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評価調査結果要約表 

 

I.  案件の概要 

国名： アフガニスタン 案件名： ナンガルハール州帰還民支援プロジェクト 

分野： インフラ整備 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 協力金額（評価時点）：  10 億円 

協力期間 2010 年 7 月～2013 年 7 月 

（36 か月） 

先方実施機関： ナンガルハール州政府、地方自治局

（IDLG） 

日本側協力機関： N/A 

1-1 協力の背景と概要 

アフガニスタンでは2002年より自発的帰還が進んでおり、本プロジェクトがスタートする時点において約570

万人が帰還した1。帰還民のほとんどは周辺諸国であるパキスタンとイランからであり、アフガニスタンの推定

人口である2,400万人の約4分の1に達するほどである。2010年には、およそ11万人が帰還し、その23.9%がナン

ガルハール州に帰還している2。 

これらの帰還民の生活立ち上げに対する受入れコミュニティへの負担の増加は、アフガニスタンの深刻な国

内政情不安の要因であるとともに、同国の復興および経済発展の遅滞要因でもあることから、帰還民の再定

住促進は、同国の最重要課題の一つとされている。 

このような背景の下、2008年10月、ナンガルハール州政府は人口の半数以上が帰還民といわれるアフガニ

スタン東部のナンガルハール州において帰還民及び受入れコミュニティの生活環境の改善を目的とする技術

協力プロジェクトを日本政府に要請した。 

アフガン難民の帰還促進および帰国後の人道支援を実施している国連難民高等弁務官事務所（以下、

UNHCR）とJICAは、特に帰還民の社会統合ニーズや受入れコミュニティの開発ニーズに対応する支援の必要

性を共有し、プロジェクトは特に帰還民が集中し、再定住のニーズが高い村落としてUNHCRから提案のあった

Behsud郡、Surkhrod郡の11村を対象とし2010年7月より開始された。 

 

1-2 協力内容 

 本プロジェクトは、近隣国であるパキスタンからの帰還民が集中するナンガルハール州において、JICA とナ

ンガルハール州政府が協力し、コミュニティ・インフラ事業（農道、学校校舎、小規模灌漑等）の実施を通じて、

コミュニティレベルでの基礎的インフラ事業の実施体制と環境の整備を目的としたものである。またこれによ

り、帰還民を含む地域住民の生活環境の改善を目指している。 

（１） プロジェクト目標： 「ナンガハール州Behsud郡、Surkhrod郡において、帰還民および受入れコミュニティ

住民の生活環境改善に必要なコミュニティレベルの基礎的インフラ整備事業を実施する体

制・環境が整備される」 

（２） アウトプット： 

1) ナンガハール州 Behsud 郡、Surkhrod 郡の現状と開発ニーズが把握される 

2) 地域コミュニティの参加を得て、パイロット事業が選定され、実施計画が立案される 

3) 住民主体によるコミュニティの簡易なインフラ整備事業が実施できる体制が整備できる 

4) 現地業者請負によるコミュニティレベルの基礎的インフラ整備事業が実施できる体制が整備される 

5) コミュニティレベルの基礎的インフラの維持管理体制が構築される 

 

（３） 投入 

日本側：  業務実施型専門家派遣   9 分野に計 11 名（110.3MM: 現地 78.1M/M、国内 32.2M/M）  

  総投入額    10 億円               

                                                
1 UNHCR information from February 2010 and from October 2010. 
2 http://www.jica.go.jp/usa/english/office/others/newsletter/2010/1010_12_03.html 
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ローカルコスト 1 億 190 万円           研修員受入れ   なし 

アフガニスタン側： カウンターパート配置   7 名 

       土地・施設提供       なし        ローカルコスト負担 なし 

 

II.  評価調査団の概要 

調査者 団  長：  宮崎 桂  JICA 経済基盤開発部次長兼平和構築・都市・地域開発グループ長 

平和構築： 橋本敬市 JICA 国際協力専門員  

評価企画： 安田智幸 JICA 経済基盤開発部平和構築・都市・地域開発第一課企画役 

評価分析： 渡邉恵子 (一財) 国際開発機構（FASID）次長代理／主任研究員 

調査期間 2013 年 2 月 10 日～2013 年 2 月 14 日 評価種類： 終了時評価 

III. 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

3-1-1 アウトプット 1： ナンガハール州 Behsud 郡、Surkhrod 郡の現状と開発ニーズが把握される 

  評価時点において指標は達成されており、アウトプット 1 は達成された。社会調査の調査デザインの複雑さ

や信頼できる情報の収集の難しさで当初計画より時間を要したが、アウトプットの達成には影響がでなかった。

指標 達成状況 

1-1  両郡の開発ニーズ記録が整理される ・2 郡の中でプロジェクト対象の 11 村の社会調査を実施し、

それぞれの村のニーズを明らかにした。社会調査は計画よ

りも6 カ月以上時間を要した。ニーズ調査の結果は2011 年8

月に報告書として取りまとめられた。 

・郡の開発ニーズを取りまとめた報告書は、Surkhrod 郡につ

いては 2011 年 9 月に、Behsud 郡は 2011 年 11 月に完成し

た。 

 

3-1-2 アウトプット２： 地域コミュニティの参加を得て、パイロット事業が選定され、実施計画が立案される 

 プロジェクトチームの多大なる努力によりアウトプット 2 は達成された。コミュニティ間の合意形成メカニズムで

ある BCDC が；プロジェクトにより構築され、合計で 44 案件のパイロット事業が選定された。 

指標 達成状況 

2-1 村落内の協議システムが構築される ・対象 11 村すべてに、コミュニティ間の合意形成メカニズムと

なる村内協議システム（BCDC）を構築した。  

・また、各 BCDC の下に、実施委員会、調達委員会、運営委

員会を組織した。  

2-2 地域コミュニティの参加の下に、パイロ

ット事業実施計画が実施される 

・ 終了時評価時点で 44 のパイロット事業が選定された。事

業選定に際しては、促進パートナー（FP）の支援を受け、現

地コミュニティ間で何度も協議を重ねて決定された。 

・事業実施計画は、実施委員会、調達委員会の下で策定さ

れた。策定作業にコミュニティを巻き込むことで、建設の時期

を農繁期など避けるなど彼らの意見や要望が実施計画に反

映されるものとなった。  

 

3-1-3 アウトプット３： 住民主体によるコミュニティの簡易なインフラ整備事業が実施できる体制が整備でき

る 

指標の達成状況および対象村へもたらした便益から判断して、アウトプット３の達成状況は高いと判断でき

る。FP が選定され、コミュニティ主導型の案件の実施を促進するため OJT で能力強化が図られた。これまでコ

ミュニティ主導型案件は24案件が選定され、そのうち16案件が完成した。残りの期間は、プロジェクトは本アウ

トプットで作成されるマニュアル類の定着に注力する必要がある。 
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指標 達成状況 

3-1 コミュニティ主導案件実施のために FP

が選定される 

・FP の TOR を作成し、2010 年7 月に公示。JICA 調達規則に

基づいた入札の結果、Future Generations Afghanistan (FGA)

が 2010 年 8 月に FP として選定された。 

3-2 事業実施マニュアルが整備される ・事業実施マニュアルの初版は2012 年12 月に英語で作成さ

れた。マニュアルには、イントロダクション、FP 選定、案件選

定・計画、入札、会計、維持管理の 6 分冊となっている。 

・2012 年12月現在、コミュニティ開発事業実施のガイドライン

としてより使いやすいものとなるよう改定版を作成中。改定

版には BCDC のルール（メンバー構成、議長やメンバーの役

割、合意形成手順など）を盛り込む予定としている。改定版

は 2013 年 1 月には完成予定としている。 

3-3 施工管理マニュアルが整備される ・施工管理マニュアルの初版は 2011 年 12 月に完成。パイロ

ット事業からの教訓を盛り込んだ改定版が 2012 年12 月に完

成。  

・コミュニティ主導型案件の施工管理は、作成したマニュアル

を用いながら FP、IDLG のモニタリング職員、プロジェクトの

ナショナルスタッフ（NS）に OJT で研修を実施した。  

3-4 コミュニティ主導案件が FP とコミュニテ

ィ協同作業で実施される 

・2012 年 12 月現在で、コミュニティ主導型案件は 24 案件選

出され、そのうち 16 案件が成功裏に完成した（初年度の第 1

グループ（G1）で 14 案件、G2 で 2 案件）。残りの 8 案件（G3）

については終了時評価時点において建設中であった。  

・FP がコミュニティ主導型の案件を促進するために、プロジェ

クトでは FP に対し会計、施工管理、合意形成について研修

を実施した。  

 

3-1-4 アウトプット４： 現地業者請負によるコミュニティレベルの基礎的インフラ整備事業が実施できる体

制 

が整備が整備される 

 アウトプット４の達成度は高いと言える。12 社の民間建設業者が業務請負型案件のために入札により選定さ

れ、これまで選定した業務請負型の 20 案件中 16 案件が完成した。業務請負型パイロット事業を実施するプロ

セスにおいて、関連するマニュアルの初版が作成された。これらのマニュアルはプロジェクトの残りの期間で完

成させ、上記アウトプット３同様関係者に対しマニュアル類の定着を図る努力が必要である。 

指標 達成状況 

4-1 業務請負型案件のための業者が選定

される 

・プロジェクトでは計 12 社の民間建設業者を入札により選定

した。 

・入札の結果、12業者中約3分の2が対象2郡の地元業者、

3 分の 1 がカブールベースの業者となった。  

4-2 事業実施マニュアルが整備される ・業務請負型の事業実施プロセスは住民主導型のプロセス

とほとんど同様な部分が多いため、プロジェクトでは 2 つのタ

イプの事業を統合した実施マニュアルを作成した。従って、

上記 3-2 と同時に作成されている。  

4-3 施工管理マニュアルが整備される ・施工管理マニュアルについては、初版においては住民主導

型の施工管理マニュアル（3-3）と統合した形で作成された。

しかし、プロセスが異なるため、改定版において別々に作成
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することとした。改定版については 2013 年 1 月に完成予定と

なっている。 

・請負型事業における実際の施工管理については、プロジェ

クトでは IDLG のモニタリングオフィサー4 名および、建設業

者、FP に施工管理マニュアルに沿って OJT を実施した。   

4-4 業者請負型案件が地元業者により FP

とコミュニティの管理の下に実施される 

・2012年12月現在、業務請負型事業は20案件が選定され、

そのうち16案件が完成している。残りの4案件については評

価時点で工事実施中であった。 

・パイロットプロジェクトの実施を通じて、プロジェクトでは建

設業者が事業を問題なく実施するため、建設技術のみなら

ず、工事の管理能力やコミュニティとのコミュニケーションの

方法まで OJT を通じて研修した。  

 

3-1-5 アウトプット５： コミュニティレベルの基礎的インフラの維持管理体制が構築される 

 アウトプット５の活動は順調に進んでおり、一定のアウトプットの発現は見られるが、コミュニティがプロジェク

トで完成させたパイロット事業を適切に維持管理していくためには、プロジェクト終了までにマニュアルを完成さ

せ、周知徹底させることが必要である。 

指標 達成状況 

5-1 維持管理マニュアルが整備される 

 

・維持管理マニュアルの初版は 2011 年 12 月に作成され、改

定版は評価時点では策定中であった。 

・案件のうち道路や灌漑事業の維持管理におけるアクション

プランは策定され、プロジェクト終了までに関係コミュニティと

協議する予定となっていた。  

5-2 維持管理委員会が組織される ・各パイロット事業で維持管理委員会を組織することとなって

いる。評価時点では数件を残してほとんどの案件において維

持管理委員会は組織されていた。  

5-3 維持管理が実施される ・灌漑事業に関してはプロジェクトにより維持管理委員会が

組織され、維持管理マニュアルに沿って実施された。維持管

理状況は NS によりモニタリングされ、NS による報告書で日

本人専門家に報告されている。日本人専門家は適宜 NS を

通じて指示を与えるなど、緊密なモニタリングを行っている。 

 

3-1-6 プロジェクト目標の達成度 

「ナンガハール州 Behsud 郡、Surkhrod 郡において、帰還民および受入れコミュニティ住民の生活環境改善に

必要なコミュニティレベルの基礎的インフラ整備事業を実施する体制・環境が整備される」 

プロジェクト目標は指標の達成度からみて、プロジェクト終了までに達成されると判断できる。しかしながら、

プロジェクトは目標達成を確実なものとするためにも、引き続き努力を必要とされている。 

本プロジェクトの重要なアウトプットの一つは、BCDCというコミュニティ間の合意形成メカニズムを構築したこ

とである。更に、コミュニティ主導型と業務請負型の 2 つのコミュニティレベルの基礎的インフラ整備を実施する

際の開発モデルを構築したことである。 

また、FP となった FGA や契約した地元建設業者がコミュニティ・インフラ整備を効果的かつ効率的に実施す

る能力を向上させた。プロジェクトに関与したナンガルハール州政府、IDLG の職員は、他関係政府機関との交

渉能力やコミュニティとのコミュニケーション能力を一定程度向上することができた。ただ、政府への能力強化

は限られた数の個人に図られたものであり、州全体の帰還民や受入れコミュニティの生活環境改善のために

はこれらの知識や技術を組織に定着させることが、ナンガルハール州政府および IDLG の今後の課題となって

いる。 
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指標 達成状況 

(1) 開発モデルが構築される ・プロジェクトは、コミュニティレベルでの基礎的インフラ整備

のための開発モデルとして、コミュニティ主導型および業務

請負型の 2 つのタイプのモデルを構築した。アフガニスタン

では、NSP に代表されるようなコミュニティ主導型のインフラ

整備事業はすでに実施されていたが、本プロジェクトでは FP

という中間媒体を導入し、従来よりも大規模な案件に対応で

きる新たな開発モデルとなった。NSP ではコミュニティが資金

管理を行い透明性の点で問題も多かったが、開発されたモ

デルでは FP が資金管理を行い、その他、施工監理、関係政

府機関との交渉なども担うこととなった。FP の導入により、透

明性が高まり、また建てたインフラ自体の品質の向上にも繋

がっている。 

・業務請負型のモデルは、アフガニスタンにとって新しい開発

モデルであった。 

・コミュニティの合意形成に BCDC というメカニズムを開発モ

デルに導入したことが透明性や質の確保に大きな変化をも

たらした要因となった。  

(2) FPのプロジェクト選定および実施能力が

向上する 

・終了時評価による日本人専門家へのインタビューおよびFP

（FGA）への質問票調査の結果、FP はプロジェクトを通じて以

下項目に関する技術や知識が向上したと回答があった。  

1) ニーズ選択、2) コミュニティ間の合意形成、3) 事業実施

計画策定、 4) コミュニティ主導型案件の実施監督、 5) コミ

ュニティと請負業者間の契約支援、6) 支払いのための各種

書類の作成、7) 瑕疵検査。 

・上記技術や知識は引き続き向上していく必要であるが、FP

はこれら知識や技術に関し自信をつけたと回答している。  

(3) 建設会社のプロジェクト実施能力が向

上する 

・アウトプット 4 で上述した通り、建設会社のプロジェクト実施

能力は、技術および事務能力とも向上した。建設会社が実施

したパイロット事業は日本人専門家およびアフガニスタン側

の両方より高い評価が得られている。  

(4) 帰還民受入れコミュニティ向けの案件が

形成される 

・上述したとおり、これまで 44 のパイロット案件が選定され、

そのうち 32 案件を完成させた。 

・すべての案件は開発モデルに沿い、選定や建設はコミュニ

ティや関係政府機関の参加の下で実施された。 

・パイロット事業のための土地収用や各種登録作業に関して

はカウンターパートであるナンガルハール州政府および

IDLG の協力で実施された。 

 

3-2 実施プロセス 

 以下の要因が実施プロセスにおいて貢献要因及び阻害要因として明らかとなった。 

 

3-2-1 実施プロセスによる貢献要因 

(1) プロジェクトで雇用したナショナルスタッフ（NS）が、日本人専門家の現地訪問が治安状況等で制限される

中、大変有効な仲介役として機能した。 

(2) JICA 事務所との緊密なコミュニケーションにより適切なプロジェクト管理が実施できた。 

(3) 対象コミュニティの協力によりプロジェクトが円滑に実施することができた。 
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3-2-2 実施プロセスによる阻害要因 

(1) 2011 年2 月にプロジェクトサイトであるナンガルハール州の治安状況が悪化し、日本人専門家が現地に行

くことができなくなった。そのため、プロジェクトはカブールをベースとし、遠隔で管理せざるを得なかった。 

 

3-3 評価結果の要約 

(1) 妥当性 （高い） 

プロジェクトの妥当性は高い。 

アフガニスタンの国家開発戦略である ANDS（2008-2013）の優先セクターは本プロジェクトの関連するセクタ

ー（水・灌漑、農業・農村開発、保健・栄養、教育、難民・帰還民・国内避難民セクター）と合致している。対象地

域であるナンガルハール州は、周辺国からの難民の主な帰還先となっており、帰還民および受入れコミュニテ

ィの生活改善は同州にとって喫緊の課題であり、対象地域のニーズに合致していた。また、日本政府の対アフ

ガニスタン援助方針や戦略にも整合している。更に、パートナー機関である UNHCR の支援戦略との整合性が

高く、人道支援期間を経て開発に素早く移行するというタイミング的にも適切であった。 

 

(2) 有効性 （高い） 

プロジェクトの有効性は高い。 

各アウトプットの実績から判断して、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。本プロジェクトが構築した

コミュニティの合意形成メカニズムである BCDC がうまく機能していることが確認された。プロジェクトが実施し

たパイロット事業はコミュニティ、関係政府機関、建設業者、FP など関連するアフガニスタン側から、同様のコミ

ュニティ開発事業に比べその質やプロセスの透明性において高い評価が得られた。 

評価チームはプロジェクトが建設業者、FP、コミュニティ、ナンガルハール州政府／IDLG のコミュニティレベ

ルでの基礎インフラ整備実施能力を高めたことを確認した。 

プロジェクト目標を達成させるのに 5 つのアウトプットは十分であり、論理性にも問題はなかった。プロジェク

ト目標とアウトプットの関係に関しては、質問票やインタビューの結果から、現時点同様残りの期間においても

活動実施計画に沿って適切な投入がなされれば、5 つのアウトプットは全てプロジェクト目標に貢献するものと

判断される。 

 

(3) 効率性 （中程度） 

プロジェクトの効率性は中程度である。 

各アウトプットの達成に影響はなかったが、効率性を損なういくつかの要素が確認された。日本側の投入に

おいては、予測不安な治安状況により、JICA はアフガニスタンに滞在できる日本人専門家の数を制限してき

た。そのため、本プロジェクトでは成果を出すために NS を活用するなど出来る範囲の手立てを加えてきたが、

必要な専門家を必要な時に配置するといったことができず、結果的に効率性を阻害する要因となった。 

アフガニスタン側のインプットにおいては、主要なカウンターパートはプロジェクト期間中変わらなかったが、

プロジェクトに関与する職員の数は限られていた。もう少し人数および関与の度合いが高ければ、技術移転し

た能力は個人のレベルにとどまらず、組織的な定着に繋がっていたと判断できる。 

 

 

(4) インパクト （比較的高い） 

プロジェクトのインパクトは比較的高い。負のインパクトは発現していない。 

プロジェクト目標は達成見込みであり、プロジェクト終了後もナンガルハール州政府／IDLG が強いイニシア

ティブを持ってプロジェクトの成果を州全体に広める努力を継続していけば、上位目標の達成が期待できる。 

一方、いくつかの正のインパクトがすでに発現している。コミュニティへの質問票調査の結果、パイロット事業

の実施により村の社会・経済環境が改善していることが明らかとなった。例えば、町へのアクセス道路建設に

より移動時間が短縮したり、教室増設により子供たちの教育環境が改善、クリニックや飲料水設備の建設によ
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り安心感が得られた、などの回答があった。さらに、コミュニティのエンパワーメント、現地人材（建設業者、FP、

ナショナルスタッフ）の育成、日本に対する評判の向上など正のインパクトの兆候が見られた。 

 

(5) 持続性 （比較的高い、しかし組織面、技術面で懸念あり） 

プロジェクト効果の持続性は全体的には比較的高いと判断できる。しかし、組織面、技術面で多少の懸念材

料が見受けられた。 

アフガニスタンのような紛争影響国において、プロジェクト効果の持続性は治安などの外部条件に大きく左

右される。従って、もしアフガニスタンにおける治安が今以上に悪化しなければ、本プロジェクトの持続性は比

較的高いと言える。しかしながら、組織および技術面において多少懸念が残る。 

周辺国からアフガニスタンへの帰還民の流入は続いており、帰還民および受入れ住民の生活環境の改善は

引き続き優先課題となっている。従って政策的な優先度は引き続き高い。 

組織面においては、政府側の能力強化が限られた人数の個人レベルに留まっており、州として帰還民・受入

れコミュニティの生活環境改善を支援し続けるためには、ナンガルハール州政府／IDLG の組織的な能力を上

げていかなければならず、今後の課題となっている。また、技術面においては、作成したマニュアルを関係機

関に配布し、普及および定着させる活動がまだ残っている。 

一方財政面においては、完成したパイロット事業の維持管理費面はある程度確保されている。しかしなが

ら、今後帰還民・受入れ住民の基礎的インフラ整備を実施し続けるためには、ナンガルハール州政府／IDLG

がイニシアティブを採り、内部および外部リソースの確保していかなければならない。 

 

3-4 結論 

 プロジェクトは治安の悪化に伴い遠隔で管理しなければならなかったといった難しい状況の中でも、目に見

えるアウトプットを出している。パイロット事業で実施したコミュニティレベルのインフラ事業はほとんど成功裏に

完成しており、対象すべてのコミュニティから高い評価が得られている。  

プロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成の見込みが高い。プロジェクトはアフガニスタンの政策および

ターゲットグループのニーズにも合致していた。また、BCDC というコミュニティ間の合意形成メカニズムを導入

した開発モデルを構築することにより、高い効果とインパクトをもたらした。他様々な正のインパクトの兆しもす

でに発現していた。効率性においては治安上の理由とは言え日本人専門家のタイムリーな派遣が出来なかっ

たこと、またカウンターパートの数や関与度により、高いとは言えない。持続性においては、組織および技術面

において多少の懸念は見られるが、全体的には比較的高かった。 

  

3-5 提言 

（1） プロジェクト期間中に計画されている活動の確実な実施（パイロット事業の建設、マニュアル類の作成、維

持管理体制の確立および関連マニュアルを活用した維持管理の実施）。 

（2） 作成したマニュアルの普及および定着活動の実施。 

 

3-6 教訓 

（1） コミュニティレベルでの基礎的インフラ整備の成功は、入念なナショナルスタッフの事前訓練とそれを活用

した高頻度と明確な指示をする管理体制を行っていたこともあり、インフラ施設の建設の品質も確保にも寄

与する。 

（2） 本プロジェクトは当初から帰還民及び受け入れコミュニティの生活環境の改善を目的としていたため、まず

は早急に目に見えるアウトプット、つまりインフラ整備を実施することが裨益者への支援として必要とされ

ていた。帰還民及び受け入れコミュニティの置かれた状況は、無償資金協力を実施できる技術力や実施

体制などがある環境ではなく本プロジェクトを無償資金協力で実施するには環境が整っていなかった。そ

のため、早急なインフラ整備を術協力プロジェクトのパイロットプロジェクトで実施しつつ、コミュニティ等の

キャパシティを開発した。このため、カウンターパートの存在や関与は、技術移転の対象としては曖昧さが

残り、技術協力プロジェクトとして厳密に評価すると、本プロジェクトの成果を正当に評価することは困難で
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あったというのが実態である。従って、この様な目に見えるアウトプットを整備することが求められる場合に

は、案件形成段階において、本来の案件の主旨に沿うようなスキーム（例えば、開発調査型技術協の運用

（旧緊急開発調査）など）の組み合わせを考慮し、十分に検討すべきである。 

（3） 一方、アフガニスタンの様に治安上の制約などで無償資金協力事業でも日本企業が入れないため現地施

工に頼らざるを得ないケースがある。さらに、本プロジェクトの様に、復興国においてその様な場合でも現

地施工業者に十分な技術力がなく環境すら整っていない地域もある。復興国のプロジェクトでは、無償資

金協力が実施出来る環境があれば、インフラ整備に主眼を置く案件としては無償資金協力による実施が

望ましいが、無償資金協力が実施出来るまでに時間を要する場合には、迅速な事業の実施の必要性など

から、やむを得ず技術協力プロジェクトのスキームでプロジェクト形成が行われる場合も多い。この様に案

件形成段階の特殊な要因を含んでいる案件は、本プロジェクトの様に案件の実情に沿って評価を行わざ

るを得ないところがある。このような場合は、JICA ガイドラインに沿った定形的な評価を実施しつつも、評

価実施の要否も含め、５項目評価ではなく例えば社会インパクト調査など別の形を活用して、プロジェクト

効果を測るなど案件の実態・主旨に沿った評価を優先することも一つの選択である。なお、今後の復興国

の評価においては「紛争影響国・地域の事業評価の手引き」も十分参考にすべきである。 

 

 




