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１－１　協力の背景と概要

わが国は、アフガニスタン・イスラム共和国（以下、「アフガニスタン」）における重点支援分

野である平和構築支援と緊急人道支援から持続的な総合地域開発への継ぎ目のない移行を支援す

る緒方イニシアティブの一環として、カンダハル州を中心に、コミュニティや人々に焦点を当て

た「人間の安全保障」に資するさまざまな事業を支援してきた。

当初本プロジェクトが想定していた支援対象は難民・帰還民等であったが、JICA のアフガニス

タンにおける国レベルの平和構築ニーズアセスメントにおいて、復興支援期においては不要な軋

轢を避けるため、帰還民のみならず周辺地域住民を含んだバランスのとれたコミュニティ全体の

生活改善事業が必要であるとの指摘を受けた。これに基づきコミュニティの再生・強化を通じて

コミュニティ自身がカンダハル州出身の難民・Internally Displaced Person（IDP）を受け入れる能

力をつけることを目的とした本プロジェクトの構想が固まった。

2003 年に実施したプロジェクト形成調査及び事前評価の結果、復興期における迅速な開発効

果発現のためのコミュニティ開発事業（生活改善事業や収入向上活動）を行うことを一義的な目

的としつつも、同事業を効率的かつ効果的に行うための人材育成（州農業農村復興開発局、地元

NGO、ナショナルスタッフ）も併せて行うという方針が固まり、先方政府とのカウンターパート

（C/P）を農村復興開発省（Ministry of Rural Rehabilitation and Development：MRRD）とし、カンダ

ハル州内の 36 コミュニティ（都市部約 10 区域、農村部約 26 村）、45,000 人を対象に、プロジェ

クトの実施について先方政府と合意に至った。

なお、本プロジェクトは、PROTECO（提案型技術協力、旧プロポーザル型技術協力プロジェクト）

として実施されており、株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル（現、株式会

社オリエンタルコンサルタンツ）と事業実施契約を締結し、案件形成段階からプロジェクト実施

までを同社と共同で行った。

１－２　協力内容

本プロジェクトはアフガニスタンにおけるコミュニティ開発にかかわる開発従事者の能力向上

を図り、それを通じて対象地区住民がコミュニティ開発活動を通じて発展を享受できることをめ

ざすものである。
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（１）上位目標

カンダハルの帰還民を含む住民が地元資源を活用したコミュニティ開発活動を通じて発展

を享受できる。

（２）プロジェクト目標

持続可能なコミュニティ開発活動の運営にかかわる開発従事者の能力が開発される。

（３）成果

１． コミュニティ開発にかかわる開発従事者が研修プログラムを通じて参加型のコミュニ

ティ開発を実施するために必要な知識や考え方を身につける。（理論）

２． コミュニティ開発にかかわる開発従事者がコミュニティ開発の実践を通じて参加型の

コミュニティ開発を実施するために必要なスキルや態度を身につける。（実践）

３． コミュニティ開発にかかわる開発従事者が関係者間でより良い調整と効果的な連携を

できるようになる。

４． 地元資源の有効活用による Community Development Council（CDC）の強化システムに

係るモデルが開発される。

（４）投入（評価時点）

日本側：

長期専門家派遣　　　 0 名　　　　　機材供与　　　　　　　　0.14 億円

短期専門家派遣　　　16 名　　　　　ローカルコスト負担　　　3.10 億円

研修員受入　　　　　 8 名

相手国側：

カウンターパート配置　55 名

土地・施設提供

ローカルコスト負担

３－１　実績の確認

３－１－１　プロジェクト目標の達成状況

以下の理由によりプロジェクト目標が達成される可能性が高い。

１） 33 人のカンダハル州 Department of Rural Rehabilitation and Development（RRD）の職員が訓

練を受け、10 人の職員がコミュニティ開発活動の支援と監理活動のための視察旅行に参加

した。

２） 訓練とコミュニティ開発プロジェクトの計画と実施を通じて CDC メンバーはコミュニティ

２.　評価調査団の概要

３．評価結果の概要

調査者

調査期間

（担当分野：氏名　　職位）

総括　　：　伊藤　耕三　　　JICA 農村開発部水田地帯第三課長

平和構築：　橋本　敬市　　　JICA 国際協力専門員

協力計画：　山本　美奈子　　JICA 農村開発部水田地帯第三課　職員

評価分析：　河原　里恵　　　（株）アールクエスト

2009 年 1 月 13 日〜 2009 年 1 月 30 日 評価種類：終了時評価
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開発のプロセスと管理スキルを習得した。

３－１－２　成果の達成状況

成果１については 80％以上の訓練参加者が研修に満足し、知識やスキルの向上があったと返

答したこと、2009 年 1 月末までに 298 名が各種研修に参加したことから、計画どおり達成した。

成果２については、開発従事者がコミュニティ開発プロジェクトの経験や調整を通じ、村民

ニーズに対応する能力や村民の信用を得る結果をもたらしていることから、計画どおり達成した。

成果３については週例・月例会議が業務進捗共有化や問題解決に非常に有効であったと開発

従事者が回答している一方で、プロジェクトチームが会議調整の主導役を果たしてきた。開発

従事者のオーナーシップを高めるためには、調整を当事者に任せていくことが望ましかった。

開発従事者の調整・協働のためのキャパシティは向上の途上にある。

成果４については本評価調査後に取り組まれる予定であることから、プロジェクト終了後に

一定の時間を経てから評価することが望ましい。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性は非常に高い

プロジェクト目標である、「コミュニティ開発従事者の能力強化」「コミュニティ開発の強

化システムにかかわるモデル開発」は MRRD の目標に合致している。またコミュニティ開

発のプロジェクト対象の 10 村落では長期にわたる国内混乱を経て、生計向上と生活環境改

善が可能な環境づくりを求めていることからもそのニーズに見合う。またわが国は、緒方イ

ニシアティブにより緊急人道支援から持続的な総合地域開発への継ぎ目ない移行を支援する

ことが重要との方針をとっていることから、わが国の政策にも合致する。

（２）有効性は高い

成果の達成によりプロジェクト目標が達成される可能性が高い。それぞれの成果の達成の

水準は概して満足のいくものである。ただし、成果４のモデル開発に関しては 2009 年 2 月

に完成予定となっている。成果１の理論強化及び成果２の実践が、相互に調整・実施された

点が、成果がプロジェクト目標の達成に貢献した要因として特筆できる。その半面、2006 年

6 月以降の反政府活動や地域紛争の発生は、プロジェクトの進捗の障害となり、効果の発現

に影響を与えた面もある。

（３）効率性は中程度

日本側、アフガニスタン側からの投入はほぼ当初計画どおり実施され、成果の発現に結び

ついてきた。しかし、コミュニティ開発のサブプロジェクトについては、対象村落が 10 に

とどまり、当初計画や投入規模に対してその実績が少ない、との C/P からの意見もあった。

全体としては、本プロジェクトは人材育成とパイロット事業及びその経験に基づいたモデル

づくりに主眼を置いており、中・長期の効果の発現を期待するものであるため、コミュニティ

開発のみをとらえて効率性は測れず、したがってプロジェクト全体の効率性を測定すること

は時期尚早といえる面がある。

（４）インパクトは良好

現段階では上位目標の達成可能性を測定することは難しいが、コミュニティ・レベルでの

開発活動が進むにしたがって、カンダハルの治安の改善や安定が増す可能性がある。その結
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果として上位目標が達成される可能性が高まる要因になり得る。

コミュニティ開発に資するカンダハル在住の人材の育成（州農業農村復興開発局、地元

NGO、ナショナルスタッフ）のための訓練が行われ、その能力は大きく向上し、将来のコミュ

ニティ開発を管理、実施する能力は高まった。

また理論と実践の組み合わせやその繰り返しによる人材育成プログラムは実務で使えるこ

とも多く、またボトムアップによるコミュニティ動員のアプローチはアフガニスタンでは新

しい考え方や実施方法であったため、C/P たちは高い関心をもち、動機づけを高めた様子が

うかがえた。コミュニティ開発プロジェクトで対象となった 10 村落では開発行為では他者

へ依存するだけではなく地元の資源を活用する、という知恵や考えも身につけてきた。

（５）持続性は自立発展の見込みはあるが、不確実性が残る要因もある

自立発展の視点から見ると、開発にかかわる人材の能力が強化されたことでプロジェクト

効果の持続は可能性が高い。MRRD の副大臣によれば、開発されたモデルは省のコミュニティ

開発の平準モデルとして活用する意向がある、とのことである。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

コミュニティ開発にかかわる開発従事者を理論と実践の観点から訓練した結果（成果１、

成果２）、その能力が大きく向上したが、成果１と２が補完的に組み合わされたことが効果

発現に貢献したものと考えられる。

（２）実施プロセスに関すること

理論と実践の組み合わせやその繰り返しによる人材育成プログラムは実務で活用できる内

容が多く、またボトムアップによるコミュニティ動員のアプローチはアフガニスタンでは新

しい手法であり、開発従事者が高い関心をもち、プロジェクトへの主体的な参加が進んだこ

とも、効果発現に貢献したものと考えられる。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１）計画内容に関すること

2005 年 9 月に実施された議会選挙以降、反政府勢力の巻き返しによってカンダハル州の治

安状況が急速に悪化した。このため 2006 年 6 月、日本人専門家はカンダハルからの撤退を

余儀なくされ、カブールに拠点を移したが、このことがプロジェクト進捗の障害となり、更

なる効果の発現に影響を与えた可能性がある。しかしカブールにいる日本人専門家とカンダ

ハルにいるプロジェクトナショナルスタッフが連絡を密に取り合うことにより、その影響は

最小限に抑えられた。

（２）実施内容に関すること

人事異動等により、研修を受けた職員が異動してしまうという制約があった。

３－５　結　論

2009 年 1 月までの成果達成とそのプロセスの状況、また評価 5 項目を基にした分析の結果から、

プロジェクトは成功裡に進捗し、R/D で予定された終了時までにプロジェクト目標とすべてのア

ウトプットの達成が可能であると予測されるため、本プロジェクトは予定どおり 2009 年 6 月を
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もって終了することとする。

３－６　提　言

（１）プロジェクト終了まで（プロジェクト及び MRRD が対応）

・ プロジェクトの成果の定着と発展のためには、今後プロジェクトにより作成される JSPR
モデル（コミュニティ開発に携わる人材育成指針及びコミュニティに対するアプローチ

の仕方などをまとめた内容）の取りまとめ作業に MRRD の更なる巻き込みが必要。同省

のコミュニティ主導開発局（CLDD）やアフガニスタン農村開発研究所（AIRD）等の機

関によるモデルの活用が期待される。

・ 本プロジェクトで扱った比較的開発しやすいコミュニティ（CDC）での開発経験は再現

性のあるものとは言い難いため、開発にあたって問題を抱える CDC への対応手順・方

法の改善が必要。

（２）プロジェクト終了後（MRRD に対する提言）

・ 政府職員のコミュニティ開発に係るキャパビル、特に実践における訓練が必要。本プロ

ジェクトはこの点で特に貢献したが、人事異動等で研修を受けた職員が異動してしまう

という制約があった。この教訓を生かし、今後は研修の効果が人材と共に流出せず、組

織内にとどまるような仕組みが必要。

・ 技術系省庁（農業、保健・衛生、教育等）のフィールドでの活用を促進すべき。国家連

帯プログラム（NSP）のように技術系職員を内部に抱えることは非効率であり、現場で

は MRRD が調整役となって技術官庁の連携を促進することによって、MRRD の相対的

な地位の向上が見込まれる。

・ アフガニスタン国家統合プログラムの事業を実施するファシリテーションパートナー

は、コミュニティへの橋渡しができる組織として積極的に活用すべきである。また、彼

らに対する研修が必要であり、彼らが研修を受けた実績を修了証書として与えると効果

的。

・ CDC の活動の軸となるコミュニティ開発計画改定をサポートする体制が必要。

３－７　教　訓

・ JSPR は、短期間で成果を出すプロジェクトと中・長期的な視点を含む一般プロジェクト

の中間に位置し、それらをつなぎ合わせるものとしての意義がある。

・ （コミュニティ開発型プロジェクトでは）ローカルリソースの活用が必要である。

・ 座学では実施練習の繰り返しが有効である。

・ 国内研修は技術移転効果に加え、異なる部族の参加者が一堂に会することから、部族間

融和にも効果がある。
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