
 

事業事前評価表 

 

１．案件名                                                                         

国名：エジプト・アラブ共和国 

案件名： 中央動員統計局における統計情報の質向上プロジェクト 

(英名：Project for developing statistical quality system at CAPMAS) 

 

２．事業の背景と必要性                                               

（１) 当該国における統計分野に係る背景と課題 

エジプトでは、1882 年に初めて近代的な手法で国勢調査（以下、人口・住宅センサ

スという）が実施され、それ以降、延べ 13 回にわたり人口・住宅センサスが実施され

てきた。人口・住宅センサスは 10 年に 1 度実施され、次回 2016 年センサスの実施に

向けた準備が進められている。エジプト政府において、人口・住宅センサス及びその

他の統計調査を担当する中央動員統計局（Central Agency for Public Mobilization 

and Statistics、以下「CAPMAS」という）が、これまでに実施してきた人口・住宅センサ

スはデータの信頼性が低く、実地調査を行う調査員の能力強化やデータ処理の手続

き、事後調査等の各実施過程において改善が必要な情況にある。また、人口・住宅

センサスの結果を踏まえたその他の各種統計調査に影響を与えるサンプリング手法

についても、貧困層を含む階層の社会経済的特性を十分に把握したものになってい

ない。統計の質の向上は、エジプト政府が公共政策を決定・実施する上で不可欠であ

り、CAPMAS の総合的な能力強化が必要である。また、職員の 55%が 51 歳以上であ

り、今後世代交代が進む中、若手職員の人材育成が課題となっている。 

このような状況から、2014 年度の要望調査において、エジプト政府より我が国に対

し、CAPMASをカウンターパート（C/P）機関として、2016年人口・住宅センサス及びそ

の他の統計調査の効果的な実施に向けた人材育成を図ることを目的とする「中央動

員統計局における統計情報の質向上プロジェクト」（以下、プロジェクト）の実施に係る

技術協力が要請された。 

 

（２） 当該国における開発政策と本事業の位置づけ 

2014 年 6 月に発足したシーシー新政権が掲げる長期ビジョン 2030 (Sustainable 

Development Strategy: Egypt’s Vision 2030)では、長期開発目標を実現するための

主要なパフォーマンス指標が設定されており、中期目標として成長と投資、雇用、社

会公正プログラムが重点分野に位置づけられている。統計情報の整備および質向上

はこれらマクロな政策目的に適うモニタリング指標の設定や開発政策の根幹として重

要となるため、本協力は新政権の政策を側面的に支援する事業として位置づけられ
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る。 

 

（３） 統計分野に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

  

 平成 27 年 4 月 1 日付けの JICA 事業展開計画において、「（中目標）持続的経済成

長と雇用創出の実現」の「（小目標）安定的な民主化体制への移行」として、「2011 年

1 月の革命及びその後の進展を踏まえ、安定的な民主化体制への移行を支援する。」

としている。 

本案件の支援する人口・住宅センサスの結果は、その他の家計統計、労働力統計、

消費者物価指数作成用の標本を抽出するために使用される。そのため、人口・住宅

センサスによって全体像を正しく把握することにより、その他の統計の品質向上につ

ながることが期待できる。 

これによって、JICA が実施中の開発実行計画の作成及び実施能力向上を目的と

した技術協力と合わせ、エジプト政府による政策の精度向上や成果の把握に役立ち、

ひいては安定的な民主的体制への移行に資すると共に、我が国が合わせて中目標

に据える「貧困削減、生活水準の向上」にも資する。 

 

（４） 他の援助機関の対応 

１）人口・住宅センサスに対する支援 

2016 年人口・住宅センサスにおいて実施機関はフィールド調査に用いるタブレット

端末購入の一部費用についてイタリアから支援を受ける予定があるとされる。過去に

は国連から、人口・住宅センサスを他国と一律に公表するための技術支援を受けた

経験がある。また、国連人口基金（UNFPA）から人口・住宅センサスに関する技術支

援や国際会議・ワークショップ開催費用等の援助を受けている。 

２）統計分野全体に対する支援 

韓国国際協力団(KOICA)および韓国国家統計庁(Statistics Korea (KOSTAT))が韓

国での研修を 2007 年から実施しており、2011 年～2013 年の 3 年間で毎年 15 名の

研修員に対して 2 週間の研修が行われている。2011 年の研修支援を受けて

E-Census（オンライン調査）の導入や Short form・Long form 方式の導入が CAPMAS

で決定されるなど実務の上でも成果が表れている。 

３）各分野の統計調査に関する支援 

世銀により社会連帯省を通じて実施されているキャッシュ・トランスファー事業 1にお

ける貧困地図の活用による社会保障支援、アフリカ開発銀行(AfDB)支援によるアフリ

カ各国で消費者物価指数の項目を統一することで比較可能性を向上を図るためのプ

1 国際復興開発銀行(IBRD)支援による Strengthening Social Safety Net Project (2015～2019)が実施され

る予定である。 
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ログラム実施、AfDB による CAPMAS 及び計画・モニタリング省の国民経済計算レビ

ュー支援、ILO が通信・情報技術省を通じて支援している労働力調査および国際移民

調査の新しい指標作成の取組み、UNFPA による女性に対する暴力に関する調査、

WHO による喫煙調査、交通事故調査等が行われている。 

４）その他の支援 

さらに、2008 年にデンマーク統計局によるエジプトの統計政策の発展と統計法改

正支援を目的とした調査が行われ、統計法の課題や制度改正の提案が行われてい

る 2。 

 

３．事業概要                                                       

（１） 事業目的 

本プロジェクトは、IT を活用した統計企画・実地調査・データ処理が高品質で効果

的に実施されること、サンプリング能力が品質面で向上すること、国際標準に沿った

事後調査が適切に実施されることが実現することにより、CAPMAS 職員の人口・住宅

センサス及びその他の統計調査を効果的に実施する能力が強化されることを図り、

もってエジプトにおける統計調査の品質向上により政策の妥当性の向上に寄与する

ものである。 

 

（２） プロジェクトサイト/対象地域名： 

a) カイロ 

   b) エジプトにおける安全管理情報を考慮し、JICA と CAPMAS で協議のもと選定

された地域 

（但し、研修対象者は、エジプト全土から選定する。） 

 

（３） 本事業の受益者(ターゲットグループ) 

    直接受益者：中央動員統計局（CAPMAS）職員 

    最終受益者：エジプト国民 

 

（４） 事業スケジュール(協力期間)： 2015 年 12 月から 2018 年 12 月を予定 (計 36

か月)  

 

（５） 総事業費（日本側）：約 5 億 7 百万円 

 

（６） 相手国側実施機関 

和名 中央動員統計局 

2 Statistics Denmark (2008). Mission Report on Statistical Policy and legislation 
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英名 Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) 

 

（７） 投入（インプット） 

１） 日本側：  

a) 長期専門家 (業務調整(業務管理/品質管理)) 

b) 短期専門家（IT（データ処理）、事後調査(データ処理/マッチング等)） 

長期・短期専門家 総計  40M/M 

c) 本邦研修（統計分野） 

d) セミナー・ワークショップ・現地研修開催経費 

e) 供与機材（調査用タブレット・調査用車輌等） 

f) その他活動に必要な経費（例：専門家の活動経費等） 

２） エジプト政府側 

a) カウンターパート (CAPMAS) 

i) プロジェクト・ディレクター（Under Secretary for Presidential Affairs） 

ii) サブ・プロジェクト・ディレクター（Director General of International 

Cooperation Department） 

iii) プロジェクト・マネージャー（CAPMAS President Advisor） 

iv) サブ・プロジェクト・マネージャー（Deputy Director General of International 

Cooperation Department） 

b) エジプトの統計分野専門家 

c) 事務所スペース 

d)  CAPMAS 職員用エジプト政府負担分活動費 

e)  エジプト政府関連機関及び他ドナーとの連携 

 

（８） 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

１） 環境に対する影響 

① カテゴリ分類 (A, B, C を記載) 

カテゴリ C：環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとん

どないと考えられる協力事業 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業に環境改変を伴う活動は含まれない。 

２） ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減への配慮：  

社会連帯省は、補助金削減に伴って、弱者支援の仕組みを改善するために、

条件付きキャッシュ・トランスファー(CT)事業を実施している。貧困家庭が多い

地域を特定し、地域の居住者から申請を受け付けて、審査の上で対象と認定さ

れた世帯・個人に対して試行的に CT を行う第 1 フェーズを実施している。CT 事
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業の対象は貧困世帯に加えて、18歳以下の子どもがいる女性が世帯主の世帯

などの選定条件が設けられている。 次フェーズでは支給に際して教育等の条

件を付けつつ、対象地域を拡大する予定。CT のための貧困地域選定にあたっ

ては、貧困地図（Poverty Map）というアプリケーションを使用。貧困地図は、人

口・住宅センサスと、家計調査等の統計データによって世銀の支援を受けて

2013 年に作成しており、これによって貧困地域の選出を行っている。2016 年人

口・住宅センサスで統計の品質向上が図られることにより、貧困地図の改善に

つながり、より適切な対象者の絞りこみに役立つことが期待される。これによっ

て、社会保障サービスの改善によるジェンダー平等の推進及び貧困削減が期

待できる。 

３） その他： 特になし。 

 

（９） 関連する援助活動 

１） 我が国の援助活動 

・科学研究費補助金基盤研究 「エジプト社会経済関係基礎データの蓄積と学

際的分析―世帯調査と GIS の接合を中心に」(一橋大学と CAPMAS との合同

調査プロジェクト) 

２） 他ドナー等の援助活動 

   特になし。 

 

４．協力の枠組み                                                    

（１） 協力概要 

１） 上位目標 

エジプトにおける統計調査の品質向上により政策の妥当性が向上する。 

指標： 

１. 品質が向上した統計データによる 2016 年人口・住宅センサスおよびその他

の統計調査の結果がプロジェクト終了3年以内に関係省庁・機関によって政

策形成に活用される。 

 

２） プロジェクト目標 

CAPMAS 職員の人口・住宅センサス及びその他の統計調査を効果的に実施す

る能力が強化される。 

 指標： 

１. 品質が向上した 2016 年人口・住宅センサスの結果を基に、CAPMAS の他

の統計調査（標本調査）を実施するために必要なサンプリングフレーム（マ

スターサンプル）が的確に作成される。 
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２. 人口・住宅センサスの実施管理（例：データ処理、E-Census、タブレット端末

の活用、サンプリング、事後調査）に関するガイドライン・マニュアルが改

訂・改善される。 

３. 事後調査によって計測される2016年人口・住宅センサス事後調査のカバレ

ッジ率が 2006 年のカバレッジ率(83.6%)と比較して向上する。 

 

３） 成果 

① IT を活用した統計企画・実地調査・データ処理が高品質で効果的に実施され

る。 

② サンプリング能力が品質面で向上する。 

③ 2016 年人口・住宅センサスについて、国際標準に沿った事後調査が適切に実

施される。 

  

 

５．前提条件・外部条件                                                 

（１） 前提条件 

・ 2016 年人口・住宅センサスの実施スケジュールに大きな変更がない。 

CAPMAS にプロジェクト活動に影響を及ぼすような組織改編が生じない。 

（２） 外部条件(リスクコントロール) 

・ エジプトの治安状況が悪化しない。 

・ 政策決定者が統計情報の重要性の認識を継続する。 

・ 人口・住宅センサスのデータ収集に国民の支持と協力が得られる。 

 

６．評価結果                                                     

 本事業は、エジプトの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致してお

り、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                                                     

（１） 類似案件の評価結果 

「カンボジア国政府統計能力向上計画（フェーズ２）」（2010 年 10 月～2015 年 3 月）

の教訓では、同国では初の全数調査による 2008 年の人口センサス及び事業所リス

ティング調査の実施において、企画実施、集計・分析、結果の利用等一連のプロセス

における能力向上および組織機能の強化支援を行った。その結果、統計局職員の業

務能力向上や効率的な調査実施に貢献し、センサスの結果が他省庁での政策立案

やモニタリング、国家戦略開発計画策定、同国の MDGs のモニタリングに利用される

ことにつながっている。 
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（２） 本事業への教訓 

１） 他の統計調査との実施スケジュール調整 

プロジェクトの円滑な遂行が阻害されないためには、C/P がプロジェクト外の業務

として担当する他の統計調査とのスケジュール調整が重要である。本事業では、人

口・住宅センサスの実施に加えて、経済センサスの準備状況等 C/P 機関等による

他の統計調査の実施予定を確認する。 

２） 長期的な視点 

人口・住宅センサスのように、次の活動までに 10 年といった長い時間が空いてし

まうような活動に対する技術移転を行う際には、一度限りの技術協力にとどまらず、

技術の定着を図るための継続的な OJT による支援が必要である。エジプトにおいて

人口・住宅センサスは１０年に１度実施されており、CAPMAS の人員の 55%が 51 歳

以上であることから、本協力実施後の 2026 年の人口・住宅センサスの実施時には

人員の大幅な交替が生じると考えられる。組織内での技術の定着や E-Census 等

2016 年の人口・住宅センサスで一部導入が検討されている新しい活動を含め、プロ

ジェクト終了後の継続的な支援のあり方について検討する。 

３） 関連省庁との連携 

予め関連省庁の要望を聞いて協力を得ることで、統計調査の結果が政策立案・

実施に活用されやすくなる。本件においては、計画・モニタリング行政改革省、情報

決定支援センター、住宅省、保健人口省など国家計画や事業を担う機関との密接な

連携が必要とされており、計画・モニタリング行政改革省や社会連帯省から統計の

質および人口・住宅センサス以外の統計調査の対象地域・実施頻度に課題がある

点に関して指摘を受けている。 これらの指摘を踏まえ、関係省庁・機関による人口・

住宅センサスに対する要望について留意の上、プロジェクトを進める。 

 

 

８．今後の評価計画                                                     

（１） 今後の評価に用いる指標： 

４．（１）の通り 

 

（２） 今後の評価計画 

事業実施中：JICA と CAPMAS は、毎年合同調整委員会(JCC)を開催し、年一回程

度定期的にプロジェクトの進捗確認を行う。 

事業終了 3 年後：事後評価 

 

以上 
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