての記録、分析が不十分であり、州で得られた経験と情報が、効果的に文

書化されているとはいえない。

女性課題省では、経済開発局に対して日常業務を通じた OJT やグループ作業、文書管理・

情報共有やモニタリング・評価研修を実施し、基礎的事務能力強化に取り組んでいる。地方

連携局でも、文書管理・情報共有やモニタリング・評価など基礎的事務能力の強化に取り組

んでおり、PRR（Priority Reform and Reconstructing：優先構造改革）の遅れによって C/P 局

の位置づけが曖昧であるという困難な状況にもかかわらず、個人レベルでの業務能力は徐々

に育成されつつあるといえる。しかし、女性課題省においては、女性支援にかかわるどのよ

うな情報を各州から収集し活用するかという方針が十分に整理されていない。女性課題省は

2001 年に設立された新しい省庁であり、政策官庁としての方向性や戦略が十分に定まってお

らず、行政官としての勤務経験も浅い。政策提言を行うための持続的な「メカニズム」構築

のためには、政策策定能力の前段階として、まず必要な情報収集能力・分析能力の強化が必

要であろう。

（３）効率性

日本側投入（人材、調達機材、研修実施）については、初年度においては、プロジェク
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ト専門家の人選に遅れがあり、プロジェクト関係者間の活動計画作りに想定以上の時間がか

かってしまった。ただし、これは 2005 年度の地方選挙に伴う治安悪化と国外一時避難の影響、

アフガニスタン側の PRR の遅延による女性課題省及び州女性局職員の配置の遅れにもよるも

のでもあった。これらがプロジェクト活動の開始と効率的な活動実施に影響したのは残念な

結果であったが、専門家の派遣が安定し、女性課題省及び州女性局の職員配置が決定して以

降はプロジェクトの実施体制が整い、積極的な活動が実施されている。ケーススタディとし

て CEPW を実施することで得た情報と知識が効率的に有効活用されているかどうかについて

は、今後のプロジェクト活動の中で測られるべきである。

（４）インパクト

本プロジェクトの上位目標としては、女性課題省及び州女性局が地域の情報を集めて課題

を抽出し関係機関と適切な情報共有ができるような「持続的なメカニズム（仕組み）」が構

築されることが、重要かつ現実的な目標であると判断された。他方、アフガニスタンにおけ

る社会的、文化的な文脈の中でジェンダー主流化を進め、女性が選択の自由と機会を得るよ

うになるためには、まず地方の状況を把握する必要があり、現段階では情報が十分とはいえ

ないことから上位目標（PDM0）の達成見込みについての明確な判断は今のところ困難である。

CEPW をきっかけに州女性局が州内のモニタリングを行うことで、コミュニティーにお

ける州女性局の存在が周知され、その役割を認識されたことは、女性が抱える課題を解決

するアクターとして働くための貴重な第一歩であるといえる。コミュニティーレベルでは、

CEPW の活動を通して経済的な生活改善のみならず村人の交流の始まり、相互扶助の精神の

芽生え、信頼関係の構築といった正のインパクトが観察された。

負のインパクトは確認されなかったが、一部の CEPW の開始時において、村の男性や郡

議会から、女性事業の支援を行うことへの反発が見られた。ただし、この問題はプロジェク

ト、州女性局が村人へプロジェクトの目的や意義を説明することで解決された。結果として

プロジェクトに対する関係者の理解が深まり、村の男性は女性のエンパワーメントをコミュ

ニティーの発展として捉えるようになったことから、これはコミュニティーで女性支援事業

を実施するうえでの有益な教訓と理解される。

（５）自立発展性

妥当性で述べたとおり、アフガニスタンは今後も ANDS（2006-2010）の枠組みと NAPWA
の戦略に基づき、女性の経済的参加に対する積極的な政策支援を進める方針であり、その継

続性が期待される。

女性課題省経済開発局及び地方連携局においては、OJT により業務能力の良好な向上が確

認されている。現在本プロジェクトで設置した 3 つの Working Group を中心に、C/P 職員の

業務内容の明確化、活動実施計画の策定が進められ、日常業務の円滑化を図っている。こう

した活動が後半期において継続されれば、適切な能力育成が可能になると見込まれる。

CEPW 個々に対する支援の継続性については、本プロジェクトにおいて CEPW はコミュニ

ティーの課題の抽出のための実証的な意義をもっており、CEPW 個々の継続的な支援を目的

としたものではない。しかしながら、多くの CEPW の実施においては、持続可能性を配慮し、

活動が持続的に継続されるための最大限の工夫を行っている。CEPW 個々の自立発展性につ

いては、今後のインパクト調査においてより明らかになるであろうが、後半期のプロジェク

トの活動は、CEPW のインパクトを総合的に分析して、女性課題省及び州女性局が女性の経

済的エンパワーメントに関する開発事業の進め方に関する情報を女性課題省及び州女性局内
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で共有・活用することに焦点を当てるべきと考える。将来的には、女性課題省からの働きか

けに基づいて関係実施省庁が女性支援のために有効に機能する体制が整うことが期待され、

これが達成されれば、中長期的にはより持続的かつ広範囲での地域女性の活動が実現できる

と考える。

３－２　結　論

本調査においては、前半期 1.5 年のプロジェクト実施の成果として、経済開発局及び地方連携

局職員のある程度の業務能力育成と、対象州における州女性局の業務能力の好ましい育成状況が

確認された。また CEPW を通して、女性の起業支援実施において遭遇する問題、それらへの対処

方法、将来の女性支援政策に参考となる教訓や情報が集積されていることが確認された。

次に、5 項目評価における総合的な結果としては、高い妥当性、適切な有効性、ある程度の効率性、

明確な正のインパクトが確認され、残り 1.5 年における円滑な活動と女性課題省職員の能力育成

に重要と考えられる懸案事項も抽出された（後述の提言を参照）。プロジェクトの自立発展性に

ついては、今後段階的な OJT が継続されれば、経済開発局、地方連携局、州女性局の行政官とし

ての知識と技術の向上が期待される。個々のコミュニティー事業のフォローアップと持続性の検

証（インパクト調査）については残りの期間中に実施されることが望ましい。

最後に、本調査期間中に両者側で合意されたプロジェクト目標「コミュニティー開発事業

（CEPW）の実施、及び女性課題省の能力強化を通して、女性の経済的エンパワーメント支援のた

めに女性課題省が自ら果たすべき役割と責任を明確にすることができる」は、適切かつ現実的な

目標設定に改められたものであり、かつ上位目標を可能とするために前提・必須となるものであ

る。残り 1.5 年の予定された活動を通して、本プロジェクト目標の達成も十分可能であると予測

される。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）女性課題省職員の能力育成に関して

特別な技術を移転するのではなく、OJT による行政官としての日常業務の技術的指導を行

うことで、効率的な行政官の業務の質向上を可能としている。特に、州女性局の職員の育成

においては、CEPW 事業への支援活動に参加することを通して、女性の生計向上の支援業務

の内容、ノウハウ、留意事項、モニタリング方法等を学習する機会を多く得て、実践的な知

識と能力を習得することが可能となった。

（２）コミュニティー開発事業（CEPW）を通した女性の生活向上に関して

CEPW ではローカルリソースを最大限に活用するとともに、既存の女性グループや地域に

根付いた NGO を活用することによって、現地女性の参加を円滑に促進している。

３－４　問題点及び問題を惹起した主な要因

（１）PRR の遅れにより、女性課題省及び州女性局の C/P 職員の配置が大幅に遅れた。また、女

性課題省各局の業務内容がプロジェクト開始後の約１年近くまで明確にならなかった。その

ため、特に本省の C/P 職員において、担当業務内容の決定に時間を要し技術指導の活動開始

が大幅に遅れた。

（２）復興国に顕著な問題として、行政官のキャパシティが非常に低いことがあげられる。特に

女性課題省は 2001 年に設立された新しい省庁であり、職員は NGO や教員などからリクルー
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トされ、行政官としての経験がほとんどなく、省の役割について共通認識が醸成されていな

い。ドナー協調が十分でない援助が繰り返されたことも、女性課題省の混乱をより一層深刻

化させてしまったと考えられる。

３－５　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

（１）プロジェクト活動で得られた、女性の経済的エンパワーメント支援に関する情報の整理・

蓄積

CEPW やその他各種活動を通して、対象州の州女性局には、地域女性が抱える課題や課題

対応のノウハウなどのさまざまな情報が集積されつつある。しかし、前半期のプロジェクト

活動においてどのような教訓が得られたかという点についての分析及び文書化が不十分であ

り、州女性局で得られた経験と情報が効果的に文書化されているとはいえない。今後は前半

期の成果と収集された情報を整理・蓄積することが望まれる。

（２）女性課題省及び州女性局間での情報共有・活用

プロジェクト活動を通して州女性局で得られた情報は、定期報告書やモニタリング報告書

として女性課題省に提出されているが、女性課題省内において、同情報が十分に共有かつ活

用されているとは言い難い。

女性課題省及び州女性局の相互のコミュニケーションを活性化し、州女性局から提出され

た情報が女性課題省内の関連部局で共有され、女性課題省及び州女性局が地域女性の抱える

課題に対して共通認識をもてるようになることが重要である。

本プロジェクトでは、後半期に Working　Group や「女性の経済的エンパワーメントタス

クフォース」を女性課題省内で立ち上げ、州女性局からの情報の活用に取り組む予定であり、

タスクフォースによって女性課題省内の情報共有がさらに促進されることを期待する。

（３）関係機関への戦略的な情報発信

女性課題省は ANDS の女性 / ジェンダー課題に関する sub-committee のメンバーとして、州

女性局は Provincial Development Council（PDC）や SWG において、それぞれ定期的に情報を

発信するなど、中央・州レベルでのジェンダー主流化のための情報共有体制は徐々に整いつ

つあるといえる。今後は、これらの場を最大限に活用し、女性課題省が、誰に（who）どん

な情報を（what）どのように（how）提供することが適当かを検討して、政策官庁として効

果的に情報を活用・発信してほしい。

また、JICA からは女性課題省の政策アドバイザー（個別専門家）が派遣されており、本専

門家と連携することで、より政策提言につながる情報の活用及びジェンダー主流化の促進が

期待される。

（４）女性課題省及び州女性局が効果的・効率的に活動できるようなパートナーシップの構築

女性課題省が政策官庁として必要な情報を得て効果的に発信するためには、州女性局を有

効に活用することが重要である。女性の経済的エンパワーメント支援のために女性課題省及

び州女性局それぞれが果たすべき役割とは何か、どのように連携を深めるかなどについて再

確認する必要がある。そのために、今後女性課題省と州女性局が双方向での議論を深めるこ

とが期待される。そのうえで、州女性局から得た情報を女性課題省の方針・戦略に反映し、

女性課題省及び州女性局がそれぞれの役割を効果的・効率的に実現できるような年間活動計

画の策定を中央及び州レベルで行い、適切に予算が配分されることが期待される。
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