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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 22 年 2 月 24 日 

担当部：経済基盤開発部  

１．案件名 

アフガニスタン国・カブール首都圏開発計画推進プロジェクト 

Technical Cooperation Project on the Promotion of Kabul Metropolitan Development 

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 

2008 年から 2009 年にかけて我が国の支援により、2025 年を目標年とするカブール首都圏開発のマス

タープラン（以下「ＭＰ」）が作成され、首都圏開発の基盤となる社会基盤施設の整備事業や既存カブ

ール市の都市再生事業が計画されている。本プロジェクトは、カブール首都圏において、開発実行計画

の詳細化、実施体制の強化、地域開発管理体制・手法の整備、実施機関の事業実施能力の強化を行うこ

とにより、カブール首都圏開発事業を推進する基盤を形成することを目的とする。 

（２）協力期間：2010 年 5 月～2015 年 4 月（60 ヶ月） 

（３）協力総額（日本側）：約 100 億円 

（４）協力相手先機関：カブール市役所、デサブ新都市開発委員会事務局（DCDA）、都市開発省1 

（５）国内協力機関：なし 

（６）裨益対象者及び規模：カブール首都圏人口約 520 万人 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

1999 年に約 200 万人であったカブール市の人口は既に 400 万を超えており、本来の人口吸収能力を超

えている状況にある。さらに、現在も急激なスピードで人口増加が続いており、この傾向は少なくとも

今後十数年は続いていき、2025 年には 650 万にまで達すると予測されている。この人口の急激な増加に

ともない、カブール市では地下水位の低下、水質・大気・土壌汚染、国内避難民等の違法住民の増加、

交通渋滞、衛生環境の悪化等の都市問題が深刻化し、道路や上水道等の社会基盤施設の整備が重要な課

題となっている。さらなる人口増加により違法住居のスラム化による治安悪化や都市貧困層の増加、慢

性的な水不足と水質汚染、衛生環境の悪化による感染症の蔓延、交通渋滞による環境汚染や地域経済の

低迷等の負の影響が懸念されている。 

また、カブール市は内陸地で山岳に囲まれた盆地に位置することから、水資源、排水、道路、住居等

の観点から都市環境を適切なレベルに維持するためには一定の限界がある。実際、カブール市は水源を

地下水に依存しているが、既存人口（400 万人）でも持続可能な水利用状況になく、地下水位の低下に

よる浅井戸の枯渇が既に起きている。このため、現在のカブール市の北方に隣接するデサブ・バリカブ

地域の居住・業務機能等を整備しカブール首都圏の開発を進めることが、人口増加への対応、水資源を

                                                  
1 「ＭＰ」の対象地域は既存カブール市と北部のデサブ地域、バリカブ地域に広がっているが、北部のデサブ地域やバリカブ地域

はカブール市の行政範囲外に位置している。デサブ新都市開発委員会事務局は、この両地域の開発を推進するために設立され

た組織である。本プロジェクトでも対象地域を「ＭＰ」同様にカブール首都圏（既存カブール市とデサブ地域、バリカブ地域）として

おり、カブール市とデサブ新都市開発公社が協力相手先機関としている。あわせて、本プロジェクトでは制度や仕組みに係る活動

も行う予定であり、これらの担当省庁である都市開発省も協力相手先機関としている。 
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含む都市環境の悪化の防止のために必要とされている。 

このような背景から我が国は 2008 年から 2009 年にかけて「カブール首都圏開発計画調査」を実施し、

カブール首都圏開発のマスタープラン（以下「ＭＰ」）を策定した。そして、この「ＭＰ」を踏まえ、

カブール首都圏開発の次のような意義が「ア」国政府内で確認されている。 

 アフガニスタンの復興と開発の成功モデルを目に見える形で示す。 

 雇用機会を創出する。 

 アフガニスタンの持続的な経済開発を牽引する。 

 アフガニスタン人の生計が向上するとともにアフガニスタン政府の税収が増加する。 

 国家統合の象徴として機能する。 

カブール市と DCDA がマスタープランに基づく様々な事業の実施主体となるが、カブール市ではドナ

ーの支援による復興事業が行われてきたものの事業主体の経験がほとんどない、都市再生事業の核の一

つである既存市街地の改善事業を実施した経験がないなどの問題を抱えている。DCDA は、設立後２年と

新しい組織であり、インフラ整備の専門家等を職員としてリクルートしているものの、組織として実際

の事業を実施した経験がない。このため、「ＭＰ」に基づき事業を実施するためには、この事業実施主

体の能力向上を図ることが求められている。また、「ＭＰ」でも実行計画を作成しているが、これはカ

ブール首都圏の復興を実現するために「必要な事業」と「するべきタイミング」を計画したものである。

「ＭＰ」のビジョンの実現のためには、「ＭＰ」の実行計画を指針とする一方で、資金リソースや民間

の投資動向など、より実際的な事業環境に基づき「実施できる実行計画」の作成が必要とされている。

 

（２）相手国政府国家政策上の位置付け 

カブール首都圏開発は「ア」国の最上位の開発計画である ANDS（2008 年～2013 年）で主要なプログ

ラムの一つに位置づけられている。我が国はこのカブール首都圏開発の実現のために「カブール首都圏

マスタープラン」を作成し支援を行ってきた。この「ＭＰ」の新都市開発に係る計画はアフガニスタン

国政府により閣議承認されている。また、既存カブール市に係る計画も関係者に高く評価されており、

2010 年に正式なカブール市の都市開発マスタープランとして承認される予定である。「ＭＰ」の作成を

通じ、カブール首都圏の現在の問題点・課題、そして解決のための方向性は既に検討され、「ア」国関

係者とも共有されている。本プロジェクトは「ＭＰ」の開発ビジョンの実現のために、その根底となる

各関係機関の能力向上を図るものである。 

（３）我が国援助政策との関連、JICA 事業上の位置付け（プログラムにおける位置付け） 

日本政府は、2001 年以降、「ア」国の復興・開発支援を実施してきており、インフラ整備は重点分野

の一つとして位置づけられ、道路の整備、国際空港の建設、地下水調査等の多岐にわたる協力を実施し

ている。2009 年 11 月に発表された「テロの脅威に対処するための新戦略」でも、「ア」国の現状を踏ま

え、アフガン政府が人々からの信頼を獲得し、長期的な政治的和解のための素地をつくるためには、生

活の安定化や経済基盤の構築を図ることが不可欠であり、人々が状況改善を実感できる効果が必要であ

るとし、「ア」国の自立的・持続的発展のためにインフラ整備や基礎生活分野等の支援をニーズにあわ

せ実施するとしている。また、｢ア｣国自身が自らこのような課題に取り組んでいくための能力強化が不

可欠ともしている。ＪＩＣＡもインフラ整備を援助重点分野の一つとし、カブール市及び周辺地域の都

市問題を改善し、持続的な経済発展のための基盤整備および行政能力向上支援を行うとしている。また、
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現在、重点分野「インフラ整備」を構成する協力プログラムを改変し「カブール首都圏開発プログラム

（仮称）」に整理予定であるが、本プロジェクトは「カブール首都圏開発プログラム（仮称）」の中核プ

ロジェクトとして位置づけられる。 

（４）他ドナー協力との関係 

カブール市では、ＧＴＺが 2004 年からカブール市の給水分野への協力、世銀がカブール市内の基幹

道路の改善計画道路改修計画の作成及び一部の区間への資金支援、UNHABIT によるカブール市内の不法

居住区の改善に係るプロジェクト等が行われている。なお、「ア」国によりカブール首都圏開発の具体

的な事業を検討するステアリング・コミッティが 2009 年 12 月より開催されており、この場を通じ他ド

ナーとの連携を図る計画である。また、本プロジェクトでもカブール首都圏開発実行計画を作成するが、

この活動を通じ「ア」国のドナー間調整能力を高めるとともに、資金協力を含む我が国協力と他ドナー

の協力との整合性を図る計画である。 

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 

【目標】カブール首都圏開発事業を推進する基盤が形成される。 

【指標】 

a.カブール首都圏の基幹インフラ（水資源開発や外郭環状道路）の整備事業が具体化する。 

b.DCDA による新都市開発の進捗状況（DCDA の手続きに基づき初期開発地区のインフラの整備、

民間開発業者の選定・事業管理が実施される）。 

c.カブール市都市開発マスタープランが承認される2。 

d.カブール市都市開発マスタープランに基づく都市再生事業が軌道にのる（カブール市の手続き

等に基づきインフラ整備事業が実施される、既存市街地を対象とした「詳細計画」が作成され、

これに基づき都市改善事業が事業化される。） 

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 

【目標】「ＭＰ」に基づき、都市開発の基盤となる基幹インフラが整備され、首都圏開発が促進され

る。 

【指標】カブール市、DCDA によって、「ＭＰ」に基づき実施される都市開発事業数 

（2）成果（アウトプット）と活動 

①成果 1、そのための活動、指標・目標値 

【成果】カブール首都圏開発詳細実行計画が作成される。 

【指標】「ＭＰ」に基づき、DCDA やカブール市等の関係機関の合意のもと、カブール首都圏開発の

詳細実行計画（2015 年－2019 年）と年間実行計画が策定される。 

【活動１】 

1-1 各関係機関が「ＭＰ」をレビューし、カブール首都圏開発の詳細実行計画（2010-2014）を策

                                                  
2 カブール首都圏開発マスタープランに基づき作成されたデサブ地区及びバリカブ地区を対象としたマスタープランは既に「ア」

国の閣議承認を得ている。一方、カブール市を対象としたマスタープランは策定されておらず、カブール市内の開発事業を計画

的に実施するためには、カブール市開発マスタープラン策定が必要とされており、これに係る活動が本プロジェクトの活動の一つ

に位置づけられている。 
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定する。 

1-2 カブール首都圏開発年間実行計画（2010）を作成し、パイロット事業及び対象地域を選定す

る。 

1-3 パイロット事業、「ア」国政府や他ドナーの関連プロジェクトをレビューする。 

1-4 カブール首都圏開発の詳細実行計画（2010-2014）の見直しを行う。 

1-5 年間実施計画（2011、2012、2013、2014 年）を作成する。 

1-6 首都圏開発の詳細実行計画（2015-2019 年）を策定する。 

②成果 2、そのための活動、指標・目標値 

【成果】カブール首都圏開発計画の調整機能が強化される。 

【指標】 

a. カブール首都圏評議会3の業務内容（案）、組織体制（案）、業務フロー（案）が作成される。

b. カブール首都圏開発のモニタリングや関係機関間の調整が行われ、詳細実行計画及び年間計

画に基づき個々の事業計画が作成・実施される。。 

【活動２】 

2-1 カブール首都圏開発に係る各関係機関の業務内容、業務実施手法、関係機関間の調整手法等

をレビューする。 

2-2 新都市開発公社及びカブール市役所の組織体制を分析する。 

2-3 カブール首都圏評議会の業務内容（案）、業務実施手法（案）を検討する。 

2-4 カブール首都圏評議会への移行計画を作成する4。 

2-5 2-2 及び 2-3 で作成されたカブール首都圏評議会の業務内容（案）や業務実施手法（案）に

基づき、カブール首都圏開発事業のモニタリング、事業実施スケジュール及び事業実施手法

の調整を行う。 

③成果 3、そのための活動、指標・目標値 

【成果】カブール首都圏の地域開発管理体制・手法が整備される。 

【指標】調和ある首都圏開発の実現に必要な仕組み（土地利用計画、建築基準、ゾーニング規制制

度等）が改善される。 

【活動 3】 

3-1 現在の地域開発関連制度をレビューする。 

                                                                                                                                                                     
3 カブール首都圏はカブール市の行政区域と行政区域外のデサブ地域やバリカブ地域等か構成されており、首都圏の開発をモ

ニタリングし、事業実施スケジュールや事業実施手法等の調整を行う組織が必要となる。「カブール首都圏開発計画調査」ではカ

ブール首都圏の行政機構を検討し、まず「カブール首都圏評議会」を設置することを提案しており、「ア」国側関係機関との協議の

結果、本プロジェクトでこの評議会の設置に向けた活動を行うものである。カブール市やデサブ新都市開発公社が主要な構成員と

して想定される。 
4 カブール首都圏の主要な開発主体はカブール市と新都市開発ボード／DCDA であり、他の関係機関も加わり首都圏開発にか

かるコーディネーション・コミッティが設置されている。「コーディネーション・コミッティ」からカブール首都圏評議会への移行方法が

検討されているが、本プロジェクトを通じより精緻な移行計画を作成するものである。 
5 このパイロット活動ではモデル地区を設定し土地利用計画に基づく面的開発事業の管理･促進を試行的に実施する計画であ

る。 
6 本プロジェクトでは「ＭＰ」で新都市開発地域の初期開発地区（500ha）と定められたデサブ南地区をパイロット活動対象地区とし

て、開発事業の促進に必要な能力向上を行う。 
7 「ア」国の既存の法制度では道路や排水施設等の基盤整備事業は対象地区の「詳細計画」に基づき実施されている。地区の再

開発やコミュニティー道路の整備、排水施設の整備、衛生環境改善事業等が想定される都市再生事業もまたこの「詳細計画に基

づき実施されることになる。 
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3-2 現在の建築行為や面的開発事業に係る基準・制度等をレビューする。 

3-3 「ＭＰ」で定められた土地利用計画をレビュー・修正する。 

3-4 個々の面的開発事業や建築行為を管理・促進する仕組み（骨子）を作成する。 

3-5 （3-4 に基づき）パイロット活動5及びＯＪＴ等を実施する。 

3-6 （3-5 に基づき）面的開発事業や建築行為を管理・促進する仕組み（案）を作成する。 

④成果 4、そのための活動、指標・目標値 

【成果】カブール市及び DCDA の社会基盤施設整備事業の実施能力が向上する。 

【指標】DCDA やカブール市が社会基盤施設整備事業実施時に「計画策定」「調達・建設」「運営・維

持管理」等の業務を社会基盤整備事業の実施に係るマニュアルに基づき実施する。 

【活動４】 

4-1 現在の社会基盤施設の整備・運営手法をレビュー・分析する。 

4-2 社会基盤施設整備に係るモデル事業を実施する 

4-3 社会基盤施設整備事業の実施に係るマニュアルを作成する。 

4-4 パイロット活動及びＯＪＴ等を実施する。 

4-5 （4-4 に基づき）社会基盤施設整備事業の実施に係るマニュアルを改善する。 

4-6 社会基盤施設の効果的な整備に必要な仕組み・制度（案）を検討する。 

⑤成果 5、そのための活動、指標・目標値 

【成果】DCDA の新都市開発事業の実施に必要な能力が向上する 

【指標】 

1) DCDA 職員により新都市の開発区域の詳細開発計画が作成される。 

2) DCDA 職員が作成した投資推進計画等に基づく民間投資の進捗状況。 

3) 民間活力を活用した面的開発事業の具体例が形成される。 

【活動５】  

5-1 初期開発地区6の詳細開発計画作成に係る研修を実施する。 

5-2 初期開発地区の開発事業に係る財政分析を行う。 

5-3 初期開発地区の民間投資推進方針を作成する。 

5-4 投資計画作成に係る研修を実施する。 

5-5 初期開発地区の投資計画を作成する。 

5-6 民間開発業者を対象とした開発ガイドラインを作成する。 

5-7 民間活力を活用した面的開発事業の実施に係る仕組み（案）や規則（案）を作成する。 

⑥成果 6、そのための活動、指標・目標値 

【成果】カブール市の都市再生事業の実施能力が向上する。 

 【指標】 

1) 住民の要望等を反映した「詳細計画7」がカブール市によって作成される。 

2) 都市再生事業実施モデルが具体例とともに形成される。 

【活動 6】 

6-1 他ドナーの活動や現在の都市計画関連制度等をレビュー・分析する。 

6-2 「ＭＰ」に基づきカブール市都市開発マスタープランを改訂する。 
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6-3 「詳細計画」策定マニュアルを策定する。 

6-4 パイロット活動及びＯＪＴ等を実施する。 

6-4-1 6-3 に基づき｢詳細計画｣を作成する 

6-4-2 ｢詳細計画｣に基づく生活環境改善パイロット事業を実施する 

6-5 都市再生事業の実施に必要な仕組み（案）や制度（案）を作成する。 

（3）投入（インプット） 

① 日本側（総額約 100 億円） 

 

     ア）専門家派遣 

プロジェクトリーダー／都市開発、コミュニティー開発、地方行政、その他、プロジェクト活動

に必要な専門家の適宜配置 

  イ）機材供与 

プロジェクト事務所用事務機器他 

ウ）本邦研修； 

都市開発省、カブール市役所、DCDA のカウンターパートを対象として都市計画、開発、実施手

法等の研修を幅広く想定。 

  エ）その他 

    パイロット活動実施に係る経費。 

② 「ア」国側 

カブール市役所、DCDA の関係する職員、スタッフ 

プロジェクト事務所スペースの提供、他 

（4）外部要因（満たされるべき外部条件） 

①前提条件 

• カブール首都圏及び「ア」国の治安が悪化しない 

• カブール市役所及び DCDA での適切かつ継続的なスタッフの配置 

• カブール首都圏開発の個別事業について関係者の同意が得られる。 

②プロジェクト目標達成のための外部条件 

• カブール市役所、DCDA の訓練を受けた職員、スタッフがプロジェクトのための活動を継続する。

• カブール市役所、DCDA のプロジェクト活動のための予算が確保される。 

• 民間の面的開発事業への参加意欲が大きく変化しない。 

③上位目標達成のための外部条件 

• アフガニスタン政府の首都圏開発に関わる政策が変化しない。 

• 我が国資金協力や他ドナー、アフガニスタン政府による基幹インフラ整備事業が実施される。 

• 経済状況が大きく変化しない 

５．評価 5項目による評価結果 

（１）妥当性 

「３．協力の必要性・位置づけ」に記述したとおり、本プロジェクトは先方政府及び我が国の政策と

整合し、支援ニーズが大きいことから妥当性は高いと判断される。 
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（２）有効性 

本プロジェクトは、以下の点から有効性が見込める。 

１）「組織・体制」「制度・仕組み」「能力向上」の包含的な実施 

プロジェクト目標達成のために、本プロジェクトでは「組織・体制」「制度・仕組み」「能力向

上」をカバーした包含的なアプローチを採用し、各活動の相乗効果を高める戦略である。これは、

カブール首都圏開発の実現には、内戦やテロ等により疲弊した既存カブール市のインフラ整備の

復旧・復興を進めるとともに、急増する人口に対応するために首都圏全体で社会基盤施設を整備

し、首都圏全体で急増する人口の受容能力を高めること等が必要であり、各々について実施体制

の構築及び関係機関の能力向上が求められていると考えられるためである。また、本プロジェク

トではカブール首都圏開発実行計画を具体化する（成果１）とともに、①首都圏開発に係る全体

の調整能力の向上（成果２）、②調和ある首都圏開発に必要な仕組み・制度の整備（成果３）、③

各関係機関に共通して必要とされている社会基盤施設整備事業実施能力の向上（成果４）、④新都

市開発の実現に必要な能力向上（成果５および６）、等のために必要な活動を実施する計画である。

このように、キャパシティ・ディベロップメントの３要素である「組織・体制」、「制度・仕組み」、

「人材の能力向上」をカバーする構成となっている。 

２）復興期というカブール首都圏の特殊性 

本プロジェクトでは、次の復興期というカブール首都圏の特殊性を踏まえ、インフラ整備事業、

新都市開発事業、既存カブール市の都市再生事業を重層的に実施し、これらを通じ組織・体制や

仕組み・制度を検討する計画となっている。 

①目に見える復興の成果の提示 

復興期には目に見える復興の成果を示し、平和への道筋を確固としたものにすることが重要で

ある。また、復興期では実際に事業が実施できることを実証し、その後の我が国の資金協力の実

施環境を整えるとともに、他ドナーの支援等を牽引する役割が重要である。このため、本プロジ

ェクトでは様々なパイロット事業を実施し、関係機関の能力向上を図るとともに、目に見える成

果を示す計画である。 

②雇用促進 

カブール市の現在の失業率は 20％にも達しているといわれており、復興の成果を人々に届かせ

るためには、雇用を増加させ生計の向上を図ることが重要である。一方、カブール首都圏の産業

の現状を見ると、地理的優位性や農業生産性等のポテンシャルを有すものの、長期的な取り組み

が必要である。このため、復興事業には雇用促進への寄与も求められる。本プロジェクトでは、

民間建設業団体や職業訓練組織等との連携を深め、パイロット事業を通じアフガニスタン人の技

術者の育成及び雇用の増進に資する仕組みの構築を進める計画である。 

（３）効率性 

１）アフガニスタン人のアドバイザーの積極活用 

「ア」国では国外に避難していたアフガニスタン人の有識者等を有効に活用することが政策の

一つとして打ち出されているが、本プロジェクトでは日本人専門家とあわせアフガニスタン人の

アドバイザーを積極的に活用し、新都市開発公社をはじめとする各関係機関職員の能力向上を綿
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密に実施する計画であり、効果的な能力向上が期待される。 

２）経済状況の変化等への対応能力の強化 

カブール首都圏開発の特徴の一つは、民間活力の活用により事業を実施することであり、本プ

ロジェクトでも民間投資を促進させるための活動を行う計画である。一方、民間投資は治安や経

済状況により左右される。このため、民間投資の動向を踏まえるとともに、新都市開発に係る事

業を段階的に実施するとともに、実行計画を見直し、このような環境変化への対応能力の強化を

図る計画である。 

３）安全対策費 

「ア」国では的確な治安対策が必要不可欠であり、安全対策関連費用がプロジェクト実施経費

の多くを占めるが、複数のコンポーネントを本プロジェクトに含めるとともに、ＪＩＣＡ事務所

と連携し一元的に安全対策措置を講じ、効率的な事業実施を行う計画である。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトの実施後に、以下から上位目標が達成されることが期待される。 

１）「ア」国の首都圏開発はＡＮＤＳに政策として位置づけられるとともに、新都市開発に係るマス

タープランが閣議承認されていることから、「ア」国の首都圏開発に係る政策は変化しないと想定

される。 

２）ＡＤＢやＵＳＡＩＤ等の他ドナーもカブール首都圏開発を重点的に支援することを表明してお

り、本プロジェクトで作成する「実行計画」の資金リソースが確保される可能性が高いといえる。

また、本プロジェクトは我が国の資金協力も視野に入れたカブール首都圏開発プログラム（仮称）

の中核プロジェクトと位置づけられており、右「実行計画」に基づき我が国資金協力が実施され

る可能性が高い。 

  なお、次からも、本プロジェクトの実施が資金リソースの確保に結びつくことが期待される。 

① 関係機関のマスタープランの構成事業の主要事業（首都圏開発の基礎となる事業）の関連業

務をパイロットプロジェクトとして実施するとともに、関係機関の能力向上を図ることによ

り、マスタープラン全体の方向性が実例と共に具体的に示され、その後の復興事業が加速度

的に実施されることが期待される。 

② 本プロジェクトでは、インフラ整備事業の実施能力の向上を計るために、パイロット事業の

計画策定を専門家が先方実施機関の担当者を指導しながら実施する計画である。この際に、

資金協力実施のために必要な調査を行う計画であり、本プロジェクトのパイロット活動が

「ア」国予算による事業とともに、我が国の資金協力や他ドナーの協力へと直接的に結びつ

くことが期待される。 

３）カブール首都圏開発の特徴の一つは、民間活力の活用により事業を実施することであり、本プロ

ジェクトでも民間投資を促進させるための活動を行う予定である。一方、民間投資は治安や経済

状況により左右される。このため、新都市開発に係る事業を段階的に実施すとともに、実行計画

の見直しを的確に実施し、このような環境変化への対応能力の強化を図る計画である。 

 

また、上位目標に関連し、以下が本プロジェクトのインパクトとして期待される。 
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１）本プロジェクトではパイロット事業を通じ、「ア」国政府機関の事業監理能力の向上を図ると共

に、「ア」国建設業者の育成や職業訓練分野の支援を行う計画である。これらの活動によって、雇

用促進が進むことが期待される。 

２）本プロジェクトではカブール市において「詳細計画」の作成及び「詳細計画」に基づく都市再生

事業を実施する計画である。この活動では適正化が必要な不法居住区を対象地区の一つとする計

画である。他国の事例では土地所有の正規化が経済活動の活性化に貢献していることが確認され

ており、本技プロの活動をカブール市が発展的に実施することによって、土地所有の正規化に向

けた取組が進むことが期待される。 

（５）自立発展性 

１）政策・制度面 

「（４）インパクト」に記述したように、「ア」国政府のカブール首都圏開発に係る政策は変化

しないと想定される。また、新都市開発に係るマスタープランは閣議承認済み、既存カブール市

に係るマスタープランも本プロジェクトを通じ作成され閣議承認される予定であり、これらには

制度面の改善方策も含まれている。本プロジェクトの仕組みや制度に係る活動はこれらマスター

プランに基づくものであり、本プロジェクト終了後も継続されるといえる。 

２）組織・体制面 

復興期にある「ア」国では実施機関の脆弱性は否定できない。特に財政面の制約から給与水準

が低く、有能な人材を確保できないとの問題を抱えている。本プロジェクトではアフガニスタン

人のアドバイザーを積極的に活用し、先方実施機関の能力向上を短期間で図る計画である。また、

「ア」国を対象とした長期研修制度を有効に活用するとともに、実施機関への継続勤務の義務付

け等を行い、自立発展性の確保を図る計画である。 

また、カブール首都圏開発に関しては、カブール市長や都市開発大臣等をメンバーとするステ

アリング・コミッティが設立され活動が開始されている。このように、ハイレベルでのカブール

首都圏開発のモニタリング及び促進体制が、本プロジェクトとは独立して設けられており、本プ

ロジェクト終了後も持続的にカブール首都圏開発が実施される可能性が高い。 

３）財政面 

上述したマスタープランの承認状況から、これらマスタープランの実施主体である DCDA、カブ

ール市の組織運営の予算は十分に確保されると見込まれる。 

また、「（４）インパクト」で記したとおり、カブール首都圏開発の「ア」国政策上の位置付け

及びドナー連携の仕組みが構築されていることから、「ア」国側予算措置がプロジェクト期間中及

びプロジェクト実施後も的確になされ、本プロジェクトの成果に基づく首都圏開発事業の確実な

実施が期待される。 

４）その他 

｢ＭＰ｣は 2025 年を目標年とする長期計画であり、本プロジェクト後の事業や開発シナリオも検

討されている。本プロジェクトでも、プロジェクトの実施状況を踏まえ、プロジェクト終了後５

年間の実施可能な実行計画を作成する計画であり、自立的なカブール首都圏開発の進捗すること

が期待できる。一方、我が国の協力プログラムであるカブール首都圏開発プログラムは2010～2019

年の 10 年のプログラムである。本プロジェクト終了後の５年間は、本プロジェクトの成果に基づ
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き、新都市開発では初期開発地区以外の地区での開発の実施、既に開発済みの地区への行政サー

ビスの展開、既存カブール市でも都市再生事業の他地区への展開等が行われることが想定される。

本プロジェクトの中間評価や終了時評価結果を踏まえ、最終的に決定する計画であるものの、協

力プログラムの計画期間を踏まえ、本プロジェクトについてもフェーズ２を実施する予定である。

この中で、本プロジェクトのフォローアップ的な活動も行われることが想定され、長期的な支援

によって、自立発展性がより強固なものになるといえる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

１）環境社会配慮ガイドラインに基づき環境等への配慮を実施予定である。 

２）新都市開発に係る活動の実施にあたっては新都市開発とあわせ周辺部の農村開発を実施し、

調和ある環境を形成する計画である。 

３）既存カブール市の生活環境の改善事業や新都市開発事業の実施にあたっては帰還難民の居住

環境の整備や生計向上に配慮する計画である。 

４）既存カブール市の都市再生事業の実施にあたっては、不法居住区も対象とする計画であるが、

この活動を通じ都市貧困層の生活環境の改善を図る計画である。また、本プロジェクトの実

施後に土地所有の正式化が進むことによって、都市貧困層の生活基盤が強固になることも期

待される。 

５）本プロジェクトでは職業訓練の実施等を通じ貧困層の復興事業への参加を促進させる計画で

ある。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

１）過去の緊急開発調査等での実証事業実施時の教訓を踏まえ、現地業者の能力等を十分に把握し実施

計画を作成するとともに、その事業監理や計画作成上での留意点を関係機関への研修に反映させる予定

である。 

２）現在実施中の「シリア国ダマスカス首都圏市計画・管理能力向上プロジェクト（2009 年 6 月～2012

年 6 月）」でも詳細計画作成能力の向上や詳細計画に基づく都市再生事業の実施能力の向上を内容と

した協力を実施している。右プロジェクトを通じて把握された、旧ソ連の影響の強い国や社会主義

国での都市計画分野の特徴を踏まえ、都市計画関連制度や仕組みの段階的な導入を行う計画である。

 

８．今後の評価計画 

1) 中間評価：プロジェクト協力期間の中間時点（2012 年 9 月頃） 

2) 終了時評価：プロジェクト終了の約 6ヶ月前（2014 年 9 月頃） 

 

 


