
１－１　協力の背景と概要

全人口の 8 割が農村部に暮らすアフガニスタン・イスラム共和国（以下、「アフガニスタン」

と記す）では、農村開発は同国の安定と持続的発展に直結する重要な課題として位置づけられ

ている。農村復興開発省（Ministry of Rural Rehabilitation and Development：MRRD）は、国家

広域開発計画（National Area Based Development Programme：NABDP）等の国家プログラムを通

じ、住民参加型の地方インフラ開発を推進することを通じて、農村地域の開発ニーズへの支援

を担ってきた。こうした国家プログラムの実施は契約職員や NGO が担い、MRRD の職員（国

家公務員）は実務に組み込まれずに事業が運営されてきた。この現状を踏まえ、MRRD は 2010
年 7 月に戦略方針（Strategic Intent）を発表し、持続的なコミュニティ開発を主体的に実施し

得る組織体制を構築するために、農村開発研究所（Afghanistan Institute of Rural Development：
AIRD）による国家公務員の能力強化に乗り出し、日本政府に対し、コミュニティ主導型開発に

係る実施体制強化のための人材育成支援が要請された。この要請を受け、JICA は MRRD との議

論を踏まえ、「コミュニティ開発支援体制強化プロジェクト（AIRD Strengthening of Community-
led Development Support System Project：AIRDSCLD）」を形成し、2011 年 3 月から 4 年間の予

定で開始した。

AIRDSCLD は、当初、AIRD 及びコミュニティ主導開発局（Community Led Development 
Department：CLDD）の組織体制強化と職員の能力強化をめざし、また AIRD の研修棟新設によ

るハード面の整備も目的とした。しかし初年度より、AIRD と CLDD の意向の不一致、CLDD
局長不在期間の長期化、日本人専門家チームの交代、治安の悪化による渡航・活動制限等が重

なり、人材育成の方向性が定まらず、活動が大幅に遅延したため、プロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）の大幅な見直しを行った。2013 年度後半からは AIRD の人材育成体制強

化に絞り込み、AIRD 教育研修部（Education Training Unit：ETU）が質の高い能力強化事業・研

修サービスを提供できる体制を構築すべく能力強化を行った。

当初予定した本邦専門家チームによるソフト面の支援は治安上の理由により、2013 年 10 月

をもって終了し、2013 年 5 月より同チームに補強人材として従事していた人材マネジメント・

育成を専門とする第三国専門家をリーダーとして登用し、活動範囲を更に絞り込んだ活動計画

を策定したうえで、支援を再開した。またハード面の AIRD 研修棟建設も、治安の悪化による

本邦専門家の退避に伴い、第 3 年次半ば以降は、アフガニスタン人エンジニアが現場での施工

監理を担い、遠隔で日本人コンサルタントが後方支援するかたちで実施された。2013 年 2 月以

降は本邦専門家の派遣は行われず、第三国専門家とローカル人材及び JICA アフガニスタン事務
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所により運営された。

本終了時評価では、2014 年 3 月に改訂された PDM に基づき、2013 年 10 月～ 2015 年 2 月の

活動実績、成果の達成状況を評価５項目の観点から確認し、提言と教訓の抽出を行った。

１－２　協力内容

本プロジェクトは、MRRD の職員及び関係省庁職員、住民で農村開発に携わる人材（以下、

コミュニティ開発ステークホルダー
1
）を育成する機能を MRRD に構築し、能力強化を行うこ

とを通じて、MRRD がコミュニティ主導型開発事業を主体的に実施できる体制の構築をめざす

ものである。

（１）上位目標

MRRD の必要を満たす機能を AIRD が発揮できる組織力を培い、MRRD 内外（他省庁、

国際機関含む）の組織から認められるようになる。

（２）プロジェクト目標

MRRD の必要に応じ、AIRD 教育研修部（AIRD/ETU）が国家プログラムや省内関係部局

と調整・連携し、質の高い能力強化事業やサービスを幅広い分野で提供できるようになる。

（３）成　果

成果１　 ＜組織レベル＞研修や能力強化事業の実施機能強化のために、AIRD が一貫性の

ある系統だった実施手順を導入し、ETU がそれを運用できるようになる。

成果２　 ＜個人レベル＞ ETU の職員が、研修サイクルに基づき、研修プログラムを立案

―実施―評価できる能力を身に付ける。その結果、ETU が MRRD の必要を満た

す研修サービスを提供できるようになる。

成果３　 ＜制度レベル＞ AIRD が国家プログラムや省内関係部局の人材育成プログラム

と調整・統合する仕組みが構築され、MRRD の必要に応じて幅広い分野の能力

向上・研修プログラムを提供できるようになる。

成果４　 ＜組織レベル＞研修や能力向上プログラムを補完するかたちで AIRD の情報発

信、ナレッジ・マネジメント機能が確立され、組織化される。

成果５　 ＜組織レベル＞ MRRD 内の能力向上、研修プログラムを AIRD が実質的に調整

できるよう物理的資源（予算・人員）が配置される。

（４）投　入

【日本側】：総投入額 9 億 986 万円

１）専門家等人材投入

第三国コンサルタント（チームリーダー／人材マネジメント／育成）、ナショナルス

タッフ

２）AIRD 研修棟建設

延床面積：2,742m2（地下 1 階、地上 3 階）

1
　 コミュニティ開発ステークホルダーとは、州知事事務所や各省の州出先機関の担当者、郡開発評議会（District Development

Assembly：DDA）、村レベルのコミュニティ組織であるコミュニティ開発評議会（Community Development Council：CDC）、並び

に開発事業を受託する地元 NGO や事業主を指す。
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主要機能：管理・事務、研修・教育、調査・研究、情報・普及（図書室等）等

３）機材供与

846 万 9,000 円（研修棟家具、OA 機器、会議室音響施設、ソフトウェア等）

４）ローカルコスト負担

約 111 万 9,000 円（現地通貨 230 万 8,162 アフガニ、PDM 改訂後の 2013、2014 年度分）

【アフガニスタン側】

１）カウンターパート（C/P）の配置：15 名

２）プロジェクトオフィススペース：MRRD 庁舎内にオフィス 1 室を提供

３－１　実績の確認

３－１－１　成果１

達成状況：部分的に達成された。

成果１：＜組織レベル＞

研修や能力強化事業の実施機能強化のために、AIRD が一貫性のある系統だった実施手

順を導入し、ETU がそれを運用できるようになる。

指標 1-1： プロジェクトが提案した能力強化戦略（capacity development strategy）を AIRD
が承認し、プロジェクトの協力の下に実行される。

・ 能力強化戦略が 2014 年 2 月に最終化され、プロジェクトによる能力開発活動の企画立

案・実施の方向性を示す枠組みとして作成された。予算不足のため MRRD から研修実施

計画の承認、予算措置が得られず、活用範囲は限定されたが、AIRD 局長、ETU の職員

は今後も引き続き、能力強化戦略をはじめとするプロジェクト成果の活用に前向きであ

る。

指標 1-2：�研修サイクルに基づく包括的かつ実践的な標準研修事業実施マニュアル（SOP）
が採択・活用され、ETU によって SOP に基づいた AIRD 研修事業の運営管理が

なされる。

・ ダリ語の SOP トレーニングマニュアル（案）が 2015 年 1 月に完成し、同年 2 月にトレー

ナー養成研修モジュール（TOT モジュール）を通じて導入された。AIRD は SOP を採用

したが、終了時評価実施時までに実質的な活用実績はない。

指標 1-3：�現存の研修カリキュラム、教材、関連資料、報告書、書類等を整理・電子化し、

蓄積する。

・ 現存する MRRD で実施されている研修カリキュラム等が紙媒体、電子媒体で集積され

２．評価調査団員の概要

日本側

調査団

団　　長　　大島　歩 JICA 農村開発部　第三チーム課長

評価計画１　横田　千映子 JICA 農村開発部　第二チーム主任調査役

評価計画２　森口　隼 JICA アフガニスタン事務所　所員

評価計画３　Haroon Khawar JICA アフガニスタン事務所　プログラムオフィサー

評価分析　　松浦　由佳子 （株）国際開発ソリューションズ　コンサルタント

調査期間 2015 年 4 ～ 6 月 評価の種類：終了時評価

３．評価結果の概要
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た。研修実績データベースは、現行の Access から使い勝手のよい Excel に改訂されたが、

終了時評価時点では旧来の Access データベースが実績管理に利用されており、Excel 版
の必要性は必ずしも高くなかった可能性がある。

３－１－２　成果２

達成状況：部分的に達成された。

成果２：＜個人レベル＞

ETU の職員が、研修サイクルに基づき、研修プログラムを立案－実施－評価できる能

力を身に付ける。その結果、ETU が MRRD の必要を満たす研修サービスを提供できるよ

うになる。

指標 2-1： ETUに属するトレーナーの 90％が 2015年 1月までに研修技術、教授法、ツール、

教材を使いこなして、研修を企画することができるようになる。

・ 教授法の実践研修が 2 回実施され、ETU トレーナーの研修運営や技術の向上が観察され

た。また ETU 全職員は、日常業務のなかで、業務改善に資するコーチング、研修フォ

ローアップのための指導を受けた。プロジェクト終了後に ETU 職員のうち課長、マス

タートレーナー 2 名、トレーナー 1 名の計 4 名が離職したが、将来的に AIRD に予算が

配分され、研修事業が再開されれば、AIRD に戻る可能性はあるとのことである。

指標 2-2：�ETU が実施してきた研修のうち少なくとも 2 つの研修コースについて、包括的

な見直し・改善が図られ、改良版研修を実施したうえで、2015 年 2 月までに改

善効果が測定される。

・ TOT モジュールを通じて、既存の 2 つの研修コース（1. Coordination. 2. Introduction to 
MRRD）が部分的に改良された。研修予算の配分を受けていないため、プロジェクト終

了後はこれらの改訂版研修は実施されていない。

指標 2-3：�ETU トレーナーの少なくとも 9 割以上が 2015 年 2 月までに TOT（10 日間）を

受講する。

・ ETU に配属されたすべてのトレーナーと 4 名の非トレーナー職員が TOT モジュールを受

講した。TOT の準備・実施・モニタリングの過程でも、マスタートレーナー、ETU 課長

らの能力強化に向けた技術指導が行われ、TOT モジュールのフォローアップやカスタム

化、SOP で導入されたツール・様式の改良等に向けた議論が行われた。

３－１－３　成果３

達成状況：達成されていない。

成果３：＜制度レベル＞

AIRD が国家プログラムや省内関係部局の人材育成プログラムと調整・統合する仕組み

が構築され、MRRD の必要に応じて幅広い分野の能力向上・研修プログラムを提供でき

るようになる。

指標 3-1： MRRD 下で実施されるすべての研修を調整する仕組みが構築され、AIRD が主要

な調整機関として機能する。

・ AIRD、チェンジ・マネジメント・ユニット（Change Management Unit：CMU）、国家連

帯計画（NSP） 等と調整し、省内職員や農村開発従事者の能力強化・研修機会に向けた組
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織横断的な協力体制の構築を打ち出した覚書（Memorandum of Understanding：MOU）（案）

を策定したが、MOU の署名はめどが立っていない。一方、プロジェクト終了後、MRRD
は組織全体の改革プロセスの一環として、AIRD、国家プログラム、本省人材部に分散

した人材育成機能の統合を進めている。2015 年 6 月までに国家プログラムのうち NSP、
NABDP、アフガニスタン地方産業活性化計画（AREDP）の研修・人材育成部門は AIRD
新棟にオフィスを移転し、残る 2 つの国家プログラムの転入も近日中に予定される。プ

ロジェクト終了後の MRRD の組織改革の進展に伴い 2016 年 3、4 月頃までに MRRD 内

研修実施部門がすべて AIRD の下に集約される可能性が高まっている。

指標 3-2： 国家プログラムあるいは関係部局と ETU が連携し、国レベルの開発事業従事

者に対する新たな研修コースを少なくとも 1 コース新設・実施し、その結果を

2015 年 2 月までに評価する。

指標 3-3： 国家プログラムあるいは関係部局と ETU の連携の下で、県（Province）レベルの

開発事業従事者に対する新たな研修コースを少なくとも 1 コース新設・実施し、

その結果を 2015 年 2 月まで評価する。

・�2014 年 11 ～ 12 月にかけて、県農村復興開発局（PRRD）に配置されたジェンダー担当

者（Gender Focal Points）向けの研修を MRRD ジェンダー部門と連携し、UN Women の

財政支援を得て、新設・実施した。本研修の評価は 2015 年後半に実施される見込みであ

る。

指標 3-4： パイロット県において MRRD ソーシャル・オーガナイザー（Social Organizers：
SO）の 9 割が 2015 年 1 月までに AIRD 開催の研修を受講する。

・ SO 向け研修は、能力開発部 /NSP（NSP-CDD）が実施する研修との重複が判明したため、

ETU トレーナーが NSP-CDD の研修に共同参加する形に修正され、NSP-CDD 間で合意文

書が交わされたが、NSP-CDD 側の研修運営自体が遅延し、実施に至らなかった。

３－１－４　成果４

達成状況：達成されていない。

成果４：＜組織レベル＞

研修や能力向上プログラムを補完するかたちで AIRD の情報発信、ナレッジ・マネジメ

ント機能が確立し、組織化される。

指標 4-1： 2015 年 2 月までに MRRD が発行した本計画すべての報告書、戦略文書、その他

農村開発関連の書籍、報告書、国家プログラムに関連する文書等を収集し、新設

される AIRD 図書館に蓄積する。

・ 報告書等が紙媒体・電子媒体で AIRD 図書館に整備された。また図書館職員 2 名、広報・

情報管理部（Publication/Information Dissemination Unit：PIDU）職員 2 名は日常的な管理

業務の改善のためのオンザジョブ・トレーニング（OJT）、コーチング等を受けた。

指標 4-2： 2014 年 1、2 月から 2015 年 1、2 月の間に、MRRD 職員による図書館利用が 5 割

増となる。

・ プロジェクト終了時点で図書館運営状況は改善されておらず、MRRD、AIRD 職員による

図書館利用もほぼ無に等しい。終了時評価時も「図書館利用は変化なし」と報告されて

おり、引き続き利用状況は芳しくないと思われる。図書館管理予算も未配分となってい

る。
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３－１－５　成果５

達成状況：一部達成された。

成果５：＜組織レベル＞

MRRD 内の能力向上、研修プログラムを AIRD が実質的に調整できるよう物理的資源（予

算・人員）が配置される。

指標 5-1：2014 年 9 月までに AIRD 新研修棟が整備され、稼働し始める。

・ 2014年 6月 2日の完工検査終了後、MRRDに引き渡され、新棟の家具、研修機材の調達・

据付も完了し、活用されている。ただし、維持管理予算は未配分となっている。

指標 5-2：2015 年 2 月までに新棟の教室等研修スペースの稼働率が 5 割以上となる。

・ 新棟に移転後、2015 年 2 月までの稼働率は収容能力に比し、十分とはいえないと報告さ

れたが、プロジェクト終了後は教室も埋まり、ETU の活動のほか、MRRD 内他部門の研

修活動等に活用されている。

・ 2015 年 6 月後半から 5 つの国家プログラムの研修・人材育成部門が順次、AIRD 新棟に

移転し、新棟の機能は研修機能から人材育成事業の統括オフィス機能に移行しつつある。

ニーズの変化に合わせ用途が拡大し、人材育成機能の強化に大きく貢献すると判断される。

３－２　プロジェクト目標の達成状況

達成状況：限定的。

プロジェクト目標：

MRRD の必要に応じ、AIRD/ETU が国家プログラムや省内関係部局と調整・連携し、質

の高い能力強化事業やサービスを幅広い分野で提供できるようになる。

指標 １： AIRD と国家プログラム、関係部局が共同実施する人材育成関連活動の数が 2013 年

ベースライン時から増加する。（達成状況：未達成）

・ 2013 年当時は AIRD と国家プログラムの連携活動は皆無だったが、プロジェクトは AIRD、

NSP-CDD との間でたびたびミーティングを行い、NSP-CDD が実施する CDC や SO 向け研

修への AIRD 職員の参加に向けた調整に尽力した。NSP-CDD の研修実施が著しく遅延し、

AIRD と NSP-CDD との協働は実現しなかった。

指標 ２： 2014 年 1 月から 2015 年 2 月までの間に AIRD の研修を受講した MRRD 職員のパ

フォーマンスの向上が、第三者によって客観的に裏付けられる。（達成状況：達成

の兆しはあるが、確実な変化は確認できていない）

・ TOT プログラムや SOP マニュアルの完成がプロジェクト終了間際となり、研修受講者のパ

フォーマンス向上の確認は、協力期間内にはされていないが、行動観察や実践研修実施状

況の評価から、研修実務能力の改善がみられた。プロジェクトは ETU 職員の個人的能力の

強化に一定程度貢献したが、主要職員の離職により能力強化の効果は限定的と判断される。

指標３： AIRD/ETU が 2015 年 2 月までに MRRD 内において研修事業の実質的な調整機能を

担うようになる。（達成状況：未達成）

・ パイロット 3 県で SO 向け研修の実施が計画されたが、NSP-CDD が実施する研修との重複

が判明し、AIRD の調整能力や MRRD 内の情報共有が十分とはいえない状況であった。

指標 ４：�2013 年から 2015 年にかけて AIRD が企画・実施する研修領域が拡大する。（達成状

況：未達成）
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・ 大統領選挙の長期化や新政権樹立の遅延の影響に加え、MRRD からの予算配分・ドナー支

援の減少を受け、AIRD の研修実績も減少した。終了時評価時点で 2015 年の研修予算はい

まだ配分されておらず、配分見通しも立っていない。

指標 ５：�AIRD/ETU として、少なくとも 1 コースを新設・実施し、その結果を 2015 年 2 月

までに評価する。（達成状況：部分的達成）

・ UN Women と MRRD の合意に基づき、ジェンダー担当職員（GFP）向け研修を実施した。

３－３　上位目標の達成状況

達成見込み： プロジェクトの貢献及び達成見込みは限定的（ただし MRRD 側の努力による

AIRD 強化の兆しはある）。

上位目標：

MRRD の必要を満たす機能を AIRD が発揮できる組織力を培い、MRRD 内外（他省庁、

国際機関含む）の組織から認められるようになる。

指標： MRRD/AIRD と外部機関との間で、AIRD の研修提供に係る MOU、サービス契約、プ

ロジェクト合意文等が締結される。

・ MRRD 内外から AIRD の研修実施機能への期待が寄せられているほか、研修運営に係る

AIRD の権限が MRRD 内で認知されはじめた。プロジェクト終了後、国家プログラムの人

材育成部門との物理的統合が進み、人材育成・研修運営機能の統合も予定され、AIRD の機

能は拡充する可能性がある。

３－４　実施プロセスの評価

３－４－１ PDM 及び活動計画書（PO）の修正

・ 2013 年 10 月から PDM の修正が議論され、2014 年 3 月に修正版が確定した。修正版で

は支援対象を AIRD に絞り込み、特に ETU の能力強化に焦点が当てられた。新たな PO
も作成され、2014 年 3 月、9 月、12 月に更新された。2014 年 9 月には活動の遅延や外部

環境による制約等を踏まえ、PDM の投入、活動レベルの更新も行われた。

・ プロジェクトは環境・条件の変化をとらえ、柔軟に PDM、PO を修正し、現実的な事業

管理を試みたが、治安の悪化や困難な条件の下で、残された期間内に実現可能な活動や

成果を見いだすのは容易でなく、結果的に修正版にも難易度の高い指標が残り、厳しい

評価結果となった。事後的にみて、本プロジェクトの活動は、他のアクターの事業進捗

の影響や MRRD の予算配分、人材の流動性等を視野に入れ、より現実的な指標の設定が

必要であった。

３－４－２　プロジェクトの遠隔管理

・ プロジェクトリーダーは、アフガニスタン人チームメンバーと対面、またインターネッ

トを通じて密な意思疎通を図り、進捗管理を行い、アフガニスタン人メンバーは、C/P
とチームリーダーの橋渡しも担った。しかし治安上の理由により、リーダーの現地不在

の期間が度重なり、適時のコミュニケーションが取れず、遠隔管理が難しい局面があっ

た。
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３－４－３　プロジェクト運営を妨げた要因

・ アフガニスタン側では、MRRD 大臣の交代が 2 回、AIRD 局長も 2 回交代し、大臣、局

長の不在期間も生じた。日本側も日本人専門家間でリーダーが交代し、最終的に第三国

専門家が引き継ぎ、こうした度重なる体制変更が円滑な意思疎通や信頼関係の構築の妨

げとなったと思われる。また他のプログラム（NSP 等）の遅延により想定したプロジェ

クト活動が実施できず、影響を受けた。また治安が大幅に悪化し、プロジェクト活動が

著しく制約された。

３－５　評価５項目の要約

３－５－１　妥当性：中程度

・ プロジェクトとアフガニスタンの開発政策、日本のアフガニスタン支援政策との整合性

は高いが、ニーズや前提条件を踏まえた妥当性についてより慎重な検討が必要であった

と考えられることから、全般的な妥当性は中程度と判断される。プロジェクト形成期の

AIRD は複数ドナーの支援を得て、10 以上の研修テーマで 63 の研修コースを 196 名のト

レーナーが運営しており、組織能力の拡充ニーズとの整合性は高かった。しかし 2012 年

以降、大半のドナーが AIRD への支援を終了し、研修を担える人材や体制が失われ、人

材、資金の急速な流出により、ニーズが著しく変化した。

３－５－２　有効性：やや低い

・ ハード面では、AIRD 新棟の建設により、AIRD が人材育成を担う物理的な環境は著しく

改善された。AIRD 新棟に国家プログラムの研修・人材育成部門のオフィスが移転しつつ

あり、MRRD の人材育成部門の統合を可能とする環境整備に大きな貢献をした。

・ ソフト面では、人材育成事業を展開するうえで、AIRD/ETU を組織的に強化するツール

として、能力強化戦略、SOP マニュアル、TOT モジュール等が策定・導入された。しか

し 2014 年から 2015 年にかけて予算不足で研修を実施できず、ETU の研修運営能力の向

上の見極めは終了時評価ではできなかった。また主要な ETU 職員の離職のゆえに、ETU
が研修運営能力を組織的に蓄積していくのは現在、困難な状況だが、離職した職員が

MRRD の別部門で研修事業に従事しており、AIRD に戻り、貢献し得る可能性も指摘さ

れた。

・ MRRD は現在 CMU を中心に、人材育成、財務、調達等の省内で重複する機能の一元化

に向けた組織改革を進め、物理的なオフィスの統合も進んでおり、今後、ソフト面での統

合が実現されればプロジェクトがめざしてきた組織的な能力強化に資すると考えられる。

３－５－３　効率性：低い

・ プロジェクトチームは、SOP や TOT モジュール等の開発、実践研修の実施、日常的な職

員への技術支援・助言、国家プログラムとの協働機会の模索等を実施した。投入は成果

の発現におおむね貢献したと判断されるが、投入量に比し、発現した成果が限定された

ため、効率性は「低い」と判断した。PDM 改訂前のプロジェクト期間前半も、治安上の

制約により十分な現地活動ができず、日本側、MRRD 側双方の体制変更とも相まって、

成果の発現に至らなかったことを踏まえれば、協力期間全体を通じた効率性も低いと判

断される。

・ ハード面では、AIRD 新棟は日本人コンサルタントチームが設計を担当し、現地業者に

より建設され、コンサルタントチームの監督下で施工監理が行われた。当初 18 カ月を想
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定した工期は約 6 カ月（172 日間）延長され、うち 57 日分は建設業者が遅延弁済金を負

担したが、それ以外は、天候、治安等の不可抗力により生じた遅延であった。新棟の建

設は、同種の無償資金協力による建設事業と比し、工期、コスト両面において効率的で

あったと考え得る。

３－５－４　インパクト：中程度

・ 新大臣の下で、AIRD と国家プログラムの人材育成機能の統合を含む、MRRD 内の重複

する機能を担う部門の一元化にむけた組織改革が計画されており、物理的なオフィスの

統合は一部実現している。統合が進めば、アフガニスタン国内で最大の国家プログラム

である NSP や NABDP、その他の国家プログラムの研修部門が AIRD に一元化され、ト

レーナー、教材等、研修に必要な資源・ツールが 2016 年前半までに AIRD に物理的・機

能的に集約されることになる。すべてのプログラムの研修を担う AIRD の権限は必然的

に拡大し、AIRDSCLD が蓄積した研修運営に係る資源が活用される可能性が高い。よっ

て、新棟建設が MRRD の人材育成分野の組織改革に与えたインパクトは大きいと判断さ

れる。

３－５－５　持続性：やや低い

・ プロジェクトが AIRD/ETU に蓄積した研修運営に係る知見の継続的活用の見通しは、終

了時評価時点で活動が中断されているため、見極めが困難である。また研修運営の核と

なる ETU 課長、マスタートレーナー 2 名、トレーナー 1 名が離職し、プロジェクトが蓄

積した知見が一定程度失われた。予算不足のため、人材流出を食い止める手段が AIRD
にはなく、AIRD 局長によると 2015 年も年次研修計画として 16 のワークショップの開

催を提出したが、計画も予算も MRRD の承認を得られていない。

・ 一方で、国家プログラムの研修部門と AIRD の統合が完了すれば、AIRD はアフガニスタ

ンの農村開発分野の能力強化を担う中核組織となり、農村開発に従事する全国の人材育

成のために、プロジェクトが蓄積した知見が活用される可能性はある。また国家プログ

ラムと MRRD 本省の財務部門の統合準備も進められ、従来はドナーの支援金が国家プロ

グラムに直接提供されていたが、今後は MRRD 財務部の一般会計に集約され、関係部門

に配分することが検討されている。これが実現すれば AIRD への予算配賦が見込まれる。

３－６　結　論

プロジェクトチームは能力開発戦略や AIRD 人材育成計画、SOP マニュアルのほか、各種ト

レーニング関連報告書を策定・整備した。1 年半に満たない限られた事業期間やチームリーダー

の現地アサインメントの制限、MRRD 内の複雑な人員・組織体制、治安の悪化といった厳しい

活動条件を考慮すれば、設定した成果のうち部分的にせよ、一部の成果を達成したことは評価

されるも、終了時評価時点で、継続が確認できないものがあることから、有効性は「やや低い」、

効率性は「低い」とした。また AIRD の人材育成活動の中核人材として育成された ETU 職員 4
名の離職や、2014 年以降は研修が実施されず、研修予算、新棟維持管理予算が配賦されていな

い現状を踏まえ、持続性も「やや低い」とした。

その一方で、MRRD は新たな組織改革を推進し、国家プログラム及び MRRD 本省で重複する

機能の統合に着手し、一部は既に目に見えるかたちで統合が進んでいる。改革が進めば、2016
年前半までに AIRD はすべての国家プログラムの研修機能を一元的に担う組織となり、プロ

ジェクトが提案した SOP や TOT モジュール等ソフト面の知見、研修施設が幅広く活用される
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可能性が高いことを踏まえ、終了時評価時点のインパクトは「中程度」とした。

３－７　提　言

３－７－１　農村復興開発省（MRRD）に対する提言

・ MRRD は 2015 年 4 月から研修機能の AIRD への一元化を含む組織改革を精力的に推進し、

向こう 6 ～ 10 カ月間での統合の実現を目標としている。改革の進捗状況が適時に CMU
より JICA アフガニスタン事務所に共有されることが望ましい。

・ 統合後の新 AIRD において ETU 及び AIRD の各部門が果たす役割、また機能統合にむけ

た段取りやベンチマークが CMU から具体的に提示されることが期待される。必要とさ

れる役割に応じ、AIRD/ETU が統合に向けた適切な準備を進めつつ、統合前でも ETU や

PRRD 職員に対し、プロジェクト成果を活用した研修を AIRD が実施する機会が与えら

れることが望ましい。このため AIRD が提案した 2015 年の業務計画の精査・承認と予算

配賦が待たれる。

・ AIRD 新棟施設の持続的運用・維持管理のために、早急に MRRD エンジニアリング部に

よる維持管理のモニタリング下に置かれることが望ましい。

３－７－２　JICA に対する提言

・ AIRD への研修機能の統合に向けた MRRD の改革の進捗をモニタリングする過程で、本

プロジェクトの成果（特に SOP、TOT モジュール等の活用）が MRRD 職員の人材育成

に最大限活用されるよう促していくことが期待される。

・ 2015 年 6 月の瑕疵担保期間の終了時に、新棟の運営・維持管理体制の整備状況・予算配

賦状況の確認が求められる。

３－８　教　訓

・ 治安の流動的な国・地域での案件形成では、日本人の投入を前提としない第三国ベースの

枠組み、または遠隔に切り替えることもあらかじめ想定した活動・投入計画が求められる。

・ 遠隔でのプロジェクト実施が必要となる場合は、第三国でのフィールド（技術指導現場）

の確保を通じた専門家と C/P との十分な接点の確保や、C/P（特に上層部）との密なコミュ

ニケーションによる進捗や課題の共有の徹底が必要と思われる。また政策策定・組織体制

強化といったガバナンス支援分野は、そもそも人材（日本人専門家）が少なく、効果的な

協力体制を整えるうえでも難易度が高い。今後数年にわたり組織改革が見込まれる MRRD
向けの支援を遠隔で行う場合は、手法や実施体制が確立された事業を支援する方が成果管

理はしやすいと思われる。

・ 本プロジェクトでは PDM を大幅に修正し、協力範囲を縮小したが、治安悪化の影響は想定

した以上に大きく、大統領選挙に伴う混乱の長期化により、向こう 1 年が見通せない状況

が続いた。紛争影響地域では、政情や治安情勢の変化に活動が大きく左右されるため、状

況に応じた枠組みや指標を柔軟に変更する必要が生じる可能性をあらかじめ織り込むこと

が望ましい。アフガニスタンのような紛争影響地域では、前提条件、外部条件がプロジェ

クトに与える影響の振れ幅が大きく、ロジックモデルが維持できなくなる局面もあること

に留意し、PDM をより柔軟に活用しマネジメントを行うことが必要である。

・ MRRD のような人材の流動性が高い組織では、育成した人材が流出するリスクが潜在的に

高いため、あらかじめ人材流出を軽減・予防する手段を盛り込む必要がある。また紛争影

響地域・国での人材育成はより長期的な視点に立つ取り組みが必要と思われる。
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