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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：アフガニスタン・イスラム

共和国 
案件名：都市型保健システム強化プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第二グ

ループ保健第四課 

協力金額：3 億 8,000 万円 

協力期間 2009 年 12 月～2012 年

12 月 

先方関係機関：公衆衛生省（MoPH）、カブール州保健局

（KPHD） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：技術協力「リプロダクティブ・ヘルスプロ

ジェクトフェーズ２」 

世界銀行・日本社会開発基金 

１－１ 協力の背景と概要 

アフガニスタン・イスラム共和国（以下、「アフガニスタン」と記す）の地方部では、世界

銀行（World Bank：WB）、米国国際開発庁（United States Agency for International Development：

USAID）、欧州委員会（European Commission：EC）など保健分野の主要ドナーによる多額の資

金支援により、保健施設の運営全般を NGO に委託し、NGO がアフガニスタン政府の定める基

礎的保健医療サービスパッケージ（Basic Package of Health Services：BPHS）を提供する方式が

とられている。この方式を採用することにより、BPHS のカバー人口が全国の 85％を占めるに

至った（2008 年当時）。 

一方、2002 年以降の JICA によるアフガニスタン支援の本格的な再開以降、結核対策及び母

子保健分野における制度・組織整備支援、人材育成を行うなかで、カブール市をはじめとした

都市部における課題として次の事項が確認された。 

    

（1）高い人口密度及び人口流動性、貧富の格差、国内避難民などの都市貧困層の存在といっ

た都市特有の問題がある。 

 

（2）保健事業運営資金が不足し、またドナーからの資金支援がほとんど得られないために、

基礎的保健施設は給与の遅配による職員の士気の低下、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を対象とした基礎的保健サー

ビスの提供が困難である。 

    

上記背景を踏まえ、基礎的な保健サービスが適切に提供されてこなかったカブール都市

部、特に都市貧困層に焦点を当て、既存施設の配置の見直しを含めた都市部に適した保健

システム改善モデルを開発し、世界銀行・日本社会開発基金（Japan Social Development 

Fund：JSDF）を用いて同改善モデルを実施、有効性や改善点等を検証して完成させること

を目的に、「都市型保健システム強化プロジェクト（Urban Health System Strengthening 

Project：UHSSP）」（以下、「本プロジェクト」と記す）が開始された。また、本プロジェ
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クトによって開発された都市型保健システム改善モデルのもと、カブール州保健局（Kabul 

Provincial Health Directorate：KPHD）が適切に保健行政を実施できるよう、KPHD のマネ

ジメント能力強化も本プロジェクトの成果として設定された。 

プロジェクト開始後、プロジェクトは現状調査の結果を踏まえ、カブール市内の保健施

設統廃合案を含めた都市型保健システムモデル（Urban Health Model：UHM）を開発、UHM

は 2010 年 8 月に公衆衛生省（Ministry of Public Health：MoPH）内の理事会により承認さ

れた。しかし、MoPH 及び KPHD が方針を変更し、既に承認されていた既存施設の統廃合

が中止となり、UHM 実施が困難となった。さらに、プロジェクト開始当初は都市部にお

ける BPHS 実施は NGO に委託することが想定されていたが、KPHD が担うことになった。

これらの変更を受け、2011 年 9 月に運営指導調査が実施され、プロジェクトの方向性を検

討し直した。その結果、（1）都市型保健システム強化のための 3 つの介入（①分娩可能な

包括的保健センター（Comprehensive Health Center with Delivery：CHCwD）での母子保健

サービスの推進、②官民連携による予防接種カバー率の拡大、③コミュニティ・ヘルス・

ワーカー（Community Health Worker：CHW）による地域医療〔Community-Based Health Care： 

CBHC）の取り組み〕を実施・検証、（2）適切な保健行政実施のための KPHD のマネジメ

ント能力（計画立案、予算編成、モニタリング・評価等〕強化をめざすこととなった。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

カブールにおいて都市型保健サービスが効果的・効率的に提供される。 

 

（2）プロジェクト目標 

カブールにおいて都市型保健システムのモデルが強化される。 

 

（3）成果 

①現状分析の結果に基づく都市型保健システムを強化するための介入が検証される。 

②KPHD のマネジメント能力（計画立案、予算編成、モニタリング・評価、データ収集・

分析）が強化される。 

 

（4）投入（2012 年 8 月時点） 

1）日本側 

・専門家派遣     ：25 名（短期）計 79.7 人月 

・機材供与      ：保健センターへの診療用機材、必須医薬品、医療資材等 

・ローカルコスト負担 ：約 5,941 万 2,000 円（2012 年 3 月まで） 

・プロジェクト事務所 ：（2011 年～2012 年） 

2）アフガニスタン側 

・カウンターパート（Counterpart：C/P）配置 ：40 名（MoPH 19 名、KPHD 21 名） 

・土地・施設提供 ：プロジェクト事務所：（2010 年まで） 
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２．評価調査団の概要 

担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 

協力企画 

評価分析 

大野 裕枝 

籠田 綾 

小林 美紀 

JICA 人間開発部保健第二グループ 保健第四課課長 

JICA 人間開発部保健第二グループ 保健第四課職員 

NPO 法人 HANDS（国内作業のみ） 

調査期間 2012 年 9 月 9 日～2012 年 9 月 18 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）各成果の達成状況 

成果 1：現状分析の結果に基づく都市型保健システムを強化するための介入が検証される。 

指標 1. 少なくとも 1 つの介入について、都市型保健システム強化につながることが検証

される。 

各介入の有効性は、終了時評価終了後 2012 年 12 月に“Recommendation on sustaining 

implementation of the interventions for urban health system strengthening and expansion to the 

country”のなかで MoPH と JICA 双方で確認され、都市型保健システム強化につながるこ

とが検証された。 

3 つの介入のうち、②官民連携予防接種拡大は順調に実施されたが、①CHCwD での母

子保健サービス推進と③CHW による CBHC の取り組みは開始が遅れた。①については、

CHCwD 対象施設選定、アフガニスタン側による人員配置に時間を要し、CHCwD の活動

は 2012 年 5 月に本格的に開始された。また、③については、JSDF 資金を活用して CHW

研修を実施する計画だったが、MoPH と KPHD 間で JSDF 資金管理担当決定の調整に時間

を要し、CHW 研修が 2012 年 6 月から実施され、その後 CHW によるコミュニティでの活

動が開始された。 

    

成果 2：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。 

下記に基づき、成果 2 については達成されていると判断する。 

指標 2-1. 研修を受けた KPHD スタッフの割合 

KPHD スタッフの頻繁な交代により、正確なスタッフ総数の把握及び割合を算出するこ

とは困難であった。しかしながら、終了時評価時点までに実施された研修には、延べ 335

名の職員が参加した。2012 年 9 月時点の KPHD の全職員数は 52 名であり、職員 1 名当た

りの平均研修参加回数は 6.4 回となっている。都市部における BPHS 実施方針の変更に伴

い KPHD スタッフの能力調査を再度実施したため、研修実施は当初計画より遅れが生じた

ものの、プロジェクト実施第 2 年次、3 年次（アフガニスタン暦による 2010 年 4 月～2012

年 3 月）にかけて KPHD 職員を対象とした各種研修が行われた。加えて、チームワーク強

化等の実地研修（On the Job Training：OJT）が実施された。 

指標 2-2. 計画どおりに開催された州公衆衛生調整委員会（PPHCC）の回数 

KPHD の活動モニタリングを行う州公衆衛生調整委員会（Provincial Public Health 

Coordination Committee：PPHCC）はプロジェクト活動の実施中、当初計画どおり、月 1 回
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のペースで定期的に開催された。 

指標 2-3. MoPH への報告書提出率と予定どおりに提出された報告書の割合 

KPHD から MoPH への四半期活動報告は、プロジェクト実施期間を通じて徐々に提出率

が上昇し、2011 年 4 月から 2012 年 6 月の提出率は 100％となっている。 

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：都市型保健システムのモデルがカブールにおいて強化される。 

    

プロジェクト目標は部分的な達成にとどまっている。指標 1 に関しては成果が十分に達

成されており、指標 2 に関しては達成状況を検証中である。 

指標 1「計画どおりに実施されたモニタリング及び評価（Monitoring and Evaluation：M&E）

の訪問の割合」は、2010 年度は 95.8％、2011 年度は 44.4％にとどまったものの、2012 年

度（終了時評価時点まで）は定着が進み 100％となっており、十分に達成されたと判断で

きる。指標 2「都市部の BPHS 提供施設外来を利用した女性、5 歳未満児の数」について

は、データを収集中である。 

 

（3）上位目標の達成見込み 

上位目標：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。 

    

上位目標の達成見込みは、2012年 11月にプロジェクトがアフガニスタン側へ提案する「都

市型保健システム持続のための方策と国内他都市への展開に関する提言」（以下、「提言」

と記す）の今後の展開によるため、終了時評価時点での判断は困難である。 

「提言」に基づき、関係者間で都市型保健システム改善のための強いコミットメントが

形成され、かつ WB・EU が実施を予定している「移行期における保健活動強化システムプ

ロジェクト（System Enhancement for Health Action in Transition Project：SEHAT 2013-2018）」

など、他の保健プロジェクトに「提言」が採用されれば、プロジェクトの成果が有効かつ

効率的なサービス提供につながる可能性がある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

1）相手国の政策との一致 

アフガニスタン国家開発戦略（Afghanistan National Development Strategy：ANDS）の

経済社会開発分野において、保健セクターは 3 つの柱のうちの 1 つとして位置づけられ

ており、基礎的な保健サービスの普及が保健セクター内での優先事項となっている。地

方部では WB、USAID、EC など主要ドナーが BPHS の提供を支援しており、全国レベル

での BPHS のカバー率が上昇している。一方、カブール都市部では基礎的な保健サービ

スの改善が進まなかったことを踏まえ、本プロジェクトは特に都市貧困層に焦点を当

て、都市部に適した保健システム改善モデルを通じて基礎的保健サービスの提供をめざ

した点において、アフガニスタンの政策と一致している。 
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2）日本の政策との一致 

2002 年 1 月に東京で開催されたアフガニスタン復興支援国際会議において、国際社会

が復興の鍵となる優先分野（保健・衛生を含む 6 分野）を確認して以降、日本政府は保

健医療を含む基礎生活分野支援を実施してきた。2012 年 7 月に開催された東京会合にお

いても、持続的・自立的発展のための支援として、保健医療分野を含めた支援実施を表

明しており、本プロジェクトは日本の対アフガニスタン支援方針と合致する。 

3）相手国のニーズとの一致 

都市部は、高い人口密度及び人口流動性、貧富の格差、国内避難民などの都市貧困層

の存在といった特有の問題を抱えている。しかしながら、都市部は地方部と比較して保

健指標がよいため、ドナー支援の対象とはならず、主要ドナーは地方部にて NGO 委託

による BPHS 実施を支援している。このような状況を踏まえ、本プロジェクトでカブー

ルの都市型保健システム強化をめざすことは妥当であるといえる。 

4）プロジェクトデザインの妥当性 

本プロジェクトは、①都市型保健システム強化のための介入の検証、②KPHD のマネ

ジメント能力強化の 2 つの内容から構成されており、いずれもプロジェクト目標である

都市型保健システムの強化に不可欠なものであることから、プロジェクトデザインの妥

当性は高いといえる。改訂後の PDM で設定された都市型保健システム強化のための 3

つの介入に関しても、2009 年末から 2010 年に行われた現状分析に基づき内容が決定さ

れたもので、現地のニーズに基づいていることから、妥当であると考えられる。また、

3 つの介入は既存施設の活用を前提としているため、多くの追加投入や大幅な組織変更

を要せず実施可能な活動であり、実施体制の面からも妥当性が認められる。 

 

（2）有効性：中程度 

1）プロジェクト目標の達成状況 

指標 1 の「計画どおりに実施されたモニタリング及び評価（M&E）の訪問の割合」は、

成果が十分に達成されているが、都市型保健システム改善モデルとして試行される 3 つ

の介入の検証のための実施期間が短かったことなどにより、終了時評価時点ではプロジ

ェクト目標は部分的な達成にとどまっている。残りのプロジェクト期間でこれら介入の

有効性について検証し、「提言」を作成する計画である。 

2）プロジェクト目標達成と成果の因果関係 

成果 1 は都市型保健システム改善のための有効な方策を検証し、プロジェクト目標の

達成に貢献するとのデザインとなっている。都市における保健サービスの充実のために

は、都市型保健モデルを強化するための介入を検証するとともに、成果 2 に該当する都

市型保健システム改善モデルを実施のための KPHD の能力強化が不可欠であり、成果 1、

2 はプロジェクト目標達成に不可欠な要因である。 

3）プロジェクト達成に係る外部条件 

プロジェクト目標の達成に係る外部条件である「JSDF による医療機器、医薬品の調

達が適切なタイミングで行われる」については、JSDF の支出が遅れプロジェクト活動

に影響が生じた。しかしながら、プロジェクトでは、この影響を最小限にとどめるため、

プロジェクトで介入活動を進めるうえで必要最小限の医薬品を供与するなどの対策を
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とった。 

 

（3）効率性：中程度 

アフガニスタン側の人材不足とスタッフの頻繁な交代があり、MoPH、KPHD の C/P が

適切に配置されたとはいい難い。また、MoPH と KPHD の努力にもかかわらず、終了時評

価時点においても CHCwD で 24 時間分娩サービスを行う保健医療従事者の配置は不十分

であった。 

また、日本人専門家の配置は、専門性、タイミングが必ずしも適切であるとはいえない

面がある。例えば、UHM を策定した実施第 1 年次（2010 年）に派遣されていた専門家は、

各派遣時の滞在日数が 30 日以内と短期であり、効率的な業務実施が困難な場合があった。

加えて、2011 年以降は安全対策のため、同時に 2 名を超える専門家がアフガニスタンに滞

在できなくなったため、現地活動が滞らないように留意しつつも、適切なタイミングで必

要とされる専門性をもつ人材を派遣することが困難となった。 

 

（4）インパクト：中程度 

1）上位目標の達成見込み 

前述のとおり、上位目標の達成見込みは、2012 年 11 月にプロジェクトがアフガニス

タン側へ提案する「提言」の今後の展開によるため、判断は困難である。 

2）正のインパクト 

正のインパクトとして、JICA 技術協力プロジェクト「リプロダクティブ・ヘルスプロ

ジェクトフェーズ 2（Reproductive Health Project Phase 2：RHP2）」との連携活動が行わ

れた。本プロジェクトで実施している介入のうち①の活動対象施設で勤務する 22 名の

助産師を対象に実施した基礎的緊急産科・新生児ケア（Basic Emergency Obstetric and 

Newborn Care：BEmONC）研修を RHP2 にて実施した。本件のような連携は、同じ MoPH

を C/P とするプロジェクト間での資源の有効利用、KPHD と RHP2 の C/P である MoPH

リプロダクティブ・ヘルス部の関係強化という正のインパクトをもたらした。 

 

（5）持続性：中程度 

KPHD のマネジメント能力は、本プロジェクトにより実施された各種研修により改善さ

れている。また、JSDF を活用した MoPH 及び KPHD による「カブール都市保健プロジェ

クト（Kabul Urban Health Project：KUHP）」で雇用しているコンサルタントが、KPHD の日

常業務実施をサポートしていることも、組織的な持続性の確保に貢献している。財政面で

は MoPH にはプロジェクト活動のための自己財源が少なく、他ドナーからの活動資金を確

保することが不可欠である。KUHP は 2011 年 9 月から 2013 年 9 月まで実施予定であり、

都市型保健に関する資金源が確保されている（協力金額 350 万 280 US ドル）。加えて、WB

と EU が都市型保健のコンポーネントを含む SEHAT（2013-2018）を実施する予定であり、

同プロジェクトが承認されれば、2013 年 9 月以降も都市型保健強化に必要な財源が確保で

きることになる。 

プロジェクトは、都市型保健システム強化のための 3 つの介入の有効性を検証後、関係

者に「提言」を提示する予定である。2012 年 8 月末に「提言」（案）が作成されており、
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それを基に関係者との協議を実施、11 月に「提言」の最終版を提出する流れとなっている。

「提言」内容が KUHP、SHEAT の活動として取り込まれ、活動が拡大することが期待され

ており、MoPH、WB、EU 等の関係者間で介入実施に係る合意を得ることが重要となる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

・PDM 改訂にあたり、プロジェクトをとりまく状況や残りの実施期間を考慮し、成果 1

に係る都市型保健システム強化のための 3 つの介入が設定された。 

    

（2）実施プロセスに関すること 

・実施が困難な状況となり、活動の方向性を変更するために PDM を改訂した。 

・プロジェクトによる技術協力に加えて、JSDF 資金による KUHP で雇用されているコン

サルタントが KPHD の日常業務実施をサポートしており、組織的な持続性の確保に貢献

している。 

 

３－４ 問題点及び問題を起因した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし 

    

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト開始以降、UHM で提案した第 1 次・第 2 次レベルの保健施設統廃合の中

止等、MoPH による方針の変更があったことにより、プロジェクトは活動を見直すことと

なった。 

また、本プロジェクトは、UHM を開発し、モデルの試行には WB の JSDF が活用される

ようデザインされた。しかしながら、JSDF 資金を活用した活動開始が当初計画よりも遅

れ、2012 年 4 月に始まったため、JSDF の資金で実施を予定していた CHW 研修第 1 フェ

ーズ費用を日本側で負担するなど、活動に影響が出た。JSDF による活動が当初計画より

も遅れた背景として、UHM 実施方針決定に時間を要したため WB に対するプロポーザル

提出が遅れたこと（その後 2011 年 9 月に KUHP として承認された）、WB の承認後も国会

の予算承認、MoPH と KPHD 間でのプロジェクト担当機関確定及び手続きに時間を要した

ことが挙げられる。 

さらに、アフガニスタンの治安悪化のため、多くの面でプロジェクトの活動が制限され

た。安全対策を理由としたプロジェクトオフィス移転に伴い、KPHD、MoPH の C/P との

コミュニケーションが難しい場面があった。また、日本人専門家の人数が制限され、同時

に 2 名を超える専門家がアフガニスタンに滞在できなくなった。そのために、必要な専門

性をもつ人材を適切なタイミングで派遣することが難しい場合もあった。 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトは、アフガニスタン側の方針変更や治安悪化による活動制限等があったが、

柔軟に対応を行い、プロジェクト目標達成に向けた努力を行った。第 1 次・第 2 次レベルの保



 

viii 

健施設の統廃合を重要な活動に設定した UHM は一度アフガニスタン側から承認されたもの

の、施設統廃合に伴う人員削減に対する反発への懸念により統廃合が中止され、UHM 実施も

困難となった。加えて、治安の悪化等、実施に影響を与えるような外部要因も多数あった。そ

のような状況に対し、プロジェクトでは 2011 年 9 月の PDM 変更をはじめとして、活動を軌道

に乗せ、進捗させるためのさまざまな努力を重ねた。PDM 変更後の活動期間は比較的短く、ま

た JSDF による活動資金の遅れや必要な人員配置が未了であったものの、新たに設定された都

市型保健システムを強化するための 3 つの介入の検証の結果、これら介入が都市型保健システ

ム強化へ貢献することがわかった。また、KPHD の能力はさまざまな研修を通じて強化されて

いる。以上の理由により、終了時評価時点ではプロジェクト目標の達成等の成果の発現は限定

的なものにとどまっているものの、今後「提言」によってまとめられた案をアフガニスタン側

が実施することで、上位目標は十分達成可能と考えられる。ゆえに本プロジェクトは予定どお

り終了される。 

プロジェクトでは終了時評価後 2012 年 12 月に「提言」を作成し、カブール市内他地区での

保健システム改善のための方向性を示した。この「提言」に基づいて都市型保健システム改善

を更に進めるため、既述の SEHAT に「提言」内容が取り込まれるよう、MoPH、WB、EU 等の

関係者と提言案を共有し、十分に協議することが重要である。 

 

３－６ 提言 

「提言」の最終版は、終了時評価後 2012 年 12 月の合同調整委員会（Joint Coordination 

Committee：JCC）で合意された。 

「提言」内容を実施に移す際には、まずは現在のパイロット地区からカブール市内の他地区

への展開をめざすことが必要である。その際、パイロット地区での活動が継続実施されること

と、人材確保やトレーニングに関する詳細計画を策定する必要がある。またカブール以外の地

域の都市部で展開する場合には、対象となる都市の状況、ニーズ、実施可能性を調査すること

が必要であろう。 

 

３－７ 教訓 

アフガニスタン側の関係部局による承認や、合意形成等を含め、関係者との連携には長い時

間と労力を要する。特に、本プロジェクトのような革新的な案件の場合には、MoPH 及び KPHD

内の各部署、州保健行政官、他ドナー等の関係者との調整が重要であり、プロジェクトの実施

期間を設定する際に連携に要する時間を考慮する必要がある。 

また、女性が参加する活動の持続性を確保するためには、家族の理解が不可欠である。プロ

ジェクトが介入を実施した CHCwD の 1 つでは、女性がヘルス･プロモーションのようなコミ

ュニティでの活動に参加することが一般的ではないため、家族やコミュニティからの抵抗があ

った。そのため、プロジェクトは、コミュニティ向けに女性による活動に理解を得るための啓

発を行った。本取り組みは、女性が参加する活動の持続性を確保するための 1 つの方策である

と思われる。 

 

 




