
 

 

 79

評価結果要約表 

1．案件の概要 

国名：マレーシア 案件名：労働安全衛生能力向上計画 

分野：社会保障 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： 人間開発部 協力金額：(終了時評価報告書に記載無し)  

先方関係機関：人的資源省労働安全衛生局 

      （DOSH） 

 

協力期間 

 

2000 年 11 月 15 日～ 

    2005 年 11 月 14 日 (5 年間) 日本側協力機関：厚生労働省、 

        中央労働災害防止協会 

他の関連協力：マレーシア労働安全衛生行政支援プロジェクト（2007 年－2010 年） 

1-1 協力の背景と概要 

 マレーシアは、1980 年代以降、高い経済成長を成し遂げてきたが、その一方で労働災害･

職業病の増加に対する懸念が高まっていた。第 7 次マレーシア計画（1996 年～2000 年）で

は、労働安全衛生プログラムの拡充と国立労働安全衛生センター（NIOSH）の機能強化が挙

げられている。第 8 次計画（2001 年～2005 年）においても、労働安全衛生法に基づき、引

き続き同センターの強化が計画されている。 

 こうした状況のもとマレーシア政府は、日本政府に対して NIOSH の研修機能･研究機能を

向上させ、政府関連機関、民間企業、工場などでの労働安全衛生の改善を図るための技術協

力プロジェクトの実施を要請した。この要請に基づいて、2000 年 11 月 15 日から 5 年間の技

術協力プロジェクトが実施された。 

 

1-2 協力内容 

（１）上位目標 

    マレーシアにおける労働災害と職業病の発生状況が減少する 

（２）プロジェクト目標 

国立労働安全衛生センター（NIOSH）の機能（技術支援、人材開発、情報収集･提供）

が向上する 

（３）アウトプット（成果） 

＜技術支援＞ 

1．作業環境の管理技術が習得される 

2．職業病や作業関連疾病の予防対策が整備される 

3．人間工学的見地から作業管理システムが改善される 

＜人材育成機能＞ 

4．労働安全衛生訓練プログラムと調査開発活動が改善される 

＜情報収集･提供機能＞ 

5．労働安全衛生意識向上のための情報収集機能と提供機能が充実化される 

6．政策策定に必要な情報提供機能が強化される 

（４）投入（終了時評価時点） 

 日本側： 

  長期専門家派遣 延べ 9 名    機材供与  約 1 億 6000 万円（2000 年～05 年度予定） 
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  短期専門家派遣 述べ 37 名  現地業務費 約 3400 万円（2000 年～05 年度予定） 

  研修員受入   述べ 30 名  

 相手国側： 

  カウンターパート配置 60 名 ローカルコスト負担 約 35 万リンギット   

  土地・施設提供 NIOSH 内にプロジェクト執務室設置   

２. 評価調査団の概要 

 調査者  岩城 岳央 アイ･シー･ネット･アジア株式会社  

調査期間  2009 年 2 月 9 日～6 月 30 日 評価種類：事後評価 

３．実績の確認 

3-1 プロジェクト目標の状況 

指標 1 労働生産性管理のためのハンドブック作成数と労働安全衛生に関するガイドラ

イン発行数 

指標 2 NIOSH が実施する健康診断および作業環境測定の件数 

指標 3 作業環境などの改善に関する技術指導の実績数 

指標 4 NIOSH による研修コースおよび呼吸用保護具の適正使用ガイドラインの件数 

指標 5 教育訓練を受けた事業者数、労働者数、および訓練内容の改善 

指標 6 労働災害や職業病に関する情報の質的向上とアクセス数 

指標 7 NIOSH に対する事業者･労働者の評価結果 

指標 8 プロジェクトにより実施された調査開発活動件数 

 終了時評価では、上記の各指標が十分に達成されていることから、プロジェクト目標

が達成されているとの判断がなされた。事後評価時点でも上記指標にかかる活動は継続

されており、プロジェクトの支援により向上した NIOSH の機能は維持されているといえ

る。 

 

3-2 上位目標の達成状況 

指標 1：労働災害発生率の減少、指標 2：職業病発生率の減少 

 下記の表に見られるように、マレーシアにおける職場での労働災害発生は年々減少してい

る。職業病は統計上は増加しているが、これは政府による規制の強化などにより職業病が報告･

認定されるケースが増えたことによると考えられ、実態としては改善傾向にあると推察され

る。 

＜労働災害発生の傾向＞ 

 02 03 04 05 06 07 08 

登録労働者数*1 
406875

7 

442656

9 

456736

5 

488295

3 

545479

7 

545094

3 

603475

6 

労働災害発生件数*２ 63423 57589 52304 43885 40617 38657 36405 

10,000 人当たり発生

数 
156 126 115 90 74 71 60 

*1 外国人労働者は含まない  *2 発生件数に通勤中の事故は含まない 

情報提供：社会保険機構（SOCSO） 
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＜職業病発生件数＞ 

 02 03 04 05 06 07 08 

SOCSO 統計 216 189 185 194 263 339 N/A 

DOSH 統計 - 147 303 451 362 546 563 

SOCSO 統計: 補償発生ケース数  DOSH 統計: 職業医からの報告数 

 

3-3 終了時評価での提言の活用状況 

 終了時評価では、NIOSH がプロジェクト終了後に目指す方向性について以下の提言が挙げ

られた。提言に対するこれまでの対応状況を以下にまとめる。 

提言 1：調査研究遂行能力向上 

 調査研究活動は継続されているが、NIOSH 内部や関係機関でも NIOSH の調査研究活動を一

層強化することの重要性が認識されている。NIOSH はプロジェクト終了後に研究とコンサル

ティングサービスの充実のために組織を再編している。 

提言２：情報収集能力向上 

 労働安全衛生分野での関連機関との情報交換・共有は密に行われているが体系だった情報収

集システムの立ち上げには至っていない。「労働安全衛生マスタープラン 2010-2015」で

DOSH、NIOSH、SOCSO 間のスタッフの派遣を含めたより緊密な連携が計画されており、情

報収集システムに関しても今後の進捗が期待できる。 

提言３：機材などに関する標準作業手順書の完備  

 機材に関する標準作業手順書は整備されている。産業衛生検査室は試験所の能力に関する規

格である ISO17025 の認可を取得している。 

提言４：NIOSH 研修参加者へのフォローアップ 

 フォーラムは維持され、活用されている。フォーラム以外でも、必ずしも体系的とはいえな

いが、NIOSH による各クライアントへのフォローアップが行われている。 

 

 終了時評価では、NIOSH に対する提言以外に、労働災害報告体制の強化や中小企業対策な

どの労働安全衛生分野での課題に対応するために、行政執行体制を強化することの重要性が指

摘された。この結果、2007 年から DOSH を実施機関とした JICA 技術協力プロジェクト「労働

安全衛生行政支援プロジェクト」が実施されている。NIOSH はこのプロジェクトに直接かか

わっていないが、NIOSH と DOSH の連携は強く、スタッフレベルで情報交換が行われている。

また、NIOSH はプロジェクトの合同調整委員会（JCC）のメンバーになっている。 

 ４. 評価結果の概要 

4-1 評価結果の要約 

（１）妥当性 

 終了時評価での評価内容は適切であり、プロジェクト実施の妥当性は高かったと考えられ

る。産業界での労働安全衛生に対する意識の高まりに伴い、NIOSH のサービスに対するニー

ズは拡大しており、プロジェクトの内容と実施のタイミングは適切だったといえる。 

 

（２）有効性 

 終了時評価の評価結果は妥当であった。プロジェクト目標は達成され、プロジェクトで強化
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された NIOSH の機能は維持されている。プロジェクト実施の有効性は高かったと判断できる。

 

（３）効率性 

 終了時評価での評価内容は適切であり、プロジェクトの効率性は高かったといえる 。 

 

（４）インパクト 

 マレーシアにおける労働災害発生数は顕著に減少している。職業病の発生については、より

多くのケースが報告されるようになったことから統計上は増加しているが、関係者や訪問先企

業からの聞き取り結果から、職業病に関する状況も改善傾向にあると推察される。労働災害・

職業病の減少にはさまざまな要因があり、NIOSH やプロジェクトとの因果関係を立証するこ

とは難しい。NIOSH が行う研修やセミナーなどの活動が増加･多様化していることや NIOSH

の支所数が増えていることから、NIOSH のサービスがマレーシアにおける労働災害、職業病

の減少に寄与してきたと推察できるが、本調査では明確な根拠は得られなかった。 

  NIOSH による研修･セミナー実施回数は着実に増加しており、中でもセーフティパスポー

トシステムの下での研修増加が顕著である。NIOSH はセーフティパスポートシステムを通じ

て、比較的取り組みが遅れている中小企業での取り組み強化に寄与している。 

 

 NIOSHは終了時評価でインパクトとして挙げられた医師･看護師に対する研修や有資格技術

者育成コースの実施も継続しており、また、NIOSH は労働安全衛生分野での啓発活動でも大

きな役割を果たしている。そのほか、労働安全衛生分野でのマスタープラン作成などの政策作

りでも貢献している。 

 プロジェクトによる負のインパクトは確認されなかった。 

 

（５）自立発展性 

 本プロジェクトの自立発展性は高いと考えられる。NIOSH の労働安全衛生分野での重要性

は「労働安全衛生マスタープラン 2010-2015」にも明記されており、今後も国立機関として同

分野での活動を牽引していくことが期待できる。NIOSH はプロジェクト終了後も人員や支所

を増やすなど、労働安全衛生分野での多様なサービスを提供していく組織能力を維持している

といえる。また、国外の研修生を対象にした研修実施など、活動範囲の拡大がみられる。 

 労働衛生安全分野の研究開発活動に関しては、将来的に質の高い、ニーズにあったサービス

を提供していくために必要であることは認識されながらも、研修業務との兼務で負担が大きい

ことや、シニア職員の退職による中核人材の不足により、十分に行われてきたとはいえない。 

 サービス拡大に伴い NIOSH の収入は年々増加しており、財務的に安定しているといえる。

今後はコスト構造の把握、サービスの質と料金について民間企業との比較なども行い、競争力

を高めていく必要があると思われる。 

4-2 貢献要因の分析 

 産業界での労働安全衛生に関する意識の高まりに伴い、労働安全衛生分野でのサービスに対

するニーズが増加している。このことが、NIOSH によるサービスの拡大と持続性を支える背

景となっている 。 

 NIOSH には公社としての信用性や財務基盤などの組織としての強みがあり、そうした強み
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にプロジェクトから得た知識・技術・機材をうまくかみ合わせながら、産業界のニーズにあっ

たサービスを創出し、提供してきたといえる。 

  NIOSH は組織上独立した機関で、政府からの直接的な財政支援はないが、DOSH を通じて

政府から認可を受けて研修を実施したり教材を販売したりすることもある。こうした政策面で

の支援も NIOSH を運営・財務面で間接的に支えていると考えられる。  

 

4-3 阻害要因の分析 

 NIOSHの元カウンターパートの多くがプロジェクト実施中と終了後に退職している。NIOSH

に留まっているスタッフの貢献や機材・教材に有効活用により NIOSH の機能は維持され、産

業界のニーズにも応えているといえるが、カウンターパートの退職が特に研究開発や技術力を

必要とする事業をさらに大きく展開するうえでの制約になってきた可能性がある。 

 

4-4 結論 

 NIOSH はプロジェクト終了後もサービスを拡大させており、プロジェクトの社会的インパ

クトは大きい。今後も DOSH などの関連機関と連携しながら、労働安全衛生分野での研修や研

究で主導的な役割を担っていくことが期待できる。 

 また、NIOSH は労働安全衛生の分野で研修から研究開発まで総合的に技術サービスを提供

することのできる唯一の機関であり、NIOSH に対する技術協力は、労働安全衛生分野でのサ

ービス改善・拡大に非常に有効だったといえる。 

 その一方で、NIOSH をめぐる環境も変わってきている 。財務面・人材面で制約を抱える中

小･零細企業への取り組みや研究活動など、収益性よりも公共性が重視される活動へのかかわ

りを含めて、労働安全分野全体の枠組みと NIOSH の位置づけや課題について、行政側が今後

さらに踏み込んで検討していく必要があると思われる。 

 

4-5 提言 

（１）NIOSH の方向性の明確化： 労働安全衛生分野の広い範囲での役割を期待され、提供す

るサービスも多様化する中で、NIOSH の方向性をより明確にし、関係機関や NIOSH 内部で共有

していくことが必要だと考えられる。これは、労働安全衛生行政にとっての重要な課題であり、

NIOSH が引き続き労働安全衛生における研究・研修分野で主導的役割を果たして行くための支

援を検討する一方で、そうした支援が同分野でのサービス提供の適当な競争や効率的なサービ

スの提供を妨げないようにかじ取りをしていく必要がある。 

（２）NIOSH の利点を活かしたサービスの拡充： NIOSH は、国立機関であることの信頼度の

高さなどの利点を活用し、研究開発や新たな分野でのサービスの開発など、長期的な視点に基

づいて技術力の高いハイエンドサービスの開発により重点をおくことを検討すべきであろう。 

（３）人材育成の充実と雇用形態の改善： NIOSH スタッフの技術レベルを維持･向上させてい

くために、人材育成制度の充実や退職率を低く抑えるための雇用条件の改善などを引き続き検

討していくことが重要だと考えられる。  

（４）国外からの参加者を対象とした研修事業への取り組み強化 ： 研修実績、機材、充実し

た宿泊･研修施設、ICT セクションの整備など、NIOSH の研修分野での利点を活かして、第三国

研修などを通して周辺国を対象にした研修への取り組みを支援することは、JICA にとっても検

討に値することと考えられる。 
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4-6  教訓 

（１）プロジェクト対象機関における人材育成とキャリアパス構築の重要性：  プロジェクト

の持続性を高めるために、プロジェクト実施対象機関のカウンターパートがプロジェクトの実

施中だけでなく終了後も長期的に組織に貢献できるよう、可能な範囲で人材育成システムやキ

ャリアパスなどの人事制度にも配慮するのが好ましいということが教訓として挙げられる。 

（２）公社を対象にした技術協力プロジェクトとしての教訓： 本プロジェクトは、公社である

NIOSH をカウンターパート機関として、信用性や財務基盤などの公社としての強みを活かしな

がら、プロジェクトで得た知識・技術・機材を使って収益性のある事業にまでサービスを拡大

した成功例といえる。今後、日本が同じような公共的機能と事業採算性の両方が求められるよ

うなカウンターパートを支援する場合、この NIOSH への支援の経験と今後の NIOSH の公社と

しての開発への貢献の姿というのはさまざまな教訓をもたらしてくれる可能性がある。 

 

 

 




