
EVALUATION 
FOR 
COMMUNITY　	

コミュニティ再生の  
“評価基準”策定の研究    



本研究は、  
「コミュニティ再生」という曖昧な概念を明確にしていくた
めに、「どのような基準でコミュニティを測りうるのか」と
いう“評価基準”の視点から、コミュニティ再生の方向�性を
見極め、その仮説を立てることを目的としています。  
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評価とは？  



調査＝RReesseeaarrcchh  
  
精査＝IInnvveessttiiggaattee  
  
判断＝JJuuddggee  
  
測定＝MMeeaassuurree  
  
分析＝AAnnaallyyssiiss  
  
比較＝CCoommppaarree  

総覧＝RReevviieeww  
  
監査＝AAuuddiittiinngg  
  
認定＝RRaattiinngg  
  
記述＝DDeessccrriibbee  
  
分類＝CCllaassssiiffyyiinngg  
  
見積＝EEssttiimmaattee  



調査　≠　評価　  

＝  事実特定　＋　価値判断  

価値判断を表す用語  
・良い／悪い  
・値打ちがある／値打ちがない  
・重要である／重要でない  



■ロッシ／フリーマン／リプセイ  
  
「評価とは、社会プログラムの目的、介入�理論、実施過程、効果、効率性  
を明らかにするために、社会調査手法を体系的に適用したものである」  
  
→事実を明らかにすること  

■キャロル・ウェイス  
  
「評価とは、プログラムや政策の実施もしくは結果を、明示的あるいは  
暗示的な対象と比較しながら、体系的に明らかにすることであり、  
プログラムもしくは、政策の改�善に資するものである」  
  
→事実を何かと比較することで価値判断を下し、改�善すること  

■マイケル・スクリヴェン  
  
「評価とは、物事の本質、値打ち、意義を体系的に明らかにすることである」  

参考文献『プログラム評価の理論と方法』（日本評論社）より  



評価の目的とは？  

  
  

①アカウンタビリティの確保  
  
②政策形成の材料  
プログラム実施の「効果」が目標に貢献しているのかどうか  

  

③マネジメント支援のための情報提供  
成否に影響を与えた「貢献要因」「阻害要因」  
プログラムセオリーに問題はなかったか  

  
④知的貢献  

アカウンタビリティ  

マネジメント支援  

知的貢献  

政策形成  
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開発援助評価 復興指標 
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『復興指標』  
どのように復興を測りうるのか？  



朝日新聞　22001111年1122月66日より　  



人間復興  

阪神・淡路大震災  



自然災害による死者数11994455--11999955  



復興とは何か？  

復興三層モデル  



インフラ再建 

経済再建 

生活再建 



経済の 
活性化 

中小 
企業対策 

神戸市『阪神・淡路大震災の概要及び復興』2011 

社会基盤の復旧 

住宅再建 都市計画 

被災者の生活の再建 



問い  
  

どのような状態になったら、  
被災者自身が復興を実感できるのか？  



・『震災後の居住地の変化とくらしの実情に関する調査』  
・『生活復興調査』（22000011//22000033//22000055）  



『復興カレンダー』  
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①　仕事/学校がもとに戻った (n=651)	  

②　すまいの問題が最終的に解決した (n=759)	  

③　家計への震災の影響がなくなった (n=694)	  

④　毎日の生活が落ちついた (n=800)	  

⑤　自分が被災者だと意識しなくなった (n=709)	  

⑥　地域経済が震災の影響を脱した (n=582)	  

木村他(2006)「社会調査による生活再建過程モニタリング指標の開発：阪神・淡路大震災から10年間の復興のようす」地域安全学会論文集,	  8,	  pp.1-‐10.	  





市民の生活再建実感 

（神戸市草の根検証ワークショップ結果、９９年７月～９月）　	
①すまい	 

 

②つながり	 
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⑦行政の対応	 
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後見人的態度への不
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報を、全国共通
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生活復興感における77要素の影響  
基本属性に加え、77要素を構成する細かな指標による、影響度は下記のようになっている。  

精神、身体的なストレスや収入�に加えて、“つながり”に関係する要素が高い影響を与えているのが特徴。  





今後の問い  
  

・つながることで復興を感じるのはなぜか？  
  

・非常時と平常時の差はどれくらいあるか？  
  



神戸市復興計画推進プログラム  
「しみんしあわせ指標」  



『行政評価』  
どのように事業を測りうるのか？  



『行政機関が行う政策の評価に関する法律』  



三菱総合研究所所報  NNoo..5533（22001100年55月3311日発行）  

行政評価の４つのステージ  
（11999977年～22000099年）  

行政評価＝事務事業評価の時代	
総合計画とのリンク	  
外部評価の導入	

行政管理から行政経営への転換	
経営的視点の導入	  
他システムとの連動	

行政評価の導入時期別取り組み状況	

1997年頃	 1999年頃	 2002年頃	 2005年頃	 2008年頃	

第Ⅰステージ	 第Ⅱステージ	 第Ⅲステージ	 第Ⅳステージ	



第Ⅰステージ（11999977年～11999999年頃）  
•  行政評価＝事務事業評価の時代。  
　旧自治省（現：総務省自治行政局）から11999977年1111月1144日付
「行政改�革推進のための指針」の中で打ち出された要請が事
務事業の見直しだったこともあり、この時期に行政評価に取
り組んだ多くの自治体では、行政評価と事務事業評価を同義
と捉えていた。  

•  その導入�の主目的として職員の意識改�革が掲げられた。  
•  行政が評価主体となり、評価シートを活用し行政が自らの活
動を評価する手法が採られた。  



静岡県『業務棚卸表』  
•  業務内容を目的別に表に整理（棚卸）し「見える化」。（HH99～）  
•  目的毎に数値目標を設定、達成状況を評価、改�善策を検討。  
•  業務棚卸表は県ホームページ、庁舎閲覧で市民に公開。  

静岡県HHPP「業務棚卸表の特徴」より抜粋  

業務棚卸表の構成	
年間スケジュール	



第Ⅱステージ（11999999年～22000022年頃）  
•  行政評価を総合計画の進行管理に活用しようとする自治体が
急増した。評価対象レベルは事務事業から施策、政策へと拡
大され、行政評価の、33階層への展開が始まった。この時期
は、行政活動の“成果”とあわせて、“効率”にも徐々に目
が向�けられるようになった時期でもある。  

•  また、この頃から、住民や学識経験者など行政外部の評価へ
の関与が重要視され始め、評価の客観性や妥当性の確保を外
部評価機関に求める自治体も出始めた。  



外部機関による行政評価の状況  
•  施策レベルでの行政以外の主体による評価は2200%%超程度。  
•  行政以外の主体内訳は、委員会等首長の諮問機関設置が  
　  6655%%程度、住民対話を通じた評価は依然として少数派。  

三菱総合研究所「地方自治体における行政評価等への取り組みに関する実態調査」より  
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第Ⅲステージ（22000022年～22000055年頃）  
•  行政管理から、行政経営への転換期。  
　この頃からNNPPMM（NNeeww  PPuubblliicc  MMaannaaggeemmeenntt）に関心が向�け
られ、“進行管理型”の評価手法に加えて、ミッション実現
のための資源の最適配分を主眼とする“戦略重視型”の手法
を採る自治体も出てきた。行政評価を所管する部署に「経
営」という名称が使われ出したのも、この頃である。  



第Ⅳステージ（22000055年～22000088年頃）  
•  NNPPMMの流れを受けて、住民を顧客と捉えるなど、行政評価の
取り組みに経営的視点が取り入�れられるようになった。また、
評価の活用を主目的に、他システムとの連動を視野に行政評
価制度を見直す動きも出始めた。予算や人事など行政評価を
取り巻く行政システムの改�善に着手した自治体と、硬直した
システムのままで行政評価制度を運用する自治体とで、行政
評価の導入�成果に差が出てきた。  



三菱総合研究所所報  NNoo..5533（22001100年55月3311日発行）  

行政評価の４つのステージ  
（11999977年～22000099年）  

行政評価＝事務事業評価の時代	
総合計画とのリンク	  
外部評価の導入	

行政管理から行政経営への転換	
経営的視点の導入	  
他システムとの連動	

行政評価の導入時期別取り組み状況	

1997年頃	 1999年頃	 2002年頃	 2005年頃	 2008年頃	

第Ⅰステージ	 第Ⅱステージ	 第Ⅲステージ	 第Ⅳステージ	

　現在日本で実施されている行政評価は、都道府県や規模の大きい
基礎自治体がステージの先陣を切り、町や村ではこれから第Ⅰス
テージに上がろうとする自治体も少なくない。  
  
また、すべての自治体が第Ⅰステージから取り組むわけではなく、
第Ⅱステージから取り組む自治体もあれば第Ⅰステージの次に第Ⅲ
ステージに移行する自治体もある。それぞれのステージでさまざま
な取り組みが行われているのが現状。  



評価システムの理想的な位置付け  
•  評価は、「計画」、「予算」、「組織・定員・人事管理」、
「広報・広聴（公共マーケティング）」の４つの接点の中心
に位置づけることではじめて生きる。  

三好皓一『評価論を学ぶ人のために』より  

予算編成・執行	

組織（人事管理）	住民への広報・公聴	 評価システム	

総合計画	



ニューパブリックマネジメント理論  



•  11998800年代半ば以降、英国・ニュージランド等を中心に行政実務の現場を
通じて形成された革新的な行政運営理論。  

•  その核心は、民間企業における経営理念・手法、成功事例などを行政現
場に導入�し、効率化・活性化を図ること。  

  

【具体的要素】  

経営資源の使用に裁量を広げるかわりに、業績／成果による統制を行う。  

そのための制度的な仕組みとして、  

  

①市場メカニズムの活用  

　民営化手法、エイジェンシー、内部市場などの契約型システムの導入�  

  

②顧客主義への転換  

　住民をサービスの顧客とみる  

  

③ヒエラルキーの簡素化  

　統制しやすい組織に変革する  

大住荘四朗『パブリック・マネジメント  戦略行政への理論と実践』より  







『学校評価』  
どのように事業を測りうるのか？  



①日本の学校評価の歴史  

•  11999988年８月の「学校評価の在り方と今後の推進方策について  
第一次報告」  

•  11999988年1122月2266日より施行された学校教育法施行規則等の一部
を改�正する省令において、学校自己評価の実施と結果の公表が
義務とされ、学校関係者評価の実施・公表についても努力義務
とされた。  

•  11999999年１月には「学校評価ガイドライン[[改�訂]]」  

•  22000022年33月には小・中学校設置基準が定められ、「学校の自己
点検・評価の実施」が努力規定として盛り込まれた。  



②学校評価の概念  

•  納税者である保護者への説明責任（アカウンタビリティ）  
  
•  課題発見の手段として  
　  →継続的に学校改�善を図る手法としての自己点検・評価  
  

•  資源の効果的投資のため（ニューパブリックマネジメント）  
　　→「同じお金をつぎ込むなら価値を生み出す箇所に投資し、「結果」を求める」  

  

•  学校マニフェストをつくる  
　　→抽象的な目標ではなく、客観的な、評価ができる目標を立てることが重要  
  

•  PPDDCCAAサイクルを確立する  
　　教育課題を焦点化するための客観的データの収集と分析をした上で、学校のビジョンの実現
に向�けた具体的計画を立て（PPLLAANN）、実行（DDOO）し、それが実現できたかの自己点検・
評価（CCHHEECCKK）をし、それに基づいて学校経営計画の改�善を図る（AACCTTIIOONN）というサイ
クルを確立する  



学校評価の種類と実施方法  

文部科学省『学校評価ガイドライン』より  



『コミュニティスクール』  





・22000000年「教育改�革国民会議」において金子郁容氏（慶應大学）
によりCCSS構想が提唱され、22000022年にモデル校がスタート。  

  

・22000044年に「地方教育行政の組織および運営に関する法律」が改�
正、CCSSが制度化される。  

  

・CCSSになるには、学校自らが意志を表明、市町村の教育委員会が
「指定」する。  

  

・CCSSの仕組み：「学校運営協議会」という意思決定機関を設置し、
保護者や地域住民が運営に参画する。「地域運営学校」とも呼
ばれる。  

　※「学校評議員制度」のように、意見を述べるだけのものとは異なる制度  



導入�事例は、22001122年度で約11,,550000校。  
文科省は33,,000000校を目指す。  
（全国公立小中高は約55万校）  



事例：杉並区  事例：三鷹市  

CCSS＋小中一貫校  
三鷹市では、CCSS活動に「小中一貫校」
を組み合わせたことで、さらに地域社
会との関係性の高い先進事例を実践。  
  
導入�意義：「1155歳までにどんな子供を
育てるか」を主題にし、99年間のカリ
キュラム（教育課程）を作ることがで
きる。  
  
「小中一貫コミュニティスクール」は、
「1155歳までにどんな子供を育てるか」
を地域で考え、実践していく仕組み。  

杉並区HHPP「地域運営学校（コミュニティ・スクール）の仕組み」より  



問い  
  

地域市民が直接的に参加する  
「コミュニティスクール事業」を  
どのように行政評価しているか？  



CCSSと学校評価  

CCSSではコミュニティからの支援を得て学校活動をよりよくすることを目指
している。  

学校経営計画と目標に掲げられているものについては、学校評価においてそ
の効果を計測する。  

そのため「評価項目」にはCCSS活動の評価結果を導き出すための項目が設定
されているはず。  

視点11  

学校側から見た  

コミュニティ：  

学校評価項目を確認  

視点22  

地域側から見た  

学校との関係：  

CCSS活動との関係を調査  



成果測定指標「地域に係る効果」のうち
「地域活動の活性化」についての事例
（生涯学習施策調査より）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

視点33  

行政側から見た  

事業への評価  



「教員は通常３〜４年で学校を異動し
ます。最終的に教員の責任は異動して
しまえば問われることはありません。
取り残されるのは、地域なのです。」  
  
貝ノ瀬滋（三鷹市教育長）  



生活者起点の公共経営  



三菱総合研究所所報  NNoo..5533（22001100年55月3311日発行）  

行政評価の４つのステージ  
（11999977年～22000099年）  

行政評価＝事務事業評価の時代	
総合計画とのリンク	  
外部評価の導入	

行政管理から行政経営への転換	
経営的視点の導入	  
他システムとの連動	

行政評価の導入時期別取り組み状況	

1997年頃	 1999年頃	 2002年頃	 2005年頃	 2008年頃	

第Ⅰステージ	 第Ⅱステージ	 第Ⅲステージ	 第Ⅳステージ	

第Ⅴステージ	



GGAAHH  
((GGrroossss  AArraakkaawwaa  HHaappppiinneessss))  

GGAAHH／東京都荒川区  
荒川区民総幸福度（GGAAHH）の指標とし
て「荒川区基本構想」に定める都市像を
基に、「健康・福祉」「子育て・教育」
「産業」「環境」「文化」「安全・安
心」の66つの分野の指標を設置。それら
を束ねるものとして、「幸福実感度」と
いう指標を設けている。  
  
	

NNPPHH  
((NNeett  PPeerrssoonnaall  HHaappppiinneessss))  

　    NNPPHH／新潟県新潟市  

　「人が幸福である状態（ハッピネス）」を
実現する条件には多種多様なものがある。
個人差もあり、すべてを完全に定義する
ことは困難である。しかし、市民生活の
ライフステージ（入�学・進学・就職・結
婚・出産・育児・退職・老後・死亡）の
視点から、55つの必要条件を考案。NNPPHH
の充実とは、とりあえずは、これら55つ
の条件を満たしていくことだとした。	



生活者起点の公共経営  

地域の開発度から市民の幸福度へ  



『幸福指標』  
どのように価値観を測りうるのか？  



GGNNPP  ((GGrroossss  NNaattiioonnaall  PPrroodduucctt))  

GGNNHH  ((GGrroossss  NNaattiioonnaall  HHaappppiinneessss))  



幸福度調査の潮流　  

•  国レベルの取り組みとしては、ブータンのGGNNHH（国民総幸福量）が有名。その
ほか、経済学者のスティグリッツの提唱により各国で幸福度調査『NNaattiioonnaall  
HHaappppiinneessss  IInnddiiccaattoorr』の模索が始まる。  

  

•  かつては学問分野として認められなかったが、一部の大学などの研究者による
幸福感実証研究がアメリカやイギリスを中心に開始された。  

　（イギリス11993300年「幸福算出表」）  

  

•  幸福度調査は「ウェル・ビーイング＝幸福・人生の満足度合い」と定義され、
従来の統計局や自治体が行う事業達成度型の評価とは異なる試み。  

•  従来の「経済分析モデル」を使ったミクロ経済的アプローチに加え、『自己申
告による計測（SSWWBBSS：SSuubbjjeeccttiivvee  WWeellll  BBeeiinngg  SSuurrvveeyy）』が提唱され、一部
のもの（ギャラップ社）は世界11５０カ国以上の比較研究としている。  



＜大学・研究者による研究＞  
  

①心理学　→幸福度、精神状態の「幸福」の実証研究  
　　　　　  　『自己申告主観的幸福』（一番歴史が長い）  
  

②政治学　→政治体制、民主主義と市民の幸福の関係  
  

③経済学　→脱成長の経済学（主に11999900年代以降の流れ）  

ブータン  
『国民総幸福量』  

（22000055）  

フランス『スティグリッツ委員会／CCMMEEPPSSPP』（22000088）  
イギリス『国民総幸福度啓作』（22001100）  
メリーランド州『GGPPII』（22001111）  
日本『荒川区民総幸福度』（GGAAHH）　  

  
  

＜各国政府・自治体による幸福研究（比較的最近）＞  

影響  

幸福研究  
として  
徐々に統合  

＜民間の研究所やシンクタンクによる研究＞  
ギャラップ社（11995500年代）  

自己申告による幸福感の多国間の比較研究  

本分野でのテーマ：  
「主観的幸福研究」  

幸福度調査の潮流　  



  
幸福度を評価するには  

  

ステージ	 評価手法や指標	

ステージ①	 行政のパフォーマンスを従来の社会指標を用いて評価。	

医療機関や学校の数、乳児死亡率など行政サービスの測定）	

ステージ②	 世界銀行・国連の『人間開発指標（HDI)』他	

人間が持つ「機会」と「能力」にフォーカスし、そのうちで観察可能
な能力と機能を計測。より人間に近づいた。	

ステージ③	 幸福度研究を先導する学者が提案した『National Happiness 
Indicator』＝主観的幸福度の測定に基づいたもので国民の全般
的な幸福度をとらえた指標。物質的ではない面を含んでいる。	  
（社会的環境、個人の自立、自己決定など）	

評価のフォーカスは、「行政サービス」から、より「人間重視」へ。  
そして「個人の内面」へと移行していっている。  



幸福//人生の満足度の要素とは？  

SSWWBBSSの結果、幸福度とは生まれ持った性格や環境、その他の様々な要素に左右  

されるが、総括すれば「幸福」は以下のような複合的な要素からなる結果が出ている。  

  
幸福の要素  心理学的な解釈  

仕事（子育てや勉強も含む）  情熱、充実、やる気  

人間関係  信頼と愛情のある人間関係の構築、安心  

経済の安定  安心感、居場所  

健康  生存、安心、から自己実現まで  

地域社会・コミュニティへの参加貢献  

ボランティア活動や慈善行為（幸福に大きく寄与）  

承認欲、居場所、つながっている感覚、
貢献している幸せ  

政治・行政の質  安心、選択のある社会、自己実現  



　生存  　安心  　所属  　承認  
　自己  
　実現  

個人の幸福度の変化  

戦争や犯罪飢餓や  
自然災害などに  

脅かされていない社会  
／健康的に安定的に  
生きられる社会  

学校に通え、  
仕事があり、地域社会、  
家族、ボランティア活動  
などで満足した生活を  
送れていること。  

仕事、その他について  
人生の中で  

自分で決断でき、  
自分の幸福を追求できる。  
個々の可能性や才能を  
発揮できていること。  

  

BBaassiicc  HHuummaann  NNeeeeddss
ベーシックヒューマン

ニーズの保障  



BBaassiicc  HHuummaann  NNeeeeddss  
ベーシックヒューマンニーズ  



人間開発指数  
((HHDDII  ::  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  IInnddeexx))    

「人間開発」の概念は社会の豊かさや進歩を測るのに、
経済指標だけでなく、これまで数字として現れなかった
側面も考慮に入�れようとして誕生。各国の人間開発の度
合いを測る新たなものさしとして発表された、包括的な
経済社会指標で、各国の達成度を、「長寿」「知識」
「人間らしい生活水準」の33つの分野について測ったもの。  

「たった１つでいい。ただ、ＧＮＰほど人間生活に無理解でない尺度が必要なんだ」  
  

（HHDDII発案者：マブーブル・ハック）  



『開発援助評価』  
どのようにニーズを測りうるのか？  



　開発援助における評価の歴史  

11995599年  
UUNNEESSCCOOが「開発プロジェクトの評価」に関する論文を発
表したことで、評価活動が世界的に認知される  

11998800年代  
定性的な評価手法（インタビューや集団討論）や簡便なデー
タ収集手法が普及  

第22次大戦  
終結後  

途上国に対する世界的な開発援助が本格化  
（当時は評価より費用対効果を計る経済分析が主流）  

11997755年  国際協力銀行（JJBBIICC）が事後評価を開始  

11998822年  JJIICCAAが事後評価を開始  

11999911年  
経済協力機構（OOEECCDD）の開発援助委員会（DDAACC）が開発援
助の評価55項目（DDAACC55：妥当性／有効性／効率性／インパ
クト／自立発展性）を提唱　→　世界基準に  



　開発援助で評価が行われる背景  

ドナーの  
存在  

・国や国連などの巨大ドナー  
・拠出者と受益者の違い  
・海外での見えにくい活動  

資金の  
質と大きさ  

・税金や寄付金が主な原資  
・拠出金額の大きな事業  

国際的な  
関心  

・統治、災害、紛争等との関連  
・問題ある支援のメディア露出  

前提  
援助は機能している（効果をあげている）のか？  

開発援助の世界では評価が必要とされる強力な要因が複数存在する  



JJIICCAA『22001111事業評価年次報告書』より  

DDAACC55	
妥当性／有効性／効率性／インパクト／持続性	



JJIICCAA『22001100事業評価年次報告書』より  



DDoo  NNoo  HHaarrmm  
HHooww  AAiidd  CCaann  SSuuppppoorrtt  PPeeaaccee--OOrr  WWaarr    

MMaarryy  BB..  AAnnddeerrssoonn    



PPeeaacceebbuuiillddiinngg  NNeeeeddss  
aanndd  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  
平和構築ニーズ分析  



・脆弱国家の定義は国や機関によって異なる  
　（例：統治能力の欠如、貧困・経済の低成長、国際社会への脅威など）  
　（国際社会では「FFrraaggiillee  SSttaattee」という統一名称で使用）  
  
・22000011年の米国同時多発テロを契機に脆弱国家への関心高まる  
　（イラクやアフガンのような脆弱国家への対応の遅れは膨大なコストを生む可能性）  
  
・平和構築分析も国や機関によって内容（分析手法）が異なる  
  
・JJIICCAAがカナダ国際開発庁（CCIIDDAA）の協力のもと、22000033年に『平和構築アセスメント』
（PPNNAA：PPeeaacceebbuuiillddiinngg  NNeeeeddss  aanndd  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt）を確立  

目的：平和構築ニーズ分析の目的は、開発援助を行う際に・・・  
　　　　①紛争要因を助長せず（負の影響の回避）  
　　　　②紛争要因を積極的に取り除く（正の影響の促進）  
  
前提：開発援助は意図に関係なく紛争状況に正負の影響を与える  
　　（例：地域、民族、（反）政府グループ間での偏った支援）  

開発援助は脆弱国家において「もろ刃の剣」となり得る  



　世界の平和構築ニーズ分析①  



　世界の平和構築ニーズ分析②  



　日本の平和構築ニーズ分析  

出典：国際協力機構［22001122］  『  紛争予防配慮・平和の促進ハンドブック－PPNNAAの実践－』  



　平和構築ニーズ分析の中身  

国レベル：開発援助事業の案件形成に向�けた分析  

○紛争背景・現状分析  
○社会的・経済的・政治的不安定要因（紛争の背景にある要因や紛争（の再発）を誘発す
る要因等）、および安定要因の分析  

○政治・経済・社会の概況、○紛争地域、民族・宗教等の構成、国内避難民・難民等の
マッピング、○ステークホルダー分析、○現地の平和構築支援体制、○紛争の背景と歴史
的経緯、○停戦・和平合意までの経緯、○和平合意以降の動向�、○今後の見通しに関する
シナリオ、今後の課題等  

分析  
内容  

調査  
項目  

制約  
国レベルの平和構築分析は対外的に公表されにくい  
理由：対象国のセンシティブな情報を多く含むため  

事業レベル：開発援助事業を計画・運営・管理するための分析  

○紛争（再発）の要素を抱える国・地域、○地域・コミュニティ開発、都市開発、農村開
発、インフラ、○和解・共存の視点が入�った案件、○帰還・再定住促進の視点が入�った案
件、○紛争で影響を受けた人々や社会的弱者に配慮した案件、○国家の機能強化（行政、
法整備、警察、メディア）等  

対象地域の○政治的属性（反政府か否か）、○住民特性（民族や帰還民）、○和解・共存
度合、○帰還民受け入�れ状況や地域住民との関係、○社会的弱者の有無・分類・特性、○
国全体の政治情勢等  

対象  
事業  

調査  
項目  

制約  
事業レベルの平和構築分析は実施数が少ない  
理由：人的資源（専門家）の不足や治安状況の不安定による現地入�り困難等  



　平和構築ニーズ分析の流れ（PPNNAAの場合）  

国レベル  
PPNNAAの実施  

・主に事業未実施の脆弱国家で紛争（再発）要因や平和促進要因を抽出  
・対象国の状況変化に応じて国レベルPPNNAAは定期的に改�訂  
　（PPNNAAは2200カ国で実施。専門家不在などにより改�訂されない国あり）  

OODDAA大綱や  
外交政策から  
対象国を選定  

・OODDAA大綱や外交政策に沿う形で対象国を選定  

事業レベル  
PPNNAA（事前）
の実施  

・国レベルPPNNAAをもとに、開発事業の対象となる地域を選定  
・対象地域の安定・不安定要因を列挙  
・不安定要因の内容によっては事業の中止や内容変更を判断  

事業レベル  
PPNNAAの実施  

・事業実施中も定期的（月次レベル）にPPNNAAを継続  
・政治的流動性や難民・避難民の動きなどを本部に報告  
・紛争要因を排除し、平和要因を促進するよう事業をモニタリング  

相手国への  
事業形成の  
働きかけ  

・OODDAAは原則、相手国の要請があって初めて事業を形成できる  
・脆弱国家や紛争終結国では相手国政府からの要請が来ない場合あり  
・相手国に調査事業（水質、地域開発、武装解除等）を提案し、現地入�  
　りして相手国政府と協議をしながら平和構築に資する事業を形成する  



仮説  

脆弱国家は脆弱コミュニティを抱える国と捉えた時、平和構築ニーズ
分析は日本でのコミュニティニーズを分析する手法となり得ないか？  

前提：脆弱国家の不安定要因には、コミュニティに起因するものが少なくない  
　　（例：地域内・民族間の対立、難民や国内避難民と地元住民との対立等）  

課題：平和構築そのものを目的とする事業（民族融和や武装解除等）に対して、  
　　　評価手法は主に『DDAACC55』によって行われている。  
  
　　（JJIICCAAでは22001122年度内に平和構築事業のための評価手法を開発予定）  



研究相関マップ  












