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メキシコ国

キンタナ・ロー州マヤ族居住地域女性支援計画

外部評価者：株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 十津川 淳

0．要旨

本プロジェクトは、キンタナ・ロー州の女性庁研修経済開発部が組織強化を果たし、

その結果として女性グループへの支援プログラムが確立されることを目指していた。

本目的は、女性グループを支援するにあたり、より効果的かつ効率的な方法・体制を

模索していた女性庁のニーズに合致した取り組みであった。また、厳しい経済状況に

直面するマヤ族地域への支援、とりわけ出稼ぎ等で夫が不在なケースの多い地域にお

いて女性支援を掲げた点は、対象地域のニーズおよび中央・州の開発政策にも合致し

た取り組みであった。一方、本プロジェクトでは、そのプロジェクトデザインにおい

て、必要とされる女性庁以外の関係組織の巻き込みが少なく、また支援プログラム実

践に向けた検証が不足していたといった課題が見られた。これらのことから妥当性は

中程度である。プロジェクトの活動は予定通り実施され、事業期間は計画内に収まっ

たが、事業費が計画を上回ったため、効率性は中程度であった。また、有効性につい

ては、プロジェクトが目標として掲げた「女性グループへの支援プログラム」はプロ

ジェクト期間中に作成され、各種の成果も指標項目を概ね達成した。しかしながら、

プロジェクトが終了して以降、これらの成果内容の継続的な効果発現は限定的な状況

にある。また、上位目標についても、収入向上を果たしている女性グループが 3-4 割

程度見られるものの、プロジェクトが支援した民芸品ブランドは現在ほぼ作成されて

おらず、従前の製品を作成、販売するといった逆戻りの状態になっている。以上から

有効性・インパクトの達成度は低い。今後の持続性については、女性庁の人数不足な

らびに予算の制限が、定期的なフォローアップを必要とする支援活動の制約となって

いる。そのため、事後評価時点における持続性は低い。

以上より、本事業の評価は低いといえる。

1．案件の概要

（プロジェクト位置図） （女性支援グループ）
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1.1 協力の背景

メキシコ国ユカタン半島のカリブ海側に面したキンタナ・ロー州は、年間 1000 万

人以上の観光客が訪れるカンクン、リビエラ・マヤ、プラジャ・デル・カルメンなど

の国際的な観光地があり、観光産業の発展に伴う経済的発展が著しい。一方、キンタ

ナ・ロー州の内陸部にはマヤ族居住地域があり、この地域は他の地域と比べ貧困度が

著しく高い。

このマヤ族居住地域においては、主に焼畑でトウモロコシが自給用に栽培されてい

るが、地域のほぼ全体がカルスト地形であることから土壌の肥沃度は低く、近代的農

業が行われている北部シナロア州の単位収量の 1/10 程度と生産性は極めて低い。ま

た、近年ではハリケーンや干ばつによる農作物の被害が続いていることもあり、農業

による収入向上を図るためには大きな地理的制約が存在している。したがって、住民

は必要な現金収入の多くを政府補助金や出稼ぎなどに頼っている。

1998 年にキンタナ・ロー州の女性支援を目的に設立されたキンタナ・ロー州女性庁

（以下、女性庁）は、女性の経済活動参画と生活レベルの向上を目指し、マヤ族居住

地域を含む同州の女性に対する支援を提供している。民芸品の作成支援もその一つだ

が、支援によって作成される民芸品はデザインや品質が低く、州内の観光地域の市場

で販売されることはほとんどない。長年にわたり生活の基盤であった自給自足型の農

業生産の形態が機能しなくなったことから、主に働き盛りの 20 代から 40 代の住民が、

観光地の建設現場での肉体労働やホテル従業員としての労働に従事するため村落を出

ることが多い。このような変化とともに、徐々にマヤ族の伝統的な生活や文化が廃れ

つつある。

このような状況の下で、キンタナ・ロー州政府は我が国に対し、マヤ族の貧困削減

を図る一つの選択肢として、マヤ族居住地域の女性グループが作製する民芸品の販売

増・収入向上を念頭に、女性庁の組織強化を図り、これら民芸品の品質向上及び、デ

ザイン改善や新製品の開発支援が継続して行われるための仕組み作りを目的とする技

術協力プロジェクトを要請した。国際協力機構（JICA） は、2007 年 3 月から約 3 年

間の予定で、女性庁を実施機関とした技術協力プロジェクトを開始することとした。

1.2 協力の概要

上位目標
民芸品改善・開発支援プログラム（以下、支援プログラムと略記）

を活用して支援を受けた女性グループの収入が向上する

プロジェクト目標
女性庁・研修経済開発部による女性グループへの支援プログラムが

確立される

成果

成果 1
調査機能の強化：現状の把握や活動を実施するために必要な情報が

収集・整理される

成果 2
運営管理機能の強化：支援プログラムの業務マニュアルを作成する

ことで、女性庁研修経済開発部の運営管理能力が改善される

成果 3
調整･連携機能の強化：支援プログラムの実施を目的に、女性庁研修

経済開発部と関係組織との調整及び連携が構築される
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成果 4
支援プログラムの構築：女性庁研修経済開発部と関係支所による対

象女性グループへの実証プロジェクトを通して、民芸品生産のため

の研修ガイドが作成される

成果 5
情報管理能力の強化：支援業務に関する情報の適切な管理と活用が

行われる

投入実績

【日本側】

1. 専門家派遣 12 人

短期専門家のみ

2. 研修員受入 なし

3. 第 3 国研修 4 人

4. 機材供与  94 種類

5. 現地業務費 32 百万円

【メキシコ側】

1. カウンターパート配置

2. 土地・施設提供 プロジェクト事務室、電気・水道代

3. ローカルコスト負担、カウンターパート給与、自動車保険、車

輛整備・維持費

協力金額 2 億 9 千万円

協力期間 2007 年 3 月 ～2010 年 3 月

相手国関係機関 キンタナ・ロー州女性庁

我が国協力機関 なし

関連案件 なし

1.3 終了時評価の概要

1.3.1 終了時評価時の上位目標達成見込み（他のインパクト含む）

終了時評価においては「将来的に上位目標の達成が期待できる」と評価された。プ

ロジェクト期間中には、上位目標の指標である、新たに開発された製品の数や販売お

よび収入がそれぞれ増加していたことに着目し、達成見込みがあるとの判断がなされ

た。

また、正のインパクトとして、女性グループのメンバーが自らの積極性が向上した

ことを表明する等、エンパワメントに関する実績がインパクトとして確認された。

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み

プロジェクト目標は「プロジェクト終了までに達成される見込みである」と評価さ

れた。ただし、同評価では、「本プロジェクトで確立された支援プログラムに基づきさ

まざまな研修やプロジェクトが実施されるようになるためには、関係機関との一層の

協力が必要である」ことも合わせて述べられた。

1.3.3 終了時評価時の提言内容

終了時評価では「民芸品改善・開発支援プログラムの確立」および「対象女性グル

ープ活動の自立発展性の確保」の二点に関して提言がなされた。
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一点目の「民芸品改善・開発支援プログラムの確立」については、成果物となる支

援プログラムや業務マニュアル等について、関係機関との個別協議を進めつつ、今後

の民芸品改善・開発支援に係る協力の可能性について相互で十分確認すべきことが提

言された。また合わせて、これら成果物に関するプレゼンテーションおよび情報共有

セミナーの開催も提言された。

二点目の「対象女性グループ活動の自立発展性の確保」に関しては、終了時評価時

点において未だ完結していなかった対象女性グループの組合申請を確実に実施するこ

と、ならびに女性グループに対する現地研修を継続することが提言された。

2．調査の概要

2.1 外部評価者

十津川 淳 （株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション）

2.2 調査期間

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。

調査期間：2012 年 9 月～2014 年 2 月

現地調査：2012 年 11 月 7 日～11 月 22 日、2013 年 4 月 11 日～4 月 19 日

3．評価結果（レーティング：D1）

3.1 妥当性（レーティング：②2）

3.1.1 開発政策との整合性

（1）プロジェクト開始時

メキシコの国家開発計画（2001～2006 年）は、貧困の克服及び格差の是正を国家の

最重要課題として位置づけ、特に貧困度の高い南部・南東部州の貧困克服を重視して

いる。そのため、同計画では当該地域における総合的開発の必要性や歴史的に開発の

恩恵から疎外されてきた先住民コミュニティに直接裨益する生産プロジェクトの創設

と発展の機会を拡充することを謳っている。

キンタナ・ロー州開発計画 2005～2011 年 においては、ジェンダー平等、先住民の

福祉等、総合的な人間開発の推進の重要性が述べられており、達成のための具体的な

戦略として、生産活動への女性の参画、女性の貧困と疎外との戦い、先住民の生産活

動への参加促進、先住民の貧困削減、先住民の能力強化等が定められている。

以上の点から、本プロジェクトが企図したマヤ族居住地域における女性支援活動は、

同国の政策目標に整合しているといえる。

                                                  
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」



5

（2）プロジェクト完了時

メキシコ国国家開発計画（2007-2012）では、対象地域を含めた南部や南東部の貧困

削減が重要であるとしており、貧困削減に資する能力の開発、雇用機会の促進、生産

活動への支援を行なうことを謳っている。また、先住民支援も重要課題の一つに掲げ

ており、先住民の文化保護と並行しながら、社会経済の発展に資する能力開発支援を

行なうことが謳われている。

加えて、プロジェクト完了後に更新されたキンタナ・ロー州開発計画（2011-2016

年）では、4 つの開発コンセプトが据えられており、そのうちのひとつである「理解/

協調の促進」のなかで、先住民族への支援の重要性およびジェンダー平等の促進が謳

われている。先住民支援の戦略としては、先住民の文化の保護や地域の自然環境の保

護が謳われるとともに、貧困状態にある同地域の社会経済発展への支援が掲げられて

いる。具体的には、先住民の能力開発、生計向上のための研修実施や起業支援を行な

うとしている。また同じく、女性の生産活動、経済活動への参画を進めることも同計

画は謳っている。

以上の点から、本プロジェクトが目指した先住民マヤ族への支援は、プロジェクト

完了時点のみならず、現在も同国および対象州の政策目標に整合した取り組みとなっ

ている。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

本プロジェクトにおいては「開発ニーズとの整合性」の範疇において、検証すべき

側面が複数あるため、下記のとおり小項目を設けて評価を行なう。

（1）ニーズの有無および整合性

a. マヤ族支援にかかるニーズ

本プロジェクト開始時から事後評価時点の現在に至るまで、マヤ族居住地域は依然

として貧困状況にあり、支援のニーズは高い。同地域の人間開発指数はキンタナ・ロ

ー州の非先住民地域に比して 15％低く(2010 年)、経済状況のみならず、その生活環境

全般に亘る支援が依然として必要な状況にある。また、夫が出稼ぎに出る家庭もいま

だ多く、家庭内で女性が期待される役割は副収入の確保をはじめ幅広く見られる。以

上から、プロジェクト開始時から事後評価時の現在に至るまでマヤ族女性支援にかか

るニーズは高く、本プロジェクトの目指す方向性はニーズに整合していたと言える。

b. 女性庁の組織強化にかかるニーズ

女性庁はプロジェクト計画時から、女性支援の在り方について、より効果的かつ効

率的な方法を模索していた。特に、女性支援に関連する連邦・州政府組織との関係強

化、現状把握のための調査能力強化、庁内でのコミュニケーション改善といった点が

組織強化の具体的ニーズとして挙げられていた。以上から、本プロジェクトの内容は

女性庁のニーズに整合していたといえる。
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（2）対象地域の選定

本プロジェクトの対象地であるキンタナ・ロー州は全国で二番目に多くマヤ族が居

住する州であり、かつ貧困指数の高い地域が散見される州である。同州の特徴は世界

的観光地であるカンクンが所在するために、州の GDP が非常に高くなる傾向があり、

カンクン以外の地域にある貧困が陰に隠れやすくなる点である。そのため、同じくマ

ヤ族の居住するユカタン州やカンペチェ州には外部からの支援が見られる一方で、キ

ンタナ・ロー州には外部ドナーの支援が殆ど入っていない状況にあった。以上のよう

な状況を踏まえて、本対象州を選定し、且つ貧困指数の高い地域に焦点を当てたこと

は適切であったと考えられる。

（3）プロジェクトデザインの適切性

a. カウンターパート組織および他プレーヤーの選定・関与

本プロジェクトでは女性庁の組織強化を中心に据えたため、カウンターパートとし

て女性庁を選定したことは当然であり、その点について問題は見られない。

女性庁および女性庁研修経済開発部の主たる役割は以下のとおりである。

女性庁：

組織としての主たるミッションは、州政府の政策やプログラムに女性の権利やジェ

ンダー平等が反映されるよう監視、提言をしながら、①家庭内暴力への対応、②女性

の法的保護、③女性の教育・保健分野支援、④女性の経済的発展への支援を行なうこ

とである。

このようなミッションを持つ組織であるがゆえに、基本的にはコーディネーション

機関としての色彩が強い。特に③および④の活動については、女性庁内部には分野専

門家を持たず、他の専門組織と連携することによって女性への支援を行なう仕組みを

採用している。

女性庁 研修経済開発部：

上記のうち④の経済的発展を担当する部署である。連邦・州政府の支援プログラム

と同部署が連携して、技術研修や資機材供与支援にかかるコーディネートを行なう（技

術研修や資機材供与そのものを行なう組織は別組織である）。例えば、支援プログラム

を主催する某組織が女性庁に参加者グループの候補者選定を依頼し、同庁がグループ

のファインディング、特定を行なう。参加者が選定された後は、そのグループに対す

る研修をコーディネートする役割を担い（研修講師の派遣やその予算は主催者組織が

担う）、必要に応じて研修後のフォローアップを行なう。

以上の女性庁の機能・ミッションと、本プロジェクトの実証プロジェクトが民芸品

製作に焦点を当てたことに合わせ鑑みると、その支援活動をより効果的かつ効率的に

行なうためには、民芸品支援で豊富な経験を有する州政府経済開発局を同じくカウン
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ターパートもしくはワーキンググループの一員として取り込み、より緊密に活動を展

開するべきであったと考えられる。

プロジェクト期間中までは日本人専門家をはじめとしたマーケティング活動によっ

て女性グループが作成した民芸品（PRODEMAYA ブランド）は概ね順調な販売成果を

挙げたが、プロジェクト終了後は販売面でのフォローアップ指導が女性庁では対処し

きれなかったため、その販売活動が急速に低迷し、結果的には上位目標である女性グ

ループの継続活動や収入向上の度合いにも少なからぬ負の影響を与えることとなった。

州政府経済開発局の巻き込みがあれば、プロジェクト期間中および終了後も含めて、

現状より効果的なフォローアップ活動が可能であったと推測できる（経済開発局は州

内の民芸品開発支援や市場調査を司っており、独自のウェブサイトによる販売活動や

フェアの開催などで高い実績を挙げている）。 また、その協同活動は女性庁にとって

も販売促進等の観点からも学ぶべきところが多い活動になりえたであろう。

以上のことから、カウンターパート以外の重要なプレーヤーたる組織の巻き込み方

について、改善の余地があったと考えられる。

b. 支援プログラムの実践に向けた検証の不足

本プロジェクトの目標は「女性グループへの支援プログラムを確立させる」ことで

あった。しかし、支援プログラム自体はプロジェクト期間内に完成したものの、前述

の民芸品販売低迷という事実が示すように、事業後も支援プログラムが活用され、本

事業効果を継続させるような「支援プログラムの確立」を担保しうるプロジェクトデ

ザインにはなっていなかった。本プロジェクトにおいて、支援プログラムはプロジェ

クト完了間際に完成したため、支援プログラムの有効性を検証する時間が得られなか

った。プログラムを真の意味で完成させるためには、少なくとも一度はプログラムを

活用することが必要であったと考えられる。このような実地の活用経験を通して、よ

り精緻なプログラムに改善、調整することが出来たであろうし、また同時に日本人専

門家からカウンターパートへの技術移転が更に定着する機会になりえたと考えられる。

このようにプロジェクトが支援プログラムの有効性を検証する機会を設けていなかっ

た点は、プロジェクトデザイン上の課題であったと考えられる。

なお、本項を利用して、支援プログラムの概要を以下説明する。

本プロジェクトが確立を目指した「女性グループへの支援プログラム」とは、大別

して（1）女性グループ支援を行なうにあたり、女性庁に必要な行動ステップや関連組

織等との相関関係等を示した俯瞰図、（2）研修コンポーネントをモジュールとして整

理した｢研修ガイド｣、および（3）プログラム実施のための手順を示したプログラム業

務マニュアルから構成されている。

このうち、（2）の研修ガイドは、民芸品開発を対象とした場合に必要な多様な研修

のリスト、各研修の実施方法、必要な時間（コマ数）、その他の留意事項など、いわば

カリキュラムおよび指導要領が記載された内容となっている。他方、（3）のマニュア
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ルは商品開発や生産・販売、業務の評価手法等々、支援を行なうにあたって一連の必

要業務に関する内容が多岐に亘って記されている。

c. プロジェクトデザインマトリックス（PDM）の適切性

本プロジェクトでは中間レビューにおいて PDM 内容が大きく変更された（変更は

一度）。

プロジェクト計画時には、上述のとおり女性庁の組織強化が主たる目標となるべく、

関係者間で意識されていたはずであったが、最初の PDM 作成の過程で組織強化を成

果のひとつとして位置付けるにとどめ、プロジェクト目標を「民芸品の改善および新

製品の開発」とした。また、更に女性庁の役割には含まれないはずの「職業訓練内容

の改善」や「民芸品のデザインと製品の権利保護活動」なども成果として掲げられた。

そのため、本来のニーズと PDM 内容にずれが生じたばかりでなく、PDM としての論

理構成も不適切な枠組みとなってしまった。この枠組みでは民芸品作成のための技術

支援機能を持たない、つまり目標達成のための手段を持たない機関である女性庁では

対応が出来ず、目標達成のための手段を持たない組織が活動を展開するという矛盾し

た構成となっていた。

このような PDM 内容の修正は中間レビューにおいて実施されたものの、中間レビ

ューに至るまでに日本人専門家およびカウンターパートの間では、プロジェクトの目

指すべき方向性の意識共有において混乱が生じ、且つその修正議論のために相当量の

時間と労力を費やした。この点はプロジェクト前半期間の活動面における効率性にも

大きな影響を与える結果となった。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

日本の援助政策としての政府開発援助大綱において貧困削減が重点課題として述べ

られている。またプロジェクト開始当時の JICA の対メキシコ国別事業実施計画では、

地域に特有の文化や技術・資源を活用した貧困削減の取り組みが述べられているなど、

日本の援助方針に沿った案件であった。

以上より、本プロジェクトはプロジェクトデザインの適切性において、必要なプレ

ーヤーの関与が少なかったことや支援プログラムの検証不足といった点においてマイ

ナスの要因が見られたが、他方で同国の開発政策やマヤ族支援ニーズには整合した取

り組みであった。以上の点から、本プロジェクトの妥当性は中程度といえる。

3.2 有効性・インパクト3（レーティング：①）

3.2.1 有効性

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット）

                                                  
3 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。
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1）成果 1

「調査機能の強化：現状の把握や活動を実施するために必要な情報が収集・整理さ

れる」

民芸品市場や支援スキーム、女性グループのニーズ等に関して現状の把握および情

報収集・整理がなされた。PDM 上の各指標は満たされており、プロジェクト完了時点

において成果 1 は達成していたと考えられる。各指標の達成状況を要約すると以下の

とおりである。

表 1 成果 1 指標の達成状況

指標内容 達成状況

1-1. キンタナ・ロー州の民

芸品市場の現状調査が実施

され情報が報告書にまとめ

られ、更新されている

2007 年および 2008 年に市場調査および補足調査を実施

し、調査結果を「民芸品市場調査報告書」として取りまとめ

た。プロジェクト期間中には女性庁のウェブサイトを利用し

て情報更新がなされた。

1-2. プロジェクト対象地域

の村落の現状調査が実施さ

れ情報が報告書にまとめら

れ、更新されている

女性庁の研修経済開発部とパイロット活動対象地の 3 支所

の職員に対し、農村迅速調査手法（Rapid Rural Appraisal: 
RRA）の研修を実施したうえで、6 件の実地調査を実施し、

調査結果を報告書に取りまとめた。また、2008 年に 2 村落、

2009 年にも 2 村落で C/P のみによる追加調査を行ない、情

報更新も行なった。

なお、民芸品市場調査については、女性庁自体は市場調査を実施する役割を有して

いなかったため、調査自体は専門家等を中心に進められた4。 また、情報更新につい

ては、女性グループによる市場情報などを専門家が取りまとめる形で更新していった。

2）成果 2

「運営管理機能の強化：支援プログラムの業務マニュアルを作成することで、女性

庁研修経済開発部の運営管理能力が改善される」

女性庁研修経済開発部の業務マトリクスおよび基本戦略を策定しながら、支援プロ

グラムにかかる業務マニュアルが作成された。また同時に PCM 手法の研修をはじめ、

プロジェクト管理にかかる手法についても技術移転がなされた。PDM 上の各指標は満

たされており、プロジェクト完了時点での成果 2 は達成したと評価できる。

                                                  
4 市場情報は州経済開発局が担う業務である。本活動は PDM 修正の前に既に実施されていたため、

修正後の PDM において活動結果との整合をはかるために指標として残された。
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表 2 成果 2 指標の達成状況

指標内容 達成状況

2-1. 研修経済開発部の業務

手順マニュアルが作成され

ている

女性庁研修経済開発部の業務を明確化するため、ワークシ

ョップ形式での議論を踏まえて、業務マトリクスを取りまと

めた。その後、州女性庁条例と内部規約のレビュー等を経て、

業務フロー図および業務手順マニュアルが作成された。

2-2. 支援プログラムの業務

マニュアルが作成されてい

る

民芸品作成支援プログラムを効果的に実施するための業務

マニュアルは、関係機関からのフィードバックを受けた後、

プロジェクト終盤の 2010 年に完成した。

3）成果 3

「調整･連携機能の強化：支援プログラムの実施を目的に、女性庁研修経済開発部と

関係組織との調整及び連携が構築される」

合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）やテクニカル・コミッティー

（TC）等、関係機関との会議が定期的に開催された。また、民芸品製作グループと民

芸品販売店をつなげるイベントが定期的に開催され、関係組織との調整及び連携が強

化された。PDM 上の各指標は満たされており、プロジェクト完了時点において成果 3

は達成されたと評価できる。

表 3 成果 3 指標の達成状況

指標内容 達成状況

3-1. 支援スキーム活用ガイ

ド（相談窓口、パンフなど）

案が作成されている

支援スキームの情報を収集し、支援スキーム活用ガイド（電

子版）を完成させた。また女性グループ配布用の支援スキー

ム紹介のパンフレットも作成された。

3-2. 民芸品を作成する女性

グループが受けられる支援

スキームを持つ関係機関と

会議が開催されている

支援スキームを持つ組織との会議は、二者会議（女性庁と

関連機関の個別会議）と全体会議（女性庁を含む関連機関す

べてが参加する会議）という二つの方法をとって実施した。

前者は個別に訪問する形で会議を行ない、女性庁とその対象

機関との間で共有している活動や課題について情報交換を行

なった。後者の全体会議は JCC や TC という形でプロジェク

ト期間中に各 4 回実施された。このように支援スキームを持

つ他組織との会議を継続した。

3-3. 民芸品製作者と協力者

/民芸品販売店とのマッチン

グの機会（品評会や商品紹

介ベントなど）が年に 2 回

以上実施される

マッチングイベントは、2 年次 2 回、3 年次 5 回、4 年次

1 回の合計 8 回、実施された。
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4）成果 4

「支援プログラムの構築：女性庁研修経済開発部と関係支所による対象女性グルー

プへの実証プロジェクトを通して、民芸品生産のための研修ガイドが作成される」

対象女性グループへの実証プロジェクトは実施され、得られた経験や教訓をもとに

民芸品生産のための研修ガイドが作成された。PDM 上の各指標は満たされており、プ

ロジェクト完了時点において成果 4 は達成されたと評価できる。

表 4 成果 4 指標の達成状況

指標内容 達成状況

4-1. 改善・開発された民芸

品の種類が増加する

プロジェクト終了時には、42 種類の商品ラインアップを示

した。商品の色や大きさによる違いを考慮すると 164 点以上

の商品が開発されており、民芸品の種類は大きく増加した。

4-2. 改善・開発された民芸

品の品質の評価が向上する

品質の良否を決めるポイントは、販売店が購入するかどう

かという点である。この前提において、プロジェクト完了時

まで取引が続いた店舗が 10 店以上あったという事実は、開発

された民芸品の品質が高く評価されている結果と考えられ

る。

4-3. 改善・開発された民芸

品の販売が増える

プロジェクトの支援で改善・開発された民芸品販売高は約

25 万ペソ（日本円換算約 180 万円）となっており、民芸品

の販売高は増加した。

4-4. プロジェクトの支援を

受けた女性グループの能力

が向上する（意識、知識面

等）

プロジェクトが実施した自己評価調査では、支援対象グル

ープの民芸品作成能力（デザインおよび生産技術）、生産管

理能力、販売能力ならびに組織能力は、プロジェクト実施以

前に比べ大きく改善されたものと認識された。メンバーの中

には、講師を務められるだけの技能を習得した者も何名か生

まれ、うち 3 名は他のグループに対して指導を行なう実績を

挙げた。

4-5. 民芸品生産のための研

修ガイドが作成されている

民芸品生産のための研修ガイドが作成され、TC ミーティン

グで関係者に配布された。
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5）成果 5

「情報管理能力の強化：支援業務に関する情報の適切な管理と活用が行われる」

プロジェクトの情報管理に関する新たな仕組みが導入され、関係者間の情報共有を

目的として活用された。プロジェクト実施前との比較では、大きな進歩と見られるが、

当初に計画した女性庁保有サーバーへの情報システム移転の作業はプロジェクト期間

中に完了しなかった。そのため、一部の指標が満たされておらず、成果 5 の達成度は

中程度と評価される。

表 5 成果 5 指標の達成状況

指標内容 達成状況

5-1. プロジェクト情報管理

の仕組みができている

情報共有ツール「ベースキャンプ」による情報管理の仕組

みを作成し、2008 年から運用を開始した。本システムを利用

して、民芸品開発にかかるパイロットプロジェクトの現状や

研修の内容などを関係者間で共有した。

5-2. C/P 職員が情報システ

ムで有益な情報を更新して

いる

「ベースキャンプ」の導入以来、専門家によるテーマ単位

および週単位の情報更新が継続された。C/P によるシステム

の利用はプロジェクト期間中を通して徐々に増加していっ

た。また、研修経済開発部の職員が必要な情報更新を行なっ

た。

5-3. プロジェクトで活用さ

れた情報システムが、女性

庁の情報システムの中に導

入されている

女性庁長官から情報システムとウェブサイトを女性庁の保

有サーバーへ移転することが認可された。しかし、プロジェ

クト完了時点までには情報システムおよびウェブサイトのサ

ーバー移転は完了しなかった。

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度

プロジェクト目標「女性庁・研修経済開発部による女性グループへの支援プログラ

ムが確立される」

プロジェクト目標にある「女性グループへの支援プログラム」は、女性グループへ

の支援を行なうため、女性庁が必要な業務への取り組み方や体制・プロセス等を示し

たものであり、その詳細は「支援プログラム実施のための業務マニュアル」および「民

芸品生産のための研修ガイド」に示された。これら業務マニュアルおよび研修ガイド

は、実証プロジェクトでの経験等に基づきプロジェクト期間中に作成された。下記の

とおり、PDM 上の各指標は満たされており、プロジェクト完了時点においてプロジェ

クト目標は達成されたと評価できる。
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1）指標 1 支援プログラムが作成されている

（達成状況）

2009 年にプログラムの基本的な構成要素を整理した概念図がまとめられた。概念図

をもとに専門家と研修経済開発部部長が共に女性庁長官に対しプレゼンテーションし、

プログラムの方向性につき長官からの同意を得た。その後、研修ガイドおよび業務マ

ニュアルの作成を通して支援プログラムが作成された。

2）指標 2 対象コミュニティで実施した活動を通して、民芸品生産のための研修ガイ

ドが作成されている

（達成状況）

実証活動を通じた民芸品生産のための研修ガイドを基礎としながら、支援プログラ

ム用の研修ガイドに改訂・編集を行なった。同ガイドは 2010 年 1 月に完成し、テクニ

カル・コミッティーにおいて関係者に配布された。

3）指標 3 支援プログラム実施のための業務マニュアルが作成されている

（達成状況）

業務実施マニュアルは、実証活動をもとに、(1)プログラム概念図の基本コンポーネ

ントの定義と基本手順、(2)フィールドでの経験に基づくシナリオ、(3)シナリオを考慮

した現実的な業務プロセス、(4)活動を通して得られた課題とその対処法ならびに成功

事例の提示という 4 つの分野をベースに作成された。

3.2.2 インパクト

3.2.2.1. プロジェクト成果発現の継続性

本プロジェクトは女性庁の研修経済開発部を対象に、組織としての多面的な能力強

化を目指す内容であった。プロジェクトの完了時点においては上記のとおり、概ね高

い達成度を示していたが、本項インパクトの項において、その成果発現の継続性につ

いて記載する。
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表 6 成果にかかる効果発現の継続状況

成果 完了時点

の評価

プロジェクト完了時点からこれまでの継続状況

成果 1：
調査機能強化

達成 ⇒ 効果発現の継続性は限定的である。

プロジェクト期間中には村落調査方法や女性グループのニ

ーズの把握方法が女性庁自身によって実施、習得されたとい

える。ただし、プロジェクトが終了して以降は、技術移転の

対象であった村落調査方法は採用されていない（ニーズ把握

のプロセスにおいて関係者会合等は開催されているが、プロ

ジェクト期間中に実施したような村落調査やワークショップ

等は行なわれていない）。

民芸品市場調査については、そもそも州経済開発局が担っ

ている役割であったため、プロジェクト終了後、女性庁は関

与していない。

成果 2：
運営管理機能

強化

達成 ⇒ 効果発現の継続性は限定的である。

運営管理機能の強化に資するために紹介、技術移転された

PCM 手法についてはプロジェクト終了後、組織内で活用され

ていない。

業務手順マニュアルの活用度は限定的である。プロジェク

ト完了後、女性庁の内部規約が一部変更されたためにマニュ

アルは改訂が求められる状況にあるが、事後評価時点におい

ては未だ改訂は為されていない。

成果 3：
調整・連携機能

強化

達成 ⇒ 効果発現の継続性は限定的である。

プロジェクトが構築に向けて取り組み、プロジェクト終了

後もその継続を提言していたテクニカル・コミッティー（TC）

は、プロジェクト終了後、一度も会議が開催されておらず、

実質的には解散していると判断される。他機関との調整およ

び連携の仕組みは、年に一度のジェンダー会議や個々人のネ

ットワークで保持されている部分もあるが、プロジェクトが

介入した効果の継続性という観点からは、その効果は限定的

と言わざるを得ない（ジェンダー会議はプロジェクト開始前

から存在していたものである）。

成果 4：
支援プログラ

ムの構築

達成 完了時までに研修ガイドは作成された。しかし、完了後の

研修ガイドを含む支援プログラムの関係者間での活用状況は

限定的なレベルに留まっている。

成果 5：
情報管理能力

の強化

中程度 事後評価時点においては、研修やセミナー等個別事業の概

要及びその進捗状況など、新たな日常業務その他に利用する

情報を共有するツールが導入されており、またプロジェクト

期間中の人員はほぼ一新されている。そのためプロジェクト

がもたらした効果の継続性の観点において、関係性はやや希

薄であるが、組織の情報管理能力自体は新たな人員体制のも

と強化されていると判断できる。
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このようにプロジェクト期間中は期待された成果指標は達成されていたが、事後評

価時点において各種の効果を検証すると、その継続性は限定的になっている部分が散

見される。

3.2.2.2 上位目標達成度

上位目標「民芸品改善・開発支援プログラムを活用して支援を受けた女性グループ

の収入が向上する」

女性グループに関する、事後評価時点で確認された状況を挙げると以下のとおりで

ある。

正のポイント

1）プロジェクトの介入によって、女性グループとしての組織的なまとまりが生まれ、

プロジェクト終了後もグループとしての活動が継続している例が見られる。

2）グループ自らの工夫によって新製品を開発した例など、自発的な活動が一部で見ら

れる。

3）コミュニティにエコツーリズムの学生が訪問したり、選挙キャンペーンに関連した

発注が舞い込んだりといった偶発的なチャンスに恵まれ、収入が増加したグループが

見られる。

4）プロジェクトでの技術指導によって、縫製技術が著しく向上しており、現在作成し

ている製品の質が高まった。

負のポイント

1）上記 3）のようなチャンスに恵まれない地域では、グループ自体は存続しているも

のの経済活動は停滞している。基本的に、グループ独力ではマーケット活動が出来な

いため、偶発的なビジネスチャンスに依拠しているケースが大半である。

2）女性庁支所も女性グループと人的な交流は継続しているものの、マーケット活動・

販売促進にかかる支援は十分には出来ていない。

3）プロジェクトは対象グループの製品を売り込むための市場戦略として、高級化路線

に焦点を定めた。プロジェクトでは販売先を高級ホテルやブティック等に絞り、

PRODEMAYA ブランド価値を高く且つ安定化させる戦略を取った。しかしながら、同

戦略では自ずと販売頻度やボリュームが少なくなるため、グループとしての機運が欠

けるようになり、プロジェクト終了後は活動が停滞した。
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そのため現在、女性グループが継続的に作成しているものは PRODEMAYA ブラン

ドではなく、自らの発想に基づくものや、プロジェクト前から慣れ親しんできた製品

であるところが大半である。

以上のように確認されていた女性グループの状況を踏まえて、上位目標指標の達成

状況を分析する。

1）指標 1 支援によって得られた女性の収入が増加する

本プロジェクトで参加したコミュニティ別女性グループの収入増減は下表のとおり

である。上述したとおり、収入増を示すグループと収入減を示すグループが並存する。

表 7 プロジェクト前後の女性グループ収入増減

市 コミュニティ 増加 ほぼ同じ やや減少 かなり減少 分からない 計

ホセ･マ

リア･モ

レロス

市

Huay Max 10 10

Sacalaca 2 5 7

San Felipe 3 6 9

Tabasco 1 14 15

La Presumida 2 4 6

Adolfo López 
Mateos

2 5 5 12

ラサ

ロ・カル

デナス

市

Nuevo Durango 11 11

Ignacio Zaragoza 10 10

San Francisco 6 6

Nuevo Valladolid 6 3 1 10

Agua Azul 7 2 9

合計 41 20 24 3 17 105

39％ 19％ 23％ 3％ 16％ 100％

出所：受益者調査結果

なお、このうちプロジェクトが支援した PRODEMAYA ブランドを現在も製作して

いるとの回答数は 14 人（105 人のうち）であり、他方 PRODEMAYA 以外の民芸品を

製作しているとの回答数は 93 人（同）に上った。このことからも、多くのケースでは

PRODEMAYA 以外の民芸品が現時点における収入増に貢献していると見るべきであ

ろう。

PRODEMAYA ブランドを製作しなくなった要因としては、「販売が困難・なかなか

売れない」との回答が 55 人からあり、60%以上を占めた。また、その他に該当した回

（回答数）
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答も、実質的には販売に関する事柄が殆どであり、例えば「プロモーション活動が行

なわれていない」、「製品のストックがまだある」といった回答が挙げられた。他方で、

家庭内の反対や原材料の入手が困難といった理由は殆ど見られなかった。

また一方、PRODEMAYA 以外の民芸品が現在も製作されている理由としては、1）

そもそも民芸品自体はプロジェクト前から個々で製作していた、2）プロジェクトの介

入を通して、組織として活動することの利点を見出した、3）基本的に安価な商品が多

いため、販売頻度がある程度保たれる。そのため継続的に製作することへのモチベー

ションが継続しやすい、といったことが考えられる。

2）指標 2 支援プログラムを活用して改善・開発された民芸品の種類が増加する

Ignacio Zaragoza ではグループ女性自らの発想で新たなデザインのバッグを作成し

ており、細かなバリエーションを含めれば 5 種類程度増加している。また、Nuevo 

Durango でも木工品の種類が一種類増加した。

なお、これらは PRODEMAYA ブランドとして販売しているものではない。

3）指標 3 支援プログラムが適用された女性グループの数が増加する

支援プログラムを適用して、支援を受け始めたといえる女性グループは無い。

4）指標 4 高級ブティック・民芸品店に納品された民芸品の数が増加する

プロジェクト期間中に納品されていた高級ホテルやブティックに PRODEMAYA 商

品は既に無く、継続的な納品は行なわれていない。販売活動を代表して行なう役割を

担っていた複数の販売活動責任者は既にコミュニティから離れている。

上位目標である「収入増加」は全体回答者数のうちの約 4 割程度であり、またコミ

ュニティ数で見た場合には、「収入が増加した」との回答が過半数を超えたコミュニテ

ィは 11 コミュニティのうち 3 つにとどまる結果となった。また、プロジェクトが注力

した PRODEMAYA ブランドは事後評価時点において作成が停滞している。冒頭記し

たような正のインパクト発現も見られるものの、上記の理由により上位目標の現時点

における達成度は低いと判断される。
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3.2.2.3 その他のインパクト

1）技術力の向上

本プロジェクトの専門家による指導を経て、縫製などの技術力が向上したことを認

識している女性が大半を占めた。この技術力は、現在も製品こそ異なるものの、民芸

品を作成しているうえでの大きな財産となっている。

表 8 民芸品作成にかかる技術力向上の認識

向上した ほぼ同じ 低下した 比較不可 分からない 計

回答数 74 1 0 12 18 105

出所：受益者調査

2）ビジネス能力の向上

本プロジェクトでは技術とともに帳簿の付け方などの講習も行なった。105 人の回

答者のうち、81 人が帳簿の記録方法を学び、損益計算が出来るようになったと回答し

ている。このことも上記の 1）と同様に現在の活動を支える知的財産となっている。

3）その他効果

その他に、本プロジェクトの活動を通して、スペイン語の能力が向上した（61 人）、

組織活動の良さを理解した（53 人）、他のグループ活動にも積極的に参加できるよう

になった（34 人）といったように、グループでの活動によって、女性の意識改革やエ

ンパワメントといった側面での効果が現れたといえる。

プロジェクトによる製品の持続性そのものは、マーケティング戦略の読み違い（高

級品戦略による販売活動の難しさ、販売頻度の少なさによるモチベーション低下等）

に起因して期待通りにはならなかった。ただし、上述したとおり、グループ活動の利

点に気付き、そして今も活動を継続しているグループが複数見られることは、本プロ

ジェクトの生み出した正のインパクトとして挙げられる。

有効性・インパクトを総じてみると、本プロジェクトの完了時点での有効性は高く、

またプロジェクト実施によってもたらされた正のインパクトも女性グループを中心に

散見された。しかしながら、プロジェクトが目指した組織の能力強化の効果は、プロ

ジェクト終了後、限定的となっていることが指摘される。また、上位目標についても、

プロジェクトが支援した PRODEMAYA ブランドの停滞が見られるため、事後評価時

点の状況としては低い達成度となった。

以上から、本プロジェクトの実施による効果発現は、計画と比して限定的であり、

有効性・インパクトは低い。



19

3.3 効率性（レーティング：②）

3.3.1 投入

表 9 プロジェクトへの投入

投入要素 計画 実績（終了時）

（1）専門家派遣 短期：5 人程度/年
・組織強化

・民芸品改善・開発

・市場調査

・調査手法（農村迅速調査法ほか）

短期：12 人（延べ人数）

・組織強化

・民芸品改善・開発

・市場調査

・調査手法/女性組織化

・業務調整

（2）研修員受入 4 人/年＊3 年 －

（3）第 3 国研修 － 4 人（延べ人数）

・2 人＊2 回（米国ニューヨーク）

（4）機材供与 車両 2 台、その他必要な機材（ミ

シン、簡易機材セット、シルクス

クリーン、事務機器等）

左記の内容において 94 種類

協力金額合計 合計 198 百万円 合計 290 百万円

相手国政府投入額 合計 12 百万円 合計 12 百万円

3.3.1.1 投入要素

施設・資機材については計画通りの投入がなされており、本プロジェクトの成果を

達成するに妥当な投入であったと判断できる。資機材の多くは女性グループ支援の活

動に必要な資機材や移動用車両などであり、プロジェクト期間中を通して有効に活用

された。

研修員受入れについては、日本での研修を実施せず、第三国研修として米国におい

て民芸品市場の現状を視察し、かつ民芸品作成の現場視察を行なった。女性グループ

のための支援活動の選択肢を広げるアイデアを得るための有効な機会であったと考え

られる。

専門家の投入分野については、個々の成果項目に即した投入がなされており、人的

投入分野および派遣期間は妥当であった。

3.3.1.2 協力金額

協力金額については、計画を上回った（計画比 146％）。

計画値と実績値の差異は、専門家派遣に要した費用に起因する。

3.3.1.3 協力期間

本プロジェクトは 2007 年 3 月から 2010 年 3 月まで実施され、計画通り終了した。

以上から、本プロジェクトの協力期間は計画どおりであった。

以上より、本プロジェクトは、協力期間については計画内に収まったものの、協力

金額が計画を上回ったため、効率性は中程度である。
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3.4 持続性（レーティング：①）

3.4.1 政策制度面

先住民であるマヤ族への支援は、現在のキンタナ・ロー州開発計画（2011-2016 年）

の重要項目であり、従前の開発計画から変わらずに重視されてきたものである。全国

でも二番目に多くマヤ族を抱えるキンタナ・ロー州にとって、マヤ族への支援は今後

も重視されることはほぼ間違いないと考えられる。

また同時に、マヤ族支援においては、生計向上がひとつの主要な支援テーマとなる

が、男性が出稼ぎに出ているケースが未だ多い現状において、女性の生産活動を通じ

た生計向上支援はとりわけ重要視される。

これらの点から、マヤ族女性グループへの支援活動は州政策に整合しており、今後

も政策面からの支援を受けることは十分に可能と考えられる。

3.4.2 カウンターパートの体制

女性庁の研修経済開発部は部長のもと、研修課の 1 名、経済開発課の 2 名、および

両課を兼務する他 1 名の体制から成っている。この 5 人の体制で他機関とのコーディ

ネート業務、研修のアレンジ、支援対象となる女性グループの特定など、様々な業務

を行なうことが求められており、業務量に比して人員は少ないと考えられる5。

他方、各市に設けられている女性庁の支所は同庁の組織体制としての大きな強みで

ある。キンタナ・ロー州において各市に支所を有する組織は女性庁の他、ごく僅かの

機関だけであり、現場のニーズにいち早く対応できる組織体制を有する。人員も支所

長をはじめ、研修・経済開発担当が配置されており、またマヤ語を解する人員配置が

行なわれているなど、支所の体制そのものは概ね問題ないと考えられる。ただし、こ

れら支所もその配置及び人員構成の面では整備されているものの、後述のとおり財務

面からの制約を受けており、その体制を十分に活用できていない。

総じて、女性庁の体制は持続性が十分に担保された状況とは言えない。

3.4.3 カウンターパートの技術

マヤ族女性支援を効果的に行なうために必要な技術は、本プロジェクト成果の項目

として立てられていた、調査能力、運営管理能力、調整・連携能力、情報管理能力で

ある。以下、其々の能力について持続性を検証する。

1）調査能力

調査能力については、プロジェクト期間中の村落調査の実施などを通して、カウン

ターパートがその技術を習得しており、一定程度の持続性を確認できる。ただし、現

                                                  
5 人員数に比して業務量が多いことは、事後評価調査における研修経済開発部自身の見解でも見ら
れたが、加えて他機関からも同様の指摘があった。典型例としては、女性庁と研修を協同実施した
州雇用・労働研修局が独自に実施した研修事後評価調査において、「女性庁の人数が少ないためにモ
ニタリングが十分に出来なかった」ことなどが反省点として挙げられている。
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在用いられている調査手法はプロジェクトが技術移転した方法とは異なる、いわば簡

易版である。本手法を今後も実施できる能力を組織内で維持するためには、プロジェ

クト期間中に習得した職員を中心として、組織内での技術移転を行なうことが求めら

れる。

一方、市場情報の収集については州政府の経済開発局が担っており、実際に女性庁

自体が調査する必要は無い。むしろ女性庁に必要なことは、経済開発局とのコンタク

トを欠かさず、適宜情報を入手することである。

2）運営管理能力

プロジェクトが提示した支援プログラム活動を活性化させるためには、まだ運営管

理能力の向上が必要な段階にあり、持続性があるとは言い兼ねる状況にある。これは

現状、支援グループへのモニタリングや研修後のフォローアップが十分に出来ていな

い点や業務マニュアルが当初期待されていた程には活用されていないなどの事実から

判断できるものである。

3）調整・連携能力

調整・連携能力については、現状のところ機能しているが、それは研修経済開発部

長をはじめとした個々人の属人的ネットワークによる部分が大きい。仮に部長が人事

異動した場合には、そのネットワークがそのまま組織に残されることは困難になるも

のと予測されるため、持続性としてはやや低い（ただし当然のことながら、後継者も

また自らのネットワークを有しているため、他組織とのネットワーク自体は継続する

であろう）。なお、プロジェクトが試みた調整・連携の仕組み：複数組織によるテクニ

カル・コミッティーによる会合等は既述のとおり、実質的に解散しており、その仕組

みを利用することは難しいと予想される。

4）情報管理能力

情報管理能力については、プロジェクト終了後も外部の民間会社等から情報分野の

業務経験者を雇用しており、技術レベルはむしろ向上している。情報分野と言う業務

特性からも、新規に雇用された職員で十分に対応できるものであり、この点にかかる

技術面での持続性は問題が無いと考えられる。

以上、能力分野別に技術力を検証したが、情報分野を除いて、総じて言えることは、

これらの能力や知見が個々のレベルにとどまっており、組織としての広がりに至って

いない点である。この点を解決できない限り、上記の技術は人事異動とともに雲散霧

消してしまう可能性がある。
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3.4.4 カウンターパートの財務

女性庁の予算は下表のとおりであり、ほぼ同額の予算が過去 4 年間に亘って確保さ

れている。

表 10 女性庁予算

年 2009 2010 2011 2012

予算額 34,240 36,400 36,240 35,336
出所：女性庁

しかしながら、これら予算の約 90％は人件費であり、かつ残る 10％もオフィス賃料

や光熱費等でほぼ占められており、それら各経費を差し引いた後にはじめて、女性庁

職員が州内各地にモニタリング等で訪問できる交通費を確保できる仕組みとなってい

る。つまり、実際に現地に赴き、適宜必要な助言やフォローアップを行なう予算が安

定的に確保されている状況ではない。

また、州内での出張については管理部門の承認を受けなければガソリン代の支出が

認められないなど、手続き面でも機動的な動きを阻害しかねない環境にある。実際に

女性庁では年毎の変動はあるものの、州内各所への出張頻度は財政面から厳しく制限

を受けているのが現状であり、年に 3－5 回程度の出張頻度となっている。

一方、現場に近い支所についても、確保されているガソリン代は 3,200－3,800 ペソ

/月程度であり、頻繁な現地訪問を行なうには厳しい予算となっている。このガソリン

代を以て、各支所が管轄する多数のコミュニティを訪問し、かつ公務のための都市部

への出張を行なわなければならない。聞き取りからは、支所職員の現場訪問は月に 5

回程度が限界とのことであった（なお、ホセ・マリア・モレロス支所で 50 コミュニテ

ィ、ラサロ・カルデナス支所で 34 コミュニティを支援している）。

女性庁の役割としては、女性グループの選抜から始まり、研修のアレンジ、その後

のモニタリング、必要に応じてのフォローアップといった一連の流れを支援するもの

であり、女性庁自身が機動的に現場に赴くことが重要である（女性庁自体は基本的に

事業費を有していない）。そのため、機動的な現場訪問を可能とさせる予算を確保でき

ているか否かが、財務面の持続性として最も問われる点である。

その観点に立てば、やはり現時点における女性庁の財務面の持続性は厳しいと言わ

ざるをえない。

以上より、本プロジェクトは、カウンターパートの体制、技術、財務状況に重大な

問題があり、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は低い。

（千ペソ）
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4．結論及び教訓・提言

4.1 結論

本プロジェクトは、キンタナ・ロー州の女性庁研修経済開発部が組織強化を果たし、

その結果として女性グループへの支援プログラムが確立されることを目指していた。

本目的は、女性グループを支援するにあたり、より効果的かつ効率的な方法・体制を

模索していた女性庁のニーズに合致した取り組みであった。また、厳しい経済状況に

直面するマヤ族地域への支援、とりわけ出稼ぎ等で夫が不在なケースの多い地域にお

いて女性支援を掲げた点は、対象地域のニーズおよび中央・州の開発政策にも合致し

た取り組みであった。一方、本プロジェクトでは、そのプロジェクトデザインにおい

て、必要とされる女性庁以外の関係組織の巻き込みが少なく、また支援プログラム実

践に向けた検証が不足していたといった課題が見られた。これらのことから妥当性は

中程度である。

プロジェクトの活動は予定通り実施され、事業期間は計画内に収まったが、事業費

が計画を上回ったため、効率性は中程度であった。また、有効性については、プロジ

ェクトが目標として掲げた「女性グループへの支援プログラム」はプロジェクト期間

中に作成され、各種の成果も指標項目を概ね達成した。しかしながら、プロジェクト

が終了して以降、これらの成果内容の継続的な効果発現は限定的な状況にある。また、

上位目標についても、収入向上を果たしている女性グループが 3-4 割程度見られるも

のの、プロジェクトが支援した民芸品ブランドは現在ほぼ作成されておらず、従前の

製品を作成、販売するといった逆戻りの状態になっている。以上から有効性・インパ

クトの達成度は低い。

今後の持続性については、女性庁の人数不足ならびに予算の制限が、定期的なフォ

ローアップを必要とする支援活動の制約となっている。そのため、事後評価時点にお

ける持続性は低い。

以上より、本事業の評価は低いといえる。

4.2 提言

4.2.1 カウンターパートへの提言

 キンタナ・ロー州経済開発局との連携強化が必要である。このことによって、現在

停滞している本プロジェクトで作成した製品（PRODEMAYA ブランド）の活性化

に繋がる可能性がある。具体的に想定される活動としては、州経済開発局が有する

民芸品の販売ルートに PRODEMAYA 製品を加えてもらうこと、同局が運営する販

売ウェブサイトに PRODEMAYA 製品も同じく掲載してもらうことである。また、

販売の活性化を視野に、PRODEMAYA 製品の価格設定の再検討を経済開発局とと

もに行なうことも提言したい。

 なお、実際に 2013 年 2-3 月にはプロジェクト対象グループのうち、6 つのグループ

が経済開発局の主催する販売フェアに出店するなど、新たな連携の取り組み例も生
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まれ始めている点は高く評価できるものである。女性庁へは、今後、これら経済開

発局との連携を更に強め、今回の出店が叶わなかった他グループに対する支援も進

めることを提言したい。

 本プロジェクトで技術移転された知見、技術は、これまでのところ少数のカウンタ

ーパート個々に浸透したレベルにとどまっている。しかも、人事異動があれば雲散

霧消してしまう可能性が高い。組織内でプロジェクト成果を技術移転させる取り組

みが必要である。また、マニュアル等のダイジェスト版を作成するなどして、成果

を広く流布させる努力も求められる。

 業務マニュアルおよび研修ガイドが女性庁内部に浸透していない。現在、この内容

を把握している人物は限られていることから、これらのエッセンスを関係者で分か

ち合うことが必要である。また、内部規約の変更に伴い、必要な箇所については加

筆修正も求められる。

更に研修ガイドについては、女性庁とともに活動する経済開発局をはじめとした関

係組織に対しても積極的な活用を促すことが大切である。

4.2.2 JICA への提言

特になし。

4.3 教訓

 女性庁のようなコーディネート機関が、技術面までを含めて主体的に支援する現場

業務を実施することは時に非常に難しい。分野専門家を有する実施機関とのコラボ

レーションを考える必要があるであろう。この際には、対象省庁の関係性に基づき、

横並びのカウンターパートとしないまでも、ワーキンググループ等の形で適宜参加

してもらうといった体制を取ることが考えられる。

 プロジェクト内容・活動を計画する際には、カウンターパート機関が有するニーズ

にのみ着目するのではなく、そのニーズに基づいた活動を受けとめられるだけの人

員体制の存否やその活動が組織のマンデートを超越するものであるか否か等を事

前に十分確認することが大切である。この観点において、本プロジェクトの事前評

価調査の段階では、女性庁のより詳細な組織体制・人数、予算（実際の活動に充当

できる予算）、他関連組織のプログラム内容および女性庁との関わり方などを調査

することが必要であったと考えられる。

 本プロジェクトのように、ある課題を対象としたプログラムやモデルの構築を目指

すプロジェクトにおいては、そのプロジェクトデザインにおいて、プログラムやモ

デルの有効性を検証する機会を設けることが必要である。この検証、活用のプロセ

スを経ることによって、プログラム・モデルの有効性を高めることが期待できる。
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 本プロジェクトの経験は、民芸品製作の技術力は継続支援によって向上することが

十分に可能であることを証明した反面、販売戦略・マーケティング戦略はその方向

性に様々な選択肢があるため、その判断が非常に難しいということを改めて示した

と言える。当時、本プロジェクトは中国や近隣国などの廉価な土産・民芸品が並ぶ

現状に鑑みて、高級品路線を目指した。その判断は一理あったであろうが、時間が

経過した現在言えることは、その戦略は持続性の観点において非常に難易度の高い

アプローチであったということである。そもそも貧困地域に暮らすマヤ族女性が自

ら高級ホテルと伍して納品を継続できるとする考えは、組合の代表者を育成する等

といったアプローチを取ったとしても、その現実性は低いと考えるべきであったで

あろう。少ない販売頻度で大きな利益を一度に狙うのではなく、小額であっても継

続的な販売活動を行なうアプローチの方が、組織の活性化につながるという事実を、

本プロジェクトの女性グループの現状は伝えている。


