
終了時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・イスラム共和国 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 

所轄部署：経済基盤開発部 

都市・地域開発第一課 

協力金額：約 10 億 3,000 万円（予定） 

 

協力期間 

（R/D）：2005 年 12 月～2009 年 2 月 

（延長）：2009 年 3 月～2009 年 12 月 

先方関係機関：農村復興開発省（MRRD） 

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・イスラム共和国（以下、「アフガニスタン」と記す）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。また、2001 年から 2004 年末までに、

約 350 万人の難民及び約 200 万人の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、帰還先となるコミュニティの生活環境整備及び経済活性化は急務となってい

る。同国農村復興開発省（Ministry of Rural Rehabilitation and Development：MRRD）は世界銀行

の援助の下、村（Community Development Council：CDC）を再構築し、住民が自らサブ・プロジ

ェクトを実施することを通じて、その組織強化と各種能力の向上を図る国家連帯プログラム

（National Solidarity Program：NSP）を全国規模で実施した。 

アフガニスタン国政府は、NSP により設立された CDC を複数束ねてクラスターCDC を形成し、

より面的な広がりのある住民主導型地域開発を促進することを計画し、バルフ州・バーミヤン

州・カンダハル州を対象とするサブ・プロジェクトの実施と、サブ・プロジェクトを通じたクラ

スターCDC 手法のモデル化に係る技術協力プロジェクトをわが国に対し要請してきた。 

同要請を受け、JICA は先方実施機関である MRRD と協力内容を取りまとめ、2005 年 9 月 11

日に討議議事録（Record of Discussions：R/D）を締結し、3 年間を協力期間として技術協力を開

始した。なお、治安悪化、自然災害等により、いくつかのサブ・プロジェクトの実施が遅延し期

間内に完工できない状況となったので、2008 年 11 月に派遣された運営指導調査団により、プロ

ジェクト期間を延長せざるを得ないとの提言がなされ、本プロジェクトの終了期限は 2009 年 12

月まで延長された。そして、プロジェクト終了を半年後に控えた 2009 年 6 月に本終了時評価調

査が実施された。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

1） 対象地域住民の生活が向上する。 

2） 住民主導型クラスターCDC 地域開発モデル（IRDP1モデル）が活用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

住民主導型クラスターCDC 地域開発モデル（IRDP モデル）が構築される。 
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（3）成 果 

1） サブ・プロジェクトの計画立案・実施を通して、地域開発事業実施のためのクラスターCDC

の形成手法が明確になる。 

2） サブ・プロジェクトの計画立案・実施を通して、クラスターCDC の住民主導型開発事業計

画立案及び実施能力が向上する。 

3） サブ・プロジェクトのモニタリング・評価を通して、クラスターCDC の有効性が検証され、

教訓が取りまとめられる。 

 

（4）投入（予定） 

日本国側：総投入額 10.3 億円 

  専門家派遣：計 88.3 人月 

  サブ・プロジェクト：直接工事費 3.2 億円、間接費（FP2による CCDC3形成・ベースライン

調査、詳細設計、施工管理）2.0 億円 

  現地活動費（研修、国内旅費など）：0.9 億円 

 研修員受入れ：14 名 

  機材供与：コンピュータ、プリンター、コピー機等 

 

相手国側： 

  人員配置：カウンターパート計 29 名（MRRD：10 名、RRD4：計 19 名） 

ローカルコスト負担：カウンターパート給与 

  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 （1）総括：JICA 国際協力専門員 川北博史 

（2）計画管理：JICA 経済基盤開発部 都市・地域開発グループ 都市・地域開発第一

課 職員 鈴木雅弘 

（3）評価分析：水産エンジニアリング（株）主査 寺尾豊光 

（4）コミュニティ開発：海外貨物検査（株）主席コンサルタント 阿久津隆男 

調査期間 2009 年 5 月 30 日～2009 年 6 月 19 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 主な実績 

（1）成果の達成状況 

成果 3 件に記述されている状況は、ほぼ達成されているといえる。成果 1 では、CCDC が 3

州 19 カ所に設立された。成果 2 では、サブ・プロジェクト 29 件について、実質的な住民参加

の下で計画作成及び工事実施が行われ、2009 年 6 月現在このうち 19 件が完了している。 
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表－１ 対象 3 州におけるサブ・プロジェクトの件数 

州名 CCDC 数 CDC 数 サブ・プロジェクト 

Balkh 6 30 道路、診療所、学校等 11 件 

Bamyan 7 27 小水力発電、灌漑水路等 12 件

Kandahar 6 29 道路、送電線延伸等 6 件 

合 計 19 86 29

 

これらの経験は、成果 3 において、ガイドライン、実践ハンドブック及び研修モジュールか

ら成る IRDP モデルに集約された。ただし、未完了のサブ・プロジェクト 10 件のなかには、

2009 年 12 月までに終了させるために、特段の配慮が必要と考えられるものが含まれる。また、

3 件の成果に係る活動を通じて、MRRD、RRD、CCDC 等を対象に各種の研修が実施された。

延べ受講者数は表－２のとおりである。 

 

表－２ IRDP による各種研修受講者数（人） 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 計 

MRRD/FP 58 0 131 189

RRD/FP 97 42 309 448

CCDC 0 55 215 270

関係者 0 0 47 47

計 155 97 702 954

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

目標達成には、IRDP モデルの構築に加えて、実施機関によるモデルの理解を得ることが求

められている。2009 年 5 月に行われた IRDP モデルの研修受講生に対する理解度試験には、ガ

イドラインを一通り読んだだけでは回答できない問題が多く含まれており、その平均正解率

（72.5％）は合格水準といってよい。本プロジェクトで蓄積された経験は、サブ・ディストリ

クトレベルの類似案件に有益な情報を与えるものとなっており、モデルとして適用が可能であ

る。プロジェクト目標は達成されていると考えられる。 

 

３－２ 5 項目評価 

（1）妥当性：高い 

アフガニスタン国家開発戦略（Afghanistan National Development Strategy：ANDS、2008 年）

の農業・地方開発分野の政策にいう「地方統治、農業・村落基盤施設、経済復興」に本プロジ

ェクト（ IRDP）は合致する。実施機関であるコミュニティ主導開発局（Community-led 

Development Department：CLDD）は、住民参加型の地方開発の促進・実施を行う。その所掌業

務実施のために研修訓練が実施された。直接裨益者である対象村落居住者には脆弱家庭が多

く、また村落では社会インフラへのアクセスが悪い。サブ・プロジェクトは道路、水力発電、

給水等の整備及び生計手段（ヤギ飼育、じゅうたん機織りなど）の供与を通じてその状況を改

善した。 



（2）有効性：高い 

プロジェクト目標は達成された。達成指標である IRDP 開発モデルの、CLDD 及び RRD 担

当者に対する理解度試験の平均正解率は 72.5％であった。CCDC 自身による計画作成と実施に

先鞭がつけられ、また集成すべき CDC の選定基準、CCDC 形成、紛争調停、サブ・プロジェ

クト審査と実施可能性の検証に係る手法、工事監理について固有の経験が蓄積された。これら

は類似案件に有益な情報を与える。 

 

（3）効率性：中程度 

プロジェクト期間が 10 カ月延長されたが、工事遅延のリスクがまだ大きいサブ・プロジェ

クトが見られることから、効率性が高いとはいえない。ただし、本プロジェクトが極めて困難

な条件のなか（社会的不安定性、隔絶村落へのアクセス、参加型アプローチ特有の時間消費、

クラスタリングは新手法、コミュニティ間の紛争、専門家の出張制限、CCDC リーダシップの

欠落例、厳冬期の制約）で実施されたことには言及が必要である。 

 

（4）インパクト：比較的高い 

現行プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（第 2 版）の上

位目標の指標には計測が困難なもの（脆弱家庭の生計向上と社会インフラへのアクセス）が含

まれるので、指標の変更が望ましい。開発モデルの活用の見通しについては、IRDP の経験を

参照した NSP-Ⅱクラスタリング・プロジェクト〔対象 3 州、日本社会開発基金（Japan Social 

Development Fund：JSDF）資金〕が着手の段階に入っていること、MRRD が RRD 全国会議で

実践ハンドブックを 34 州に配布すること等の動きがある。 

 

（5）自立発展性：中程度 

住民指導型地方開発分野の政策及び援助機関の優先度は今後も高いと見込まれ、政策面と財

務面では持続可能性に障害は生じないと予想される。ただし、組織制度面では大統領府地方自

治局（Independent Directorate for Local Governance：IDLG）が進める地方行政制度では、まだサ

ブ・ディストリクトのレベルにおけるコミュニティ支援組織を維持または開発する方向性が明

確になっていないこと、また技術能力面では、CLDD 及び RRD 担当者の経験不足が懸念され

ることが指摘される。 

 

３－３ 評価の結論 

本プロジェクトは極めて困難な状況のなかで実施されたが、19 の CCDC に落後は見られず、

サブ・プロジェクトの大半は成功裏に完工した。CCDC 自身による計画作成と実施に先鞭がつけ

られ、サブ・ディストリクトのレベルにおける住民指導型プロジェクトの実施に道を開いた経験

は類似案件に有益な情報を与える。また、本プロジェクトの開発モデルを NSP 等の関係機関で

適用する動きも既に見られる。プロジェクト目標は達成されたので、予定どおり 2009 年 12 月を

もって本プロジェクトを終了することが妥当と判断される。 

 

 

 



３－４ 提言（プロジェクト終了時までの課題と提言） 

（1）MRRD による IRDP モデルの更なる理解と活用 

今後、更に MRRD による IRDP モデルの活用（実質的には、ドナープログラムでの活用と

RRD レベルでの活用）を進めるためにも、以下を実施することが望まれる。 

① サブ・プロジェクトケーススタディまたは評価レポートの取りまとめ 

② MRRD と RRD に対して、更なるモデルに関する研修 

③ IRDP ガイドライン・研修モジュール・ハンドブックの関係者への配布 

 

（2）NSP-Ⅱクラスタリング・プロジェクトの確実な実施と MRRD の関与促進 

NSP-Ⅱクラスタリング・プロジェクトは現時点では、そのマニュアルも公開されており、資

金供給の開始も近いといわれている。しかしながら、2009 年 8 月には大統領選挙も控えており、

その開始時期は未定である。プロジェクト関係者においては、その実施の時期を見極めるとと

もに、NSP に対し MRRD とともに意見・情報交換を行っていくことが望ましい。さらに、MRRD

においては、IRDP の協力を得て、NSP-Ⅱに対して一定の関与をすることが望まれる。 

 

（3）NSP-Ⅲへの貢献 

世界銀行は、NSP-Ⅱから引き続いて、NSP-Ⅲの実施を計画しており、終了時評価調査団前

にも、アフガニスタンを訪問し、プログラムの形成調査を実施している。現時点での計画では、

CCDC ではなく CDC レベルのプロジェクト促進を主軸に置くことを考えているようではある

が、CCDC によるコンポーネントも取り込まれるよう、MRRD とも調整のうえ、NSP・世界銀

行側に情報提供等の貢献をしつつ、MRRD 内の個別専門家等とともに継続的に働きかけていく

ことが望ましい。 

 

（4）IRDP モデルの他の援助機関・NGO・FP 等への提供 

クラスタリングによるプロジェクトを計画・構想している組織、あるいは関心をもっている

組織に対してガイドライン・研修モジュール・ハンドブックを提供し、積極的な活用を促す。

 

（5）サブ・プロジェクトの完了 

10 件のサブ・プロジェクトが、終了時評価の時点で完了していない。これらのサブ・プロ

ジェクトに関しては、2009 年 11 月までには完了する必要があるため、そのプロセスには注意

を払い、以下の対応により完了を確実にすることが望まれる。 

① 未完了プロジェクトに関する状況を把握する。特に Naitaq CCDC、Nakodak CCDC、Karz 

CCDC 及び Khowshab CCDC に関しては慎重な対応が必要。 

② 未完了サブ・プロジェクトに関して、CCDC・FP・JICA・MRRD と協議のうえ、今後の

事業予定計画をサブ・プロジェクトごとに作成し、関係者と合意する。 

③ MRRD 及び IRDP プロジェクトにより住民の自助努力を促進する。 

 

（6）PDM ver.2 の変更 

インパクトの検証を行った際に、現在の PDM ver.2 の上位目標 1「対象地域住民の生活が向

上する」に関しては、3 年後の達成が予想困難なこと、生活向上には CCDC の事業以外でもさ



まざまな課題の解決が必要なことから、削除することとなった。 

上位目標 2「住民主導型クラスターCDC 地域開発モデル（IRDP モデル）が活用される」に

関して、モデルを利用する主体を MRRD 及び NSP と明確化することとし、さらにモデルの「活

用」ではなく郡・州への「普及」と変更した。同変更に沿って、上位目標の指標・入手手段・

外部条件を一部変更した。 

 

３－５ 教訓（プロジェクトへの効果からの教訓） 

（1）国家プログラムとの連携の進め方 

プロジェクト開始時点から、JICA 事務所・プロジェクトによって、国家プログラムである

NSP 側との連携・調整が図られてきている。特に JSDF による NSP-Ⅱ支援においては、長期間

にわたる議論・打合せを通じて、NSP の経験から IRDP が学び、IRDP の活動の知見を NSP-Ⅱ

において活用するといった、好循環がみられている。これらのことはプロジェクトの波及効果

及び情報収集の観点からも重要なことである。 

 

（2）個別専門家・他の JICA プロジェクト等の連携のあり方 

MRRD 内で同時期に活動していた、個別専門家及び JICA プロジェクトと現地・本邦等の研

修を共同で実施、及びそれぞれの JCC（合同調整委員会）に参加し情報交換を進めたことは、

MRRD と JICA の関係をより密接にするとともに、共通の課題への対応力を高めたと思われる。

 

（3）政策レベルから住民レベルまでを対象にした包括的なアプローチ 

地方でのサブ・プロジェクトサイトをもったことと、MRRD のみならず NSP との連携をも

ったことにより、国家プロジェクトの政策レベルから、末端の住民まで、幅広い視点をもてる

プロジェクトとして活動することができた。このことは、住民のもつ課題の具体的な解決策を

政策に反映し、さらにその策により、より多くの住民の課題を解決できるという好循環を生み

出している。今後の協力においては、さらに州政府・県政府等の役割・能力等にも配慮した形

での協力体制の構築が望まれる。 

 

（4）インフラストラクチャー・コンポーネントを含んだ技術協力プロジェクトの形成 

本来の技術協力プロジェクトは、カウンターパートへの技術移転により、国・住民の抱えて

いる課題を解決し、プロジェクト終了後その解決策が、ある程度の継続性・発展性を発揮する

ということを基本としている。このことに基づいて本案件を考えた場合、案件を形成する際の

構想に、緊急支援・インフラ建設等への強い意図が存在し、基本である技術移転のコンポーネ

ントが相対的に弱かった。このことにより、プロジェクト成果の全体を取りまとめる技術移転

のコンポーネントであるモデル構築に関する投入時期には改善の余地がみられる。今後、同様

の意図をもって形成されるプロジェクトにおいては、インフラ建設等と技術協力、両者のコン

ポーネントのバランスに留意することが重要である。 

 

（5）カウンターパート及び技術移転の対象の設定 

本プロジェクトにおいては、アフガニスタン・日本側双方の関係は良好であり、単なる建設

事業や日本側によるサービス代替提供ととらえれば十分な関係を構築している。しかしなが



ら、本プロジェクトを技術移転実施のためのプロジェクトととらえた場合には、カウンターパ

ートまたは技術をストックするべきである人材・組織と、議論、事業の共同運営・モニタリン

グを実施する必要があった。この点に関しては、アフガニスタン側のプロジェクトに対する人

材の戦略的な配置が求められる。 

 

（6）CCDC 等に対する技術的なトレーニング以外の能力強化のアプローチ 

本プロジェクトにおいては、Quality Control、MHP5 Maintenance、People Participation、

Information Sharing、Awareness of Woman and Leadership 等の技術やスキルを伝えるトレーニン

グを実施してきている。これらの研修は、技術の習得・プロジェクトの目標達成を通じて、意

識や行動の変化を直接・間接的にもたらす効果が考えられる。今後、住民レベルに研修等を行

っていくうえで、純粋な技術研修とマネジメント・意識改革等の研修のバランスには、状況に

合わせた配慮が必要である。 
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