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���������������� !;<=のための*+

,-イニシアティブ6>?����とする@A

をB�し6*+,-CDへの�.のEFGと

&�45の*+,-�.4HをIJにしたK

&�の	
�LMのなかでも,-NB��6

とくに���:�������������""@への�.

は	
�OPで�
���をQにRげてい

ることからも6SもEFなTUCDのつで

あるといえるK&�がいかにVW'への���

��にXYしていくかは6&�の��Zや[

\ZにとってもOきな]�であるK&�のV

W'��における*+,-��の^_`a

:��#$����� !�� ����%!@はどこにあるの

かKVW'のBbをQにcえたde6どの

ようなfgGのhい��がcえられるのかK

これらの]�にiえるために6'(,-N

Bや'(,-TUにjわっている&�の��

Zや[\Zをklに6�����についての

アンケート��をmったKアンケート23を

もとにno なpqをmうとともに6��Z8

[\Zからrた�sをふまえて&�の���

4Hへのctをu�するK

1�1�����

,-はVW'におけるvwxyとz{8|

1Bb6}~��にSもO�なCDのつで

あるKしかし6
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パーセントは��である��に���の４�

の１の�どもは	
��の５�まで��で

きていないのが��である�

�����に�って�����からみると�

����において����の��� !"#$

のころから%&�の��'(の)*+が#わ

れてきた�その,で�-.な���/の0つ

は����に'1されたタイのジョムティエン

における�2 のための�����/$

3���	
������������
����������		�

�����4である�この�/は���56�

7�89:56を;め%&�<=�アカデミ

ア����など��,から>くの?@Aのも

と'かれた�/であった�この�/BC�%

&�にDする��9:は�	
��の'(を

EFする !�なアプローチからGH'(�

アプローチ�さらにはIJKLのための)*

なMNとOわってきた�

また������におけるP2 のための�

���"#Qでは�����というRSをTめ

ていたため���������UV$が�W��W

XYでZわれ�ダカールにおける����フォー

ラムにおいて�[\]^と_しいPダカール

Z`のためのabみQにまとめられた��>

くの�でかなりのFcがみられた$としなが

らも����のd�で�>くの�eがfg��

へのアクセスをhいており�ijkAのlm�

n�op��Xのニーズに	づいていないq

rのsのtさがuvとされた�wx�yz{

はしないとの|}のもと�����までに�す

べての�eたちがfg��へのアクセスだけ

でなく���することも~めてfg��の�

���を��すことを"#した���の�v

として�����までにfg�,g��でのジェ

ンダーopを��することが"#された�

����において�このように	
���

�にDしての6�が�まり�わが�の���

についても�これまで��のsを)�した

����9を,�にZってきた�����の��

カナナスキス�サミットで������$を(�

し������において� ��!を,�とす

る���イニシアチブである"��#��を�

��に�り�んだ�これによって�	
��

のアクセスとn�のopをなくす�9にも�

にフォーカスするようになったと#える�し

かし�カナナスキス�サミット�に�まれた

�2 のための���ファスト�トラック�イ

ニシアチブ 3�
������� ��� �		���#�

$���%��������&�#������$�4$では�G�

G�の��さを�える�のドナーと}�の�

い�いを�せるなどしており� が�は��

��ドナーコミュニティーの,でリーダーシッ

プを¡るまでにはまだ¢っていないといえる�

1�2����の��

£¤¥の��は�¦つある�§0に�¨£

の���による	
���9の¡りbみを�

©することである�ª«��8における	


���9のG�の¬や��などを�©して

これまでの®¯をレビューする�§7に�¨

£の��9:に°わる¤¥Aと±²Aにアン

ケート³´とインタビューをZい�そのwµ

をまとめて� が�の����9にDする¶

·$を¸くことである�そして�§¦に�¨

� � ¹ º » ¼ §��½ §２¾¿À



�の�����に�けた�たな��に�して

	
することである���における���

や������を�めていくで��の��

����	
�����������������について

も��する�

1�3����の��

��の�����のなかでも���� �

��とくに ���への�!は ���"#で

������を$%に&げていることから�

�の'も()な�!��*+の%つである�

したがって�����!,��をグローバル

な-+から�./イニシアティブに0する1

2を3�しながら���のこれまでの���

��を*4することは�とても56のある7

8である�9に��78の:;<は��

��������=>の?)<�� アンケート

@AやインタビューBCをDEに78を�め

たことである�

まず�� ��������=>の?)<では�

マクロの-FにGって��������などの�

./なイニシアティブのDでの��の���

��のHIについてJえる��./な�!K

L��.M0の��� のKLをNく*4し

たOFから�これまでのPQにRづく���

�<��	
�����������������をSかし

つつ�マクロ/-Fから������に�けて

Tが�の����がどうあるべきかについて

12を3�する�

� アンケート@AやインタビューのBC

の(-についは���の�����について

のアンケート@Aを78UやVWUを�Xに

YっておりアンケートのBCについてZ[/

な\]をYうと^に�_`U,VWUからa

た_bなcd�e/なf�を(-して	
に

ghさせる�これまで�Tが�の�����

におけるiY78ではアンケート@Aなどの

データ*4をYってjかれたものがない�よっ

て�この*+の78としては()なklをし

ている�

1�4�EFA の��

�78における���に�する12をmn

にするため��78ではopのように���

をq6する����のR�]rは�もともと

stさなuどもから"vもふくめたあらゆる

vw�x<やyz{|その}~�なG�にあ

るvwも�めて�に�して���"された�

い�rでの�R���を��する�ことであっ

たが�V.の��/����には��ダカー

ルY�のための��み�がある�この�(F

をまとめて�s�����%�D��
１

におけ

る�アクセスの�"����のe�����

�<のn���にジェンダー��およびs>

v`���におけるアクセスの�"�を��

に�78における�����のq6�または�
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�をレビューすることにより��が���の

����������の	で
�の����

�がどのように�われてきたのかを��する�

また�����に�わっている���や�

��にアンケート��やインタビューを�う

ことにより
�の��の���を く!"す

るとともに��#$に%する&'を(き)す�

	

�*��+から	

*１+まで������

に,わってきた���-���に
�の

���による�����に%する.�につい

てアンケート��を�/した��0で	�の1

�を12し�すべて3456にした�そして�

なぜその78を3んだのか�9についても:

;を<めた�アンケートは�	
=の���-

���を%>に�い�の78を?た�このア

ンケート��の@Aをまとめて�
�の

���によるBたな���へのCりDみにつ

いてEえる�

２���のODAによるEFA��について

2�1���	な EFA, MDGs��の
での�

�の�����

���
*にタイのジョムティエンで�われた

FG=のための��H��������� �������

���IJKLMNOP��QRLにおける

�����のSTUがVWXされた�YZ

の
�による����は���[Lの\]を

^な_`とされてきたため�a-	bcのd

1����e/1のd1-fgといったハー

ドhでの��にS�がiかれていた�しかし�

���
*の���JKLMOP����!j

における��をSkし�ソフトhへの��を

lmしてきている��Qには����
*nop

OP��q`にr$h-�shにおいても�

����がSkされはじめた�ソフトhで

は�tu-	u��やvw��のxyz{�

|}��の\]��~の��-V�����

��������の��などの��にもCり

Dんでいる�
２

また����� �H�e���

b��[�Iや��! ��H�e����I

などの�Q[�への�)�を�じて�|}�

�の\]やvw��xyz{を�っている�
３

	


*９+に�e�Lで��されたミレニ

アム��_�H����"����# �"$"��%#"��

����������Iが�4されたのを�けて�


�は������のために�����をl

す��をするとともに�RLセクターへの�

�`な��を��することにS�をiいてい

る���!jについては	

	*６+に���

�$であるF&��!�Nが$2された�これ

は����へのS�!jとそのr$を�らか

にしたものである�����のパートナーシッ

プに�づいた��5�や��Q[�とのe,

のSTUが�げられている�また� ¡とし

てはアジア-アフリカに%する��にS�を

iくことが�&されている�

2�2�BEGIN と������

��は��の��-RL��を¢う=£を

��するもので�¤に���は=¥が¦§

する¨で�となる©v�ª«�¬を®?

するために¯°±なものである����は�

²¨�の³´µ¶やRL�������に·
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ための���������び ����に��	
�

�までの	
��の����が����と

して�げられ�����の�は����に

おいても��な���けとなっている�

 !における����"#$の%&の'れ

としては�������と�����()*+

��が,げられる��		��６-� !の��

"#$である����を./し�����の

�を�0として�1こう５�2で345�

に6し���		789:の"#を;うこととし

ている�
４

また�������のために<=>?

<@>な#AをBCするため�D#A�やE

の#A�との��FGをHCするとしている�

��IJでの"#KLは�� ��の�M

��のNO�� ��の�P�1:�� ��

の�マネージメント�のQRを�0IJとし

て�げている�また��!STに� !の�

�UV�のWXがある� !が����"#

をBCしていくにあたって�� !の��U

V�といったYZのUVを[ち\わせつつ�

��の�P��]��マネージメント�QRと

いう�0IJを^していることが�このイニ

シアティブの_`である�����のKLを

���HCのa0からbてみる�まず����

��そのものが�����というcdをe

Xしているが�その����のfgがhずし

もiNではないが�	
およびj
��をj

kとしたものとbなしてよいだろう��	


���lmj
�におけるアクセスのno�

という0では����のpM�qのNOに6

する"#�でカバーし��	
���lmj


�における��のPQR�では����の

pPq1:への"#�と���マネージメン

トのQR�によってカバーされている��	


���lmj
�におけるr
sのNO

�_にジェンダー�についてもtれられてい

る���uvw���_にxs�におけるア

クセスのno�については�����の�0

にはyまれていない�つまり����のjで

もより��のPQRに)0をおいたものになっ

ている�

�			�６-には�zm{�|}zm~�{�

において�����()*+��が.�し�

��
�-に�cを�りまとめ./した�
５

zm

~�{は�����において����"#に

�0がシフトされる'れにのって��		
�
	

-にQめて�����()*+��を.�さ

せ���
�-にはj2���が��		��７-

には%����がzm~�o�に��され

た�
６

それまでのzm{の����()の�'

は�o�?o��レベルでの�����だけ

だったといっても�cではなく��:�への

��>な����"#はほとんどなかった�

��の'れを�けて�zm~�{も��{や

���と()しつつ�!�>に()するよう

になった�%����によれば����()

*+�では� !の�>��を<@>にWX

しながら�K��の�!>な� をHCし�

�>インフラ¡¢の£|を�¤すことを�げ

ている�
７

zm~�{は�¥¦o�と§¨o�

を©0としてªめる��©0システム�の¡

¢を�¤しており�これらj«となるo�の

もと�Eのo�や���などがFGして�	


j
��IJの()UVの¬®と�:�

 !の���による���の�り¯み °±



へ��される����の��	
の��をは

かろうとしている
８

������の��では�

����������
������といっ

た� ��に!"をおき�#$の��%&の

'(�)*+,-を./している0"シス

テムの1�は�2サポートセンター3として�

4567を89��:;に<=できるように

>?を@Aさせることが.5であるこのよ

うに�2����の<=328BCDE321

�における89:;� のFA3といった8

G5な89��� のためのリソースのHI�

��が,Jの�Kにある
９

$�LにおいてMNした���FAのO"

からは�PQ+RSのGTをみるとUVに

2������3とその� WXをYべてい

ることがZつのポイントであるその� [

\として�]^��_の`aであったb8c

1�のdeを��して�f�ghけiれの%

&もgかしながらAめようというのがjkに

なっているここではアクセスのl1につい

てはmれておらず�� ��としては�ほと

んどが2����nZ^��oにおける��

のpqr3であるとJえる

2�3�ODAによる������

���Isは�����tから３tuvでwx

し�ここ�tで����tはPyz{になってい

るそれでも|}�~tに�きvき����

２�の��8となっている
	�

G�は��8�

���がW~t�
���wの���������ド

ル�89��を�じた ���がW~t�	��

�wの��
���
���ドルで�����	では�

W~t�����wの��������ドルn�ベー

スでは�W~t�		���wの�１������o

となったn�１をC�o
		

����t�の���

���も�めた�����	の��Isは�

Z�プロジェクト�	の�で��6�� が

	���������は	��� ¡� は�����
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である�
��

�１は�������からの���	における


��を�にしたものである����	の

��として���������������

�がある��１では�������と���

の���の��を��で�しており����

�に しては�!"#や��$として%&さ

れたり�'()として*け+れられたりした

,�を��で�している�-.��/0で�

�����による���	への12は�-�

������には����3に45したものの�����

�67/0を8して9:;<にある����

	の=める12は�������には-.��/

0の���3を=めており�������には�	���

3と>２?に9:している����は
��

が@Aしており����/0に=める���

	へのBCの12は�DEFりGべをHいた

もので�������には���3�������には

���3とIきく9:している�しかし�����

�には���3とJび45している�

なお����	への���では�KL��

MNO
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��
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b
��

をcりdげており��Lにも��
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h
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oの��
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	への��である�wv���	への��は

5ないが������にxえば�フィリピンにe
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ている�

����け�れ
��

は��	
���	
へ

の��が�める��は��ベースで������

には�����������には�����と��し�

���	��に	�
�に��している�

���で��した�� !の"#から$

ると�%に&'()��によって�*+に,

-�-�への./01により01コストへ

の23などもありながらも4,-�567

�-8におけるアクセスの9:;でも�6�

の<=がなされてきた�>?��では�>?

��プロジェクト�@ABCなどのDEのも

と�����け�れ�FGHIJ���KI

Jなどの��が*+LMされてきており�

4,-�567�-8における�のNO

P;では�かなりのQ�の��LRがある�

�����Sは��-�	
への��5Tにプ

ロジェクトベース8がUかったが������S

VWから,-�への��も�Xしてきた�

4,-�567�-8におけるY-Zの[

\5Tにジェンダー8;の]では�LRベー

スでは�ないが�グァテマラへの^_��

�から`まり��しずつ�Xabにある�

4c�de�5Tに^Z8におけるアクセ

スの9:;については�Q�のfghiはj

kに�なく�ほとんどがlmnoや���へ

のp(やqrshによってLMされている�

tuは��	
�vのhiwbであるが�

xy�	
でのhiにoし������SVW

からの��z{におけるo|の}~や��

をみると����が�Xしてきており�����

��からはTに�Xしている���のwきで

は����	�８�にO�された�4r�@Ah

i5��8:�;5��は����������8

にXえて������２�にO�された4r�@

Ahiにoする��r�;で�������

を��した�れもあり�xy���を�[

に�ちpしている���z{でみるここ３

��の�����なxy���6 は�t

¡の¢２の£りである�hiスキームが��

U¤¥してきており�hi���アプローチ

もU¤¥してきていることがわかる�

��のxy�hiでは�u}に$るよう

に�たとえば�&'()による./01の¦

�であっても§¨のように©に01するだけ

でなく�ªのソフトsh5�のNをbuさ

せるような8も«み�わせているケース5ネ

パールのように�./OPに¬の®Xを¯

!することにより�°±の�に²するo³

を´め�./のnµもbuさせるなど8がU

くなってきている�また�¶·として¸¹º

lを�³に4./01;のニーズは»いもの

の�¼½.¾があるレベルに¿したÀÁでは�

4�のNbu;に²するニーズが�Xし�

これに²ÂするÃÄのQ�の%Åなスキーム

は>?��であるため��hiÆそのもの

はÇÆではあまりÈ¥がなくても��hi

�vの�でxy�	
への>?hiに²す

る��が�XしているとÉえられる�

���における �� !の"#から�

���の�	
へのÊり«み
��

の�#を$る

ことにする����では�ÃÄ�xy��

�への�#	
としてË,-�-�のÌ�

9:�Í,-�-�のNのbu�ÎÏ^Ð

Q�の��による��のÊり«み ÑÑ



� � � � � � ���� �２	
�

�２ ��の�����	の
��

� �  � � スキーム��� � �

アフガニスタン カンダルハル���
����
������� !
��"

#$��
����%&

'(の������� の )に*+を,-
するもの./に01*2の34に56.

アフガニスタン 78での9:;<=
*2��

アジア>?@A
����%&

01*2に56したB�*2のCのDEへの
FGHかつIJHな��をKLするもの.M
NはO���PドルQR.

パキスタン クエッッタ�ハザラ
タウン01�� S
T

UのVWX
����%&

ハザラタウンというスラムYZにおいてO[
\],^のためO_たに01�� ST.

カンボジア `]a*2bcde プロジェクトfg#
$��
������h������

`]a*iのj�DEさせるためO`]ak
lの*imn�opプログラムをqr.

バングラデシュ Y8s*2tu��
bcde

WXvw��
x	
���yz{
����%&

B�*2|}~DEを��す��プロジェク
ト.� *��*i�|マニュアル�の��
vwの��.

フィリピン B��`]a*i�
|qrde

#$��プロジェク
ト
����h����

K�を�り�れた��Hな��を��にO*
iを��とした�|�グループを��.

ベトナム ����Y8n��
�*2��de

����>?パートナー
��
������h������

����の�9Y8において��*2をKL
する�1�をT�Oその ¡��を¢�して
£�DE.

モンゴル ¤¥¦¤Y8の§¨
� |�©び ª�
*iの«�|��

��の¬®¯<w
����%&

°±の¦¥を²けた３³における )の|`O
 ª�*iの�|O*2´`�とカウンセリ
ングの�|*�>?�のµ¶を��.

ネパール ·P�のための*2¸
��のための�� 
STde

WXvw��
����%&

¹ºO»¼な�½tuのbcのためO���*+
のSTを��.STにあたってはY8¾¿の
À7いÁeによりKL.

インドネシア Â*� *2�� ユネスコ�HvÃ>
?ÄÅ<w
����%&

Â*� とÆÇ� をIJする<=*2シス
テムを?ÈさせOÂ*� のCDEをÉるた
めO�  ¡OコミュニティÁ^O�½�Ê
�にËする��をKL.

キルギス ÌÍ*2プロジェク
ト

Î@ÏÐ��HvÃ
>?<w
����%&

ÌÍY8によりÑくの*iを5ÒするÓÔと
*�ÕÖ�を×じて*2のCDEをÉりOB
�*2のØ�~やRÙ~O�½��をbc.

エチオピア ÚÛY*2Ü�ÝÞ
de

WXvw��
����%&

ßYfのàáをâãした*2ä�¨åを��

æアフリカ ムプマランガç��
`]a*iopde

èé�チーム��
�������h������

*2Ü��Cの���によってO�kな���
�Ê#$をもたない`]a*iのレベルアップ

ヨルダン リスク�にある�	
の
�への��のた
めのj�>?

Î@MN
�>?<
w
����%&

���や� からドロップアウトO�%�
��の��をかかえる1どもたちに�するY
8��をサポート

タンザニア �ばつおよび��Y
8におけるB�*2
��

��の¬®¯<w
����%&

	
��が�しくØ�~のいY8における
� �	O� LTO��システム

ナミビア ��������*2�
�

ユネスコ�HvÃ>
?ÄÅ<w
����h����

エイズ��*�の>?O*2Ë��への
��������ÏÐの��Oコミュニティベース
の�i�T�.

ブルキナファソ 0�の��*2��
de

UのVWXvw��
����%

Ø�~O��~とも°きい�0�を�らすた
めO0���*2の�Y
��に*+STv
wÕÖ.

セネガル B�*2*�ÝÞd
e

WXvw��
����%&

１�の*a�を５O６�の[\で��など*
���の��な�� に[\ãを�ÖしO�
 ãをÕÖ.



�の�������	�
��	�ライフス

キルの�のためのノンフォーマル��の�

�����マネージメントの��をあげてい

る������������における�アク

セスの������の ���!"�#の$

%�&にジェンダー�'および�()���

�におけるアクセスの��'の*+からは�

,-は.なるものの�すべて/まれており�

0に ����だけでなく ���そのものも1

2していることがわかる�ただし�34の5

678では�まだ��における9:;�の�

�<	や��<	は=なく�
�	

これから>えて

いくものと?われる�

@Aに�BCのDE��FGにおける

���および����にHする34のFGのI

JKにLしては�M=.なったNOができる

であろう�����では����のPQのRS

にTべて�より�アクセスの��'と�9:

;�のUV'のT1がWHXにYく����

は�WHXに����にTべて����の �

�'にT1がYいZ(になっている�ここま

でNてきたように�34のBCのDE��F

Gは�[\]でも56]でも������

������における��の ��'に1+

が^かれており��_のIJをしてきた�た

だし��()�����&に:#�における

BCの
��による���の`りaみ bc

d e f g e スキームhij k l

ジブチ DE��mn
o pqrs<	
���tK

u�vwxの78を��し�yz{の�|}
~をUVし������vKにH�するz{
���

エチオピア �����DE��
��プロジェクト

��<	プロジェク
ト
��������������

�z���のため��O���[と����
の��によるノンフォーマルyz{����
�を�F�

タンザニア ��z��にHする
DE��hエイズH
\�び������

)jの�P% Ds
���tK

z{��を¡けられない¢どもたちにHし�
�£¤や ��������¥¦§�¨©ª�«�
¬の56�

ニジェール �����z{��
��
o

��<	プロジェク
ト
��������������

��のz{����により��への®¯°
を±り���ニーズを²³した�´�µ5�
を�§�

ホンジュラス ¶·:#エンパワー
メントhプロジェク
ト

����¸¹º»�F
����tK

¶·¼の:#の��および½¬X�¾の��
を±るために¿xÀÁを56�

ボリビア �������Fプ
ロジェクト

����¸¹º»�F
����tK

モロチャタÂの��のÃや����がz{�
�に��することを��するもの�

コロンビア クンディマルカÄ�
�の ��プロジェ
クト

ÅÆ[\h)XrÇ
¸¹Ds
����tK

�Èの�	����wÉ��¨やwxklの
���zx(ÊのモニタリングをËして��
の �Ì§#���

ブラジル %�Í��Îの)¨
�(をËじたコミュ
ニティ¸¹

����¸¹º»�F
�������������

%�Í��を�Fするとともに���h%Ï
にLするトレーニングを56�%�ÍをËじ
た�������¸¹��zÐ��の���

ホンジュラス �ÑÒÓ	��プロ
ジェクト

��<	プロジェク
ト
�����������

３Äにおける�È§�ÑÒÓ§マニュアル�
び��§ドリルの¸¹への�F�ÔÕに�È
Ö×も56�

ボスニアhヘル
テェゴビナ

��z{��
o pqrs<	
����tK

kØによって��6�がÙÚされたため�{
Ûの>Üh�Üの56�

ÝÞß
��à¤����á�±,âã������á�±,äã������á�±,åã��よりæÎがまとめたもの



アクセスの���に�しては�いが�����

では�れていないため��	への
��を

�する�には�り�くことができる����

��������における���の� �!

に"#����に�しては�$%による&'

もあるが�()*には
��は�く�+,

�アクセスの���と�-"./の01�へ

の&'は��く���の234�への
��

は5いことになる�したがって�+6として

は��$%の78��9:は�����への


��は()*に� いが�����!に��の

;2<の34の=で�に�しては()*に


�してきた�と>うことができる�

３�アンケート��の��

�		
?��@から�		�?１@まで����A

9にBわっているCD	EFG	に$%の

��による���の�りHみに)するI0を

Jいた�また�KLが%CDのMNOPのた

めQRワシントン��とグァテマラRにSき�

TUVW�QXYZVW�������������

���������������������������������� !

"��������������"������#��������

������ "����でインタビューをした[�

$���%の�りHみや$���%のもとでの$

%の78��9:の\Yについていくつかの

2]を^けた�そこで�いくつか$���%に

�する_]も_けた�

アンケートは����A9に�する`a=�

FW=�bc=�Rdにおけるefghの�

きく４つのijにkかれている�アンケート

はlmいInをoるために�p�で�&の_]

にqえてもらった�pてrstuとなってお

り�なぜそのvqをrんだのか�そのwxを

Jいた�ここでは�%CDに�yしてその�

でも!にz{な+|を}~に��する�

アンケートは��	�のCD	やFG	を)

�にWい�vq�は

あった�vq	の��

は�������&���$%`����４���

R[9:���７����R�9:���９

������４��������３��である�

なお�_]によってはvqがないものがある

ので��の�hがみられる�なお��におけ

る0q	の��はYZ��にたずさわってい

る?�で��っている�

%CDOPでは�$%の��Rへの��&

'に�����に�わっているFG	やCD

	を)�にしており���*+|のみならず�

いろいろな�zなコメントを�めることがで

きた�

$���%ついては��４�５より��くは

��&'��	にもかかわらず��しく�っ

ている�は}Nに�なかった�この$���%

のF2*な���A9� の¡|については�

¢£*な¤Iが�かった�また�これまでの

$%の��による���A9の¡|�
��

についても�¢£*な�が�かった�この]

¥については�$%の78��A9のありt

を`aとして¦§した}��$���%をRd

Nのより�くの�Lに)して¨©し�そのª

«¬wと�$���%によってF[どのように

78��A9のありtが�わってきたのかを

mく¦§する{があると®える�

���A9のありtについては��６�７

R [ & ' 6 � ¯�
° ¯２±²³
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�４ BEGIN による����や��についての�	に
して

��	アンケート
�より���		��

�５ BEGIN�������への EFA��がこれまでの��に
�べて��されたと�うかに
して

��	アンケート
�より���		��

�６ これまでの��のEFA��は��かに
して

��	アンケート
�より���		��



から���������としては���	と


える�が�いが����についてはやや

�りないと
える�とそれなりに�	なレベ

ルであると
える�に��が	かれた�

�����については��が��	なのかを

しっかり	�して��の��を�ることが�

�である���の�����を���で
え

ると� !"#$ %&'()����*+に,

べて-.#/.01'()���	*+の��,

2が3ない������の��さが45/で

6ばれる/������の,2を7やす8な

る9:が;<である�

��	=に>しては������の?@に

AするBCで��８からD'EFG�H�'

EIJKとD'(LMNOKが１P�２Pを

しめ�D-.)QR/.+'(における'(

のBSTKにU<VをWじている�が�い�

３Pは�D'(インフラXYKがあがってお

り�D-.)QR/.+'(におけるアクセ

スのZ�KがH[でもU<と
えている�も

�い�\Cは�]^に_`に��_aの�かっ

た	=をbcdにbんだため�De.Vのf

g)hにジェンダー+KおよびDG�ij'

(Kについては�Cえていない�これらのk

lからは�]^��がLってきた�����

のなかで,mn�oPVがあり�しかもU<

な�����の?@がOpにあげたqrであ

ると�あるstuvできる�もちろん]^の

��に>してCwxやy5もあるので�]^

とzじ{でこれらを|}もLえばよいわけで

はないが������にとってU<であろう�

De.Vのfg)hにジェンダー+Kおよび

DG�ij'(Kに>しては�これまで��

の��_aが3ない	=ではあるが����

~�の�xからはU<であり��に��にとっ

て,moPが�くても��の��が��され

ている�:と�える�

��スキームについては��９より���

が����をする��には������がU

<であると
える�が�い�しかし��)�

� ` � : � � �
�� �２���
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�７ ��のEFA�����は�	かに
して

���アンケート��より�G)����+
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�８ ��が���っているEFA��の	で
��とえる３��に�して

１ ��インフラ	
����や��などの	
� ４ �����������
２ �����システムの�������アドバイス� ５ �� !"#
３ カリキュラム��$%��&'!�()* ６ その+

,-.アンケート/0より1��
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�９ ��が���っているEFA��の	で�
��だとえる����の３つに�して

１ 23456 ５ 7３8��
２ 9:;<=>?�シニアボランティアの56 ６ ����への@ABCDE
�����56をFむ� ７ 8GHIへのJ,をKしてのLD
３ ����Mの��での�� ８ その+
４ ����の��での��

,-.アンケート/0より1��
		��



�����������������が	
��す

るばかりが��の������だとは��

�に�えていない������への��や�

���への��は���のある	
�� と

�えている!も"い����#$%の&れの

'で�()として*+,-./は�01もか

さむため!/2にはどちらかと3うと456

789に�:;*+,-./�にあるが��

���や<�=����から-.されている

!たちは�>�?@もABでCDレベルもE

く����をFっていることもめずらしくな

い�そのような!たちとGHにやりIえ�し

かも#J2�#$2な���の������

を>Kしていくには�*+,のLMはNOP

である�また�その*+,のQR�SQをE

めていくことがTめられているが�U!のV

Qだけでなく��としてWX2にYりWむ

Z[がある�

ただ�すべての������をZず��

の*+,が'\となって	
の�����と

してやるべきとは]らず�^_や`aによっ

ては�^bの���にcせたほうがよいdI

もある������への��は�まだまだ5

ないのでefはもっとgえていくことが;h

される�また�は�����へは"iのj

�をおこなっているが�����でしかでき

ない�あるいは#$がよいdIもあるので�

このようなアンケートkJになったとlわれ

る�

�によるCmnoの#J8����つま

りアクセスのp��に�しては�q��よりr

s2な�tも"かった�rs2な�tの^_

をtてみると��によるCmno��その

ものにuGしている�tはなく�その>Kv

wへのsxである�no`やnyのスペック�

とくにno01のEさをz{しているdIが

"い�Cmnoへの|[は�まだまだ"いの

で�#$}の~�とより	
�を��してい

く�dからは���の�のゼネコンが�`

に�ってnoしていたvwを�えていくZ[

がある�できるだけアンタイド8��になっ

てタイドは4っているが�にして�またF�

� � � Q � � ���� �２���
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�の�からもオーナーシップも��した�の

���	が
ましいであろう�

また�では�せていないが������

��の��を�いた	�では������の

��も���な !が"かった����の�

�については�#$��という%&からは�

'(の)からアンケート*�では��の+が

"いようだ�,つには������の-�に

ある�その-�には�.�/��の0123

45での67を8じての59/の01:や5

9;<�59=>なども?まれており#$�

�だけが-�ではない�また���@ABの

#$レベル2たとえばCDEFGなどで��

されているHIでも�FJKLがMくないケー

スが"い�:やN�レベル�67 Oレベル

2ただPに��5でQ6してみたいという7

Rで@Aしたケースなど:が�Sとされるこ

ともある�また����TUにVWXYがZ

い[��FGで��されているケースは�\

�]ない&を^_する+もあった�`a�C

DEFGは�b��さらにはc�レベルであ

るケースが"い�しかし�,dのef�をもっ

たボランティア��というスキームはgのU

hRXでは]なく�67 Oがcく�i�j

KLのあるボランティアが��され�klで

も67mnがoってHIには��をpqする

ことがriであろう�またst�シニア��

ボランティアもuえているので�/vとmn

がoえば����TUにとっても��をpq

するri�がwxにある�

KyKzTUについては�{��より�k|

.�ではほとんど}なわれていないが�Ky

KzTU~�に�1がやや"いものの���

の�Sから�� !もあり��1でもmn�

きのHIが"かった� !がxかれているの

は�ある �では��かも�れない�たとえ

ば�����5のなかでも�KyKzTUに

VW*びついている������	の����の

��にXしてもk|でも !がxかれている�

それは��������は�Oしながらも�

��の�SやVWFJ��TUになるri�

2KyKzの"くがFJ��であるため:が

あるためである�しかし�たとえば
����ま

での��F0�M��を�えたとき�F0�

.�の��による���の�り�み ��
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���が��な�が�く�	
	��がな

く����だけでは�����は��である�

���きで	
	��を�うのが����

でまた��なことでもあろう�

 !"の#$	%&に'しては�(��より�

!"による)*#$�において� !"�

+の#$	%&が,-�の#$./に01ち�

これが!"の2345になる678もあると

いう9で�そのまま!"の	%を:し�ける

わけでなければ�ある;<01つと=える>

が�い�����の?@ABCで !"の#$

	%&をまとめているが�!"�+が�DE

Fに#$を/Gさせてきたことは���の

なかではHIな	%となっている�といって

もそのままは�!"の	%をモデルとして�

Jの,-�にあてはめることはできない�,

-�のオーナーシップのもとでは�うまくい

けば!"の#$	%もK=になることがある

であろう�

４�ま と め

"?@におけるアンケートLMのNO�な

PQとして��RSや?@SがTUしている

ことのVには�WとしてXきなズレがあるこ

とがDらかになった�それは�YZや[\が

]かれる^_も�くて����をどうすべ

きかの^_は��ずしも`aではなく�^_

9をかかえているからでもある�また�Nb

�には� どちらともcえない&とdえたケー

スがとても�い�これは�23�!"の)*

#$�にeしいはずの>fのVでさえ�あ

まりeしい�あるいはghなiAをjちkて

いないため�lmに�っていたと=えられる�

nRoや����では�ホームページなどでか

なりiAp.されてはいるものの�!"の

����を]かりやすくとらえるqでのr

AやiAp.がまだまだ�s]であるのでは

ないか�より]かりやすいqでのiAp.�

rAがtuvむことがFwされる�!"の

����をさらにvめていく-で��xの

yzは�6{であり�また	
�|�}~を
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�やさなくても�������	の���


��で�を�めることは���の���へ

の��の�い����からは��が�られる

であろう�

��の� は�!"#�$�#%&からか

なりの'(があるが�その'(のなかでも)

らかになった*+から,-のいくつかの.に

/して01してみたい�

23は�4アクセスの567への8しい9

:;3<=>?@�AのB=>�C"DE=

>などによるFである�4アクセスの567

への9:については���もこれまでGHI

Jがありニーズも�によっては�くKLMN

が3OあるとPえる�しかし�アンケートで

も�QRの3<=>?@によるSTUVWの

コスト�などによるXY#なZ[も\いこと

から�そのE]	をQRのように^_`aに

bcdすのではなく�e	はfじでも�Gg

#には�hiやhjなどのkl��m`n/

やコミュニティレベルに�bcお@がおりる

ようにし�o�pqのもと�コストダウンを

はかりながら�STUrsを�qさせ�また

tuv�のwx�もytし�コミュニティレ

ベルでのオーナーシップを�zすべきである�

また�3<=>9{|の�などに9しては�

}k6~���が6きい��?@;AのB=

>�C"DE=>などFを}�,�に\��

�;�s��をf!~�Fし���とfじく

o�pqを��としたSTUV��V��r

によるアクセスの56をはかるべきである�

2�に�4アクセスの567のためのST

UVと4��のg��7をはかる����の

�n#な�み�わせである���による��

��を�めるためには���による4アクセ

スの567と��が�まで�に��してきた

4��のg��7を�いとした����の�

n#な�み�わせをおこない�k�に�いを

Oめて��のドナーとのバランスを��しな

がら� ¡の¢^をmうべきである�これま

での�が�の���£�をレビューすると�

�の����¤¥¦§に¨げられている4�

�のアクセス7にあまり��していないと�

�されていることが�©アンケートª«をmっ

た¬�からかった�

	

�®の���グローバル¯モニタリング¯

レポートのテーマでも4��のg7を°り�

げているが�±²��の³´µを�えた¶��

·¸S¹が�
ºを»えるあたりからは���

�のK�が4アクセスの��7よりも�¼®�

^½を¾¿させてEÀが±²��をÁÂでき

るように�4��のg��7にÃってきてい

るとPえる�

�Àのg��;�に��sÄÅFのため

には�Æ®�ÀÇ¥システムのB��È;É

¥�Ê��±ËÌ£�においてFと}Í�À

への��#�Áの２�ÎがÏ�であると�え

る�すなわち����のÐ¤Ñによって��

������.がÒÓÔなり�アクセスがあ

るÕÑ�Èされた�やk�に9しては��Ö

4±²��での�sÄ��7の��への×�

が�まるØÙ�がÚいということである�¬

Ûとしては����のÐ¤Ñに:じた4アク

セスの567のためのSTUVと4��のg

��7をはかる����の�n#な�み�わ

��の���による���の°り�み ÜÝ



せであり�����の���の	
はいろい

ろあるが�����での����の��も

��とも��な	
の�つである�

��に��������の�����にたっ

た� である�アンケートでも������

�の��!に"する#$が%い�&'(を)

る#*でも�+,��-.の#*からも�/

0におけるプロジェクトレベルにおける1ド

ナーとの��23は�さけて4れずしかもき

ちんと56のプレゼンスを78に9すために

は�56の�������の:;は<=��

である�そして�その��!は��さらに>

まると?われる�/@�ABのCDE�FG

Eのなかで�HIなJKが�ちつつあるので�

さらに%くのJKが+,レベルで4Lできる

ようになれるため�<M�NGO�PQM

O�����������シンクタンク�RSコン

サルタントTUなどがVW�2XをYめて

Z�������� [\]を^_�F`し

ていくことが��である�

�aに�bc2Xのdしいefg����

シニアhNボランティア�ijhN2Xkの

:;やlmefの$nしなどoへのpq"r

である�����jstは�56による��Bu

も�vしずつ%w(しつつあるが�たとえば

JKxyのzでは����のxy{|に"し

て�ボランティアxy{|には�その}~の

��や��があり��いに��れないzも/

Fには�@するg�えば�2Xk{|には�

56のij� や+,�.の�zも�いo�

しかし�このような%wなefgしかもボラ

ンティアであっても�_の��!を�ってo

で�JKをxyできるのは�56の��H�

の�つである�ただ������の&�とい

う��で$た��は��にbc2Xの	
で

は��に$える �をあげるには���では

ない�そこで��ずしもチームxyにする�

�はないが�:;を78にして�それぞれ�

�のメリットがS�できるように�３Eを�

�にxyすることが�よりbc2Xでの��

&�を>めると�える�

���な�として����は���Oの�

�にxyされ���3 や¡¢の£`に¤¥

を�ってもらう�シニアhNボランティア

g��¦�	�¦を�§にoには�56での/¨

�©や��/�ª«の¬なJを�0®の�

�`¯°±にxyして�0®��`¯の²³

や´�へのµ�を�§としてM´マネージメ

ントの²³をµ�する�ijhN2Xkには�

/¨�©や��/�ª«のJを�M´にn¶

xyして�·|²³やM¸ª¹²³を�§に

lmするgボランティアに±しては�º»の

��から�
��µ�のためのlmであるこ

とを78に�{¼C½でも�
��µ�に±

する{¼M¾を¿やし�xy�の+Àµ��

ÁもÂFさせるo��Ãは�あくまで��に

Äぎないが�%wなJKxyÁÅがあるので�

それぞれのÁÆをÇÈるだけ�BにÉらし�

うまく:;	Êしながら¡�として&�があ

がるようにË°�なJKxyをおこなうべき

である�

s��"�に��H�!があると?われる

�zから$てきたが�Ì�にÍべておきたい

ことは�ÎにÄÏの��FÐにおいてあまり
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��がなくても��に�いニーズが��する

�	
�えば��は�よく�られていない

�い��の��でも��てず�なんとか�そ

うと��する�には���の���� を!っ

た"#だけでなく��$の�%&'�は()

*+をするが�そのニーズにもなんとか,-

できるように�./の012345の6
4

5スキームの78 と9: �を;めるさら

なる��が<=の���にも>められている

のではないか?
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