
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成17年5月13日
担当部・チーム：

アフガニスタン事務所
中東・欧州部

アフガニスタン支援チーム

1．案件名

アフガニスタン国地方開発支援プロジェクト

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

現在アフガニスタンでは、全国34州の地方村落を対象としたボトムアップ・アプローチによるコミュ
ニティ開発を目的とし、国家連帯プログラム（National Solidarity Program; NSP）が実施されてい
る。

本プロジェクトはNSPにより形成されたコミュニティ開発の枠組みと実施体制を活用しつつより持続
的かつ広域的な開発効果を生み、地域住民の生計向上や貧困削減を促進し、ひいてはローカルガバナ
ンス強化に資することを目標としている。

そのためにバルフ州、バーミヤン州、カンダハル州においてNSPをすでに実施した郡を対象と
し、NSPでは実施できなかった、より持続的かつ広域的な事業を複数村落の協同により実施し、その
プロセスを通じた村落開発省及び地域コミュニティのキャパシティ・ビルディングを行うことを目的
としている。

具体的には、複数の村落が裨益するフィーダー道路整備、灌漑施設整備、学校、医療施設等の整備の
他、村落合同での農産物加工・販売等の収入向上支援等を想定している。

なお、本プロジェクトを効率的に運営していくために、開発支援パートナー（Facilitating Partner
:FP）として、既にNSPを通じて同じ郡、村落に対するコミュニティ開発支援の経験を有し、対象地域
の社会事情等にも詳しい現地NGO等を活用し、プロジェクト専門家の下でコミュニティ開発委員会へ
の開発計画立案および事業の実施支援を行うことにより、複数のコミュニティに対するきめ細かな支
援と実施、モニタリングを行う。

（2）協力期間

平成17年12月～平成21年2月（39ヶ月間）

（3）協力総額（日本側）

約780,000千円

（4）協力相手先機関

村落開発省（MRRD）

（5）裨益対象者及び規模、等

対象地域：

カンダハル州3郡（アルガンダブ郡、ダマン郡、ダンド郡）

バルフ州2郡（ダウラタバード郡、チムタル郡）

バーミヤン州3郡（バーミヤン郡、ヤカワラン郡、サイガン郡（或いはカマ－ド郡））



対象地域選定理由：

JICAの安全対策措置上活動が認められている地方都市（カンダハル、マザリシャリフ、バーミヤン）
の周辺（州内）で国家連帯プログラム（NSP）が既に実施済みの郡の中から、アクセス等を考慮して
選定。

裨益対象者：

対象地域における開発ニーズ、優先度等を踏まえて選定した優先開発地
域（郡毎に3地域程度を選定）に所在／関連する4村落程度のCDC及び住民
想定される裨益者数
8郡×3優先開発地域×4村落（平均）×200世帯／村落×6人／世帯＝約115,000人 ＊

（*プロジェクトにて実施する小規模事業の数、規模等により変動する）

プロジェクトのカウンターパートとなる村落開発省職員（NSP局及び計画局）10人、州開発局
職員21人（7人×3州）等

（6）活動の流れ

1）プロジェクト対象地域における社会経済状況、開発ニーズ等の調査を通じて、開発優先度の高い
地域、分野等を具体化する。

2）NSPを通じて形成されたコミュニティ開発委員会を活用し、選定された優先開発地域に所在／関連
する複数村落の共同による住民主導型での開発計画を作成する。

3）コミュニティグループによる開発計画に基づき優先度の高いものから小規模事業を実施するとと
もに、実施により得られた教訓、ノウハウ等を整理、普及する

4）実施プロセスを通じ、コミュニティ開発委員会及びコミュニティ、MRRD職員に対するキャパシ
ティ・ビルディングを行う。

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

1）地方開発の必要性と国家連帯プログラム（NSP）

アフガニスタン国においては、国民約2,500万人のうち、地方部の住民が約2,000万人（国民の約8
割）を占めており、これら地方村落に居住する国民の多くは農業により生計を立てているものの、農
地、農業用水等の生産手段を十分に確保できない零細農家が多いこと、旱魃や春の雪解けによる洪水
等の脆弱な気象自然条件での農業を強いられていること、マーケットへのアクセスが整備されておら
ず収入に結びつきにくいこと等から、厳しい生計維持を余儀なくされている。また、このような地方
村落においては、女性の非識字率は92％、安全な水へのアクセスは25％にある等（2005年
Afghanistan Development Forum（ADF）会合資料より）、生活環境も非常に厳しい状況にある。

このような地方部の開発、貧困削減を進めることを目的として「国家連帯プログラム」（NSP）は村
落開発省（MRRD）が実施機関となり2004年6月より本格的に実施されており、全国34州の地方村落
を対象としたボトムアップ・アプローチによるコミュニティ開発による地方生活基盤整備、貧困削
減、ローカルガバナンス強化に取り組んでいる。

2）国家連帯プログラム（NSP）によるコミュニティ開発支援

NSPでは対象村落ごとにコミュニティ開発委員会（CDC）を設立し、コミュニティ主導で開発計画
（小規模なアクセス道路やカルバート、浅井戸等のコミュニティ・インフラ整備、識字教育活動、女
性支援活動等）を作成、実施する一連のプロセスを支援している。2005年3月現在においては、全国
で約7,120のコミュニティによる開発計画が認可され、住民主導型の地域開発が進められている。

3）地方開発における課題

地方部の開発については村落開発省（MRRD）が関連省庁と連携しつつ地域毎の開発ニーズに対する



取り組みを進めるべきものであるが、村落開発省自身も長年の内戦等により本来の行政機能を果たす
ための実施体制を整備できていない状況にある。

そのような状況下において現在進められている国家連帯プログラム（NSP）では、村落住民の積極的
な取り組みによるコミュニティ開発を進めるという点においては一定の成果を得ているものの、実施
機関である村落開発省が果たすべき役割を補うため、実際の事業実施においては州ごとに選定された
開発支援パートナー（FP）が村落開発省職員に代わって各コミュニティの現状を把握し、コミュニ
ティ開発計画の作成、事業実施等を支援している状況にある。

またNSPによるコミュニティ開発では個別村落を実施主体としているものが殆どであり、コミュニ
ティ開発が近隣地域を含む地域開発効果に繋がりにくい状況にある。

なお、アフガニスタンでは麻薬栽培の撲滅も大きな課題となっているため、今後農業基盤整備等を通
じた農村開発を行うとともに地方レベルの社会経済活動の活性化に資する地域開発を実施することに
より、麻薬栽培に依らない農民の生計維持・向上を支援することが求められている。

本プロジェクトでは上記の課題に対応するために、個別の村落を対象としたコミュニティ開発の実績
を上げているNSPの実施方法（CDCへの支援やFPの活用等）を活用し、NSPを終了した地域において
NSPでは規模の大きさから実現しなかった複数の村落が関係する比較的規模の大きいコミュニティ開
発事業をCDCのグループ化により実施する。それにより住民主導型の開発計画が郡レベルでの開発
ニーズや優先度ともリンクし、持続的かつ広域的なものとする。

その結果として開発効果が広く周辺地域に波及し、より多くの地域住民の生活向上、貧困削減に繋が
ることが期待される。また、複数のコミュニティが共同でより広域的な開発計画を策定することによ
り、コミュニティのローカルガバナンス能力が強化され、場合によっては対立するコミュニティの融
和が促進されることも期待される。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

アフガニスタン政府は地域格差の大きい地方村落部の貧困削減と生計向上を優先課題の一つと位置づ
け、国際機関や各国ドナーの支援を受けつつ国家連帯プログラム（NSP）や国家地域開発計画
（National Area Based Development Program:NABDP）等を実施しており、本プロジェクトはNSP
によるコミュニティ開発の取り組みをベースとしつつより地域開発効果の高い支援の実施を目的とし
たものである。なお、NSPを軸とした地域開発による貧困削減の重要性については、2005年4月にカ
ブールで開催された第3回ADF会合でも確認されている（ADF会合では、アフガニスタンの開発方針
に関する国際機関、ドナー各国との協議が行われた）。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付
け）

アフガニスタンに対する我が国援助方針は「平和の定着」構想に基づく、「和平プロセス」、「治安
の確保」、「復興開発支援」の3本柱により実施しているが、地方総合開発は、その中の復興開発支
援に当たるものであり、重点課題のひとつとして位置づけられている。また本プロジェクトでは、次
の点をはじめとした人間の安全保障の視点に基づく支援を実施する。

1）地方部住民の貧困削減を目的とし、また開発の担い手として人々の能力強化を重視する。

2）地域が抱える問題に対しセクターを組み合わせて総合的な取り組みを目指している。

3）「政府」レベルと「地域社会・人々」レベルの双方にアプローチし、コミュニティから郡レベル
への持続的発展に資することを重視している。

4．協力の枠組み

〔主な項目〕

（1）協力の目標（アウトカム）

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値



NSPにより設立されたCDC（村落開発委員会）を活用した複数村落（CDCグループ）の共同による住
民参加型開発が促進される。

（ア）指標 CDCグループによるプロジェクトの実施数

（イ）目標値（今後、アフガニスタン政府と協議の上決定）

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値

対象地域において、生計向上と貧困削減が実現する。

（ア）指標 対象村落における平均世帯所得の増加

（イ）目標値（今後、ベースライン調査の結果を基にアフガニスタン政府と協議の上決定）

（2）成果（アウトプット）と活動

成果1：

CDCグループが立案したプロジェクトにより、社会経済インフラ／社会サービス（想定される事例：
フィーダー道路等の整備、井戸の設置、灌漑施設の復旧、学校や医療施設の整備・運営、識字教育の
実施、女性支援活動、農産物加工・販売による収入向上支援等）が改善される。

1）活動

i. JICA専門家と村落開発省が対象地域の社会経済状況及びコミュニティ開発に資するニーズを把握
するために、ベースラインスタディを実施する。

ii. JICA専門家と村落開発省が、FPを活用して、CDCグループを形成する。
iii. CDCグループが、FPの支援を得て、コミュニティ開発プロジェクトの計画を立案する。
iv. JICA専門家と村落開発省がCDCグループによる計画案を評価する。
v. CDCグループが、コミュニティ開発プロジェクトを実施する。
vi. JICA専門家と村落開発省がモニタリングおよび評価を実施する。
vii. 運営維持管理を行う。

2）指標（個々のプロジェクト形態に応じた指標を用意する、例：女子就学率、安全な水へのアクセ
ス率等）

3）目標値（アフガニスタン政府と協議の上決定）

成果2：

対象コミュニティの開発計画立案及び実施能力が向上する。

1）活動

i. JICA専門家と村落開発省が、CDCグループが開発プログラムを作成する上で有益な他地域での
教訓を得るためにスタディーツアーおよびワークショップを実施する。

ii. CDCグループが開発プロジェクトの計画実施のためのOJTを実施する。
iii. JICA専門家と村落開発省が、CDCグループが実施した開発プログラムが持続的に維持されるた

めに運営維持管理のトレーニングを実施する。

2）指標 CDCによる計画書・報告書の作成数

3）目標値（アフガニスタン政府と協議の上決定）

成果3：

中央・地方政府（村落開発省および州政府）のコミュニティ開発支援に関する取り組みが改善する。

1）活動

i. 中央・地方政府職員が村落グループ開発プロジェクトのモニタリング評価を行う。
ii. 中央・地方政府職員のコミュニティ開発支援に関する手法習得のためのOJTを実施する。



iii. JICA専門家が中央・地方政府のコミュニティ開発支援に関するスキル向上のため研修を実施す
る。

2）指標 コミュニティ支援実施状況に関する項目別評価

3）目標値（アフガニスタン政府と協議の上決定）

[※アウトプットと主要な活動につき、指標・目標値とともに順次記載する。]

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額 約780,000千円）

専門家派遣

プロジェクトリーダー／コミュニティ開発
農業開発
農村インフラ整備計画
プロジェクトコーディネーター等

供与機材（視聴覚機材、パソコン等）

現地活動費（現地開発支援パートナー（FP）の傭上を含む）

小規模事業の実施（3件×8郡＝24件程度）

カウンターパート研修

2）アフガニスタン側

カウンターパート人件費、施設・警備手配、その他

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

1）前提条件

治安が悪化しない。

2）活動達成のための外部条件

FPのコミュニティ支援サービスの質が低下しない。
担当職員がMRRDとRRDに定着する。

3）成果（アウトプット）達成のための外部条件

アフガニスタン政府によるCDCを開発主体とした地方開発方針が継続される。

4）プロジェクト目標達成のための外部条件

干ばつなどの自然災害が深刻化しない。
国際社会の支援が後退しない。
国及び州レベルの地域開発政策が後退しない。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

この案件は以下の理由から妥当性が高いと判断できる。

アフガニスタン国の国家優先プログラム（NPP）の中で、国民の大多数が住む地方部の開発を担
う国家連帯プログラム（NSP）は、コミュニティ開発委員会（CDC）を中心とする開発の組織基
盤を確立することを目的としており、CDCとそれを支援する村落開発省（MRRD）の組織能力強
化を狙う本プロジェクトはアフガニスタンの国家政策との整合性が高い。
単独CDCで対応しきれないより開発インパクトの大きいインフラや社会サービスの整備が不十分
な現状で、複数CDCの共同による開発プロジェクトの実施を支援する本プロジェクトは、地方の



コミュニティのニーズに強く応えるものである。
国民の大多数を占める地方部の開発支援は、女性等社会的弱者を含む多くの人々の人道支援、生
活向上及び地域の治安回復等につながるものであり、「和平プロセス」「国内の治安」「復興・
人道支援」を3本柱とする「平和の定着構想」下、アフガニスタン国の人々の生活基盤となる地
域社会作りへの支援を目指すJICAの方針や人間の安全保障の視点と合致する。

（2）有効性

この案件は以下の理由から有効性が見込める。

外部条件である、「アフガニスタン政府のCDCを開発主体とした地方開発方針が継続される」
は、国家連帯プログラム（NSP）において定められていることから、満たされる可能性が高い
したがって、CDCのグループ化による住民主導型開発の促進は、インフラ／社会サービスの改善
とコミュニティの開発計画実施能力の向上及び政府の開発マネジメント能力の向上に資するもの
であり、持続的で広域的な地域開発による地域住民の生活向上と貧困削減に結びつくものと判断
される。

ただし、プロジェクト目標の目標値はまだ数値化されておらず、今後、アフガニスタン側との協議や
ベースライン調査を通して明確にする必要がある。

（3）効率性

この案件は以下の理由から効率的な実施が見込める。

CDCのグループ化により、コミュニティ開発事業の範囲が広域になり、NSPによる単独CDC事業
に比べスケールメリットが得られる。
村落単位のCDCがすでに形成され、NSPによるコミュニティ主導型開発の実施運営を経験してい
る地域を対象とするので、住民のCDCグループ形成の意義と運営方法への理解が得られやすい。
村落開発省（MRRD）は、州レベル（RRD）でのNSP担当者を2名から5名に増員し組織としての
能力強化を目指していることから、本プロジェクトと方向性を共有している。
本プロジェクトはNSPの運営方法を踏襲することを基本とするので、村落とアフガニスタン政府
双方にとって、今後の地方開発の基本となるNSP方式にそった、実効性のあるキャパシティ・ビ
ルディングが見込める。

ただし、アウトプットの目標値及び投入の量等はまだ数値化されておらず、今後、アフガニスタン側
との協議やベースライン調査を通して明確にする必要がある。

（4）インパクト

この案件のインパクトは以下のように予測できる。

上位目標の、「対象地域において、生計向上と貧困削減が実現する」ためには、プロジェクト目
標の「CDCの共同によるコミュニティ主導型開発が促進される」とともに、幹線道路修復や教育
サービスなどの国及び州レベルの行政による地域総合開発政策の進展具合が影響する。本プロ
ジェクトは、実際にコミュニティ開発を実施し、あわせてコミュニティのキャパシティ・ビル
ディングも実施する。政府の地域開発能力の向上も目的としていることから、対象地域において
生計向上、貧困削減に資する開発計画が作成されると期待できる。
また、本プロジェクト実施方法は、他の地域のコミュニティ開発のモデルとなり、地域開発を促
進するものと期待される。

（5）自立発展性

以下のとおり、本案件による効果は、アフガニスタン政府によりプロジェクト終了後も継続されるも
のと見込まれる。

村落グループ・レベル（サブ・ディストリクト・レベル）の開発ニーズは恒常的に存在するもの
であり、本プロジェクトにより強化されるCDCグループの開発計画実施能力と政府の開発マネジ
メント能力は、対象地域における今後の地域開発に生かされる。



本プロジェクトにより実施したCDCのグループ化によるコミュニティ開発手法、教訓、成果は、
コミュニティ開発のモデルとなり、他の地域における地域開発の展開に受け継がれる。
地方開発は地域間格差の是正、貧困削減を図るだけでなく、除隊兵士の農業従事者としての社会
復帰や麻薬対策等にもつながることから、アフガニスタン政府の最優先課題の一つとなってい
る。このような地域開発を担当している村落開発省では、現在も州開発局職員の増強を計画して
いるなど、今後も実施体制の維持強化は継続的に行われると見込まれる。また、予算措置につい
ては当面ドナー各国からの支援に依存しなければならないものの、同地方開発の実施に必要な経
費は優先的に配分されるものと見込まれる。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本件は現場のニーズに応じた小規模事業をとおしてコミュニティのキャパシティデベロップメントを
目的としているが、以下の点に配慮した事業を実施するとともに、カウンターパートやコミュニティ
関係者の意識を高めるよう取り組む。

ジェンダーに配慮したニーズ調査等に基づき、女性支援に関する取り組みを事業計画に含める。
特に、村落グループでの開発プラン作成においては、女性の意見を取り入れることができるよ
う、ワークショップの開催方法等に留意する。
貧困層や帰還民が多い地域を把握し、これら住民の生計向上、生活環境改善等に配慮した開発支
援を行う。
地域毎の民族分布状況、近隣での異民族間の関係等に留意し、可能であれば共同開発事業の実施
を通して融和の促進を図る。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

本プロジェクトは2004年より開始されているNSPに基づき、事業を実施していく計画であり、
現在まで行われているNSPのレビューを活用し、その教訓をプロジェクトの中に取り込んでいく
ものとする。
同時並行的にカンダハル帰還民社会復帰・コミュニティ開発支援計画プロジェクトが実施してい
ることから、情報共有を図りながら、事業を実施していく予定である。
JICAの課題別指針（農村開発等）およびこれまでJICAが実施してきた農村開発プロジェクトや
行政能力強化に関連するプロジェクトの経験もプロジェクトの中に活かしていくこととする。
2001年のボン合意以降JICAはアフガニスタンの復興のために様々な分野において、事業展開を
行い、経験と教訓を得てきている。本プロジェクトはその経験と教訓を十分に活かすべく、現地
リソースを活用した小規模インフラ事業、地方部におけるコミュニティ開発、行政能力向上を中
心に実施していくこととする。

8．今後の評価計画

（1）中間評価 平成18年6月頃

（2）終了時評価 平成20年9月頃

（3）事後評価 協力終了後3年後を目処に実施


