
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト
評価実施部署：アフガニスタン事務所（2016 年 3 月）

国名
基礎職業訓練プロジェクト（旧：除隊兵士の社会復帰のための基礎訓練プロジェクト）

アフガニスタン

Ⅰ 案件概要

事業の背景

2003 年 10 月、アフガニスタン政府は、国連開発計画 (UNDP) 及び国連アフガニスタン支援ミッショ
ン(UNAMA) の支援を受け、アフガニスタン新生計画（ANBP） を設立し、兵士の武装解除、カウンセ
リング、教育、職業訓練及び雇用機会の提供を通じた元兵士の社会復帰の促進を開始した。除隊兵士の
社会復帰支援に関するアフガニスタン政府からの要請をもとに、JICA は職業訓練に関する技術協力を実
施することとなった。

事業の目的

第 1 ステージ
1. 上位目標：除隊兵士が速やかに社会復帰される。
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。
第 2 ステージ
1. 上位目標：社会的弱者*が生計向上の機会を得るための職業技術を習得する。
2. プロジェクト目標：MoLSAMD 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。
*社会的弱者とは国内避難民、帰還難民、若年失業者を指す。

実施内容

1. プロジェクトサイト: 
第 1 ステージ カブール
第 2 ステージ 2006 年 5 月～2008 年 3 月：カブール、バーミヤン、マザリシャリフの職業訓練セン
ター（VTC）（草の根・人間の安全保障無償資金協力において建設）。2008 年 4 月～2009 年 6 月：カ
ブール、バーミヤン、マザリシャリフ、ジャララバード、ガルデズ、クンドゥズ、ヘラート、ジャ
ウジャン、カンダハルの VTC

2. 主な活動
第１ステージ (1) NGO による指導員訓練の実施、(2) 指導員訓練を受けた指導員を活用した除隊兵
士の職業訓練の実施、(3) 労働社会福祉・殉教者・障害者省 （MoLSAMD）の職業訓練事業の実施
運営管理能力強化。
第 2 ステージ
(1) VTC の運営・管理体制の確立、(2) 職業訓練に必要な施設・機材の整備計画・整備・維持管理、

(3)職業訓練事業の実施・モニタリング・評価。
3. 投入実績

日本側
第 1 ステージ
1. 専門家派遣：11 人
2. 日本での研修：10 人
3. 機材供与： カブール指導員訓練セン
ターでの機械・板金・溶接用機材
第 2 ステージ
1. 専門家派遣：3 人
2. 日本での研修：1 人
3. 機材供与：約 139,000US ドル

相手国側
第 1 ステージ
1. カウンターパートの配置：18 人
2. 土地・施設提供：研修施設、プロジェクト事務所
3. ローカルコスト：除隊兵士日当、ワークショップ費用、モ
ニタリング費用
第 2 ステージ
1. カウンターパートの配置：75 人
2. 土地・施設提供：プロジェクト事務所、VTC 施設
3. ローカルコスト：258,159US ドル

事前評価年 2005 年 協力期間

第 1 ステージ
2004 年 1 月～2006 年 5 月
第 2 ステージ
2006 年 5 月～2009 年 6 月

協力金額 545 百万円

相手国実施機関 労働社会福祉・殉教者・障害者省 （MoLSAMD）

日本側協力機関 厚生労働省

< 評価の制約> 
治安状況により、本事後評価の現地調査の実施は制限され、よって、事業完了後の詳細データの入手は困難であった。事後評価のための 2009
年以降の信頼性のある定量データの入手は非常に限られ、本事後評価は限られた情報に基づき、実施された。

Ⅱ 評価結果1

1 妥当性

本事業の実施は、アフガニスタンの開発政策と合致していた。アフガニスタンは、ボン協定2（2001 年）による和平プロセ
スに基づき、3 年以内に 10 万人の兵士の武装解除及び社会復帰を目指していた。また、「除隊兵士を含む社会的弱者層に対す
る支援を貧困削減・経済復興の長期目標の優先分野とすること」が、国家技能開発プログラム（NSDP）（2006～2021 年）など
の政策文書に謳われている。また、本事業は除隊兵士・社会的弱者の職業訓練という開発ニーズ及び日本の ODA 政策とも合

                                                  
1

評価判断は、質問票及び主にカブール在住のカウンターパートへの聞き取りにより収集した情報・データに基づいた分析により行われた。

治安状況により、JICAアフガニスタン事務所は地方のプロジェクトサイト訪問は行わなかった。
2 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions



致している。2005 年 5 月に川口外務大臣（当時）がアフガニスタンを訪問した際、「平和の定着構想」を発表し、UNAMA と
共に ANBP を設立した。よって本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本事業は、NGO による指導員訓練、指導員訓練を受けた指導員を活用した除隊兵士の職業訓練（第 1 ステージ）、VTC9 セ
ンターでの運営・管理体制の確立、社会的弱者への職業訓練事業の実施・モニタリング・評価（第 2 ステージ）を行った。こ
れらの活動を通じ、本事業は除隊兵士・社会的弱者が職業技術を習得し、対象 VTC で職業訓練事業実施能力が強化されるこ
とを目指した。

第 1 ステージに関しては、「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」というプロジェクト目

標は、事業完了時点において達成された。プロジェクト目標を測る指標として設定された除隊兵士の職業訓練修了率が 96％（登

録 557 人中 554 人が修了）と高いことによる。上位目標に関しては、第 1 ステージ完了時点で修了生の就職率を調査したところ、

31 の回答者のうち 27 人が就職し、残りは求職活動中であった。第 1 ステージ完了時での聞き取りによれば、職場の同僚や家

族・近隣住民との関係は良好であった。彼らは就職先での仕事を続けることを望み、生活の向上に対して意欲的であった。事

後評価時点における上位目標の達成程度は、修了生の就職率や近隣住民・就職先との関係に関する情報を入手することができ

ず、不明である。

第 2 ステージに関しては、「MoLSAMD 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」とい

うプロジェクト目標は、事業完了時点でほぼ達成された。プロジェクト目標の達成を測る指標のうち、「訓練生の修了率」は

92％であり、他開発パートナー支援による職業訓練と比べても高い。「訓練修了 3 ヶ月後の雇用率」に関しても 72％と他開発

パートナー支援による職業訓練と比べて高いが、「就職斡旋率」は 2006 年において 62％と成功と考えられるレベルより若干低

かった。

VTC の運営に関しては、2014 年時点で、MoLSAMD は NSDP を通じ VTC を引き続き運営し、1,100 人以上に対し職業訓練

を行った。ほとんどの VTC は 2015 年に一旦活動を中止したが、事後評価時点では、国連機関や国際 NGO の支援により機能

していた。全 9 センターは訓練を実施してきたが、記録は適切に保管されておらず、上位目標の達成程度は確認できなかった。

上位目標に関しては、訓練修了 3 年後の雇用率は 2008 年度修了生は 73％で比較的高いと考えられる。実施機関によれば、

失業者の主な理由は、起業のための資金が足りないこと、アフガニスタンにおける民間セクターは脆弱であり賃金労働の雇用

機会が限られていること、有給雇用に必要な技術を習得するためには職業訓練の期間が十分でなく、有資格指導員の数が不十

分であること等である。MoLSAMD はこれらの課題を認識し、国連機関の支援を得て、職業訓練の質の向上に取り組んでいる。
本事業では用地取得は行われず、また環境への負のインパクトも発生していない。
以上のとおり、本事業は事業完了時点でプロジェクト目標を達成したものの、事業完了後の事業効果の継続に関して十分な

情報やまた上位目標に関するデータは得られなかった。よって、本事業の有効性・インパクトは中程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

第１ステージ

実績 実績 実績

（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。

職業訓練を受講した除隊兵士数 （事業完了時）554 人が研修を修了。

（事後評価時）指標・プロジェクト目標の性質から、本指標は事

後評価時には適用されない。

職業訓練の受講生である除隊兵士の

コース修了率

（事業完了時）96% （登録 557 人中 554 人が修了）

（事後評価時）指標・プロジェクト目標の性質から、本指標は事

後評価時には適用されない。

（上位目標）

除隊兵士が速やかに社

会復帰される。

技能訓練を終了した除隊兵士のうち

就職した割合

（事後評価時）情報なし。

除隊兵士をとりまく周辺コミュニテ

ィー（就職先・近隣住民）が除隊兵士

を一般市民として認識する。

（事後評価時）情報なし。

第 2 ステージ

実績 実績 実績

（プロジェクト目標）

MoLSAMD 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。

訓練生の修了率 （事業完了時）92% (登録 2,555 人中 2,338 人が修了。

（事後評価時）事後評価時、信頼できる情報の入手ができなか

った。

就職斡旋率 （事業完了時）53% （2006 年に研修を修了した 199 人中、OJT
を行った全員（106 人）が就職を斡旋された。

（事後評価時）指標は事後評価時には適用されない。

訓練修了 3 ヶ月後の雇用率 （事業完了時）雇用率（受講した関連の分野への就職）72％（2006
年度 63%、2007 年度 89.3%、2008 年度 65.2%）

（事後評価時）事後評価時、信頼できる情報の入手ができなか

った。

雇用機会情報のデータベース化の状況 （事業完了時）開発中。

（事後評価時）訓練生のデータベースは使用されていた。

各サイトの訓練実施評価結果 （事業完了時）全体的に、訓練生は訓練コースに対し高い評価

を与えた。

（事後評価時）指標は事後評価時には適用されない。

（上位目標）

社会的弱者が生計向上

訓練修了 3 年後の雇用率 （事後完了時）2008 年度訓練生は 73％。
（事後評価時）事後評価時の情報は入手できなかった。

訓練修了 5 年後の雇用率 （事後評価時）指標は事後評価時には適用されない。



の機会を得るための職

業技術を習得する。

出所：終了時評価報告書、カウンターパートへの質問票

3 効率性

本事業は、協力金額は計画内であったが（計画比：73%）、協力期間は計画を上回った（計画比：125%）。協力期間は、(1) 
指導員の養成、(2) NSDP のフレームワーク内での研修計画策定支援、(3) 持続性確保のための就職斡旋能力の強化に係る活動
を実施するために延長された。よって、本事業の効率性は中程度である。
4 持続性

政策面に関しては、現在の開発政策において本事業の重要性は依然高い。国家優先プログラムや、MoLSAMD5カ年戦略計
画、NSDP文書、国家TVET（技術職業教育・訓練）戦略など、政府の戦略文書は社会的弱者の技術向上の支援を謳っている。
VTCは2010年にMoLSAMDの正式部門と位置づけられ、VTCの運営職員も正規公務員となった。MoLSAMDは、VTC活動の予
算管理、計画・実施を行い、全てのVTCは機能している。しかしながら、VTCの指導員は依然プロジェクトベースの契約で働
いている。運営職員及び指導員の数は、質の高い訓練実施のためには十分ではない。MoLSAMDは中心的な指導員を正式な公
務員とすること、より質の高いコースを運営するための十分な職員を確保することに取り組んでいる。

技術面に関しては、MoLSAMD と本事業により支援されたVTCは、職業訓練実施のための十分な技術的水準にある。しか
しながら、MoLSAMDの組織的能力向上は依然必要である。指導員の能力に関しては、ローカルレベルでは十分であるものの、
全国的・国際的な要求に見合ったレベルに強化し、労働マーケットに合致した熟練労働者を産み出す必要がある。指導員に対
する研修は行われているものの、定期的ではない。財務面に関しては、MoLSAMDの職業訓練は現在開発パートナーの支援を
受けており、VTC9センター全てを機能させてきた。しかしながら、支援終了後の将来の財務面の持続性は不明である。
MoLSAMDは職業訓練のための予算確保に努めているものの、アフガニスタンの財政状況は厳しい。

以上より、本事業は実施機関の組織面、技術面、財務面に課題があることから、本事業の持続性は中程度である。

5 総合評価

本事業は事業完了時点でプロジェクト目標を達成したものの、事業完了後の事業効果の継続や上位目標に関する十分な情報
は得られなかった。事業完了時点及びその後の訓練生の修了率や雇用率は比較的高いものの、直近年のデータは入手できなか
った。予算の制約はあるものの、MoLSAMD は開発パートナーの支援を得て VTC の運営を維持してきた。持続性に関しては、
政策面で本事業の重要性は継続しているものの、VTC やその職員の不安定な立場、指導員の不十分な能力、将来の予算確保見
込みの不透明さなど、組織面、技術面、財務面に課題がある。  

以上より総合的に判断すると本事業の評価は一部課題があるといえる。

Ⅲ 教訓・提言：

【実施機関への提言】

MoLSAMD は、国家優先プログラム、MoLSAMD 戦略計画、国家 TVET 戦略などの政策目標達成のために、引き続き VTC
運営に強い指導力を発揮することが望まれる。対策として、政府予算の確保、TVET 活動の計画・実施及びカリキュラム改善

の中心的役割を果たすことのできる十分な正規職員を雇用することが必要である。

【JICA への教訓】

本事業は、事業完了時点において効果発現がみられたものの、頻繁な紛争や治安問題がある脆弱な国で持続性を確保するこ

とは大きな課題である。このような不安定な環境を鑑み、紛争影響国での事業は、事業完了後の効果継続のための基金を構築

することや、NGO や他ドナーと事業完了後に事業の成果を長期的に確保するためのフレームワークの構築などを考えることが

求められる。しかしながら、将来が不明瞭であったとしても、紛争終結後に集中的に支援を実施することは、紛争終結後の復

興・平和構築の基礎を築くために、重要であり、効果的である。


