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はじめに

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により喫緊の
課題が発生し、今も世界中の国々が対応に追われて
います。国際社会は困難な課題に直面していますが、
同時に、最貧国が環境に配慮した強靱で包摂的な開
発を達成する大きな機会も手にしています。世界銀行
の最貧国向け基金である国際開発協会（IDA）の第
20次増資は、世界が一丸となり、最も脆弱な人々に
手を差し伸べる機会となります。

回復への長い道のりについて考える前に、まずはこれ
までの成果と教訓を確認することが重要です。世界の
貧困層は4億8,000万人と推定されていましたが、
新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、その
数は最大6,300万人増加するとみられています。

IDAは過去の様々な危機と同様に、今回の新型コロナウイルス感染症危機でも最脆弱国を支
援しています。IDAの迅速かつ徹底した危機対応は、この数十年間に達成された開発成果を
維持するために役立っています。

この文書に掲載された20のストーリーは、IDAの支援をもとに構築又は強化されたシステム
が今、人命の救助、貧困層・脆弱層の保護、雇用の創出、事業の維持、強靱な回復を力強
く支えていることを明確に示しています。これらのストーリーが描いているのは、アフガニスタ
ンからザンビアまで、世界中の国々で変化を生み出し、より良い未来の基盤を築いている女
性と男性、そしてコミュニティの姿です。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、世界各地で達成された貧困削減の成果を過去
20年以上の間で初めて後退させました。先進国には回復の兆しが見られますが、最貧国の
多くは取り残されています。この地球規模のショックから力強く回復するためには、誰もが現
在の取り組みをさらに強化する必要があります。IDAは、これまでの60年間と同様に、これ
からも豊かで強靱な未来の実現に取り組む国々を力強く支援してまいります。

世界中の様々な開発ストーリーには勇気づけられます。ぜひ、ご一読ください。

世界銀行開発金融総局副総裁 
西尾 昭彦
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新型コロナウイルス感染症はアフガニスタンに深刻な打撃を与えました。世界保健機関
（WHO）のデータによれば、2021年6月14日時点の感染者は9万8,734人以上、死亡
者は3,934人を超えます。情報、水、衛生設備へのアクセスが限られていること、保健シス
テムが脆弱であることが足かせとなり、政府は急速な感染拡大を抑えることができていませ
ん。

アフガニスタン：新型コロナウイルス感染症危機対応の支援

数字で見るIDA

124地区、約1万2,000
のコミュニティでの啓発
活動

約75万世帯に救援物資
パッケージを配給

そうした中、国内各地のコミュニティでは女性たちが地域住民のためのマスク製作に乗り出し、
このシンプルながら命を守る衛生用品の不足を補っています。ナカラバードで暮らすシュクリア

（24歳）は、1日に約100枚ものマスクを仕上げています。シュクリアは、市民憲章アフガ
ニスタンプロジェクトがIDAとアフガニスタン復興信託基金の支援をもとに実施した全国規模
の啓発キャンペーンで、新型コロナウイルス感染症の恐ろしさを知りました。

「このキャンペーンのおかげで、新型コロナウイルス感染症の危険性を真剣に考えるようにな
りました。」とシュクリアは振り返ります。

アフガニスタンの農村部では、市民憲章と「女性のための経済的エンパワーメント：農村開
発プロジェクト（WEE-RDP）」が中心となり、住民向けの啓発活動を展開しています。市民
憲章は国内124地区、約1万2,000のコミュニティで議員やムッラー（宗教的指導者）を対
象とした会議を開催しました。その結果、今では数千人の農村住民が新型コロナウイルス感
染症の世界的流行を認識し、自分や家族を感染から守る方法を理解しています。

IDAは、新型コロナウイルス感染症に関する啓発活動に取り組むだけでなく、危機によって
生計を失った世帯が重要なライフラインを確保するための支援も提供しています。新型コロナ
ウイルス感染症の蔓延を防ぐために実施された都市封鎖や国境閉鎖などの措置は、食料不安
や飢餓に直面する世帯の増加につながりました。

「この村では、新型コロナウイルス感染症が流行する前から住民のほとんどは貧しく、日雇い
の仕事で家族を養っていました。」と語るのは、今回の感染症危機の影響が特に大きかったマ
ンドザイ村の日雇い労働者、バクティアール（25歳）です。「わが家では家族全員が新型コ
ロナウイルスに感染し、働けなくなったため生活が苦しくなりました。」

アフガニスタン政府は「Dastarkhwan-e Meli」という社会的セーフティネット・プログラム
を立ち上げ、バクティアールのような人々を支援しています。新型コロナウイルス感染症危機
の影響で食料不安や飢餓にさらされている世帯を対象とした救援物資パッケージの配給も始
まりました。このパッケージには世帯ごとに2、3週間分の食料が入っています。中身は現地
で調達されるため、雇用の創出や地域経済の活性化にも寄与しています。プログラムは市民
憲章アフガニスタン・プロジェクトと「新型コロナウイルス感染症：アフガンのコミュニティと
世帯のための救援活動」の支援を受けています。

Dastarkhwan-e Meliを通じて、最終的には500万を超える最脆弱世帯に救援物資が配布
される予定です。
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バングラデシュ：農村コミュニティの電力アクセスの改善

数字で見るIDA

540万人がソーラー・ホー
ム・システムにより電気を利
用可能に

受益者の60%以上は女性

バングラデシュの農村部では、電力網に接続している世帯は全体の3分の2にすぎず、電力
を利用できる世帯も頻繁な停電に悩まされています。IDAが支援する「第2次農村電化・再
生可能エネルギー開発（RERED II）プロジェクト」は、都市から離れた農村部にクリーンな
再生可能エネルギーを届ける活動を続けており、2012年以降の受益者は730万人（内、
60％超は女性）に上ります。

バングラデシュは、村落が広範に散らばり、多数の河川で国土が分断されているため、技術
やコスト面の問題から、多くの地域がまだ電化されていません。この問題の解決に寄与して
いるのが、ソーラー・ホーム・システムやソーラー・ミニグリッドといった電力網を使用しない
再生可能エネルギーです。これらの仕組みを活用することで、540万人以上の住民と8,000
を超える店舗・企業が電気を利用できるようになりました。

「薪の使用量が大幅に減りました。以前は2カ月ごとに薪を買っていましたが、
今は5カ月に1度で済むので、家計も助かっています。」
－シェファリ・ゴーシュ

動画
改良型の調理用コンロ
でバングラデシュの室内
空気汚染が改善

動画
クリーン・エネルギーの普
及でバングラデシュ農村部
の生活とビジネスが向上

「以前よりもずっと勉強しやすくなりました。」と話すのは、初等学校に通うクスム・コリ・ロイ（10
歳）です。クスムの家族はRERED IIプロジェクトの支援でソーラー・ホーム・システムを導
入することができました。「太陽光ライトは私たちの勉強にとても役立っています。」

プロジェクトは、少額融資制度や61の非政府組織（NGO）とのパートナーシップを利用して、
ディーゼルポンプの安価な代替品となるソーラー灌漑ポンプを1,000台以上設置し、3万
5,000人の農業従事者に恩恵をもたらしました。また、再生可能エネルギー支援の一環として、
ソーラー・ミニグリッド、バイオガス精製装置、約200万台の改良型調理用コンロを全国に
配布しました。

改良型調理用コンロは、従来のコンロと比べて一酸化炭素の排出量が90％、バイオマス燃
料の使用量が50％少なく、煙突もついているため、屋内の空気汚染も軽減されます。また、
地元企業が地域で調達した材料を使って製造しているため、農村部のサプライチェーン強化
や農村コミュニティの雇用創出にも寄与しています。調理時間が約半分になり、女性や子供
が調理用の薪集めに時間をとられることも減りました。

「薪の使用量が大幅に減りました。」と、若くして子供を育てるシェファリ・ゴーシュは言います。
「以前は2カ月ごとに薪を買っていましたが、今は5カ月に1度で済むので、家計も助かって
います。」

改良型調理用コンロの導入により、薪の使用量は58％削減され、温室効果ガスの排出量が
二酸化炭素換算で約300万トン削減されました。再生可能エネルギーの拡大は、バングラデ
シュの貧困削減、環境改善、雇用創出に貢献するだけでなく、農村部の人々に新たな機会を
もたらしています。
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https://youtu.be/lI4q9V2hdcg
https://youtu.be/N1nVSZ8E17Q
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カンボジア：新型コロナウイルス感染症危機の影響を受けた
労働者へのセーフティネットの提供

数字で見るIDA

農村の5,000世帯が土地
所有者に

新型コロナウイルス感染症の
ために都会での仕事を失った
後に土地を獲得した世帯は約
50世帯

カンボジア北西部のリゾート地、シェムリアップは観光の中心地です。世界的に有名なアンコー
ル遺跡群に最も近い都市として、国内外から多くの観光客を集めてきました。しかし新型コロ
ナウイルス感染症の世界的流行が始まり、観光客の足が遠のくと、ユー・ティーと妻のニース・
シムは仕事を失い、将来に不安を感じるようになりました。2人は、出身地であるトゥボング
クム県のチャエムクラビエン村に戻ることを決意しました。 

「家と土地があることに心から感謝しています。もし自分の土地がなかったら、
新型コロナウイルス感染症危機に打ちのめされ、仕事を求めて転々としなけ
ればならなかったでしょう。」
－ユー・ティー

動画
新型コロナウイルス感染
症の打撃を受けた労働者
のためのセーフティネット

「家と土地があることに心から感謝しています。」とティーは言います。そして深く息を吸うと、
こう続けました。「もし自分の土地がなかったら、新型コロナウイルス感染症危機に打ちのめ
され、仕事を求めて転々としなければならなかったでしょう。」

この村では、2人をはじめ、土地を持たない250の自作農世帯が、IDAの支援する「社会
経済開発のための土地配分プロジェクト（LASED）」を通じて、住宅用の土地と農地を獲得
しました。このプロジェクトによって、ベトナムの農村部では5,000世帯以上が土地所有者に
なり、新型コロナウイルス感染症のために都会での仕事を失った後、このプロジェクトを通じ
て土地を獲得した世帯も50世帯近くに上りました。

ティーとシムは、いずれ観光客がカンボジアに戻っても、シェムリアップに戻るつもりはありま
せん。自分の土地で野菜や家畜、販売用の作物を育てる暮らしに満足しているからです。

ヨン・レン・ソン（30歳）も、夫のパー・ソポン（29歳）と以前はタイで建設作業員として
働いていましたが、仕事がなくなったことを機に2020年半ばにベトナムのクラチエ県にある
実家に戻りました。タイでは月に約300万リエル（750ドル）の収入がありましたが、生活
費が高かったため、ほとんど貯金はできていませんでした。

レン・ソンの両親は、LASEDプロジェクトを通じて、住宅用の土地と3ヘクタールの農地を
手に入れました。2人は帰国後、家族を手伝ってキャッサバ栽培の拡大に取り組んでいます。
今年は約10トンの収穫を見込んでおり、現在の価格（1キログラムあたり450リエル）で販
売できれば、約450万リエル（1,125ドル）の利益が得られそうです。

カンボジアでは、新型コロナウイルス感染症による経済面の影響の緩和にLASEDが重要な
役割を果たしました。IDAと政府の共同調査によると、新型コロナウイルス感染症の世界的
流行は当初こそ大きな衝撃をもたらしましたが、その後の雇用は比較的安定しています。IDA
は他にも複数のプロジェクトを通じて、強靱な保健サービス提供システムの構築を支援しまし
た。また、Eラーニングを促進し、約300万人の幼稚園、初等・中等学校の生徒が学校閉
鎖中も自宅で学習を進められるよう支援しました。

幸い、他の多くの人たちと違って、2人には帰ることのできる家と土地がありました。帰郷後
は野菜の栽培や魚の養殖、養鶏、ゴムの木の伐採に取り組み、自家菜園で育てた作物を売っ
て60万リエル（150ドル）を稼ぎました。現在は80羽の鶏が出荷を待っており、1.5ヘクター
ルの農地で育つゴムの木は毎月約80万リエル（200ドル）の収入をもたらしています。 
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https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/brief/monitoring-the-impact-of-covid-19-on-households-in-cambodia
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中央アフリカ共和国：紛争後国におけるマスクの生産と活用

数字で見るIDA

240万枚のマスクの生産を
記録的な速さで実現

160万日の労働を創出

中央アフリカ共和国では、長年にわたる暴力と紛争によって保健医療システムが破綻していま
した。しかし、ある革新的なアプローチが人命救助と雇用の創出に貢献しています。政府は
新型コロナウイルス感染症が国内で広がり始めているのを見て、マスク着用の義務化という
苦渋の決断を下しました。しかし多くの国と同じく、中央アフリカ共和国も国内外でのマスク
不足という問題に直面しました。IDAが支援する「LONDOプロジェクト」は、この課題に
迅速に取り組み、240万枚を超えるマスクの国内生産を記録的な速さで実現しました。

LONDOプロジェクトは、同国最大の労働引換現金給付（CFW）プログラムであり、紛争
で疲弊した人々に短期雇用を提供することで、国内情勢の安定と社会的結束の強化を図って
います。通常は小規模なインフラ工事や道路の維持管理を通じて、地域の人々に雇用機会を
提供しています。若者が武装グループに勧誘され、暴力にさらされやすい国では、働く場所
を作ることが非常に重要です。新型コロナウイルス感染症危機は同国の経済と国内情勢をさ
らに悪化させ、世界銀行の最近の推計では14万人以上が極度の貧困に陥る恐れがあります。
このため、その時々の重要なニーズに迅速に対応できるLONDOプロジェクトの重要性はま
すます高まっています。  

LONDOプロジェクトと、プロジェクトの下で急遽実施されたマスク生産は、地域の資源を有
効活用した素晴らしいソリューションと言えるでしょう。1,000万枚のマスクを生産し、国民
全員に1人あたり2枚のマスクを無償提供する取り組みは、1万8,000人の仕立職人に生活
の糧を提供し、160万日以上の労働を生み出し、地域経済に約1,700万ドルを供給する見
込みです。

「1週間に700枚のマスクを製作できます。」と、アマル・ソルメインは笑顔で語ります。

針子として働くソルメインには4人の子供がいます。夫は国内で起きた暴動で亡くなりました。
彼女は最近、LONDOプロジェクトのマスク事業に採用されました。

「このプロジェクトは私の人生に種を蒔いてくれました。この小さな芽を、力強く、着実に育て
ていきたいと思います。」

ソルメインは、この仕事で得た賃金で子供たちと暮らす仮設住宅の修理を始めました。残り
の貯金を使って、いつか自分の縫製工房を開きたいと考えています。

CFWプログラムは、脆弱国で暮らすソルメインのような人々に、より良く安全な未来を手に
入れる機会を提供しています。LONDOプロジェクトは、多くの人に生計の手段を提供した
だけでなく、中小企業を支援し、命を救う公衆衛生活動にも貢献しました。こうした活動は
すべて、中央アフリカ共和国が復興を遂げ、平和な国を築く助けとなっています。
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ジブチ：気候変動に対する強靱性の構築

数字で見るIDA

116カ所の水アクセス・ポ
イントが建設され、農村部
の約1万世帯が飲料水が利
用可能に

収入創出の活動が届いた受
益者の数は約2,000人（内
47％は女性）

ジブチは、他の多くのIDA諸国と同様に、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が始まる
前から貧困に苦しんでいました。ジブチの人々にとって、水は非常に貴重な資源です。人口
の約20％にあたる約19万2,000人は飲料水を利用できません。牧畜に依存している農村
部でも、コミュニティと家畜がアクセスしやすい場所に水はありません。こうしたコミュニティ
は気候変動の影響を特に受けやすく、食料安全保障と家畜の生命はリスクにさらされていま
す。

近年、この地域では干ばつが続き、砂漠化に拍車がかかっています。その影響で、農村世
帯の75％以上が食料問題に直面しています。  

IDAの支援により、ジブチは初のコミュニティ・ベースの農村開発プロジェクトを実施しました。
このプロジェクトでは、コミュニティ自身が自らのニーズをもとに活動を選択し、現地のパート
ナーと相談しながら、自分たちのペースで活動を進めます。サブプロジェクトとして、水資源
の確保と土壌保全技術、農畜産物の生産支援、副業支援等も実施されました。

プロジェクトの支援により、約116カ所の水アクセス・ポイント（例：貯水槽、開放型貯水池、
深井戸、浅井戸、マイクロダム）が建設又は改修され、約200万立方メートルの水が家庭、
家畜、野生動物、灌漑のために供給されました。その結果、農村部の約1万世帯が飲料水
を利用できるようになりました。これは画期的な成果であり、特に女性にとっては水汲みに要
する労力、移動距離、時間が減り、他の経済活動や家事に時間を費やせるようになりました。

プロジェクトは水の供給量を増やしただけでなく、住民の生計手段を多様化し、牧畜への依
存度を減らすことで、水の需要そのものを削減しました。また、新たに84ヘクタールの農地
に灌漑を導入し、民間企業を支援するためにマイクロ灌漑キットを50の菜園に配布しました。
この他、家畜の治療やワクチン接種に必要な検査機器、動物用医薬品の提供も支援しました。

対象コミュニティの栄養不良問題を解消するため、栄養教育プログラム等の社会的コンポー
ネントも多数実施されました。女性参加者の91％が早期母乳育児が健康にもたらす利点を理
解し、57％が発育不全を防ぐためには生後6～23カ月の幼児に補助食品を与える必要があ
ることを理解しました。

ジブチ農業省のイブラヒム・エルミ事務局長によれば、プロジェクトは「良い成果を上げ、現
在は人間と家畜の水アクセスと農村部の貧困削減を示すベンチマークとモデルになっていま
す。」と語ります。

ジブチは新型コロナウイルス感染症危機への対応を通じて、強靱かつ持続可能な未来を実現
するための強固な基盤を手に入れました。

動画
ジブチ：気候変動への強
靱性強化
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ハイチ：新型コロナウイルス感染症に対する強靱性の種蒔き

数字で見るIDA

新型コロナウイルス感染症 
危機の前から迅速な食料支援
を必要としていた人の割合は
ハイチの人口の約35％

種子や肥料などの投入材の
調達、耕作や土地を整備す
るための支援を受けた農業
従事者は2万1,500人

新型コロナウイルス感染症の世界的流行が始まって以来、ハイチでは食料不安のリスクが高
まっています。世界食糧計画（WFP）によると、ハイチの人口の35％近くは今回の危機の
前から速やかな食料支援を必要としていました。世界金融市場のボラティリティ、海外に移住
した親族などからの送金の減少、ドミニカ共和国との国境の閉鎖といった外的脅威も、食料
不安をさらに悪化させています。

新型コロナウイルス感染症危機下で、世界銀行はハイチの食料安全保障を強化するため、
IDAが支援する「ハイチ：強靱な生産的景観プロジェクト」を通じて融資を実行しました。こ
の資金は、次の2作期の生産高を確保し、農村部と都市部の貧困層の購買力を維持し、食
料市場とバリューチェーンを保護するために活用されます。また、南県とニップ県の2万1,500
人の農業従事者が種子や肥料などの投入材を調達し、耕作や土地を整備するための支援や、
ソーシャル・ディスタンスと衛生対策の徹底に関する広報キャンペーンにも活用される予定で
す。 

ハイチを代表する食料生産地である南部平原の農村で牧畜業を営むアベラール・ジェレミーは、
「前回の作付けシーズンは不作で、収入が減りました。」と語ります。この地域は農業が盛んで、
ハイチの食料需要の45％をまかなっています。農業は農村部の多くの世帯にとって主たる収
入源です。

「収入が減ったため、次の作期に作付けを行うだけの貯蓄がありませんでした。」と、ジェレミー
の隣人で、コミュニティの医療従事者ジェリカ・ストヴィルは言います。

強靱な生産的景観プロジェクトは、他のドナーと連携しながら、春と秋の作付けシーズンに合
わせて、補助金や技術協力、投入材などを提供しています。この支援は、人々の栄養状態、
都市部と農村部における食料の確保、脆弱な世帯の強靱性の強化と改善に寄与する予定で
す。

この2つの地域では、合計1万7,600人の農業従事者に補助金が提供されます。生産性を
高めるための投入材やサービス、例えばトウモロコシや豆類、サツマイモの挿し木、野菜、苗、
肥料、堆肥、腐葉土に加えて、次の2作期に1万1,500ヘクタールの農地で作付けを行う
ための土壌整備や技術支援も提供されます。

「トウモロコシとエンドウの種を受け取り、耕作や施肥も手伝ってもらいました。作物は順調に
成長中です。」とストヴィルは誇らしげに語ります。

「私たちのコミュニティはこのプロジェクトを歓迎しました。このプロジェクトによる支援は、コ
ミュニティにとって重要です。農場の経営者から労働者、販売業者、消費者まで、生産チェー
ンに関わるあらゆる人が恩恵を享受できるからです。」と、ジェレミーは言います。
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2019年、つまり新型コロナウイルス感染症危機と2つのハリケーン（イータ、イオタ）に見
舞われる前の調査では、ホンジュラスはラテンアメリカ・カリブ海地域で最も貧しく、格差が
深刻な国の1つでした。人口の半数近くにあたる約480万人が1日あたり5.50ドル未満、
15％近くが1日あたり1.90ドル未満で暮らしていました。さらに、人口の3分の1は貧困に
近い状態にあり、再び貧困に陥る可能性がありました。 

ホンジュラス：極度の貧困層を対象とした保健サービスと教
育アクセスの改善

数字で見るIDA

23万4,000世帯（90％
以上が女性）が条件付き
現金給付を受給

1日あたり1.90ドル未
満で暮らしていた人の
割合はホンジュラスの人
口の15％

極度の貧困に苦しむ世帯は、生活のために、長期的な経済見通しの改善につながる機会を
損なうような選択をすることがあります。子供を学校に通わせず働かせることはその1つです。
貧困と不平等は、特に子供の健康と教育に大きな影響を与える可能性があります。

ホンジュラスは、IDAが支援する条件付き現金給付（CCT）プログラムを通じて、この傾向
を部分的に改めることに成功しました。プログラムは、極度の貧困世帯に子供の人数と年齢
に応じた現金を支給するもので、当初は「Bono 10,000」と呼ばれ、後に「より良い生活
へのボーナス」と改称されました。例えば、5歳未満児に小児予防接種を完了すると保健グ
ラントが支給され、初等・中等学校に子供を通わせると教育グラントが支給されます。

プログラムが成功を収めた大きな要因は、支給を管理し、支給対象を選定し、受益者からの
質問や苦情に対応する仕組みを構築した点にあります。具体的には、管理情報システム、コ
ンプライアンスの検証メカニズム、貧困層を特定するための戸籍情報、苦情処理メカニズム、
改良された支払いシステムなどです。

プログラムの実施を主導したのは、開発・社会包摂省の社会包摂担当副長官と国立社会セ
クター情報センター（CENISS）です。IDAとホンジュラス政府は、協調融資のパートナーで
ある米州開発銀行とも緊密に連携しました。

プログラムを通じて、先住民族コミュニティやアフリカ系ホンジュラス人コミュニティの最大
8,700世帯が現金給付を受け取りました。プログラム・グラントの受領者の90％超は女性で
す。

パライソ県、サモラノ県、コルテス県、コマヤグア県のフォーカス・グループでは、プログラ
ムが生活に与えた影響について、受益者から次のようなコメントが寄せられました。

「生活が楽になり、生活環境も改善されました。」  

「以前は家の床は泥でできていましたが、今は天井も床もセメントでできてい
ますし、トイレもあります。」
－現金給付受領者

ホンジュラス政府とIDAは、このプログラムの成功を足がかりとして、さらなる活動に取り組
んでいます。

例えば2018年11月、政府は「極度の貧困削減のための連帯・社会的保護基金」の10％
を毎年、プログラムに配分することを決定しました。この資金により、年間の現金給付額の
約3分の1を賄うことができます。

IDAの主な支援対象分野は、条件付き現金給付プログラムの農村部コンポーネントと都市部
コンポーネントの統合、政府の条件付き現金給付プログラムの手続き、規則、提供システム
の標準化です。
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ケニア：デジタル統合による運輸セクター改革

数字で見るIDA

100万台を超える車両を
安全な電子データプラッ
トフォームに登録

情報通信技術（ICT）を運輸
セクター改革に活用することに
より、ケニアはアフリカの「シ
リコン・サバンナ」という評
判を確立

ケニアでは2014年まで、運転免許を取得するためには複数の行政機関に足を運ばなければ
なりませんでした。行政サービスは細分化され、手続きは手作業で行われていたため、多く
の抜け道がありました。違法組織が簡単に免許証や自動車の運行記録を偽造できたので、
地下経済が活発化し、銀行や保険会社は詐欺や損失のリスクにさらされました。

こうした問題に対応するため、ケニア政府は国家運輸安全局（NTSA）を設立し、道路交通
関係の主要組織間の調整と道路の安全管理に取り組みました。  

NTSAは2016年、国民生活に欠かせない運輸サービスを管理するため、「運輸統合管理シ
ステム（TIMS）」という電子データ・プラットフォームを立ち上げました。

「TIMSのおかげで仕事が楽になりました」と言うのは、マタトゥ輸送車協会のリチャード・カ
ノル事務局長です。マタトゥとは、ケニアでは最も一般的な旅客輸送手段である乗り合いの
バンやミニバスのことです。「1回のクリックだけで、マタトゥの運転に必要なすべてのライセ
ンスを5分以内に申請できます。業者を介さずに直接NTSAのサービスを利用できるので、
事業コストが大幅に下がりました。」

TIMSは、「東アフリカ地域運輸・貿易・開発促進プロジェクト（EARTTDFP）」の一環として、
IDAの資金を使って構築されました。EARTTDFPは、ケニアと東アフリカ地域のパートナー
間の輸送・貿易を促進するために2015年6月に承認された5億ドルの融資です。

TIMSは高機能ながら使いやすいデジタル・プラットフォームで、セキュリティに優れた公開オ
ンライン・ポータル上で車両の登録や名義変更、免許、検査を申請できます。ケニア全土に
普及しているモバイルマネーやインターネット・バンキングのプラットフォームと直結した、安
全で透明性の高いキャッシュレス決済システムも備えています。申請の進捗状況はショートメッ
セージサービス（SMS）を利用して申請者に通知されます。

また、他の政府機関（歳入庁や国家登記局）も接続している安全なデータベースを使うことで、
申請者の個人情報も自動的に検証できます。

TIMSには政府機関から金融機関、自動車販売店、外交コミュニティ、公共交通事業者、一
般市民まで、運輸セクターのあらゆるステークホルダーが関与しています。データの統合は
国防機関や交通法執行機関の犯罪対策にも役立っています。銀行や保険会社等の金融機関
は安全なプラットフォーム上で検証可能なデータにアクセスできるようになり、クレジットや保
険金請求の不正が減りました。

2017年以降、100万台を超える自動車やバイクがTIMSプラットフォーム上で車両登録され
ました。公共輸送車両の車検証は電子化され、これまでに50万件以上のスマート運転免許
申請が処理されています。これらの文書のデータはTIMSと統合されたチップに保存されてお
り、法執行機関はモバイル技術を使い、あらゆる場所からこのデータを読み出すことができま
す。

ケニアでは、情報通信技術（ICT）セクターがあらゆる分野の経済発展と雇用創出の重要な
推進力になってきました。ICTを運輸セクター改革に活用することで、ケニアはアフリカの「シ
リコン・サバンナ」という評判を確立しました。

新しいNTSAシステムは安全かつ効率的です。以前は数週間、場合によっては数カ月を要し
ていたサービスが今では瞬時に完了します。こうした改善によって地域貿易が促進され、東
アフリカでのビジネス・コストも低下しました。 
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人口の50％が農村部で暮らすキルギス共和国では、農業が貧困削減、所得格差の縮小、食
料安全保障の強化、雇用の創出に極めて重要な役割を果たしています。今、同国の経済成
長は干ばつによって脅かされています。2010年の干ばつは農業セクターに大きな打撃を与
えました。続く2011年、2012年、2014年の干ばつは状況をさらに悪化させ、経済成長
に対する農業セクターの貢献度はますます低下しました。 

数字で見るIDA

19万8,000人が家畜
の管理方法とその改善
に関する研修に参加

750人近くの獣医師が研修を
受講、獣医師の数は100％増
加

キルギス共和国：農村世帯の生計改善

農村世帯にとって、家畜生産は定期収入と食料安全保障の源であり、不測の事態が起きた
時や経済的に困窮した際の社会的セーフティネットとしても機能します。しかしキルギスでは、
この家畜生産が深刻な状況に陥っていました。長年、持続不可能な方法で放牧を行ってきた
ために牧草地が劣化し、放牧に利用できなくなったのです。インフラ投資の不足と天然資源
の不適切な管理により、辺鄙な山間部の放牧地は十分に活用されず、ずさんな畜産手法、
質の悪い餌、家畜の健康問題も状況を悪化させていました。

2009年の法改正後、IDAが支援するプロジェクトは農村住民の生計を改善するために、コミュ
ニティ・ベースのガバナンスと放牧地管理の強化に取り組みました。プロジェクトは、基礎的
な動物保健サービスへのアクセスを拡大することにより、畜産セクターの生産性向上にも取り
組んでいます。

2014～19年、140の農村コミュニティで約19万8,000人（内、約10万人は女性）が家
畜の管理方法とその改善に関する研修に参加しました。さらに750人近くの獣医師が研修を
受講しました。コミュニティで活動する獣医師の数は倍増し、国全体の動物の健康状態が大
幅に改善されました。

プロジェクトは、最貧困層の牧畜民が共有放牧地を利用できるよう支援したほか、共有地の
自然資源管理を改善することで、貧困の緩和、牧草地を管理する行政機関の機能向上、脆
弱層の発言力の強化にも貢献しました。現在はIDAの支援をもとに、放牧地の状況をモニタ
リングし、天候に変化があれば即座に注意を促すなど、放牧コミュニティが気候変動に伴うリ
スクを軽減できるよう支援しています。
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マラウイ：銀行口座の開設促進

数字で見るIDA

現在は成人人口の40%が
金融機関を利用

正規の銀行口座を持つ女性
の割合は2倍以上の38.5％
に上昇

2011年にマラウイの金融セクターは国の成長と貧困削減にあまり寄与していませんでした。
成人の銀行口座保有率はわずか17％でした。マラウイは大規模な改革を成し遂げましたが、
ビジネス環境の整備、特に金融セクター改革の面では多くの課題が残されていました。フォー
マル金融は依然として規模が小さく、サービスの提供範囲も都市部が中心だったため、企業
にとって最大の課題は資金調達でした。

プロジェクトは、金融リテラシーの向上と金融セクターの規制枠組みの改善を支援しました。
決済システムが近代化され、すべての商業銀行が1つのシステムに接続されました。マイク
ロファイナンス機関のハブが構築され、新しい自動取引システムがテクノロジーを使って取引
を効率的に処理しています。マラウイ準備銀行は、こうしたデジタル・イノベーションを足が
かりとして銀行機能のさらなる向上に取り組み、現在ではグローバル・サウスの同業他社から
も知識共有の要請を受けています。

こうしてマラウイではデジタル・トランスフォーメーションが進み、金融アクセスが改善されま
した。例えば、金融機関を利用する成人の割合は、2011年のプロジェクト開始時には19％
にすぎませんでしたが、プロジェクトが完了した2018年6月には40％に上昇していました。
正規の銀行口座を持つ女性の割合も、2011年の17％から2018年には38.5％に上昇しま
した。

デジタル金融サービスの改善により、銀行がほとんどない農村部でも銀行サービスを利用で
きるようになりました。農村部に出向いて顧客にサービスを提供する移動式銀行に加えて、
サービスの支払いを携帯電話と安全に紐付けられるようになったことで、顧客とサービス提供
業者の間でのモバイル決済が可能になりました。

FSTAPの完了後も、政府はその強力な実績を引き継ぐ活動を続けています。2020年8月
に承認された「金融包摂・起業拡大プロジェクト」（8,600万ドル）は、IDAの支援の下、零
細・中小企業の金融サービスへのアクセス拡大に取り組んでいます。

こうした状況下で構想されたのが、IDAが支援する「金融セクター技術協力プロジェクト
（FSTAP）」です。プロジェクトは2,800万ドル超を投じて、マラウイにデジタル金融サービス
の基礎を築きました。プロジェクトを機に、政策立案者や規制当局、市場関係者がテクノロジー
やプロセス、人材を駆使して、市場行動、アウトリーチ、パフォーマンスの進化に取り組むよ
うになりました。
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2015年、ネパール中部をマグニチュード7.8の大地震が襲いました。それから1カ月も経た
ないうちに、今度はマグニチュード7.3の地震が発生し、一連の地震による死者は8,700人
を超え、負傷者は約2万5,000人に上りました。世界銀行が支援した災害後ニーズ評価によ
ると、最大のニーズは全壊・半壊した約71万5,000戸の住居を、より安全な形で再建する
ことでした。 

ネパール：大地震後の生活再建

数字で見るIDA

24万5,485戸を災害に強
い住宅として再建

プロジェクトの受益者の70％
以上がプロジェクト・グラント
を受け取るために銀行口座を
開設

プロジェクトは現在、IDAからの7億ドルの融資をもとに、被災した32地区の貧しい農村部
で暮らす33万人以上の被災家屋所有者に対して、災害に強い建築技術と材料を使って家を
再建するための支援を提供しています。また、組織・制度面の機能を強化し、技師や石工を
訓練することで、災害に強い建築という文化をネパールにもたらしました。

こうした支援は、男性がほぼ独占していた職業に女性が参入する機会も開きました。

「石工の訓練を受けたことで人生が変わりました。新しい技術や経験を得られただけでなく、
コミュニティにも貢献できるようになったのです。」と語るのは、ネパール中部のヌワコット郡
で暮らすカマラ・B・K（38歳）です。

カマラは、ネパールの国家復興支援機構（NRA）が特に被害が甚大だった14地区で採用し
た149人の女性移動石工の一人です。NRAが雇用した移動石工の内、20％は女性でした（全
国レベルでは、住宅の再建に従事する作業員の女性比率は8％）。新型コロナウイルス感染
症対策のために作業員が長距離を移動できなくなったため、地域に拠点を置く移動石工への
需要が高まっています。

プロジェクトは、自然災害に強い再建手法に関する技術協力を提供しつつ、住宅の再建に関
する決定は住宅所有者に委ねるという所有者主導のアプローチを採用しています。

2021年3月現在、IDAから全面的又は部分的な支援を得て再建された災害に強い住宅は
24万5,485戸に上ります。住宅再建は、特に被害が甚大だった11地区で推定37億6,000
万ドル相当の経済価値を生み出しました。また、受益者の70％以上がプロジェクト・グラント
を受け取るために銀行口座を開設しました。そのほとんどは過去に銀行口座を開設したことが
なく、また新規口座開設者の30％は女性でした。

「移動石工が私の自宅をより強固でより安全な家に建て直してくれるので助か
りました。現在は仮設住宅暮らしなので安全ではありませんし、雨漏りもしま
す。モンスーンの季節が始まる前に再建後の自宅に戻りたいと思っています。」
－バガワティ・スベディ（バネパに住む47歳の女性）

IDAの「地震住宅再建プロジェクト」の目的は、ネパール政府が住宅グラントの提供を通じて、
マルチハザード対応防災住宅の建設を支援することでした。被災した家屋の所有者には技術
協力が提供され、再建された住宅の安全性を確認する施工品質検査制度が構築されました。
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ナイジェリア：北東部の復興と平和構築の強化

2009年以降のボコ・ハラムによる襲撃は、ナイジェリア北東部で暮らす1,500万人に深い
傷跡を残しました。この紛争によって約2万人が死亡し、220万人が故郷を離れることを余
儀なくされました。移動を強いられた人々の約70％は、ボルノ州、アダマワ州、ヨベ州に避
難しています。

数字で見るIDA

10万5,000人（内、49％は
女性）の受益者が道路、病院、
学校、水・衛生設備、公共
施設へアクセス可能に

心理社会的支援サービス
を1万3,500世帯に
提供

「国内避難民として生きることは、心に傷を残すだけではありません。自分を不要な人間、囚
人のように感じるのです。」と語るのは、ボルノ州バマで暮らすアブバカル・アブドゥラヒです。

家族の再会や生活再建の支援、甚大な被害を受けた地域のインフラ修復は多大な努力を要し
ます。世界銀行の「2016年復興・平和構築評価」は、その費用を約67億ドルと見積もっ
ています。

アブドゥラヒは暴力から逃れるために故郷を脱出した2年後に家族と再会しました。彼はIDA
が支援する「マルチセクター復興プロジェクト（MCRP）」を通じて、基礎的な生活支援サー
ビスを受けています。

MCRPは、効果の高い早期復興支援に対する短期的なニーズに応えるために、食料品以外
の物資や農業・非農業投入材を提供することで、ナイジェリア北東部で展開されている人道
的活動を補完しています。

例えば、アブドゥラヒの場合は2頭の雌羊と1頭の雄羊を受け取りました。「家畜がいれば、
現状を打破し、家族を養うための収入が得られます。」と彼は言います。

プロジェクトは、社会的結束や生計、インフラ、公共サービスに投資することで、中期的な
復興と強靱性の強化にも取り組む予定です。

2017～20年に687件のインフラ復旧プロジェクトが始まり、現在は約180キロメートルの
道路と3つの橋の建設・補修工事が進行中です。修復された道路、病院、学校、水・衛生
施設、公共施設の受益者は10万5,000人（内、49％は女性）を超えました。

プロジェクトは、紛争や避難生活がもたらす心の傷にも注目し、対象となる1万3,500世帯
に心理社会的支援サービスを提供しました。

プロジェクトが成功を収めた大きな要因は、ナイジェリア当局、国際機関、ドナーとのパートナー
シップにあります。

ナイジェリア政府、北東部開発委員会、そしてボルノ、アダマワ、ヨベの各州が、プロジェク
トに積極的に関与しました。連邦政府と州政府も、それぞれの役割と責任を明確にした上で
緊密に連携しました。

IDAはプロジェクトを進めるにあたり、国連開発計画や欧州連合、アフリカ開発銀行、イスラ
ム開発銀行とも協力しました。世界銀行はナイジェリア北東部の組織・制度面の強化とキャパ
シティ・ビルディングに重点を置いた、英国外務国際開発省の信託基金（300万ドル）も管
理しています。

今後は早期支援から、長期的な復興と生計手段の開発に活動の焦点が移ります。保健、教
育などの基礎的サービスの提供、農業投資と生計の支援が主な重点分野となる見込みです。

動画
農業を通じた生活再建

動画
ヨベの国内避難民の支援
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パキスタンでは貧困削減が大きく進みました。その立役者とも言えるのが社会的保護プログ
ラムです。10年前のパキスタンには、多くの改善すべき点がありました。例えば、2011年、
所得の下位40％の人々には、政府支出の半分も届いておらず、農村部の貧困率は都市部を
大幅に上回っていました。

IDAが支援する「パキスタン社会的セーフティネット・プロジェクト」は、こうした状況下で
2009年に始まり、2017年まで続きました。プロジェクトが目指したのは、パキスタンの代
表的なセーフティネットであるベナジル所得支援プログラム（BISP）の拡大と強化です。

パキスタン：社会的セーフティネット・プログラムの強化

数字で見るIDA

1,500万人の女性が現
金給付を受給

現金給付の受領者として登録
された女性の数は70％増加

「夫は病気で外出できません。今日受け取った1万2,000ルピーがあれば、
1カ月間は生活できます。このような状況で、政府が私たちに寄り添い、支
えてくれることに感謝しています。」
－サキナ（クエッタ在住）

プロジェクトの主な目的は、補助金対象者の抽出方法を改善すること、BISPの管理、説明責
任、評価を強化することでした。中心となった活動は、2,700万超の世帯（約1億6,700万
人）をデータベース化した「全国社会経済登録台帳」の構築です。このような台帳は南アジ
アでは例がなく、現在はBISPだけでなく、約70の組織が貧困削減を目的とした社会プログ
ラムの実施に活用しています。

BISPの特筆すべき点は、給付金の直接の受取人を女性にしたことです。デジタル決済の拡
大により、支店に足を運ばなくても銀行サービスを利用できるようになり、最貧困層の女性も
給付を受け取ることが可能になりました。BISPが始まった2008年以降、新たに1,500万人
以上の女性が給付を受け取り、現金給付の受領者として登録された女性の数は70％も増加
しました。

BISPやその他の社会的保護プログラムへの投資は、パキスタンが新型コロナウイルス感染症
の流行拡大に対応する上でも重要な役割を果たしました。

公衆衛生上の危機を封じ込めるために実施された全国規模の都市封鎖は、貧困層や脆弱層、
特に病人や高齢者、子供の世話を担う傾向がある女性に、さらなる経済的リスクを負わせま
した。

パキスタンはIDAの支援をもとに、BISPを通じて480万人の女性受益者を支援しました。

「夫は病気で外出できません。今日受け取った1万2,000ルピーがあれば、1カ月間は生活
できます。このような状況で、政府が私たちに寄り添い、支えてくれることに感謝しています。」
と、クエッタ在住のサキナは言います。

社会的保護プログラムの強化に引き続き重点を置くことで、パキスタンはさらなる貧困削減
の機会を生み出しています。世帯レベルでは、貧困世帯の収入が増えれば、親は子供の教
育や自分の経済機会に投資できるようになります。組織・制度レベルでは、社会的保護シス
テムの構築に投資することで効率化が進み、限られた資源でより多くの課題への対応が可能
になります。
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ルワンダ：元戦闘員の再出発

数字で見るIDA

7万人の元戦闘員が動員
解除され社会復帰

300人近くの元児童戦闘員に 
正規教育、職業訓練、又は 
訓練生制度を提供

ルワンダ大虐殺後、新政府は戦闘の影響に対応し、民族間の和解を促進するための施策を
導入しました。1994年の大虐殺によって約100万人の命が奪われ、国土が荒廃しました。
旧政府軍や民兵の多くは現在のコンゴ民主共和国に逃れ、数十年にわたって厳しい生活を送
りました。

「このコースで学んだことは、貧困から抜け出す助けになるはずです。」と語るのは、研修センター
で仕立てを学んだマリー・トゥイゼレという若者です。「ここで得たスキルがあれば、就職し、
自分と家族を養うだけの収入を得られるはずです。」

プログラムに参加した元児童戦闘員は300人近くに上ります。その中には、武装グループに
強制的に参加させられ、わずか9歳から戦い始めた子供も少なくありません。そのため、ルワ
ンダに帰還した元児童戦闘員は少なくとも1年間、ムホーザ児童リハビリテーションセンター
で過ごします。センターでは訓練を受けた職員の手で、戦闘によって奪われた経験を取り戻す
ための支援が行われます。その後、元児童戦闘員は家族の元に戻るか、里親に預けられます。

協同組合も、元戦闘員がコミュニティの人々と「ビジネスの成長」という共通の目標に取り組
むことで、社会や経済に復帰する有効な手段として貢献してきました。首都キガリでモトタクシー

（バイクタクシー）を運営するアバフザ協同組合は、その成功モデルです。2009年に10人の
元戦闘員と数台のバイクで始まったこの協同組合は、今では450人以上の運転手を雇用する
までに成長しました。その内、約100人は元戦闘員です。

「アバフザ協同組合に入った時、温かく歓迎してもらいました。」と元戦闘員のマーティン・ムヒ
レは言います。「バイクが支給され、その後は万事順調です。動員解除委員会によって頻繁に
開催される研修も大きな助けになっています。今では持ち家もあります。すべてがこの仕事の
おかげです。」

元戦闘員の動員解除、経済的復帰、社会への同化は、ルワンダの長期的な開発戦略の柱です。
IDAの支援の下、RDRCは復興に向かうルワンダが社会的規範を取り戻し、安定を維持でき
るよう支援しています。

動画
元戦闘員が新たに技能
を習得して就職

動画
紛争終結による武器回
収後の社会

動画
元戦闘員がルワンダに
帰国

平和と安定を実現するために新政府が策定した戦略の要は、旧政府軍や民兵を含む武装集
団の武装解除、動員解除、帰還でした。1997年にはルワンダ動員解除・社会復帰委員会

（RDRC）が設立され、これまでに7万人を超える元戦闘員の動員解除と社会復帰を支援して
きました。IDAは「緊急動員解除・社会復帰プログラム」（2002～08年）と、それに続く「第
2次緊急動員解除・社会復帰プロジェクト（SEDRP）」（2009～17年）を通じて、こうした
取り組みを支えました。

動員解除では、元戦闘員の医療的支援、心理社会的スクリーニング、カウンセリングが実施
されます。RDRCは、元戦闘員がルワンダ社会に復帰するための様々な研修やクラスも提供
しています。元戦闘員の中でも、特に脆弱な人々、女性、子供には2年間の正規教育、職
業訓練、又は訓練生制度に参加する資格が与えられます。
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サヘル地域では、2,000万人を超える牧畜民が水と牧草を求めて牛を移牧しています。サヘ
ル地域の75％は乾燥地であり、1カ所に留まっていては家畜を育てることができないからです。

サヘル：牧畜民の支援がもたらす強靱な未来

数字で見るIDA

サヘル地域の75％は 
乾燥地のため、牧畜民
は1カ所での放牧が 
不可能

500万ヘクタールの放牧地、
181の給水所、66の家畜市
場が2万700人の経済活動
を支援

毎年、11月上旬になると干ばつの兆候が現れます。川の水量が減り、牧草がまばらになる
のです。すると多くの家族が、通常は少人数のグループに分かれて、水と牧草を求めて数カ
月にわたる旅に出ます。

サヘル地域の牧畜民は今、自分たちだけでは乗り越えられない気候変動という新たな課題に
直面しています。牧畜民の伝統的な暮らしは存亡の危機にあります。雨期が短くなる一方で、
乾期は長期化し、9カ月間続くこともあります。2010年の干ばつは特に深刻で、ニジェール

「水・森林の当局が開催してくれた山火事対策の研修は、私たちの暮ら
しを大きく変えました。この知識は末永く受け継いでいくつもりです。」
－ハミジ・バリー、セネガルとの国境近くにある村の村長

では牛の総数の約25％にあたる480万頭が死亡し、国の経済に7億ドルを超える損失をも
たらしました。

水不足も進行中です。人口の増加に伴って農耕民が畑を広げ、従来の牧畜地域や遊牧のルー
トを侵食しています。その影響で伝統的な方法では家畜を管理できなくなり、深刻な衝突が
頻繁に起きています。

IDAが出資する「サヘル地域牧畜支援プロジェクト（PRAPS）」はサヘル諸国、すなわちブ
ルキナファソ、チャド、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガルを支援するものです。プロ
ジェクトは、資源管理や動物の健康改善、市場アクセスの促進、牧畜世帯の収入源の多様化、
紛争の管理を通じて、牧畜システムの保護に貢献しています。給水所、家畜の放牧地、予
防接種センター、家畜市場、飼料倉庫等のインフラ整備にも取り組みました。

セネガルとの国境近くにある村のハミジ・バリー村長は、「水・森林の当局が開催してくれた
山火事対策の研修は、私たちの暮らしを大きく変えました。」と語ります。「この知識は末永く
受け継いでいくつもりです。」

2015～20年にかけて、プロジェクトは500万ヘクタールを超える放牧地、181の給水所、
66の家畜市場の設立と管理の改善を支援しました。また、2万700人の経済活動を支援し、
その88％は女性でした。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、こうした成果を台無しにする恐れがありました。
感染の拡大を防ぐために国境が閉鎖されると、牛の群れは元の国に戻ることができなくなり、
牧畜民が国境付近に集中した結果、動物の健康に大きなリスクが生じました。IDAは現在、
モニタリング・イニシアティブの立ち上げ、早期警戒システムの強化、牧畜セクターへの支援
に照準を合わせた対応策に追加資金を提供しています。

動画
牧草を求めて
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シエラレオネ：児童の学習機会の確保

数字で見るIDA

ラジオ講座を利用した生徒は
140万人（内、女子は70万人）

2万2,000人の教師が学校
再開前に保健と安全確保に
関する研修を受講

シエラレオネでは、教育資源の不足により、若者に十分な教育機会を提供できていませんで
した。さらに2020年3月に新型コロナウイルス感染症の世界的流行が始まると、学校も閉
鎖されました。

新型コロナウイルス感染症危機では、エボラ出血熱の経験をもとに、学習機会の喪失を効果
的に抑えることができました。IDAが支援する「フリー・エデュケーション（FREE）プロジェ
クト」は、対象を絞り込んだ支援を通じて、この取り組みを支えています。

最優先課題は、遠隔学習を活用して生徒が安全に学習を進められるようにすることでした。
この点では、学校閉鎖の1週間後に始まった「ラジオ講座」が目覚ましい成果を上げました。
2020年3月末から10月初旬までの学校閉鎖期間中にこのラジオ講座を利用した生徒は約
140万人（内、女子は70万人）に上ります。

ポッドキャスト
新型コロナウイルス 
感染症危機下の学習

「ラジオ講座はインタラクティブで楽しいので気に入っています。他に補習用
のプリントも配られました。」
ファトマタ（中等学校の生徒）

並行して、プロジェクトの下で、学校再開時に生徒と教師の安全を確保するための措置を基
礎・高等教育省が立案し、実施できるよう支援しました。これらの措置は、エボラ危機の際
に設定された学校での安全確保手順や心理社会的支援ガイドラインをもとにしたもので、1万
1,000校の初等・中等学校すべてに配布されました。また、学校再開時は事前に約2万2,000
人の教師を対象に、保健と安全確保の手順に関する研修を実施しました。すべての初等・中
等学校にマスク、石鹸、赤外線体温計などの衛生・安全用品が配布され、約200万人の生
徒が恩恵を享受しました。

プロジェクトは、英国外務国際開発省、アイリッシュ・エイド、欧州連合による協調融資プロジェ
クトであり、世界銀行が管理するシエラレオネ教育マルチドナー信託基金を通じて支援を提供
しています。世界銀行が資金を管理する教育のためのグローバル・パートナーシップ（GPE）
の下、セーブ・ザ・チルドレンがNGOのコンソーシアムを主導し、コミュニティとの連携を重
視しながら、取り残された貧困層を支援しています。コンソーシアムの主なパートナーは、ハ
ンディキャップ・インターナショナル、プラン・インターナショナル、コンサーン・ワールドワイド、
農村・都市改革財団、フォーカス1000、シエラレオネ・ストリート・チャイルドです。

IDAは今後もパートナーと緊密に連携しながら、シエラレオネの子供たちのために、生徒のニー
ズに柔軟に対応できる強靱で公平な教育制度の育成に貢献していきます。

新型コロナウイルス感染症は、2014年のエボラ出血熱危機の恐ろしい記憶を呼びさましまし
た。エボラ危機では学校が8カ月間にわたって閉鎖され、その影響はすぐに現れました。世
界銀行の調査では、エボラ出血熱危機の収束後、12歳から17歳の女子が学校に戻る確率
は推定16％低下し、女子による児童労働は19％ポイント増加しました。
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タジキスタン：新型コロナウイルス感染症危機における児童の
健康確保

数字で見るIDA

3歳未満児を持つ6万5,000
世帯が緊急現金給付を受給

医療を受けられな
かった世帯の割合
は20％

タジキスタンは、海外からの送金に大きく依存しているため、新型コロナウイルス感染症の世
界的流行から特に大きな打撃を受けました。今回の危機の影響により、タジキスタンの経済
成長は世界同時不況以来の低水準に落ち込み、その影響は低所得世帯や子供たちに重くの
しかかっています。

2020年は送金額も前年より6.3％減少しました。タジキスタンでは、送金を受けている世帯
の80％超が、受け取った資金を主に食料などの生活必需品の購入に充てています。

新型コロナウイルス感染症は、人々の基本的なニーズにも打撃を与えました。世界銀行の調
査では、41％の世帯が新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、食料の消費量を減
らさざるを得なかったと回答し、20％の世帯は医療を受けられなかったと回答しました。今回
の危機はこれまでに達成された貧困削減の成果を脅かし、困窮世帯の間ではすでに食料不安
や栄養不良が拡大しています。

IDAは「タジキスタン：緊急新型コロナウイルス感染症対応プロジェクト」を通じて、政府の
現金給付を支援しています。物価の上昇や収入機会の減少といった危機の影響を相殺するた
め、3歳未満児のいる低所得世帯には、一時支援金500ソモニ（約50ドル）が支給されま
した。ユニセフとのパートナーシップにより、栄養と子育てに関する啓発活動も実施しています。

「栄養不良は、子供の身体的・知的成長に悪影響を及ぼします。特に
3歳未満児は、栄養不良の影響を生涯にわたって受ける恐れがあります。
だからこそ、脆弱世帯の中でも、特にこの年齢層の児童に照準を合わ
せた援助が重要なのです。」
－オレクシー・スルチンスキー世界銀行シニア・エコノミスト

マヒナの家族は、他の多くの家族と同様に、新型コロナウイルス感染症の世界的流行と都市
封鎖から影響を受けました。彼女の夫は建設作業員ですが、多くの建設プロジェクトが中止
になったため、仕事がありませんでした。補助金のおかげで、マヒナは手術を受けたばかり
の1歳の娘に食料や薬を買うことができました。

「私たち家族にとって、この支援はタイムリーで、とても重要なものでした。娘のサルビノスは
すっかり回復し、今は元気に過ごしています。」とマヒナは言います。

シャハリナフ地区で息子たちやその家族と暮らすバルフィオイ・ショイマルドノヴァ（61歳）も、
この補助金を受け取った一人です。彼女の夫、息子の1人、そして孫の1人は障害を持って
います。孫は5人おり、一番上の子は7歳、一番下の子は1歳になったばかりです。ロシア
で働く長男が一家の大黒柱ですが、ロシアが実施している検疫措置の影響で、最近は以前
ほどの金額を送金できません。

「ロシアの検疫が強化されてから送金額が減りました。生活は苦しくなりましたが、補助金の
おかげで小麦粉を買い、子供たちを助け、食事を与え、世話をすることができました。」とバ
ルフィオイは言います。

この緊急現金給付は、タジキスタンの社会保護システムが新型コロナウイルス感染症のよう
な危機的状況にも有効であることを証明しました。政府はIDAの支援をもとにこのモデルを
拡大し、現金給付の対象を今回の危機の影響を受けた他の人々にも広げていく予定です。
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トンガ：明るく強靱な未来のための学校強化

南太平洋に浮かぶトンガ王国は、豊かな文化と寛大で友好的な国民性から「フレンドリー・ア
イランド」と呼ばれています。一方でサイクロン、地震、洪水、海面上昇といった災害に頻
繁に見舞われるトンガは、世界で3番目に災害リスクの高い国としても知られています。近年
は気候変動の影響で災害の規模が拡大傾向にあり、災害が発生すると国土が広い範囲にわ
たって壊滅的な影響を受け、国民の生活や医療、教育に悪影響が及ぶ恐れがあります。

2018年2月には、カテゴリー4の熱帯サイクロン・ジータがトンガを襲い、時速220キロメー
トルの暴風が吹き荒れました。ジータの影響は甚大で、家屋や建物はつぶれ、学校や教会は
破壊され、農作物はなぎ倒され、家畜が死亡した結果、数千世帯が生計の手段を失いました。

世界銀行はIDAの危機対応ウィンドウを通じて緊急資金を迅速に提供し、サイクロン・ジータ
による被害に対応し、復興を支援しました。また、IDAとオーストラリア外務貿易省が出資す
る「大洋州レジリエンス・プログラム（PREP）」も支援を提供しました。PREPは、自然災害
や気候変動に対するトンガの強靱性を強化するために、2015年に始まったプログラムです。
ジータがもたらした被害の大きさを考慮し、学校の再建を支援するための資金が追加で提供
されました。トンガには150の学校がありますが、その内の109校（生徒数2万3,000人）
がジータの被害を受けました。将来の暴風雨やサイクロン、地震から学校を守るため、学校の
修理・再建は厳しい基準にもとづいて行われています。

「サイクロン・ジータによって教室は壊滅的被害を受け、絶望的な気持ちになりましたが、今
は言葉にできないほど嬉しく感謝しています。この新しい教室で学習できれば、成績も上が
るに違いありません。」と、トンガの主島であるトンガタプ島の東端に建つモウンガ・オリーブ・
カレッジの教師、シウ・プル・パルは言います。「良い雰囲気の教室、安全でホワイトボード
などの設備も充実した教室では、生徒も勉強を頑張ろうという気持ちになるものです。この
学校で学びたいと思う生徒も増えるでしょう。生徒たちは新しい教室のある頑丈な校舎で、
明るい未来のために学習することを楽しみにしています。」

トンガの生徒たちが安全で快適な場で再び学べるようにすると共に、その場を未来の子供た
ちも利用できるようにすることは、環境に配慮した強靱な未来にとって不可欠です。IDAが
支援した一連の活動は、2020年末までにトンガの初等・中等学校の生徒の約40％にあたる
9,000人以上に恩恵をもたらしました。

「良い雰囲気の教室、安全でホワイトボードなどの設備も充実した教室では、
生徒も勉強を頑張ろうという気持ちになるものです。この学校で学びたいと
思う生徒も増えるでしょう。生徒たちは新しい教室のある頑丈な校舎で、明
るい未来のために学習することを楽しみにしています。」
－シウ・プル・パル、（モウンガ・オリーブ・カレッジの教師）

数字で見るIDA

トンガの150の学校の内
109校を将来の自然災害に
向け強化

学校の修理によりトンガの初
等・中 等 学 校 の 生 徒 の 約
40％にあたる9,000人が恩
恵を享受
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ムを迅速に立ち上げました。これらの活動は、イエメンですでに活動していた333の緊急対
応チームの疾病監視活動に新型コロナウイルス感染症を組み込むという形で実施されました。
84の優先地区については、新型コロナウイルス感染症に特化したチームが新たに配備されま
した。

イエメン保健当局との連携の下、検査施設を強化し、新型コロナウイルス感染症の重症患者
を治療する隔離室を整備する措置も講じられました。その一環として、診断キットなどの検査
に必要な装置が追加で調達されたほか、重症患者に対応するために、全国に37の隔離室が
設置されました。WHOは19の隔離室の水・衛生インフラを改善して人工呼吸器を設置し、
WHOのガイドラインにもとづいて、1,473人の医療従事者を対象に感染予防・制御手順に
関する研修を実施しました。

こうした活動の一方で、プロジェクトはCOVAXファシリティを通じて、ワクチン配布におい
ても重要な役割を果たしています。プロジェクトは、イエメンの保健医療システムの再建・強
化に継続的に取り組みつつ、新型コロナウイルス感染症危機に特化したニーズにも対応して
います。

動画
イエメンの脆弱コミュニ
ティに太陽光発電で水
を供給

動画
イエメンの基礎的
サービス復旧

数字で見るIDA

1,473人の医療従事者が
研修を受講

診療所や病院への電力供給再開

長年の紛争は、イエメンの組織・制度とインフラに大きな打撃を与えました。戦闘によって建
物や道路、橋は破壊され、水や燃料、酸素などの必需品も極端に不足しており、政府のサー
ビス提供能力も大きく損なわれました。電力セクターの施設は85％以上が機能しておらず、
医療セクターでも稼働している施設は半分しかありません。

イエメンでは、人口の約80％にあたる2,000万人が支援のみを頼りに生活しているため、基
礎的な公共サービスが停止すれば、人々の生活に深刻な影響が及びます。新型コロナウイル
ス感染症の世界的流行がもたらした負担は、イエメンの疲弊したシステムを限界まで追い詰
める恐れがありました。IDAはパートナーと連携しながら、イエメンが公共サービスの提供を
継続し、国民を支え続けるための重要なリソースを提供しています。

「緊急電力アクセス・プロジェクト」は、夜間の照明を失った世帯に再び灯りをともす活動です。
IDAは、国連プロジェクトサービス機関（UNOPS）と協力しながら、監督官庁の管理下に
あるマイクロファイナンス機関（MFI）を通じて、小規模ながら質の高い太陽光発電ソリューショ
ンの提供を支援しています。プロジェクトはMFIと連携し、農村部や都市周辺部に太陽光発
電マイクロファイナンスの仕組みを構築し、太陽光発電市場の包摂性、持続可能性、拡張性
の長期的な向上を図っています。

ハママは、このプログラムの受益者の一人で、家族と共に山間部の孤立した地域で暮らして
います。日中は家に入り、激しい日差しを避けることができますが、日が暮れて室内が真っ
暗になると家事はおろか、安全に過ごすことさえできませんでした。

「電気が来たおかげで、夜でも安心してトイレや台所を使うことができます。礼拝もしやすくな
りました。」と、ハママは言います。

プロジェクトにより、診療所や病院といった重要なサービス施設にも電力が再び供給されるよ
うになりました。例えばアッサラーム病院では、主要な送電網の停電やディーゼル燃料の高
騰により、患者の治療に大きな支障が出ていましたが、現在は太陽光発電を導入し、24時
間体制で診療ができるようになりました。

ダマール県ホロールの保健所も停電の影響を受けていました。このため、住民は遠くの医療
機関まで出向かなければなりませんでしたが、プロジェクトの支援により、保健所に再び電力
が供給されるようになりました。

「やっとワクチン接種や検査を受けられます。」と語るのは、ホロールに住むガワール・アルハ
ジです。

「イエメン：新型コロナウイルス感染症対応プロジェクト」は、IDAが支援した過去又は進行
中のプロジェクトを足がかりとして、国の保健医療システムをさらに強化することを目指してい
ます。プロジェクトは世界保健機関（WHO）と連携して、疾病監視と緊急対応を支援するチー

イエメン：公共サービスの復旧
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ザンビア：脱貧困のための農村女性のエンパワーメント

数字で見るIDA

極度の貧困世帯の女性7万
5,000人に生計支援パッ
ケージを提供

貧困世帯の2万8,000人の
女子生徒に中等学校に進学す
るための学費を支援

ザンビア農村部は以前から貧困率が高く、人口の78％、特に青年期女子と女性に深刻な影
響を与えていました。初等教育への普遍的なアクセスはほぼ達成されていましたが、中等教
育就学率は低下傾向にあり、わずか約40％に留まっていました。

国がまとめたデータは、人的資本開発（健康、教育、最貧困世帯・最脆弱世帯を対象とし
た社会的保護）への投資が、ザンビアの経済成長に大きな役割を果たしたことを示しています。
ザンビアの世帯データと世界銀行の分析によると、中等学校に進学した女子は、進学しなかっ
た女子と比べて、ほぼ2倍の収入を得ています。また、女性が農業以外の仕事に就いた場合、
収入は約35％増加しました。

この結果をもとに、ザンビアはより多くの女子・女性が潜在能力を発揮できるよう支援するこ
とを優先課題に掲げました。IDAの支援により、「女子教育及び女性のエンパワーメントと生
計（GEWEL）プログラム」が創設され、特定の地区の極度の貧困世帯を対象に、女性が
生計支援を受け取り、不利な立場にある青年期女子が中等教育に進学するための活動を展
開しています。

GEWELプログラムは、2つの重要なタイミングで女性と女子を支援しています。第一に、
中等学校の授業料を提供することで、青年期女子が初等学校から中等学校に円滑に進学で
きるよう支援します。この支援は教育成果の向上だけでなく、児童婚や若年妊娠の回避にも
貢献しました。第二に、技能研修、グラント、貯蓄支援、メンターシップを通じて、女性が
持続可能な生活を送り、断片的な仕事を存続可能な小規模事業に転換できるよう支援します。

この支援は、3人の子供を育てるカレン・ムワンバ（45歳）の人生を変えました。

動画
ザンビア：農村女性の 
エンパワーメント

「私は17歳で結婚しました。村のほとんどの男性と同じく、夫も小作農で、
狭い土地で育てたわずかな作物で何とか暮らしを立てていました。私と夫は
この生活に満足していましたが、子供が生まれると状況は変わりました。子
供たちの食費や学費を稼ぐ術がなかったからです。」
－カレン・ムワンバ（45歳、3人の子の母）

ムワンバは、GEWELプログラムから受け取ったグラントを元手に3頭のヤギを手に入れ、残っ
たグラントで米を買うと、地元のコミュニティで米の販売を始め、家族の生活の質を向上させ
ることができました。

GEWELプログラムはこれまでに2万8,000人を超える貧困世帯の女子生徒が中等学校に進
学するための学費を支援しました。また10州の51地区で、ムワンバが受け取ったものと同
じ生計支援パッケージを極度の貧困世帯の女性7万5,000人に提供しました。パッケージの
主な内容は、生活・ビジネス技能研修、225ドル相当の生産性向上グラント、メンターシップ、
貯蓄グループの形成支援です。
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https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/10/empowering-rural-women-in-zambia-to-move-out-of-poverty
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