
１－１　協力の背景と概要

わが国は、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・イスラム共和国（以下、「アフガニスタ

ン」と記す）への支援を本格的に再開した。同年 8 月には JICA 基礎調査団を派遣し、JICA の

保健医療分野の協力戦略における優先課題として、①女性の健康の向上、②予防可能な疾病か

ら子どもを守る対策、③特に結核を中心とした感染症対策、④効果的な保健サービス提供のた

めの公衆衛生省（Ministry of Public Health：MoPH）の実施運営能力強化、の 4 つに取り組んで

いくことが MoPH との間で合意された。それを受け、リプロダクティブヘルス（Reproductive 
Health：RH）行政官及び RH サービス提供者の能力改善を目的とし、「リプロダクティブヘルス

プロジェクトフェーズ１」が 2004 年 9 月から 2009 年 9 月まで実施された。

フェーズ１では RH 行政官と助産師、看護士など RH サービス提供者の能力改善が見られたが、

更なるリプロダクティブ・ヘルス部（Reproductive Health Directorate：RHD）及び RHD 行政官

の組織力・能力向上が求められていた。具体的には、RH サービスの実践に必要な特に地方にお

ける人材育成、RH サービスに関する自立発展性を確保するため、RHD が自立的に適切な施策

を立案・実施、モニタリングできる組織になることである。

このような背景を受け、アフガニスタン政府の要請のもと、RHD 及び各州保健局 RH 行政官

（Provincial Reproductive Health Officers：PRHOs）の運営管理能力を更に強化するため、「リプロ

ダクティブヘルスプロジェクトフェーズ 2」（以下、「本プロジェクト」と記す）が開始された。

１－２　協力内容

（1）上位目標

母子保健サービスの質が改善される。

（2）プロジェクト目標

RHD 及び PRHO の RH 行政運営能力が改善される。

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：リプロダクティブヘルスプロジェクトフェー

ズ 2

分野：保健医療 / 母子保健・リプロダク

ティブヘルス

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

保健第四チーム

協力金額（評価時点）：約 3.5 億円

協力期間 2010 年 5 月 16 日～

2015 年 5 月 15 日（5 年間）

先方関係機関：公衆衛生省リプロダクティブヘルス

部、州保健局

日本側協力機関：特になし

他の関連協力：技術協力プロジェクト「都市型保健シ

ステム強化」

終了時評価調査結果要約表
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（3）アウトプット

アウトプット 1：RHD の政策策定能力が強化される。

アウトプット 2：RHD の RH にかかる活動調整能力が強化される。

ア ウトプット3：RHプログラムにかかるRHDとPRHO のモニタリング・評価（Monitoring 
and Evaluation：M&E）能力が強化される。

ア ウトプット 4　RHD と PRHO が、RH サービスの運営に従事しているスタッフを対象

とした現任研修を 立案・運営・評価する包括的な能力が強化される。

（4）投入（評価時点）

日本側：

JICA 専門家派遣：2 名（長期）、1 名（短期）、ローカル・コンサルタント：4 名

本邦研修員受入：計 11 名（グループ研修）

機 材供与：救急産科に係る機材を 5 カ所の病院に、技術研修及び研修管理に係る機材を

地域研修センターへ供与

プロジェクト関係費用：約 1.25 億円

アフガニスタン側：

カウンターパート配置：19 名（RHD）、30 名（PRHO）

ローカルコスト負担：光熱費及び人件費

施設：事務所（専門家、ローカル・コンサルタント用）、会議開催場所

３－１　実績の確認

（アウトプットの達成度）

アウトプット 1 及び 2 に係る活動はほぼ終了している。一部（活動 1-4「RH 戦略の実施を

モニタリング、監督する。」、2-1「MoPH 内で RH 関連の連携メカニズムを強化する。」、そし

て 2-2「RH 分野のドナーとの連携メカニズムを強化する。」）は RHD の日常業務として継続

される活動である。アウトプット 3 及び 4 については、ガイドライン策定に向けた協議、改訂、

承認段階でかなりの時間がかかり、結果として M&E 活動や現任研修の実施に遅れを来した。

しかしながら、それら活動の一部は既に始められており、プロジェクト終了に向けて加速さ

２．評価調査団の概要

調査者 担当分野 氏　名 所　属

団長 高橋　亮 JICA アフガニスタン事務所　次長

評価分析

（国内作業のみ）

柏崎　佳人 A&M コンサルタント　シニア・コンサルタント

協力企画 山下　契 JICA アフガニスタン事務所　所員

評価企画

（国内作業のみ）

近藤　侑央 JICA 人間開発部 保健第二グループ 保健第四チーム

　職員

調査期間：2014 年 11 月 20 日～ 2015 年 2 月 10 日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要
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れると期待できる。

アウトプット 1：RHD の政策策定能力が強化される。

改訂された M&E ガイドラインに沿った M&E 活動は未だ開始されたばかりであるが、

アウトプット 1に係る指標は部分的に達成されたといえる。RHDはプロジェクトや他パー

トナーの支援の下、国家 RH 政策及び戦略の改定を 2 年にわたる作業の末に完了し、引

き続いて関係するガイドラインの改訂も終了した。更に RHD は、改訂された戦略やガイ

ドラインの適正な実施を監督するモニター活動を開始させている。

アウトプット 2：RHD の RH にかかる活動調整能力が強化される。

実数は示されていないが、RH 関連会議数や新規案件数は非常に増加しており、アウト

プット 2 に係る 2 つの指標は達成されたと考えられる。RHD の調整能力は、プロジェク

ト活動をとおして大幅に向上している。プロジェクトの開始時には、部局間会議の調整

さえままならなかった RHD が、現在では協力機関が参加する大規模な会議でも定期開催

し、議事運営できるだけの組織能力を備えている。RHD はこういった調整業務を通し、

RH プログラムやその活動に他の部局や組織、協力機関を取り込めるようになった。

ア ウトプット 3：RH プログラムにかかる RHD と PRHO の M&E 能力が強化される。

M&E ガイドラインの承認が遅れたために、アウトプット 3 に係る両指標は達成されて

いない。しかしながら RHD は、改訂された RH 政策・戦略に基づいて M&E のためのガ

イドライン、指標、手段の作成を既に終え、新ガイドラインに沿った M&E 活動を 2014
年に開始させている。また RHD から PRHO へのフィードバック能力強化のため、RHD
正職員に対する報告書作成 OJT（On-the-Job Training）を実施中である。まず 5 日間の講

義を 5 名のスタッフに対して実施し、その後で各スタッフに課題を課すという形で OJT
を実施している。日常業務が多いためにその進捗度は遅いが、研修は確実に終える予定

である。

ア ウトプット 4：RHD と PRHO が、RH サービスの運営に従事しているスタッフを対象と

した現任研修を  立案・運営・評価する包括的な能力が強化される。

プロジェクト期間中におけるアウトプット 4 に係る指標の達成は、困難と判断される。

現任研修ガイドライン（全国現任研修ガイドライン及びツール）は最近になってようや

くまとめられたため、計画策定及びその実施が遅れた。それら残っている活動をプロジェ

クト終了までに開始し、その後も継続することが期待される。

（プロジェクト目標の達成度）RHD 及び PRHO の RH 行政運営能力が改善される。

プロジェクト目標は、部分的に達成されている。

一部の活動（活動 1-4「RH 戦略の実施をモニタリング、監督する。」、2-1「MoPH 内で RH
関連の連携メカニズムを強化する。」、そして 2-2「RH 分野のドナーとの連携メカニズムを強

化する。」）については今後とも継続する必要があるものの、アウトプット 1 及び 2 に係る活

動はほぼ完了している。アウトプット 3 及び 4 については、予定されていた活動の一部が未

完了である。特に現任研修については、ガイドライン作成のために包括的な多くのステップ

が必要となったことから時間を要し、結果的に研修の実施が遅れる結果となった。

一方指標については、指標 1 及び 2 は達成されているものの、指標 3 及び 4 については関
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連書類（M&E ガイドライン、IST ガイドライン、IST 実施計画）の承認が遅れたために未だ

達成されていない。しかしながらプロジェクト目標の達成に向け、M&E 及び現任研修は現在

実施計画策定中である。

指 標１：M&E の結果を基に、RH 戦略と計画文書が RHD によって定期的に見直され、必

要に応じて改訂される。

アフガニスタン死亡原因調査 2010 に基づき、国家 RH 政策及び戦略を改訂し、2012 年

に公布された。引き続いて RH ガイドラインについても新政策・戦略に基づいてプロジェ

クトが適切なアドバイスをしつつ見直し、改訂した。それら RH 戦略や計画策定に係る

文書の改訂過程において、M&E 調査チームからの報告書が大いに活用された。

指 標２：RHD が RH 関連の政策立案・調査プロトコル作成に RHD が参加する。

プロジェクトや他 RH 協力機関の支援の下、RHD は国家 RH 政策及び戦略に加え、RH
戦略に係るガイドライン〔母性 / 新生児医療（Maternal and Newborn Health：MNH）、全

国妊産婦・新生児死亡症例検討会（Maternal and Perinatal Death Review：M&PDR）及

び妊娠・出産・産後・新生児ケア（Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care：
PCPNC）〕を改訂した。

指 標３：34 州のうち、80％の州で M&E ガイドラインに沿って、PRHO による M&E（M&S
を含む）が実施される。

RHD は M&E 活動を主導しており、既に 12 州を訪問している。ガイドラインの翻訳版

が完成次第、M&E 活動は PRHO へと引き継がれる予定である。

指標 ４：公立の 1 次保健施設のうち 90％が RHD の現任研修ガイドラインに沿って研修を

受けた熟練分娩介助者を有するようになる。

残るプロジェクト期間が短いため、プロジェクト終了までの当指標の達成は期待でき

ない。全国 RH 現任研修戦略に基づいた研修は未だ開始されていない。

３－２　効果発現に貢献した要因

1） 「リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ 1」より常に、プロジェクト活動の中心

に RHD カウンターパートを置き、専門家及びローカル・コンサルタントはサポート役に

徹した。この結果、RHD の自主性が醸成され、組織力の向上につながった。このような

アプローチが本プロジェクトの特徴である。

2） ローカル・コンサルタントの育成に注力した結果、治安上の理由による日本人専門家の渡

航が制約される状況でも、活動を円滑に実施することができた。

3） 他の RH 援助機関との協力は、ワークショップにかかる経費分担やさまざまな作業部会に

係る役割分担をとおして、プロジェクト活動を促進した。

３－３　問題点及び問題を惹起した要因

アフガニスタンにおける最大の阻害要因は治安状況である。特に州レベルにおける治安状況

の悪化は、M&E や現任研修といった活動にかなりの影響を及ぼしている。また治安状況に関

連して、日本人専門家による活動の制限はプロジェクトにとってもう 1 つの阻害要因となった。

しかしながら JICA は日本人専門家の不在を補うため、ローカル・コンサルタントの増数や本邦

研修の実施に努めた。
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３－４　評価結果の要約

（1）妥当性：非常に高い

アフガニスタンにおける妊産婦死亡率は 10 万人出産当たり 460 人（WHO, 2010）と高かっ

たため改善が必要とされ、それを目標とする本プロジェクトは、アフガニスタン国民のニー

ズに合致しているといえる。また、アフガニスタン・ミレニアム開発目標に係るターゲッ

ト指標の 1 つは、妊産婦死亡率を 2002 年の数値と比較して 2015 年までに 50％、そして

2020 年までに 75％減少させることであり、プロジェクトがアフガニスタン開発政策に沿っ

ていることを意味する。そして、RH を含む母親の健康は、日本の援助政策や戦略において

重要なサブセクターと位置づけられている。

（2）有効性：中程度

プロジェクト目標達成のため、RHD の組織力改善に係る 4 本の柱を設定した。①政策策

定、②活動の調整、③ M&E の実施能力、そして④現任研修マネジメント、それぞれの柱

は PDM におけるアウトプットを形成しており、プロジェクト目標達成に向けたバランスの

良い構成となっている。アウトプット 3、4 の一部予定されていた活動が未完了であるが、

アウトプット 1、2 の活動はほぼ完了している。特にアウトプット 1、2 の活動では、さま

ざまなワークショップを開催 / 支援するなど、RHD の組織力強化のために貢献する数多く

の活動を実施してきている。例えば公的書類作成・関係機関との会議調整業務は RHD の組

織力強化へと導き、そのマネジメント力を飛躍的に改善させた。その結果として、RHD が

タスクフォース会議を主導できるようになり、すべての RH 関連新規案件がプロジェクト

の改訂による政策や戦略に沿う結果となった。数多くの協力機関が RH 分野に強い興味と

ともにコミットメントを示しており、かつ実際にそれぞれの機関がプロジェクトやプログ

ラムを実施しているため、同分野における協調は重要である。

（3）効率性：中程度

RHD スタッフの異動や退職が頻繁に起こり、そのことが組織としての知識やノウハウの

集積に負の影響を与えている。また、PRHO ポストが長期間にわたり 25/34 前後しか埋まっ

ていなかったことが（PRHO は M&E 及び現任研修において重要な役割を果たすべき位置

にいる）、特にアウトプット 3 及び 4 に係る活動に負の影響を及ぼした。加えて、治安上の

制約により日本人専門家の渡航が制限されたため、長期専門家が計画どおりには配属され

なかった。しかし、日本人専門家の配置問題に関しては、ローカルコンサルタントの活用

及び RHD 主体型のアプローチにより補われていた。

（4）インパクト

現時点では上位目標に係る達成見込みを結論づけることは時期尚早である。しかしなが

ら 4 指標の中の 1 つ（指標 1）は健康を願う母親にとって良い徴候を示している。したがっ

て、上位目標の達成のためには、特に助産師や熟練分娩介助者のための新しいガイドライ

ンに基づいた現任研修（指標 4）といったプロジェクト活動の開始と継続が期待される。
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（5）持続性：中程度

政策面での持続性は十分に担保されているといえる。組織面、技術面について RHD の能

力はプロジェクト活動を通じて大いに養われたと考えられる。しかし重要な活動である新

ガイドラインに基づいた M&E 及び現任研修が未実施である。また、持続性を揺るがす不

安定要素があるとすればそれは MoPH の財政事情であり、RH 関連プロジェクトの実施予

算を大きく国際協力機関に依存している状況にある。

３－５　結論

アウトプット 1 及び 2 に係る活動についてはほぼ完了しているが、活動の一部（活動 1-4、
2-1 及び 2-2）については、今後とも継続する必要がある。アウトプット 3 及び 4 については、

関係する文書（M&E や現任研修のガイドライン及び現任研修の実施計画）の承認が遅れたため、

部分的な達成にとどまっている。現在プロジェクトはプロジェクト目標の達成に向けて奮闘し

ており、特にM&E及び現任研修に係る活動を加速させるという期待を負っている。またプロジェ

クトは不安定な治安状況下において、RHD に寄り添いつつ成果を上げる努力を続けている。

３－６　提言

（1）RHD の財政と技術的状況を鑑み、特に PRHO ワークショップや M&PDR といった RH プ

ログラムの継続的な実施のため、RHD は協力機関との活動実施に係る調整を維持する。

（2）プロジェクト目標に係る指標 3 及び 4 をプロジェクト終了までに達成するため、M&E ガ

イドラインの翻訳、M&E 活動（アウトプット 3）、そして現任研修の実施計画策定、現任

研修の実施（アウトプット 4）等、遅れているプロジェクト活動を促進させる。MoPH はプ

ロジェクト終了までに、M&E 活動及び現任研修を少なくとも一度は実施するべきである。

（3）RH に係る活動を最大限に生かすため、国家 RH 政策・戦略（2012 ～ 2016 年）の確実な

実施と関連活動の継続的なモニタリングを RHD が強化する。

（4）プロジェクト終了に向けた、M&E 活動及び現任研修の円滑な実施のため、PRHO で未だ

不在となっている残る 4 ポストへ配置するための MoPH による更なる努力が期待される。
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