
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： カブール首都圏開発計画推進プロジェクト 

分野： 都市開発・地域開発 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）：  48 億円 

協力期間 2010 年 5 月～2015 年 5 月 

（60 か月） 

先方実施機関： デサブ新都市開発委員会事務局（DCDA）、

カブール市役所、都市開発省 

日本側協力機関： N/A 

1-1 協力の背景と概要 

1999年に約200万人であったカブール市の人口は既に400万を超えており、本来の人口吸収能力を超えてい

る状況にある。さらに、現在も急激なスピードで人口増加が続いており、この傾向は少なくとも今後十数年は続

いていき、2025年には650万にまで達すると予測されている。この人口の急激な増加にともない、カブール市で

は地下水位の低下、水質・大気・土壌汚染、国内避難民等の違法住民の増加、交通渋滞、衛生環境の悪化等の

都市問題が深刻化し、道路や上水道等の社会基盤施設の整備が重要な課題となっている。このため、現在のカ

ブール市の北方に隣接するデサブ・バリカブ地域の居住・業務機能等を整備しカブール首都圏の開発を進める

ことが、人口増加への対応、水資源を含む都市環境の悪化の防止のために必要とされている。このような背景

から我が国は2008年から2009年にかけて「カブール首都圏開発計画調査」を実施し、カブール首都圏開発のマ

スタープラン（以下「MP」）を策定した。 

カブール市とDCDAが「MP」に基づく様々な事業の実施主体となるが、両機関とも事業経験が不足しており、

「MP」に基づき事業を実施するためには、この事業実施主体の能力向上を図ることが求められていた。このよう

な背景から、アフガニスタン政府の要請に基づき、JICAはDCDA、カブール市、都市開発省をカウンターパート機

関とする技術協力プロジェクト「カブール首都圏開発計画推進プロジェクト」を2010年5月から2015年5月までの予

定で実施することとなった。 

 

1-2 協力内容 

（１） 上位目標： 「「MP」に基づき、都市開発の基盤となる機関インフラが整備され、首都圏開発が促進される」 

（２） プロジェクト目標： 「カブール首都圏開発事業を推進する基盤が形成される」 

（３） アウトプット： 

1) カブール首都圏開発詳細実行計画が作成される 

2) カブール首都圏開発計画の調整機能が強化される 

3) カブール首都圏の地域開発管理体制・手法が整備される 

4) 各関係機関の社会基盤施設整備事業の実施能力が向上する 

5) 新都市開発公社の新都市開発事業の実施に必要な能力が向上する 

6) カブール市の都市再生事業の実施能力が向上する 

 

（４） 投入 （評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣  3 名（延べ人数）                  機材供与      0 米ドル  

短期専門家派遣  153 名（延べ人数）（１５サブプロジェクト実施）   ローカルコスト負担 3,000,000 米ドル 

研修員受入れ   41 名        第三国研修      63 名 

アフガニスタン側：   

カウンターパート配置   170 名 （DCDA 140 名、カブール市役所 30 名） 

土地・施設提供  DCDA：専門家執務室、カブール市：道路事業の PMU 執務室、KSP 支援の PIU 執務室 

 ローカルコスト負担 0 米ドル 
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II.  評価調査団の概要 

調査者 団  長：  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 

評価補助： 出水幸司 JICA 経済基盤開発部平和構築・都市・地域開発第一課特別嘱託 

調査期間 2013 年 11 月 1 日～2014 年 6 月 30 日 評価種類： 中間レビュー 

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： カブール首都圏開発詳細実行計画が作成される 

 活動はほぼ順調に進捗しており、プロジェクト終了までに達成が見込まれる。 

カブール首都圏開発計画（MP）の見直しが行われ、2010-2014 の詳細実行計画は作成された。パイロット地域

の選定および実施するプロジェクトが選定された。ただし、詳細実行計画は EIA や土地収用の進捗状況など現

状に照らして常時見直すものであり、引き続き修正する必要がある。 

 

3-1-2 アウトプット２： カブール首都圏開発計画の調整機能が強化される 

アウトプットの発現はまだ弱く、調整機能の更なる強化が必要となっている。 

新都市の開発では DCDA が水道公社や電力公社と調整するなど積極的に調整を行っている。また、カブール

市開発では、カブール市役所は関係機関および WB や米国などドナーとの調整等適宜実施している。このように

両市の個別の開発においてはそれぞれ関係機関との調整を行っている。しかしながら本アウトプットで意図する

カブール首都圏全体としての調整機能はまだ弱い。新都市およびカブール市間の調整機能を担うとされるカブ

ール首都圏開発調整委員会（CCGKD）は開催されているが、DCDAおよびカブール市役所の両者が同時に出席

しておらず、情報共有や信頼醸成の場とはなっていない。今後関係機関の役割の明確化および様々なレベルで

の調整メカニズムの更なる強化が必要となっている。 

 

3-1-3 アウトプット３： カブール首都圏の地域開発管理体制・手法が整備される 

アウトプット 2 で上述したように、カブール首都圏における関係機関の権限の調整や協力体制がまだ明確にな

っていないため、本アウトプットの成果はまだ発現していない。プロジェクトでは、都市開発省との都市マネジメン

トに関する協議、DCDA、カブール市、都市開発省職員を対象とした視察研修（日本、トルコ、インド、マレーシア）

を実施するなど、都市開発マネジメントの様々な事例からアフガニスタンにとって適した現実的なアイデアの引き

出しに努めている。一方、2012年6月に承認された国家優先プログラム「都市開発（NPP4）」において、都市開発

省が都市開発の政策官庁であるという位置づけが明確となり、全体のマネジメントや調整機能を負うべきである

と明記された。これを受け、プロジェクトでは、カブール首都圏開発における都市開発省の具体的な役割などを

今後確認する必要がある。 

 

3-1-4 アウトプット４： 各関係機関の社会基盤施設整備事業の実施能力が向上する 

関係者へのインタビューにより、DCDAおよびカブール市の社会基盤事業実施能力は関連SPの実施を通じて

向上していることが判明したが、目標値の設定がないため達成度を判断することはできなかった。 

DCDAにおいてはCDおよびBDSサブプロジェクトを通じて、パーセル1のビジネスプラン、開発ガイドライン、

骨格計画、関連した開発計画の策定支援および民間開発業者に対する規制誘導支援を実施した。また、地域振

興 SP においてパイロットプロジェクトの実施に伴い、関係各機関との調整能力なども育成されてきている。 

カブール市においては、既存カブール市道路改善 SP を通じて道路事業の設計、施工、保守等に関する OJT

を実施している。また、MP 実現のためのゾーニングや区画整理に関する研修の実施を通じて社会基盤整備事

業の能力向上が見られた。 

 

3-1-5 アウトプット５： 新都市開発公社の新都市開発事業の実施に必要な能力が向上する 

活動はほぼ順調に進捗しており、DCDA の組織強化、職員の能力のある程度の向上が見られる。 
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インタビューにより、都市計画の策定、デザイン、入札などビジネスモデルを確立するSP（BDS）や新都市のモ

デル地区（パーセル 1）におけるインフラ整備の SP を通じた OJT により、技術的能力および運営管理に関する

能力が向上していることが判明した。また、これらの OJT が非常に有効であると DCDA 側も評価している。一

方、インフラ事業の実施にあたり土地問題など DCDA 自体が解決すべき課題も多く、当初予定していた時期の

実施は困難となっている。変化する現実に柔軟に対応できる能力を身につけることも DCDA には必要となってい

る。 

DCDA の職員数はプロジェクト開始時には 6 人程度であったが現在約 140 人と飛躍的に増強した。プロジェク

トで配置したアフガニスタン人専門家（リーディングアドバイザー）のポストも中間レビュー時点では 30 人となり主

要な部門にそれぞれ配置されている。これにより、プロジェクト開始時に比べ DCDA の活動範囲が拡大したとと

もに DCDA 職員と様々な活動が一緒にできるようになり、DCDA の組織強化に繋がっている。例えば、新都市開

発の実施準備として DCDA 内に 6 つの分野別タスクフォースを立ち上げ、計画策定や入札準備などを DCDA 職

員とともに実施し能力向上を図っている。今後は、プロジェクトで配置されたリーディングアドバイザーの正職員

化への道筋などプロジェクト終了後の出口戦略の策定が急務となっている。また、プロジェクトでは移転した能力

の組織への定着に向け、引き続き SP の実施を通じた能力強化活動を実施する必要がある。 

 

3-1-6 アウトプット６： カブール市の都市再生事業の実施能力が向上する 

活動はほぼ順調に進捗しており、カブール市の組織強化、職員の能力のある程度の向上が見られる。 

カブール市のマスタープランの改定は 2011 年 6 月に完了し、実施に向けた準備が進められている。 

本アウトプットではカブール市の都市開発における組織強化にも貢献している。都市開発人材育成 SP で形成

された区画整理およびゾーニングのタスクフォースがカブール市の課として格上げされ、また、KSP の PIU が市

の一つの部局として設置された。このように本プロジェクトにより都市開発のための恒久的な部局がカブール市

役所に設置されたことは大きい。また、既存カブール市道路改善 SP においては、道路建設における計画、入

札、実施といった能力構築がOJTを通じて実施されている。アウトプット5同様、今後構築した能力を組織に定着

するための努力が引き続き必要となっている。 

 

3-1-7 プロジェクト目標の達成度 

「カブール首都圏開発事業を推進する基盤が形成される」 

プロジェクト後半に向け以下のとおり強化すべき点は多いが、アウトプットの達成状況から判断してプロジェク

ト終了までにプロジェクト目標の達成が見込まれる。例えば、構築された能力はまだ個々の職員のレベルに留ま

っており、組織としての能力の定着が必要となっている。また、アウトプット 2 で述べたとおり、カブール首都圏全

体の開発における関係機関間の情報共有や調整機能がまだ弱い。新都市開発をどう扱っていくのか政府内で

共通理解を促進する必要があるとともに、既存都市からの知見の共有を行いながら首都圏開発を進める基盤の

形成が求められている。  

なお、紛争影響国におけるプロジェクトの成功は、内部要因以外に治安、政治状況など外部要因に大きく影響

されるため、今後とも負の影響を回避または最小限に抑えるような工夫を取り入れることがプロジェクトでも必要

となっている。 

 

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) 一般市民が首都圏開発を支援しており、本プロジェクが受け入れられていることがプロジェクト進捗に大

きな貢献要因となっている。特にカブール市においては参加型であるコミュニティレベルのインフラ改善

事業の評価が高い。 

(2) プロジェクトの初期の段階では DCDA は職員数および能力の点で新都市開発を実施するには不十分で

あったため、DCDAにアフガニスタン人専門家をプロジェクトで配置した。彼らは日本人専門家からDCDA
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職員への技術移転の仲介役や、DCDA に足りない技術を補填しており、プロジェクトの円滑な実施に貢

献している。 

 

3-2-2 実施プロセスによる阻害要因 

(1) DCDA は新都市開発の実施に際し、50 機関以上とそれぞれ包括協力協定（Interface Agreement）を締結

することとしているが、締結には時間がかかることが多く、その分実施に遅れが生じている。 

(2) 新都市開発に関し、アフガニスタン政府としての統一した見解がまだ構築されていない。そのため関係

機関の役割が明確となっておらず、関係機関間が協力関係というよりも競合関係になっている。関係機

関間の情報共有の機会も少なく、信頼関係がまだ築かれていない。 

(3) 新都市におけるインフラ整備 SP を実施するにあたり土地収用が大きな課題となっている。 

(4) 新都市開発においては土地問題の他クリアしなければいけない課題が多く、当初の計画通りの実施は

現実的には困難となっているが、政府や市民の間で新都市開発に対する期待があまりに大きく、DCDA

は多方面から計画通りの実施を迫られている。これが計画通りの実施を行うべきとする DCDA と着実な

実施を求める日本側との間での様々な対立の元となっている。 

 

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）では、公共サービス

の効果的・効率的な提供、持続可能な開発、民間主導の市場経済の導入、MDG に向けた進捗を目指しており、

本プロジェクトの目的と合致している。またカブール首都圏の急激な都市化に伴う問題を解決したいというアフガ

ニスタン政府および市民のニーズにも合致していた。手法としても首都圏開発を担当する関係機関、すなわち本

プロジェクトの CP 機関の能力向上が急務であったことから技術協力プロジェクトを実施したことは適切であっ

た。更に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。 

 

(2) 有効性 （中程度） 

プロジェクトの有効性は中程度である。アフガニスタンという紛争影響国においては、プロジェクトは今後も治

安や政治的な変化など外部要因により影響を大きく受ける可能性があるが、今後もこれら外部要因に劇的な変

化がなければ各アウトプットの実績から判断して、プロジェクト目標である「首都圏開発 MP の実施能力の向上」

を達成させる見込みは高いと判断できる。 

本プロジェクトではSPの実施や様々なプロジェクト活動の共同作業といったOJTおよび各種研修を通じてCP

の能力向上を図っており、その結果、DCDA およびカブール市の関係職員の都市計画・デザイン、入札図書作

成、入札管理などの都市開発管理業務およびインフラ整備に係る技術的な能力が向上している。これら技術移

転は両 CP 機関からのインタビューにより、ニーズにあったもので都市開発実施に有効的と非常に高く評価され

ていることが判明した。 

CP 機関である DCDA およびカブール市それぞれの能力向上は見られたが、両機関間の情報共有や協力関

係が弱く、両者の信頼関係の醸成には至っていない。これがカブール首都圏全体の開発を実施する上で阻害要

因の一つとなっており、有効性を弱めている。 

 

(3) 効率性 （適切） 

中間レビュー時点では効率性を高める要因と損なう要因の両方が見受けられたが、概ね適切であると判断で

きる。 

プロジェクトは SP によるインフラ整備を実施する準備段階から、実際の建設段階に入ってきている。アウトプ

ット 2 の調整機能の強化がまだ弱いが、概ね他のアウトプットの発現は順調であると判断した。プロジェクト目標

とアウトプットの関係に関しては、6 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であるが、アウトプッ

ト間の目的に重複がありプロジェクト管理を複雑化させていること、また指標が不十分であることが判明し、PDM

の変更を行った。 
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日本側の投入では、現地での滞在期間が制限されているという制約条件がある中、日本人専門家の量、質、

タイミングとも適切であったと判断できる。CPであるDCDAが新組織であり、当初6人と職員数も限られていたと

ころ、プロジェクトでアフガニスタン人専門家を DCDA 職員として投入したことでプロジェクトを円滑に進めること

ができ、プロジェクトの効率性を高めた。 

アフガニスタン側の投入では、カブール市における CP の配置は適切であったが、DCDA において CP となる

重要なポストが長期間空席のままであったり、職員の離職が多かったなど、効率性を損なう要因が見受けられ

た。 

 

(4) インパクト  

中間レビュー時点であるため、上位目標の達成度を判断することは時宜尚早であるが、すでにいくつかの正

のインパクトの兆しが確認できた。例えば、プロジェクトは現地人材の能力開発に貢献している。インフラ整備SP

の実施契約をした現地の建設業者は、SP 実施により技術的なスキル以外にも調達、施工管理など運営管理能

力も身につけている。また、本プロジェクトで、国際的な基準での調達、入札、契約など様々な手続きを教えた

り、日本人専門家と共同作業を行うことで作業標準を見せることにより、長期間の紛争中に低下してしまった参

加型の意識や透明性、アカウンタビリティといったガバナンスの強化に繋がっている。 

 

(5) 持続性  

持続性については、中間レビュー時点では時期尚早なため判断はできなかった。政策、組織、技術、財政面

で持続性に繋がる点が発現している一方、懸念される要因も以下のように見受けられた。 

政策面においては、2014 年後の新政権における首都圏開発の位置づけが不明なこと、アフガニスタン政府内

で新都市の位置づけを含めカブール首都圏の行政体制にまだ統一された見解がでていないこと、また首都圏開

発に重要な水資源開発に関する中長期政策・戦略が定まっていないことが挙げられた。組織面おいては、カブ

ール首都圏開発としての関係機関間の協力体制が構築されていないことが挙げられる。また、技術面では、移

転された知識や技術はニーズに合致しており適切であるが、現段階では個人レベルに留まっており、組織として

の定着には至っていない。また、DCDA に配置したアフガニスタン人専門家は持続性の観点からも益々重要とな

るが、プロジェクト終了後に DCDA 正規職員として移行させる対応策がまだ策定されていない。財政面において

は、ドナーだけではなく政府、民間、ドナーからのバランスのとれた都市開発のためのリソースの確保が鍵とな

っている。 

 

3-4 結論 

プロジェクトは様々な SP、研修、共同作業といった OJT を通じて、カブール首都圏開発マスタープランの実施

機関であるカブール市役所および DCDA の組織強化およびそれぞれの職員の能力強化を図ってきた。その結

果、都市計画・デザイン、入札図書作成、入札管理などの都市開発管理能力およびインフラ整備に係る技術的

な能力が向上している。各アウトプットの発現に関しては、アウトプットの 2 の調整機能の強化がまだ弱いが、概

ね他のアウトプットの発現は順調であると判断でき、今後カブール首都圏開発としての関係機関間の協力体制

の構築とともに調整機能が強化されれば、プロジェクト終了までに目標の達成の見込みは高い。 

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。有効性は現段階で

は中程度であるが、プロジェクト目標の達成は紛争影響国においては政治、治安状況といった外部条件に大きく

影響を受けることから、特に 2014 年後の状況に注視する必要がある。プロジェクトの効率性は投入からのアウト

プットの達成度から適切であった。インパクトおよび持続性については中間レビュー時点において時期尚早なた

め判断はできなかった。しかし、現地建設業者の能力強化やガバナンスへの貢献などすでに正のインパクトの

兆候がみられた。持続性においては、政策、組織、技術、財政面において懸念材料も見受けられた。 

  

3-5 提言 

（1） 首都圏開発MPの実施においては、今後給水施設や広域幹線道路など大規模なインフラ整備が必要である

が、そのための資金調達の戦略がアフガニスタン政府側で統一しておらず、個々の機関で実施するなど戦
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略的な計画となっていない。カブール市および DCDA は率先してこれまでの首都圏開発に向けた努力を政

府内およびドナーに示し、必要な資金の調達を内外に働き掛けるべきである。 

（2） 新都市開発におけるアフガニスタン政府内での統一された見解が醸成されていない。そのため誰が新都市

開発に関し最終的に責任を取るのか、誰が首都圏開発に係る事業のイニシアティブをとるのかが明確にな

っていない。早急に新都市構想に関する統一した見解を明確にすべきである。特に廃棄物管理や公共交通

計画など首都圏全体にかかる行政体制を明確にする必要がある。 

（3） 2014 年の大統領選を控え、今後治安や政治動向が見通せない時期に入り、プロジェクト実施にも影響を及

ぼす可能性がある。プロジェクトとしては、負の影響を最小限に抑えるような戦略を今から立てておくべきで

ある。例えば、日本人専門家がアフガニスタンに入れなくなることを想定し、遠隔でプロジェクトを運営管理

する方法などについて構築しておく必要がある。 

（4） DCDA に配置したアフガニスタン人専門家（リーディングアドバイザー）は DCDA 職員に日々アドバイスを行

ったり、日本人専門家から DCDA 職員への技術移転の仲介役であり、重要な役割を担っている。プロジェク

ト終了後も彼らの役割は重要であり、DCDA の正職員として引き続き勤務し続けることが重要である。DCDA

はそのために彼らの移行計画を早急に策定すべきである。 

（5） DCDA とカブール市間の協力関係が弱く、共通理解や信頼醸成を促すことになっていない。首都圏全体の

開発をより効率的かつ効果的に進めていくためには両者の協力関係をより強固にすべきである。 

（6） プロジェクトで技術移転した知識やスキルは個人のみならず組織に定着しなければならない。特にDCDAで

は離職率が高く、技術移転された職員が辞めると何も残らない、といったケースも散見される。従って、移転

された技術が組織に定着するような仕組みを作ることが重要である。例えば組織内で移転された知識や技

術を関連職員に共有するシステムを構築したり、マニュアルを電子化し訓練を受けていない関係者へのア

クセスを可能としたり、引き継ぎ書を作成することを徹底させるなどの施策を行うべきである。 

（7） DCDA では、自ら新都市開発を実施するようになってきており、プロジェクトとしては良い方向に向かってい

る。プロジェクトも後半期間に入り持続性を考慮し、プロジェクトの主導権を徐々に日本側からアフガニスタ

ン側にシフトしていかなければならない。そのためには日本側は後半にかけ持続性の担保に重点を置くべ

きである。例えば、新都市のパーセル 1 での開発事業では様々な活動に対し DCDA に適切な助言と緊密な

モニタリングを行い都市開発に必要なノウハウを習得させることにより、プロジェクト終了後には他のパーセ

ルの開発にそのノウハウを生かし、アフガニスタン側のみで実施が可能となるだろう。カブール市において

はこのような OJT の方法が功を奏し、パイロットプロジェクトで習ったノウハウを生かしカブール市道路改良

事業がカブール市のイニシアティブにより成功裏に実施されている。 

 

3-6 PDM の改定 

現行 PDM にはそれぞれのアウトプットを産出するために誰が、どのような活動を実施すべきであるのかが不

明である上、アウトプット間の目標が重複しており、活動として実施しているサブプロジェクトがどのアウトプット

にどう関係するのかが明瞭になっていなかった。また、目標の効果を測定する指標に目標値や具体的な指標の

設定がなされていないものが多かった。 

本来PDMでは、活動→アウトプット→プロジェクト目標→上位目標と下から上への論理を適用する。しかし、プ

ロジェクト目標および上位目標が変わらないことが前提であったことから、プロジェクト目標を①新都市開発のた

めの DCDA の能力向上と、②カブール市開発のためのカブール市役所の能力向上、③カブール首都圏全体の

開発（KMAD）のための調整機能の向上、という 3 つの小目標に分け、それぞれの小目標の達成に必要なアウト

プットは何か、そのアウトプット達成のためにはどのような活動が必要か（どのサブプロジェクトが必要か）という

視点から PDM の見直しを行い、PDM を整理した。 
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