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事後評価調査結果要約表 
評価実施部署：チュニジア事務所 

１. 案件の概要 
国名：チュニジア 案件名：リプロダクティブ・ヘルス教育強化プ

ロジェクト 
分野：人口／家族計画 協力形態：プロジェクト方式技術協力（現：技

術協力プロジェクト） 
所轄部署：人間開発部第三グループ母子
保健チーム 
 
 

協力金額：（データなし） 

先方関係機関：国家家族人口公団（ONFP）  
 
協力期間 

1999 年 9 月 15 日～2004 年 9 月
14 日 

日本側協力機関：R/D 締結時の名称（現名称）
東京都、大阪大学、（財）家族計画国際協力財
団（JOICEF）、（財）キリスト教視聴覚セン
ター 

他の関連協力：第三国研修、草の根無償、シニア海外ボランティア 
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１-１ 協力の背景と概要 
 チュニジア政府は、人口増加を抑制するために、1966 年以来家族計画の事業を実施し
ている。JICA は、1993 年 3 月より 1998 年 3 月に亘り、チュニジア側実施機関 ONFP と
共に、IEC に主眼を置いて、家族計画に関する啓蒙機材政策を主な内容として、人口教
育促進プロジェクトを実施した。ONFP は、本プロジェクトにより作成された家族計画
普及用のビデオ教材、印刷教材を用い、チュニジア南部のモデルエリアであるタタウイ
ン、カスリーン県にて事業を実施し、啓蒙活動が行われた。 
その後、家族計画の大きな流れは、人口政策から、母子・家族の保健に移った。そし

て、1994 年に開催されたカイロ国際人口開発会議（ICPD）において、青少年のリプロ
ダクティブ・ヘルスが、重要な論点として提唱された。チュニジアは、上述のプロジェ
クトにおいて培われた教材製作技術を基盤とし、次のステップとして、青少年や壁地を
考慮したリプロダクティブ・ヘルス全般の協力を要望することとなった。 
 
１－２ 協力内容 
 1999 年 9 月より、技術協力プロジェクトが、5 年間の計画で、JICA の協力を得て、国
家人口家族公団（ONFP）により実施された。 
 
（１）上位目標 
 青少年の性とリプロダクティブ・ヘルス（青少年 RH）の状態が向上する。 
（２）プロジェクト目標 
 青少年 RH に関する IEC 活動を通じて ONFP の組織力が強化する。 
（３）アウトプット（成果） 
 １）青少年 RH に関するようその分析能力が強化される。 
 ２）適切な教材が作成され、配布される。 
 ３）ONPF 地方支部と NGO の連携によって青少年 RH に関する活動が展開される。 
 ４）IEC 活動のモニタリングとフォローアップのためのシステムが確立される。 
（４）投入（プロジェクト終了時） 
 日本側： 
  長期専門家派遣     ８名 機材供与       １．２５億円 
  短期専門家派遣    ２０名 ローカルコスト負担  ０・４０億円 
  研修員受入      １２名 その他           ０億円   

総額 １．６５億円
 相手国側： 
  カウンターパート配置 ３３名 機材購入        現地通貨 （データな
し） 億円 
  土地・施設提供        ローカルコスト負担   現地通貨 （データな
し） 億円 
  その他 
 
 
 
 ２. 評価調査団の概要 
 調査者 （評価：アラニ・ショクリ、ボルジュ・セドリア・テクノパーク、事業コンサ

ルタント） 
（評価：ヒアリ・ベスマ、チュニス大学、助教授） 

 
調査期間  2007 年 1 月 15 日～2007 年 3 月 15 日 評価種類：事後評価 
 ３. 評価結果の概要 
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３-１ 評価結果の要約 
（１）インパクト 

・ ONFP において、情報の収集・分析能力が向上し、より良い戦略を策定できるよ
うになり、また、政策決定者にとっても、必要な研究の成果が参照できるよう
になった。 

・ 青少年が、自主的にリプロダクティブ・ヘルスに関する診断を受けるようにな
った。 

・ IEC 事業の対象となる青少年の割合が飛躍的に増加した（2001 年 15％→2006 年
40％）。 

・ JICA のリプロダクティブ・ヘルス分野における技術プロジェクトの成功によ
り、この分野において新たに事業を支援する者が現れた（例：望まぬ妊娠の人
工中絶治療に関係する GENUITI など）。 

・ 心理学者、教育者、そして、助産婦を含む新しい人員が雇用された。 
・ ONFP の印刷部門において、収入が増加した（2006 年実績として 470 千ディナ

ール≒43 百万円。1 ディナール＝92.45 円） 
（２）自立発展性 

ONFP および技術協力プロジェクトの継続性は極めて高い。 
・ 技術協力プロジェクトの終了後 2 年を経て、ONFP は、適切な功績を示しなが

ら、能力的に持続性を十分に保っている。 
・ 青少年リプロダクティブ・ヘルスに関する事業計画期間は、2030 年までに至

り、その内容は、より広く且つ特化したものとなっている。 
・ 上述の計画を実現して目標に到達するため、新たな人員雇用が計画されてい

る。 
・ 習得した技術を活かすことが出来る。 
・ 青少年においては、ONFP の事業が周知され、且つ、信頼が置かれている。 
・ 青少年の性行動に関する知識が、中央および地方の担当者に絶え間無く伝達さ

れている。 
・ 現在行われている各種サービスは、2016 年以降有料となる。これは、ONFP が

長期的な事業の継続性を保つ為に戦略的に選択したものである。一方、他の国
際協力関係機関が支援を継続している（スペインの協力など）。 
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３-２ プロジェクトの促進要因 
（１）インパクト発現を促進した要因 

・ 日本人専門家およびボランティアの参加により JICA の支援を受けた。 
・ JICA により研修事業が実施された。 
・ 日本の「家族計画国際協力財団（JOICEF）」の様な組織の事業モデルが採用さ

れた。 
（２）自立発展性強化を促進した要因 

・ 保健省管轄の下、ONFP は、国民に対するリプロダクティブ・ヘルスの事業実施
の主要団体として、政策を策定し、関連省庁や NGO と連携をし、また、IEC や
医療サービスを行うことで、持続性が保障されている。 

・ ONFP は、青少年に対する事業を推進するだけの十分な組織力がある。 
・ ONFP は、経済的に健全な運営をしており、それゆえ、政府が、将来的にも長期

的な事業の持続性を促す政策を保障することができる。 
（３）その他の促進要因 

・ チュニジア政府が国民に対して進める健康と教育に関する政策全般は、諸国際
機関によって開発途上国の中で最も優れたものの一つとして認知されており、
それゆえ、他国の同様の事業に対しても、良い影響を与えている。 

 
３-３ プロジェクトの阻害要因 
（１）インパクト発現を阻害した要因 

・ 日本人専門家およびボランティアの言語伝達能力の弱さ。 
・ 技術協力プロジェクトで供与された視聴覚機材が時代遅れのものになっている

こと。 
・ ONFP スタッフに対する国外での研修が少なかったこと。 

（２）自立発展性強化を阻害した要因 
・ 上述した要因の幾つかが、ONFP の事業実施において、引き続きマイナスの影響

を及ぼしている。 
・ 技術協力プロジェクトの成果が日本・チュニジア三角協力を通じて第三者に対

して拡張・適応されるためには、フォローアップ事業が必要となっている。 
（３）その他の阻害要因 
   （特になし） 
 
３-４ 結論 
 技術協力プロジェクトは、リプロダクティブ・ヘルス教育分野の事業が、より多くの青少年を対象と

することにより、また、長期的な持続性が保障されていることにより、その目的に十分到達したと言え

る。加えて、チュニジア側は、この成果を第三国やアフリカの NGO に適応するように努めており、そ

の例として、ニジェール国においてリプロダクティブ・ヘルス戦略を作成するまでに至っている。 
 
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） 

・ IEC 関連のサービスを向上するためには、2004 年に設置された事業モニタリン
グ制度を向上することが必要である。 

・ 技術プロジェクトによる成果を他国や他地域に拡張するためには、この経験に
関する資料の作成および普及が必要である。 

 
３-６ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に参考と

なる事柄） 
・ 日本型の事業モデルは、多くの課題において、教訓を生み出す役割を持っていること。 
・ リプロダクティブ・ヘルス・センターにおいて、事業を通じ、分析能力が向上したこと。 
・ 技術研修のための特別委員会を設立するなどの、必要且つ相応しい支援の方法を学んだこと。 
・ 研修機材と研修戦略を組み合わせることで、行動変容を引き起こす効果的な方法を確立できる

こと。 
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３－７ フォローアップ状況 
 技術協力の経験に照らし合わせ、アフリカ第三国への支援が拡大される予定である。チュニジア側に

より、アフリカを対象とした定期的な研修やワークショップが開催される。 

 




