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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：スーダン共和国 案件名：ダルフール及び暫定統治三地域人材育成プロジェクト 

分野：人的資源 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：スーダン事務所 協力金額（評価時点）：総額（予算）14 億 9,800 万円 

協力期間 

（R/D）：2009.6～2012.5 

（延長）：2012.6～2013.5 

先方関係機関：地方分権化 高評議会（HCDG） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

スーダン共和国（以下「スーダン」という。）では、2005 年に「南北包括和平合意」が成立、

その後 2011 年 7 月に南スーダンがスーダンから分離独立した。しかしながら、アビエイ地区の

帰属、国境線確定など南北スーダン間の未解決事項については大きな進展がみられないほか、

双方の反政府勢力への支援問題など両国の対立は今も続いている。2003 年にスーダン西部で勃

発したダルフール紛争は、一部の反政府勢力との和平合意は結ばれたものの、多くの反政府勢

力は現在も現スーダン政権の打倒を掲げ、住民間の資源や土地をめぐるさまざまなレベルでの

対立が続いており、新たな避難民も発生し続けている。南北内戦の激戦地であった南コルドフ

ァン（South Kordfan State。以下「SK」という。）、青ナイル（Blue Nile State。以下「BN」と

いう。）両州でも、州政府の主導権等をめぐり、今なお政府軍と南スーダン政府に近い（Sudan 

People's Liberation Movement-North。以下「SPLM-N」という。）との間で武力衝突が継続して

いる。 

これら地域では、母子保健の指標（妊産婦死亡率、乳幼児死亡率など）、安全な水へのアク

セス、教育（職業訓練）へのアクセスがいずれもスーダンの他州より低い状態にある。これら

低開発状態の改善にあたって、主な要素である行政サービスの向上を目的として、本プロジェ

クトは、ダルフール 3 州、青ナイル州、南コルドファン州を対象として、首都ハルツームでの

トレーナーズ・トレーニング（Training of Trainers。以下「ToT」という。）と、機材・教材の

供与を中核として協力を実施している。 

本プロジェクトのカウンターパート（Counterpart Personal。以下「C/P」という。）機関は、

中央政府の地方分権化 高評議会（Higher Council for Decentralized Governance。以下「HCDG」

という。）（旧連邦統治省：2010 年 6 月に改編）がプロジェクト全体の取りまとめ機関となり、

州政府の各行政機関〔州財務省（State Ministry of Finance。以下「SMOF」という。）、地方自

治省、州水公社（State Water Corporation。以下「SWC」という。）、州保健省（State Ministry of 

Health。以下「SMOH」という。）、職業訓練校、技術高等学校（Technical School。以下「TS」

という。）〕が事業実施主体となる体制で、2009 年 6 月～2013 年 5 月までの 4 年間の予定でプ

ロジェクトを実施している。現在、1 名の長期専門家（業務調整/データ管理）、6 名の短期専門

家〔チーフアドバイザー/モニタリング強化、社会情勢分析/紛争予防配慮、保健パイロット活

動支援/モニタリング、給水データ管理・パイロット活動モニタリング、職業訓練・生計向上支

援（ダルフール地域）、職業訓練・生計向上支援（暫定統治三地域：Three Protocol Areas。以
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下「3PA」という。）〕の計 7 名の専門家を派遣中であり、日本人専門家がスーダン人ローカ

ルコンサルタントを活用しながらパイロット事業のモニタリングや機材の維持管理支援を行っ

ている。 

また、現在スーダンで実施中の母子保健、給水、職業訓練の各技術協力プロジェクトから、

ToT 研修など技術的な支援を部分的に得ながら、本プロジェクトを実施している。また、プロ

ジェクトではハルツームで開催する合同調整委員会（Joint Coordinating Committee。以下「JCC」

という。）に加え、各州ごとに州調整委員会（State Coordinating Committee。以下「SCC」とい

う。）、さらには、各分野ごとにセクター会合を開催し、プロジェクトの進捗把握やそのときの

課題についての協議を行ってきた。 

2013 年 5 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認すると

ともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を

導くことを目的に、終了時評価が実施された。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

ダルフール 3 州1、青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健（母子保健）、職業訓練

分野における行政サービスへのアクセスが改善される。 

 

（2）プロジェクト目標 

ダルフール 3 州、青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健（母子保健）、職業訓練

分野において、関係機関のサービスデリバリー能力が向上する。 

 

（3）成 果 

1） パイロット活動の管理及び研修を通じて、州政府の調整能力が強化される 

2） パイロット活動の実施及び研修を通じて、給水、保健（母子保健）、職業訓練分野の人

材が育成される。 

 

（4）投入（評価時点） 

 日本側： 

  専門家派遣（126.57 人月） 

   長期専門家派遣：2 名 短期専門家派遣：26 名 

  機材供与：6 億 6,118 万円 ローカルコスト負担：2 億 2,453 万 9,000 円 

  研修員受入（本邦研修：30 名、第三国研修：25 名、国内研修：489 名） 

 相手国側： 

  C/P 配置：82 名 

  土地・施設提供：日本人専門家・ローカルコンサルタント用執務室 

ローカルコスト負担：157 万 4,433 スーダン・ポンド（Sudanese Pound。以下「SDG」とい

                                                        
1 2009 年 6 月のプロジェクト開始時点はダルフール 3 州（南、北、西ダルフール）であったが、2012 年 1 月にダルフール地域

の行政区分は 5 州（南、北、西、中央、東ダルフール州）に変更された。現在、本プロジェクトでは、新しく設置された中

央ダルフール、東ダルフール州の 2 州については限定的な支援のみを行っている。 
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う。）（約 3,909 万 6,000 円） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 

（1）総括 

（2）援助戦略 

（3）地方開発 

 

（4）平和構築 1 

 

（5）平和構築 2 

 

（6）協力企画 1 

（7）協力企画 2 

（8）協力企画 3、母

子保健 

（9）職業訓練、給水 

（10）評価分析 

氏名 

森 裕之 

斎藤 光範 

林 宏之 

 

土肥 優子 

 

大石 健介 

 

北松 祐香 

村川太志郎 

南 香子 

 

加藤 久絵 

杉山 悠子 

職位 

JICA スーダン事務所長 

JICA アフリカ部 アフリカ第一課長 

JICA 経済基盤開発部 平和構築･都市･地域開

発第二課長 

JICA 経済基盤開発部 平和構築･都市･地域開

発第二課 インハウスコンサルタント 

JICA 経済基盤開発部 平和構築･都市･地域開

発第二課 

JICA アフリカ部 アフリカ第一課 副調査役 

JICA スーダン事務所員 

JICA スーダン事務所 企画調査員 

 

JICA スーダン事務所 企画調査員 

オクタヴィアジャパン株式会社 

調査期間：2013 年 1 月 30 日～2 月 28 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 紛争分析 

本プロジェクトは、紛争が終結しておらず散発的に戦闘が続くなかでの支援である。プロジ

ェクト開始以降、状況が激変したわけではないものの、プロジェクト 2 年目以降は紛争地や紛

争のアクター及びその関係性が変化し、ダルフール情勢が徐々に悪化するなかで実施されてき

た。 

プロジェクトが開始されて 1 年目にあたる 2010 年は、和平交渉等もあり比較的情勢は安定し

ていた。しかしながら、現地国連・バイの援助関係者によると 2011 年以降今日に至るまで、反

政府勢力と政府間の戦闘、コミュニティレベルでの紛争、更には民兵や反政府勢力による犯罪

活動が増加傾向にあるとみている。その背景として、①ダルフールの反政府勢力と SPLM-N と

の連合によるスーダン革命戦線（Sudan Revolutionary Front。以下「SRF」という。）の結成、

②政府がアラブ系民兵への支援を停止しアフリカ系民兵の動員に切り替えたことによりアラブ

系等が反政府側にまわるなどアクターの関係性が変化していること、③情勢が改善しないこと

に対するフラストレーション等が挙げられている。一方で、スーダンとチャドの関係改善によ

り情勢が比較的安定している西ダルフール州を中心に、難民・国内避難民（Internally Displaced 

Persons。以下「IDPs」という。）の自主的帰還が進んでいる。 

2013 年 2 月でちょうど 10 年に及ぶダルフール紛争には、大きく二つの要因がある。一つは、

従来からの域内における資源へのアクセスの不平等感を背景とした、アラブ系遊牧民族とアフ

リカ系農耕民族間の土地、水、牧草地をめぐる争いである。もう一つは、政府によりダルフー

ル地方の開発が長年軽視されてきたことが挙げられる。 
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３－２ 実績の確認 

（1）成果の達成度 

成果 1：パイロット活動の管理及び研修を通じて、州政府の調整能力が強化される。 

成果 1 は達成されたと判断される。2009、2010 年にプロジェクト管理に関する一連の研

修が実施され、本邦研修においても 2009 年度に運営管理能力強化のための研修が行われ

た。研修後、プロジェクトに対する理解が深まり、プロジェクトへのコミットメントが強

くなったことが確認された。2012 年 11 月にプロジェクトの管理体制の問題点も話し合わ

れ、州政府の事務総長を責任者とする新しい管理体制に変更、同体制下、活動が進められ

ている。一方、ローカルコストの負担に関しては、C/P 側は、これまでに 46 万 4,434US ド

ル（157 万 4,433SDG）2のローカルコストを負担している（2012 年 12 月時点）。これは JICA

負担で投入された総額 1,052 万 1,727US ドルの 4.4％にあたり、州政府の予算が厳しい状況

にあるなか、非常に大きな自助努力である。 

また、給水、保健医療、職業訓練の 3 分野の実施機関管理者（次官、局長、パイロット

活動 PM）による職員の自己能力評価では、過去 3 年のプロジェクト期間でプロジェクト

関係者の管理能力が向上したことを認める結果となった（2012 年 12 月調査）。 

 

成果 2：パイロット活動の実施及び研修を通じて、給水、保健（母子保健）、職業訓練分

野の人材が育成される。 

プロジェクト終了時までに、成果 2 はおおむね達成される見込みである。 

【給水分野】 

これまでに、計 205 名のプロジェクト関係者が ToT を受講している（第三国研修なども

含む）。ToT 受講後に行われたパイロット活動（井戸改修）は、ダルフール 3 州では計画

値 50 のうち 43 カ所（86％）の井戸施設改修が完了しており、プロジェクト終了時までに

計画は達成の見込みである。青ナイル州では、計画値（5 カ所）すべてが完了したが、南

コルドファン州は、治安悪化のため計画値 72 カ所のうちか 10 カ所を完了（11％）した時

点で計画を中止した。 

北ダルフール州でのモニタリング調査によると、パイロット活動の実施により、安全な

水にアクセスできる住民の割合、住民 1 人当たりの水使用量、井戸施設改修後の水道料金

収入の増加が確認されている。また、SWC のサービスに対する住民の満足度調査では、約

8 割近くがパイロット活動により利益を受けたと回答している。このほか、ダルフール 3

州では、80％以上の井戸で一定の揚水量の増大（20％以上）が確認されている。 

SWC 職員は、井戸改修に関する能力を向上させているものの、先進的な技術に関しては

引き続き定着のためのフォローアップが必要である。また、予算策定・確保、報告書作成

などのマネジメント能力も強化していく必要がある。 

【保健分野】 

これまでに、計 56 名のヘルスビジター（Health Visitor。以下「HV」という。）、アシス

                                                        
2 プロジェクト期間（4 年間）の US ドル/SDG、US ドル/JPY の平均レートから算出。1US ドル＝3.39SDG、1US ドル＝84.18
円で計算。 
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タントヘルスビジター（Assistant Health Visitor。以下「AHV」という。）が ToT を受講し

た3。プロジェクト対象 5 州の登録済み VMW 4,403 名のうち研修を全く受けていない 3,200

名の VMW を対象にパイロット活動（現任研修の実施）を実施した。第 1 次現任研修（2011

年 1～12 月4）では、1,499 人の VMW への研修を完了し、第 2 次現任研修（2013 年 3 月か

ら開始予定）では、1,155 人の VMW に対して現任研修の実施を予定している。したがっ

て、パイロット活動によって、合計 2,654 名の VMW を研修できる予定であり、他ドナー

が実施している現任研修も合わせると研修のカバー率は約 100％となる見込みである。 

HV への ToT の実施、VMW への現任研修の実施により、対象州すべてにおいて、研修

の事前事後のテストにおいて改善がみられ、研修を通した知識・スキルの向上が認められ

た。また、VMW が行った産前ケアの受益者数の増加、VMW の立ち合いによる出産の増

加なども確認されている。 

【職業訓練分野】 

●ダルフール 3 州 

機械、自動車、電気の 3 学科において ToT が提供され、ダルフール 3 州で合計 26 名

が受講した（2009 年 12 月～2010 年 3 月）。パイロット活動である短期職業訓練コース

の受講生の数は、目標値 540 人に対し 350 人が職業訓練を受講した（64.8％）。2013 年 5

月末から開始される第 3 次訓練で目標値は達成される見込みである。 

また、訓練卒業生に対して実施したインパクト調査によると、訓練卒業生の就業率は

北ダルフール 96.6％、南ダルフール 75％、西ダルフール 54.4％と相対的に高い。また、

卒業後の収入は、いずれの地域でも増加しており訓練効果が認められている。さらに、

インタビューを実施したほとんどの卒業生が、実際に収入の向上、就職先を見つけたこ

とが確認されている。 

●南コルドファン州、青ナイル州（2009～2011 年まで） 

2010 年 1～4 月上旬の期間で計 97 名の教員が ToT を受講（南コルドファン州：46 名、

青ナイル州：51 名）。ToT 後、5 つの訓練機関において、6 職種（自動車、電気、木工、

板金、洋裁、調理）の短期職業訓練コースが 3 期に分けて行われる計画となっていた（期

間は約 1.5～3 カ月間）。しかしながら、紛争再燃のため第 1 期訓練のみを実施した段階

で活動を停止した。第 1 期の訓練では 469 人が受講し、青ナイル州、南コルドファン州

での訓練受講者数の目標値 590 人の達成には至らなかったが、2、3 期の訓練は北コルド

ファン州のオベイド職業訓練センター（El-Obeid Vocational Training Center。以下「OVTC」

という。）が訓練機関となって青ナイル州、南コルドファン州住民の訓練を行う計画に

変更した。 

また、南コルドファン州、青ナイル州では、除隊兵士の職業訓練をめざした国連開発

計画（United Nations Development Programme。以下「UNDP」という。）/武装解除、動

員解除、社会復帰（Disarmament, Demobilization and Reintegration。以下「DDR」という。）

プログラム（国際機関経由無償資金協力）と連携し、職業訓練を実施し、合計 220 名〔女

                                                        
3 本 ToT で対象とならなかった HV、AHV を対象に、国連児童基金（United Nations Children's Fund。以下「UNICEF」という。）

との協働の下（国際機関経由無償資金協力）村落助産師（Village Midwife。以下「VMW」という。）への指導、管理強化を

目的に 64 名の HV、18 名の AHV に対して VMW 現任研修を実施した。 
4 UNICEF と国際機関経由無償資金協力を活用して、協力のうえ、実施。本無償資金協力の実施期間は 2010 年 11 月～2012 年

2 月。 
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性組合：180 名、技術高等学校（Technical School。以下「TS」という。）：40 名〕に職

業訓練を実施した（2010 年 1～9 月）。UNDP が行った卒業生の追跡調査によると、多く

の訓練受講生に収入の増加がみられたという報告がなされている。 

さらに、プロジェクト活動が中止されたあとにも、各訓練機関が ToT で習得した技術

と供与された機材を活用し、他ドナーのサポートを受けて短期職業訓練を実施している

ことがインタビュー調査より確認された。このことから、ToT 受講者が研修を通して職

業訓練実施に関する知識と技術を習得したことがうかがえる。 

●北コルドファン州、南コルドファン州、青ナイル州（2011 年 12 月以降） 

2011 年の治安悪化により、北コルドファン州（OVTC）において、南コルドファン州、

青ナイル州の住民を対象に短期職業訓練を実施するという計画に変更された。1.5 カ月の

コースを 6 職種で各 2 回訓練が行われる予定であり、第 1 次訓練は 2012 年 12 月下旬に

実施され、計 53 名（男性 39 名、女性 14 名）が参加した。第 2 次訓練は、2013 年 3 月

から開始予定であり、参加者は合計 72 名（男性 48 名、女性 24 名）を予定している。し

たがって、訓練生総数は 大でも 125 名と想定され、訓練卒業生の目標値（144 名）の

87％程度となる見込みである。 

OVTC の職員は、技術協力プロジェクト「北部スーダン職業訓練強化プロジェクト」

の主催した ToT に合計 11 名が参加している。なお、本プロジェクト主催で実施する ToT

の第 1 回目（教授法）が 2013 年 2 月中旬から開始された。本 ToT では、OVTC スタッ

フの人材育成を図るため、OVTC のスタッフ 27 名全員を対象に行われている。 

南コルドファン州と青ナイル州の VTC の ToT に関しては、両 VTC とも現在建設中で

指導員の雇用も進んでいない状況である。プロジェクト期間中に両 VTC が開校される可

能性はほとんどなく、両 VTC に ToT を実施できる可能性はほぼない。しかしながら、

2012 年 10 月に両 VTC の校長及び職員（それぞれ 2 名ずつ）が本邦研修に参加しており、

本邦研修を通した ToT を実施したことになる。 

 

（2）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標：ダルフール 3 州、青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健（母

子保健）、職業訓練分野において、関係機関のサービスデリバリー能力が向上する。 

残された活動の実施を経て、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標は達成される

見込みと判断される。 

パイロット活動というサービスの実践により職員の技術と知識は向上しており行政能力

の向上が確認されている。さらに、州政府の関係部局は、部局間での調整を進めながら、

プロジェクトのパイロット活動を支援しており、この効果は、既に 5 つの州政府が拠出し

たローカルコンポーネントの額や、今後のプロジェクト活動への予算配置へのコミットメ

ントからも確認できる。 

 

（3）上記目標の達成見込み 

上位目標：ダルフール 3 州、青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健（母子保健）、

職業訓練分野における行政サービスへのアクセスが改善される。 
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ダルフール支援国会合でのドナー国の動向、今後の紛争状況・国際社会の支援動向によ

るところもあるが、上位目標の達成見込みは一定程度あると判断される。 

上位目標を達成できるかは、2013 年 4 月に予定されているダルフール支援国会合で、他

ドナーの支援をどれだけ受けることができるか、このような枠組みのなかでいかに事業を

継続していけるかにもよる。パイロット活動は実施機関の能力強化を図る手段であると同

時に、住民の行政サービスへのアクセスを改善するという上位目標に直接貢献する側面を

併せもっている。既に多くの住民が改善された行政サービスを享受しており正のインパク

トが認められる。対象地域では基本的資機材の不足が公共サービス拡充の大きな制約要因

となっていたが、プロジェクトによる資機材整備はこの根本的な問題を解消し、上位目標

達成に一定の役割を果たしている。 

本プロジェクトを通じて、スーダン政府から本プロジェクトが高く評価されている理由

としては、プロジェクト活動を通した C/P の意識改革が認められたことが大きく影響して

いる。ダルフール開発へのオーナーシップの醸成、また C/P が活動を実際に行い、成果を

確認することで、ダルフール開発へ可能性や希望を見いだした点において本プロジェクト

の意義は大きい。 

 

（4）実施プロセス 

短期専門家が入れ替わり入ることで C/P との継続的な関係構築が難しかった点は否めな

いが、基本的には強い信頼関係が構築されていることが、C/P への聞き取り調査を通して

確認できた。JCC は計 6 回、SCC は北ダルフールと西ダルフールでそれぞれ 3 回ずつ、そ

の他の州では 2 回ずつ実施され、4 年間で、各州平均 2～3 回であり、SCC は限定的な実施

にとどまった。 

 

３－３ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下の理由により本プロジェクトの妥当性は「高い」と判断される。 

1）のプロジェクトテーマの整合性・優先度に関しては、プロジェクトが対象とした給水、

保健医療、職業訓練の 3 分野は、住民の基本的ニーズに応えるものであり、かつスーダン

における連邦政府及び州政府の開発戦略、各省庁の 5 カ年計画においても優先度の高い分

野であると指摘されており、スーダンの開発戦略とも整合性がとれている。さらには、わ

が国の対スーダン事業展開計画においても、「紛争被災民・社会再統合支援」を援助重点

分野としており、本プロジェクトの政治的・政策的意義も高いと判断される。 

2）のプロジェクト実施のタイミングに関しては、2009 年 3 月に国際 NGO が追放された

ために、その後に残されたギャップを埋め、住民の基本的ニーズに応えるために、スーダ

ン政府のライン省庁が活動を開始した時期と一致していること、また、3PA では包括和平

協定（Comprehensive Peace Agreement。以下「CPA」という。）が調印され 5 年が経過した

にもかかわらず開発が遅れていたため、プロジェクトの対象地域が拡大し 3PA を含むこと

となったことから、協力のタイミングは妥当であったと判断できる。 

3）のプロジェクト対象地域の選定の適切性に関しては、ダルフール地域と 3PA ともに、
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スーダンにおける低開発地域かつ紛争によって被災した地域であり、対象地域選定の妥当

性は高い。 

 

（2）有効性 

治安状況悪化によるプロジェクト活動への影響にもかかわらず、プロジェクト目標は達

成される見込みであり、有効性は「高い」と判断される。青ナイル州、南コルドファン州

での紛争再燃により給水分野と職業訓練分野においてプロジェクト活動を停止せざるを得

なかったが、両分野の実施機関は、中止されるまでに実施された ToT 及び供与機材を利用

し、パイロット活動を継続させている。さらに、2012 年にダルフール州が 3 州から 5 州に

再編されたことで、井戸のパイロットサイトの管轄州が変更になるなどの影響も受けたが、

他州の管轄下になったサイトに関しては、予算配置や機材の面から責任をもって管轄でき

る自州内へのサイトに変更することで対応した（西ダルフール州）。 

 

（3）効率性 

本プロジェクトは、治安情勢や、プロジェクト対象地域へのアクセスの制約がある状況

に対応するために、ローカルコンサルタント及び州政府のオーナーシップをできる限り活

用、また、国際機関との連携が効果的に活用されたことから、効率性は「比較的高い」と

いえる。 

本プロジェクトでは、対象地域の治安状況が不安定であることから、ハルツームにプロ

ジェクトオフィスを置いて日本人専門家とローカルコンサルタントの協働で遠隔操作を行

った。ローカルコンサルタントは、プロジェクトと C/P 間のコミュニケーションにおいて

重要な役割を果たしており、プロジェクト活動の効果的な実施に貢献している。また、プ

ロジェクト活動の成果を 大限に引き出すために、他のドナー（UNICEF、UNDP/DDR）

や他の JICA 技術協力プロジェクトと ToT の実施等を通じた連携を行うことでプロジェク

ト事業実施を行った。 

このほか、日本での C/P 研修（国別研修、集団研修）に参加した関係者は、研修を通し

てモチベーションを高め、指導力が発揮されていることが報告されており、このことはプ

ロジェクトの効率性を高めるうえで、有効に働いている。 

 

（4）インパクト 

プロジェクト活動の実施を通して、さまざまな正のインパクトが現れている。一つに、

スーダン政府の開発に対する前向きな意識の変化がみられる。各関係機関は、それぞれの

セクターでのパイロット活動の実施に向けてローカルコンポーネントを配置できるよう、

協力しており、これにより、州政府内の各機関の関係が構築されつつある。第二に、本プ

ロジェクトは、パイロット活動を通して州政府が住民の基本的ニーズに応えることで、住

民の政府に対する信頼を向上させるなど、政府と住民との関係に正のインパクトを与えて

いる。特に住民が高く評価している州政府による活動、特に政府に対する見方が変わった

といわれているポイントは、VMW 研修のような「末端の行政サービス」への予算配分及

び研修実施、IDPs や脆弱層を対象とした技術訓練コースへの予算配分及びコース運営、紛
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争影響地域における井戸改修である。第三に、合同協議及びモニタリングを通じて、ダル

フールの現状や行政サービスの重要性に係る理解が深まったこと、連邦と州政府の結びつ

きが強化されたことが観察されている。第四に、政府が実際に社会サービスを提供するこ

とで、政府が自信を取り戻し、自らの役割をより強く認識するようになったことも認めら

れている。このように、住民の政府への信頼醸成や連邦政府と州政府の関係強化に貢献し

たことは、長期的にみれば、紛争要因の緩和及び平和構築へのインパクトが期待される。

 

（5）持続性 

本プロジェクトを 1）技術面、2）組織面、3）財政面、の三つの観点から評価したとこ

ろ、技術面での持続性は「高い」が、組織面、財政面での持続性は「中程度である」と評

価される。 

1）の技術面に関しては、各実施機関の職員は、プロジェクトを通じてパイロット活動実

施に必要となる給水、母子保健、職業訓練サービス提供のための技術と知識を身に付けて

おり、プロジェクト終了後も習得した技術や知識を基に現場での実践を通じて維持してい

くことが見込まれる。 

2）の組織面に関しては、給水分野では、水の安定的な供給が SWC の中期計画や州の開

発戦略の重点分野となっており、2016 年までの戦略計画も作成されている。このことから、

給水事業は今後も継続して行われる可能性が高い。保健分野では、今回の一連の現任研修

が終了したのちも、スーダン連邦保健省及び各 SMOH による全 VMW に現任研修を実施す

る方針、さらには、プロジェクトで育成された研修講師である HV、AHV、さらには SMOH

のパイロット活動実施・運営能力にかんがみても、今後も継続して活動を実施するに足る

組織能力、オーナーシップはあるものと判断される。職業訓練分野では、短期職業訓練を

実施する専属教員はダルフール 3 州の TS には配属されていないことから、プロジェクト

終了後はその持続性に関して大きな課題が残る。また、南コルドファン州、青ナイル州で、

新たに開設される予定の VTC の教員の早期雇用も促進される必要がある。 

3）の財政面に関しては、ダルフール各州政府が 2013 年度から活動費（ローカルコスト）

に係る予算措置を行っており、 低限の活動は継続が可能と思われる。ただし、プロジェ

クトの終了後も予算を確保していくためには、各実施機関が投入と成果に関し高い説明能

力をもつことが求められることから、評価や報告書作成能力は、プロジェクト終了時まで

に改善を図る必要がある。また、州政府予算だけではサービスの持続的な拡充は困難と思

われ、各実施機関は独自収入の増大や NGO、援助機関との連携強化が必要である。 

 

３－４ 効果発現に貢献した要因及び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 

・他ドナーとの連携においては、それぞれの役割分担を行うことで、重複や無駄をなくし、

効率的な活動を行えるというメリットがあった一方、資金がおりるまで活動ができない

など、活動の遅れというデメリットがあったことも否めない。 

・本プロジェクトは、マルチセクターであることから、各セクターの管理者が協同で参加

する本邦研修（集団研修）や SCC などを通して、マルチセクターによる各実施機関の相
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互の理解度が更に深まり、その後の州レベルにおける各機関の関係改善が図られた。 

・分野別で行われた第三国研修では、受入れ先（モロッコやエジプトなど）が比較的文化、

技術が近い国が対象となっており、スーダンの実施機関が受入国側の助言などを受け入

れるうえで効果があった。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・ハルツームのプロジェクトオフィスからの遠隔操作の実施体制の下では、C/P がプロジ

ェクト活動を自分たちで実施せざるを得ないため、結果として C/P の参加度は高くなっ

ている。 

・開発事業における地方分権化は、スーダン政府の方針の一つであり、HCDG-州政府

-SMOF-実施機関というプロジェクトの実施体制は妥当であったと判断される。本プロジ

ェクトのパイロット活動の実施機関が州政府に属していることから、州政府のオーナー

シップが醸成され、プロジェクト計画、実施能力が高まった。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクト活動の実施により、住民の基本的ニーズの拡充及び住民と政府の関係改善へ貢

献したという点、さらにはプロジェクト実施のタイミング、対象地域の選定なども踏まえて、

妥当性は高いと判断される。さらに、不安定な治安情勢にもかかわらず、さまざまな成果を挙

げてきたことから、プロジェクトの有効性は高く、効率性は比較的高いといえる。プロジェク

トのインパクトの発現は今後期待されるが、持続性を維持するためには、各実施機関の財政面、

組織面でのより強いコミットメントが推奨される。上記を踏まえ、プロジェクト目標は 2013

年 5 月のプロジェクト終了時までに達成される見込みである。この結果、プロジェクトを予定

どおり 2013 年 5 月にて終了してよいと判断する。 

４．提 言 

４－１ プロジェクトが終了するまでに対応すべき事項 

（1）プロジェクト管理 

 SCC、日々の報告（月間報告等）を通じて、SMOF とプロジェクト実施機関各省庁間

のコミュニケーションを更に促進する必要がある。SMOF におけるプロジェクトモニ

タリングユニットの設置を通じた、プロジェクト活動モニタリング強化が行われる必

要がある。 

 SMOF 及び実施機関各省庁の管理職員の能力向上を目的として、管理職を対象とした

マネジメント研修の実施が求められる。また、研修の実施後、研修の対象となった管

理職より一般職員（郡事務所職員を含む）に対しての知識・技術の移転が求められる。

 プロジェクトによって導入された機材管理システムに基づき、供与機材の確認・管理

が定期的に実施される必要がある。 

 

（2）給 水 

 ダルフール 3 州における井戸改修、西及び北ダルフールにおける給水パイプ配管及び

南コルドファン州におけるウォーターヤード改修工事等を予定どおり実施・完了する。
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 本プロジェクトは、都市・農村両部において活動をしている実績を基に、同地域にお

ける水料金集金システム構築に関する課題の更なる整理等を進める必要がある。 

 SWC において、州及びローカリティ・レベルの職員を対象とした内部訓練を促進する。

 調査フォーマットの見直しを通じて、既存井戸のデータベースを改善する必要がある。

 

（3）保健分野 

 2013 年 1 月 31 日に締結された JICA-UNICEF 直接契約に基づき、UNICEF と協働で

VMW 現任研修の実施を開始する。 

 VMW 現任研修実施後の VMW の活動強化・支援のために、対象地域における、効果

的かつ自立発展性を考慮した HV による VMW のフォローアップ/サポーティブスーパ

ービジョンについて検討・提言を行う。 

 VMW 現任研修、5S 活動、ToT、HV・AHV を対象にした研修より教訓を抽出し、報

告書にまとめたうえで、C/P に共有・提言を行う。 

 

（4）職業訓練分野 

 コース生の選定時に、コース生の社会・経済状況の確認をすることにより、コース終

了後のモニタリング及びインパクト調査を円滑に進める。 

 過去に実施したパイロット・プロジェクトの追跡調査を実施する。 

 各種 ToT を通じた教員の能力向上を引き続き行う。 

 OVTC における第 2 回目のパイロット･コースを無事終了させる。 

 

４－２ スーダン側に中期的に対応されるべき事項（プロジェクト終了後） 

（1）全 体 

 行政サービスの提供に係る管理能力の更なる強化が必要である。PDCA（Plan、Do、

Check、Action）サイクルが、プロジェクト活動のモニタリング・評価ツールとして適

切に C/P によって活用されるべく、モニタリング/プロジェクト管理に係るガイドライ

ンが導入される必要がある。 

 機材維持管理システム（データベース等）の更なる整備、適切な管理・使用がなされ

る必要がある。 

 HCDG と JICA との間で、特に治安に係る事項、新たな活動の実施に際しては、更な

る相談・連絡の強化が必要とされる。 

 郡政府・コミュニティ関係者の更なる活動への巻き込み、オンザジョブ・トレーニン

グ（On the Job Training。以下「OJT」という。）を通じて、郡政府・コミュニティ関

係者の更なる能力強化が必要とされる。 

 

（2）給水分野 

 ローカリティ職員の能力開発を引き続き行う。特に、調査及び計画立案に係る能力が

強化されることが望ましい。 

 井戸改修活動の拡大をめざすべく、財政的安定を改善できるよう努力する。 も重要
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であろう財源は水料金であるので、コミュニティ・レベルにおける水料金の徴収シス

テムの課題整理及び強化が必要とされる。 

 各種改修及び建築事業の効率化を図るためには、機材及び材料の確保は不可欠である

ので、機材管理・調達能力の向上に努める。 

 州開発政策のなかで、開発優先順位の高い地域における井戸改修事業を進める。その

ために、井戸改修地域の選定条件を設置する。 

 

（3）保健分野 

 VMW は、技術的のみならず、心理的、金銭的にもエンパワメントがなされる必要が

ある。VMW へのインセンティブ/給与の支払い、消耗品の供与、現実的かつシステマ

ティックなサポーティブスーパービジョンの検討・実施が求められる。 

 VMW の知識・能力には限界があり、産前ケア、分娩、産後ケア、乳幼児ケアを含め

たすべての母子保健継続ケアを単独では実施できない。レファラル先病院の一般医師、

看護助産師の能力強化も合わせて検討される必要がある。 

 VMW の基礎研修の改善・強化についても検討される必要がある。 

 

（4）職業訓練分野 

 訓練費用対効果の観点から見た訓練実施の効率化を図る。卒業生の起業及び就職支援

の一環として、訓練後のマイクロファイナンス取り付けをサポートするような取り組

みを開始する。 

 TS において実施される職業訓練に関して明確な政策・方針を打ち出す必要がある。そ

のなかで、短期訓練の定義を設けるとともに、農村部の帰還民、元兵士、IDPs 及び女

性等をターゲットとした短期職業訓練コースの効果的な実施体制をいかに TS で構築

できるか検討する。 

 元兵士に対する職業訓練提供において、DDR プログラムと更に協力する必要がある。

 市場及び訓練生のニーズを十分に反映した内容の訓練コース目標の設置及び訓練実施

を行う。また、訓練実施において、社会的安定にいかに貢献するかを 大限考慮する

べきである。 

 計画、訓練実施及び就職斡旋において、クラフトマン･ユニオン等産業界関係者との連

携を更に進める。 

５．教 訓 

（1）実施中他技術協力プロジェクトの ToT 提供源としての有効活用 

本プロジェクトは、給水、保健及び職業訓練分野で現在実施中の他技術協力プロジェクト

が実施する ToT に C/P を参加させることにより、ToT の質の確保及び各分野 C/P 間の交流及

び情報共有の助長に質した。 

 

（2）国際機関経由無償資金協力案件との連携による活動範囲の拡大 

本プロジェクトは、国際機関経由無償資金協力案件との連携を通じて活動範囲及び対象者

の拡大化を図った。これら連携により、限られた資金のなかで合理的に活動範囲及び対象者
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の拡大を実現することができた。 

 

（3）マルチセクタープロジェクトの効果 

住民に直接裨益し得る対象（VMW、地方給水、IDPs などの社会的弱者）を選定しつつ、

住民の生活と直結した基礎生活改善に寄与し得る複数セクター（給水、保健、職業訓練）の

活動を実施したことにより、連邦各省庁、州政府、コミュニティよりもプロジェクト活動が

評価される結果となった。また、単一セクターではなく、複数セクターの活動であったとこ

ろ、C/P 機関である HCDG のみならず、SMOF による調整能力、実施機関各省庁を含めた調

整メカニズムの強化に寄与した。 

 

（4）ベースラインデータの欠如によるインパクト調査の難しさ 

遠隔操作であったところ、情報へのアクセスが限られていたのみならず、データそのもの

の欠如により、プロジェクト活動の効果がどのように現地住民に裨益しているのか正確に確

認することが困難となった。プロジェクトフェーズ 2 が実施される場合には、詳細計画策定

調査の段階から対象州のベースラインデータを収集する期間、国際機関やローカルコンサル

タントの活用を含めて、情報収集を行い得る体制を整備することが望ましい。 

 

（5）国別研修の効果的な活用 

プロジェクト開始直後の 2009、2010 年度にプロジェクト運営管理に係る国別研修を実施し

たことにより、連邦及び各州レベルの C/P がプロジェクト運営管理に関する知識を身に付け、

プロジェクトへのオーナーシップとコミットメントを醸成し、その後の効率的なプロジェク

ト管理につながった。プロジェクトフェーズ 2 が実施される場合には、プロジェクト開始の

早い時期から国別研修の活用を積極的に考えることが望ましい。 

 

（6）合同調整委員会（JCC）、州調整委員会（SCC）、セクター会合の効果的な活用 

JCC、SCC、セクター会合がプロジェクトモニタリング、運営管理の手段として活用され

た。遠隔操作のプロジェクトとして、日々のコミュニケーションが困難であるなか、定期的

に、JCC、SCC、セクター会合を開催することで、複数の州間、州内関係省庁間の情報と課

題の共有の場として機能した。 

 

（7）職業訓練と技術教育の違いの尊重 

ダルフール 3 州では職業訓練センター（Vocational Training Center。以下「VTC」という。）

が存在しないことから、本プロジェクトでは、これらの州における職業訓練・生計向上活動

は、州教育省（State Ministry of Education。以下「SMOE」という。）傘下の TS を使って実

施された。一方、SMOE と労働省では、訓練・教育管理、カリキュラム及び教授法が異なる

ことから、今後、職業訓練及び技術教育間の各相違点を尊重しつつ、合理的にかつ効率良い

連携を可能な範囲で検討することとする。 
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（8）プロジェクトの実施体制 

1） 在外事務所主管案件としての実施 

現場に入れないなか、現地のローカルコンサルタントや C/P のコミュニケーションは従

来の案件以上に重要であった。また、案件開始当初は現場や C/P の様子が分からず、手探

りで案件を進めていかざるを得なかった。その文脈において在外事務所が業務主管部門で

あったことは、本部が主管するよりも現場のニーズを迅速に把握し活動をよりタイムリー

に行うことに貢献したといえよう。 

2） マルチセクター案件としての実施とカウンターパート（C/P）機関 

単一セクターではなく、住民に必須の複数のセクターの活動を実施したことにより、C/P

である HCDG のみならず、SMOF 側も自らの調整の必要性を認識し、計画段階から積極的

に関与することができた。 

3） 業務実施簡易型の専門家と遠隔操作 

本案件の主な特徴の一つは、各分野に業務実施簡易型の専門家をつけ、遠隔操作で実施

することであった。治安の問題で現地に入れない以上、遠隔操作は唯一の手法であり、そ

うした制限があったなか、プロジェクトはある程度の成果を出したものと判断される。 

他方、業務実施ではなくかつ比較的短い期間で専門家が入れ替わったため、「プロジェ

クトとしての知見の蓄積」や専門家のアサインが入っていない期間における業務のフォロ

ーが非常に難しかった。 

4） その他 

今後、フェーズ 2 が実施される場合には、機材台帳への記帳や業者へのフォローアップ

も含め、適切な機材の維持管理がなされる工夫が求められる。 

６．平和構築の観点からの提言・教訓 

６－１ 本プロジェクトが置かれてきた環境 

（1）2011 年以降は全般的に情勢が悪化 

プロジェクトが開始されて 1 年目にあたる 2010 年は、和平交渉等もあり比較的情勢は安

定していた。しかしながら、現地国連・バイの援助関係者によると 2011 年以降今日に至る

まで、反政府勢力と政府間の戦闘、コミュニティ・レベルでの紛争、更には民兵や反政府

勢力による犯罪活動が増加傾向にあり、この 2 年間で情勢が悪化したとみている。 

 

（2）地域によっては安定の兆し 

一方で、スーダンとチャドの関係改善により情勢が比較的安定している西・中央ダルフ

ール州を中心に難民・IDPs の自主的帰還が進んでおり、「持続可能な帰還」が課題となっ

ている。また今次調査で訪問した北ダルフールに限った話であるが、IDPs リーダーによる

と IDPs と政府との関係に改善がみられつつあるとの声もあった。 

 

（3）10 年に及ぶ紛争の背景 

ダルフール紛争には、大きく二つの要因がある。一つは、従来からの域内における資源

へのアクセスの不平等感を背景とした、アラブ系遊牧民族とアフリカ系農耕民族間の土地、

水、牧草地をめぐる争いである。もう一つは、政府によりダルフール地方の開発が長年軽
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視されてきたことが挙げられる。紛争が長期化している背景として、部族間抗争の政治利

用、反政府勢力の相次ぐ分裂が挙げられる。 

 

６－２ 平和構築の観点からの評価 

本案件はプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix。以下「PDM」とい

う。）上、直接平和構築を意図した案件ではない。しかしながら、本プロジェクトは、予算・

人材などのリソース配分を含めた開発業務に関する一連のシステム改善と人材育成を通じ行政

サービスを向上することにより、政府とコミュニティとの関係づくり、住民の政府に対する段

階的信頼醸成をめざしている。政府が長年ダルフールの開発を軽視してきたことが一つの紛争

要因であることを考慮すると、政府への信頼醸成を通じて平和構築の促進に貢献し得る。 

（1）政府と住民との関係へのインパクト 

住民が高く評価している州政府による活動、特に政府に対する見方が変わったといわれ

ているポイントは、VMW 研修のような「末端の行政サービス」への予算配分及び研修実

施（保健分野においても当初は政府が予算拠出）、IDPs や脆弱層を対象とした技術訓練コ

ースへの予算配分及びコース運営であるといわれている。州政府の主体性をベースとした

プロジェクトにより、新たな行政サービスが政府によって直接提供されたことで、政府に

対する住民の見方が変わってきていることが確認されている。 

 

（2）地方分権化最高評議会（HCDG）の変化及び、連邦と州政府の関係へのインパクト 

プロジェクト関係者によると、プロジェクト開始当初は HCDG の関心事項は分権化推進

の立場を採りつつ地方のコントロール、域内の紛争解決であり、地方の開発の調整窓口機

関とされているにもかかわらず開発や行政サービスといった事項に関心がなく、ダルフー

ル地方に行ったことさえない行政官が多かったといわれている。プロジェクト開始以降、

何度にもわたる連邦政府 C/P との合同協議及びモニタリングを通じて、ダルフールの現

状・ニーズや行政サービスの重要性に係る理解が確実に深まっただけでなく、同評議会独

自でパイロット事業の予算確保のために SMOF に働きかけるなど、当初と比較して大きな

行動変化であると当時を知るプロジェクト関係者によって観察されている。今後はシステ

ムとして連邦政府と州政府間の協力メカニズムを構築・強化していく必要がある。 

 

（3）州政府のマインドセットの変化 

パイロット事業予算獲得の背景にあるもう一つの要因として、プロジェクト立ち上げ時

のプロジェクト関係者によると、州政府のマインドセット変化があったことが報告されて

いる。そうした変化の契機として、①州政府のキーパーソンといわれている行政官のトッ

プ州政府事務総長（Secretary General。以下「SG」という。）が、行政サービスの重要性に

ついて理解しコミットしたこと、②サービスデリバリー機関自らが予算確保に向けて、こ

れまで受動的だった姿勢を改め SMOF や州 SG、知事を含む州幹部と積極的に調整する過

程があったことなどが挙げられている。 

平和構築との関係では、行政側がコミュニティの現状・ニーズを把握したうえで、より

「受益者の視点」に立脚した事業計画・実施プロセスの改善といった改善の余地もあるこ
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とが確認された。 

 

（4）住民の部族間関係へのネガティブインパクト 

部族間抗争が発生しているダルフールにおいて特定の部族のみが裨益する結果を生み出

すことは望ましくない。特に井戸改修の裨益対象において、部族間関係へのネガティブイ

ンパクトは聞かれなかったが、裨益対象地域の簡易社会調査を実施していないことから実

際は確認できていない。 

 

６－３ 平和構築の観点からの提言 

（1）ダルフールにおける平和構築 

1） ダルフール紛争の特殊状況 

ダルフールの平和構築を考えるうえでの前提として、ダルフール紛争については以下

のような特殊状況が挙げられる。第一に、スーダン政府は政治的解決に向けた和平交渉

を続けながら、その一方で反政府勢力に対する軍事攻撃を同時並行的に進めてきた点で

ある。第二に、他の紛争国以上に反政府勢力の細分化が進むとともに、反政府活動の目

的が見えづらくなっており、紛争の政治的解決を困難にしている点である。第三に、他

の紛争国と比較しても大規模な人口移動（特に IDPs）を引き起こしている点である。IDP

の多くが州都周辺に避難したことで、州都の都市化が加速化している。第四に、政府と

反政府勢力の間の戦闘のほか、アラブ系遊牧民とアフリカ系農耕民の間で資源利用をめ

ぐる争いが多発している点が挙げられる。 

2） 今後のダルフール情勢を握る鍵 

今後について、劇的な変化がある可能性は低いものの紛争継続状態及び流動的な状況

が続くとみるのが現実的である。国連・二国間の関係者が揃って今後の情勢の鍵を握る

と注目しているのが、ダルフール和平のためのドーハ合意文書（Doha Document for Peace 

in Darfur。以下「DDPD」という。）履行の有無である。人々が DDPD にまだ希望を抱

いているだけに、DDPD が履行されない場合、情勢が更に悪化すると考えられている。

逆に、DDPD の署名者が反政府勢力の一勢力であったとしても DDPD が履行されれば、

情勢の安定化のきっかけとなるとの見方も国連関係者のなかにはある。 

 

（2）プロジェクトと平和構築の関係について 

行政サービスを向上することにより、政府に対する住民の段階的な信頼醸成を促進する

こと（政府が住民の信頼を段階的に得ること）、政府とコミュニティの関係を一層強化す

ることにより、対象地域の平和構築を促進する。プロジェクトフェーズ 2 が実施されるの

であれば、特に以下の点を強化することが望ましい。 

1） フェーズ 1 の 大の成果である「州政府の主体性」を生かしつつ、より「住民の視点」

「裨益者の視点」に立脚したパイロット活動の計画・実施とフォローアップ・モニタリ

ング強化 

2） 可能な範囲で「帰還民の定住」促進を視野に入れた行政サービスの拡充 
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（3）ダルフール地域機構（DRA）を巻き込む必要性 

ダルフール地域機構（Darfur Regional Authority。以下「DRA」という。）は①法律に基

づいて設置された行政組織ではない、②時限的な組織である、よって州政府との関係もど

こまで円滑になるのか分からない。とはいわれているもののプロジェクトフェーズ 2 が実

施される場合には、今後の情勢の鍵を握るといわれている「DDPD の実施」を担当し「ダ

ルフールの復興・開発の実施・調整・促進」を担う DRA の関与は不可欠である。なお、

州政府への多大な影響力を有し、本プロジェクトを通じてダルフール開発の重要性に関す

る認識が深まった HCDG の関与も確保されることが望ましい。 
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