
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 21 年 11 月 4 日 

担当部・課：人間開発部保健行政課 

１．案件名 

 アフガニスタン国リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ２ 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

【背景】 

我が国は、2001 年 11 月のアフガニスタン復興支援高級事務レベル会合、続く 2002 年 1 月のア

フガニスタン復興支援会合を経て、アフガニスタン国（以下、「ア」国）への支援を本格的に

再開した。保健分野では、まず、2002 年 5 月に技術協力の立ち上げについて検討するため、公

衆衛生省（以下、MoPH）に短期専門家（保健医療アドバイザー、医師）が派遣された。また、

主要援助機関の合同調査にも国際協力専門員を派遣し、国民に基本的な保健医療を提供するた

めの重要な国家政策となる「基礎保健サービスパッケージ（以下、BPHS）」の策定に参加した。

さらに、同年 8 月には JICA 基礎調査団を派遣し、JICA の保健医療分野の協力戦略における優

先課題として、（１）女性の健康の向上、（２）予防可能な疾病から子どもを守る対策、（３）

特に結核を中心とした感染症対策、（４）効果的な保健サービス提供のための MoPH の実施運営

能力強化の４つに取り組んでいくことが MoPH との間で合意された。 

このうち、女性の健康を向上するためには、世界で最も高いレベルにある妊産婦死亡率（10

万出生あたり 1600。2004 年 MoPH）を下げることが最優先課題とされ、母子保健分野の個別専

門家の派遣を経て、リプロダクティブヘルス（以下 RH）プロジェクト（フェーズ１）を 2004

年 9 月から 2009 年 9 月まで実施した。同プロジェクトの前半では、（１）母子保健行政を担う

MoPH リプロダクティブヘルス部（以下 RHD）の組織強化と制度作り、（２）行政官への研修を

通じた母子保健行政の強化、（３）産科のトップリファラル病院であるマラライ産科病院での

母子保健サービスの改善・提供と医療従事者の育成を行った。さらに後半では、研修を受けた

人材が保健医療施設に戻った後の成果発現をフォローする観点からカブール都市部において

母子保健に係るシステムが機能することを成果に加え、「ア」国側及び関係ドナーからなる「都

市保健タスクフォース」を立ち上げてサービス提供を支える基盤となる保健情報収集・分析、

医療施設間の連携体制強化、医薬品調達・配布方法改善、などの課題に取り組んだ。これらの

協力を通じて（１）カブール市をはじめとした都市部では、高い人口密度、高い人口流動性、

より幅の広い貧富格差、都市貧困層（国内避難民なども含む）の存在など都市特有の問題があ

ること、（２）他のドナーによる保健事業運営資金の支援がほとんどないため、基礎的保健医

療施設が十分に機能しておらず BPHS の普及に遅れが見られる、などの事実が明らかになった。

この状況を踏まえ、カブール都市部に対しては JSDF（世界銀行の日本社会開発基金）からの資

金支援を受け「都市型保健システム強化プロジェクト」を立ち上げ、母子保健問題に特化せず

都市に特有の健康問題に広く取り組むためのシステム作りを構築することになった。 

同プロジェクトでは、産婦人科、助産、看護管理、産科リファラルシステム、卒後研修など

の分野の専門家が派遣され、主に中央レベル及び産科トップレファラル病院研修部において、



カウンターパートに寄り添い、支える形で RHD の組織や制度、保健医療従事者の研修メカニズ

ムなどをほぼゼロの状態から構築・強化していった。また、プロジェクトチームは、「ア」国

の不安定な治安を踏まえ、日本人専門家の退避という事態になっても活動が中断しないよう、

ナショナルスタッフの育成にも尽力した。 

このプロジェクトにより、RHDの制度整備・能力強化に一定の成果が得られた。しかし、「ア」

国ではプライマリヘルスケアの実践をドナーの拠出資金によりNGOにコントラクトアウト1し

ているため、実際の末端レベルでのサービス提供のモニタリングはドナー独自で行っているこ

とが多い。また、人材育成も同様であり、RHサービスの実践に必要な人材育成をRHDが管理で

きていないのが現状である。このため、母子保健行政に関する自立発展性は阻害されたままの

状況に陥っている。今後、「ア」国として母子保健行政に自立発展性を確保するためには、RHD

がRHサービスを自らモニタリングし、自ら適切な施策を立案・実施できるようになる必要があ

る。同時に、州保健局がこの施策に基づき住民のニーズを踏まえた母子保健行政を実践する必

要がある。このためには、州保健局レベルでもRH行政官のさらなる能力強化が不可欠である。

このような背景を受け、リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ２が開始されることに

なった。 

【概要】 

本プロジェクトは、フェーズ１の成果を踏まえ、（１）RHD 及び州保健局のリプロダクティブヘ

ルス行政官（PRHO）のモニタリング・スーパービジョン・評価能力の強化（成果１）、（２）RHD

及び PRHO の助産師・看護師などの母子保健サービス提供者を対象とした卒後研修に係る企画・

実施能力の強化（成果２）に取り組む。 

成果１に関連する活動として、まずは母子保健に関わる問題が適切に把握されるよう、保健

管理情報システム（以下、HMIS）の指標を見直す。現状では、指標に偏りがあり、例えば帝王

切開数など母子保健に関連する重要な指標が抜け落ちていることが指摘されている。プロジェ

クトの活動により指標が適切化され、保健医療施設から正確な保健情報が報告されるようにな

れば、その保健情報を分析し、簡単な調査を行う能力を養い、その結果を日々のサービス運営

や行政に適切にフィードバックする能力が向上する。さらに、これらの業務が円滑に進むよう、

MoPH 内の関連部署（HMIS 課、人材養成局、アフガニスタン公衆衛生院）及び母子保健分野に

おける主要なドナーの調整を RHD が中心となって運営できる体制を構築する。 

成果２に関連する活動として、まず、RH サービス提供者の卒後研修の内容が支援するドナー

により異なるため、RHD と関係ドナーとの間で、卒後研修の内容と実施方法について、統一的

な方針を定める必要がある。そのうえで、PRHO が、各州の母子保健サービス提供者の研修ニー

ズを適切かつ継続的に把握できるようになるよう取り組む。次に、把握された研修ニーズに沿

って、行政官は研修計画を立て、それが適切に実施されるよう管理する。研修実施後は、リプ

ロダクティブヘルス行政官が研修成果を評価し、必要なフォローアップを行う。 

これらの活動を通じて、RHD 及び PRHO のマネジメント能力の強化が図られる（プロジェクト目

標）。 

                                                  
1 現在、都市部を除く大半の地域で、1次及び 2次レベルの保健医療施設の運営はドナーによる資金提供により NGO

に業務委託（コントラクトアウト）して実施されている。業務委託の中にはサービス提供者への研修実施も含ま

れている。 



（２） 協力期間：5年間（2010 年 3 月～2015 年 2 月） 

（３） 協力総額（日本側）：3.5 億円 

（４） 協力相手先機関： MoPH リプロダクティブヘルス部（RHD） 

（５） 国内協力機関 

なし 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

直接的裨益対象者：RHD 及び全国の PRHO 

間接的被益対象者：1次及び 2次レベルの公的保健施設のサービス提供者及びこれらの施

設の利用者 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ１での成果や他ドナーからの支援により、一見

全体として母子保健サービスは向上している。しかし母子保健指標は依然として低迷してお

り、「ア」国自身が自立して母子保健行政を運営していると言うには程遠い状況である。この

ため、RHD が主体となり持続的・自立的に母子保健行政を担っていくには、必要な施策立案、

プログラムモニタリング、他関係部署・機関との調整などを含むマネジメント能力強化が必須

である。また、地方の住民に適切な母子保健サービスが提供されるためには、州保健局が住民

のニーズを踏まえて母子保健行政を担うとともに、医療施設におけるサービスをモニタリング

し、質の管理を行う必要がある。しかし、現状では、1 次・2 次レベルの医療施設におけるサ

ービスが州保健局の関与なしに NGO に委託されており、そのサービスの質にはばらつきがある

にもかかわらず、州保健局には十分なモニタリングやサービスの質の管理を行う能力が備わっ

ていない。このような状況では、将来、コントラクトアウト方式が終了した後、州保健局が自

力で適切なサービスを提供していくことが困難となる。このため、RHD と PRHO のさらなる能力

強化が不可欠である。 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

ANDS は、1) 治安、2) 統治、法の支配及び人権、3) 経済・社会開発、を 3 つの大きな柱とし

て掲げている。保健分野はこのうち「経済・社会開発」の中に位置づけられており、2015 年ま

でに妊産婦死亡率を半減し（対 2002 年比）、さらに、2020 年までに 4 分の１（対 2002 年比）

とすることが明記されている。 

（３） 我が国援助政策との関連、「対アフガニスタン国事業展開計画」上の位置付け（プログラ

ムにおける位置付け） 

我が国政府は 2002 年 1 月にアフガニスタン復興支援国際会議（東京会議）を開催し、「ア」国

の復興にとって鍵となる優先分野（保健・衛生を含む 6分野）を確認するとともに、日本とし

て続く 2 年 6 ヵ月で最大 5 億ドルまでの復興支援を行うことを表明した。また 2004 年 3 月に

はドイツ・ベルリンで開催されたアフガニスタン復興支援国際会議に、緒方貞子アフガニスタ

ン支援総理特別代表が出席し、今後も引き続き支援を行っていくことを表明した。その後も外

務省は 2007 年 1 月のアフガニスタン共同調整モニタリングボードにおいて、保健医療及び教

育などの基礎生活分野で中長期的な能力開発を支援する旨コミットしている。また外務省と



JICA が共同で作成している「対アフガニスタン国事業展開計画」では、保健計画、母子保健、

感染症対策の分野における保健システムの強化、BPHS がカバーされていないカブール市等への

BPHS 拡充、医療従事者の能力向上等の分野で支援を強化していくとしている。本案件は、コン

トラクトアウトのもとでも、母子保健に係る統一的な施策に沿って公正かつ適切に母子保健サ

ービスが提供されること、また、コントラクトアウトが終了しても RHD 及び PRHO が適切に行

政を担い、そのもとで持続的かつより効果的にサービスが提供されていくことを目指し、RHD

と PRHO のマネジメント能力強化を目的とするものであり、我が国の援助政策と整合している。

４．協力の枠組み 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

①協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標 

RHD 及び PRH0 の RH 行政運営能力が改善される。 

（指標 1）年間計画の遂行度 

（指標 2）各種報告書の提出率及び期限どおりに提出された報告書の割合 

②協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

母子保健サービスの質が改善される。 

（指標 1）保健管理情報システムの RH 指標の推移 

（指標 2）母子保健サービスを受けた患者の満足度 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

①アウトプット、そのための活動、指標 

成果１．RHD の M&E 能力及び PRHO の M&S 能力が向上する。 

【活動】 

１－１．RHD が、既存の HMIS で取られている RH 関連指標の見直しを、関連部署（HMIS 課・アフガニス

タン公衆衛生院等）および機関（UNICEF、UNFPA 等 RH 分野の主要ドナー）と協力して行い、追加すべ

き指標を査定する。 

１－２．活動１－１を基に、RHD が、関連部署（HMIS 課・アフガン公衆衛生院等）および機関（UNICEF、

UNFPA 等母子保健分野の主要ドナー）と協力して、HMIS に必要な RH 関連指標を追加する。 

１－３．RHD および各 PRHO が、新しく整理された RH 関連の HMIS 指標等を基に、各州の RH に関する

問題を特定する。 

１－４．RHDが中心となり、RH四半期会議2の役割・実施方法をレビューし、改善する。 

１－５．RHD による各州保健局、州保健局による各保健医療施設のサポーティブ・スーパーヴィジョンを

定期的に実施し、これを継続させる。 

１－６．RHD、PRHO が、それぞれの監督対象（PRHO、保健施設）からあげられる RH 関連の HMIS 指標

などのデータを分析、フィードバックを行い、それらを基に RH プログラムの実施にかかる意思決定を行

う。 

１－７．RHD が、各州保健局、アフガニスタン公衆衛生院、公衆衛生省人材養成局、他ドナー（含む

NGO）等との関係者間調整機能やメカニズムを強化する。 

                                                  
2
 フェーズ１では、活動進捗状況（各種研修実施状況・実施後フォローアップ、スーパーヴィジョン、RH 関連イベント等）の

報告やそれらにかかる課題点の報告と対策、必要に応じた検討事項等についての話し合いが、その都度行われている。

また、この四半期会議と併せて、行政官業務に必要な Capacity Building 研修が行われている。 



（指標 1:RHD 及び PRHO）トレーニングを受けた RH 行政官の割合 

（指標 2：RHD 及び PRHO）各種報告書の提出率及び期限どおりに提出された報告書の割合

（指標 3：PRHO）計画通り実施されたサポーティブ・スーパービジョンの割合 

 

成果２．RHD および PRHO が、それぞれの監督対象とする機関・保健施設で RH サービスの運営に従

事しているスタッフを対象として、現任研修を立案・運営・評価する能力が強化される。 

２－１．各州において、PRHO が RH および関連サービスに携わる保健従事者の現任研修にかかるニー

ズ調査を定期的に実施する。 

２－２．RHDおよび各州保健局が、RHおよび関連サービスに携わる保健従事者の現任研修データベー

スを整備する。 

２－３．RHD および PRHO が、現任研修ニーズ調査結果とデータベース情報の分析を基に、RH および

関連サービスに携わる保健従事者の現任研修を立案し、マネジメントサイクルに則って実施する。 

（指標 1）計画通り実施された卒後研修の割合 

（指標 2）各種報告書の提出率及び期限どおりに提出された報告書の割合 

（指標 3）研修受講者の満足度 

    ※成果１及び２の指標の目標値は、国家 RH プログラムのベースラインに基づき、2010 年 6

月頃までに設定する。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

長期専門家：チーフアドバイザー／RH、モニタリング・評価（M&E）、 

研修管理 

短期専門家：教育技術等 

供与機材、研修員受け入れ、その他 

② アフガニスタン側 

カウンターパート配置、資機材・施設・土地手配（日本人専門家の執務室を含む）、MoPH

及び州保健局職員給与、運営経費 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

・ MoPH が国家 RH 戦略を大幅に変更しない。 

・ MoPH が母子保健事業を推進するに必要な予算を確保する。 

・ 「ア」国が社会・経済・政治的理由や自然災害によって衝突や混乱に陥らない。 

 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

 本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

① 「ア」国上位計画との整合性 

保健分野は、既述のとおり ANDS が掲げる 3 つの柱のうち、「経済・社会開発」の中に位

置づけられており、同分野の最優先事項として、2015 年までに妊産婦死亡率を半減し（対



2002 年）、さらに、2020 年までに 4分の１（対 2002 年）とすることが明記されている。

② 我が国援助方針との整合性 

本案件は、コントラクトアウトのもとでも、RH に係る統一的な施策に沿って公正かつ適

切に母子保健サービスが提供されること、また、コントラクトアウトが終了しても RHD

及び PRHO が適切に行政を担い、そのもとで持続的かつより効果的にサービスが提供され

ていくことを目指し、RHO と PRHO のマネジメント能力強化を目的とするものであり、保

健医療および教育などの基礎生活分野で長中期的な能力開発を支援する我が国の援助政

策と整合している。 

（２） 有効性 

 本案件は、以下の理由から高い有効性が見込まれる。 

① 中央レベル及び州レベルの RH 行政官のモニタリング能力と、研修企画・実施・評価（フ

ォローアップ）能力の強化 

一般に、保健プログラムのマネジメント能力には、幾つかの重要な要素があるが、現在

の「ア」国母子保健行政においては、この中でも特にプログラムモニタリングと人材育

成に関する能力・制度が未整備である。そのため、プロジェクト目標である「マネジメ

ント能力改善」のためには、この 2点の能力強化が重要である。 

そのため、まず、プロジェクトの成果の一つとして、プログラムモニタリング能力の強

化に取り組むことになっている。これは、中央レベル及び州レベルにおいて、効率的・

効果的に母子保健行政のマネジメントを行っていくために、保健施設の現状を正確に把

握し、適切に分析したうえで、効果的な介入を行う能力の向上を目的とし、プログラム

モニタリングの結果を評価・分析し必要な介入施策を策定・実施する能力も含む。また、

もうひとつの成果として、人材育成能力の強化にも取り組む。具体的には、保健医療施

設において医療行為を行うサービス提供者の技術レベルやニーズに適した研修を企画・

実施・評価し、そのレベルアップを図る能力も含まれる。 

このように、本プロジェクトでは、「ア」国母子保健行政における「マネジメント能力改

善」に最も必要な要素に焦点をあてており、本プロジェクトの有効性は高いと判断され

る。 

② コントラクトアウトが広く普及したもとでの PRHO の役割 

  主要ドナーが地方部での保健サービスの面的拡大という成果を急ぎ、１次及び２次レベ

ルの公的保健医療施設への直接的な支援に傾注してきたため、州の保健行政が空洞化し

ており、州保健局が本来果たすべき役割（州の住民のニーズを的確に把握し、それに応

じた行政サービスを計画し、適切に実施されるよう保健医療施設の管理監督を行う）が

十分果たせていない現状がある。コントラクトアウトにより BPHS が提供されている地域

においては、RH 行政官は、NGO の RH 担当官とともに RH サービスのモニタリング及びス

ーパービジョンを行うことになっているが、研修機会が乏しい行政官は、NGO と対等にモ

ニタリングを行い必要に応じて指導を行うだけの知識・技術を持っていないことがほと

んどである。一方、NGO によるサービスの質にはばらつきがあり、行政による管理監督は

不可欠である。このような現状を踏まえると、PRHO の「マネジメント能力改善」に有効



なアプローチと判断される。 

（３） 効率性 

 本案件は、以下の理由から高い効率性が見込まれる。 

① フェーズ１プロジェクトを通じて育成された人的リソースやその他の投入の活用 

本プロジェクトは、リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ１を実施する中で得

られた成果、教訓、知見をもとに案件形成が行われた経緯がある。RHD 部や州保健局に

は、同プロジェクトで研修を受けた RH 行政官も継続的に勤務しているほか、マラライ産

科病院研修部やダシュテバルチ郡病院研修部にも日本人専門家から技術指導を受けたス

タッフ数名が勤務している。MoPH は我が国の技術協力を受けるのは初めてではなく、本

プロジェクトは開始当初から円滑に運営されていくことが期待される。また、マラライ

産科病院研修センターやダシュテバルチ郡病院研修センターの施設や機材もフェーズ１

で整備されており、フェーズ２開始後これらを活用することも可能である。 

② 他ドナーとの連携 

「ア」国においては、保健医療分野、とりわけ母子保健分野に多くのドナーの支援が集

中しているが、これまでドナー間の調整が必ずしも十分には行われておらず、ドナー間

で統一性を欠くアプローチや活動の重複などが見られた。本プロジェクトは、RHD が RH

タスクフォースをリードし、適切にドナー間の調整を行えるよう支援することで、本プ

ロジェクトの活動が効率的に実施されることが期待される。他ドナーによる活動も合わ

せ母子保健分野全体の活動が効率的に行われるよう支援する。 

（４） インパクト 

 本案件は、以下の正のインパクトが期待できる。 

① 母子保健サービスの質の改善 

  上述したとおり、コントラクトアウトにより提供される母子保健サービスの質にはばら

つきがあるにもかかわらず、これらに対してモニタリング・スーパービジョンを行う立

場の RH 行政官は、十分な知識・技術を持っていない。本プロジェクトでは、RH 行政官

のモニタリング及びスーパービジョン能力の向上を図ることで、サービスの質のばらつ

きを是正し、長期的には質の改善を図ることを目指しており（上位目標）、ひいては ANDS

目標である「2015 年までに妊産婦死亡率を半減」することに貢献できる。 

② 母子保健に係る卒後研修の統一化 

地方部の大半で NGO へのコントラクトアウト方式により提供される BPHS は、その資金支

援を行うドナー（主に USAID、世銀、EC）によってサービス提供者への研修内容が異な

るため、提供されるサービスの質にもばらつきがある。本プロジェクトは、MoPH リプロ

ダクティブヘルス部と母子保健事業を行うドナーの調整メカニズムを強化するが、その

機能を通じて、卒後研修パッケージの統一化についても協議する計画であり、実現され

たらマスタートレーナーなど研修リソースの共有が可能となり、全国で母子保健サービ

スを均等に高めていくことができる。 

③ 州保健局スタッフのマネジメント能力強化 

本プロジェクトでは、PRHO のマネジメント能力（主にモニタリング・スーパービジョン、



卒後研修ニーズ調査、卒後研修計画・フォローアップ能力等）を強化することを目指す

が、その過程で PRHO 以外の行政官とのチームワーク形成などのインパクトが期待でき

る。 

④ 母子保健事業全体の効率化 

上述のとおり、本プロジェクトは、RHD が RH タスクフォースをリードし、適切にドナー

間の調整を行えるよう支援することで、プロジェクト活動の効率的な実施を目指すが、

同時に、他ドナーによる活動も合わせ母子保健分野全体の活動が効率的に行われるよう

になることが期待できる。 

（５） 自立発展性 

本プロジェクトは、RH 行政官のマネジメント能力の改善をプロジェクト目標としている。これ

は、言い換えれば、現在「ア」国母子保健行政における RHD 自体の未だ十分でない自立発展性

を確保することを意味している。自立発展性確保に向けた細部の課題は以下のとおりである。

① 制度面 

本プロジェクトは、すでに確立されている国家 RH 戦略（現在改訂中）やガイドライン類

に沿ってサービス提供が効率的・効果的に実施されるよう能力強化を図るが、活動を通

じてこれらの制度のさらなる強化（必要に応じて改訂も行う）を図る。また、国家 RH

プログラムは、各ドナーの支援に係る基本情報（活動内容、協力サイト、協力期間、予

算等）を記載し、本分野での投入を効率的に行うことをひとつの目的とするが、現状で

はこうした情報はほとんど整備されていない。これは、RHD が、実質上母子保健行政を

担当部局としてマネジメントできていないことを意味しており、本プロジェクトを通じ

てドナー調整も含めて RHD が主導的な立場になるべく制度改善をすることで自立発展性

が強化できる。 

② 組織面 

RHDの役割、PRHOの役割はすでに確立しており、組織面の自立発展性もある程度確保され

ていると言える。一方、未だPRHOが配置されていない州がわずかであるが存在すること、

また、行政官の離職率が高いことへの対応策を講じる必要がある。前者については、MoPH

人材養成局への働きかけ、後者については州保健局内の実務者レベルでのチームワーク

強化による補完やPriority Reform and Restructuring3の導入などが考えられる。 

③ 技術面 

本プロジェクトで計画立案、モニタリング・評価、データ収集・分析等に関する様々な

トレーニングを実施することになっている。行政官の離職率が高いことから、これらの

トレーニングの成果の持続性が懸念されるが、各業務の方法が組織内で共有されるよう、

マニュアル類の整備を図ることで技術面の自立発展性がある程度確保されると考えられ

る。 

④ 予算面 

地方部においては、NGO への業務委託に必要な予算は、大手ドナー（主に世銀、USAID、

EC）の支援により少なくとも 2013 年までは確保されている。また、カブール都市部にお

                                                  
3 公募と選考による公務員登用制度。 



いては、JICA が 2009 年度に開始予定の都市型保健システムプロジェクトと連携しつつ、

世銀の日本社会開発基金（JSDF）により少なくとも 2011 年まではサービス提供が実施さ

れる予定である。しかし、これらを PRHO が適切に管理監督し、RHD に報告する必要があ

るが、モニタリングを実施するための移動手段の確保に必要な予算は十分確保されてい

るとは言い難い。前者については、モニタリングに必要な車両と燃料費、行政官の日当

宿泊費、後者については四半期会合の開催に係る経費（行政官の旅費・日当宿泊費、会

議開催費等）が必要であり、当初から出口戦略を描き MoPH の自主財源にて賄えるように

していく必要がある。しかし自主財源の確保が困難な場合は、継続的に予算獲得に向け

ての指導・支援を実施しつつ、本プロジェクトが当面プロジェクト経費にてこれらを支

援する計画である。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトの間接的裨益対象者は全州の１次及び２次レベルの保健医療施設を活用する

住民である。特に、無料で基本的なサービスを提供する施設の利用者は貧困層であり、保健施

設の患者の約 8割は 5歳未満児と女性である。本プロジェクトは、これらの住民に質の高い母

子保健サービスの提供を目指すものであり、貧困・ジェンダー・社会的弱者に対して配慮を行

っているといえる。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

本プロジェクトでは、全国の PRHO が能力強化の対象となる。これらは、全国 5ヵ所の MoPH 傘

下の地域研修センターや首都カブールの施設（マラライ産科病院やダシュテバルチ郡病院な

ど）に対象者を集めて研修を実施し、RHD から州保健局及び保健医療施設のスーパービジョン

などにより能力向上を確認していくこととなるが、現在の治安状況が続く限り、専門家が現場

に赴き指導や進捗状況の確認を行うことができる地域・回数は大きく制限される。このような

制約のなかで、効果的・効率的に RH 行政官の能力強化を図るための工夫を検討する必要があ

る。結核対策プロジェクトでは、全国における結核菌検査実施も含めた結核対策実施能力の強

化に取り組んでいる。同様に日本人専門家の活動が制限されている中で、活動可能な地域での

実践を通して中央での CP の能力強化を行い、この CP が日本人専門家の行けない地域・州での

指導を行うことにより、全国での能力強化を行ってきた。州レベルのスタッフの能力強化に関

しても、日本人専門家が行ける地域に近隣の州のスタッフを集め、必要な課題に関する OJT の

実施等を行ってきた。また、全国レベルでのワークショップなどの場を通しての州レベルのス

タッフへの技術指導や能力を育成したプロジェクトスタッフの活用を図ることにより、日本人

専門家の活動の制限を克服してきた。日本人の活動制限の克服及び他国の教訓の活用という観

点から、カンボジア及びパキスタンでの JICA 事業の経験を活用することが可能である。 

８．今後の評価計画 

PDM 改訂（具体的指標の設定及び活動計画の策定）：2010 年 8 月 

 中間レビュー調査：2012 年 5 月 

 終了時評価調査：2014 年 6 月 
 


