
所の給水施設など教育施設が整備
されたほか、保健センター（３カ
所）の外来診察棟・入院棟・産科
棟、給水施設などから成る保健施
設、さらにこうした施設と住民を
つなぐアクセス道路が補修・整備
された。

進捗監理に専門性を発揮

　両プロジェクトの案件進捗監理
を一貫的に担当した業務第一部施
設第一課の頼經慎治氏と、業務第
一部施設第二課の細矢慎二氏によ
ると、フェーズ１では地元施工会
社に橋梁建設の経験、ノウハウが
少なく、工事の進捗に遅れが出た
ものの、工事費支払い手続きの迅
速化に努め、財務基盤がぜい弱な
地元企業のキャッシュフローをサ
ポート、進捗の促進を図ったとい
う。また、フェーズ２では工事が
38サイトに及び、監理の目が行
き届きづらいサイトについても本
邦技術コンサルタントと密接に連
携し、進捗促進の指導にあたった。
　現地の担当機関が多かったこと
も案件監理業務を複雑にした。小
学校は教育省、病院は保健省、給

水施設は水・環境省、さらに
アクセス道路は建設省となり、
設計変更などが生じた場合、
JICSがコンサルタントと各
担当機関の間に入り、「円滑
に進捗するよう調整に努め
た」（頼經氏）。資金管理に
加え、こうした調整業務に調
達代理機関の専門性が生かさ
れたと言えよう。
　対象地域のインフラ整備と
いう視点から、細矢、頼經両
氏が指摘するのが「技術移転
効果」だ。頼經氏によると、
OJT（On the Job Training: 
実地トレーニング）を通して
県職員（エンジニア）に橋梁
建設工事の管理能力向上を目
的とした技術移転が図られ、橋梁
や道路の「検査マニュアル」が作
成されたことは有効な成果だった
と言えよう。
　整備された小学校は現地基準で
ある１校７教室（１学年１教室）。
普及が遅れていたトイレも各学校
に整備された。しかし、子どもた
ちはトイレの使用経験がなく、衛
生的な使用方法を知らなかったた

め、使用方法が学べる図をトイレ
棟の壁に描き、啓発を行った。
　目に見える変化は「学校で学ぶ
生徒が着実に増えていること」
（頼經氏）で、地域対抗の体育大
会や合唱大会なども開かれている。
もちろん、内戦時代には見られな
かったことだ。避難民の帰還・再
定住が着々と進んでいることを裏
付けている。

“フロントランナー”の役割

　紛争や内乱、戦争が終結した後、
元兵士の社会復帰や小銃など小型
武器の回収、さらに安全な場を求
め移動した避難民の帰還・再定住
など、平和で安定した社会を回復
するためには、さまざまな取り組
みが必要になる。日本のODAで
2002年度から実施されている
「紛争予防・平和構築無償」は、
こうした支援ニーズへの緊急、か
つ弾力的な対応を目指したものだ。
　その実施にあたり、常に“フロ
ントランナー”としてさまざまな
調達業務で専門性を発揮してきた
のがJICSだ。背景には、イラク
やアフガニスタンにおける戦後復
興支援から続いた一連の緊急無償、
ノン・プロジェクト無償、まだ記
憶に残るスマトラ沖地震・インド
洋大津波災害に対する、いわゆる
“津波ノンプロ”の経験がある。
　こうした支援事業展開で、JICS
は先方政府の調達代理機関として
援助資金の管理や調達業務、迅速
な実施を目指した案件監理業務を
実施。その業務範囲は機材調達に
とどまらず、学校などの施設建設
整備、橋梁、道路などインフラ再

建工事の役務調達、案件監理業務
に広がった。そこで培った経験と
ノウハウは、カンボジアやアフガ
ニスタン、パレスチナ、南スーダ
ンなどにおける紛争予防・平和構
築無償に生かされている。
　ウガンダを舞台にした生活基盤
整備やコミュニティー再建に向け
た取り組みもその一つである。

避難民の帰還・再定住を促進

　ウガンダの北部地域は1980年
代から政府軍と反政府組織の激し
い紛争状態が続き、中でもアチョ
リ地域は住民の90％以上にあた
る200万人が他地域への避難を余
儀なくされた。06年８月には停
戦合意に至ったが、ウガンダ政府
の資金不足などから住民の生活基
盤を支えるインフラ整備はまった
く進まない状況にあった。
　こうした状況を受け日本政府が
実施を決定した「北部地域国内避
難民帰還促進のための生活基盤整
備計画（フェーズ１）」（交換公
文締結日：10年４月12日/13.4億
円）、「北部アチョリ地域国内避
難民帰還・再定住促進のためのコ
ミュニティ再建計画（フェーズ
２）」（同12年２月23日／11.53

億円）は、道路整備を通じ地域住
民の生活環境の改善を図るととも
に、小学校など教育施設や保健施
設などコミュニティーインフラの
再建を進めた紛争予防・平和構築
無償だ。
　いずれの案件もJICSが調達代
理機関として、援助資金の管理、
施工会社の選定を含む役務と機材
の調達、さらに案件進捗監理を実
施した。
　「生活基盤整備計画（フェーズ
１）」では、北部アチョリ地域６
路線における橋梁建設（６橋）、
国道改良工事（総延長21.7km）、
さらに道路補修工事（同63.4km）
が実施され、生活物資の輸送が雨
などによって遮断されることのな
いアクセス網が整備された。また、
前出の「コミュニティ再建計画
（フェーズ２）」では35カ所の
小学校教室や教員用宿舎、22カ

開発途上国の健全な発展の妨げとして開発課題の一つに挙げられる紛争や戦争。日本政府は平和と安定
が国際社会の更なる繁栄にとって不可欠であるとして、国際機関への資金拠出に加えて、二国間援助の無
償資金協力により小型武器の回収や地雷除去機の調達などを実施してきた。こうしたプロジェクトで開発途
上国政府の調達代理機関として専門機能を果たしているのが、（一財）日本国際協力システム（JICS）だ。

整備された学校のトイレ。壁には正しい使い方が絵で描かれている

調達代理機能を平和構築分野に生かす

木製の橋がコンクリートの橋に建て替えられ、雨が降っても安心
（アガゴ県のオタカ橋）

ウガンダにみるJICSの貢献

JICSは2016年4月入団の職員を募集しています。
国際協力分野のプレーヤーを目指す皆様からの

ご応募をお待ちしております。

2016年度新卒・既卒者採用

●エントリー締切：2015年7月21日（火）17時（日本時間）
●応募書類締切：2015年7月22日（水）必着
●お問い合わせ先：一般財団法人日本国際協力システム　総務部人事課
TEL:03-5369-6990 　e-mail : jinji@jics.or.jp

マイナビ国際派就職（http://global.mynavi.jp/ ）にアクセスし、
当財団掲載ページからエントリーしてください。

詳細選考スケジュール、応募書類は
エントリー頂いた方にご案内いたします。

JICSはNGO・NPOの活動を応援しています！

JICSNGO支援事業

細矢 慎二氏
業務第一部施設第二課

頼經 慎治氏
業務第一部施設第一課

ジックス

【対象団体】　日本の中小規模の国際協力NGO・NPO
【申請受付】　2015年7月21日（火）～2015年8月20日（木）
【支援事業】　●開発途上国支援に繋がる事業
　　　　　　●団体基盤の強化、組織運営安定化のための事業
【応募詳細】　募集要項が決まり次第、ホームページに掲載します。
　　　　　　http://www.jics.or.jp/jigyou/ngo/index.html
【お問合せ】　一般財団法人日本国際協力システム　
　　　　　　総務部総務課　NGO支援係
　　　　      TEL：03‐5369‐7480 E-mail: shienngo@jics.or.jp

平成27年度よりスポーツを通じて開発途上国支援を行う事業への
助成枠を新設します。是非、募集要項をご覧ください。

よりつね

一般財団法人 日本国際協力システム（JICS）

よりつね
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