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中間レビュー調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：シエラレオネ共和国 案件名：カンビア県地域開発能力向上プロジェクト 

所管部署： 

JICA 経済基盤開発部 

平和構築・都市・地域開発グループ 

平和構築・都市・地域開発第二課 

援助形態：技術協力 

協力期間： 

2009 年 11 月～2014 年 10 月（5 年間）

先方関係機関：地方自治地域開発省（MLGRD）、カン

ビア、ポートロコ両県議会 

１－１ 協力の背景と概要 

シエラレオネ共和国（以下、「シ」国と記す）では 1991 年から続いていた政府軍と反政府軍

間の内戦の終結が 2002 年 1 月に宣言された後、わが国を含めた国際社会の支援や自助努力に

より、社会･経済状況は徐々に回復し、復興から開発の段階に移行しつつあるものの、著しく

貧しい状況を脱していない。特に、内戦による被害が甚大で開発の遅れているカンビア県の状

況は、安全な飲料水へのアクセス人口、食糧自給に関する指数、生徒数に対する教員の数が全

国平均より低いなど、深刻な状況である。 

「シ」国では 2004 年の地方自治法（LGA）の制定後、地方分権化の推進の下、地域のニー

ズに基づき３カ年県開発計画が策定され、社会基盤の整備や各種行政サービスを実施する枠組

みがつくられている。また、開発計画策定時に住民のニーズや情報収集のため、住民の代表者

から成るワード委員会が設立されているが、県議会職員の人員･能力の不足から、地域ニーズ

の的確な把握及び計画･事業への反映、セクター省庁（公共事業省、保健省、教育省など）と

の調整･連携等が適切に実施できず、行政サービスや道路、給水施設等の社会基盤の整備が有

効に実施されていない。 

かかる状況を受け、独立行政法人国際協力機構（JICA）は「シ」国政府の要請に基づき、2009

年 11 月から 2014 年 10 月までの 5 年間、地方自治地域開発省（MLGRD）、カンビア、ポート

ロコ両県議会をカウンターパート（C/P）機関とし、同 2 県において効果的･効率的な地域開発

の実施体制確立を目的として「カンビア県地域開発能力向上プロジェクト」（以下、「（本）プ

ロジェクト」と記す）を実施中である。 

本プロジェクトにおいて、2011 年度から主に「シ」国の村落開発政策及び地方自治政策に沿

い、県議会とワード委員会が協働する県・村落開発モデル案を検証、構築することを目的とし

て、モデルワードプロジェクト及びフィーダー道路改修プロジェクトを実施中である。 

今回実施の中間レビュー調査は、本プロジェクトの中間地点において、C/P と合同で本プロ

ジェクトの目標達成度や成果等の確認・分析、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向

性についての確認、合同評価報告書の取りまとめ及び合意を目的とする。 

 

１－２ 協力内容（改訂版 PDM に基づく） 

（１）上位目標 

「シ」国全県において、県・村落開発に係る体制と機能がより効率的・効果的に強化さ

れる。 
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（２）プロジェクト目標 

カンビア、ポートロコ両県において、県・村落開発に係る体制と機能がより効率的・効

果的に強化される。 

 

（３）アウトプット 

１．パイロット・モデルプロジェクトを通じて、県・村落開発モデルが構築される。（2010

年 10 月までに） 

２．カンビア、ポートロコ両県議会、チーフダム議会、ワード委員会の、より効果的か

つ効率的な県・村落開発管理に係る能力が向上する。（2014 年 10 月までに） 

３．県・村落開発モデルの全国普及システムが構築され、本省による関連法・ポリシー

の改定支援をする（改定される）。（2014 年 9 月まで） 

 

（４）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 

専門家派遣：長期専門家 3 名、短期専門家 延べ 12 名   

機材供与：約 5,337 万円  

ローカルコスト負担：約 8,715 万円 

（2009/2010 年度～2011/2012 年度（支出済み）合計 1 USD=78.62 円） 

（ベースライン調査費、フィーダー道路改修、パイロットプロジェクト、モデルワード

プロジェクト、研修、インパクト調査、歩道ローラー等） 

研修員派遣（第三国研修）：ウガンダ北部にて技術交換実施。副大臣、次官、次官補、

対象県副議長など 8 名参加。 

＜「シ」国側＞ 

主な C/P 人材の配置：30 名（プロジェクト・ダイレクター：MLGRD 副大臣、プロジェ

クト・マネジャー：MLGRD 次官 

土地・施設提供（専門家、プロジェクトスタッフ事務所ほか） 

プロジェクト運営費：（C/P の旅費、車両用燃料一部負担） 

２．レビュー調査団の概要 

団員構成 （１）日本側 

団長／総括  阿部 俊哉  JICA 経済基盤開発部 平和構築・都市・地

域開発第二課 企画役 

協力企画１  早瀬 竜也  JICA 経済基盤開発部 平和構築・都市・地

域開発第二課 副調査役 

協力企画２  室井 崇   JICA 財務部 財務第二課 副調査役 

評価分析   白井 和子  株式会社 VSOC 

 

（２）「シ」国側 

Mr. K. O. Bah Permanent Secretary, MLGRD 次官 

Mr. Andrew Mamara Senior Assistant Secretary, MLGRD 上級次官補 
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Mr. Easmon Alpha Procurement Officer, MLGRD 調達官 

調査期間 2012 年 6 月 30 日〜7 月 15 日 

３．調査結果の概要 

３－１ 実績確認の概要 

プロジェクト目標の達成状況 

 

プロジェクト目標：カンビア、ポートロコ両県において、より効率的・効果的な県・村落開

発に係る体制と機能が強化される。 

 

指 標 達成状況 

指標：カンビア、ポートロコ

両県で県・村落開発ハンド

ブックで示された体制と機

能が適用される 

県議会職員とワード委員会メンバーは、県・村落開発ハン

ドブックに示された体制と機能を、パイロットプロジェク

ト、フィーダー道路改修プロジェクト、モデルワードプロ

ジェクトの実施を通じ、段階的に適用している。 

 

３－２ レビュー結果の要約 

評価５項目に基づくレビュー結果は以下のとおり。詳細については、本文第５章に記述して

いる。 

 

（１）妥当性：非常に高い 

１）「シ」国政府政策・事業との整合性 

本プロジェクトは、「シ」国の地方自治法、地方分権化政策に沿って活動を行ってお

り、また村落開発政策の策定支援も行っている。 

２）関係機関及びターゲットグループのニーズとの整合性 

プロジェクトが活動を開始する前は、ワード委員会が管轄する行政範囲が広すぎたこ

とから、地域住民との間に地域開発ニーズに関する情報等のギャップが存在し、地域住

民は自らの開発ニーズをワード委員会に伝えるすべがなく、地域の発展から取り残され

ていた。本プロジェクトがパイロットプロジェクトを開始してからは、地域住民はワー

ド委員会に地域開発ニーズを伝えることが可能となり、また、自らが地域開発の主たる

担い手である、との意識を高めるきっかけを得ている。 

 

（２）有効性：高い 

県・村落開発ハンドブックに示された体制や機能は、パイロットプロジェクト、フィー

ダー道路改修プロジェクト、モデルワードプロジェクトの実施を通じ、カンビア、ポート

ロコ両県において適用が徐々に進んでいる。地域住民－ワード委員会－県議会による地域

開発の各レベルにおいて、関係者間のつながりが強化されつつある。同パイロットプロジ

ェクト、モデルプロジェクトの実施を通じたオンザジョブ・トレーニング（OJT）に加え

て、対象 2 県での研修を通じ、県議会職員やワード委員会メンバーは県・農村開発に関す

る実務的な知識やスキルを身に付けている。 
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（３）効率性：比較的高い 

県・村落開発モデルはプロジェクト活動を通じ構築されつつあり、県・村落開発ハン

ドブック委員会（以下、「ハンドブック委員会」と記す）会合を重ねるなかで継続的に

ハンドブックの改訂が進んでいる。改訂は政策的な支援を受けつつさまざまな関係者を

巻き込む包括的なプロセスを経ており、それが全国的なハンドブック使用の可能性を高

めている。 

県議会職員とワード委員会メンバーの県・村落開発事業における能力はパイロットプ

ロジェクト、モデルワードプロジェクト、フィーダー道路改修プロジェクトを通じて開

発されており、地域住民のニーズの把握の仕方や計画策定のためのデータの取りまと

め、基準に即した対象地域の選定などについて日々習得を重ねている。調達プロセスか

らもさまざまな教訓を得ており、地域住民の協力の下、円滑に事業が業者により行われ

ている。これらの要素がハンドブックの内容として反映されているのであり、「シ」国

における標準的なモデルとなり得ている。 

他方、円滑な事業運営に対し、季節的な障害も存在している。「シ」国では 7～9 月は

雨期に当たり、プロジェクトもそれを見込んだ計画を策定しているものの、フィーダー

道路改修をはじめとした建設事業ではこうした時期においてはもともと数少ない技術

者や重機類の需要が重なり、事業を進めるタイミングに多少なりとも遅れを生じる原因

となっている。 

 

（４）インパクト 

１）関係政策／法へのインパクト 

プロジェクトは「シ」国の関連国家政策や法律の策定、改定に大きくかかわっている。

プロジェクトからの提案は地方自治法改定版へ適用され、また、プロジェクト総括は、

村落開発政策策定のタスクメンバーとして政策案の策定作業に従事している。 

２）全国規模の地方議会への影響 

ハンドブックのフォーラムやハンドブック委員会の普及活動を通じ、プロジェクトは

全国規模で地方議会へ強いインパクトを与えてきた。 

３）地域住民の社会－経済的状況へのインパクト 

パイロットプロジェクト、モデルプロジェクトの実施を通じたフィーダー道路や橋の

改修によりマーケット、学校、ヘルスポストへのアクセスは大幅に改善した。地域住民

は、「プロジェクト活動を通じ地域住民の結束力が強まった」と特に強調していた。 

 

（５）持続性：比較的高い 

１）政策面 

県・村落開発モデルは、地方分権化政策、地方自治法、村落開発政策案に沿って開発

が進められている。 

２）財政面 

人材育成をはじめとする MLGRD 及び県議会の行政費のための予算は現在限られてお

り、予算の配分は MLGRD の管轄下にない状況である。その一方で、他ドナーからさま

ざまな資金が供与されており、開発資金は現時点では将来的にも大きな障害となってい
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ないと観察された。 

３）組織面 

県議会職員及び MLGRD の職員は元来、非常に限られているが、プロジェクト開始後

少しずつ増員が図られている。 

県・村落開発モデルの普及に関する組織的なシステムはハンドブックの継続的改訂に

伴って、MLGRD の主導により県議会内に構築されつつある。 

 

３－３ 結 論 

本プロジェクトはプロジェクト目標、アウトプットのそれぞれを計画どおり達成しつつあ

り、ハンドブック委員会を通じた改訂体制、他の県議会への県・村落開発モデル普及も進むと

いった、正のインパクトもみられている。 

本プロジェクトの持続性も、現時点において、モデルと地方自治法や村落開発政策との整合

性、ハンドブック改訂体制が強化されている点から高いといえる。 

これら高い評価は、MLGRD による県・村落開発モデルの普及と関連法・政策の改定をアウ

トプット３として戦略的に掲げたことが効果的に作用している。加えて、パイロット、モデル

プロジェクト、ハンドブック委員会を C/P が主導的に実施・運営していくことをプロジェクト

が推し進めた結果ともいえる。 

モデルの汎用性を更に高め、対象県以外の県議会がモデルを適用し県・村落開発事業を推進

していくための支援をいかに行っていくかが、本プロジェクトにとっての今後の課題として挙

げられる。 

 

３－４ 提 言 

中間レビュー調査団はプロジェクト目標達成のため、以下のとおり各関係組織に提言する。

 

（１）地方自治地域開発省（MLGRD）への提言 

１）県・村落開発モデルの改訂 

・県・村落開発ハンドブックについて、対象 2 県と協働しつつ、MLGRD の主導の下で

ハンドブック委員会を開催し、これを改訂すること。 

２）県・村落開発モデルの普及 

・県・村落開発モデルの普及方法やメカニズムの確立と普及計画を策定すること。 

・普及方法については、トップダウンと並列的な普及（他県内の県議会同士、ワード委

員会同士など）を推奨する。 

・他県のモデル適用のモニタリングを行うこと。 

３）その他 

・財務省財務局、地方公務員委員会との連絡を密に取り、更なる資金と人材の確保をめ

ざすこと。 

 

（２）カンビア、ポートロコ両県議会への提言 

１）県・村落開発モデルの構築 

・モデルワードプロジェクト（フェーズⅠ）、パイロットフィーダー道路改修プロジェ
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クト実施を通じて得られた教訓をモデルの分析・構築に生かすこと。 

・モデルワードプロジェクトやフィーダー道路改修プロジェクトの計画、実施、モニタ

リングにおけるポイントを抽出しハンドブックへの適用性を考察すること。 

２）研 修 

・研修後の業務反映へのモニタリングや情報共有メカニズムを改善すること。 

 

（３）プロジェクトへの提言 

１）全 体 

・MLGRD と県議会職員がプロジェクトの実施運営を更に主導的に行うよう支援するこ

と。 

２）県・村落開発モデルの構築 

・ 対象 2 県によるモデルワードプロジェクトやフィーダー道路改修プロジェクトの計

画、実施、モニタリングにおけるポイントの抽出、ハンドブックへの適用性の考察を

支援すること。 

・VDC の役割や機能の検証を行うこと。 

３）県・村落開発ハンドブックの改訂と普及 

・ハンドブックの他県及び他分野への適応可能性を検討すること。 

・MLGRD によるモデルの普及方法の精査、普及計画の策定及びハンドブックによるプ

ロジェクト実施への助言を行うこと。 

 

（４）合同調整委員会（JCC）への提言 

１）改訂版 PDM の再改訂 

・ターゲットグループ、各目標への指標の明確化等を図るため現行の PDM 改訂版を更

に改訂すること。（再改訂案は付属資料２のとおり） 
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