コートジボワール国農業・農村開発分野におけるジェンダー関連情報
１．ジェンダー関連政策・制度
＜ジェンダー政策および制度＞


2007 年には大統領が署名した「機会平等、公平、ジェンダーに関する宣言（Déclaration solennelle de la Côte d’Ivoire sur l’égalité des chances,
l’équité et le genre）
」が発布され、選挙における 30％の女性のクォータ導入を表明した。（出典 1）



コートジボワール政府は、2008 年に女性・平和・安全に関する国連安全保障理事会決議 1325 号実施のための国家行動計画を採択、2009 年
に「機会平等・公平・ジェンダー国家政策（Politique Nationale de l’Egalité des chances, l’Equité et le Genre）」を閣僚会議で採択している。
同政策では、女性と男性の両方に開発の機会と意志決定過程への平等な参加を確保し、公正で公平な開発を確保することを目的としている。
同政策実施の上で優先分野として挙げられているのが、１）ガバナンスと人権、２）マクロ経済と予算、３）復興と基礎社会サービス（保
（出典 1）
健、教育）
、４）ジェンダーに関するモニタリング・評価の組織機能を強化すること、の 4 事項である。



新たな試みとして、大統領府が女性の能力を評価し活用する目的で、ドナーの支援も受けつつ大統領府主導で能力ある女性のデータベース
作成（compendium ivoirien des compétences féminines）を開始した。同データベースでは、対象者が１）女性の管理職、２）若い女性、３）
地方の女性の 3 つに分類されている。（出典 1）



コートジボワールの「国家開発計画」
（Plan national de développement 2012-2015）では、コートジボワールを 2020 年までに新興国とす
る目標を掲げている。この目標を達成するため、5 つの戦略が示されており、ジェンダーに関しては、戦略 3「特に、女性、子供その他脆
弱な人々を含めた人々が、質の高い社会サービスに公平なアクセスができること」の中で、「ジェンダーと公平」分野として盛り込まれて
いる。同戦略 3 では、次の 6 つの成果が期待されている：１）ジェンダー平等推進を担う機関がより効果的になること；２）女性の経済的
安定及び権利が確保されること；３）ジェンダーに基づく暴力（VBG）が減少すること；４）家族の健康状況が保障されること；５）女子
の教育へのアクセスが促進されること；６）コミュニティや組織による子供の保護が行われること。
（出典 1）



2016 年 3 月、新しい国家開発計画（Plan national de développement）2016-2020 が採択された。
（出典 2）2016 年 4 月時点では、文書は未公開。
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＜農業・農村開発分野：政策および制度におけるジェンダー主流化の現状＞


コートジボワールの土地所有に関する1998年の法律では、男女平等な土地のアクセスが認められており、都市部では女性も土地を買うこと
ができる。しかし、実際には、地方では慣習として女性が土地を持つことは認められていない。さらに、女性が土地を借りた場合において
も、その土地を長期で借りることが難しいなど、困難を抱えている。また、遺産相続では法律上では男女の差別はないものの、慣習法とし
て、女性は遺産を相続する権利が認められていない。そうした中、近年、コートジボワール政府は女性の土地所有を促進する政策を取って
おり、啓発活動に取り組んできた成果として、農村地帯にも土地を所有する女性が現れてきたと言われている。（出典1）

出 1.

JICA (2013) 『国別ジェンダー情報整備調査 コートジボワール国』
、

典

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1501.nsf/03a114c1448e2ca449256f2b003e6f57/a0b426e5087691cf49257afe000cdf45/$FILE/ATTD0RWC.pdf/%E6%97%A5%E6%9C%
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＜農業・農村開発分野：ジェンダー主流化に係る関係機関＞
機関名

備考（役職名など）

連帯・家族・女性・児童省（Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la

女性、家族、子供の保護に関する政策の実施とモニタリングを目的とし

Femme et de l’Enfant :MSFFE）の平等・ジェンダー推進局（Direction de

ている。

l’égalité et de la promotion du genre）
各省庁に設置されたジェンダーグループ（Cellure genre）

連帯・家族・女性・児童省のイニシアチブにより、各省庁にジェンダー
グループ（Cellure genre）が設置されたが、行政能力の点で不十分な点
がある。
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出 1.

JICA (2013) 『国別ジェンダー情報整備調査 コートジボワール国』
、

典

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1501.nsf/03a114c1448e2ca449256f2b003e6f57/a0b426e5087691cf49257afe000cdf45/$FILE/ATTD0RWC.pdf/%E6%97%A5%E6%9C%
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２．農業・農村開発分野：JICA の支援状況
＜概要＞
コートジボワールに対する日本の経済協力は、重点分野の一つとして「経済成長の加速化」を掲げており、首都アビジャンの都市インフラ、同
市を基点とした国際回廊、港湾などのインフラ整備並びに農業や漁業といった一次産業を含む開発ポテンシャルの高い産業の振興を支援してい
る。
（出典 1）近年、ジェンダー分類された JICA 農業・農村開発案件はない。
出

1.

典

外務省（2015）『国別データブック』、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000142281.pdf
『国別情報』、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/africa/cote_d/index.html

2.

JICA（2008～2013）『ジェンダー主流化推進年次報告書』、
http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1501.nsf/03a114c1448e2ca449256f2b003e6f57/235082f59d8cf80c4925765700254d48?OpenDocument

作成日：
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案件名（協力年度）

出
典
作成日：
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2016 年 4 月 11 日

＜案件リスト＞
協力年度

No.
開始

終了

事業

案件名

ジェンダー

形態

ジェンダー視点

分類*¹

1
出

1．JICA（2008～2013）『ジェンダー主流化推進年次報告書』、

典

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1501.nsf/03a114c1448e2ca449256f2b003e6f57/235082f59d8cf80c4925765700254d48?OpenDocument

作成日：

*¹ジェンダー分類：GI＝ジェンダー主流化ニーズ調査・分析案件（Gender Informed）
GI(P)＝ジェンダー平等政策・制度支援案件、女性を主な裨益対象とする案件（Gender Informed (Principal)）
GI(S)＝ジェンダー活動統合案件（Gender Informed (Significant)）
３．農業・農村開発分野：他ドナーの支援状況
ドナー（1） 世界銀行（World Bank）
支援概要

2015年9月に世界銀行が採択した、対コートジボワールのCountry Partnership Framework (CPF)では、3つの重点分野の一つとして、
「強い民間セクター主導の成長の維持（sustaining strong private sector-led growth）」を掲げており、同重点分野下の目的の中に「目
「目的４：商用及び農業用の土地へのアクセスの形式化及
的１：農業／農業ビジネスのバリューチェーンにおける生産力の向上」、
び促進」を挙げている。また、横断的テーマとしてジェンダーを含む不平等（Spatial Inequality）に言及している。
（出典 1）

案件例

Agricultural Sector Support Project
本プロジェクトの目的は、ココア・ゴム・ヤシ油・綿・カシューといった特定の製品に係るバリューチェーンを促進するため、小
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自作農によるコートジボワールの市場や技術へのアクセスを改善することである。本プロジェクト活動は、アフリカ一般及びコー
トジボワールの農業では女性が中心的役割を持つとの立場のもと、ジェンダー視点を組み入れている。具体的には、指標に男女別
のものを含める、ジェンダー・社会的包摂の専門家を含める、ジェンダー主流化に係る事項（女性、若年層、高齢者、寡婦、社会
的弱者等）を含む調査の実施及び同調査のプロジェクトデザインへの反映を行っている。（出典 2）
出典

1.

World Bank, “Côte d’Ivoire: Strategy”, http://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/overview#2

2.

World Bank, “Cote d'Ivoire - Agriculture Sector Support Project (English)”,
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/07/18027770/cote-divoire-agriculture-sector-support-project

作成日：

2016 年 4 月 25 日

４．SDG: ジェンダーと農業に関する目標およびターゲット
目標

ターゲット

2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実

2.1

現し、持続可能な農業を促進する

場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。
2.2

2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立
5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを

2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、
妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
2.3

2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及

び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女
性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性
及び所得を倍増させる。
2.4

2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や

極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に
土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭（レジ
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リエント）な農業を実践する。
2.5

2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物

バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種
の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知
識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。
2.a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強
化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジ
ーン・バンクへの投資の拡大を図る。
2.b ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果
を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限
や歪みを是正及び防止する。
2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正
な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易
にする。
5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児

5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシッ

の能力強化を行う

プ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与える
ための改革に着手する。

9. 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的か

9.1 すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援す

つ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの

るために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエ

推進を図る

ント）なインフラを開発する。

５．参考情報
ジェンダーと農業・農村開発（JICA 内の執務参考資料、他ドナーの資料）
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コートジボワールにおけるジェンダー状況
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コートジボワールの農業・農村開発分野における調査報告書、良事例など
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６．その他、現地調査で得られた情報
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