
 1

事業事前評価表 

 

国際協力機構農村開発部水田地帯第二課 

１．案件名                                                 

 国 名： アフガニスタン・イスラム共和国 

 案件名： 和名 農業灌漑牧畜省(MAIL)組織体制強化プロジェクト 

英 名  The Project for Capacity Development and Institutional 

Strengthening of the MAIL (CDIS) 
  
２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における農業・農村セクターの現状と課題 

アフガニスタンにおいて、農業・農村セクターは、GDP の 27.76%（2010－2011, 

Afghanistan Statistic Yearbook）を占める も重要なセクターである。また、アフガニスタ

ンは、 貧国の一つであり、その人口の約 80%は、農村に居住し、農業若しくは農業関連

セクターに依存して生計を立てている。農村においては、季節的および恒常的な失業が、

広範にみられ、かつ増加の傾向にある。このことは、深刻な食糧安全保障上の危機、社

会経済状況の不安定化、違法経済の蔓延、および絶対的な貧困をもたらす原因となって

いる。 

 

農業灌漑牧畜省(MAIL)は、2009 年 10 月より「チェンジ・マネージメント」1と呼ばれる組織

改革のプログラムに取り組んできたが、農業支援サービス2の提供能力はいまだ不十分

である。よって、農村に居住し、農業若しくは農業関連セクターに依存して生計を立ててい

る人々に安定した生活を提供するために、適切な農業政策を策定し、これを実施する能

力のある人材を育成することは、緊急の課題である。 

 

上記の課題に対応すべく、アフガニスタン政府は、日本政府に対し、政策レベル、プログ

ラム／プロジェクトレベルの両方における能力向上および組織体制の強化を通じた農業

支援サービスの提供の改善を目指す技術協力プロジェクトを要請した。 

 

（2）当該国における農業・農村セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

アフガニスタン国家開発戦略 (ANDS)（2008～2013 年） は、アフガニスタンの国家開発

                                                  
1 「チェンジ・マネージメント」とは、端的に言うと「行政機能・能力強化、人材育成」を指す。より具体的には、「農業・農村

開発関連省庁の政策・戦略立案能力及び事業実施監理能力の強化」、「行政機能（国民に届く行政サービスの提供等）

の強化」、「世代を担う若手人材・中核人材の育成」を意味する。 
2 ここで言う農業支援サービスとは、農業灌漑牧畜省(MAIL)及び同省地方局(DAIL)の職員により直接農家に提供され

る農業技術・経営に関する支援のこと。具体的には、圃場レベルの水管理を含む灌漑技術、農業生産性の向上や農作

物品質向上、効率的安定的な農業経営のための適正栽培技術・営農手法の普及を指す。 

技プロ用 



 2

の基本となる政策であり、その他すべての政策は、ANDS と合致するよう策定されている。 

ANDS は、「治安」、「ガバナンス」、「社会経済開発」 の三本柱で構成されている。 

 

2010 年のアフガニスタン復興支援国際会議（ロンドン会議）後、アフガニスタン政府は、

「治安クラスター」、「ガバナンス・クラスター」に加え「農業・農村開発クラスター」、「人間開

発クラスター」、「経済・インフラ開発クラスター」の三つの「開発クラスター」を設置し、

ANDS の重点分野となる国家重点プログラム (NPPs) を策定した。また、農業灌漑牧畜

大臣が、農業灌漑牧畜省、農村復興開発省、水・エネルギー省、麻薬対策省で構成され

る「農業・農村開発クラスター」の調整役に就任した。「農業・農村開発クラスター」には、

「水・天然資源開発」、「農業生産・市場開発」、「農村へのアクセス改善」、および「地方政

府組織の強化」の四つのプログラムがあり、組織体制の強化と人材育成の重要性が強調

されている。本事業は、四つのプログラムの横断的課題(cross-cutting issue)である「組

織体制の強化と人材育成」に資するものであり、さらには灌漑施設の整備を含む「水・天

然資源開発」プログラム、食糧安全保障の実現を含む「農業生産・市場開発」プログラム

とも整合性を有する。 

 

（3）農業・農村セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国及びJICAは、アフガニスタンの持続的・自立的発展のための支援にあたり、「農

業・農村開発」を 重点支援分野のひとつとして打ち出している。JICAは緊急復興向け支

援から自立発展的かつ持続的な開発への移行ステージを見据えた中長期展望に基づい

て各種支援を実施していくこととし、農業・農村開発分野支援プログラムを4つのサブ・プロ

グラム（①チェンジ・マネージメント（行政機能・能力強化及び人材育成）、②水資源開発・

管理、③農業生産性の向上、④農村開発・振興を軸とする協力を行うこととしている。本

事業は、サブ・プログラム「①チェンジ・マネージメント（行政機能・能力強化及び人材育

成）」、「②水資源開発・管理」及び「③農業生産性の向上」に位置づけられる。 

 

当該分野における我が国及びJICAの支援としては、農業灌漑牧畜省(MAIL)への農業政

策アドバイザー（2003～2011）、援助調整アドバイザー（2010～2011）の派遣を通じた農

業灌漑牧畜省(MAIL)の政策・戦略策定能力の向上への貢献、国立農業試験場再建プロ

ジェクト（2005～2011）、中央土壌研究研修センタープロジェクト（2010～2011）、ナンガ

ルハール稲作農業改善プロジェクト（2007～2011）、稲作振興支援プロジェクト（2011～

2016）、コムギ育種素材開発プロジェクト（2011～2016）といった技術協力プロジェクトの

実施を通じたアフガニスタンの農業・農村開発に従事する組織や人材の能力向上支援を

実施している。 

 

また、国際機関を通じた農業生産拡大及び生産性向上支援（FAO連携無償資金協力：
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2010・2011）、カブール県及びバーミアン県における灌漑施設整備（FAO連携コミュニティ

開発無償資金協力：2010・2011）、食糧援助（WFP連携無償資金協力：2006・2007・

2008・2010）、家畜飼料の配布（FAO連携無償資金協力：2010）等を実施するとともに、

日本社会開発基金（JSDF：世銀への拠出）や日本貧困削減基金（JFPR：ADBへの拠出）

を通じた農業経済活性化支援（2002～）、コミュニティ灌漑施設改修（2010）等を実施して

いる。JICAの技術協力によりモデル化された事業（クラスターCDC事業）を無償資金協力

や拠出金事業（JSDF）で面的拡大を図るなどのグッドプラクティスもある。 

 

（4）他の援助機関の対応 

以下、記載する二国間援助機関/国際機関及びそれ以外の二国間援助機関/国際機関に

ついては、基本的に我が国及びJICAと同様、先方政府の国家政策及び国家優先プログ

ラムに沿った形で支援を実施している。各開発クラスターにおいて、定期的にドナー会合

等が開催されており、各二国間援助機関/国際機関ともに重複がない形での支援展開、

相乗効果による成果発現を目指している。 

 

① アメリカ（USAID、USDA（米国農務省））： 

小規模ダム建設サイト検証のための水資源調査（現地調査なし）、商業的農業振興を促

進するプロジェクト、小麦配布プロジェクト、代替生計の確立を目的としたプロジェクト等を

実施している。 

② 英国（DFID） 

国家優先プログラムのサブコンポーネントの一つであるCARD-F（Comprehensive 

Agriculture and Rural Development Facility）、MAILチェンジ・マネージメント(Change 

Management)プロジェクト（第1フェーズ、第2フェーズ）への支援を実施している。 

③EU/EC： 

Kundus川及びPanji-Amu川流域における統合的水資源開発プロジェクト、園芸果樹振興

プロジェクトを実施している。 

③ 世界銀行（WB）： 

主にアフガニスタン復興信託基金（ARTF）を通じた国家連帯プログラム等同分野におけ

る国家プログラムへの支援を実施している。また灌漑施設の復旧・改修プロジェクト、圃場

レベルでの水資源管理能力向上のためのプロジェクト等も実施している。 

⑤アジア開発銀行（ADB）： 

灌漑施設の復旧・改修プロジェクトやバルフ、バーミアン等での農村ビジネス支援プロジェ

クトを実施している。 

⑥その他： 

国連食糧農業機関（FAO）、ドイツ（GIZ）、フランス、オランダ、オーストラリア等多くのドナ

ー/国際機関が同分野にかかる支援を実施している。 
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３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、農業灌漑牧畜省(MAIL)及び同省地方局(DAIL)の職員の能力向上支援（政策

立案支援や人材育成を通した能力向上等）を行うことにより、農業灌漑牧畜省(MAIL)の

実施する農家への適切な農業支援サービスの提供能力の改善を図り、もってアフガニス

タン全土における農業灌漑牧畜省(MAIL)の農家への適切な農業支援サービスの提供の

改善に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

カブール州（人口：約 300 万人）、及びその他の州（事業開始後に選定） 

パイロット・プロジェクト対象地域：バダンバグ中央農業試験場及びカブール市近

郊（FAO 連携コミュニティ開発無償資金協力でリハビリを行っている地域等を想

定） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

農業灌漑牧畜省(MAIL)及び同省地方局 (DAIL)の職員 約 400 名 

プロジェクト対象地域の農家 約 2,000 世帯 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012 年 5 月～2017 年 4 月を予定（計 60 ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

15～20 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

農業灌漑牧畜省(MAIL) 政策計画総局、灌漑局、農業研究局、農業普及総   

局、同省地方局 (DAIL) 

 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

専門家派遣：総括／農業政策、組織強化、業務調整／研修管理、灌漑農業、営農改善、

農業研究、農業普及、組織分析等 

資機材供与：詳細は農業灌漑牧畜省(MAIL)と協議の上、追って決定 

カウンターパート研修：本邦及び第三国 

プロジェクト活動経費 
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2）アフガニスタン側 

カウンターパート及びその他支援スタッフの配置 

プロジェクト事務所の提供 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：B 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「JICA 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公

布)に掲げる農業セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望ましくない

影響は重大でないと判断され、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい

特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため。 

③ 環境許認可：本事業にかかる環境影響評価（EIA）報告書は、同国国内法（国家環

境影響評価政策）上作成が義務付けられていない。 

④ 汚染対策：事業開始後の肥料と農薬による水質汚濁及び土壌汚染に関しては、農

民への営農指導等の啓発活動を通して肥料・農薬は適切に施用及び処分される

ため、特段の影響は予見されない。 

⑤ 自然環境面：対象地は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に該

当せず、自然環境への望ましくない影響は 小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：実施する可能性があるのは、既存施設の改修であるため、本事業実

施に伴う住民移転は予定されておらず、水利権・入会権に関しても、負の影響は生

じないと見込まれる。水利権は現保有者に保証される。 

⑦ その他・モニタリング：本事業は農業灌漑牧畜省(MAIL)が水質、土壌等についてモ

ニタリングする。 

 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

パイロット・プロジェクト対象地域の選定過程において、貧困層や少数民族、障害者など

の社会的弱者のニーズ、ならびにジェンダー平等が十分に反映されるように留意する。ま

た実施される開発事業が域内で不公平感を助長する、あるいは住民間の対立の火種を

生じさせることがないよう十分に配慮する。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

本事業と連携を予定している JICA 実施中の事業は、改良型稲作技術を農家へ普及する

ことにより、稲作地域の生産性の向上と生産量の増加を図ることを目的とした稲作振興支
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援プロジェクト（RIPA：2011～2016）、及びアフガニスタンにおける持続的食糧生産に向

けたコムギ育種素材開発プロジェクト（SATREPS：2011～2016）である。 

また、パイロット・プロジェクト対象地域として、灌漑施設をリハビリ中であるカブール近郊

のFAO連携コミュニティ開発無償資金協力のプロジェクト対象地域を検討する。 

さらに、PEACEプロジェクト（Promotion and Enhancement of the Afghan Capacity for 

Effective Development／未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト：2011～）により、

日本で修士号を取得して帰国する農業灌漑牧畜省(MAIL)職員を本事業の中核人材とし

て活用する予定である。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

農業灌漑牧畜省(MAIL)のチェンジ・マネージメントプログラムの第 1 フェーズ（2010 年 3

月～2011 年 5 月）は、2009 年 10 月にオランダ政府、2010 年 2 月にカナダ（CIDA）、4

月に英国（DFID）、5 月には豪州（AusAID）から資金拠出のあったプールファンドにより、

アメリカのＮＧＯであるアジア財団（The Asian Foundation: TAF)により、実施された。

2012 年 4 月現在、第２フェーズを実施するためのコンサルタントの選定中である。また、

別途アメリカ（USDA）の資金提供を受け、アメリカの NGO である VEGA（Volunteers for 

Economic Growth Alliance)により、能力向上及びチェンジ・マネージメントプログラム

（Capacity Building and Change Management Program for the MAIL, CBCMP）が開

始されている。両事業とも、支援の中心は、農業灌漑牧畜省(MAIL)職員の事務能力など

業務遂行全般に関わる能力向上支援であり、特に技術面での能力向上を目指す本事業

との大幅な重複はないと考えらえるが、重複を避け、相乗効果を出すべく、関係者間で調

整・協議を行う。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標：プロジェクト対象地域において、プロジェクト対象地域の主要作物3の生産性

が向上する。 

指標： 

 プロジェクト対象地域において、プロジェクト対象地域の主要作物の単収がそれぞれ

Ｘ％増加する。 

 

2）プロジェクト目標：農業灌漑牧畜省(MAIL)が、プロジェクト対象地域において主要作物

の生産性向上に資する農業支援サービスを、農家へ提供する能力が向上する。 

指標： 

 プロジェクト対象地域において、主要作物の生産性向上に資する農業技術支援サー

                                                  
3 プロジェクト対象地域別に、対象作物を選出する（例、カブール首都近郊農業における重要作物のブドウ、トマトな

ど）。 
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ビスに対する受益農家の満足率が X%高まる。4 

 農業灌漑牧畜省(MAIL)職員の農業技術支援サービス提供（質及び量）に対する自己

評価が Y%改善する。 

 

3）成果及び活動 

成果１：農業灌漑牧畜省(MAIL)が開発パートナーとの連携強化及び専門家とのコンサル

テーションを通じて、政策立案、プログラム策定・実施管理能力が向上する。 

指標： 

 農業政策専門家とのコンサルテーションにより、農業灌漑牧畜省(MAIL)の政策・プロ

グラムが見直される。 

 農業灌漑牧畜省(MAIL)の主導で、開発パートナー(Development Partners: DP)調

整会合が定期的に開催される。 

 農業灌漑牧畜省(MAIL)が、開発パートナーの支援・資金及び財務省からの予算を国

家優先プログラムに沿って配分することが出来る。 

 

活動 

１－１ 大臣、副大臣、その他上級職員に対し、政策決定、プログラムの策定・実施、モ

ニタリング・評価に関する政策的および技術的コンサルテーションを行う。 

１－２ 開発パートナーとの共同でのプログラム・モニタリング及び運営管理メカニズムを

改善するための技術支援を行う。 

１－３ 年次総会の開催やその他の広報活動を通じて、本事業の成果と教訓を共有す

る。 

 

成果２：農業灌漑牧畜省(MAIL)灌漑局の灌漑農業計画策定・実施管理能力が向上する。 

指標 

 灌漑農業開発に関するマニュアル（将来的な指針や基準づくりのための事例集）が草

稿され、実際の使用を通じて、それらの見直しが行われる。 

 X％の灌漑局職員が研修講師育成研修を受けて、研修講師に認定される。 

 Y%の灌漑局職員が灌漑農業開発技術の研修を受ける。 

 Z％の灌漑局職員が、灌漑農業計画における圃場レベルの灌漑整備（若しくはリハビ

リ）事業を発注するための仕様書を作成し、適切な施工業者を選択し、その工事の施

工管理が出来るようになる。 

 プロジェクト対象地域のα％の農家が、研修展示圃場に於いて農業生産性向上に資

する灌漑管理技術の研修を受ける。 

 プロジェクト対象地域のβ％の農家が、教わった灌漑管理技術を自分の圃場で試行

                                                  
4 詳細については、4．協力の枠組み（1）協力概要の 4）プロジェクト実施上の留意点に記載の通り、本事業開始後、農

業灌漑牧畜省(MAIL)と協議を行った上で 終決定し、第 1 回の合同調整委員会(JCC)で承認を得る予定である。 
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する。 

 

活動 

２－１ 灌漑局の組織分析及び職員の能力評価調査（現職職員の能力、研修ニーズ含

む）を実施する。 

２－２ 組織強化のための工程表(roadmap)と能力向上計画を作成する。 

２－３ 灌漑局の各種政策や上位計画にかかる、政策的および技術的コンサルテーショ

ンを行う。 

２－４ 研修講師を育成するため、パイロット・プロジェクト対象地域において、既存灌漑

施設のリハビリを中心とした実証事業を行い、灌漑農業開発プロジェクトの計画、

管理、モニタリング、評価に関する実地訓練(OJT: On-the-Job-Training)を実施

する。 

２－５ 上記実地訓練を補完する各種研修を本邦及び／若しくは第三国で実施する。 

２－６ 上記実地訓練及び研修を通じて得られた知見をもとに、灌漑農業に関する将来

的なデータベースの整備指針を策定する。 

２－７  上記実地訓練及び研修を通じて得られた知見をもとに、灌漑局職員及び農民向

けの灌漑農業に関するマニュアル（将来的な指針や基準づくりのための事例集）

の策定・集積・共有を行う。 

２－８ 講師育成研修(TOT: Training of Trainers)により育成された講師が、プロジェクト

対象地域において、灌漑局、州 DAIL（農業灌漑牧畜局）に対し、研修を実施す

る。 

 

成果３：農業灌漑牧畜省(MAIL)研究局と普及局が連携し、地域ニーズ及び開発ポテンシ

ャルに応じた適正栽培技術及び営農手法5の開発普及を一体的に実施する能力が向上

する。 

指標 

 2014 年 11 月（中間レビュー）までに、プロジェクト対象地域の適正栽培技術・営農手

法の候補が少なくとも X 個、特定される。 

 2017 年 4 月（プロジェクト終了時）までに、研究局と普及局の連携により、研修展示圃

場に於いて、プロジェクト対象地域の Y％の農家に適正栽培技術・営農手法指導がな

される。 

 2017 年 4 月（プロジェクト終了時）までに、プロジェクト対象地域の Z%の農家が教わ

った適正栽培技術・営農手法を自分の圃場で試行する。 

 研究局が研究局年次総会（Annual Review Meeting)を定例化するための制度を確

立する。 
                                                  
5 ここで言う「適正栽培技術及び営農手法」とは、プロジェクト対象地域の自然条件に合致し、農家にとって 「社会・文化

的に受け入れ可能（culturally acceptable）」、「経済的に実施可能（economically feasible）」、「技術的に実行可能

（technically viable）」且つ「環境に優しい（environmentally sound）」技術・手法である。 
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活動 

３－１ プロジェクト対象地域の農業生産・流通等にかかわる現状、制度について、調査

を実施する。 

３－２ 現行及び計画中の研究および普及活動が、地域ニーズ及び開発ポテンシャルに

応じたものであり、且つ研究と普及が一体的に実施されているか、見直しを行う。 

３－３ 研究局と普及局が連携し、適正栽培技術・営農手法普及計画を策定する。 

３－４ パイロット・プロジェクト対象地域に於いて、研究局と普及局が連携し、適正栽培

技術・営農手法を普及するための研修展示圃場を設置する。 

３－５ 研究局と普及局が連携し、パイロット・プロジェクト対象地域の研修展示圃場にお

いて普及活動を実施する。 

３－６  研究局が、研究・普及活動の一体化及び中央・地方農業試験場ネットワーク強化

のための研究局年次総会を開催する。 

 

成果４：プロジェクト対象地域の州 DAIL（農業灌漑牧畜局）が、地域コミュニティのニーズ

と開発ポテンシャルを踏まえた、農業支援サービスを農家に提供する能力が向上する。 

指標 

 州 DAIL 職員の X%以上が農業支援サービスを計画通りに、パイロット・プロジェクト

対象地域の Y％の農家に提供することが出来る。 

 州 DAIL（農業灌漑牧畜局）と他農業農村開発クラスターの政府機関との情報共有／

交換のための合同会議が、定期的に実施される。 

 

 

活動 

４－１ プロジェクト対象地域の州 DAIL（農業灌漑牧畜局）の組織分析及び職員の能力

評価調査（現職職員の能力、研修ニーズ含む）を実施する。 

４－２ 州 DAIL（農業灌漑牧畜局）が、パイロット・プロジェクト対象地域に於ける研修展

示圃場の設置に参画する。 

４－３ 州 DAIL（農業灌漑牧畜局）が、研修展示圃場に於ける農民に対する適正栽培技

術・営農手法普及活動に参画する。 

４－４ 州 DAIL（農業灌漑牧畜局）が、パイロット・プロジェクト対象地域に於いて、農家

訪問を通じて、農業支援サービスの提供を行う。 

４－５ 州 DAIL（農業灌漑牧畜局）と農業・農村クラスター関連政府機関との連携を強化

する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

 農業灌漑牧畜省(MAIL)の役割は「農業生産性・農業生産の向上、農業インフラのリ
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ハビリ・整備を通じたアフガニスタン経済の成長と食糧安全保障に寄与する」ことにあ

るが、同省の政策立案、プログラム／プロジェクト形成能力はその役割を果たすには、

不十分な状態にある。この状況を改善するためには、政策面（成果１）・技術面（成果

２、成果３）双方への支援を同時に実施していくことが必要である。また農業灌漑牧畜

省(MAIL)職員（中央）の技術レベル向上の成果を現場の農家に提供するためには、

同省地方局(DAIL)の巻き込み及び職員の能力向上（成果４）が重要である。成果１～

成果４を達成することにより、農業灌漑牧畜省(MAIL)がより適切な農業支援サービス

を農民に提供できるようになることが期待できる。 

 本事業は、カブール州に於いてまず開始し、事業の進捗ならびに治安情勢等を判断

の上、農業灌漑牧畜省(MAIL)と共にその他の州も対象地域とするか検討する。 

 本事業のパイロット・プロジェクトは、まず、カブール州のバダンバグ農業試験場を中

心に実施するが、その他のサイトについては、事業の進捗ならびに治安情勢等を判

断の上、農業灌漑牧畜省(MAIL)と共に、我が国のコミュニティ開発無償（ＦＡＯ連携）

により幹線及び二次水路の改修が実施されている地域等もサイト候補として検討す

る。また、モデル性（土壌、水、栽培作物等）、展示効果、地域農民のニーズ等も考慮

する。 

 本事前評価表に記載されている上位目標、プロジェクト目標、成果の指標は現状案

であり、指標入手手段と共に、本事業開始後、農業灌漑牧畜省(MAIL)と協議を行っ

た上で 終決定し、第 1 回の合同調整委員会(JCC)で承認を得る予定である。 

 上位目標の達成には、アフガニスタン全国に於ける治安の改善が も重要であり、

2014 年の米軍撤退をにらみつつ、今後の展開を考えていく必要がある。 

 2014 年の米軍撤退に伴い、NATO（北大西洋条約機構）加盟国からの支援が激減す

る可能性がある。農業灌漑牧畜省(MAIL)への負の影響を 小限とすべく、開始当初

より他開発パートナー（ドナー、ＮＧＯ等）との連携・協力を視野に入れて、本事業を実

施するよう留意する。 

 アフガニスタン政府では、正規職員（公務員）と各ドナーが雇用した契約スタッフとの

間には大きな賃金格差があり、これが、正規職員（公務員）の意欲・能力向上の妨げ

になっている。このような状況を改善するため、世界銀行が中心となってアフガニスタ

ン復興信託基金（ARTF）を通じた「成果発現のための能力向上」(Capacity Building 

for Results Facility: CBR)プロジェクトが開始されている。農業灌漑牧畜省(MAIL)の

職員も対象となるため、同事業と綿密な連携・協力を行う。 

 

（2）その他インパクト 

特になし。 
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５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）事業実施のための前提 

 プロジェクト対象地域の治安が極端に悪化しない。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

 農業灌漑牧畜省(MAIL)が活動の実施に十分な数の農業関連技術者、研究者、普及

員を、採用できる。 

 訓練を受けた農業灌漑牧畜省(MAIL)及びプロジェクト対象地域の同省地方局(DAIL)

職員が大量に離職しない。 

 政治的介入、利害関係者間の衝突や、これらによるプロジェクトの妨害行為が起きな

い。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

 農家に農業支援サービスを提供するための交通インフラ（道路、橋など）の状況が悪

化しない。 

 主要な開発パートナーが農業灌漑牧畜省(MAIL)主導の開発パートナー支援協調に

協力する。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

 プロジェクト対象地域の治安が、比較的安定している。 

 ＦＡＯ連携コミュニティ開発無償による灌漑施設リハビリ事業が予定通り進捗・完了す

る。 

 洪水や干ばつなどの自然災害によって、プロジェクト対象地域の主要作物の収穫が

大きな被害を受けない。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、アフガニスタンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致して

おり、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

稲作適正技術の開発と普及を目指した技術協力プロジェクト「ナンガルハール州稲作農

業改善プロジェクト（2007～2011：RIP）」において、①新しい技術を普及していくには、そ

の技術が有効であることを現場で実証すること、②研究者、普及員、及び農民が積極的
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にプロジェクトに参加し、彼らが活躍できる場面を提供していくことが、極めて重要である

ことが指摘されている。 また、DFID 等が支援する MAIL チェンジ・マネージメント

(Change Management)プロジェクト（2010～2011）第１フェーズにおいて、①カブール（中

央）で行われているチェンジ・マネージメントの成果が、農業灌漑牧畜省(MAIL)と同省地

方局(DAIL)の連携の弱さや同省地方局(DAIL)の能力不足により、地方での農民への適

切な農業支援サービスの提供につながっていない、②正規職員（公務員）ではなく各ドナ

ーが雇用した契約スタッフがプロジェクトの主な受益者となっている、ことが指摘されてい

る。 

よって、本事業においても、新しい技術を普及し、有効性を証明するための現場、すなわ

ち、パイロット・プロジェクト対象地域を持ち、研究者、普及員、及び農民が積極的にプロジ

ェクトに参加できる場（一体となって開発・普及・実践に取り組む場）を持つこととする。ま

た、中央での組織強化及び職員の能力向上の成果が、地方にも普及するよう、州 DAIL

の職員を巻き込んで事業を実施する。さらに、本事業では、契約スタッフではなく、正規職

員（公務員）が能力向上支援の主な対象となるよう配慮する。また JCC 等の場でカウンタ

ーパートが事業計画や成果の発表を行うなど、同省職員が継続的に能力向上の意欲が

付与されるよう留意する。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業開始 6 ヶ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3 年後 事後評価 

 

以上 


