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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国 名：ネパール連邦民主共和国 案件名：ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プ

ロジェクト 

分 野：ジェンダーと開発、ガバナンス 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：国際協力機構（JICA）ネパール

事務所 

協力金額：総額 3 億 2,000 万円（日本側）（中間

レビュー調査時） 

協力期間 

 

（R/D）：2009 年 2 月～ 

 2014 年 1 月（5 年間） 

先方関係機関：地方開発省、女性・子ども・社会

福祉省、女性・子ども局、郡開発委員会（モラ

ン郡、シャンジャ郡）、女性・子ども事務所（モ

ラン郡、シャンジャ郡）、市役所（モラン郡 1

カ所、シャンジャ郡 2 カ所）、村落開発委員会

（モラン郡 10 カ所、シャンジャ郡 10 カ所） 

他の関連協力：特になし。 

１－１ 協力の背景と概要 

ネパール連邦民主共和国（以下、ネパール）は、多様な地形、数多くの民族、（1962 年の制

度廃止後も影響を及ぼす）「カースト」、多種多様な文化や慣習から成る多言語・多民族国家

であり、女性や低「カースト」層の教育、就労、社会参加などの機会は依然として限定的であ

る。民族格差や「カースト」により、行政サービスやさまざまな機会を平等に得ることができ

ない国民の政府への不満が、1995 年から 11 年にわたる反政府勢力、マオイストによる人民戦

争につながったと指摘されている。2006 年 11 月の政府とマオイストとの和平合意後に制定さ

れた暫定憲法や暫定 3 カ年国家開発計画では、同じ過ちを繰り返すことのないよう、ジェンダー

主流化と社会的包摂（Gender Mainstreaming and Social Inclusion：GM/SI）の政策を推進するこ

とを重視している。また政府は、新しい国づくりの政治、行政プロセスに、女性や低「カース

ト」、少数民族などの社会的に不利な立場に置かれてきた人々の参加を促し、併せてこれらの

人々が行政サービスを享受するために、地方行政レベルでの社会的弱者支援予算の確保と行政

サービス実施体制の構築に取り組んでいる。しかしながら、調整・支援機関の不在、関係者の

知識・経験不足、既存の仕組みの機能不足などにより、十分な成果が出ていない。このような

状況からネパール政府は、ジェンダー平等と社会的包摂（Gender Equality and Social Inclusion：

GESI）の視点に立った、より公正で効果的な開発政策・事業計画立案、事業実施、事業モニタ

リング・評価などの行政能力の向上をめざす技術協力を、日本政府に要請した。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、GESI の視点に立った政策・施策が中央政府と対象 2 郡のシャンジャ郡と

モラン郡で実施されることを目的とし、協力を行っている。具体的には、GESI の視点に立った

事業計画の立案や実施、事業のモニタリング・評価、組織制度と事業の監査、予算分析などの

行政の制度的仕組みの強化と、中央・地方行政機関〔郡開発委員会（District Development 

Committee：DDC）、村落開発委員会（Village Development Committee：VDC）、市役所〕の行

政能力の強化を、パイロット事業や研修、セミナーを通じて実施している。 
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（1）上位目標 

ネパールで GM/SI の視点に立った施策が実施される。 

 

（2）プロジェクト目標 

GM/SI の視点に立った政策・施策が中央レベル及び対象 2 郡のシャンジャ郡、モラン郡

で実施される。 

 

（3）成 果 

成果 0 プロジェクトマネジメントが適切に実施される。 

成果 1 中央と対象 2 郡の関係者の GM/SI への理解と認識の度合いが、研修やセミナー、

パイロット事業を通じて高まる。 

成果 2 GM/SI 審査と GM/SI 監査の仕組みと関係者の能力が、対象 2 郡のパイロット事業

を通じて強化される。 

成果 3 GESI の視点に立った開発事業の計画立案の仕組みと関係者の能力が、対象 2 郡の

パイロット事業を通じて強化される。 

成果 4 GESI の視点に立った開発事業のモニタリングと評価の仕組みと関係者の能力が、

対象 2 郡のパイロット事業を通じて強化される。 

成果 5 対象 2 郡で、地方行政機関と女性・子ども事務所が GESI の視点を開発プロセスに

組み込めるための運用マニュアルが、プロジェクトによって得られた実施プロセ

ス、実践、教訓をベースにして作成される。 

成果 6 運用マニュアルの主要コンポーネントを政府ガイドラインに取り込むための戦略

が、地方開発省、女性・子ども・社会福祉省、女性・子ども局によって作成され

る。 

成果 7 ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト（Gender Mainstreaming and 

Social Inclusion Project：GeMSIP）1の経験と教訓が、中央の GM/SI 関連委員会で共

有される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側 

・ 専門家派遣 累計 8 人（①チーフアドバイザー、②プロジェクト運営/地方行政の計

画立案/モニタリング・評価、③社会的包摂促進、④ジェンダー主流化、⑤能力強化・

研修、⑥業務調整の 6 分野） 

・ 機材供与 約 900 万円（車両、コンピュータやデジタルカメラ、オフィス用の机な

ど） 

・ 現地活動費 約 2,150 万円 

ネパール側 

・ 主要カウンターパート（Counterpart：C/P）配置 12 人 

・ プロジェクト運営費負担 なし 

                                                        
1 本プロジェクトの英語名と略称。 
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・ プロジェクト執務室（地方開発省、モラン郡 DDC、シャンジャ郡 DDC の 3 カ所）

の提供 

２．評価調査団の概要 

団員 団長/総括 

社会的包摂 

中央・地方行政 

ジェンダー主流化 

 

評価分析 

協力企画 1 

協力企画 2 

武  徹 

田中 由美子 

武田 長久 

久保田 真紀子 

 

島田 俊子 

菊地 健士 

ラクシュミ・コン

ワール 

JICA ネパール事務所 次長 

JICA 国際協力専門員（ジェンダーと開発） 

JICA 国際協力専門員（参加型開発・開発行政）

JICA 国際協力専門員（客員）（ジェンダーと

開発） 

アイ・シー・ネット株式会社 

JICA ネパール事務所 所員 

JICA ネパール事務所 プログラムオフィ

サー 

調査期間：2011 年 9 月 8 日～2011 年 9 月 27 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果（アウトプット） 

1） 成果 0：プロジェクトマネジメントが適切に実施される。 

指標 0-1である事業実施計画書は、プロジェクト開始直後に日本人専門家と C/Pによっ

て協議・作成された。指標 0-2 のベースライン調査報告書は、プロジェクト開始半年後

に作成済みである。しかし、調査結果は政府機関の GM/SI の取り組みなど現状分析が中

心で、プロジェクトによってもたらされる変化を把握できるベースラインデータは含ま

れておらず、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の

指標には十分に活用されなかった。指標 0-3 の PDM の指標の設定については、パイロッ

ト事業の対象 VDC2の数をめぐって関係者間の解釈や意見が異なり、2 郡で計 20VDC と

3 市を対象とする合意に至るまでに時間がかかった。第 2 年次に PDM は修正されたが、

中間レビュー調査時点でも PDM の要約や指標設定に問題があることが判明し、改訂す

ることになった。指標 0-4 である広報活動は、英語版のホームページの開設や JICA ホー

ムページ内の日本語ホームページの掲載、英語とネパール語ニュースレターの作成・発

行などが行われている。このようにプロジェクト開始以来、プロジェクトマネジメント

に必要な活動は、時に関係者間の意見の対立があったものの、成果 0 の達成に向けて着々

と行われている。 

2） 成果 1：中央と対象 2郡の関係者のGM/SIへの理解と認識の度合いが、研修やセミナー、

パイロット事業を通じて高まる。 

指標 1-1、GM/SI 基礎研修や講師養成研修など研修受講者数の累計は 982 人（うち女

性の割合は 43％、一般的に高カーストといわれているブラーミン、チェトリ以外のグ

ループの割合は 58％）にのぼる。指標 1-2 である研修講師経験者数は 40 人（男性 29 人、

女性 11 人）であり、目標の 50 人にはまだ届いていない。指標 1-3 の研修リソース群は、

既に目標値 3 つを上回る 4 種類、①GM/SI 基礎研修マニュアル、②GM/SI 審査と監査マ

                                                        
2 ネパールの最小行政単位。 
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ニュアル、③GM/SI 計画立案マニュアル、④パイロット事業ガイドライン－が英語とネ

パール語で作成された。英語のモニタリングチェックリストも作成された。対象 2 郡の

プロジェクト関係者の GM/SI への理解と認識を測るため、毎年行われている定点調査

（年間調査）は既に 2 回実施された。指標 1-4 のこの調査による関係者の回答スコアの

改善については、これまでの 2 回の調査を通じ、モラン郡とシャンジャ郡、パイロット

6VDC のプロジェクト関係者の GM/SI の理解や態度で深化、改善がみられた。以上のよ

うに、関係者の GM/SI に関する能力向上は、成果 1 の達成を見据えながら順調に行われ

ている。 

3） 成果 2：GM/SI 審査と GM/SI 監査の仕組みと関係者の能力が、対象 2 郡のパイロット

事業を通じて強化される。 

プロジェクトでは、全国に先駆けて、対象 2 郡の関係者を対象に GM/SI 審査と監査の

研修を行った。研修終了後、シャンジャ郡の DDC は主要ドナー支援の地方行政・コミュ

ニティ開発プログラム（Local Governance and Community Development Programme：

LGCDP）と本プロジェクトの支援を受けて、指標 2-1 の GM/SI 審査と監査を実施したが、

モラン郡ではまだ行われていなかった。パイロット VDC レベルでは、パイロット事業

の実施機関として各 VDC に設置された GeMSIP 統合計画委員会の委員を対象に、GM/SI

審査と監査の研修が実施された。しかし、6 つのいずれのパイロット VDC でも組織制度

や事業計画のアセスメントである GM/SI 監査やサブプロジェクトの GM/SI 予算分析は

行われておらず、指標 2-2 と指標 2-3 にある GM/SI 監査報告書と GM/SI 予算分析書も作

成されていなかった。成果 2 の活動対象が関係者間で十分に議論されず明確でなかった

ことから、研修実施後の活動が停滞していた。改訂した PDM バージョン 3 に沿って、

これまでの研修のフォローとともに成果 2 の活動を実施していく必要がある。 

4） 成果 3：GESI の視点に立った開発事業の計画立案の仕組みと関係者の能力が、対象 2

郡のパイロット事業を通じて強化される。 

指標 3-1 である GESI の視点に立ったサブプロジェクトは、対象 2 郡の 6VDC で各 VDC

にプロジェクトから配賦された 50 万ルピーを用いて合計 40 事業が実施された。これら

サブプロジェクトは、GeMSIP 統合計画委員会と協議して決めたプロポーザルのスク

リーニング基準と優先順位に基づき選定・実施された。サブプロジェクトの選定・実施

過程では、これまで事業計画や決定過程に参加したことがない女性や被差別グループを

はじめとする不利な立場に置かれている住民たちの多くが参加した。個々のサブプロ

ジェクトで程度の差はあるが、全般的に GESI の視点に立ったサブプロジェクトの計画

立案と選択、実施するプロセスをパイロット 6VDC で 1 サイクル実践することができた

と判断できる。 

5） 成果 4：GESI の視点に立った開発事業のモニタリングと評価の仕組みと関係者の能力

が、対象 2 郡のパイロット事業を通じて強化される。 

パイロット事業のサブプロジェクトのモニタリングは、主に郡の GESI 実施委員会と

GeMSIP 統合計画委員会、ワード委員会、ユーザーグループが、プロジェクトで作成し

たモニタリングチェックリストを用いて実施している。指標 4-1 は達成されつつあるが、

プロジェクト内にモニタリング結果を関係者間で報告、フィードバックする仕組みが十

分整備されていなかった。サブプロジェクトのレビューは関係者間で行われていた。一
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方、プロセスや各事業の結果など GESI の観点から体系的な分析は、まだ十分なされて

いなかった。したがって、指標 4-2 のサブプロジェクトの評価については GM/SI の観点

から評価できるようには至っていないと判断した。 

6） 成果 5：対象 2 郡で、地方行政機関と女性・子ども事務所が GESI の視点を開発プロセ

スに組み込めるための運用マニュアルが、プロジェクトによって得られた実施プロセ

ス、実践、教訓をベースにして作成される。 

指標 5-1 の運用マニュアルは、第 5 年次に作成することが当初から計画されており、

中間レビュー調査時点では活動がまだ実施されていなかった。 

7） 成果 6：運用マニュアルの主要コンポーネントを政府ガイドラインに取り込むための

戦略が、地方開発省、女性・子ども・社会福祉省、女性・子ども局によって作成され

る。 

中間レビュー調査時点では、成果 5 の運用マニュアルが作成されていないため、成果

6 の戦略も着手されていなかった。 

8） 成果 7：GeMSIP の経験と教訓が、中央の GM/SI 関連委員会で共有される。 

プロジェクトでは、地方開発省と LGCDP による GESI 課題別委員会やジェンダー

フォーカルパーソン会合、社会的包摂行動グループ会合など、中央で開催される GM/SI

関連委員会に出席し、情報・意見交換を行ってきた。第 2 年次には GM/SI に関する政策

セミナーを、プロジェクトの紹介とネパールや日本、その他の国での GM/SI に関する取

り組みや経験の共有を目的に、政府高官や GM/SI 関係者を対象に開催した。指標 7-1 の

開催された共有会合とセミナーの数、GeMSIP に関するプレゼンテーションの数の正式

な実績として数えられるのは、中間レビュー調査時に指標を変更したこともあり、上記

セミナーだけである。 

 

（2） プロジェクト目標：GM/SI の視点に立った政策・施策が中央レベル及び対象 2 郡のシャ

ンジャ郡、モラン郡で実施される。 

1 つ目の指標である、プロジェクトが行った提言で既存の GM/SI 関連の政策と指針に反映

された件数と具体例は、「地方行政組織ジェンダー予算監査ガイドライン－2008」に対して、

社会的包摂の側面や不利な立場に置かれているグループのジェンダー格差などを同ガイド

ラインで更に取り上げるべきだと提言したことが挙げられる。この提言は反映され、最終的

に同ガイドラインの名称は、「ジェンダーと社会的包摂予算監査ガイドライン－2010」に変

更された。プロジェクトが開発した GM/SI 審査マトリックスも同ガイドラインに例示され

た。2 つ目の指標の GESI 実施委員会の設立は、GESI 政策が施行された 2010 年に、全国

75 郡に先駆けてプロジェクトによって対象 2 郡で設立された。3 つ目の指標「既存の VDC

統合計画委員会が GESI 政策に沿った形で改編される」については、シャンジャ郡の 2VDC

で報告されている。プロジェクト活動に参加した VDC の関係者が、これまで村の男性有

力者が占める同委員会の委員構成を GESI の視点に立って再編するべきだと認識し、改編

につながった。4 つ目の指標「各パイロット VDC/市で女性や排除されてきたグループのエ

ンパワーメントや能力向上を促進するサブプロジェクト予算支出の割合が、サブプロジェ

クトの全支出額の少なくとも 35％に達する」は、サブプロジェクトの予算支出が GESI の

観点から分析されていないため、達成されていない。中間レビューの現地踏査やパイロッ
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ト VDC の関係者に対するインタビューから、女性や社会的に不利な立場にいる住民が

GESI に関する理解を深めることができた、事業の選定や予算配分が可視化されたなど、サ

ブプロジェクトの実施によって正の効果が現われつつあることが確認できた。しかし、5

つ目の指標の GESI の視点に立ったサブプロジェクトの好事例は体系的に取りまとめられ

ていなかった。6 つ目の指標「GESI の視点に立った仕組みが、プロジェクトを参考にして

対象 2 郡の郡開発委員会とパイロット VDC/市以外の VDC で導入される」については、シャ

ンジャ郡とモラン郡でそれぞれ事例が報告されていた。前者は、DDC やプロジェクトを実

施していない VDC での GESI 研修や GESI 統計研修の実施、VDC 統合計画委員会の GESI

の視点に立った委員構成での再編、女性や社会的不利な立場に置かれた人々のための条件

付き郡予算の積極的な活用などが含まれる。後者は、女性・子ども事務所と DDC が、村

落交付金で行う事業に大きな影響力をもつ政党代表に GESI に関する理解を深めてもらう

目的で、ワークショップを開催した。以上のように、プロジェクト目標の 6 つの指標のう

ち、4 つは達成に向けての正の効果が現れている。しかし、中間レビュー調査時点で指標

を修正・追加したこともあり、プロジェクト目標の達成見込みを現時点で判断することは

できない。 

 

（3）上位目標：ネパールで GM/SI の視点に立った施策が実施される。 

指標 1 の「他の郡で構築された GESI の視点に立った仕組み」については、モラン郡の

北隣のダンクタ郡でプロジェクトの波及効果と見なせる事例が確認された。ダンクタ郡の

地方開発官が元 C/P だったという特殊な事情もあるが、GESI 実施委員会の設置や GM/SI

審査・監査研修の実施、プロジェクトのパイロット VDC 訪問、1VDC でのパイロット事業

の実施、女性グループや被差別「カースト」のグループが実施する事業への支援などに取

り組んだ。プロジェクトでも研修講師を担当するなど、こうした取り組みを積極的に支援

した。1 例でもプロジェクトの波及効果が確認できたことは評価できるが、上位目標の達

成見込みを判断するのは時期尚早である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

本プロジェクトは、社会正義の実現と社会的包摂に配慮した開発を最重要課題として位

置づけた暫定憲法（2007 年）や、女性や低「カースト」をはじめとする社会的に不利な立

場に置かれてきた住民が、政治や行政のプロセスに参加できる体制の実現と公平な行政

サービスの普及をめざす暫定 3 カ年国家開発計画（2007/08～2009/10 年）、3 カ年国家開

発計画（2010/11～2012/13 年）と一致する。ネパール政府は 2010 年に施行した GESI 政策

を郡や VDC/市といった地方行政で実行・促進させたいことから、パイロット事業を通じ

て GESI 政策の実践を全国 75 郡に先駆けて対象 2 郡で行っている本プロジェクトの必要性

は高く、ネパール政府のニーズに合致した協力だと判断できる。日本の外務省対ネパール

経済協力方針（2008 年 5 月）では、「民主化と平和構築」が 3 つの援助重点分野の 1 つで

ある。新しい国づくりをめざす中央と地方政府の取り組みを支援するとともに、「伝統的

に弱い立場に置かれてきた人々や紛争の影響で社会的に弱い立場の人々にも焦点を当て

ること」や「地方行政、社会的包摂に復興期の開発課題として重点的に取り組むこと」が
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明記されている。したがって、本プロジェクトは日本の援助政策との整合性が高いと判断

できる。PDM にはパイロット事業の概念や位置づけ、対象パイロット VDC の数や根拠が

明確に記載されていなかったため、計画の適切性にはやや問題があったが、総合的に判断

して、本プロジェクトの協力実施内容は妥当性が高い。 

 

（2）有効性：やや高いと予測できる 

パイロット事業の実施を通じて、GESI の制度的仕組みを構築、強化する取り組みを推進

した。その結果、①住民や郡と VDC の関係者が GESI に関する理解や知識を深め、②女性

や被差別グループなど社会的に不利な立場に置かれてきた住民のサブプロジェクト計画

立案や実施への参加を促し、③サブプロジェクトの計画・選定プロセスや予算配分の透明

性を高めた。本プロジェクトが、関係者との調整や協議を重視するなどパイロット事業の

プロセスを重視した戦略をとった点が、全体的な有効性を高めた一因といえる。ただし、

GESI の視点に立ったサブプロジェクトの実施という点では、定義や選定基準の見直しなど

改善の余地もあり、今後プロジェクト内で住民が理解できるよう「GESI の視点に立ったサ

ブプロジェクト」とは何を指すのか整理し、①社会的に排除されている住民の真のニーズ

や意見が十分に反映されているか、②実質的な意味での機会の平等が確保されているか、

③便益の公平な配分が保障されているか－という点を一層重視して、パイロット事業を行

う必要がある。以上の点を総合的に判断すると、本プロジェクトの有効性はやや高いと予

測できる。 

 

（3）効率性：中程度 

日本側とネパール側双方からの投入は予定どおり行われ、全般的に活動は計画されたス

ケジュールどおりに実施されている。しかし、C/P の頻繁な人事異動や他業務が多忙でこ

れまでプロジェクト活動に十分に関与できていない点や、第 3 年次の日本側が負担するプ

ロジェクト予算の削減は、円滑なプロジェクト実施に影響を及ぼしたとみられ、全般的に

効率性は中程度と判断できる。 

 

（4）インパクト：やや高いと予測できる 

プロジェクトの波及効果については、モラン郡の北隣のダンクタ郡の事例が報告され

た。わずか 1 例ではあるが、今後のプロジェクトの活動次第では、プロジェクトの波及効

果が期待できる事例である。GESI 政策の推進は政府の優先課題になっており、①女性や子

ども、被差別グループを対象としたターゲット事業実施のための郡と村落交付金の優先配

分制度の導入、②ターゲット事業以外の一般事業の GESI の視点に立った予算配分の導入、

③GESI 実施委員会の設置とオリエンテーションの実施－などの具体的な取り組みが既に

開始されている。今後プロジェクトの取り組みや経験、教訓をさまざまな形で中央、郡、

VDC など異なるレベルの関係者に共有していく活動を大々的に実施できれば、プロジェク

トの波及効果は徐々に現われることが期待でき、プロジェクトのインパクトはやや高いと

予測できる。 
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（5）自立発展性：中程度と見込める 

プロジェクトをとりまく政策環境は、GESI 政策が施行されたこと、GM/SI 関連ガイド

ラインやマニュアルが作成、改訂されつつあること、政府の GM/SI 推進に対する強いコ

ミットメントがあることなど、プロジェクトの活動を後押しする望ましいものになりつつ

ある。GESI 政策ほか関連政策が継続、発展する見込みが高く、政策面の自立発展性は高い

と見込める。GESI 関連の予算の継続は、女性や子ども、被差別グループを対象としたター

ゲット事業に優先的に予算を割り当てる優先配分制度が既に制度化されていることや、主

要ドナーが支援する LGCDP が引き続き実施されることから、ある程度見込める。しかし、

GESI 実施委員会の会合や VDC で実施中の事業のモニタリング、研修実施などの活動にか

かる経費やファシリテーターの給与などはほとんど計上されておらず、日本側が全面的に

負担している。プロジェクトで現われた効果やインパクトを持続するためにも、こうした

予算措置に向けての努力がネパール側で早急になされる必要がある。したがって、財政面

の自立発展性は中程度と見込める。GESI 政策の実践に必要な中央、郡、VDC レベルの組

織・制度は、C/P 機関が強い主体性と責任感をもって今後プロジェクト活動に取り組むこ

とができたならば、プロジェクト終了後も定着、機能していくことが予想される。中間レ

ビュー調査時点での組織・制度面の自立発展性の見通しは、中程度と判断した。プロジェ

クト関係者の GESI に関する知識や意識は、プロジェクトの実施により徐々に向上してい

る。C/P やパイロット VDC の関係者が主体になって、GESI 政策を実践していくためには、

今後も彼らの能力強化に関する活動が必要で、現時点での技術面の自立発展性は中程度と

見なした。以上のことから、自立発展性は中程度と見込める。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

パイロット事業については、プロジェクト計画時には具体的にデザインされていなかっ

たが、コンサルタントの特記仕様書には組み込まれていた。プロジェクト開始後、日本人

専門家と C/P は、GESI 関連の政策やガイドラインのレビューや対象 2 郡の現状分析を踏ま

えて、パイロット事業の位置づけやアプローチを協議・検討した。第 2 年次からパイロッ

ト 6VDC で準備を開始し、GESI 実施委員会の設置や GeMSIP 統合計画委員会の設置、GM/SI

監査と予算分析、GESI の視点に立ったサブプロジェクトの計画立案と選定、実施、モニタ

リング・評価など GESI の実践に必要な仕組みの構築、強化と、関係者の能力向上をパイ

ロット事業の実践を通じて行ってきた。このようにパイロット事業の実施は、関係者の

GESI 政策の実践の練習台として機能し、本プロジェクトの妥当性、有効性を高めた要因と

なった。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

GESI 政策や関連ガイドラインの存在や政府の同政策推進に対する強いコミットメント

は本プロジェクトの追い風になっており、プロジェクトの有効性や正のインパクトの発現

を担保、促進する要因と見なすことができる。このほか、プロジェクトでは対象 2 郡の関

係者や住民との協議・調整に十分時間をかけて、当事者たちの意見も尊重し、その結果を

振り返り次のステップに生かすという、プロセス重視の支援方法でパイロット事業を実施
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した。このようなアプローチは、住民たちが GM/SI 推進や住民参加の重要性を理解し、サ

ブプロジェクトの提案やスクリーニング、実施プロセスに参加することを促した。同時に、

これまで VDC レベルで行われていた既存の非民主的な意思決定による事業選択や不透明

な予算配分が、あるべき姿でないことに気づくことを可能にした。以上のとおり、プロジェ

クトが採ってきたプロセス重視の支援方法は、プロジェクトの妥当性と有効性をともに高

めることに貢献した。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

プロジェクト計画時に作成された PDM には、対象 VDC の数が明記されていたものの、

詳細な説明やパイロット事業については記載がなかった。パイロット事業の対象 VDC/市

の数をめぐる解釈と見解の違いは、協議に多くの時間を割かなければいけなかった。さら

に、当初の 6VDC から 20VDC をカバーすることになり、第 4 年次以降の活動計画を大幅

に見直さなければいけない事態となった。日本人専門家と C/P に対する質問票やインタ

ビューからも、本件がプロジェクトの円滑な実施に負の影響を及ぼしたことは明らかであ

る。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

C/Pの頻繁な人事異動や JICA技術協力全体の予算削減に伴って第 3 年次のプロジェクト

予算が削減されたことは、専門家派遣期間の縮小や第 4 年次以降の活動計画の変更など具

体的な影響をもたらし、実施プロセス上の阻害要因として挙げることができる。 

 

３－５ 結 論 

対象 2 郡の 6VDC では、パイロット事業を 1 サイクル行い、GESI の視点に立った制度的仕

組みを構築、強化することができつつある。プロジェクトが導入したプロセス重視の支援方法

は、①関係者の GESI に関する意識の向上や、②女性や排除されてきたグループのサブプロジェ

クトの計画立案プロセスへの参加促進、③サブプロジェクトの計画プロセスと予算配分の透明

性の確保－に貢献した。現場と実施プロセスを重視した日本の技術協力の強みが十分生かさ

れ、プロジェクトの妥当性や有効性を全般的に高めることにつながった。GESI 政策の施行や関

連政策、ガイドラインの整備、GESI 政策の実行に対する政府の強いコミットメントは、プロジェ

クトの取り組みを後押しする促進要因で、妥当性、有効性、インパクト、政策面の自立発展性

を高めることに貢献した。また、上位目標の達成を見据えたプロジェクトの正の波及効果も、

ダンクタ郡の 1 例だけだが確認された。 

一方で、「GESI の視点に立ったサブプロジェクト」の選択定義があいまいなこともあり、パ

イロット 6VDC で実施された 40 のサブプロジェクトで、GESI の視点が十分に反映されたとは

断定しづらいものが含まれていた。第 3 年次に起きたプロジェクトの予算削減は、専門家派遣

期間の縮小や第 4 年次以降の活動計画の変更につながり、プロジェクトの効率性低下をやや招

いた。C/P の頻繁な人事異動やプロジェクト活動に主体的に参加できていない点は、円滑なプ

ロジェクト実施の阻害要因であり、プロジェクトの効率性や組織・制度、技術の自立発展性の

見通しに一定の影響を及ぼしている。今後、プロジェクトの効果を発現、持続させるために、
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関係者の GM/SI に関する能力強化の継続、C/P による主体的なプロジェクト運営、GESI 政策

実践のための運営経費も含めたネパール側の予算措置が一層望まれる。 

 

３－６ 提 言 

合同中間レビュー調査団は、以下のとおり 7 つの提言を行った。 

 

（1）PDM と PO の改訂 

中間レビュー調査団が改訂、提案した PDM バージョン 3 と PO バージョン 2 について、

プロジェクト関係者間で早急に協議し、合同調整委員会で承認することを提案する。 

 

（2）DDC と女性・子ども事務所主体のサブプロジェクト実施体制の構築と推進 

C/P 機関がパイロット事業の経験を吸収し内部化させるためには、プロジェクトの後半、

DDC と女性・子ども事務所がより主体的にパイロット事業を実施する体制に移行すること

を提案する。特に、新規パイロット VDC/市では、これら 2 つの郡 C/P 機関がパイロット

事業を主導し、日本人専門家と中央の C/P は技術支援など側面支援に徹していくことが重

要である。こうした取り組みを行うことは、プロジェクトの有効性と自立発展性を高める

ことにも貢献すると考えられる。 

 

（3）GESI 促進のための関係者の能力向上の強化 

これまでもプロジェクトではさまざまな研修やセミナーを実施し、関係者の GM/SI に関

する能力向上に取り組んできたが、中央、郡、パイロット VDC/市、ワードレベルの関係

者すべてを対象に引き続き行うことが必要である。郡以下で実施する研修には、関係者分

析や課題分析、社会ジェンダー分析、サブプロジェクトのプロポーザル作成スキル、GESI

や GESI 政策、VDC の村落交付金実施ガイドラインに関するものも含むべきである。研修

とは別に、さまざまな関係者を対象にしたモラン郡とシャンジャ郡のパイロット事業の現

場視察も積極的に行う必要がある。 

 

（4）GESI の観点を一層重視したパイロット事業の実施 

パイロット事業で GESI の視点に立った制度的仕組みを推進し、プロジェクト全体の有

効性を高めていくためには、以下に示す提言を取り入れ、GESI の観点を一層重視したパイ

ロット事業を残りのプロジェクト期間で実施していくことが必要不可欠である。 

1．GESI 政策とその他関連政策やガイドラインの関連する部分を、パイロット事業の実

施に十分反映させる。 

2．パイロット VDC/市の住民がプロポーザルを作成、スクリーニング・選定する際の基

準となるよう、「GESI の視点に立ったサブプロジェクト」の定義を明確にする。 

3．パイロット事業ガイドラインに、上記の定義を反映させる。 

4．定義を明確にした「GESI の視点に立ったサブプロジェクト」を基礎に、ネパールの

「ジェンダー視点に立った予算ガイドライン 2008」やその他の関連ガイドラインも

参照して、サブプロジェクトの選定基準のレビューと改訂を行う。 

5．GESI の視点に立った事業を実施できるよう、各種ガイドラインやフォーマットのレ
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ビューと改訂を行う。具体的には、サブプロジェクトのプロポーザル、進捗報告書、

モニタリングと評価のフォーマットが含まれる。 

6．サブプロジェクト実施前に、GESI の観点からの現状分析をワード委員会と GeMSIP

統合計画委員会あるいは VDC 統合計画委員会によって実施する。GESI 実施委員会

と DDC、女性・子ども事務所も協力して行うことが望ましい。 

7．女性と排除されてきたグループの意識向上や信頼醸成、リーダーシップ開発、能力

向上やエンパワーメントに寄与するサブプロジェクトをより多く実施する。 

8．パイロット 6VDC で行われたサブプロジェクトについて、GESI の観点からプロセス

とインパクトの詳細調査を実施する。 

9．ワード委員会と GeMSIP 統合計画委員会あるいは VDC 統合計画委員会が、GESI 実

施委員会と DDC、女性・子ども事務所と協力して、GESI の視点に立ったサブプロジェ

クトの好事例をまとめる。 

 

（5）コミュニティレベルでの女性や排除されてきた住民たちへの働きかけの強化 

パイロット VDC の女性や被差別グループなど排除されてきた住民たちの真のニーズを

サブプロジェクトに反映させるために、GESI の観点からの働きかけをコミュニティレベル

で強化する必要がある。プロジェクトが雇用したファシリテーターだけでなく、ワード委

員会のメンバーや既存の女性グループ、若者グループ、他のコミュニティで結成されたグ

ループなども、集落内でファシリテーターの役割を十分果たすことが期待できる。プロ

ジェクトは、ファシリテーターやこのような潜在的にファシリテーター役を担えるグルー

プに対する、能力強化を行うべきである。 

 

（6）パイロット事業のモニタリング・評価のフィードバック制度の確立 

サブプロジェクトのモニタリング結果をフィードバックし、各事業の進捗を関係者間で

共有、協議をするために、対象 2 郡のそれぞれで月例あるいは隔月などの定例会議をモニ

タリング・評価制度の一環として行うことを強く提案する。定例会議には、DDC、女性・

子ども事務所、GESI 実施委員会、ファシリテーター、中央からの C/P と日本人専門家が出

席することが望まれる。このような取り組みは、関係者の能力向上をはじめ、プロジェク

トに対する主体性や責任感の醸成にも役立つことが予想される。 

 

（7）運用マニュアルの質を高めるための活動の推進 

地方行政機関と女性・子ども事務所が、GESI の視点を開発プロセスに組み込むための実

践的な運用マニュアルを作成するために、以下の点に取り組むことを提言する。 

1．サブプロジェクトの詳細調査から得られた知見と教訓、パイロット事業のすべての

プロセスを運用マニュアルに取り込む。 

2．運用マニュアル作成の過程では、経験共有のためのさまざまな活動を実施する。例

えば、①地方開発官や VDC 書記官、全政党制メカニズムのメンバーを対象にした共

有会合の開催、②プロジェクト関係者向けのモラン郡とシャンジャ郡の現場視察や

相互訪問の実施、③プロジェクト広報用のビデオ作成（ネパール語/英語、日本語）、

④マスメディアの活用－などが挙げられる。 



xii 

３－７ 教 訓 

（1）プロジェクトがもたらす定量的・定性的な変化を測定・把握できるためのベースライン

調査の設計が必要である。 

ベースライン調査は、コンサルタントに対する指示書に従って、パイロット VDC 選択

前の第 1 年次に実施された。ベースライン調査の目的と実施時期の整合性が十分に確保さ

れていなかった影響もあり、PDM の指標設定や評価のベースとなるための調査にはなって

いなかった。本プロジェクトの経験から、ベースライン調査は、PDM の指標となり得る、

プロジェクトがもたらす定量的、定性的な変化を測定、把握できるよう設計する必要が

あったことと、そうした調査ができるように適切な時期に実施する必要があったことが教

訓として導ける。 

 

（2） 関係者間相互の理解を得るために、プロジェクトの実施アプローチや対象地域に関して

は PDM や討議議事録（Record of Discussion：R/D）などの正式文書に記録することが必

要である。 

パイロット事業の概念や位置づけ、対象地域の数が、正式な文書で記録されていなかっ

たため、プロジェクト開始後、パイロット VDC/市の数については、さまざまな期待とと

もに異なる解釈をすることが可能になってしまった。結果的に関係者間で合意を得るまで

に協議を何度も行わなければならず、時間がかかってしまった。プロジェクトの経験は、

関係者間相互の共通理解を得るためには、プロジェクトの実施アプローチや対象地域の

数、協議の経緯を PDM や R/D、覚書などの正式文書に記載すべきだったことを示唆して

いる。 
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