
評価調査結果要約表

1．案件の概要

国名：アフガニスタン国
案件名：除隊兵士の社会復帰のための基礎訓練プロジェクト
分野：職業訓練・産業技術教育
援助形態：個別専門家派遣、技術協力プロジェクト
所轄部署：人間開発部第2グループ技術教育チーム
協力金額（評価時点）：約2億4千万円
協力期間：
2004年4月～2008年3月31日
（R/D署名：2005年5月31日）
先方関係機関：労働社会省（MoLSA）
日本側協力機関：厚生労働省
他の関連協力：個別専門家派遣（DDR政策・計画）

1‐1 協力の背景と概要

アフガニスタン国（以下「アフガニスタン」）は、2001年12月にボン合意に基づく暫定政権が成立
した。国際社会は、治安確保がアフガニスタンの復興の前提条件であるとの認識に基づき、治安確保
における支援分野を分担した。日本及び国連アフガニスタン支援ミッション（United Nations
Assistance Mission in Afghanistan：UNAMA）は、兵士の武装解除、動員解除、社会復帰
（Disarmament、Demobilization、Reintegration：DDR）の事業推進の主導国となり、日本は社会
復帰（Reintegration）を中心に支援を行うこととなった。同事業では、当初10万人の兵士のDDRが
行われた場合に約4万人規模の職業訓練が必要となると予測され、アフガニスタン労働社会省
（Ministry of Labor and Social Affairs：MoLSA）は、同分野に実績の長い我が国に対し、除隊兵士
を対象とした訓練実施の協力要請をあげ、本プロジェクトの実施に至った。

プロジェクトは、2つのステージに分かれており、第1ステージ（2005年5月から2006年5月）で
は、除隊兵士を対象とした職業訓練を行い、第2ステージ（2006年5月から2008年3月）では、除隊
兵士を含む社会的弱者（難民、国内避難民、若年失業者、寡婦、障害者等）を対象とした基礎職業訓
練を行うこととしている。2005年10月以降、プロジェクト第2ステージの立ち上げに向けて、ロー
カルコンサルタント及び本邦コンサルタントによる訓練ニーズ調査を行い、カブール市、マザリシャ
リフ市、バーミヤン市での訓練計画の立案を行っている。本調査団は、プロジェクト第1ステージの
評価とともに、プロジェクト第2ステージの枠組みについてアフガニスタン側関係機関と協議するた
めに、派遣された。

1‐2 協力内容

1‐2‐1 上位目標

除隊兵士が速やかに社会復帰される。

1‐2‐2 プロジェクト目標

対象地域における除隊兵士が生計を向上させるための技能を修得する。

1‐2‐3 成果

1）指導員訓練の実施体制が確立される。

2）除隊兵士の職業訓練が適切に実施運営管理される。

3）労働社会省の職業訓練事業実施運営管理能力が育成される。

1‐2‐4 投入実績（評価時2006年4月時点）



（1）日本側

1. 専門家派遣 計99MM（長期専門家4名、短期専門家7名）
2. 現地活動費 約1億7千万円（指導員訓練実施経費、除隊兵士訓練委託経費）
3. 機材供与 溶接、板金、機械加工の機材を中心に約220品目を供与（約3,440万円）
4. 研修員受入 労働社会省本部職員2名、地方支局職員8名

（2）アフガニスタン側

1. 人員配置 除隊兵士訓練モニタリングスタッフ2名
2. ローカルコスト負担 アフガニスタン側 約4千万円（ANBPより除隊兵士の日当、労働社会省より

ワークショップ・研修参加経費、モニタリング経費）
3. 土地・施設提供 指導員訓練施設、日本人専門家事務室

2．評価調査団の概要

調査者

総括／団長 渡辺 元治 国際協力機構 人間開発部 技術教育チーム長

協力企画 丸山 隆央 国際協力機構 人間開発部 技術教育チーム

評価分析 小島京子 インテムコンサルティング（株）

調査期間：

2006年4月15日～2006年5月4日

評価種類：

中間評価

3．評価結果の概要（プロジェクト第1ステージ）

3‐1 実績の確認

3‐1‐1 主な成果の達成度

（1）指導員の養成実績と訓練後の状況

指導員訓練の実績は以下表のとおり、機械加工26名、板金23名、溶接19名で、3職種について計68
名である。指導員の修得技能修得の評価については、A～Eの5段階評価で第1回目は
A60％、B40％、第2回目はA46％、B28％、C26％の修得状況で、機械加工が他職種より幾分低い
ものの、ほぼ全員が専門職種における適正な技術の修得がなされた。

（2）除隊兵士の訓練実績と訓練後の状況

除隊兵士訓練は、5つのローカルNGOに外部委託して実施された。また、市場の状況と除隊兵士の技
術レベル及び関心にあった7職種が設定された計7コース（溶接、木工、レンガ工、縫製、自動車、コ
ンピューター、電気配線）が、各1回ずつ実施され、訓練生の修了率は全体平均で97％と良好な結果
となっている。

訓練職種ごとの実績（修了生数）

分野 自動車 溶接 大工 レンガ工 縫製 電気配線
コン
ピュー
ター

計

終了生
（人）

273 83 71 5 58 15 49 554



占有率 50.0％ 14.5％ 12.6％ 0.9％ 10.4％ 2.8％ 8.8％ 100％

（3）労働社会省の運営管理能力の強化

本プロジェクトでは地方での職訓事業のモニタリング能力向上、及び職訓政策能力の向上を図る目的
で、本邦研修を実施しており、中央及び地方局の職員が参加しているが、本邦研修に参加した地方局
長の一部が異動しており、研修効果の全てが生かされたとは言いがたい。

アフガニスタンの除隊兵士の社会復帰支援事業が一般的にドナー主導で進められる傾向にあったこと
を考慮すれば、同省の組織能力向上を図り、同省から除隊兵士訓練のモニタリング活動への参加を得
たことは、一定のコミットメントを引き出した良い効果と考えられる。

3‐1‐2 プロジェクト目標と上位目標の達成見込み

訓練終了時には就職斡旋サービスが提供され、96％が終了時点で就業先が決まっている。ローカル
NGOのデータでは、訓練終了後の関連職種への就業者の割合は職種平均約84％であり、技術修得の一
定の成果が見られた。

訓練修了生へのヒアリング調査で、職場の同僚や居住するコミュニティの家族・近隣・友人との良好
交流が確認されたとともに、現職を続けていきたい等、生活向上への積極的なコメントがされてい
る。短期的な職業訓練と職業斡旋が除隊兵士の円滑な社会復帰に一定の効果を上げていると判断され
るが、長期的な社会復帰のため、アフガニスタン政府機関及びドナーの連携・協力によって、除隊兵
士への長期的な技術的支援や生活相談支援などのフォローアップの継続が重要な鍵となると考えられ
る。

3‐2 評価結果の要約

3‐2‐1 妥当性

2001年ボン合意以降、DDRはアフガニスタンの優先的国家事業であり、2002年の東京支援国会
合、2004年のベルリン会議等を通じて、アフガニスタンは同事業を推進するための国際的支援を受
けており、本プロジェクトもG8の枠組における支援の一つである。

さらにアフガニスタンにおける現行の国家上位である「暫定版アフガニスタン開発戦略（Interim
Afghanistan National Development Strategy：I-ANDS）」及び「国家技能開発プログラム
（National Skills Development Program：NSDP）」において、除隊兵士を含む社会的弱者層＊1に対
する支援が貧困削減・経済復興という長期目標達成のための優先課題の一つとされている。本プロ
ジェクトは、国際社会の合意枠組み及びアフガニスタン政府の計画と整合している。

職業訓練は、除隊兵士に就業手段を得させ、雇用の機会を拡大することから、効果・効率的な社会復
帰支援アプローチの一つであったと言える。他方、本プロジェクトは緊急措置的に除隊兵士への職業
訓練を実施することを目的とした事業でありながら、職業訓練センター整備や指導員育成という一定
の時間と資源を要する計画がなされていた。迅速性を優先させるならば、アフガニスタンで指導員と
なりうる人材を発掘・活用し直ちに除隊兵士訓練を開始して、同時並行して指導員訓練をすすめるな
どの方法も可能であったのではないかと思われる。
＊1 NSDPにおける社会的弱者の定義は、14以上の求職中の男女で、戦災未亡人、女性を世帯主とする家族世帯、障害者、帰
還民、若年層失業者、及び除隊兵士を意味する。

3‐2‐2 有効性

除隊兵士登録者577名中、除隊兵士554名が訓練を修了した（修了率97％）。また、訓練修了後、就
職者のうち、84％が訓練職種に関連する職業に就いており、訓練プログラムの有効性についても確認
された。

訓練職種の選定にあたっては、事前に労働市場における需要度を調査し、雇用ニーズを確認し訓練職
種の選択を行っており、市場にあった職訓職種という点では、金属加工（溶接・板金）については適



切な選定であったと判断できる一方、機械加工については技術レベルの点で、除隊兵士訓練のための
職種としては、幅広いニーズに対応するとは言えなかった。

理論・基礎訓練を実施するセンターベース訓練の3ヶ月間に提供した成人教育、すなわち、識字、基
礎計算、平和教育、ビジネススキル等は、社会生活に必要な知識と社会参加の重要性や喜びを伝える
活動として行われ、訓練生に社会生活に必要な知識を与え、生活向上への意欲を高めた点で、効果的
なアプローチであったと判断できる。

3‐2‐3 効率性

日本側のプロジェクト経費は約2億4千万円（中間評価時）であった。除隊兵士一人当り訓練経費は、
アフガニスタン新生計画（Afghanistan's New Beginnings Program：ANBP）により支給された日当
を含め、約17万円であった。同金額は、ANBPが他機関に委託した訓練経費と比較すると同等水準で
ある。また、本プロジェクトは、移民・開発協力専門家協会（Association of Experts in the Fields
of Migration and Development Cooperation：AGEF）と市場調査や除隊兵士訓練のモニタリングに
おいて連携し、ドイツ技術協力公社（Deutsche Geselleschaft fur Technische Zusammenarbeit：
GTZ）と指導員訓練施設の改修経費を共同負担、ANBPとは除隊兵士訓練の日当支払において連携して
おり、関連機関と効果的な連携が行われた。

3‐2‐4 インパクト

プロジェクトは、短期的な職業訓練と職業斡旋がある程度の成果を得て、除隊兵士の円滑な社会復帰
に一定の効果を上げた。長期的には、アフガニスタン及び支援機関の連携・協力によって、訓練修了
後の技術的支援や生活相談支援などのフォローアップの継続が重要な課題となろう。

訓練修了後、訓練期間に知り合った元訓練生同士がグループでワークショップを経営する等、本プロ
ジェクトによる正のインパクトも見られた。

3‐2‐5 自立発展性

アフガニスタンNSDPは、イスラム暦1385年度（西暦2006年度）に計1万人を対象にした職業訓練
の実施と就職支援を目標に掲げている。本プロジェクトでは、プロジェクト終了後の訓練経費をNSDP
から支援を得ることを構想していることから、NSDPの活用の具体策の策定が期待される。

本プロジェクト第1ステージではMoLSAのプロジェクトへの参加は大きくなかったが、第2ステージ
ではMoLSAがプロジェクトの実施主体となり、センターベースの職業訓練を組織的に実施運営するこ
とになる。プロジェクトを通したMoLSAの組織能力向上が期待される。

3‐3 効果発現に貢献した要因

柔軟性・迅速性が必要な除隊兵士の社会復帰支援において、適切な訓練職種を労働市場と訓練生の
ニーズを調査・検討して訓練職種を再設定し、円滑な実施を図った。関連機関との協働と連携が効率
的な実施を可能とした。

センターベースの訓練が訓練生同士の関係構築を促進し、除隊兵士が訓練修了後に共同起業による就
業を始める等、正のインパクトをもたらすことにつながった。また、訓練コースに取り入れられた成
人教育（識字、算数、平和教育、ビジネススキル基礎等）が訓練生に社会生活に必要な知識と自信を
与え、社会参加への意識向上を促した。

3‐4 問題点及び問題を惹起した要因

除隊兵士の総数が下方修正されたことから、除隊兵士訓練を当初予定よりも早く実施する必要が発生
した。また、全兵士の中で、職業訓練を選択する割合が当初予想を下回った。

大統領選挙に伴い2004年9月から約6ヶ月、アフガニスタン内情勢の不安定化により、日本人専門家
が退避し、プロジェクト活動が一時停止した。

3‐5 結論



除隊兵士の社会復帰支援は、ボン会議、東京支援国会合、ベルリン会議等の国際社会の合意、アフガ
ニスタン家開発政策であるI-ANDS、NSDPと整合し、本プロジェクト実施の妥当性は高い。

除隊兵士訓練は、訓練開始までに時間を要したものの、短期間に554名の除隊兵士の社会復帰を促進
したことは、アフガニスタンのDDRプロセスに貢献し、プロジェクト目標を達成したと判断される。

訓練修了生の中には、共同でワークショップを経営する等のプロジェクトの正のインパクトも確認さ
れた。指導員訓練により養成された指導員68名の一部がプロジェクトの除隊兵士訓練で活用され、プ
ロジェクト第2ステージの訓練においても、指導員を継続して活用することを計画している。

除隊兵士の社会復帰支援は、関係機関との連携及び調整が重要である。本プロジェクトでは、ANBP
が除隊兵士の日当支給、JICAが訓練実施を担う形でANBPと連携した。指導員訓練センター補修にお
いてGTZと連携、指導員訓練及び除隊兵士訓練モニタリングにおいてAGEFと連携、障害者訓練セミ
ナー開催に関する国際労働機関（International Labor Organization：ILO）と連携しており、効果的
な連携が行われている。

さらに、多くの国においてはDDR事業がドナー主導で進められることが多いが、本プロジェクトは労
働社会省の訓練モニタリングへの参加を促し、一定のコミットメントを引き出している。除隊兵士数
が予想を下回ったこと、大統領選挙を契機にDDのプロセスが加速したことは、プロジェクトの外部条
件となったが、本プロジェクトは所期の目標を達成し、DDRプロセス全般に貢献したと判断される。

3‐6 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

3‐6‐1 除隊兵士のフォローの必要性

除隊兵士の安定的な社会復帰には長期的なフォローが必要である。アフガニスタン政府は、各関係機
関と協力しつつ、除隊兵士へのフォローを行っていくことが必要である。除隊兵士の訓練後の事後調
査等を実施し、状況を把握するとともに必要な助言及び技術指導等が期待される。

3‐6‐2 労働社会省のオーナーシップ

労働社会省によって持続的に職業訓練が実施されるよう、同省がプロジェクト第2ステージにおい
て、オーナーシップを発揮することが期待される。

3‐6‐3 国家技能開発プログラム（National Skill Development Program： NSDP）の活用

労働社会省が主体的に職業訓練を実施するため、NSDPの財源を活用することが期待される。第2ス
テージでは労働社会省が訓練計画を作成し、NSDPに申請を行うことが期待される。

3‐6‐4 第1ステージのリソースの活用

第2ステージにおいても、第1ステージの経験、人的資源（指導員等）、機材・施設等が効果的に活用
されることが望まれる。

3‐7 教訓（当該プロジェクトから導き出され他類似案件発掘・形成／実施／運営管理に参考となる事
柄）

3‐7‐1 迅速な事業開始

DDRプロセスにおける社会復帰支援では、迅速に訓練を開始することが重要である。JICAは本件の経
験を踏まえ、迅速な事業開始のために、2005年後半にファスト・トラック制度を導入している。今
後、同種の事業を実施する場合には同制度を活用し、早期に事業を開始することが望まれる。

3‐7‐2 柔軟なプロジェクト計画作成

R事業には、DD事業の進展が大きな影響を与える。除隊兵士数の変動、DDの速度に対応できる柔軟性
のある計画作りが必要である。R事業の実施においては、他ドナーとの連携、役割分担に留意したプロ
ジェクト設計が必要である。



3‐7‐3 多様な職種の提示

労働市場ニーズに除隊兵士の選好は必ずしも合致しないため、多様な選択肢（職種）の提供が必要で
ある。

3‐7‐4 成人教育

除隊兵士の社会復帰を促進するため、基礎技術の訓練だけではなく、識字、基礎計算、ビジネススキ
ル、平和教育等をプログラムに組み入れることは有効である。

3‐7‐5 現地リソースの活用

迅速な事業開始には、ローカルNGO等の現地リソースを活用するべきである。ローカルNGOを活用す
る際には、財務管理、訓練実施状況のモニタリングが必要である。

4．プロジェクト第2ステージ概要

4‐1 第2ステージの基本構成

（1）分野：

基礎職業訓練（軽工業）

（2）職業訓練実施サイト：

カブール、マザリシャリフ、バーミヤン

モニタリング実施サイト：

カブール、マザリシャリフ、バーミヤン、ジャララバード、ガルデス、クンドゥス、ヘラート、ジョ
ウズジャン、カンダハル

（3）プロジェクト予算（日本側）：

約2億1千万円（約22ヶ月）

（4）裨益者：

社会的弱者（除隊兵士含む）

（5）実施方法：

草の根無償で建設した訓練施設を活用し、センターベース・トレーニングと実地訓練を組み合わせた
6ヶ月コースを基本とする

（6）実施機関：

労働社会省（MoLSA）

（7）上位国家プログラム：

社会的弱者支援と経済活性化を目指す以下の国家プログラムを支援。

1. 「アフガニスタン国家開発戦略」（I-ANDS）
2. 「国家技能開発プログラム」（NSDP）

4‐2 協力内容

4‐2‐1 上位目標

社会的弱者＊2が生計向上の機会を得るための職業技術を修得する。
＊2 ここでの社会的弱者とは国内避難民（Internally Displaced Person：IDP）,帰還民,若年層失業者（除隊兵士含む）を示



し、就学中の者は除く。必要に応じこれら以外の者も除外しない。

4‐2‐2 プロジェクト目標

MoLSAによって社会的弱者を対象とした、センターベース職業訓練体制が整備される。

4‐2‐3 成果

（1）職業訓練センターの運営・管理体制が、中央及び対象地域において確立される。

（2）職業訓練センターにおいて必要な施設・機材が適切に維持管理される。

（3）基礎訓練コースがセンターで適切に実施される。

（4）職業訓練事業が適切にモニタリング・評価される。

4‐2‐4 投入予定

（1）日本側

協力総額（予定）：約2億1千万円

1. 専門家派遣 長期専門家2名、必要に応じて短期専門家派遣
2. 機材供与
3. 研修員受入
4. 現地業務費（実施運営管理費等）

（2）アフガニスタン国側

1. カウンターパート配置
2. 土地・施設提供、日本人専門家用事務室の提供
3. ローカルコスト負担


