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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・イスラム共和国 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：社会基盤・平和構築部 協力金額（評価時点）：97 億 1,270 万円 

協力期間 2010 年 5 月～2015 年 5 月 

（60 カ月） 

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（MUDA）

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伴い、カブール市では地下水位の低下、水質・大気・土壌汚染、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

わが国は 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、「M/P」）を策定した。 

カブール市と DCDA が M/P に基づくさまざま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、M/P 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・イスラム共和国（以下、「ア

フガニスタン」）政府の要請に基づき、JICA は DCDA、カブール市、MUDA をカウンターパー

ト（C/P）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 

「カブール首都圏マスタープランを基にカブール首都圏の都市開発事業の実施が促進され

る」 

 

（2）プロジェクト目標 

「カブール首都圏開発マスタープランに基づいた都市開発を実施する能力が構築される」

 

（3）アウトプット 

1） 新都市開発に係る実施体制が強化される 

2） 新都市におけるインフラ開発事業を実施する能力が向上する 

3） カブール市の都市開発計画に係る実施体制が強化される 

4） カブール市における都市開発プロジェクトの実施・運営能力が向上する 

5） カブール首都圏開発に係る関係機関間で必要な調整が適切に行われる 
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（4）投入（評価時点） 

日本側： 

a） 専門家派遣  長期専門家 3 名（129 MM） 短期専門家 5 名（治安対策、調達）

（44.9 MM） 

b） 業務実施契約 13 サブプロジェクト 

c） ローカルコスト負担  52 億 6,050 万円 

d） 研修員受入れ 92 名  第三国研修 インド 37 名、トルコ 45 名、マレーシア 6 名

（計 88 名） 

アフガニスタン側： 

a） C/P 配置 カブール市：技術副市長、DCDA：財務・調達部長、マーケティング・

セールス部長、維持管理（O&M）部長 

b） 土地・施設提供 DCDA：専門家執務室、カブール市：道路事業のプロジェクト管

理事務所（PMU）執務室、カブール連帯プログラム（KSP）支援のプロジェクト

実施事務所（PIU）執務室 

c） ローカルコスト負担 36 万 2,415 米ドル 

Ⅱ．評価調査団の概要 

調 査 者 アドバイザー：岩間敏之 JICA 社会基盤・平和構築部 技術審議役 

団  長：室岡直道 JICA 社会基盤・平和構築部 都市・地域開発グループ企画

役 

評価企画：岩瀬英明 JICA 社会基盤・平和構築部 都市・地域開発グループ特別

嘱託 

評価分析：渡邉恵子 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 副主任研究

員 

調査期間 2014 年 10 月 17 日～2014 年 10 月 23 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：新都市開発に係る実施体制が強化される 

アウトプット 1 の達成度は高く、プロジェクト完了までに目標を達成する見込みがある。

ただし、残りの期間で持続性を確保するための活動に注力することが望まれる。 

 

指 標 達成状況 

1-1 新都市の開発を管轄

する DCDAに必要な部

署が設置され、必要な

職員が配置される 

・プロジェクトによる専門的アドバイス及び職員の能力強化を

通じて DCDA 体制強化がなされたといえる。組織的には何回

か組織再編成を経て必要な部局が設立されている。例えば、

プロジェクト管理部の設立は DCDA 側がインフラ開発の運営

管理には部として取り組む必要があると能力強化プロジェク

トを通じて認識したからこそできた部署であり、プロジェク

トの成果の一つといえる。 

・DCDA の職員数はプロジェクト実施前の 2009 年時点では 60
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名ほどしかいなかったが、2014 年 10 月時点では 151 名に増

加した。このなかには専門職としてローカル専門家（LA）

26 名も入っている。 

・DCDA は独立行政法人から公社へと移行する計画である。公

社化の申請は新都市開発理事会を通じて既に政府に提出し

ていたが、終了時評価時点ではまだその過程途中であった。

 

３－１－２ アウトプット 2：新都市におけるインフラ開発事業を実施する能力が向上する

アウトプット 2 の達成度は PDM 指標と比較すると限定的といわざるを得ない。しかしな

がら、本アウトプットにおいて多くの目に見える成果を出している。 

 

指 標 達成状況 

2-1 策定されたビジネス

プランや開発ガイドラ

インに基づいて誘導さ

れた民間投資プロジェ

クトの DCDAによる監

理状況 

・2013 年 9 月、DCDA は新都市のパーセル 1〔本プロジェクト

のパイロット地域（830ha）〕の開発において、民間開発業者

と約 10 億ドルの契約の合意に至った。本契約はプロジェク

トで策定したパーセル 1のビジネスプランや開発ガイドライ

ンに基づいたものである。 

・パーセル 1 以外にも、DCDA は独自に四つの地域で土地所有

者等と開発契約を締結した。これは DCDA が独力でビジネス

プランや開発ガイドラインを策定し、入札を実施できる力が

ついたことの証である。  

2-2 新都市開発における

民間企業からの投資が

高まる 

・DCDA は独自に新都市をアピールする DVD やポスター等を

作成しており、関心のある土地開発業者に配布している。都

市開発に係るさまざまな国際会議や国際フェアに参加して

おり、開発業者や民間企業に新都市を宣伝している。これま

で米国、ドバイ、トルコ、インドの貿易フェアや EXPO など

に出向いている。DCDA 職員へのインタビューによると、こ

のような努力の結果、国内外より新都市開発に関する照会が

多く、民間企業からの関心の高さがうかがわれた。 

・ 新都市は、2014 年 12 月に国際的な NPO である“新都市財団”

に加盟する予定であり、2015 年に南アフリカで開催される

「新都市サミット」にも参加予定であるなど、新都市開発に

対する民間企業誘致への努力が確認された。 

 

３－１－３ アウトプット 3：カブール市の都市開発計画に係る実施体制が強化される 

指標の達成状況から判断してアウトプット 3 の達成度は高い。残りの期間でプロジェクト

は達成レベルを保つため新部署の職員への待遇改善への働きかけなど持続性確保に向けた活

動に注力することが望まれる。 
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指 標 達成状況 

3-1 改訂版カブール市マ

スタープラン（M/P）

が 2011 年までに完成

し、承認される 

・改訂版カブール市 M/P は「カブール市マスタープラン改定サ

ブプロジェクト」により 2011 年 6 月に完成し、2013 年 3 月

に議会で承認を受けた。承認プロセスに際しては、MUDA の

支援があった。 

3-2 都市開発に関し必要

な部局が恒久的な部局

としてカブール市に設

置される 

・関係サブプロジェクトによる能力強化活動の結果、カブール

市の上層部が必要性を認識し、新しい部署が以下四つ設立し

た。 

1）市街地再開発課（2013 年 8 月設立） 

2）土地区画整理課（2013 年 8 月設立） 

3）都市交通課（2014 年 3 月設立） 

4）道路維持管理課（2013 年 11 月設立） 

 

３－１－４ アウトプット 4：カブール市における都市開発プロジェクトの実施・運営能力

が向上する 

指標の達成状況及び KSP によるコミュニティ開発事業によりもたらした便益から判断し

て、アウトプット 4 の達成状況は高い。またプロジェクト終了までに達成されると見込まれ

る。土地区画整理の方法はカブール市に大変評価が高く、また技術的にもカブール市に適し

たものであるが、実際職員が独自でゾーニングや土地区画整理を進めていく能力にはまだ達

していない。このため、現場でのさまざまな経験が必要となり、残りの期間で強化した能力

の定着及び組織としての能力強化を図る努力を実施することが望まれる。 

 

指 標 達成状況 

4-1 カブール市職員によ

るカブール市都市開発

監理状況 

・カブール市 M/P に基づいた詳細計画の策定、土地区画整理、

市街地再開発、都市交通ネットワーク及び道路デザイン、維

持管理に関する能力が実地訓練（OJT）、日本及び第三国研修

にて強化された。しかしながら、これらの能力はまだ基礎的

なレベルにとどまっており、カブール市職員が独自で都市開

発を進めていくには更なる能力強化が必要とされているこ

とも確認した。 

・終了時評価時点でカブール市職員のうち延べ 70 名以上がプ

ロジェクトによる研修に参加している。そのうち、52 名が日

本、25 名がインド、21 名がトルコ、3 名がマレーシアの研修

に参加した。 

・カブール市への質問票の結果から、道路維持管理に関しては

「完全に理解ができている」と自己評価しているのに対し、

土地区画整理や市街地再開発については「十分な理解」、ゾ

ーニングや都市交通ネットワークに関しては「ある程度」と

評価しており、分野により能力の習熟状況に差があった。 



v 

・2013 年 11 月より研修した技術や知識を使って、カブール市

第 1地区においてパイロットプロジェクトとして実際の土地

区画整理及び市街地再開発の活動が始まっている。 

4-2 プロジェクト終了ま

でに少なくとも 7 地区

の居住環境整備事業が

終了する 

・カブール市の居住環境整備事業として「カブール連帯プログ

ラム（KSP）」が実施され、終了時評価時点でカブール市の 7

地区（フェーズ 1 で 3 地区、フェーズ 2 で 4 地区）をカバー

した。 

・KSP 事業は成功裏に終了したことを受け、日本大使館が資金

的支援を行い他都市で KSP の実施を予定している。 

・ KSP は当初カブール市の計画部の下に設立した PIU でプロ

ジェクトに雇用されたローカルコンサルタントにより実施

されていた。KSP の実質的な C/P は、実施する地区レベルの

職員であったが、カブール市長が KSP の有効性を認識し、

KSP 事務所に 4 名のカブール市職員の配置が行われた。今後

KSP はカブール市の職務として実施していくことが見込ま

れている。 

 

３－１－５ アウトプット 5：カブール首都圏開発に係る関係機関間で必要な調整が適切に

行われる 

新都市開発における実務レベルでの理解は進んでいるものの、アフガニスタン政府として

新都市開発を含めたカブール首都圏開発に関する共通理解にはまだ課題が残ることから、ア

ウトプット 5 の達成状況は部分的である。 

 

指 標 達成状況 

5-1 アフガン政府内で新都市

構想に関する共通理解が醸

成されている 

 

・ 全体的な新都市開発に関しては、C/P 機関間で共通理解

が醸成されており、日本、インド、トルコ、マレーシア

における共同研修を通じてさらに深まっている。  

・しかし、カブール首都圏開発に関するハイレベルでの関

係機関間の調整メカニズムは存在するが（新都市理事会

等）、実際機能はしていない。また、新都市とカブール

市との間に重複している地区があるなど、権限の整理も

まだされていないことが判明した。 

・新都市開発に限定すると、DCDA は 21 の機関と協力協

定（interface agreement）を結んでおり、新都市開発への

理解が進んでいる。 

・また、新都市の水資源に関しては、水公社との共通理解

も醸成した。また、新都市の外郭道路に関しても関係機

関との共通理解が促進されているなど、実務レベルでの

協力関係は構築されつつあった。  
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5-2 新都市開発において既存

の都市から都市開発におけ

る知見が共有される 

・ 左記指標に関する活動がプロジェクトでは行われてい

ない。評価チームは指標の修正を提案した。  

 

３－１－６ プロジェクト目標の達成度 

「カブール首都圏開発マスタープランに基づいた都市開発を実施する能力が構築される」

終了時評価時点でのプロジェクト目標の達成度は中程度である。カブール市における能力

強化目標は達成見込みが高い。一方、DCDA については、都市開発のデザインや計画ステー

ジにおける能力強化は十分になされていることを確認したが、プロジェクト目標としての達

成度は部分的となった。アウトプット 2 に関して外部要因の影響で予定していた能力強化の

一部（インフラのパイロットプロジェクトの実施を通じた能力強化）が土地、治安、政治の

問題で実施できなかったことが大きい。また、アウトプット 5 のカブール首都圏開発に関す

るアフガニスタン政府としての共通理解にまだ課題が残っているところが、評価が中程度と

なった理由である。 

 

指 標 達成状況 

（1）カブール市職員がカブー

ル市M/Pに沿って自ら都市

計画を策定・管理できるよ

うになる（e.g. M/P が提言

しているゾーニングや市

街地整備の実施など） 

・カブール市においては、都市開発における基礎的な能力

向上が達成された。能力向上活動を通じて、道路維持管

理、土地区画整理、市街地再開発等の手法について知識、

技術の向上がみられた。例えば、関係職員はプロジェク

ト前にはできなかった道路計画のデザインを適切なツー

ル及び方法を使ってできるようになったことが日本人専

門家により指摘されている。これにより、民間開発業者

やドナーが提出する製図を技術的にも判断できることを

意味しており、大きな改善となったことが確認された。

しかしながら、プロジェクトで能力強化したのは基礎的

なところまでであり、今後カブール市が自ら都市開発を

実施するには更なる能力強化が必要であることが確認さ

れた。 

・カブール市では研修等で習得した知識やスキルを他同僚

にも共有する仕組みとして、同僚の前での発表、平行研

修、OJT などが実施されており、組織の能力として定着

させる努力が図られていた。 

（2）DCDA 職員が新都市開発

のために自ら都市計画を

策定・管理できるようにな

る（e.g.現実的な開発計画の

策定、入札図書の策定、入

札管理、民間企業との契

・DCDA 職員は骨格計画、詳細開発計画、都市インフラの

デザイン及び公共施設に関する計画などの策定、レビュ

ー、改訂をできるようになっており、民間開発業者が提

出するこれらの計画書類を判断することができるように

なった。さらに、財務・経済分析を行う能力も強化され

た。 
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約、開発プロジェクトの実

施運営など） 

・DCDA 内で独自に土地区画整理準備を行えるようになっ

ており、区画整理のための民間企業との契約書には、こ

れらの概念が十分に反映されたうえで契約に至っている

ことが確認された。  

 

３－２ 実施プロセス 

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）はプロジェクト実施前に策定された PDM 0

から中間レビューで改訂された PDM 2 まで全部で 2 度の改訂があった。終了時評価時点で活用

されている PDM 2 は、PDM 1 から六つのアウトプットを五つに整理し、二つの実施機関の能力

強化を中心に据えたものとなった。 

新都市開発において、プロジェクトの初期の段階において DCDA には非常に限られた職員し

かいなかったため、都市開発を実施するための人材確保の必要性が高かった。そのため、プロ

ジェクトでは経験豊富な LA を DCDA に配置した。LA は DCDA にない技術的なスキルを補完

し、また日本人専門家から得た知識やスキルを他の DCDA 職員に移転するという仲介的な役割

を担った。しかし、DCDA 側及び JICA 側双方よりプロジェクト終了後の LA の位置づけについ

て懸念が表明されている。 

2013 年初頭より治安状況の悪化により日本人専門家のアフガニスタンへの渡航が制限され、

当時実施されていたサブプロジェクトは日本からの遠隔運営に切り替える、または途中で終了

せざるを得ないものもあった。プロジェクト本体及びサブプロジェクトとも遠隔運営における

影響を 小限に抑える努力を行っており、現地職員とのメールや電話連絡、テレビ会議での協

議など密に実施していた。しかしながら、コミュニケーションギャップ、時差によるタイムリ

ーな対応ができないなどで、円滑なプロジェクト活動の実施に支障を来した。 

 

３－３ 評価結果の要約 

（1）妥当性〔高い（A）〕 

プロジェクトの妥当性は高い。アフガニスタン国家開発戦略（ANDS）（2008～2013）に

おいてカブール首都圏開発は ANDS の重要プログラムとして位置づけられている。また、

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、ミ

レニアム開発目標（MDG）に向けた進捗をめざしており、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

ン政府及び市民のニーズにも合致していた。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 C/P 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。さら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〔中程度より高い（B+）〕 

プロジェクト目標の達成度は、アウトプット 2 に関して新都市における能力開発の一部

が外部条件により実施できなかったこと、またアウトプット 5 の達成にも課題が残ること

から、中程度である。 

しかしながら、両機関ともに技術的スキルや知識がプロジェクト以前に比べ格段に向上
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しており、プロジェクトを通じて両機関職員の姿勢に変化が現れたことはプロジェクトの

成果である。プロジェクトは実施機関の能力強化のみならず、サブプロジェクトの実施を

通じて住民に対し道路、学校、井戸など目に見える成果をもたらしていることは、有効性

を高めることとなった。例えば、既存カブール市道路改善サブプロジェクトでは 12km の

幹線道路と 16km のコミュニティ道路を改良した。チャリカル道路・外郭環状道路計画策

定サブプロジェクトでは、道路のデザインやコスト計算を通じて DCDA の能力強化を行っ

た。実際の道路建設に関しては、公共事業省に引き継がれ現在建設が進んでいる。KSP プ

ロジェクトによりコミュニティ道路がアスファルト舗装され側溝もできるなど、これらの

成果は市民より高く評価されている。デサブ地域振興サブプロジェクトにおいても新都市

内の農村地域のコミュニティを対象にさまざまなコミュニティ活動をパイロットプロジェ

クトとして実施、ローカルコミュニティから高く評価されていることが受益者調査から確

認された。 

 

プロジェクト目標達成の促進要因 

・DCDA に配置した LA は、DCDA のさまざまな部署に配置され、DCDA に足りない技術

等を補完し、また日本人専門家とその他の DCDA 職員との仲介役として、日本人専門家

から受けた技術や知識の DCDA 内での普及等に貢献した。 

・カブール市長及び技術副市長による力強い協力的なコミットメントにより、カブール市

における活動が非常に円滑に実施され、また職員の意識や姿勢の変革に貢献した。 

・日本及び第三国研修は C/P のモチベーションを上げ、また幅広い視点から考える機会を

与えたことで、非常に有益となった。 

・プロジェクト本体の日本人専門家間及びサブプロジェクトの短期専門家とのコミュニケ

ーションは、プロジェクトダイレクター（総括）の強いリーダーシップの下、緊密な調

整が行われており、プロジェクトの円滑な実施に貢献した。 

 

プロジェクト目標達成の阻害要因 

・新都市における土地問題は も重大な阻害要因として引き続き挙げられる。 

・2013 年初頭からの治安悪化はプロジェクト活動及び運営を阻害した。 

・2014 年 4 月に実施された大統領選挙の混乱により治安が悪化し、また、新政権が樹立し

ないことにより DCDA の公社化の動きもストップしてしまった。 

 

（3）効率性〔中程度（B）〕 

アウトプットはおおむね達成されているが、幾つかの阻害要因もみられ、効率性は中程

度である。例えば、治安状況の悪化により、2013 年半ばよりアフガニスタンに滞在できる

日本人専門家の数が非常に限られ、プロジェクト本体も 2014 年 4 月からは完全に日本から

遠隔で運営せざるを得なくなった。遠隔での運営により、タイムロス、コミュニケーショ

ンギャップが生じ、アウトプットの発現に影響した。また、サブプロジェクトのなかには

スコープの変更や途中で中断したものもあり、効率性に少なからず影響を及ぼした。また、

プロジェクト初期段階では、DCDA の職員数が限られ、サブプロジェクトのなかには C/P

が不在であった時期が長く、また離職率が高く技術移転に問題が生じた。 
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一方、さまざまな制約があるなか日本人専門家が期待した役割を適切に果たし、プロジェ

クトダイレクターの下、13 のサブプロジェクトとの緊密な調整がアウトプットの達成に寄

与している。 

 

（4）インパクト〔比較的高い（A-）〕 

インパクトは比較的高い。土地問題、DCDA の組織化、カブール首都圏開発に関するア

フガニスタン政府としての統一的な見解の醸成などの阻害要因が解消されれば、上位目標

が達成される見込みは高い。一方、プロジェクトによる正のインパクトの発現もみられた。

例えば、コミュニティプロジェクトを実施した KSP やデサブ地域振興は、コミュニティ、

そして女性のエンパワメントに貢献した。このようなコミュニティプロジェクトが政府プ

ロジェクトとして実施されていることにより、政府に対する信頼回復にも貢献したと考え

られる。さらに、他ドナーやイニシアティブとの連携・相乗効果も現れている。カブール

市の道路建設に関し世界銀行と区域の調整を行い、カナダ支援の交通安全プロジェクトに

は、サブプロジェクトが策定した路面標識が採用されている。また KSP 手法の有効性を認

識した日本大使館により、アフガニスタンの他 4 都市に拡大していく動きにも発展してい

る。インフラ整備を行ったサブプロジェクトにより雇用されたアフガニスタンの現地業者

は、プロジェクト専門家と協働することにより、彼らの技術的な能力強化にもつながった

ことが明らかとなった。なお、負のインパクトは発現されていない。 

 

（5）持続性〔中程度（B）〕 

持続性は中程度である。ただし、不確定要素が多いアフガニスタンの現状において財政

面での持続性は比較的低い。 

カブール首都圏開発 M/P はアフガニスタン政府の文書として承認された文書であり、引

き続き政府の支持が見込まれる。また、新政府の民間主導型開発アプローチはカブール首

都圏開発の方針とも合致する。したがって、新政府が樹立されてからも引き続き政策的支

持が見込まれる。組織面では、DCDA 及びカブール市とも必要な部署が設立され組織面に

おいて強化されている。DCDA においては職員数も増え、またカブール市においては必要

な部署が新設された。両機関の C/P の組織運営能力も向上されている。ただし、DCDA の

公社化と LA の問題については懸念が残る。技術面では、DCDA においては上記組織面と

同様、LA に定着した技術の持続性について懸念がある。プロジェクトは技術面での持続

性を確保するため、残りの期間で組織強化につながる活動に注力する必要がある。 

カブール市においては、実際の都市開発のインフラプロジェクトを継続し、また、都市

開発に関する新しい方法を常に更新していくことができれば、技術面での持続性は確保で

きる。 

財政面では、新都市及びカブール市の両機関ともインフラ事業の実施にはドナーなど外

部からの資金を必要としている。しかし外部資金については確実に確保できる保証はなく、

財政面での持続性は比較的低い。 

 

３－４ PDM の修正 

上位目標及びアウトプット 5 の指標の変更を提案した。 
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３－５ 結 論 

PDM 指標と比較すると目標達成レベルには届いていないが、プロジェクトは治安悪化に対応

しなければならないという難しい環境のなかで、DCDA とカブール市という二つの C/P 機関の

都市開発における能力強化を確実に向上させた。また、13 のサブプロジェクトの実施を通じて、

目に見える成果も多く出ている。効率性は治安状況の悪化による活動及びアウトプットへの影

響、C/P の不在期間が長かったことや離職の多さ等から中程度であった。インパクトは比較的

高かった。コミュニティプロジェクトの実施を通じてコミュニティ間の連帯感を生み、また政

府への信頼醸成に寄与したことは紛争影響国でのプロジェクトでは大きな効果である。他ドナ

ーやイニシアティブとの連携・相乗効果や現地業者等アフガニスタンの民間企業育成にも貢献

した。一方、持続性については、両機関とも都市開発におけるインフラ整備が外部資金に頼っ

ている状況から、財政面においては比較的低いが、全体的にみると中程度であった。 

 

３－６ 提 言 

（1）プロジェクト期間内で計画された活動の完了 

（2）組織への能力の定着を図る取り組みの実施 

（3）DCDA の将来的なステータスに関する適切な助言の提供 

（4）都市開発におけるアフガニスタン政府内の調整機能強化への助言の提供 

（5）新都市のビジネスプランに対する適切な助言の提供 

 

３－７ 教 訓 

（1）新都市開発においては土地問題や水資源の確保等の重要事項の調査はプロジェクトサイ

トを確定する前に入念に実施し、後々の問題を事前に把握し回避することが不可欠であ

る。 

（2）都市開発のような大規模プロジェクトを実施する際には実施機関の能力が非常に左右す

る。さまざまな関係者のなかで権限の重複や不明瞭な点がある場合は後々困難に直面す

ることとなる。 

（3）住民参加やジェンダーの視点、質の高いインフラ開発は、住民の政府関係機関に対する

信頼を大きく回復させることに貢献する。 

（4）紛争影響国におけるプロジェクトをとりまく治安、政治、社会環境などの変化は、有効

性、効率性、持続性に深刻な影響を及ぼす。しかし、これらの外部要因がプロジェクト

の重要性を必ずしも阻害するものではなく、紛争影響国のプロジェクトを実施する意義

は大きい。本プロジェクトでは、総括の強いリーダーシップの下、日本人専門家が一丸

となって困難な時期にアフガニスタン側と協力して実施してきたことが日本への信頼に

つながり、アフガニスタン側からのプロジェクトに対する評価が非常に高い。紛争影響

国におけるプロジェクト実施には、プロジェクト期間のみの有効性にとらわれない長期

的視点が必要である。 

 

  


