
事業事前評価表 

国際協力機構 ネパール事務所 

１．案件名                          

国 名： ネパール国    

案件名： 和名 コミュニティ内における調停能力強化プロジェクト 

        フェーズ２ 

    英名  Strengthening Community Mediation Capacity for Peaceful    

               and Harmonious Society Project Phase II 

   

２．事業の背景と必要性                   

（1）当該国における民主化プロセス支援及びガバナンス・セクターの開発実績

（現状）と課題 

ネパールでは、民主化プロセスの過程で異なった文化や社会的規範が尊重さ

れることでこれまでの「共通の価値観」等の共有が困難になり、また伝統的な

紛争処理方法が機能しなくなる等の状況により、住民間の些細な揉め事（金銭

の貸し借り、名誉毀損、土地・水利用をめぐる争い等）が頻発しており、時と

して政党間の対立にまで発展する状況も散見される。こうした状況の中、地域

のコミュニティ・レベルにおいて争議者双方が受け入れる住民から選ばれた第

三者（調停人）が双方の合意形成の手助けを行う紛争解決方法（コミュニティ

調停）の確立が急務となり、JICA は 2010 年 1 月より本事業の先行案件「コミ

ュニティ内における調停能力強化プロジェクト」を開始した。本案件ではパイ

ロット 2 郡（シンズリ郡及びマホタリ郡）の 20 ヶ村を対象にコミュニティ調停

の実施能力向上を図っており、これまでに 18 人が調停人講師となるためのトレ

ーナー研修を、557 人が調停人研修を修了し、また全 20 ヶ村で合計 451 件の紛

争事案が登録され、うち 78%にあたる 351 件で和解が成立（2014 年 7 月現在）

する等、コミュニティ・レベルでの調停人育成及び紛争解決には一定の成果を

残した。しかし、これまでネパール政府は長らくコミュニティ調停を国の制度

として確立・普及するまでに至らず、現時点でコミュニティ調停を導入してい

るのは全国 75 郡中 31 郡に留まり、また 31 郡においても村レベルでのカバー率

は 28.23％（2014 年 2 月現在）と著しく低い。このような状況において、同案

件の成果を評価したネパール政府は、コミュニティ・レベルでの紛争管理能力

向上は今後の地方開発において重要であり、今後はコミュニティ調停を国家の

社会的サービスと位置づけ、同案件の成果を全国に拡大していくことが課題で

あるとしている。 

（2）当該国における民主化プロセス支援を含む平和構築及びガバナンス・セク

ターの開発政策と本事業の位置づけ 



連邦・地方開発省（Ministry of Federal Affaires and Local Development: 

MoFALD）は地方行政分野のセクター開発政策に位置づけられる地方行政・コミ

ュニティ開発プログラム（Local Governance and Community Development 

Programme II: LGCDP2）（2013/14～2016/17 年度）において、コミュニティ調

停の全国展開を目標の一つとして掲げている。 

（3）平和構築及びガバナンス・セクターに対する我が国及び JICA の援助方針

と実績 

我が国は対ネパール国別援助方針（2012 年 4 月）において平和の定着と民主

国家への着実な移行を重点分野として掲げ、また、JICA 国別分析ペーパーにお

いて協力プログラムとして「民主化プロセス支援プログラム」及び「行政能力

強化プログラム」を設定し、民主的な国家・社会の枠組み作りや行政分野の改

善に取り組むこととしている。 

上述のとおり、2010 年 1 月より先行案件を実施し、パイロット 2 郡 20 ヶ村

を対象に、コミュニティ調停能力向上を目的に実施してきている。 

（4）他の援助機関の対応    

 アジア財団（The Asia Foundation: TAF）をはじめ、英国国際開発省（DFID）

や国連開発計画（UNDP）、米国国際開発庁（USAID）が、コミュニティ・レベ

ルでの調停関連活動を支援しており、今後これらの機関の成果も活用しつつ、

国レベルでのコミュニティ調停の制度を構築していく予定となっている。 

     

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、連邦・地方開発省がコミュニティ調停サービスを全国普及するため

に必要な基盤整備を行うことにより、コミュニティ調停の全国普及のための能

力及び仕組みの強化を図り、もって全国の地域住民のアクセス可能なコミュニ

ティ調停サービスの提供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    

地域研修対象地域：プロジェクト開始約 6 ヶ月後（ベースライン調査後）

に調査結果を元に対象地域を決定。 

普及対象地域（運営管理研修実施対象地域）：31 郡（既にいずれかの村にコ

ミュニティ調停が導入されている郡、対象地域はベースライン調査後決定予

定。） 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ）     

  ・中央：連邦・地方開発省等行政官  

  ・地方：郡開発委員会（District Development Committee：DDC）トレーナ

ーコミュニティ調停センター31郡内の村、村落開発委員会（Village Development 



Committee: VDC）、全国 31 郡の住民（対象地域はベースライン調査後決定予定

のため、受益対象者人数もベースライン調査後に決定予定。） 

（4）事業スケジュール（協力期間）    

2014 年 11 月～2017 年 9 月を予定（計 35 ヶ月） 

（5）総事業費（日本側）  

約 3 億円 

（6）相手国側実施機関  

  ・連邦・地方開発省 地方自治体支援課（Local Body Support Section） 

（7）投入（インプット）    

1）日本側    

・専門家派遣（4 名：総括、副総括/地方行政･コミュニティ分析１、地方行

政・コミュニティ分析２・研修計画策定、研修計画策定２/モニタリング） 

・本邦研修および第三国研修（コミュニティ調停分野、必要に応じて） 

・機材供与（モニタリング車両、事務機器等）（必要に応じて） 

・ローカル・コンサルタント傭上 

・モデル設計に関する費用、モデル検証対象地域における検証用費用 

 2）ネパール国側 

 ・カウンターパート（連邦・地方開発省） 

プロジェクト・ディレクター（連邦・地方開発省） 

プロジェクト・マネージャー（連邦・地方開発省 地方自治体支援課） 

フォーカル・オフィサー（連邦・地方開発省 地方自治体支援課） 

 ・プロジェクト・オフィス 

 ・研修施設 

 ・普及対象地域における研修・モニタリングにかかる経費   

（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 C    

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 年公布）

に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性および影響を受けやすい地

域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限であると判断される

ため。  

 2）ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減 

   社会的包摂やジェンダー平等推進は多民族、多文化のネパールにおい

て中心的な課題であり、コミュニティ調停によって女性を含む社会的弱

者の正義へのアクセス向上と紛争後の平和的な社会構築を目指す。 



（9）関連する援助活動    

 1）我が国の援助活動 

 ・技術協力プロジェクト「コミュニティ内における調停能力強化プロジェ

クト」（2010-2014）において、パイロット 2 郡における調停センターの

設置支援、調停人の研修、調停ガイドラインの作成を行っている。 

 ・技術協力プロジェクト「迅速かつ公平な裁判所能力強化プロジェクト」

（2013-2017）において、モデル 3 郡の地方裁判所を中心とした裁判所の

効率的な紛争解決機能の向上に必要な基盤を整備する。コンポーネント

の 1 つとして司法調停による紛争解決の促進を図っている。 

 ・最高裁判所および法･司法・制憲議会・国会省に派遣中の個別専門家「法

整備支援アドバイザー」（2010-2015）がコミュニティ調停と司法調停の

連携強化や、既存の調停制度の有効な実施を支援している。具体的には、

コミュニティ調停人育成カリキュラム・マニュアルの司法調停人育成カ

リキュラム・マニュアル作成への活用、最高裁関係者のコミュニティ調

停人育成トレーニングへの参加要請、調停評議会へのコミュニティ調停

に対する理解促進等を行っている。 

 2）他ドナー等の援助活動    

  ・ Community Mediation Alliance （ Pro-Public, CeLRRd, RUWDUC, 

SUSS,IGD）：2000 年代初頭からドナーによるコミュニティ調停の実施を

担ってきた NGO が形成したグループであり、本プロジェクトにおいても

調停人研修のリソースパーソンとなることを想定している。 

・アジア財団、DFID、USAID 等：コミュニティ・レベルでの調停関連活動

を支援している。各ドナーの実施状況の情報交換を行い、制度面や質の

面において意見交換を行い、本プロジェクトの研修内容や制度構築に反

映する。  

  

４．協力の枠組み                       

（1）協力概要     

1）上位目標と指標（指標についてはベースライン後決定予定） 

連邦・地方開発省が全国で実施するコミュニティ調停サービスに対し全国の地

域住民のアクセスが可能となる。 

指標 1：コミュニティ調停及び紛争管理に関するネパール国民の認識が XX％

上がる。 

指標 2.：コミュニティ調停の実施された村落開発委員会の数が増える。  

2）プロジェクト目標と指標（指標についてはベースライン後決定予定） 

連邦・地方開発省によるコミュニティ調停の全国普及のための能力及び仕組み



が強化される。 

指標 1：31 郡のうち XXVDC でコミュニティ調停が実施される。 

指標 2：31 郡から中央政府への定期的なレポーティングが実施される。 

指標 3：31 郡のうち XXVDC 住民の半数の住民が紛争解決手段としてコミュニ

ティ調停を認知する。   

指標 4：ロードマップが作成され、連邦・地方開発省から承認される。  

3）成果  

成果１. 全国で実施されているコミュニティ調停を中心とする紛争管理の実施

状況が調査され、分析される。 

成果２. コミュニティ調停の全国展開のための政策及びロードマップが作成さ

れる。 

成果３. コミュニティ調停に関する管理、事務能力が研修を通じて向上する。  

成果４. コミュニティ調停センターが設置され、コミュニティ調停を中心とした

紛争管理、運営が適切に機能し続ける。 

成果５. ドナー、NGO、調停に関係する組織間の調整メカニズム（ステークホ

ルダーミーティング等）が強化される。 

成果６. コミュニティ調停がコミュニティ・レベルの効果的な紛争解決手段とし

て地域住民に認識される。 

 

５．前提条件・外部条件                         

（1）前提条件 

・連邦・地方開発省及及び郡・村落開発委員会において予算措置及び C/P の配

置がなされる。   

（2）外部条件（リスクコントロール）    

・研修を受けた行政官が頻繁に異動しない。 

・地方行政・コミュニティ開発プログラム（LGCDP2）のコミュニティ調停に

対する方針や予算措置に大きな変化が起こらない。 

・本案件で作成された政策及びロードマップが実行に移される。 

 

６．評価結果                                 

本事業は、ネパール国の開発政策、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                   

（1）類似案件の評価結果 

先行案件の評価では、行政サービスの一環として持続性を確保するための対



象村落開発委員会と郡開発委員会でのモニタリング、記録の取りまとめ、報告、

フィードバック制度の確立が十分でなかったとされている。また、紛争管理に

関わる郡レベルの関係者との連携・調整の重要性は認識されるも、紛争の整理

や争議の相互紹介制度などの効果的な調整の仕組みづくりには至っていない点

が指摘されている。 

（2）本事業への教訓    

本事業においては、村落開発委員会と郡開発委員会でのモニタリング、報告、

フィードバック制度が確立されるよう、連邦・地方開発省が中心となり既存の

地方行政報告書のフォーマットにコミュニティ調停を盛り込むようプロジェク

ト計画に反映させる。また、村落開発委員会書記官が村落開発委員会補佐官と

協力して、コミュニティ調停に関する必要なデータを村落開発委員会レベルで

とりまとめ、郡開発委員会で毎月開催される村落開発委員会書記官の会議の際

に郡開発委員会に定期的に報告し、郡開発委員会の郡開発官や社会開発官が各

村落開発委員会書記官にフィードバックする仕組み等を構築する必要がある。 

郡レベル関係者との連携・調整については、郡レベルでの調整メカニズムが

機能するためには、中央レベルでの調整メカニズムが機能することが重要であ

るため、中央レベルでの調整メカニズムを構築しつつ、郡開発委員会が主体と

なって郡レベルの関係者の連携・調整メカニズムを構築することが重要である。 

     

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 か月  ベースライン調査   

事業終了 3 年度  事後評価 

 

以上 

 

 


