
事業事前評価表 

 

国際協力機構南アジア部南アジア第二課 

１．案件名（国名）                                 

国名： アフガニスタン・イスラム共和国 

案件名：ナンガルハール農村インフラ改善計画 

The Project for Rehabilitation of Community Infrastructure in Nangarhar 

２．事業の背景と必要性                               

(1) 当該国における農村開発セクターの現状と課題 

アフガニスタン国では全人口の約 8 割が農村部に暮らしており、同国の安定と自立的・

持続的発展に向けて、農村開発の推進が主要開発課題とされている。2002 年以降、国際社

会の支援の下、同国政府は種々の国家プログラムを通じて農村開発を実施してきた。代表

的なものとして、村落単位の開発促進を行う国家連帯プログラム（NSP）が挙げられ、同

プログラムでは全国に約 3 万 2 千以上のコミュニティ開発委員会（CDC）を設置し、CDC

を中心に住民の要望に基づく道路、給水、電力、灌漑整備等のコミュニティ開発事業を実

施している。これら国家プログラムは、2002 年以降一定の成果を挙げているものの、長年

にわたる国内の混乱から、健全な施工業者の不足、契約商習慣の不全、施工監理体制の不

備、コミュニティの意思決定プロセスの未熟等々課題も残っており、より一層の支援が必

要な状況にある。 

また同国では約 570 万人が国外から帰還した難民とされており1、その多くはナンガルハ

ール県を中心とした東部地域に集中しているが、その受け入れに当たっても問題を抱えて

いる。帰還民の受け入れによる人口増加の影響を受け、公共施設利用が低下したり、学校・

保健施設、飲料水へのアクセスが低下したりするなど、帰還民（難民及び国内避難民のう

ち帰還した人たち）の生活立ち上げに対する受け入れコミュニティへの負担増加が発生し

ている。これらの負担増が、同国の深刻な国内政情不安の要因になり得るとともに、同国

の復興及び経済発展の遅滞要因となることから、帰還民の再定住促進が同国の重要課題の

一つとされている。これら課題の解決策として、コミュニティの生活基礎インフラ等の早

急な整備が求められている。 

(2) 当該国における農村開発セクターの開発政策における本事業の位置づけ及び必要性 

アフガニスタン国家開発戦略（ANDS）において「長期的な方針として、地方のコミュ

ニティの統合を促進すると共に、地方のコミュニティ（特に貧しくて弱い人々）の社会的、

経済的および政治的な福祉の増進を図ること」を目標として掲げており、その実現に必要

な生活基礎インフラの整備等を行う本件実施の必要性は高い。国家優先プログラムにおい

ても地方組織の強化を掲げており、本件は同プログラムの目標達成にも貢献するといえる。

また 2012 年 5 月に開催されたアフガニスタン難民に関する国際会議において、難民問題

はすべての国家優先プログラムにて配慮されるべく分野横断的課題であることが確認され

ている。農村開発を通じて帰還民の定着にも貢献する本案件を実施する意義は高い。 

(3) 農村開発セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

2009 年 11 月、日本政府は「アフガニスタン・パキスタンに対する日本の新たな支援パ

ッケージ」を打ち出し、①アフガニスタン自身の治安能力の向上、②元タリバン等元兵士
                                                   
1
 International Conference on the Solution Strategy for Afghan Refugees, to support Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration 

and Assistance to Host Countries (2-3 May 2012, Geneva, Switzerland) 
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の社会への再統合、③持続的・自立的発展のための支援分野に対する支援を実施してきた

（2001 年以降の支援総額は 2012 年 9 月時点で 41.53 億円）。2012 年 7 月のアフガニスタ

ンに関する東京会合において、今後 5 年間で最大約 30 億ドル程度までの規模の支援を行

うことを発表している。JICA は③に貢献すべく、都市・インフラ開発及び農業・農村開発

に重点を置いた支援を実施しており、農村開発を行う本件は、我が国政策に合致する。現

在、ナンガルハール県において「ナンガルハール州帰還民支援プロジェクト（技術協力プ

ロジェクト、2010 年～2013 年）（以下、NRRC）」を実施しており、県政府機関の技術力

及び事業調整能力を強化する支援を行っている。 

(4) 他の援助機関の対応 

国連難民高等弁務官事務所（以下、UNHCR）は、同国政府と共同で、難民の帰還促進の

ための支援事業と帰国後の人道支援段階での法的保護、食糧・シェルターの提供、飲料水

アクセスの改善事業、生計維持支援（研修等）を実施している。 

３．事業概要                                    

(1) 事業の目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

対象地域において、住民のニーズに基づき、必要なコミュニティレベルの基礎的インフ

ラを整備することにより、教育施設や保健施設へのアクセス改善や農村道路の改善を図り、

帰還民及び受入コミュニティ住民の生活環境の改善に寄与する。 

(2) プロジェクトサイト／対象地域名 

ナンガルハール県ベスード郡、スルフロッド郡 

(3) 事業概要 

1) 土木工事、調達機器等の内容  

【土木】農村道路（30.2km） 

【施設】教育施設（14 校）、保健施設（3 件） 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容：なし。 

(4) 総事業費/概算協力額 

総事業費 10.77 億円（概算協力額（日本側：10.76 億円、アフガニスタン国側：0.01 億円） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2013 年 3 月～2015 年 5 月を予定（計 26 ヶ月。詳細設計、入札期間を含む） 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

地方自治省（IDLG：Independent Directorate of Local Governance） 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類 B 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）に掲げる

道路セクターのうち、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：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、同国国内法上作成は義
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務付けられない。 

④ 汚染対策：本事業の対象となる学校・クリニックの水質汚濁や、道路工事中の大気 

質・騒音等の影響に関して、ナンガルハール教育局及び公衆衛生局によって、適切

に配慮が行われる。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域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最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：本事業は既存敷地内での施設整備や既存道路の改修を行う事業である

ため用地取得・非自発的住民移転は発生しない。 

⑦ その他・モニタリング：道路の騒音・振動・水質に関して、ナンガルハール農村復

興開発局が定期的にモニタリングを行う。 

2) 貧困削減促進： 

農村インフラ整備等を通じ、地域住民（帰還民含む）の行政サービスへのアクセス

改善が図られる。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等）： 

教育施設は男女別とし、保健施設は家族（男性）の待合所の設置を検討する。 

(8) 他事業、ドナー等との連携・役割分担 

1) NRRC によって得られた現地情報（ニーズ、社会調査、建設事情等）及び建設業者・

NGO コミュニティの計画立案、実施、維持管理能力を本事業においても活用する。 

2) UNHCR が定住支援を行うコミュニティへのアクセス道路改善による連携、小規模イ

ンフラ整備における役割分担等密接に情報共有を行いコンポーネントを決定した。 

(9) その他特記事項 

プロジェクトサイトにおける事業実績をふまえ、土木・建築の複合事業である本件の調

達代理機関として国連プロジェクトサービス機関（UNOPS）を想定している。 

４．外部条件・リスクコントロール                          

(1) 事業実施のための前提条件 

－プロジェクトサイトの治安状況が極端に悪化しない。 

－アフガニスタン政府がコミュニティ主体の地方農村開発を推進する方針を継続する。 

(2) プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

－同国の政情・治安が悪化しない。 

－想定外の自然災害や物価高騰が発生しない。 

５．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓                    

(1) 類似案件の評価結果 

NRRC の評価等から得られた教訓として、遠隔操作による案件監理を行う場合計画段階

における十分な合意形成、適切な技術者の選定、実施段階における適切な建設業者の選定

が案件の円滑な実施の鍵となることが明らかになっている。 

(2) 本事業への教訓 

本事業も遠隔操作による監理が必要であることから上記教訓を踏まえ、計画段階で土地

や先方負担事項の確保は書面で丁寧に取付けるとともに、協力対象施設の選定は明確な基

準を選定し関係者の合意を得られやすいようにした。また、現地の商習慣を踏まえ適切な

業者が確保され、また工事管理がなされるよう、施工管理マニュアルや入札参考図書（案）

を作成した。 
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６．評価結果                                    

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1) 妥当性 

本事業は「２．事業の背景と必要性」で記述の通り、同国のニーズならびに開発政策と

十分に合致するとともに我が国の援助計画にも合致する。本事業によって対象地域に暮ら

す住民の行政サービスへのアクセスが改善されるとともに、帰還民の再定住に寄与すると

考えられ、本件実施の妥当性は高い。サイト・施設選定についても、明確な基準を設定し

た上で、域内のコミュニティ間の関係性に負の影響を与えないような配慮したことに加え

て、住民とのコンサルテーション・合意形成を実施した上で選定した。 

(2) 有効性 

1) 定量的効果 

指標名 基準値（2012 年） 目標値（2018 年） 

【事業完成 3 年後】 

（教育施設）   

対象地域における使用可能教室数（室） 95 318 

1教室あたりの生徒数（人） 185 55 

（保健施設）   

対象地域において総合及び基本ヘルスセン

ターの 1日の患者数（人） 

250 440 

（農村道路）   

平均走行速度（km/h） 20 60 

道路・橋梁：学校またはクリニックへの最

大アクセス時間（分） 

15 5 

 2) 定性的効果 

① 教育施設：使用可能教室数の増加により、一教室あたりの生徒数の減少が図られ、

帰還民及び受入コミュニティへの教育サービスの充実が図られる。 

② 保健施設：サービスレベルが低いクリニックが、より充実した機能、設備を持つ総

合ヘルスセンター及び基本ヘルスセンターに更新されることで、帰還民及び受入コ

ミュニティはより充実した保健医療サービスを受けることができるようになる。 

③ 道路：走行時間の短縮により、帰還民及び受入コミュニティの学校、クリニック等

の施設へのアクセスが改善する。 

７．今後の評価計画                                 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  6.(2) 1) のとおり。 

(2) 今後の評価のタイミング 

  ・事後評価    事業完成 3 年後 

以上 


