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謝辞
新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）がもたらした予期せ
ぬ影響にもかかわらず、開発に取り組む人々は、より良く力強い復興に向けて並
外れた献身や努力を続け、危機のさなかにある脆弱な立場に置かれた人々が切
望する支援を、時に新しく、革新的な方法で提供してきました。日本政府の支援
を通じて、国連開発計画（UNDP）アフリカ局とアフリカ開発会議（TICAD）ユ
ニットが共同で作成したこの年次報告書は、アフリカの 20 カ国で実施された
UNDP と日本資金による総額 4,000 万米ドルにのぼる 26 件のプロジェクトの概要
を紹介しています。本報告書は、前年から延長されたプロジェクトに加えて、2020
年に承認され、2020 年 3 月～ 2021 年 3 月に実施されたプロジェクトを対象とし
ています。本報告書では、新型コロナウイルスの社会経済的影響への対処による
包括的かつ部門横断的対応への支援、強靭で包括的な社会の構築、平和と安定
および平和維持活動、選挙支援という 4 つのテーマのプロジェクトを網羅してい
ます。

日本のパートナー、特に、外務省、国際協力機構（JICA）、トヨタアカデミー、
NGO 法人の道普請人（CORE）、広島平和構築人材育成センター（HPC）との緊
密な連携に感謝いたします。アフリカにおける包括的で強靭かつ平和な社会の構
築に貢献するため、重要な分野において幅広い戦略的プロジェクトを実施すべく
緊密に協力してきました。

また、アフリカの加盟国であるブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、
コンゴ共和国、エチオピア、ガーナ、ギニア、コートジボワール、ケニア、マリ、
ナイジェリア、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ、南アフリカ、南スーダン、
ウガンダ、ザンビアにも感謝いたします。とりわけ、適時かつ包括的な情報提供
に向けた UNDP 各国事務所の上級管理職のリーダーシップとプログラム・オフィ
サーの献身が、日本・アフリカ関係の継続的なパートナーシップと協力精神を推
進してきたことを高く評価したいと思います。

さらに、国連ファミリーである国連児童基金（ユニセフ）、国連女性機関（UN 
WOMEN）、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、国連南スーダン共和国ミッ
ション（UNMISS）の同僚たちからの支援に感謝いたします。私たちの比較優位性
と専門知識を活用しながら、こうした強力なパートナーシップによって、パンデミッ
クで増幅された複雑な課題への対処に必要な具体的行動を実現することができ
ました。

TICAD ユニットは、本書の制作と普及を監督する UNDP アフリカ局のコミュニケー
ション・チームに謝意を表します。
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序文
日本と国連開発計画（UNDP）は、アフリカ開発会議（TICAD）
の共催者として、TICAD プロセスを通じ、アフリカの更なる発展
に連携して取り組んできました。新型コロナウイルス感染症によ
る影響がアフリカ開発にも深い陰を落とす今こそ、国際社会の
連帯が重要です。日本は、これからも UNDP と緊密に連携し、
アフリカ開発に積極的に取り組んでいく考えです。

TICAD7 以降の協力
2019 年に横浜で開催された TICAD7 は、日本や UNDP を始め
とする国際機関、その他多くの関係アクターがアフリカ開発への
強いコミットメントを改めて確認する重要な機会となりました。
日本は、TICAD7 において、経済・社会・平和と安定の 3 本柱
の下、民間投資の拡大、人間の安全保障及び SDGs の実現、平
和と安定の実現に向けたアフリカ主導の取組の支持などを表明
し、着実に実施してきています。また、「アフリカの平和と安定

に向けた新たなアプローチ（NAPSA）」を提唱し、紛争・テロ等の根本原因にアプローチ
するため、UNDP とも協力し、司法、行政、立法等の制度構築・ガバナンス強化の支援に
取り組んでいます。

「より良い回復」に向けて
新型コロナウイルス感染症は、アフリカの社会・経済にも甚大な影響を及ぼしました。経
済成長の鈍化、雇用・教育機会の喪失をもたらし、特に脆弱な立場にある女性、若者、貧
困層に多大なダメージを与え、格差の拡大が懸念されています。「より良い回復」をいかに
実現するかは今後のアフリカ開発の大きなテーマとなるでしょう。この観点から、UNDP が
目指す「Beyond Recovery: Towards 2030」は新型コロナウイルス感染症からの復興を実
現する上で重要な戦略です。UNDP が目指す方向性は、TICAD8 において、「より良い回復」
に向けたアフリカ開発の方向性を検討する上でも重要な示唆に富んだものです。

TICAD8に向けて
日本は、アフリカの「オーナーシップ」と国際社会による「パートナーシップ」の理念を大
切にしながら、四半世紀以上、TICAD プロセスを通じてアフリカの発展に寄り添い続けてき
ました。2022 年 8 月 27-28 日に開催予定の TICAD8 は、新型コロナウイルス感染症が浮
き彫りにしたアフリカの開発課題に対し、ポスト・コロナを見据えた開発の針路を示す重要
な機会となります。UNDP とも協力し、デジタルやグリーンといった新たな成長エンジンを
取り入れつつ、アフリカ自身が主導する発展を引き続き力強く後押ししていきます。

米谷光司氏  
外務省アフリカ部長
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序文
アフリカでは、30 年近くにわたって開発が比較的着実に進んできたにもかか
わらず 25 年ぶりに壊滅的な不況に見舞われています。新型コロナウイルス
感染症のパンデミックによる経済的ショックで、国内総生産（GDP）は 2020
年に 3% 余り減少し、4,000 万人以上のアフリカ人が再び貧困状態に陥りま
した。最大の影響を受けているのは、何百万もの人の収入や生計を支えて
いるインフォーマル経済です。

この前例のない保健上の緊急事態は、多国間主義、国際協力、そして複雑
な課題に対するグローバルな解決策を見いだすという国際社会の決意を間
違いなく試しています。また、複数の新たな変異種の波とともにパンデミッ
クが引き続き猛威を振るう中、国際協力を強化する以外に世界を復興に導
く道がないことは、極めて明白になっています。

このように不確実な時代だからこそ、私たちが誰一人取り残さず、インパク
トを与えられるようにするうえで、パートナーとしてつながり続けることの重
要性が非常に高まっています。UNDP アフリカ局では、パートナーシップが

すべての活動の中心にあります。私たちは、援助が目的にかない、効果的で、持続可能な開発のため
の 2030 アジェンダの達成を加速させる成果をもたらせるよう、地域の開発援助パートナーと緊密かつ
協力的に取り組んでいます。

2020 年の間、UNDP はアフリカ諸国が新型コロナウイルスのパンデミックによる社会経済的影響への
対処を支援するため、アフリカ開発会議（TICAD）の枠組みを通じて日本政府と協力し続けました。政
府や市民社会、他の国連ファミリーとともに、私たちは人間の安全保障や法の支配の改善、紛争予防
と平和構築の強化、生計向上のための主要な介入を実施するなど、全体的なアプローチの一環として
各国に合わせた支援を提供しました。

累計 26 件の UNDP・日本資金プロジェクトがアフリカの 20 カ国で実施されました。日本から提供され
た総額 1,600 万ドルの資金により、8 つの国別事務所における新型コロナウイルス対応計画の実施を支
援し、100 万個以上の個人用防護具（PPE）、20 万個近くの検査キットや検査機器が配布されるなど、
保健システムの改善につながりました。約 7,800 人の医療従事者が研修を受け、6,540 の中小企業と
協同組合が危機を乗り切るための支援を受けました。「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプロー
チ」を通じて、日本はアフリカが主導権を握る形で、紛争の予防や介入、調停に向けた大陸の努力を
支援しました。これらの取り組みの下、大陸における平和の確立に向けた着実な努力を推進することを
目的とした平和維持・平和と安全の研修に、最大 14 カ国、1,796 人の職員が参加しました。TICAD は
1993 年の発足以来、アフリカにおける持続可能な開発のための革新的な解決策を探る包括的なプラッ
トフォームとして、政府や地域機関、様々な開発パートナーが集まり、アフリカ大陸の開発課題に対す
る協力的、創造的かつ成果重視の戦略を模索してきました。

2022 年に開催となる第 8 回アフリカ開発会議（TICAD 8）に向け、UNDP アフリカ局は、SDGs（持続
可能な開発目標）やアジェンダ 2063 の加速に貢献するために、日本・アフリカ関係が果たすことので
きる独自の役割を認識しています。UNDP は、TICAD 7 で合意された横浜行動計画を土台に、TICAD 8
が長年の不平等や環境問題、技術格差に対処する枠組みを明確にすることを期待しています。新型コ
ロナウイルス後の復興は、より環境に優しく、よりスマートで、より持続可能な構築を行う好機となりま
す。UNDP は、アフリカの経済と人材の開発に対する日本政府のコミットメントに最高の謝意を表しま
す。持続可能な開発は、援助国と被援助国、非政府組織、民間セクター、市民社会といった様々な
パートナーの全面的な参加があって初めて実現するという UNDP の基本的な信念を反映した TICAD の
下、私たちは協力を続けていきます。

アフナ・エザコンワ	
UNDP 総裁補兼アフリカ局長
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一覧

新型コロナウイルスに対する包括的かつ 
部門横断的対応への支援と 
社会経済的影響に対する取り組み

平和と安全および平和維持活動

強靭で包括的な社会の構築

選挙支援

コート	
ジボワール

カメルーン
ギニア

ウガンダ

ルワンダ

南スーダン

南アフリカ

マラウイ

ザンビア

マリ

ガーナ

ナイジェリア

ブルキナファソ

コンゴ共和国

中央アフリカ	
共和国
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個の個人用防護具を配布 

個の検査キットと 
検査機器を配布

の中小企業と協同組合を支援

人の若者と女性の受益者が 
研修を受講

 

人の軍人と文民が 
研修を受講

人への生計支援

人権、社会的結束、コミュニティー参画活動を通じて 

864,686 人を支援

1,126,630

155,093

6,540 

25,686

1,724 

34,776

主要な数字

エチオピア

モザンビーク

マラウイ

モーリシャス

ケニア
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TICAD について
アフリカ開発会議（TICAD）

アフリカ開発会議（TICAD）は、多国間協力のパートナーシップによる
関係強化を通じてアフリカの開発や平和と安全保障を推進するため、
日本政府によって 1993 年に発足しました。

TICAD の発足は、アフリカの開発の必要性に国際的な関心が再び集ま
るきっかけになりました。30 年近くの間、TICAD は基本原則であるア
フリカのオーナーシップ（自助努力）と国際社会のパートナーシップ

（協調）の下、アフリカの開発に対する国際支援を動員・維持するた
めの主要な多国間フォーラムへと発展してきました。

UNDP は、TICAD の創設以来の共催者として、TICAD の成功に尽力し
ています。TICAD のプロセスは、持続可能な開発は政府や地域・国際
機関、非政府組織、民間セクター、市民社会といった様々なパートナー
の全面的な参加があって初めて実現するという UNDP の基本的な信
念を反映しています。

横浜宣言・行動計画 2019 に沿って、TICAD 共催者とアフリカ諸国、
TICAD パートナーは、社会、経済、平和と安定という 3 つの柱の下で
パートナーシップを構築し支援を展開してきました。

25 年以上の歴史を持つ TICAD は、保健分野や民間セクター開発など、
アフリカの開発問題に取り組む包括的な多国間会議として、その重要
性がさらに増しています。

2019 年 8 月に横浜で開催された TICAD 7 の成果を踏まえ、TICAD 共
催者は TICAD 8 に向けたアフリカ主導の開発を引き続き全面的に支援
します。
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UNDP・日本 
資金プロジェクト 2020
2020 年、UNDP アフリカ局は、20 カ国で計 26 件、総額 4,000 万米
ドル超の UNDP・日本資金プロジェクトを実施しました。この地域に
は、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、エチ
オピア、ガーナ、ギニア、コートジボワール、ケニア、マリ、ナイジェ
リア、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ、南アフリカ、南スーダ
ン、ウガンダ、ザンビアが含まれています。

この年次報告書には、2021 年にかけて行われた前年のプロジェクトの
主な成果も含まれています。

2020 年の UNDP・日本資金プロジェクトは、以下のテーマを網羅して
います。

•	 新型コロナウイルスに対する包括的かつ部門横断的対応への支
援と社会経済的影響に対する取り組み

•	 強靭で包括的な社会の構築
•	 平和と安全および平和維持活動
•	 選挙支援

• 平和と安定
• 社会的保護
• 地域の生計支援 

• 新型コロナウイルスに 
対する包括的かつ 
部門横断的対応

テーマ別に割り当てられたプロジェクト実施額の割合

• 平和維持活動支援 

69% 
2,400 万米ドル19% 

700 万米ドル

12% 
400 万米ドル



10

日本と UNDP アフリカ局  |  よりよい回復に向けたパートナーシップ 
2020 年度予算プロジェクトの年次報告書

新型コロナウイルスに対する包括的 
かつ部門横断的対応への支援と 
社会経済的影響に対する取り組み

UNDP は、新型コロナウイルスのパンデミック
危機のごく初期段階から各国を支援し、パン
デミックへの備えや対応、復興の支援を求め
る各国からの要請の高まりに応えています。

当面の優先課題は以下の 3 つです。

• 新型コロナウイルスに対応するための保
健システムの強化

• 包括的かつ部門横断的な危機管理と対応
• 新型コロナウイルスの社会経済的影響

に対する取り組み
日本の補正予算によるグローバルな新型コ
ロナウイルスプロジェクトを実施したアフリカ
局の 8 つの国別事務所：ブルキナファソ、モー
リシャス、ケニア、エチオピア、南アフリカ、
マリ、ルワンダ、ナイジェリア

主要な数字
個の個人用防護具（PPE）を配布

個の検査キットと検査機器を配布

人の医療従事者が研修を受講

の保健・公共機関を支援

の中小企業・協同組合を支援

台の防疫対策ロボットを配備

	 1,126,630
 155,093
 7,800  
 163
 6,540 
 5 

ルワンダ

エチオピア

南アフリカ

モーリシャス

マリ

ケニア

ナイジェリア

ブルキナファソ
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2020 年と2021 年を通じ、新型コロナウイルスのパンデミックは保健や生命、生計にかつてないほどの世
界的影響を与え、経済や市場、社会的関係に混乱をきたしました。

UNDP と日本の支援における課題は、実用的で実行可能な策を打つことでした。そのためには、脆弱な
立場に置かれた人々やコミュニティーのニーズを満たし、ひいては誰一人取り残さないという SDGs におけ
る私たち共通の使命を実現する、統合された揺るぎのないパートナーシップが求められました。公衆衛生
と社会経済の緊急事態を引き起こす脆弱かつ危機的な状況において、パンデミックを抑制するためには、
今後も様々な対応が必要となるでしょう。新型コロナウイルスが紛争や貧困、安定といった広範な課題を
複雑にし、これまでの開発努力を台無しにしていることを踏まえ、UNDP と日本の協調は状況に即した、
包括的で多次元的なものとなっています。

人々を守り保健システムを強化
支援対象となった 8 カ国では、プロジェクト全体で累計 1,126,630 個以上の個人用防護具（PPE）が配布
されました。さらに、脆弱な保健システムが感染者数の増加に対処できるよう、約 155,000 個の検査キッ
トや検査用具が受益者のコミュニティーや保健センター、病院に提供されました。

新型コロナウイルスがアフリカの医療技術革新を促進
新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、アフリカでは 120 以上の医療技術革新が促されたこと
が、世界保健機関（WHO）の新たな分析で明らかになりました。

ケニアでは、2 カ所の新型コロナウイルス指定病院とジョモ・ケニヤッタ国際空港に防疫対策スマートロ
ボットが配備され、監視能力が強化されました。日本と UNDP の支援によって配備されたこの光沢のある
白いロボットは、大勢の人の体温検査、フェイスマスクの着用検知、人の出入りが多い場所の除菌を行う
機能を備えています。この技術革新は、ケニアで 10 万人以上が感染していた感染症のまん延を抑制する
のに役立ちました。

同様に、ルワンダの新型コロナウイルス対策においてもスマートロボットは重要な役割を果たしました。
UNDP と情報通信技術（ICT）・イノベーション省のほか、ルワンダ生物医学センターを通じた保健省との
パートナーシップにより、1 分間に 50 ～ 150 人の検査、病室への食事や薬の配達、データ収集、異常を
検知した場合の当直員への通知機能を持つ紫外線照射ロボット 5 台を調達することができました。

ルワンダとケニアで新型コロナウイルスのパンデミックと戦うために防疫対策ロボットを効果的かつ革新
的に使用したことは、アフリカの 2 国間における南南協力の好例となりました。

	
ルワンダの新型コロナウ
イルス治療センターをは
じめ、リスクの高い地域
で感染を減らすうえで、
防疫対策ロボットの活
用は極めて重要でした。
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経済対応と復興
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、保健、
経済、財政面でかつてないほどの世界的な影響を及
ぼしました。悪影響が無数にある中で、パンデミック
によって世界中の経済活動が急減速しており、アフリ
カは特に脆弱な状態に置かれています。

UNDP は、新型コロナウイルスのパンデミックの極め
て初期の段階から各国を支援し、パンデミックへの備
えや対応、復興の支援を求める各国からの要請の高
まりに応え、迅速対応ファシリティ（Rapid Response 
Facility）をはじめとする様々な資
金源や運用メカニズムを動員してき
ました。

UNDP とナイジェリア国家統計局
が作成し、日本政府の資金援助を
受けた報告書には、パンデミックの
不均衡な影響が詳細に記されてい
ます。その報告書によると、中小企
業を対象とした調査の結果、43%
がパンデミック中に事業が落ち込
みました。

ナイジェリアでのプロジェクトはま
ず、保健医療システムと、個人用防
護具（PPE）や高圧蒸気滅菌器（オー
トクレーブ）、救急車などの必須設
備を含めた連邦政府の対応全般の
強化に重点を置く一方で、キャッ
シュ・フォー・ワーク（労働対価に
よる支援）や、生計・事業継続助成金による 3,466 の
零細・小企業の支援など、社会経済面での対応も支
援しました。

ビジネス・モーリシャスおよびモーリシャス統計局は、
UNDP モーリシャス事務所による技術支援と、日本政
府による資金提供の恩恵を受けました。ビジネス調査
は、約 20 セクターで事業を展開する現地の中小企業・
大企業計 2,707 社を対象に実施されました。

新型コロナウイルスに対応する保健シ
ステムの強化を支援するための救急車
の引き渡し式に出席する松永一義駐ナ
イジェリア共和国日本国大使
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4 つのシェルターから「ジェンダーに基づく暴力
（GBV）」の被害者 36 人が、経済や社会全体に

貢献できるようになるための経済的エンパワー
メント研修の恩恵を受けました。

国民の多くがインフォーマルビジネスに大きく
依存して生計を維持しているマリとエチオピア
では、中小企業が特に大きな打撃を受けてお
り、日常業務が停止に追い込まれるケースさえ
あります。

国際協力機構（JICA）は UNDP とともに、こ
の 2 カ国においてパンデミックが引き起こした
社会経済的混乱を認識し、中小企業に及ぶ新
型コロナウイルスの社会経済的な悪影響と持
続的影響に対処すべく支援を行いました。

マリでは、現地の 41 の繊維協同組合と企業が、
UNDPの3X6アプローチとカイゼン手法を採用
した起業家スキルの能力向上支援を受け、最も

脆弱な立場に置かれた人々向けに26 万 7,289 個の再
利用可能なマスクを作りました。こうした能力開発活
動により、若者たちはマスク生産の質を向上させると
ともに、新型コロナウイルス後の復興に向けて生計の
立て直しを図るために貯蓄とビジネス感覚を強化す
ることができました。

一方、ブルキナファソにおいては、現地の若い
イノベーターが開発した 4 つのデジタル・ソ
リューションをデジタル経済省が選定し、全国
的な新型コロナウイルス・ウェブポータルと
ダッシュボードに統合されました。さらに、ワガ
ドゥグ市による生鮮食品と国産ブランドの販売
促進に向けた電子商取引プラットフォームの開
発を支援しました。また、南南協力の原則に
沿って、ブルキナファソはそれ以来、電子商取
引プラットフォームの開発経験をコンゴ共和国
やモーリシャスと共有しています。

マリで開催された研修のワークショップで
は、起業家を対象に、脆弱な立場に置か
れた人々のために再利用可能なマスクを
作るスキルを提供しました。

ブルキナファソの若いイノベーターたちに
よって4つのデジタル・ソリューションが開
発され、新型コロナウイルスのウェブポー
タルとダッシュボードに統合されました。
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ファッションブランド 
「ライアサール」創業者 
アイサタ・ライさん
新型コロナウイルスのパンデミックが世
界のバリューチェーンに与えた混乱と、ア
フリカの事業にもたらした影響は明らか
です。この大陸の多くの中小企業はすで
に閉鎖を余儀なくされ、多数の失業者を
出しています。

しかし、UNDP と JICA によるパートナー
シップと支援は、被害を受けた事業の一
部 の復 興と生 計 の維 持 に寄 与してい
ます。

ファッションブランド「ライアサール」の創
業者であるアイサタ・ライさん（31）は、
マリにおける JICA とUNDP による支援を
通じた受益者の 1 人です。ライさんが恩
恵を受けている給付金は、フェイスマスク
の生産にあてられており、絶好のタイミン
グで届いたと言います。

2012 年に自己資金で起業したライさんは
「ファッション・セクターはパンデミックの

影響を大きく受けています。購買力の低
下や国境の閉鎖で物資の調達が困難になり、売り上
げが減少しているためです」と語ります。

マスクの生産に先立ち、ライさん自身が雇用した 6 人
の若者が、UNDP の 3X6 アプローチとカイゼン手法に
ついて研修を受けました。

「このカイゼン手法の研修は、私の
事業にとって非常に有益なもので
した。裁断やデザインに関する従
業員の知識や技術が向上し、時間
管理や生産品質が改善しました」

ファッションブランド「ライアサール」の創
業者アイサタ・ライさんは、パンデミックで
売り上げが減少していたため、JICA と
UNDPの支援は絶好のタイミングで行わ
れたと言います。

受益者の声
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新型コロナウイルスに対する協調行動を確
認するコミュニケの作成・実施を目的とした
ケニアでのハイレベル会合で、議事を務め
た堀江良一駐ケニア日本国特命全権大使
（右）と新型コロナウイルス県知事協議会議
長のキブサ・キブワナ知事（左）

3X6 は、災害や紛争に見舞われている
など、脆弱かつ危機下にある人々向け
の、持続可能な生計を促進する革新
的な UNDPプログラムのアプローチで
す。カイゼン手法とは、品質と生産性
の向上を達成するために継続的改善
を図る日本式の経営手法です。

ライさんは、カイゼン手法が裁縫製品
の品質向上や改善などに役立ったと
述べています。「生産品質と顧客満足
に重点を置いた製品のマーケティングを含め、生産プ
ロセス全体の改善にも役立ちました」

「また、20 人の女性起業家や女性協会のリーダーたち
の参加の下、地元の様々な製品を販売する店（ユニ
バース・メード・イン・マリ）をオープンするという、別
のプロジェクトを実施することもできました」とライさん
は言います。

各県政府は開発の中心として、ケニアにおける新型コ
ロナウイルスのパンデミックとの戦いの最前線に立って
います。知事協議会は日本政府の支援の下、これまで
の対応を評価し、教訓やベストプラクティス、課題を共
有するとともに、パンデミック下で強靭性を維持するた
めの行動と、将来のパンデミックに備え続ける行動を
政府レベルに推奨すべく、オンライン会議を開催しま
した。

意見交換や学習の促進を目的としたこのバーチャル会
議は初の試みで、中央政府や県政府とその代表者、開
発パートナー、憲法委員会、市民社会組織、民間セク
ター、脆弱な立場の人々など、様々な関係者が集まり
ました。

「今回の支援は、ケニアに対
する私たちの途切れない貢
献の一部であるということ
を、すべてのケニア国民に
保証したいと思います。ケニ
アは新型コロナウイルスに
対する予防策を講じなが
ら、国を前進させる道を選
びました。この取り組みにお
けるケニアの人々の勇気と
たゆまぬ努力に敬意を表し
ます」
堀江良一	
駐ケニア日本国特命全権大使
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新型コロナウイルス感染症のパンデ
ミックの発生に伴い、UNDP ルワンダ事
務所は日本政府とのパートナーシップ
の下、障がい者協同組合の事業を持続
させる取り組みを支援しました。多くの
人が職を失ったため、食料や衛生用品
を購入するための収入を確保すること
は非常に困難でした。障がい者の就労
機会は極めて限られており、多くの場合
皆無でした。UNDP は、13 の障がい者
協同組合のメンバーに対し、家族向け
の当面の緊急食料援助を提供するとと
もに、その事業の経済的復興を支援し
ました。小規模事業の経済的復興を促
進するにあたっては、協同組合に対し、
安全な職場復帰のための保健訓練、石
鹸や個人用防護具（PPE）、簡易手洗
所などの衛生設備と用品、追加的な機
材と原材料を購入するための設備投資資金、さらに
は新たな現実への対応するためのイノベーション給
付金を提供することに重点を置きました。

さらに、13 の障がい者協同組合が、家族向けの当面
の緊急食料援助と事業の経済的復興の支援を受けま
した。ルワンダ各地の協同組合メンバー（障がい者）
計 227 人が食料と衛生用品の直接支援を受けたほ
か、その家族 795 人も間接的に恩恵を受けました。こ
の支援は、ロックダウンの中で障がい者
の尊厳と生存を確保するという意味か
ら、救命援助とみなされました。

ルワンダの様々な地区の障がい者に食料や衛生
用品を直接支援しました。

受益者が新たな現実に対応できるようにするこ
とを目的とした中小企業の経済的復興
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カヤの「未来の市場」づくり
新型コロナウイルス感染症の予防措置は、女性商人たちにとって安全でない市場インフラを撤廃する好機
となりました。

ブルキナファソの首都ワガドゥグから 100 キロメートル離れたカヤの第 7 地区の中心部は、かつて何もない
「予備地」として知られていました。ここでは現在、金属製の収納箱が組み込まれたカウンターが、市内

の女性商人用の屋台として使われています。彼女たちは屋台に取り付けられた傘の下で、真昼の日差しを
避けて快適に働いています。

これらの屋台は、カヤの市場の未来に新しい革新的なビジョンを提供しています。しかも、この好機は新
型コロナウイルスの危機から生まれたものです。パンデミックの発生は、市場利用者の健康だけでなく、
市場そのものを脅かしました。この懸念に対処するため、UNDP ブルキナファソ事務所はカヤの地元当局
と協力し、屋台とシェルター、野菜収納箱の 3 つが一体となった新たな設計の販売設備をヤール（市場）
の商人に提供しました。この革新的なアプローチにより、生鮮食品を売る女性商人は、握手をしない、社
会的距離を確保するなど、保健当局が定める衛生措置を確実に順守しながら、営業活動を継続すること
ができます。

この取り組みは、政府の新型コロナウイルス対応に対する UNDP の支援の一環を成すもので、日本の支
援により実現しました。UNDP は、保健省への医療・技術機器（オキシメーター、呼吸装置、手袋など）
の提供に加えて、女性や若者を中心に、現在貧困や安全・健康上の課題に直面しているコミュニティーの
強靭性を高めるための革新的な行動を支援してきました。

ザハラタ・サワドゴさんは新しい屋台が自慢です。「どれほど美しくて便利かわかりますか？」と嬉しそうに
語ります。屋台は顧客を守りながら仕事に打ち込む手段を働く女性たちに提供しています。「いまは商品を
陳列するスペースも在庫を保管するスペースも十分にあって、カウンターはかなり広く頑丈になりました」。
サワドゴさんは、イノベーションの継続的な成功に自信を持っています。

プロジェクトの支援を受けたカヤの規制市場内で生鮮食品を販売するウードラオゴ・ハビブーさん

受益者の声
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カメルーンギニア
ウガンダ

南スーダン

マラウイ
ザンビア

ケニア

ナイジェリア

弾力的で包括的な 
社会の構築

カメルーン
11,649 極北州、北西州、南西州の受益者数は 

11,649 人

5,730 5,730 人が持続可能な所得創出活動の 
支援を享受

2200 2,200 人の生産者に農業支援を提供

300 300 人の若者に出生証明書を交付

ナイジェリア
60 国内避難民キャンプに 60 カ所の 

足踏み式手洗所を設置

800 800 人が職業訓練を受講

ザンビア
1,901 1,901 世帯が農地を利用

3,000 3,000 人が取引市場、学校、診療所を利用

1,191 1,191 人の子どもが地元の統合地域で 
資格を持った教師による改善された 
教育サービスを利用

2,328 2,328 人が保健サービスを受ける際に 
きれいな水と照明を利用

ギニア
7,339 5,644 人の女性を含む 7,339 人の受益者が

研修を受講

18 18 の管理委員会に建設用具・機材を 
提供し、現場のメンテナンス作業を実施

20 20 カ所の養魚場を開発し、養殖開始

日本と UNDP アフリカ局  |  よりよい回復に向けたパートナーシップ 
2020 年度予算プロジェクトの年次報告書
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マラウイ

ケニア

南スーダン
プロジェクト 1：弾力性

8 上ナイル大学に宿泊棟 8 棟を建設

460 建設期間中に 460 人を雇用

2,000 2,000 人の学生が入学する予定

プロジェクト 2：平和と安定

482,518 法的権利に関するメッセージを伝える 
ラジオ放送を 482,518 人が視聴

500 全国会議に代表者 500 人が参加

519 519 人の国内避難民が法的支援の 
恩恵を享受

240 財務経済計画省の職員 240 人が 
研修を受講   

ケニア

30 30 人の若者が自動車基礎講習と女性向け
のフォークリフト操作の研修を受講

ウガンダ
1,490 1,490 人の難民と受け入れコミュニティーの

メンバーに労働対価による支援を提供

1,196 1,196 台の省エネ型ストーブを設置

841 841 人の受益者が事業支援を享受

40 40 の村で貯蓄貸付組合が発足

マラウイ
200 最も脆弱な洪水被災世帯向けに安全で 

環境に優しく、気候変動に強い住宅を 
200 戸建設

1,200 1,200 人の地元職人が住宅建設技術の 
研修を受講

200 200 世帯に土地証明書を発行

主要な数字

カメルーン

ザンビア

ギニア

ウガンダ

マラウイ

南スーダン

ナイジェリア

ケニア

	 11,649

 8,870

 7,339  

 2,331

 2,163 

 1,594 

800

30
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人権と法の支配の尊重は、一人ひとりの個人を保護し
て力づけるという、人間の安全保障の主要な要素を構
成しています。誰一人取り残されることのないよう、
UNDPと日本政府はパートナーとの緊密な連携の下、
災害への備えと予防の分野を含め、社会・経済開発に
重点を置いた支援を強化しました。

カメルーンでは、JICA と UNDP が様々な開発協力機関
と相互理解を深め、緊密なパートナーシップを構築しま
した。その 1 つとして、豊田通商（CFAO）との関係の
下、自動車整備士の技術力を強化するため、極北州で
特定の活動を実施しました。また、JICA は UNDP と協
力し、農業・農村開発省とともに、米の生産能力を強
化するために高地米生産・灌漑開発プロジェクトを立ち
上げました。

ケニアでは、豊田通商株式会社に代表される日本の民
間セクターと、UNDP、UNHCR との強力なパートナー
シップが、協力の指針となる連携趣意書（SOI）への署
名によって強固なものとなりました。これにより、トゥル
カナ県政府および中央政府との強力なパートナーシッ
プも生まれ、プロジェクトのモニタリングとメンタリング
の面で支援が可能になりました。また、このプロジェク
トは JICA がトヨタケニアアカデミーに提供した重機を
活用しています。

一方、上ナイル大学とジュバ大学日本文化センターの
改修では、「若者のエンパワーメントと雇用プロジェク
ト」、国連南スーダン共和国ミッション（UNMISS）、
UNDP、日本との協力により、460 人の雇用が生まれ、
女性用 2 棟（224 人収容）と男性用 6 棟（480 人収容）
の宿泊棟 8 棟が建設されました。約 2,000 人の学生が
入学する予定です。

パートナーシップを通じた 
人々のエンパワーメント

トヨタケニアアカデミーでの基礎研修は、自動
車技術における男女格差を解消することを目
的としていました。

上ナイル大学およびジュバ大学文化センターの
改修開始を記念する起工式
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ウガンダのパラベック難民居住地ランウォ県
での道路建設 ウガンダのランウォ県において、UNDP は日本の NGO

法人である道普請人（CORE）との協力の下、ジェン
ダーに対応した生計や環境持続可能性の向上に向
け、首相府と国連難民局とともに、難民と受け入れコ
ミュニティーの強靭性を高める取り組みを行いました。
このパートナーシップにより、コミュニティーと地方自
治体は、弾力性のある生計、雇用機会、基本的なサー
ビスと安全の提供を可能にする能力を高めることがで
きました。このプロジェクトは、1,490 人の難民と受け
入れコミュニティーのメンバーにキャッシュ・フォー・
ワーク（労働対価による支援）を通じた生計支援を提
供しており、受益者数 1,000 人の目標を上回りました。
受益者たちは現金給付の支援を受け、40 の村におけ
る貯蓄貸付組合の発足を促し、ビジネススキルの研修
を受けました。

ギニア共和国の高地では、コミュニティーを基盤とす
る川魚の養殖が、女性のエンパワーメントにおいて積
極的な役割を果たしています。ここでは、JICA が自然
の沼地を養殖池に変え、飼料を与えて魚の生産性を向
上させる新しいタイプの水産養殖の普及支援に協力
しました。

国際 NGO のハビタット・フォー・ヒューマニティ・マ
ラウイと UNDP は、日本政府の資金援助を受けて連
携し、強靭性を高めるための災害リスク管理プロジェ
クトを実施しました。これは、サイクロン「イダイ」に
よる洪水で住まいを失ったマラウイの被災地域向け
に、気候に強い住宅への安全かつ尊厳のあるアクセス
を提供することで、人間の安全保障を支援するもので
す。このプロジェクトでは、ゾンバ県とファロンベ県に
おける最も脆弱な洪水被災地域向けに洪水に強い住
宅を 200 戸建設し、2 地域の市場と 2 地域の給水所
の復旧作業を行いました。

また、より安全な住宅建設ガイドラインの技術を生か
せるよう、県や国の当局、民間企業、各地域の能力を
強化しました。女性や子ども、高齢者、障がい者など
最も弱い立場にある人々を対象に、気候や天候に強い
住宅づくりを通じた包括的な災害復興についての研
修も実施しました。

JICA は、自然の沼地を養殖池に変え、飼料
を与えて魚の生産性を向上させる新しいタイ
プの水産養殖の普及支援に取り組んでい
ます。

マラウイでは、1,200 人の地元職人が、より
安全な住宅建設技術の研修を受けました。

マラウイで最も脆弱な洪水被災地域のため、
200 戸の洪水に強い住宅が建設されました。
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アフリカ全土における平和の確立は、人間中心の開発と並んで、日本の対
アフリカ支援の3つの重要な政策の柱の1つとなっています。日本はUNDP
とともに、TICADの基本原則であるアフリカのオーナーシップとそれに対応す
る国際社会のパートナーシップに特段の重点を置き、2020 年プロジェクトを通
じて、アフリカの平和構築を促進するための具体的な行動を着実に進めてきました。「アフリカの平和と安
定に向けた新たなアプローチ（NAPSA）」を通じ、日本はアフリカが運転席に座る形で紛争の予防や仲
介、調停に向けたアフリカの取組を支援し続けました。また、紛争等の根本原因に対処するため、司法、
行政、立法システムを含む制度構築及びガバナンス強化を引き続き支援しています。

恒久的平和のための南南協力
アフリカは、アジェンダ 2063 の採択、アフリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD）を通じた開発
目標の実施、アフリカ連合開発庁（AUDA）への改組を含め、南南協力のための独自の優先事項や課題
の定義において素晴らしい進歩を遂げてきました。

平和と安定を支援する UNDP・日本資金のプロジェクト全般において、南南・三角協力の好事例が見ら
れました。例えば、ケニアでの南南協力は、日本の NGO 法人リーチオルタナティブズ（REALs）との協
力につながりました。REALs は平和構築に重点を置いており、ケニアの海上災害管理能力や、平和と安
全の脅威への対応能力の構築を支援するため、現地のカウンターパートに技術移転を行いました。

カメルーン
ギニア

ウガンダ

ルワンダ

南スーダン
エチオピア

モザンビーク

南アフリカ

ザンビア

マリ

ガーナ
ケニア

ナイジェリア

ブルキナ
ファソ

コートジボワール
コンゴ共和国

中央アフリカ	
共和国

1,796 人の職員が研修を受講

74 の研究論文とナレッジプロダクトを開発

14 カ国が平和維持・平和と安全に関する研修に参加 

1,000 人の軍人に予防接種
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平和と安定および 
平和維持活動



23

日本と UNDP アフリカ局  |  よりよい回復に向けたパートナーシップ 
2020 年度予算プロジェクトの年次報告書

コートジボワールのアビジャン自治区では、指揮所のリーダーを対象に、投票の安全に関
する研修を実施

エチオピアでは、アフリカ連合と国連の平和維持活動における深刻な訓練不足に対処し、エチオピアとア
フリカにおける平和活動訓練のあらゆる側面を強化するために、国際平和支援訓練センターの支援に取り
組みました。このプロジェクトの実施において、日本政府、エチオピア国際平和支援訓練センター、UNDP
は主要なパートナーとして重要な役割を果たしました。UNDP エチオピア事務所は比較優位性と独自の役
割を果たしながら、日本のカウンターパートと協力し、平和と安定の促進に向けた制度や能力の強化支援
を実施しました。

モザンビークのカーボ・デルガド州で開催されたイベント「サイクル・フォー・ピース」

日本と UNDP アフリカ局  |  よりよい回復に向けたパートナーシップ 
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平和と安定および 
平和維持活動
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この期間に実施された主な活動には、紛争予防と紛争管理に関する 2 つの国際コースと、対話、交渉、
調停に関する現地コースがあります。紛争予防と紛争管理に関する国際コースには、ソマリア、マリ、ル
ワンダ、チュニジア、ジブチ、スーダン、南スーダン、モロッコ、ウガンダ、ブルンジ、ケニア、エチオ
ピアから推薦された参加者が集まりました。

一方、南南協力の結果として、ナイジェリア、ベナン、ガーナのアフリカ 3 カ国で研修が行われました。ま
た、海上保安の向上に寄与するパートナーとして、非国家主体の役割も強調されました。海上保安の分
野において従来の当事者とパートナーの考え方が徐々に変化していることが見て取れます。

南南協力はルワンダでも見られました。アフリカ連合と国連が平和支援ミッションに派遣できる技能者の数
を増やすコースを通じて、同国の平和アカデミーの能力は強化されています。

ニャバック・オカチ・チャンさんは、5 人の子
どもを持つ 30 歳の女性で、南スーダン北部
のベンティウにある文民保護区に住む大家
族の稼ぎ頭です。彼女の娘に渡した結婚持参
金の一部を返金するよう要求してきた老人男
性が 2020 年 4 月、返金に応じていないとし
て、彼女を伝統的な裁判所に訴えました。

ニャバックさんの娘は、別の若い男性と関係
を持って妊娠しており、それを防げなかった
のは彼女の責任であるとされました。彼女は
逮捕され、末っ子とともにマラカル中央刑務
所に拘留され、その後、5 年の禁固刑を受け
るか、支払われた持参金を老人男性に払い
戻すよう言い渡されました。

刑務所を訪問した司法と信頼センターの法
務官は、彼女の事例を地元の裁判所に持ち
込みました。法務官は、彼女の娘を妊娠させた若い男性こそ、彼らの文化に従って
持参金を返金する責任があると主張し、彼女を収監した判決に異議を唱えました。

ニャバックさんは「そこで裁判官が私に有利な判決を下し、2 歳の息子と刑務所で
10 カ月間を過ごした私は、2021 年 2 月 20 日に釈放されました。（現地 NGO の）
HDC の担当者が私のカウンセリングを行いました。彼らは私がもう嫌がらせを受け
ていないか確認するため、訪問を続けてくれました」と語りました。

ニャバックさんの事例は決して特殊ではありません。伝統的な裁判所は、男性に有
利で人権に反する判決を下し続けているのです。UNDP は、人権、ジェンダー平等、
公正な裁判基準について伝統的指導者を継続的に訓練することにより、この問題に
取り組んでいます。

ヤンビオ、ボル、アウェイル、トリト、ワウ、ジュバでは、一部の伝統的指導者の態
度や、伝統的裁判の判決に、前向きな変化が認められています。

ニャバック・オカチ・チャンさんの事例に限らず、裁判
所はいまだに男性の主張を女性より優先する傾向があ
ります。

受益者の声
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日本は、南スーダンにおける持続的な平和を確保するた
め、安全で尊厳ある自発的な帰還への支援を継続しまし
た。幅広い協調的努力の中で、UNDP は戦略的パート
ナーとして武装解除・動員解除・社会復帰（DDR）委
員会と緊密に協力しました。UNDP はまた、DDR の指針
や政策文書を設計する協議の過程および実施段階にお
いて、国連児童基金（ユニセフ）や国連女性機関（UN 
WOMEN）、国際連合南スーダン派遣団（UNMISS）の安

全保障分野改革とも連携しました。

このプログラムは、3 つの市民社会組
織と協働し、脆弱で不利な立場にある
人々に法律扶助サービスを提供すると
ともに、地域の安全を高めるために草
の根レベルでコミュニティーの取り締
まり活動を支援しました。また、南スー
ダンの 司 法 当 局 や 法 務・ 憲 法 省、
UNMISSや国連難民高等弁務官事務所

（UNHCR）とも協力し、膨大な事例の
滞留や公判前勾留の長期化が見られ
る場所の評価を行い、移動裁判所を配
備しました。

約 50 万人にラジオ放送で法的権利に
関するメッセージを伝え、500 人の代
表者が全国会議に出席しました。約
519 人の国内避難民が法律扶助の恩
恵を受け、財務経済計画省の職員 240
人が研修を受けました。

コンゴ共和国では、プール県やブラザ
ビル、ブエンザなど近隣の県において、
経済・社会の復興や社会復帰の支援、

帰還した国内避難民や受け入れコミュニティーの生活環
境の改善を目的とした日本支援プロジェクトが実施され
ました。

このプロジェクトは、農牧業における収入創出活動の開
発を通じ、315 人の女性を含むプール県の 612 人の社会
経済的復興を支援しました。設備支援や農牧業のインフ
ラ建設がなされました。また、労働集約的な作業を伴う
インフラ構築によって、雇用も促進されました。社会的結
束の強化の一環として、40 人の若いファシリテーターが
研修を受け、プール県の 4 つの地区に配置されました。
平和と市民権の価値や道徳的価値観に関する啓発活動
は、6,434 人の女性を含む 12,660 人に届き、地元メディ
アも巻き込みました。国家の権限を強化するための活動
も、対話委員会の支援を受けて行われたほか、行政の
分権化（県や区）に向けてコンピューター機器が納入さ
れました。

国民会議で社会的結束に関する論文を
議員らに発表する国民対話事務局のメ
ンバー
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農牧活動がますますデジタル化される中で、革新的なアプ
ローチも取り入れられました。生産物評価の難しさを考慮
し、UNDP は電子商取引プラットフォームを立ち上げま
した。

現在までにサイトが作成され、運用が開始されました。受
益者から商品やコストに関する情報を収集し、サイトに最
新情報を掲載して販売を促進するための現地調査が実施
されます。オンライン決済の仕組みも取り入れられており、
商品の配送を確実にするために運送業者
との連携も確立しています。

ザンビアは、地域統合プログラムを通じ、
23,000 人の元アンゴラおよびルワンダ難
民を現地に統合すると約束しました。地
域統合プログラムは、かつて難民だった多
くの人々にザンビアでの永住権を与える
ものです。

日本政府からの支援によって UNDP が実
施した地域統合プログラムは大きな成果
を上げることができました。

ザンビア人と元アンゴラおよびルワンダ人
を含む約 2,000 世帯が、メヘバとマユク
ワユクワの再定住計画において農場・住
宅用地を手に入れました。再定住地域で
は 1.7 キロメートルの道路が建設・修復
され、3,000 人以上が取引市場や学校、
診療所などのサービス区域にアクセスで
きるようになりました。教職員に改善され
た住宅を提供することで、1,191 人の子ど
もたちが、統合地域で資格を持った教師
による改善された教育サービスを受けられるようになりま
す。太陽光発電の改善に伴い、メヘバ再定住地では 2,328
人が保健サービスを受ける際にきれいな水と照明を利用
できるようになりました。

地元住民や地域リーダーが参加したこ
とで、混合グループを支障なく設立する
ことができました。
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選挙支援
UNDP と日本政府は、コートジボワールにおける選挙プロセス
の信頼性、包摂性、透明性を強化するため、主な国内関係者
を通じて支援を提供しました。プロジェクトの実施においては、
選挙支援の主な受益者である独立選挙委員会（CEI）に加え、
政府、公的機関、政党、市民社会組織、メディア、そしてコー
トジボワールの国民全般、特に女性や若者、軽視された、ある
いは置き去りにされた人々が考慮されました。国際基準に従い、
自由かつ透明で、信頼できる包摂的な選挙プロセスを効果的、
効率的、持続的に実施することを目的に支援が実施されま
した。

UNDPと日本政府は、コートジボワールにおける選挙プロセスの信頼性、包摂性、透明性を強化する
ための選挙支援を提供しました。
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