
 

 

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 調査分析能力の強化を通じた地方行政研修の質向上プロジェクト 

 英名 Project for Improving Local Governance Training through  

Capacity Enhancement on Research and Analysis 

  

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国におけるガバナンスセクターの現状と課題 

ネパールでは現行、暫定 3か年毎の計画に沿って国家開発が進められている。現

在実施中の第13次三ヵ年計画（2014～2016年）は、ネパール国民全ての生活水準を

向上させ、2022年までの後発開発途上国（Least Developed Country: LDC）卒業を目

標としており、特にガバナンスセクターについては、「効果的な（行政）サービスの提

供」が指針となっている。  

1999 年には地方自治法が制定され、中央から地方への行政事務・権限の委譲を

念頭に、連邦・地方開発省を含む地方自治の枠組みや地方自治体が有する事務・権

限が規定された。しかし、1996 年から 2006 年まで続いた紛争後、民主主義に基づく

連邦共和制への移行の中で、地方選挙は 1997 年を最後に実施されていない。ネパ

ール政府は地方議会が成立するまでの暫定期間として、連邦・地方開発省から配属

された郡開発官を中心とした地方行政運営を行っているが、地方議会の不在により

分権化が進んでおらず、行政サービス提供は非効率なものとなっている。 

 

（2）当該国におけるガバナンスセクター及び地方行政能力開発に係る開発政策と本

事業の位置づけ 

このような状況下で、上記開発計画が定める「効果的な（行政）サービス提供」を、

地方行政のプロセスに内在化させることを目標として、ネパール国ガバナンスセクタ

ーの国家プログラムである「ローカルガバナンス/コミュニティ開発プログラム (Local 

Governance and Community Development Programme: LGCDP)」が設計された。 

2013 年から開始された LGCDP フェーズ 2（以下、LGCDP II）の活動が進む中で、

第 13 次国家開発計画が規定する、行政サービスの向上のためには、サービスの提

供側（「供給サイド」）と受け手側（「需要サイド」）双方の能力強化が不可欠であること

が政府およびドナーにより認識されるに至った。サービスの提供側にあたる地方行政

に携わる人材の研修ニーズへの対応は、「地方開発学院法 2049（LDTA Act）（1993

年）」にて設置されている地方開発研修学院（Local Development Training Academy: 



 

 

LDTA）がその任を担っており、地方行政体の能力開発と能力向上プログラム実施を

国レベルで行う唯一の機関として、LGCDP II への積極的な関与と貢献が求められて

いる。 

しかし、LDTA は従来、外部雇用のリソースパーソン等に頼っての研修実施や、研

修センターの場所貸し的な運営を行ってきた結果、「地方開発学院法 2049」が規定す

る、（1）調査研究を実施し、（2）得られた結果を質の高い研修実施に反映させ、（3）そ

の後の研修実施をより豊かなものにするために知見を蓄積する、という LDTA に本来

求められている機能を提供できていない。本事業では、研修に先行する調査（アクシ

ョンリサーチ）と、研修を振り返っての分析（ナレッジ蓄積）から成る上記のサイクルを

LDTA 内に構築することを通じて、「地方開発学院法 2049」が求める「アクション・リサ

ーチに基づく研修学院」の実現に寄与する他、より効果・効率的な行政サービス提供

のために LGCDP IIが直面する地方行政体の能力強化ニーズに対し、LDTAがより自

立的かつ的確に貢献することを目指す。 

 

（3）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 

我が国は国別援助方針の重点分野「平和の定着と民主国家への着実な移行」に

て「行政分野の改善」を目標に掲げており、「行政能力強化プログラム」として、これま

で住民参加型の地域開発や各セクターでの仕組み・制度構築に関する技術協力プロ

ジェクトを展開してきた。「地方行政強化を通じた流域管理向上プロジェクト

（PWMLGP）（2009-2014）」「ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト

（GeMSIP）（2009-2014 ）」「コミュニティ内における調停能力強化プロジェクト

（COMCAP）（2010-2014）」等がこれに該当し、本事業もこれらの協力を通じて実施し

てきた地方行政強化への支援の一環に位置付けられる。 

 

（4）他の援助機関の対応 

LGCDP II下ではドナー協調が推奨されており、ネパールの地方行政セクターへの

貢献を行う開発パートナーは、LGCDP II のフレームワークの中での貢献を、「財政プ

ール支援」（資金の投入）、もしくは「連携支援」（LGCDP II の目標を共有しつつ、プロ

ジェクトをドナーが個別に立ち上げ、LGCDP IIへの連携(align)の形で実施されるもの）

のいずれかの形で実現している。財政プール支援には DFID、ノルウェー、SDC、デン

マーク、UNDP等が参画しており、連携支援を通じては、JICA以外にもUSAID、GIZな

どが LGCDP II の目標達成に資する個別事業を展開している。一方、LDTA を主たる

能力強化ターゲットとして据える事業は、LGCDP II の中でも JICAの本事業のみであ

る（LDTA は、LGCDP II のための研修実施機関として同プログラムと覚書を交わして

おり、LGCDP IIの目標達成のための数多くの地方行政体向け研修の実施を担ってい

るが、LGCDP IIから直接の能力強化は受けておらず、LDTAの限られたキャパシティ



 

 

が課題となっている）。 

 

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、「地方開発学院法 2049」が規定する、（1）調査研究を実施し、（2）得ら

れた結果を質の高い研修実施に反映させ、（3）その後の研修実施をより豊かなもの

にするために知見を蓄積する、という LDTA に本来求められている機能の強化を行う

ことにより、包括的なメカニズムを LDTA（本部カトマンズ）ならびに地方開発研修セン

ターに構築し、地方行政に携わる人材の能力向上に寄与するものである。また、協力

プログラム上の位置づけとしては、JICA がこれまで地方行政分野において実施して

きた多様な協力成果に関し、本プロジェクトにて研修モジュールへの反映可能性を検

討することを通じて、成果の一元化に貢献することが期待される。 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

主な対象地域は、LDTA 本部があるカトマンズ、ならびにプロジェクトのパイロット

活動を展開する、LDTA 傘下の地方開発研修センターの活動地域とする。具体的に

は、①ジャパ農村開発研修センター(Jhapa RDTC) 、②ポカラ都市開発研修センター

(Pokhara UDTC)、そして、③スルケット女性開発研修センター(Surkhet WDTC)の 3 カ

所が、LDTA と協働しつつ、プロジェクトのパイロット活動を主導する。  

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

 直接受益者：LDTA カトマンズ本部ならびに傘下の地方開発研修センター 技

術職員 30 名程 （行政サービスの提供側（「供給サイド」）の能力強化を担う

者） 

 間接受益者：LDTA カトマンズ本部および傘下の地方開発研修センターが本

事業を通じて規格化する研修モジュール使用の研修に参加する、地方行政体

の関係者 全土 3,276 の村開発委員会（Village Development Committee: 

VDC）より各 3 名、計 10,000 名強、及び、全土 75 の郡開発委員会（District 

Development Committee: DDC）より各 30名、計 2,250名（見込み） （行政サー

ビスの提供を担う者（「供給サイド」）） 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2015年 8月～2019年 7月を予定（計 48 ヵ月） 

（5）総事業費（日本側） 

約 4.53億円（予定） 

（6）相手国側実施機関 

地方開発研修学院（Local Development Training Academy: LDTA） 

連邦・地方開発省（Ministry of Federal Affairs and Local Development: MoFALD） 

（7）投入（インプット） 



 

 

1）日本側 

1）日本側  

 専門家：チーフアドバイザー/研修マネジメント、トレーニング・モジュール

開発、業務調整/研修計画、その他、必要に応じて短期専門家（アクショ

ン・リサーチやアダルト・ラーニング等） 

 ネパール人コンサルタント（必要に応じて） 

 パイロット活動にかかる費用 

 供与機材： 車両、パソコン、ラップトップ、プロジェクター、その他、パイ

ロット活動の実施に必要な機材 

 研修：ネパール国内、本邦、ならびに/もしくは第三国（マレーシア国立行

政研究所等） 

2） ネパール国側 

 カウンターパート（C/P） :  

プロジェクト・ディレクター 

プロジェクト・マネジャー 

LDTA カトマンズ本部及び地方開発研修センター（農村開発研修センター、 

女性開発研修センター、都市開発研修センター）に所属する技術職員 

 サポート・スタッフ（必要に応じて配置） 

 日本人専門家のオフィススペース 

 活動で必要となる資料及び文書の提供 

 各種関連設備、機材（詳細はネパール側と協議） 

 経常経費（電気、水道、通信、カウンターパートの給与・国内旅費等） 

 

（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 4月制定）が掲げる、影響を及ぼしやすいセクター・特性および影響を

受けやすい地域には該当せず、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：本事業では、ネパール国ガバナン

スセクターの国家プログラム LGCDPIIが重要課題としている、「ジェンダー平等と

社会的包摂（GESI）」を研修テーマの 3つの柱のうちの 1つとして取り上げる。 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 



 

 

2010 年 10 月より 2014 年 9 月まで実施された「コミュニティ内における調停能力強

化プロジェクト（COMCAP）（2010-2014）」は、「ローカルガバナンス/コミュニティ開発プ

ログラム (LGCDP)」のアウトプット 6 に貢献する支援として位置づけられてきた。第 2

フェーズが 2015年 7月より実施中である。 

2）他ドナー等の援助活動 

 ドイツ国際協力公社 (GIZ)：ネパールにおける地方行政体の能力開発支援

(SCDLB)（2012-2014） 

 国連開発計画(UNDP)：LDTA- UNDP 紛争予防パートナーシップ・プログラム 

(CPP) 

 国連児童基金(UNICEF)：村開発委員会(VDC)事務官を対象とする、効果的なサ

ービス提供とオフィス管理に係る研修、その他 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要1     

1）上位目標：地方行政体の人材の能力が、LDTAが監修する能力開発研修プログ 

ラムへの参加によって向上する 

  ＜指標＞ 

1. プロジェクト終了後に、地方行政体を対象とする研修の実施を LDTAに依頼し

てきた全ての機関の職員の 30名以上のサンプルのうちXX%が、LDTAの研修

によって当該地方行政体の職員の能力に向上が見られた、とアンケートに回

答する。 

2. LDTA が構築した研修モジュールを使用する機関の XX%が、効果的な研修実

施に有用な参照教材である、とアンケートに回答する。 

  

2）プロジェクト目標：LDTA（カトマンズ本部）ならびに地方開発研修センターに、アク

ションリサーチ2と結果分析に根付いた質の高い研修を地方行政体の人材に提供す

るための包括的な研修提供メカニズム3が構築される 

＜指標＞ 

1. LDTA（カトマンズ本部）ならびに傘下の地方開発研修センターが実施した研

修の XX%にて、（1）先行研究、（2）研修計画と実施、（3）教訓の分析、（4）分

                                                   
1 協力概要における各種指標（XX%）については、プロジェクト開始後に速やかに検討を開始した

上で、初年度の JCCにおいて先方政府と合意することとする。 
2 具体的かつ実践的な研修プログラムを組むために実施する、対象者の研修ニーズの根底/背

景にある状況を明らかにするための先行研究。 
3 「包括的な研修メカニズム」とは、先行研究、研修計画と実施、教訓分析、分析結果の蓄積・反

映の 4段階が研修実施にかかる一連のプロセスとして組織的に導入され、またそれぞれの段階

の情報が次段階以降で適切に活用・反映され、連続性が確保されたメカニズムを指す。 



 

 

析結果のナレッジベースへの取り込み、の間に明確な連続性が見られる4。 

2. LDTAの技術職員の XX%が、上記 1.の（1）～（4）のプロセスをスケジュールに

沿って進めることができる。 

    

3）成果および活動 

成果 1：ニーズに基づくモジュール策定に必要な事前のプロセスが習得される 

成果 2：経験とアクション・リサーチに裏付けられた研修に必要な（1）計画、（2）実施、

（3）教訓抽出、の流れが確立され、習得される 

成果 3：研修モジュール策定能力が向上する 

成果 4：地方行政体向け研修におけるナレッジとネットワークの中枢としての機能が

LDTAに構築される 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）前提条件  

 プロジェクト活動に適格な技術職員（資質、ならびに人数面で）が LDTAならび

にパイロット活動が展開される 3 つの地方開発研修センターに確保されること

が求められる。 

 研修機関の財務面の持続性が確保される。 

  

（2）外部条件（リスクコントロール） 

 プロジェクト目標達成のための外部条件 

技術職員の過度の異動が生じない。 

 

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) タンザニア国「地方自治体研修能力強化プロジェクトフェーズ 2（2011-2015年）」 

上記プロジェクトでは、国家プログラムである「タンザニア地方政府改革プログラム

（LGRP2）」に沿ったプロジェクト・デザインを行ったが、同プログラムが目指す研修枠

組みと地方自治体を取り巻く実態との乖離が生じたことから、相手国の政策、戦略

                                                   
4 「連続性」とは、（１）先行研究の内容が（２）研修計画と実施に反映され、同（２）の記録文書が

（３）教訓の分析で活用され、同（３）の結果が（４）分析結果のナレッジベースへの取り込みに反映

されることを指す。「連続性」の有無の確認にあたっては、関係者へのヒアリングに加えて、コース

毎の記録文書等にて確認する。 



 

 

の客観的な評価を踏まえた現実的なプロジェクト・デザインの重要性が教訓として導

出された。その教訓を踏まえ、本プロジェクトにては、上位国家プログラムである

LGCDPII（2013-17）との協調を行いつつも、本プロジェクトの完了時点（2019 年）の

実施機関としての到達目標を設定し、国家プログラムの進捗如何でプロジェクトの

成果発現が多大な影響を受けないデザインを行った。 

 

(2) カンボジア国「地方行政法運用のための首都と州レベルの能力開発プロジェク

ト」（2010-2015年） 

内戦後の和平協定後の分権化、という流動的な状況下でのプロジェクト展開におい

て、上記プロジェクトではプロジェクト・デザインに柔軟性をもたせ、情報収集を重要

な活動として位置づけ、戦略的に次の展開を考えることで成果を上げた。本プロジェ

クトの実施国も、内戦後の政治の混迷の中で民主化を進めており、プロジェクトを取

り巻く状況を把握し続けることが肝要である。そのため、上記案件の教訓を参照して

プロジェクト・デザインの柔軟性（例：モジュールに含めるコンテンツについては、国

家プログラムで緊急性が高いものと中期的に組織の基幹モジュールとして備えられ

るべきものを概観して決定する）を重視し、国家プログラムとの連携案件として、当

該国の民主化・分権化の流れの情報を迅速に収集できる立ち位置を確保した。 

 

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か月以内  ベースライン調査   

事業終了 3年度  事後評価                           

 

以 上 


