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１．案件名 

 アフガニスタン国都市型保健システム強化プロジェクト 

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。その後、結核

対策、母子保健分野の短期専門家が派遣され、ニーズの把握と技術移転（保健医療施設の運営

改善への助言等）を行いながら、技術協力プロジェクトの立ち上げを準備し、2004 年 9 月に結

核対策プロジェクトとリプロダクティブヘルスプロジェクトを開始した。 

これらのプロジェクトでは、結核対策・母子保健それぞれの分野の制度・組織作りの支援、保

健医療専門職と行政官への研修などに取り組んだが、これらの協力を通じて、（１）カブール

市を始め都市部では、高い人口密度、高い人口流動性、大きい貧富の格差、都市貧困層（国内

避難民など）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の運営

資金の支援がほとんどないため基礎的保健施設が給与の遅配による職員の士気の低下や医薬

品の不足などにより十分に機能しておらず、研修を通じた人材育成だけでは都市の貧困層に基

礎的保健サービスがなかなか行き渡らないことが確認された。一方、地方部では、世銀、USAID、

ECなど保健分野の主要ドナーの多額の資金支援により、保健施設の運営全般をNGOに委託（コ

ントラクトアウト方式1）してBPHSを人々に提供する手法がとられ、これによりカバーされる

人口が全国の 85%を占めるに至った（2008 年現在）。これらのドナーが地方部を優先してきた

のは、都市部は妊産婦死亡率などの保健指標が地方部ほど悪くなかったことが主な理由であ

る。 

このため、リプロダクティブヘルスプロジェクトは、公衆衛生省自身が BPHS を提供していく

ために必要な基盤（保健システム）作りを呼びかけ、2005 年、「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、（１）保健情報収集・分析、（２）医療施設間の

連携体制強化、（３）医薬品調達・配布方法改善、などの課題にタスクフォースのメンバーで

ある他ドナーとともに取り組んだ。 

これに並行して、様々な専門性を持つ JICA 専門家や国際協力専門員、JICA 事務所・本部の職

員などにより、カブール都市部において支援を必要としている貧困層に BPHS を届けること、

またそのための保健システム強化に関する議論が継続的に行われた。また、公衆衛生省との議

                                                  
1 ドナーの資金協力により、公衆衛生省が BPHS の提供を NGO に委託して行うもの。 



論を通じて、カブール都市部においても、当面は外部援助資金を財源とし、NGO への運営委託

を通じてBPHSを機能させることが効率的であるとの結論に至った。こうして2008年には、JICA

事務所が仲立ちし、地方への支援を優先してきた世銀を説得し、都市型の保健システムモデル

（後述）を JICA の協力により開発し、運営資金は世銀の日本社会開発基金（以下、JSDF）を

投入して NGO 委託により BPHS を普及する方針で準備が進められることとなった。 

【概要】 

上記の背景を踏まえ、本プロジェクトは、BPHS が適切に提供されてこなかったカブール都市部

及び居住者である都市貧困層に焦点を当て、都市部に適した保健システムの改善モデルを開発

し、（JSDF 活用による実施の過程で）検証して完成させると同時に、新しい保健システムのも

と、カブール州保健局（以下、KPHD）が適切に保健行政を行っていけるようマネジメント能力

の強化を図るものである。 

都市部に適した新しい保健システムのモデルとは、既述の都市部特有の状況を踏まえてその公

的保健サービス提供を改善するため、既存の 1次及び 2次レベルの公的保健施設（34 箇所）の

統廃合と人員体制の基準作り、1 次及び 2 次レベルの保健施設が提供するサービスの種類の見

直し、公的施設と民間施設の相互補完関係の確立、保健行政を担う KPHD の業務内容・責任範

囲の再定義と組織強化等を含む包括的な保健行政基盤・体制の模範事例を指す。成果１の活動

のなかで、これまでの保健分野の協力を通じて蓄積された情報と知見をもとに、さらに必要な

調査を行ったうえでカブール都市部に適したモデルを開発する。 

成果２では、上記の新しいシステムのもと、KPHD が適切に保健行政を行っていけるようマネジ

メント能力（計画立案、予算編成、資金調達、モニタリング・評価等）の強化を図る。主要ド

ナーが地方部での面的な保健サービスの拡大という成果を急ぎ、末端の保健施設への直接的な

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

管理監督を行う）が十分果たせていない現状がある。本プロジェクトの新しいモデルのもとで

も、BPHS は世銀の資金により NGO に運営委託して実施されるが、その管理監督は KPHD が担う

最も重要な任務となる。能力強化の方法は、プロジェクト専門家が KPHD のカウンターパート

に実践を通じて支援する「寄り添い型」の形をとる。成果１と成果２の活動があいまって、同

モデルがカブール都市部において機能すること（プロジェクト目標）を目指す。 

なお、アフガニスタン保健分野への多くの支援が資金投入、または人材・組織の能力強化のい

ずれかひとつを行うものであるが、本プロジェクトは、世銀の資金と JICA による能力強化の

両方を協調させるアプローチをとる。 

 

（２） 協力期間：3年間（2009 年 12 月～2012 年 12 月） 

（３） 協力総額（日本側）：3.8 億円 

（４） 協力相手先機関： KPHD、公衆衛生省（以下、MoPH） 

（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：KPHD 職員 64 名（業務部門 7名、KPHD 局長を含む管理部門 57 名） 

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スタッフ約 900 名、カブール都

市部（18 地区）の住民約 250 万人（中央統計局 2005-06 年）、特に貧困層（低所得層、

国内避難民、不法居住者等） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

「ア」国においては、2003 年以降、BPHS を NGO への業務委託を通じて地方部に広げてきてお

り、2008 年には国民の 85%をカバーできるようになった。一方で、現在は、業務委託を通じた

BPHS は、カブールやヘラート等の都市部をカバーしておらず、人口が過密かつ流動的で貧困層

が多く存在している都市部において、民間医療施設の動向等を踏まえて、業務委託も含め効率

的な保健医療サービスの提供のあり方が議論され始めている。また、公衆衛生省及び州保健局

の政策（計画）立案・実施管理能力が不十分であり、公衆衛生省は 2008 年に策定されたアフ

ガニスタン国家開発戦略（以下、ANDS）において、行政能力の向上を開発課題として掲げてい

る。さらに、復興支援期における保健医療サービスの拡充からサービスの質・アクセスの改善、

行政制度の整備の段階に移行してきており、中長期的な視点で保健システムの強化が求められ

ている。 

このような現状を踏まえ、本案件は、カブール都市部における効率的な保健医療サービスの提

供のあり方を検討し、都市型保健システムのモデルを提案する。同モデルは、約 2百万米ドル

の JSDF を活用し、コントラクトアウト方式により、NGO の運営管理の下で実際に保健サービス

が提供されることを通じて検証され、完成される。 

（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、その最優先

事項として、コントラクトアウト方式によりBPHSを遍く普及する（2010年までに全国民の90％

以上をカバーする）とともに、効果的なリファラル体制を通じた病院セクターとの結びつきを

強化することが明記されている。さらに、保健システムの質、公正、効率を確保するために行

政が保健サービスの実施をモニタリング・評価するとともに、そうした機能と責任を国から州

に移管するという分権化の方針が示されている。本案件は、これまで保健医療従事者の能力不

足や医薬品不足などで BPHS が適切に提供されていなかったカブール都市部（カブール市内 18

地区）を対象とし、ANDS の同目標の実現に貢献（カブール都市部をカバーすると 96％に向上）

するとともに、国から州への移管に伴い、都市型保健システムをマネジメントすることになる

KPHD の能力強化を支援するものである。 

（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 BPHS が適切に実施され

ていないカブール都市部等への BPHS 拡充への支援を行うことが記されている。本案件は、カ

ブール都市部の住民、中でも貧困層に焦点を当て、都市部に適した新しい保健システムのモデ

ルを開発・実施・完成するものであり、我が国の援助政策と整合している。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（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 

都市型保健システムのモデルがカブールにおいて機能する。 

（指標 1）計画どおりに実施された保健施設の運営状況に係るモニタリング及び評価

（M&E）訪問の割合 

（指標 2）公的及び民間の保健施設に対する保健管理情報システム（HMIS）のカバー率 

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 

都市型保健サービスが効果的・効率的にカブール都市部において提供される。 

（指標）バランス・スコアカード調査2で国家平均を上回るスコアを得た保健施設の割合

※目標値はプロジェクト開始後早期に再考する。また、保健指標の改善を図る指標の設

定についても検討する。 

（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 

都市型保健システムのモデルが開発される。 

【活動】 

1-1. 合意形成と進捗モニタリングのためのワーキング・グループを設置する。 

1-2. カブール都市部における現状分析調査の枠組みを策定する。 

1-3. 現状分析を実施する。 

1-4. 根拠に基づいた都市型保健システムの検証用モデルを開発する。 

1-5. MoPH において検証用モデルの承認プロセスを促進する。 

1-6. 同モデルをカブール都市部（18 地区）で実施する。 

1-7. 1-1 から 1-6 から得られたフィードバックを元に都市型保健システムモデルを完

成する。 

（指標 1）すぐに利用できる都市型保健システムの基準及びガイドライン 

（指標 2）すぐに利用できる都市型保健システムの実施マニュアル及びトレーニング教材

                                                  
2 Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health と Indian Institute of Health Management 

Research が支援したランダム・サンプリング調査法による外部評価。BPHS の効果測定と管理ツールとして用いら

れており、アフガニスタンのプライマリー・ケア施設におけるサービスの質を次の観点から評価する。(i) 患者

とコミュニティ、(ii) 職員、(iii) サービス提供能力、(iv) サービス提供、(v) 財務システム、及び(vi) 公衆

衛生省のビジョン（出所：Afghanistan Health Sector Balanced Scorecard 2008） 



② アウトプット、そのための活動、指標 

KPHD のマネジメント能力（計画立案、予算編成、資金調達、モニタリング・評価等）が

強化される。 

【活動】 

2-1. KPHD のマネジメント能力開発に向けた戦略を作成する。 

2-2. KPHD 内の情報共有メカニズムを強化する。 

2-3. KHPDスタッフの能力強化のためのトレーニングをオンザジョブや系統的に実施す

る。 

2-4. MoPH への定期報告の記載内容及び提出率を改善する。 

2-5. プロジェクトの達成状況を関係者と共有するためにセミナーを開催する。 

（指標 1）トレーニングを受けた KPHD スタッフの割合 

（指標 2）トレーニング教材を利用している KPHD スタッフの割合 

（指標 3）計画どおりに開催された会議の割合 

（指標 4）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 

    ※目標値は現状分析実施後に設定する（2010 年 2 月頃）。 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 3.5 億円） 

専門家派遣（プロジェクト・マネージャー／保健政策、保健経済分析（保健財務管理・

財務分析）、保健管理情報システム、M&E／監査、民間セクター保健サービス、社会調査、

研修管理、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 KPHD 職員給与、運営経費 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

  ＜前提条件＞ 

JSDF が都市型保健システムのモデルを実施するために承認される。（現在、日本側（財務省）

にて世銀の申請書を決裁中。）なお、事前評価調査時点で予定されている JSDF 約 2 百万米

ドルはカブール都市部においてBPHSを 1年間提供することが可能な額であるとの試算があ

るが、実際にはBPHSの内容の見直しによりこの金額で賄える期間は増減する可能性がある。

（注）JSDF が承認されない可能性は極めて低いが、万が一承認されなかった場合であっても、プロジ

ェクトは中止せず、効率的な BPHS 提供が困難となる可能性はあるものの、コントラクトアウト

方式ではなく、従来どおり公衆衛生省が直接 BPHS の提供を行う方式でプロジェクトを実施す

る。この場合、コントラクト方式を中心とした都市型保健システムモデルを開発する成果１に

係る活動は縮小し、成果２に係る活動（KPHD の能力強化）を中心とした PDM に修正する予定。 

  ＜外部条件＞ 

・ MoPH のカブールにおける都市型保健システムに関する方針が大幅に変更されない。 

・ 都市型保健システムのモデルが MoPH によって国家スタンダードとして承認される。 

                                                                                                                                                            
3 MoPH による調達手続きを経て選定される。 



・ 「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。 

・ MoPHとKPHDが有能なNGO3に対して都市型BPHSをコントラクトアウトし、運営委託先のNGO

が都市型BPHSを適切に実施する。 

・ 民間セクターが都市型保健システムのモデルに進んで参加する。 

 

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 BPHS を遍く普及する（2010 年までに全

国民の 90％以上をカバーする）ことが明記されている。本案件はこれまで BPHS が適切

に提供されてこなかった都市部（カブール市内 18 地区）を対象とし、ANDS の目標の実

現に貢献するとともに、都市型保健システムをマネジメントする KPHD の能力強化を支援

するものである。 

② 我が国援助方針との整合性 

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を東京で開催し、復興の

鍵となる優先分野（保健・衛生を含む 6分野）を確認した。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、我が国政府代表として出席し、今後も引き続き支援を実施して

いくことを表明した。2007 年 1 月、外務省はアフガニスタン共同調整モニタリングボー

ド政務局長会合において、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おり（藪中外務審議官ステートメント）、「対アフガニスタン国事

業展開計画」では、BPHS が適切に提供されていないカブール都市部等への BPHS 改善へ

の支援を行うことが明記されている。本案件は、都市部特有の問題を抱え、BPHS が不十

分であったカブール都市部及び居住者である都市貧困層に焦点を当て、都市部に適した

新しい保健システムのモデルを作るものであり、我が国の援助方針と整合している。 

（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 BPHS が不十分なカブール都市部への支援 

BPHS に関しては、世界銀行、米国国際開発庁（USAID）、欧州委員会（EC）が主要ドナー

であり地方を対象に支援しているが、都市部は地方ほど保健指標が悪くないことから、

これまで対象から外されてきた。2010 年までに全国民の 90％を BPHS でカバーするとい

う ANDS の目標を達成するためには、都市部をカバーすることは不可欠であり、その意味

で公式には 250 万人（中央統計局 2005-06 年）とされているもののさらに増え続けてい

ると言われる膨大な人口を抱えるカブール都市部（18 地区）を対象とする本件は、BPHS

が適切に提供されていない地域をカバーするという点で有効である。 

② KPHD の能力強化 



主要ドナーが地方部での面的な保健サービスの拡大という成果を急ぎ末端の保健施設へ

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いることが指摘されて

いるが、本プロジェクトは、州保健局が本来果たすべき役割を重視し、その能力強化を

図る。すなわち、州保健局は、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管理監督を行うことである。本案件はこれまで

MoPH が NGO と（一対一で）締結していた BPHS 運営に関する契約を、MoPH と KPHD が NGO

と（二対一で）締結することを企図しており、これにより KPHD は契約当事者として NGO

が実施する保健サービスをモニタリング・評価することになり、上述の本来果たすべき

役割をより主体的に担っていくことになる。さらに本プロジェクトで開発される検証用

モデルの実施部分を NGO に任せることにより、KPHD は計画立案、予算編成、資金調達等

により多くの労力を割くことが可能となる。KPHD の能力強化については、成果 2に関す

る活動で対応する。 

  ③ JSDF 活用 

本案件は、約 2 百万米ドルの JSDF を活用し、NGO の運営管理の下での保健サービス提供

がなされる過程でカブール都市部において都市型保健システムのモデルを検証すること

を目指している。このように世銀の資金や日本の技術協力を有機的に組み合わせ、単な

るモデルのデザインに留まらず、実施を通じて検証し、完成させるという点で本プロジ

ェクトは実効性の高い案件であるといえる。 

④ コントラクトアウト方式による NGO の活用 

本プロジェクトではコントラクトアウト方式を採用することを想定している。ただし、

これまでとは形式を変え、KPHD を契約当事者に含めることにより、彼らが直接 NGO から

進捗報告を受け、また保健サービスの提供を自らモニタリング・評価することができる

ようにすることを企図している。KPHD は能力強化に関する技術支援を日本人専門家から

受けつつ、より主体的かつ効率的な保健行政を推進していくことが期待される。一方、

NGO のパフォーマンスが良好で適切に都市型 BPHS を実施することがプロジェクト目標達

成の外部条件となる。 

（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 既存の人的リソースの活用 

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。モデル実施の対象となる公的保

健施設の中には、同プロジェクトで研修を受けた医療保健従事者も含まれているほか、

KPHD の中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。 

② 既存の知見・資料の活用 

これまで保健医療セクターでは多くのドナーや NGO が調査を行い、定量的・定性的な報

告書をまとめている。それらのデータを収集・活用することによって、本プロジェクト



で実施予定の現状分析にかける労力を大幅に節約することができる。また JICA 自身も当

該セクターにこれまでに数多くの調査団や専門家を派遣しており、一定の情報はすでに

収集済みである。また、カブール首都圏開発計画調査は本プロジェクトの対象地域を網

羅した事業であることから、同調査の報告書を活用し、都市型保健システムのモデル作

りを効率的に実施していく（既存保健施設の制度的・物理的な統廃合を推進することを

含む）ことが期待される。 

（４） インパクト 

 本案件は、以下の観点から大きなインパクトが予測できる。 

① モデルの開発と普及 

本プロジェクトは、完成された都市型保健システムのモデルがカブール都市部において

機能することをプロジェクト目標としている。同モデルは現状分析を通じて提案され、

実際にそれを適用する中で得られた事例や教訓を盛り込んで完成するものである。3 年

という限られた期間においてモデルが適用される範囲はカブール都市部に限定したこの

プロジェクト目標は妥当であるが、プロジェクト終了後には同モデルが「ア」国の他の

都市部にスケールアップされていくことを視野に入れている。同モデルの普及と定着は

都市生活の安定、さらには政治・社会の安定にも寄与すると考えられるところ、本プロ

ジェクトの成果は同国全体に大きなインパクトを与える可能性を秘めている。 

② カブール都市部における事業実施 

首都カブールは多大な人口を抱えており、また他州にないポリクリニックというソビエ

ト侵攻時代の保健施設が今でも残っており、多階層の保健施設が存在している状況にあ

る。これに加えて民間の医療施設が多数存在しており、MoPH に登録していない診療所も

保健サービスを提供している。本プロジェクトはこうした積み残された課題に取り組む

ものであり、メディアの目につく首都での事業実施という観点からも、そのインパクト

は極めて大きい。 

③ 他ドナー（資金源）へのインパクト 

本プロジェクトは JSDF（1 年間で 2 百万米ドル）を活用して都市型保健システムのモデ

ルを実施するものである。同モデルがカブール都市部で成功裏に機能し、その有効性が

正しくかつ広く認められようになれば、MoPH の申請により JSDF の継続的提供、アフガ

ニスタン復興信託基金（以下、ARTF）、他ドナーからの資金獲得、あるいは「ア」国政府

自身が同モデルの他地域への普及・定着に向けた資金提供・予算計上を行うようになる

ことが期待できる。 

（５） 自立発展性 

本案件は、以下の観点から終了後の自立発展性は概ね確保されると考えられる。ただし、予算

面については予断を許さない状況にあり、MoPH は向こう数年間はあらゆる手立てを尽くして資

金調達を行っていく必要がある。また、JICA はこれを側面支援する。 

① 制度面 

BPHS は人口規模に従って保健施設を階層化し、１次及び 2次レベルの公的保健施設で提

供する保健サービスの種類とともに人員と機材も定めている。他方、こうした基準は地



方の現状には即しているが都市部にはなじまない。本プロジェクトはこうした都市部特

有の状況に合わせて最適な保健システムのモデルを完成させるものである。同モデルが

MoPH と KPHD によって継続的に実施され、MoPH によって国家スタンダードとして承認さ

れれば、汎用性・持続性の高いモデルとして「ア」国の他の都市部でも採用されていく

ものと思料される。 

② 組織面 

本プロジェクトでは、まず、これまで不明瞭であった MoPH と KPHD の業務所掌範囲及び

責任分担を明確にする。その上で、NGO の活動及び公的及び民間の保健施設の活動を KPHD

がモニタリング・評価することになっている。その一方で、計画立案・予算編成、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オンザジョブ及び

系統的に施すことになっている。「ア」国の現状を鑑みるに、カウンターパートのある程

度の離職はやむをえないものであり、この点は最初から織り込んでおく必要がある。こ

れに対処するため、マネジメント層のスタッフによる実務スタッフの監督と、実務スタ

ッフのチームワークによる補完関係を強化することで、技術協力を通じて得られた知見

やノウハウが組織内に留まると考えられる。また、保健施設のスタッフは、コントラク

トアウトのもと、新たな雇用・給与体系のもとに置かれることになるが、コントラクト

アウト終了後も現職に定着するような配慮・工夫が求められる。 

③ 予算面 

保健医療セクターに限らず、「ア」国政府の自主財源だけでは公共サービスの提供が立ち

行かなくなることは避けられない状況にある。本プロジェクトは、一定の質を確保しつ

つ低コスト（民間セクターの巻き込みによるコストの効率性も追求する）の都市型保健

システムモデルを作ることを目指している。同時に、MoPH、KPHD の両機関は極力自主財

源で同モデルを継続実施できるよう鋭意努力することはもちろん、プロジェクトが開始

される前からでも JSDF、ARTF、他ドナーといったあらゆる資金提供機関に対して働きか

けを行っていくことが求められる。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトは、直接的裨益対象者は KPHD の職員であるが、間接的裨益対象者はカブール

（18 地区）の住民約 250 万人（中央統計局 2005-06 年）である。保健施設の患者の約 8割は 5

歳未満児と女性であり、また本プロジェクトは都市部の貧困層（低所得層、国内避難民、不法

居住者等）に行きに届くような都市型保健システムのモデル作りを目指していることから、貧

困・ジェンダー・社会的弱者に対して十分な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 

（１）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にて、KPHD の能力強化に取り組ん

だ。本プロジェクトでは、保健システムの構成要素のうち、医薬品調達・物流システム、保健

管理情報システム等、個々の要素の強化に取り組んだが、保健システム強化への包括的な取り

組みが欠けていたこと、KPHD のリソースが大幅に限定されていたこと、MoPH と KPHD との役割

分担が不明確であったこと、などにより成果は限定的な範囲に留まった。本プロジェクトでは、

KPHD 内の情報共有メカニズムの強化、JSDF の活用、KPHD の役割及び責任の再定義（MoPH との



関係も含め）を行い、より効果的なシステム強化を目指す。 

（２）アフガニスタン国結核対策プロジェクトでは、都市部において、より効果的・効率的な結

核サービスの提供を行うために、施設間の役割の見直しや民間連携を進めてきており、同プロ

ジェクトの経験は、同様の取り組み（施設間の役割の見直しや民間連携）を結核サービスを含

む基礎的保健サービスについて行おうとする本プロジェクトに多くの示唆を与えうる。 

８．今後の評価計画 

 中間レビュー調査：2011 年 2 月 

 終了時評価調査：2012 年 6 月 
 


