
評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ペルー共和国 案件名：ペルー共和国人権侵害及び暴力被害住民

への包括的ヘルスケア強化プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：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

（保健１）保健行政チーム 
協力金額：計422,339千円（2003-07年度実績。事

前評価調査経費を含む。終了時評価調

査経費は含まない。） 

先方関係機関：保健省（MINSA）、国立サンマルコ

ス大学 
（英）Ministry of Health、National Major University 

of San Marcos 
（西）Ministerio de Salud、Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 

日本側協力機関名：システム科学コンサルタンツ

株式会社（法人契約） 

協力期間：2005年３月～2008年３月 
（R/D締結：2005年１月31日）

他の関連協力：現地国内研修「女性と子供、青少

年の保護と育成」（保健省） 

１－１ 協力の背景と概要 
ペルー共和国（以下、「ペ」国と記す）では、1980年から2000年にかけて、テロリストグ

ループと政府との対立により、特に貧困層が集中する山岳地帯を中心に大規模な破壊活動が

行われた。その結果、暴力被害を受けた住民およびその家族は、心的外傷後の精神的あるい

は身体的な健康障害（PTSD）に陥り、貧困と暴力被害の二重苦を負っている「ペ」国政府

が2001年に設立した真相究明和解委員会（CVR）の調査によると、被害者には女性・子ども

が多く、被害は極めて深刻であった。 
このような背景の下、「ペ」国政府は暴力被害を受けた地域住民が、より質の高いサービ

スを享受し、身体的・精神的・社会的な健康を実現できる環境を作ることを目標としたプロ

ジェクトの実施をわが国に要請した。これを受け、国際協力機構（JICA）は、数次にわたる

事前評価調査を実施し、2005年３月に３年間の技術協力「ペルー共和国人権侵害及び暴力被

害住民への包括的ヘルスケア強化プロジェクト」を開始した。 
プロジェクトの終了を2008年３月に控え、JICAは2007年10月９日から26日まで終了時評価

調査団を派遣した。本件評価は、「ペ」国側と日本側との合同評価形式で行った。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標：暴力によって影響を受けたパイロットサイトの住民の健康が包括的に改善

される。 
（２）プロジェクト目標：パイロットサイトにおける暴力によって影響を受けた住民が、包

括的ヘルスケア1を利用できるようになる。 
                                                        
1 暴力被害者に対する「包括的ヘルスケア」とは、回復治療のみでなく、ヘルスプロモーション、予防医学にも力点をお

き、特にジェンダー、人権、文化の問題にも焦点を当て、個別的・集団的（身体的／精神的／社会経済的）な人間とし

てのより良い生活の実現を目指すケアとして定義した。身体的ヘルスケアに加えて、危機や損害の軽減等も含み、特に

子ども、女性、青少年の暴力被害者を重視する。  



（３）プロジェクト成果 
成果１：国立サンマルコス大学（UNMSM）医学部に、暴力により影響を受けた住民へ

包括的なヘルスケアを提供するための人材養成に係わる常設プログラムが確立

される。 
成果２：暴力により影響を受けた人々へ包括的なヘルスケアを提供するために、一次／

二次レベルの保健医療従事者の技能が向上する。 
成果３：対象県の一次／二次保健医療スタッフ（医師、看護師、助産師）が、母子保健

に関する技能を向上させる。 
成果４：保健プロモーター2、非専門職保健医療従事者3、暴力対策関連の地域機関、住

民組織やNGOが参加し、暴力により影響を受けた住民が受益者となる地域保健

活動が推進される。 
 

１－３ 投入（2008年３月までの予定を含む） 
＜日本側＞ 

・専門家派遣 59.9人月（法人契約上は、業務調整分を差し引き、国内作業期間を加えた

56.5人月）。なお、再委託先のハーバード難民トラウマプログラム

（HPRT4）の専門家も、計６回現地での技術指導を実施。 
・研修員受入 再委託先のハーバード難民トラウマプログラム（於米国ボストン）での研

修に、初年度50名が参加。本邦研修は実施せず。 
・機材供与  478千円（コンピューター、ファクス等事務機器） 
・一般業務費 187,617千円（３年次の契約額、再委託経費を含む） 

＜ペルー側＞ 
・カウンターパート配置 延べ51名 
・ローカルコスト C/Pの人件費、研修費用の一部、専門家の執務スペースおよびその光

熱費の提供 
 

２．終了時評価調査団の概要 

日本側調査団 瀧澤 郁雄 （団長・総括） 国際協力機構人間開発部第三グループ保

健行政チーム主査 
花田 恭 　（公衆衛生）  国際協力機構中米カリブ地域支援事務所

広域企画調査員 
田中 恵理香（評価分析）  グローバルリンクマネージメント社会開

発部研究員 
東恩納 弘美（通訳）    現地参加 

ペルー側評価者 Patricia Asenjo      保健省評価専門家 

調査期間 2007年10月９日～26日 評価種類：終了時評価 

 
 
                                                                                                                                                                                   
2 コミュニティに居住して健康増進活動に従事する、無資格（ボランティア）の保健サービス提供者。  
3 大卒（医師、看護師、助産師等）ではない、保健施設で活動する有資格（準看護師等）の保健医療サービス提供者。  
 ノン･プロフェッショナルとも呼ばれる。  
4 米国マサチューセッツ州ボストンに拠点をおき、紛争・災害後の心のケアの分野で世界的な知見と実績を有する非政府

組織。  



３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
プロジェクト目標：パイロットサイトにおける暴力によって影響を受けた住民が、包括的ヘ

ルスケアサービスを利用できるようになる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ヵ所のパイロット地区においては、暴力被害者を把握し適切な機関に紹介するためのシ

ステムが確立された。その結果、保健プロモーター、保健医療機関、CBO・NGOにより把握

され、ケアされ、（必要に応じて）他機関に紹介・転送された暴力被害者の総数は、プロジ

ェクト開始以来、大幅な増加を見せている。特に、保健医療機関による暴力被害者の把握・

ケア・紹介件数の増加が顕著であることから、ヘルスケアに限らず、地域における暴力被害

者への包括的ケアサービス提供の中核としての保健医療機関の機能が強化され、サービスが

利用されるようになったものと結論づけられる。 
 
成果１：国立サンマルコス大学（UNMSM）医学部に、暴力により影響を受けた住民へ包括

的なヘルスケアを提供するための人材養成に係わる常設プログラムが確立される。

 
 
 
 
 

UNMSM医学部においては、基礎教育・現任教育の両面において、暴力被害者に対する包

括的ヘルスケアに関するプログラムが導入・制度化され、保健医療専門職の養成が行われて

いる。 
 2006年のHPRTでの研修にはUNMSMの教員19名（目標：19名）が参加した（指標１－

１）。UNMSMにおける基礎教育については、医学部５学科で暴力被害者ケアを含むべき科目

として特定された82科目中51科目（62％）で暴力被害者ケアを反映させるカリキュラムの改

編が完了（目標：100％）している（指標１－２）。暴力被害者ケアを医学教育カリキュラム

に主流化し、制度として定着させたことは、先駆的な取り組みである。現場の保健医療従事

者に対する現任教育については、「暴力被害者に対する包括的ヘルスケアコース」がUNMSM
のプログラムとして創設され、2007年２月９日に、大学長から正式なディプロマコース（常

設）として承認され、制度化された（指標１－３／２－１）。 
 
成果２：暴力により影響を受けた人々へ包括的なヘルスケアを提供するために、一次／二次

レベルの保健医療従事者の技能が向上する。 



0 
 
 
 

一次／二次レベルの保健医療専門職の暴力被害者への包括的ヘルスケアに関する技能は、

向上していると認められる。 
 現場の保健医療専門職を対象とした現任教育プログラムとして、UNMSMに「暴力被害者

に対する包括的ヘルスケアコース」が創設され、2007年２月にディプロマコースとして正式

に承認された（指標２－１／１－３）。UNMSM、保健省、国立専門病院、地方保健局から選

ばれた50名（目標：50名）がHPRTでの研修プログラムを修了し、うち90％程度が、その後

「ペ」国内での人材育成事業に携わってきた（指標２－２）。UNMSMのディプロマコースに

は、パイロット５地区から計392名（目標：400名）が参加した（指標２－３）。参加者に

は、パイロット地区内の保健医療従事者のほか、暴力被害者のリファー先となる地域の中核

病院の医療従事者や、地方部において保健医療人材育成（基礎教育）の中核を担う地方大学

の教員等も含まれた。 
  
成果３：対象県の一次／二次保健医療スタッフ（医師、看護師、助産師）が、母子保健に関

する技能を向上させる。 
  
 
 
 

 国立母子周産期病院（INMP）での研修を通じて、保健医療スタッフの、暴力被害者ケア

を含む母子保健に関する技能は向上したと言える。 
 対象９県から、延べ146名（目標：150名）の一次／二次保健医療スタッフ（医師、看護

師、助産師、ソーシャルワーカーを含む）がINMPの研修コースを受講した（指標３－１）。

INMPのC/Pによるフォローアップ調査によると、146名中121名（83％）が、研修で学んだこ

との８割以上を実際の業務で活用（目標：受講者の50％）している（指標３－２）。研修修

了者による職場等での伝達講習には、延べ4,591名（研修修了者１人当たり約30名）が参加

した（指標３－３）。 
 
成果４：保健プロモーター、非専門職保健医療従事者  、暴力対策関連の地域機関、住民組

織やNGOが参加し、暴力により影響を受けた住民が受益者となる地域保健活動が推

進される。 
 
 
 
 
 
 
 

５つのパイロット地区においては、暴力被害者ケアに携わる、保健医療従事者、地方自治



体、地域組織・住民の間のネットワークが強化され、暴力被害者が受益者となる地域保健活

動が推進された（表中、DISAとは地域保健局を指す）。 
パイロット地区で開催した啓発ワークショップには、延べ45の住民組織および18の非政府

組織が参加（目標：住民組織および非政府組織の30％）した（指標４－１）。パイロット５

地区の一部では暴力対策協議会がプロジェクト活動を通じて新設され、既存の協議会が存在

した地区においてもその機能が強化された。また、延べ553名（１地区当たり平均111名）の

保健プロモーターが啓発ワークショップに参加（目標：１地区当たり10人以上）し（指標４

－２）、240名の非専門職（ノン･プロフェッショナル）保健医療従事者が、プロジェクトが

作成した支援のガイドラインに沿った研修を受講した（指標４－３）。これらを通じて、５

つのパイロット地区においては、暴力被害者に対して保健医療ケアに留まらない分野の横断

的なケアとサポートを提供するための仕組みが作られている。 
 
３－２ 実施のプロセス 
 本プロジェクトは、準備段階でも複数の事前評価調査の派遣を通じて関係機関との合意形

成を図ったが、プロジェクト開始時および実施中も、合同調整委員会（JCC）、技術委員会

（TC）、毎週の定期会合、パイロット５地域の代表者会議の開催等を通じて、プロジェクト

の運営方針の確定や、進捗状況の確認・共有を行った。こうしたプロセスを通して、関係者

間でプロジェクトについての理解およびコミットメントが一層明確になり、プロジェクトの

進行が円滑となった。協力期間を通して、PDMは２度改訂されている。 
プロジェクトが進展するにつれて保健省や地方保健局の関与は強まったが、プロジェクト

の初期および2006年の大統領選挙と地方選挙等の不安定な時期においては、政治による影響

を受けにくいUNMSMが一貫してリーダーシップを発揮したことが、負の影響を抑え、プロ

ジェクト活動を推進するのに大きな役割を果たした。 
 
３－３ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

「ペ」国のニーズと政策、日本の政府開発援助政策に照らし、妥当性は高い。 
本プロジェクトが形成されたトレド政権下の「ペ｣国においては、人権侵害および政

治的暴力被害により抑圧されていた国民の和解が 大の政治課題であり、暴力被害住民

のケアは政権の 優先事項の一つであった。また保健省は、2007年に精神保健分野の国

家計画を策定しており、「ペ」国政府の開発政策、セクター開発計画とも整合性が確保

されている。家庭内暴力や性的暴力等あらゆる形の暴力による影響を受けた人々を 終

受益者としたこと、母子保健等の一般的な保健サービスの中で暴力被害者ケアに取り組

む計画としたこと、一般医や看護師・助産師等に対して暴力被害者ケア／精神保健ケア

に関する研修を行ったこと、保健医療従事者の能力強化と共に、女性保護・福祉、警

察・司法、教会、NGO等のネットワークからなる地域社会の対応能力強化も支援したこ

とは、「ペ」国の現状を踏まえ、 終受益者のニーズに応える上で有効なデザインであ

った。 
他方、本プロジェクトは日本のODA政策との整合性も高い。「ペルー国別援助計画」

で社会セクターへの支援が４つの重点分野の一つに挙げられており、社会セクターの中

でも、母子保健の向上と保健医療従事者の育成が重点分野とされている。さらに、

「ペ」国の課題としてテロ対策も挙げられている。 



（２）有効性 
プロジェクト目標は着実に達成されており、有効性は高い。 
保健プロモーター、保健医療機関、住民組織・NGOにより把握され、ケアを受けた暴

力被害者の総数は、プロジェクト開始以来、大幅な増加を見せている（下表参照）。特

に、保健医療機関による暴力被害者の把握・ケア・紹介件数の増加が顕著であることか

ら、地域における暴力被害者ケアの中核としての保健医療機関の機能が強化されたもの

と結論づけられる。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）効率性 

投入は適切に活用されており、効率性は高い。 
日本側の投入は、効率的に活用されており、期待されたアウトプットを達成するのに

貢献した。プロジェクトでは、活動計画においても効率性を高めるためのいくつかの工

夫を行った。第一に、人材育成についてはカスケード方式（プロジェクトで養成した人

材がコア･トレーナーとなって人材育成を行い、さらにその修了生がトレーナーとなっ

て人材育成を展開していく方式）を導入した。第二に、UNMSMに開設した包括的暴力

被害者ケアにかかるディプロマコースについては、遠隔教育として設計し、現職保健医

療従事者の参加を容易とした。第三に、UNMSMおよびINMPでの研修については、主と

して一般医や一般の看護師・助産師等を対象とし、通常の診療行為への暴力被害者ケア

の統合を目指した。第四に、研修成果の活用状況のモニタリングについては、「ペ」国

側C/Pが主体となって実施した。 
 
（４）インパクト 

プロジェクトの便益が継続し、暴力被害者に対する包括的ヘルスケアおよびその他の

必要な支援が担保され、それら利用者数が今後も増加すれば、将来的に上位目標達成の

見込みは高い。 
パイロット５地区においては、プロジェクトを通じて、暴力被害者を把握し、ケアを

提供し、必要に応じて他機関に紹介するシステムが確立されている。また、プロジェク

トで実施した研修により、母子保健に関する保健医療従事者の能力も向上し、各地域で

関連する取り組みが展開されている。地区によってはプロジェクトの当初計画を上回る

成果・波及効果を生じているところもある。これらの取り組みが継続的に行われ成果を

あげれば、パイロット地区の暴力被害住民の健康が改善される可能性は見込める。 
しかしながら、上位目標達成の妨げとなる不安要素もいくつか存在している。第一

に、地域のステークホルダーの活発な関与を引き続き引き出していくことが重要であ



る。特に、「ペ」国では保健を含む行政の分権化が進んでいるため、地方自治体および

地方保健局の政策決定者の主体的関与が不可欠である。第二に、把握・ケア・紹介され

る暴力被害者の大幅な増加に伴い、特に精神科の専門治療を必要とする患者のニーズに

応える治療システムの強化、すなわち、人員配置およびロジスティクスの改善が求めら

れている。 
予期せぬインパクトとしては、2007年８月に「ペ」国で起きた地震の際に、国内で緊

急被災地支援チームが組織され、その中の精神保健担当チームにプロジェクトで研修を

受けた人材が参加したことが挙げられる。プロジェクトで育成した人材が、プロジェク

トのスコープを越えて活動の場を広げた事例と言える。 
 
（５）自立発展性 

協力終了後の成果の自立発展性については、やや高い。 
現在のところ、政策的自立発展性はかなり高い。保健省では国家精神保健計画を策定

しており、同計画に基づいて、県レベルでの地域計画策定も進められている。特に

UNMSM、INMP等の機関は組織として安定しており、今後も暴力被害者に対する包括的

ヘルスケアの実践をリードしていく組織的能力は高いと言える。UNMSMでの取り組み

は、大学内外での必要な認証手続きを経て実施されていることから、組織的自立発展性

は高い。また、地域における関係機関のモチベーションおよび能力も概ね高い。 
技術的自立発展性も高い。プロジェクトを通じて「ペ」国内で暴力被害者への包括的

ヘルスケアを推進するためのリーダーシップを発揮できる人材は十分に育成され、大学

教育を通じて暴力被害者ケアについての知識・スキルを身につけた保健医療従事者を継

続的に供給する体制も整えられた。 
財政的自立発展性は、やや不透明である。プロジェクトで実施した活動を継続してい

くためには、人件費、研修費、フォローアップ活動費等の経常経費を確保する必要があ

る。「ペ」国側C/Pの人件費については問題ないと判断されるが、その他の事業費につい

ては、関係機関において検討が必要である。予算が確保されている国家プログラムとの

連携・統合の検討および地方自治体のコミットメントを引き出すことも重要である。 
 
３－４ 効果発現に関する貢献・阻害要因 
（１）案件デザインに関して 

案件形成段階において、研究教育機関（UNMSM）主導、第三国リソース（HPRT）活

用等の当初の構想を活かしつつ、対象とする暴力範囲の拡大（政治的暴力被害に限定せ

ず暴力被害一般を包含）、「ペ」国側実施体制の拡充（UNMSMに加えて、保健省、地方

保健局および国立専門機関が参画）、日本側実施体制の拡充（法人契約による日本のリ

ソースと再委託契約による第三国リソースの併用）等のデザイン変更を行ったことが、

プロジェクト開始当初の調整コスト（関係者の合意形成）および政変による人員異動リ

スク（国政選挙に絡む保健省内の人事異動）を高めたものの、現場のニーズにより適合

した包括的な人材育成プログラムの開発・実施および５つのパイロット地区での効果的

な地域保健活動の実践・自立発展性の強化に繋がり、結果的には協力効果を高めた。ま

た、案件の初期に異なる機関の50名の関係者を国外（HPRT）での研修に参加させ、以

降のプロジェクト運営および国内でのカスケード方式による人材育成事業の中核となる

人材を集中的に育成したことも、効果発現に貢献した。 



（２）実施プロセスに関して 
本プロジェクトは、合同調整委員会（JCC）および技術委員会（TC）での意思決定、

毎週の定期会合およびパイロット５地区の代表者会議等を通じた状況確認等、関係者間

での情報共有とプロジェクト活動の進捗管理に特に配慮した運営を行った。これらの取

り組みがプロジェクト運営の透明性と関係者の参加意識・当事者意識を高め、プロジェ

クトの効果発現に貢献したと考えられる。カスケード方式の人材育成事業は、研修後の

フォローアップ（モニタリング、研修成果を活かした活動展開への支援）を組み込むこ

とで効果的・効率的に実施されたが、非専門職保健医療従事者を対象とする人材育成に

ついては、より早期に取り組むことで効果が高まったと考えられる。 
 
３－５ 結論 

本プロジェクトは、暴力被害者に対する包括的ヘルスケアの普及および通常の保健医療サ

ービスへの統合に資する、基礎教育・現職教育双方を含めた人材育成体制を構築するのに効

果的であった。また、パイロット５地区においては、プロジェクトにより研修を受けた人材

がリーダーシップを発揮し、暴力被害者に包括的ヘルスケアおよびその他の必要なサポート

を届けるための、地域の実情を踏まえた体制づくりが進められた。それらの結果、パイロッ

ト５地区においては、保健施設等において診断・ケアを受ける暴力被害者の数が大幅に増加

しただけでなく、セクターの横断的な暴力対策協議会の活性化、地域開発計画における暴力

被害者ケアの主流化、地方大学医学部における暴力被害者ケアカリキュラムの導入等の波及

効果も生んでいる。 
以上から、自立発展性については、やや見通しが不透明な部分は残されているものの、プ

ロジェクト目標達成の見込みが高いと判断し、本プロジェクトについては計画通りに終了す

るものと結論づけた。 
なお、本プロジェクトは、JICAが推進する国際協力を通じて人間の安全保障の実現にも、

以下の点から貢献した。①政治的暴力・家庭内暴力等の被害者を 終受益者として選定（社

会的に弱い立場にあり、生命や生活・人間としての尊厳が危機にさらされている人々に役に

立つ援助）、②保健省・地方保健局の人材育成・能力強化とコミュニティを対象とする啓発

活動の双方を支援（政府レベルと、地域社会・人々レベルの双方にアプローチし、その国や

地域社会の持続的発展に寄与）、③中央レベルにおいては行政と教育研究機関（大学）・専門

技術機関（病院）の連携を促進、地方レベルにおいては保健セクターを越えた暴力被害者ケ

アおよびサポート体制の構築を支援（人々の抱える問題を中心にすえ、問題の構造を分析し

た上で、その問題の解決のために、様々な専門的知見を組み合わせて総合的に取り組むマル

チセクター・アプローチ）。 
 
３－６ 提言 

提言については、(１)プロジェクト終了時までに「ペ」国側・日本側双方が共同して取り

組むべきこと、（２）プロジェクト終了後に「ペ」国側が取り組むべきこと、（３）プロジェ

クト終了後に日本側が取り組むべきこと、に整理して取りまとめた。 
 
（１）プロジェクト終了時までに「ペ」国側・日本側双方が共同して取り組むべき事項 

プロジェクト終了時までに、日本側と「ペ」国側が協力して取り組むべき事項とし

て、以下を提言した。 
・終了時評価結果の「ペ」国内関係者（保健省高官および各部局、関連他省庁、パイロ



ット地区およびパイロット地区以外の地方保健局、他ドナー・NGO／NPO等）への公

表と、それらを通じて政策決定者（中央・地方双方）へのアドボカシー活動を推進す

る。 
・パイロット５地区において、フニンで見られたような、県開発計画への暴力被害者ケ

アの統合および優先付けを推進する。 
・国立母子周産期病院における暴力被害者ケアを統合した母子保健研修モジュール、非

専門職保健医療従事者および保健プロモーターを対象とした暴力被害者に対する包括

的ヘルスケア研修モジュールを、保健省および地方保健局双方において公的プログラ

ムとして認定する。 
・予算措置がなされている関連国家政策（健康保険プログラム、包括的補償計画、貧困

層救済プログラム）との連携を推進し、活動継続の資金源を確保する。 
・政府による予算措置を促進するため、活動継続に 低限必要なコストを明確化する。

 
（２）プロジェクト終了後に「ペ」国側が取り組むべき事項 

・保健省は、地方保健局による通常の業務監督活動（スーパービジョン）を通じた、現

場の保健医療従事者への技術的支援を継続・強化する。 
・保健省は、中･長期的戦略として、精神科医の増員および地域的偏在の改善を進め

る。 
・短・中期的戦略として、地方に配属されている一般医を対象とする精神保健（診断・

治療）分野の研修を拡大する。 
・保健省は、他（母子保健以外）の保健医療サービスへの暴力被害者ケアの統合を推進

する。 
・保健省は、必要な資源・資金確保を図るため、政策決定者（中央・地方双方）への戦

略的アドボカシーを行う。 
・UNMSMは、正規プログラムとしての基礎教育および現職教育双方の継続を通じ、

「ペ」国内における人材育成に引き続き貢献する。 
・UNMSMは、「ペ」国内における暴力被害者ケアの知識・スキルを有した保健医療人材

の育成をより拡大するため、国内他大学における暴力被害者ケアのカリキュラム統合

促進を支援する。 
 
（３）プロジェクト終了後に日本側が取り組むべき事項 

・JICAは、「ペ」国事務所による政策対話を通じて、「ペ」国における暴力被害者ケアの

社会サービス全般への統合促進を支援する。 
・JICAは、プロジェクト成果を「ペ」国内において面的に拡大するための追加的支援の

可能性を検討する。 
 

なお、上位目標（暴力によって影響を受けたパイロットサイトの住民の健康が包括的

に改善される）の達成状況を確認するためには、パイロット地区において把握された暴

力被害者数および保健医療施設でケアを受けた（可能であれば治療を完了した）暴力被

害者数を継続してモニターする必要がある。ただし、いずれの指標も各地区における暴

力被害者対策の活性化により、しばらくは増加する可能性があることに留意する必要が

ある。 
 



３－７ 教訓 
（１）案件のデザインについて 

・行政機関だけでなく、教育研究機関および専門機関との協働による先方実施体制は、

調整コストは高まるものの、以下の点で有効である。①政権交代による行政部門の人

事異動が激しい国においては、教育研究機関および専門機関において人的な持続性を

担保することが可能、②人材育成活動においてカリキュラム開発および教育を専門と

するリソースの活用が可能。また教育研究機関／専門機関にノウハウが蓄積されるこ

とによって、プロジェクト対象地域以外への普及も容易。 
・カスケード型人材育成の効果については疑問視されることもあるが、本プロジェクト

では効果的に機能した。その要因としては、① 初の研修を受けるC/Pの選定を慎重

に行い、能力とモチベーションに優れたトレーナーを養成したこと、②研修成果の活

用状況にかかるフォローアップに力点を置いたこと、が挙げられる。 
・協力の比較的早い段階において、主要な関係者を集めた集中的研修を行ったことは、

プロジェクト全体の牽引者となるC/Pの間で、組織をまたがるネットワークを形成

し、共通認識を形成する上で有効であった。特に地方からの参加者については、海外

での研修に参加する機会も限られていることから、同研修がモチベーションを高める

きっかけとなった。 
 
（２）案件の実施プロセスについて 

・JCCやTCを定期的かつ頻繁に開催し、さらには毎週の定期会合やパイロット地区代表

者会議等を通じて、情報共有および透明性の高い意思決定を行ったことは、会議の準

備および議事録の作成・承認等、調整コストを高めたが、プロジェクトの運営に関し

て関係者の共通理解を形成する上で有効であった。先方関係機関が多岐にわたる案件

の場合には、重要なプロセスである。また、シャトル型（短期派遣の繰り返し）の専

門家派遣の場合、JCCやTCでの議論や活動の進捗状況について、プロジェクト総括を

はじめとする関連専門家から比較的タイムリーに報告を受け、必要に応じた対応を図

ることが可能である。 
・保健医療従事者に対する研修に関し、専門職から始め、研修を受けた専門職が地域の

非専門職保健医療従事者および保健プロモーターを研修する仕組み（カスケード型人

材育成）は効率的であったが、暴力被害者ケアを提供する保健医療システムにおける

非専門職保健医療従事者の重要性についての認識が、プロジェクトの初期段階におい

て必ずしも十分ではなかったことも影響し、非専門職保健医療従事者の能力開発への

取り組みが遅れた。活動計画を立案する段階でより包括的な視点（保健システム的視

点）から保健医療従事者の機能および役割を分析しておくと、一層効果的であったと

考えられる。 
 




