
評価調査結果要約表 

1．案件の概要 

国名：アフガニスタン国 案件名：地方開発支援プロジェクト 

分野：農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト（業務委託
型） 

所轄部署：アフガニスタン事務所 協力金額（評価時点）：約 2 億 9,770 万円 

先方関係機関：農村復興開発省 協力期間 2005 年 12 月～2009 年 2 月 

日本側協力機関： 

他の関連協力：  

1‐1 協力の背景と概要 

 アフガニスタン国（以下「ア」国）では 20 年以上に及ぶ内戦で社会経済状況が疲弊し
たことに加え、1998 年以来続く旱魃により、農業や牧畜業が多大な悪影響を受けた結果、
特に農村部における貧困が深刻化した。現在でも大量の難民及び国内避難民が帰還してい
るが、こうした帰還民の再統合を促進するためにも、帰還先のコミュティの生活環境整備
及び経済活性化は急務である。                          

 こうした状況を受け、「ア」国政府は 2006年 1月に「ア」国国家開発戦略暫定版（I-ANDS）
を発表し、農業・農村開発ピラーにおいて、持続可能な農村開発を目標としている。具体
的な戦略としては、農業・非農業分野の支援を通じた収入向上、雇用機会の創出、麻薬栽
培の削減、経済発展が謳われている。 

 また「ア」国政府は我が国に対し、農村復興開発省（MRRD）が世銀の支援により行
ってきた NSP（National Solidarity Program）により設立された CDC（コミュニティ開
発委員会）を複数束ねたクラスターCDC に対し、住民主導型地域開発を促進するプロジェ
クトを要請した。 

 我が国は同国からの要請に基づき、MRRD コミュニティ主導開発局（CLDD）及び 3
州（バーミヤン州、バルフ州及びカンダハル州）の農村復興開発局（RRD）をカウンタ
ーパートとして、2005 年 12 月より 3年間強の「地方開発支援プロジェクト」を開始した。
このプロジェクトでは、5 名の専門家（総括/プロジェクト管理、副総括/小規模インフラ、
コミュニティ開発、地方電化、業務調整）が従事している。 

 なお、本プロジェクトは FP（ファシリテーティング・パートナー）として国連人間居
住計画（UN-HABITAT）および現地 NGO の CHA への現地再委託によりじっしされて
いる。 

1‐2 協力内容 

1‐2‐1 上位目標 

 対象地域における住民の生活向上と貧困削減が促進される。 

1‐2‐2 プロジェクト目標 

 NSP により設立された複数のコミュニティ開発委員会（CDC)を束ねたクラスターCDC
による住民主導型地域開発が促進される。 



1‐2‐3 成果 
1）住民の代表としてのクラスターCDC が立案するプロジェクトにより、対象地域内の社
会経済インフラ・社会サービスが改善される。 

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。   

3）中央・地方政府のコミュニティ開発支援に関する取り組みが改善される。 

1‐2‐4 投入実績（評価時 2007 年 8 月時点） 
（1）日本側 

1.専門家派遣 計 30.7MM  
2.現地活動費 約 8 千 500 万円（サブ・プロジェクト実施費用等）  
3.機材供与費 コンピューター、プリンター、発電機等 約 23 万円  
4.研修員受入 農村復興開発省（MRRD）職員 2 名  

（2）アフガニスタン側 
1.人員配置 カウンターパート 計 41 名（MRRD：13 名、RRD：計 28 名） 
2.ローカルコスト負担 約 95 万円（カウンターパート給与）  
3.土地・施設提供 事務室（カブール市、バルフ州、バーミヤン州、カンダハル州）

2．評価調査団の概要 

調査者 
（担当分野：氏名 職位） 
団長/総括： 山田健  JICA アフガニスタン事務所次長 
地方開発/： 川北博史 JICA 社会開発部課題アドバイザー（地方行政） 
評価企画 1：小森克俊 JICA 社会開発部都市地域開発･平和構築第一Ｔ職員 
評価企画 2：若松英治 JICA アフガニスタン事務所員 
評価分析/： 石川明美 (有)石川コンサルティングインターナショナル 

調査期間 2007 年 8 月 19 日 ～2007 年 9 月 8日 評価種類：中間評価 

3．評価結果の概要 

3‐1 実績の確認 

3‐1‐1 主な成果の達成度 

（1）成果 1：対象地域の社会経済インフラ・社会サービスの改善 

 対象地域 3 州 7 郡において住民の代表としてのクラスターCDC が 19 設立された。これ
らクラスターCDC は社会経済インフラ・社会サービス改善のために計 29 のサブプロジェ
クトを立案した。この内 12 プロジェクトが契約済み、あるいは実施中。残り 17 プロジェ
クトは契約・実施準備段階にあり、地域社会の改善が期待できる。 

（2）成果 2：クラスターCDC の開発計画立案及び実施能力の向上 

 19 のクラスターCDC により計 29 のサブプロジェクトが計画されたが、透明性・説明責
任を伴うプロジェクト実施能力（会計、調達、施工管理含む）の向上に関しては、実施能
力向上のためのスタディツアーや各種訓練、研修、ワークショップの実施により、プロジ
ェクト終了時までの向上が期待できる。 



（3）成果 3：中央・地方政府のコミュニティ開発支援に関する取り組みの改善 

 中央（MRRD）・地方政府(RRD)全てにおいて、カウンターパートを対象とした
PCM(Project Cycle Management) ワークショップが実施された。しかしながら、プロジェ
クトの推進、モニタリング・評価、プロジェクト提案書の審査に関する研修に関しては、
中央・地方政府（3 州全て）両方において、実施されていない。 

3‐1‐2 プロジェクト目標と上位目標の達成見込み 

 19 のクラスターCDC により 29 のサブプロジェクトが計画され、契約済み、または実施
開始準備中のいずれかの段階にあるが、上述 3 成果のうち、成果 3 の達成度がやや低く、
プロジェクト目標達成の阻害要因となっている。ただし、継続的で活発な住民参加が見ら
れるなど、促進要因もあるため、プロジェクト終了時点にはプロジェクト目標の達成が期
待される。 

 対象地域における住民の生活向上と貧困削減の促進に関しては、現時点においては、サ
ブプロジェクトが開始直後、または未開始のため、サブプロジェクト実施による社会経済
インフラ・社会サービス改善効果が見られる段階になく、クラスターCDC、中央・地方政
府の住民主導型地域開発促進のための明らかな能力向上も見られないため、予測は困難で
はあるが、今後の円滑なサブプロジェクト及び能力強化のための活動の実施による上位目
標の達成に期待したい。 

 

3‐2 評価結果の要約 

3‐2‐1 妥当性 

 本プロジェクトの妥当性は、以下の理由により中間評価時において「高い」といえる。

 「ア」国における現行の国家上位計画である「国家開発戦略暫定版（Interim Afghanistan 
National Development Strategy：I-ANDS）」の第 6 セクター（農業及び地方農村開発）にお
いて、参加型意思決定の促進、地域住民のために充実されるべき地方開発が明記され、ア
フガニスタン政府の地方農村開発計画と合致している。 
 JICA 国別事業実施計画において、地方農村総合開発は、地域住民の積極的な関与を得
ながら支援を行うことが強調されており、本プロジェクトは JICA のアフガニスタン支援
計画とも、合致している。 
 コミュニティ開発委員会（CDC)を束ねたクラスターCDC による住民主導型地域開発の
促進は、受益者である農村復興開発省（MRRD）、農村復興開発局(RRD)、CDC 及び対象
地域住民の全ての間で高いニーズが確認された。 

 

3‐2‐2 有効性 

 本プロジェクトの有効性は、3 つの成果のうち、成果 3 の達成度が低いため、中間評価
時においては「やや高い」と評価される。（詳細は 3‐1‐2 参照。） 
 また、プロジェクト目標達成の促進要因として、以下の 4 点があげられる。 
(1) RRD が、クラスターCDC に対してサブプロジェクトの円滑な実施のための支援を行っ
ている。 

(2)サブプロジェクト実施のためのほとんど全ての資材／資源（例：水、砂利、砂など）
が対象地域内で入手・利用可能である。 

(3)女性の労働に対する社会的制約がそれほど強くない。 
(4)対象地域住民が積極的に地域開発に参加している。 
 



3‐2‐3 効率性 

 本プロジェクトの効率性は、以下の理由により中間評価時において、「やや高い」と評
価される。（詳細は 3‐1‐1 を参照。） 
 投入された資源は有効に活用されている、もしくは活用される見込みが高い。特に、サ
ブプロジェクト実施のために投入された資源は、各クラスターCDC により確立される社
会的監査制度（投入された資源の利用、サブプロジェクト実施プロセスの透明性と説明責
任を、地域住民に対して確保するための制度）により、有効に活用されている、もしくは
活用される見込みが高い。 
 ただし、日本の会計年度と対象地域において活動が実施しやすい時期との間の不一致や
バルフ州とカンダハル州の一部における治安の悪化により、適切な時期での投入は困難な
状況にある。 

3‐2‐4 インパクト 

 本プロジェクトのインパクトに関しては、中間評価時において、「正・負共にインパク
トが見られる」。 
＜正のインパクト＞ 
(1)クラスターCDC による住民主導型地域開発サブプロジェクトの実施は、コミュニティ

開発委員会（CDC)間及びその地域住民の連携、結束、関係を強化し、その結果、ほと
んどの対象地域において治安の改善が見られた。 

(2)本プロジェクトの実施により、クラスターCDC 委員の郡開発議会(DDA)への積極的参
加といった地方ガバナンス・ビルディングが見られるようになった。 

＜負のインパクト＞ 
(1)バルフ州とカンダハル州においてサブプロジェクトを行っているクラスターCDC 内で
起こった 2 件の殺人事件は未解決で原因不明であるが、サブプロジェクトの実施により
誘引された可能性は完全には排除出来ない。 

3‐2‐5 自立発展性 

 本プロジェクトの自立発展性は、以下の理由により、中間評価時において、「中程度」
と評価される。 

 クラスターCDC 及び対象地域住民のサブプロジェクト実施及びその継続への意欲は、
非常に高いが、その資金の 90％以上は外部に依存している。また、本プロジェクトの受
益者であり実施機関でもある MRRD 及び RRD の住民主導型地域開発促進のための能力
（サブプロジェクトの推進、モニタリング・評価、プロジェクト提案書の審査能力）は、
現時点においては、本プロジェクト実施による便益の持続性を確保できるほど高いとは言
えない。ただし、MRRD 及び RRD は、強い関心を持って本プロジェクトに取り組んでい
るため、今後の能力向上に期待が持てる。 

 

3‐3 効果発現に貢献した要因 

 本プロジェクトは、受益者である MRRD、RRD、CDC 及び対象地域住民の全ての間で
高いニーズが見られ、特に社会経済インフラ及び社会サービス改善のためのサブプロジェ
クトは、地域住民の代表であるクラスターCDC が地域住民の総意を元に実施するもので
あるため、計画段階から高い関心と住民の参加、オーナーシップが見られた。 
 また、FP である UN-Habitat は、世界銀行が実施している NSP など、地方開発支援にお
ける経験が豊富であり、サブプロジェクトの円滑な進行に貢献している。 

3‐4 問題点及び問題を惹起した要因 

 MRRD 及び RRD のカウンターパートの離職や、日本人専門家の変更など、本プロジェ
クト実施に関わる人材が定着していなかった。 
 治安の悪化により、日本人専門家は 2006 年 5 月よりバルフ州チムタル郡、2006 年 6 月



からカンダハル州ダンド郡及びダマン郡における活動が実施できなくなった。これに伴
い、遠隔操作による事業実施を余儀なくされている。遠隔操作手法としては、GPS（Global 
Positioning System）による定点観測、クラスターCDC とその住民によるモニタリング責任
強化などを取っている。 

3‐5 結論 

 アフガニスタン国の地方・農村社会の復興及び開発を目標に進められている本プロジェ
クトであるが、上述のような要因により様々な投入・活動が制限され、効率的な実施がで
きない状況に置かれている。しかし、このような状況下においても、日本国側・アフガニ
スタン国側双方の献身的な努力を通じて、本プロジェクトが徐々に効果を生み出している
ことは評価できる。 
 また、クラスターCDC による住民主導型地域開発の促進は、アフガニスタン政府及び
他ドナーから注目されている状況にあり、本プロジェクトを通じた実績・経験等を分析・
整理することは、アフガニスタン国の地方開発関係者にとって非常に有益である。 
 

3‐6 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

3‐6‐1 住民主導クラスターCDC 地域開発モデル(IRDP モデル)の構築 

 クラスターCDC による住民主導型地域開発は、本プロジェクトの前半期において既に
ある程度促進された。次なる段階は、再現可能な住民主導クラスターCDC 地域開発モデ
ル(いわゆる IRDP モデル)を構築することによって、本プロジェクトの経験を対象地域、
アフガニスタン国及び他ドナーの地方開発関係者に普及・浸透させ、アフガニスタン国の
地方農村開発に資することである。 

3‐6‐2 本プロジェクト実施期間内のサブプロジェクトの完了 

 住民主導クラスターCDC 地域開発モデル（IRDP モデル）構築には、19 クラスターCDC
による 29 のサブプロジェクトの完了及びその検証が重要である。これらのサブプロジェ
クトの実施を通じて多様な事例を分析することは、IRDP モデルの有効性、再現性及び汎
用性を確認する上で必要不可欠である。 

 本プロジェクト実施期間内のサブプロジェクトの完了のためには、サブプロジェクト実
施に関する計画を慎重且つ柔軟に再検討を行い、全関係者協力の下で実施を行う必要があ
る。 

3‐6‐3 サブプロジェクト実施による負の影響の回避 

 アフガニスタン国の地域社会は、部族・親族・宗教・地理的条件等が複雑に入り組み、
構成されている。地域社会においてある種の便益をもたらすサブプロジェクトの実施は、
地域社会における部族間の対立、格差の助長等により地域間の関係悪化を招く恐れがあ
る。これらのリスクを軽減するためには、その地域で実際に機能している意思決定組織と
の関係を構築するとともに、地域における事業の透明性を高めていくことが重要である。
また、アフガニスタン政府側とサブプロジェクトの進捗状況を日常的に報告する等、緊急
事態への対応体制を築いておくことも必要である。 

3‐6‐4 JICA 専門家及び類似案件との戦略的連携強化  

 現在 MRRD では、本プロジェクトと並行して JICA 専門家（農村開発アドバイザー）の
活動及び類似案件（カンダハル帰還民支援･コミュニティ開発プロジェクト：JSPR）が実
施されているが、これらと本プロジェクトの連携は十分とは言えない。今後は、JICA 専
門家と JSPR の IRDP モデル構築への参加協力など、更なる戦略的連携強化が求められる。

3‐6‐5  MRRD、RRD 及びクラスターCDC の能力強化 

 本プロジェクトでは MRRD、3 州の RRD、クラスターCDC に対して OJT(On the Job 
Training)、OFFJT (Off the Job Training)を実施してきた。これらのトレーニングにより、あ
る程度の能力強化は見られる。しかしながら、MRRD 及び RRD は、IRDP モデルの構築



と活用において、今後より重要な役割を担うこととなる。また、クラスターCDC は、最
小の外部支援で IRDP モデルの実施を担えるようになることが期待される。よって、
MRRD、RRD、クラスターCDC が期待される役割を担えるよう、今後も継続した能力強
化を行っていくことが重要である。 

3‐6‐6 NSP 及び NABDP との連携・協調の強化  

 現在、アフガニスタンの地方開発における重要なプログラムとして、村レベルの開発行
政を担う CDC を組織化した NSP 及び郡レベルの開発行政を担う DDA (District 
Development Assembly)を整備しようとしている NABDP (National Area Base Development 
Program)がある。本プロジェクトは、これら CDC と DDA の中間に位置すると言えるクラ
スターCDC を利用して地方開発を促進しようとしているものである。このため、両プロ
グラムとの連携強化は、今後のアフガニスタンの地方ガバナンス全体の確立、ひいては地
方開発そのものに大きな貢献ができるものと期待される。 

3‐7 教訓 

3‐7‐1 クラスターCDC による住民主導型地域開発の有効性 

 クラスターCDC による住民主導型地域開発は、一つ以上の CDC のニーズに対応する手
法として、有益かつ有効である。 

3‐7‐2 地域住民の自国復興に対する意欲の高さ  

 地域住民は CDC を束ね、より大規模な社会経済インフラ・社会サービス改善のための
プロジェクトを実施することによって、自分達のコミュニティだけではなく、その地域全
体、ひいては国家全体を復興することに対して高い意欲を持っている。 

3‐7‐3 サブプロジェクト実施による地域の一体化とそれによる治安改善 

 サブプロジェクト実施によってもたらされた地域の一体化は、対象地域における治安の
改善をもたらした。これは、サブプロジェクト実施により、近隣コミュニティの住民間で
の対話や協調が進み、サブプロジェクト外でも、共通の問題解決能力が向上したことによ
ると言える。 

3‐7‐4 州調整委員会(PCC: Provincial Coordination Committee)の有効性  

 州調整委員会(PCC: Provincial Coordination Committee)の実施により、アフガニスタン政
府、地方開発に関連する他ドナー、地元 NGO との情報共有が進み、本プロジェクトに対
する関心が高まった。 

3‐7‐5 人的資源開発の重要性  

 サブプロジェクト実施の際には、プロジェクトを実施し、これを管理運営していくため
の人的資源開発を同時に進めいていくことが重要である。 

 

 


