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1.東ティモール概要
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1.東ティモール概要

•国名：東ティモール民主共和国

•人口：113万人

•公用語：テトゥン語、ポルトガル語

•国家的課題：

2002年の独立後、人口の約40%が貧困ライン下（$1.25/日）の生活をしてい
る状況である。また、人口の約70%の国民が農民として生活をしている。
GDPの成長は政府支出（ティモール海の石油や天然ガスが主な国庫収入）に
依存しており、民間の経済活動は殆どない。政府の2030年までの国家戦略
においては、農業を含む経済産業の多様化を国家的目標の一つとして定めて
いる。
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2.事業概要

CARE Internationalについて
• 設立：1945年設立（第二次世界大戦後のヨーロッパ復興を目的としてアメリカで設
立された。日本へも「ケア物資」という物資配布支援を1948年～1953年に約1,000
万人に対して行った。）

• 事業実施国：世界93ヶ国

• 職員数：約9,200名

• 事業実施数：950事業

• 活動理念：

ビジョン：「CAREは、貧困のない、すべての人々が尊厳をもって安心して暮らせる、
希望に満ちた、寛容で公正な世界を目指します。」

フォーカス：「CAREは、女性と女子を活動の中心にすえます。貧困をなくすために
は、女性と女子を含むすべての人々が平等な権利や機会を得る必要があるからで
す。」

「貧困対策」と「女性支援」が本事業でもキーワードとなる！
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2.事業概要

• 農村地域の生計向上事業（通称、HAFORSA事業*1）

• 外務省「日本NGO連携無償資金協力」、CARE支援組織、ゴールドマン・サックス、
個人の助成・支援により実施

• 事業期間3年間（2016年2月～2019年5月）

• 対象地域：エルメラ県 アッサベ郡4村内22集落村（首都ディリから車で5時間）

• 事業目的：対象地域において、農業分野の生業機会が向上する。

 成果１： 持続的で多様な生業手段の構築に向けた農民グループの能力強化

 成果２： 生計活動への積極的参加に向けた女性農民メンバーの能力強化

• 直接裨益者：

 30の農民グループ（約430人）

 10グループは女性のみで構成

 女性の比率は68%

*1 HAFORSAはテトゥン語でエンパワーを意味する。
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2.事業概要
事業地アッサベの位置
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2.事業概要
アッサベの様子
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2.事業概要
アッサベの様子
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2.事業概要
アッサベの様子
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2．事業概要

HAFORSA事業の成り立ち
東ティモール政府の要望：戦略的開発計画2011－2030

経済開発＆社会的資本

産業の多様化

東ティモールにおけるCAREのミッション： 貧困削減、公正な社会創り―農村部
の女性や女児が参加し、決定権をもてるよう支援。

女性の経済エンパワーメント（WEE：Women Economic Empowerment)

女性の家庭、コミュニティにおける決定権や社会参画の向上

持続可能な開発目標（SDGｓ）

目標2：飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能
な農業を促進する。

目標5：ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行
う。
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2.事業概要

HAFORSA事業の目指す成果と目標
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事業目標:
エルメラ県アッサベ群の農村地
域の生業機会が向上する

成果１：

持続的で多様な生業手段の構築に
向けた農民グループの能力強化

成果２：

生計活動への積極的参加に向けた
女性農民メンバーの能力強化

農業支援 ジェンダー
支援



3.三年次の主な活動

成果1：持続的で多様な生業手段の構築に向けた農民グループ
の能力強化

農業技術研修及び実演

収穫後の加工に関する技術研修

集落強靭化アクションプラン（ARAP: Aldeia Resilience Action 
Plan）
会計研修

生産物の域内販売促進に関する研修と市場販売フェア（収穫
祭）

農民グループのネットワーク会議
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3.三年次の主な活動

農業技術研修及び実演
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成果１に関する活動写真



3.三年次の主な活動
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成果１に関する活動写真

集落強靭化
アクションプラン



3.三年次の主な活動
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成果１に関する活動写真

会計研修



3.三年次の主な活動
成果１に関する活動写真
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販売促進に関する実地研修



3.三年次の主な活動
成果１に関する活動写真
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収穫祭
（市場販売フェア）



3.三年次の主な活動
三年次の主な農業実演研修の写真
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ビニールハウスの設置



3.三年次の主な活動
三年次の主な農業実演研修の写真
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オーガニック農薬と肥料
作りなどの土壌管理研修



3.三年次の主な活動
三年次の主な農業実演研修の写真
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動物侵入防止用の柵の設置



3.三年次の主な活動
農地と三年次収穫農作物の写真

22



3.三年次の主な活動
農地と三年次収穫農作物の写真
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3.三年次の主な活動
農地と三年次収穫農作物の写真
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3.三年次の主な活動

成果２：生計活動への積極的参加に向けた女性農民メンバーの
能力強化

女性農民の農業技術研修やワークショップへの参加促進

女性農民グループを対象としたリーダーシップ研修

（Women’s Leadership Training)

対象4村落の地域住民を対象とした男女平等研修
（Gender Equality/Engagement of Men and Boys session)
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3.三年次の主な活動

女性農民の活動への参加推進
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成果2に関する活動写真



3.三年次の主な活動
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成果2に関する活動写真

リーダーシップ研修



3.三年次の主な活動
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成果2に関する活動写真

男女平等研修



4.事業の成果

•園芸野菜の全農民グループ合計収入：$3,679.75
（2年次合計収入:$1,876)
対象地域内マーケットでの収入：$2,668.50
販売促進研修や収穫祭での収入：$1,011.25
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HAFORSA事業開始前 HAFORSA事業3年次

農産物の収入100ドル以下 (79%）
• US$50未満 4グループ14%
• US$60－100 13グループ：43%
• US$100以上 13グループ：43%

農民グループに対するベースライン調査と3年次実績の比較（計30グループ）

86%



4.事業の成果
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品目 事業未介入農民平均
（同地域内の農民）

対象農民グループ

トウモロコシ 0.76t/ha 1.25t/ha

キャッサバ 3.0t/ha 10.55t/ha

サツマイモ 7.8t/ha 23.93t/ha

ピーナッツ 0.6t/ha 1.19t/ha

穀物収穫量に関する未介入農民とのヘクタールごとの収穫量比較（計30グループ）



5.今後の展望
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事業地における農業分野の課題
1. 市場へのアクセスの向上：道路状況や遠隔地という立地条件
2. 気候変動や自然災害に左右されない生産性やコミュニティ・レジリエ
ンスの向上

3. 農民の水へのアクセス
4. 女性農民の生産性の向上：アッサベを含む中央山間部などでは約31%
の男女間の生産性に乖離があるとされている。*1

事業が行える課題への対応策
1. 国際労働機関（ILO）が行う道路事業や大手スーパーマーケットなどと
のパートナーシップの形成

2. コミュニティ主体の自然災害に対する強靭化アクションプラン（3年次
実施）へのフォローアップと農地の更なる自然災害分析

3. 農業用水設備の設置
4. 農業用水設備により女性農民の水くみ水やり時間を削減し、他の農作
業へ集中できる環境づくり

*1：”Women Farmers in Timor-Leste: Bridging the Productivity Gap” by UNWomen and World Bank Group’s 
East Asia and Pacific Gender Innovation Lab (Nov. 2018)



5.今後の展望

新事業の展望（2020年2月開始予定）

 アッサベ地域同4村落での事業継続

 点滴灌漑設備の設置により水源から水へのアクセスを向上（農地やコミュ
ニティ分析を行い女性でも使いやすい場所へ設置）

 設備を維持管理する農民グループ内の組織立ち上げ育成

 女性農民のリーダーシップ向上のための更なる研修（パブリックスピーキ
ングなど）
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ご清聴誠にありがとうございました。
Obrigado barak ba ita boot sira nia atensaun!


