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１－１　協力の背景と概要

スーダン国は、1956 年の英国からの独立を前にした 1955 年から南北間の内戦が始まり、70
年代の約 10 年間を除き、アフリカで最も長い内戦が継続した。2005 年 1 月にこの内戦を終結

させる南北包括和平合意（CPA）が成立し、それを受け、わが国は「平和の定着」のための支

援を再開した。南スーダンにおいては、平和の回復に伴って国内外からの避難民の帰還が加速

しており、帰還民の再定住、社会への統合のためには、社会・経済インフラの整備とともに、

農村部の生計向上及びこれを支援する行政サービスの拡充が喫緊の課題となっていた。南スー

ダン国の首都であるジュバ市近郊の農村社会においても、先住民、内戦中に流入・定住した国

内避難民（IDP）、CPA 以降の帰還民が共存し、それに加え農耕民族、牧畜民族などの多様な背

景をもつ住民が構成する複雑な社会となっている。長期にわたる内戦のため住民は安定して農

業に従事できる状況になく、基本的な農業生産技術及び知識が欠如していることに加え、営農

に関する戦略性の不足が指摘されている。

南スーダン政府の協同組合・農村開発省（以下、農村開発省；MCRD/GOSS）は、同国全体

の農村開発政策を策定し、その政策の実施は州政府が担っている。ジュバの位置する中央エク

アトリア州では、中央エクアトリア州政府協同組合・農村開発省（以下、農村開発省；MCRD/
CES）である。MCRD/CES には、農村において行政サービス提供の役割を担うコミュニティー

開発官（CDO）が配属されている。また、同州政府農業・林業省（以下、農業省；MAF/CES）
には、農業普及員（AEO）が配属されている。

日本は、同国の平和の定着を支援するため、国内外から帰還する避難民の社会への統合とそ

の生活の安定化のための支援を行ってきた。そして、帰還民を含む農村住民が、農業を含め

た生産及び生計向上活動に係る能力開発を図ることを目的として、独立行政法人国際協力機

構（JICA）は技術協力プロジェクト「ジュバ近郊の平和の定着に向けた生計向上支援プロジェ

クト」（以下、「プロジェクト」と記す）を、2009 年 3 月から 2012 年 2 月まで 3 年間の予定で、

MCRD/GOSS をカウンターパート（C/P）機関として、実施してきた。本終了時評価調査は、

2012 年 2 月のプロジェクト終了に向けて、プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認すると

ともに、今後のプロジェクト活動に対する提言と教訓を得るために実施された。

１．案件の概要

国名：南スーダン共和国
案件名：南スーダン共和国ジュバ近郊の平和の定着に向け

た生計向上支援プロジェクト

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：南スーダン事務所 協力金額（評価時点）：3.9 億円

協力期間

（R/D）：2008 年 12 月 10 日

先方関係機関：

南スーダン政府協同組合・農村開発省、中央エクアトリア

州政府協同組合・農村開発省、農業・林業省

協力期間：2009 年3 月4 日
～ 2012 年  2 月 12 日

日本側協力機関：なし

他の関連協力：なし

評価調査結果要約表（終了時評価）
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１－２　協力内容（PDM）

（１）上位目標

ジュバ近郊の農村の多様性に対応した生計向上モデルがジュバ郡内で広く活用される。

（２）プロジェクト目標

ジュバ近郊の農村の多様性に対応した生計向上モデルを普及させるための基盤が整備さ

れる。

（３）成果（アウトプット）

１．農村開発のための基本ツールが開発される。

⑴　コミュニティー開発マニュアルが開発される。

⑵　農業技術パッケージが開発される。

２． （生計向上モデルを構築するうえで必要となる）政府関係者及びコミュニティーリー

ダーの能力が強化される。

３． （生計向上モデルを構築するうえで必要となる）中央・州の農村開発省及び州の農業

省の組織能力が強化される。

４．生計向上モデルを適用したモデルプロジェクトが実施される。

（４）投入（評価時点）

＜日本側＞

短期専門家派遣：15 名（108.47 人月）

機材供与：7,211 千円

本邦研修：12 名（7 コース）

第三国研修：32 名（4 回）

ローカルコスト負担：109,372 千円

＜相手国側＞

C/P 配置：59 名

事務所施設提供（ジュバ市内の MCRD/CES の一区画）

２．評価調査団の概要

調査者 調査団員数 4 名

１．団長／総括

２．協力企画

３．評価計画

４．評価分析

天目石　慎二郎

大嶋　　健介

中村　　恵理

飯田　　春海

独立行政法人国際協力機構（JICA）農村開発部

乾燥畑作地帯課　課長

JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課　職員

JICA 南スーダン事務所　所員

グローバルリンクマネージメント株式会社

期間 2011 年 8 月 28 日（日）～ 9 月 24 日（土） 評価種類：終了時評価
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３－１　実績の確認

（１）成果１～４の達成状況は以下のとおりである。

成果１．農村開発のための基本ツールが開発される。

⑴　コミュニティー開発マニュアルが開発される。

⑵　農業技術パッケージが開発される。

農村開発及び農業開発の現場で、農家や農村の住民への指導を行う CDO 及び AEO が使

用するマニュアルのドラフトが作成され、最終化に向けた調整が行われている。これらは、

MCRD/CES の CDO に対する「コミュニティー開発マニュアル」と、MAF/CES の AEO に

対する「農業普及員及び農家用マニュアル」で、モデルサイトでの活動内容が反映され、

CDO 及び AEO が容易に実践できるよう工夫されている。これらを含め、プロジェクトで

は、CDO 向けに計 5 種類、AEO に向けて計 3 種類の教材と資料を、プロジェクト終了まで

に作成する予定となっている。

成果２． （生計向上モデルを構築する上で必要となる）政府関係者及びコミュニティーリーダー

の能力が強化される。

MCRD/CES に所属する 100 名の CDO のうち、48 名が C/P となっている。プロジェクト

は、その CDO の能力開発のために、研修やワークショップ、モデルサイトを通じた実地研

修（OJT）などを実施してきた。国内研修はこれまでに計 33 回実施され、参加者数は延べ

832 名であり、ワークショップは計 13 回開催され、参加者数は延べ 548 名となっている（総

計延べ 1,380 名）。C/P である CDO は、現在、各モデルサイトに対応した 6 つのエリアチー

ムに編成されている。それぞれのチームリーダーに率いられ、各メンバーは、熱心に活動

し、コミュニティーへの定期的な訪問回数を増やし、また、国連機関や非政府組織（NGO）

などの他の支援機関とも関係性を構築し始めている。そして、活動の成果として、コミュ

ニティーの住民側からの CDO に対する信頼性が向上している。他方、MAF/CES に所属す

る AEO は、現在、ジュバ郡の 1 名がプロジェクト活動に参加しており、CDO と同様に研

修やワークショップ、モデルサイトでの OJT を通じた能力開発を行っている。現在は、主

に展示圃場（デモファーム）で活動し、グループ農家への技術指導を行っている。

成果３． （生計向上モデルを構築する上で必要となる）中央・州の農村開発省及び州の農業省の

組織能力が強化される。

プロジェクトは、MCRD/GOSS 及び CES、MAF/CES の関係機関の組織強化を、主に農

村開発に係る制度的な枠組みの改善を通じて行ってきた。南スーダン国の農村開発の現状

の課題を議論し、かつ、情報共有を目的として、農村開発フォーラム（RDF）が 2010 年 6
月に、他援助機関も参加して開催された。そして、MCRD/GOSS の“Policy Framework and 
Strategies” 及び“Policy Guideline”を、プロジェクトが現状に沿って改訂することとなり、

現在、その作業が進められている。同時にプロジェクトは政策の実施機関である州政府に

対して、MCRD/CES の Policy Implementation Guideline と MAF/CES の Vegetable Projection 

３．評価結果の概要
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Strategy を、各々策定中である。他方、プロジェクトは国立の農村開発分野の研究機関であ

るアマディ農村開発研究所（ARDI）の能力向上支援や、南スーダン全体の農村開発の実施

状況を把握するため、「全国農村開発及び農業普及調査」（2011 年 6 月）を実施した。

成果４．生計向上モデルを適用したモデルプロジェクトが実施される。

プロジェクトは、ジュバ市近郊の以下の 6 つのモデルサイトにおいて「生計向上モデル」

を実施している。これらは、カプリ、ニャミニ、コルジック、シリモン、カンスーク、ブ

ングの各村である。プロジェクトは、各モデルサイトで、村開発委員会（BDC）の設立を

支援し、コミュニティー開発計画〔Community Development Plan in 2010-2012（CDP）〕を各々

策定した。CDP は、各村の課題とその解決のため、農業、収入創出、水供給、保健、教育、

治安の 6 つの分野の活動計画を提示している。

各村では、CDO やプロジェクトチームの支援を得て、BDC とコミュニティーの住民がモ

デル活動を実施している。特に農業については、農民グループの形成、農家講師制度の導

入などが行われており、現在、284 名の農家が参加して新たな営農手法を実践し農業生産

の向上が進められている。

（２）プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。

ジュバ近郊の農村の多様性に対応した生計向上モデルを普及させるための基盤が整備される。

プロジェクトでは、「生計向上モデル」を普及するための基礎的条件を、① CDO を主と

する C/P の能力開発、② C/P の活動の指針となり、業務において活用するガイドラインや

マニュアルの整備、そして、③ MCRD/GOSS 及び CES、MAF/CES の政府機関の組織能力

の向上、と規定している。上述の各成果の達成状況で述べたとおり、これらの基礎的条件

は、各成果の発現を通じて、整備されつつある。したがって、プロジェクトは実施期間の

終了までにプロジェクト目標を達成することが予期される。

３－２　評価結果の要約

評価５項目である妥当性・有効性・効率性・インパクト・自立発展性に係る評価結果は以下

のとおりである。

（１）妥当性

南スーダン政府は、内戦後の復興から中長期的な開発に移行する段階において、農

村の生計向上と生活改善が重要な課題であると認識している。MCRD/GOSS の「Policy 
Framework and Work plan of MCRD/GOSS 2007/2008」では、①コミュニティーを軸にした

開発事業の推進と、②特別な配慮を必要とするグループの自立的かつ社会への統合を支援

するサービスの提供を、政策として掲げている。また、日本政府は紛争国おける平和構築

を重要課題として掲げており、南スーダン国では、同国の社会の再統合を支援することと

している。したがって、プロジェクトの目的とその実施手法は、南スーダン政府の開発政

策及び日本の援助方針と一致しており、妥当性は高いといえる。
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（２）有効性

プロジェクト活動の実施と成果の達成を通じて、プロジェクト目標である農村の「生計

向上モデル」を普及するための基礎的条件は段階的に整備されてきている。これらは、①

CDO を主とする C/P の能力開発、② C/P の活動の指針となり、業務において活用するガイ

ドラインやマニュアルの整備、そして、③ MCRD/GOSS 及び MCRD/CES、MAF/CES の政

府機関の政策やガイドラインなどの策定による組織開発である。同基礎的条件の整備は、

プロジェクト実施期間内で、達成される見込みである。したがって、プロジェクトは効果

的に実施されてきており、その有効性は高いといえる。

（３）効率性

プロジェクトの活動は、計画どおりに実施され、日本側、南スーダン側の投入も有効に

活用された。日本側の投入において、特に専門家チームが、国内研修とモデルサイトや

展示圃場で実施された OJT を組み合わせた技術移転は、C/P の能力開発に効果的であっ

た。また、南スーダン側では、CDO は積極的に活動を実施し、成果の達成に貢献を行って

きた。プロジェクトの運営管理に関しては、合同調整委員会（JCC）の開催やさまざまな

ワークショップを通じて、MCRD/GOSS をはじめ、緊密な関係を構築している。ただし、

MCRD/GOSS 大臣の頻繁な交代と 2011 年 2 月以降の空席状況は、農村開発に係る政策判

断を困難にしたが、活動全体に影響を与えるものではなかった。これらの観点から、プロ

ジェクトの活動は効率的に行われてきたといえる。

（４）インパクト

プロジェクトの上位目標は、ジュバ近郊においては、「生計向上」モデルが発展していく

ことである。現在、同モデルの担い手である CDO や農家は、プロジェクトの活動より得ら

れた知識と技術を維持し、その活動を継続する意思をもっている。他方、MCRD/CES は、

CDO を州内の各カウンティに配置することを企図しており、同モデルがジュバ郡以外でも

広範に実践されることも期待される。しかしながら、同モデルが維持され発展していくた

めには、今後 MCRD/CES がプロジェクトの業務を引き継ぎ、CDO の活動を支えていくこ

とが必要となる。

ポジティブなインパクトとしては、① RDF 開催による他ドナーを含む南スーダンの農

村開発関係者による課題の認識、② ARDI における「コミュニティー開発マニュアル」の

研修における活用、③ MAF/CES における「農業普及員及び農家用マニュアル」の州内の

AEO への活用、④農家講師の活動による農家グループ以外の農民への技術の波及、⑤モデ

ル活動の実施によるコミュニティー内の関係性の向上、が観察された。また、ネガティブ

なインパクトは観察されなかった。

（５）自立発展性

プロジェクトの自立発展性に関し、政策・制度面は、MCRD/GOSS が新たな Policy 
Framework 及び Work plan をプロジェクトの経験を反映して策定することにより確保され

ているが、南スーダン政府内において、今後 MCRD が MAF に吸収されることから、こ

れによる影響の排除が必要となる。また、組織面については、農村開発の実施機関である

MCRD/CES がプロジェクトの活動を継続するため組織体制を充実させ活動予算を確保する

ことが必要となる。技術的側面については、C/P である 48 名の CDO と現在計 284 名となっ

た農業グループに参加した農家は、今後も技術力を維持していくことが期待できる。
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（６）結　論

南スーダンの農村部では、長期にわたった内戦によって、コミュニティーの住民間の社

会的関係性が崩壊し、住民同士が協働する文化が消失している。このような状況において、

プロジェクトは農業、収入創出、公共施設の建設など、コミュニティーの共通の課題に対

して、グループ活動を行う包括的なアプローチを導入した。同アプローチは、住民同士

の緊張関係をもつ地域社会において、住民が協働する機会を提供した。また、C/P である

CDO は、コミュニティー住民に対するファシリテーター及びアドバイザーとして、公共及

び民間のサービス提供者とコミュニティーをつなぐ役割を果たした。

プロジェクトは、計画どおりに成果を生み出しており、その目標も実施期間内に達成す

ることが予期されることから、当初の計画どおり、2012 年 2 月をもって終了する。

３－３　結論及び提言

（１）提　言

① 　2011 年の南スーダン政府の省庁再編により、MCRD/GOSS の農村開発部門が MAF/
GOSS に統合される見込みの中で、プロジェクトにより策定支援した農村開発政策が

着実に実施されるためには、新省庁体制の下、農村開発部門が適切に位置づけられる

ことが望ましい。また、RDF の新たな体制の中で再開されることが望ましい。

② 　プロジェクトを通じて形成された「生計向上モデル」は CDO や AEO の OJT に活用

され、彼らの一部は業務推進のうえで十分な知見を有するに至った。同モデルの継続

的な活用と更なる発展に向けて、①コミュニティー開発予算の確保と、② CDO 及び

AEO の現場配置とそれに必要な環境整備が必要である。

③ 　パイロットコミュニティー 6 カ村では、プロジェクトの終了を見据えたうえでの活

動を、CDO の支援を受けながら自ら計画立案し実践できるようにすることが求められ

る。

④ 　ジュバ近郊の農村に対して、営農モデルを示したデモンストレーションファームに

ついては、持続的な運営に向けて適切な運営母体が設立されることが望ましい。

（２）教　訓

プロジェクト活動において現地国内研修とフィールドワークによる OJT の組み合わせは、

CDO の能力開発と活動に対する動機づけに効果的に作用した。そして、プロジェクト活動

を通じて CDO は頻繁にコミュニティーに足を運び、彼らの知識がコミュニティーの課題解

決のためにいかに実践的であるかを同住民に示してきた。そのことが、CDO 自身の高い職

業意識の確立につながるともに、コミュニティーの住民との間で緊密な協力関係を構築す

るに至った。




