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写真 

プロジェクトで調達された建設機械 建設機械メンテナンスワークショップ 

建設機械の操作実習場（学校裏に併設） 道路材料試験訓練風景 

 

略語表 

略語 正式名称 和訳 

C/P Counterpart カウンターパート 

CIENCO Civil Engineering Construction Corporation 公共事業公団 

GDVT General Department of Vocational Training 職業訓練総局 

MOLISA Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs 労働傷病兵社会問題省 

MOT Ministry of Transport 交通運輸省 

CTHS1 Central Transport Technical High School No.1 第一交通運輸工業高校 

CVCT1 Central Vocational College of Transport No.1 第一中央交通運輸技術カレッ

ジ 

PCM Project Cycle Management プロジェクトサイクルマネー

ジメント 

PDM Project Design Matrix プロジェクトデザインマトリ

ックス 

 3



 
 

第 1章 ベトナム社会主義共和国道路建設技術者養成計画 

1.1 案件別評価調査の概要 
1.1.1 プロジェクトの背景 

ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」と記す）では、第 6 次 5 カ年計画（1996-2000）

において公共事業投資のうち、運輸部門への重点配分（37.9％）、特に道路整備には運

輸部門の 83.1％の投入が計画されている。また、JICA 開発調査で策定した全国運輸交

通開発戦略においても輸送能力を高めるための幹線道路網の整備が目標に掲げられ

ているなど、道路建設・保守は経済発展のために重要な課題となっており、そのため

に道路建設技術者の養成は急務となっている。 

 

ベトナムにおける道路整備は、海外からの資金協力によって幹線道路を中心として急

速に進められているが、地方道の整備等引き続き大きな努力が必要である。道路整備

公社等建設事業者は道路建設機械を導入して建設効率の向上を進めているが、運転、

修理、維持管理等を行う技術者の不足により、それら建設機械が 大限に活用されて

いない状況にある。一方、技術者の養成・訓練を担う訓練校は旧式の機材しか所有し

ておらず、新型の機材に関わる訓練を行う能力もほとんどない状況であった。国内唯

一の全国レベルの道路建設技術者養成機関である第 1 交通技術訓練校（TTPS1）（現：

第 1 中央交通運輸技術カレッジ CVCT1：Central Vocational College of Transport No.1）

ですら、実施体制・設備の不備によって十分な技術者を養成することができない状況

であった。このため、ベトナム政府は TTPS1 の訓練能力の向上を目的とした無償資金

協力を要請するとともに、本技術協力プロジェクトに係る要請を提出した。 

 

本プロジェクトは TTPS1 において現役道路建設技術者の再訓練コース（オペレーター、

メカニック、道路施工管理・道路材料試験）の新設を行うと共に、既存の一般訓練コ

ース（オペレーター、メカニック、道路施工管理・道路材料試験）の改善を行い、訓

練の質を向上させ、訓練生の技術水準を高めることをプロジェクト目標として 2000

年 9 月 22 日に R/D を署名・交換し、2001 年 1 月 22 日に開始された。 

 

なお、TTPS1 は 2004 年 11 月に工業高校に格上げされ、名称が第 1 中央運輸工業高校

（CTHS1）に改められた後、2007 年 12 月に第 1 中央運輸カレッジ（CVCT1）に昇格

した。 

 

1.1.2 プロジェクトの概要 

本対象プロジェクトの PDM は添付資料に収録している。以下、プロジェクトの概要

と投入実績を示す。 
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上位目標 1. CTHS1（現 CVCT1: Central Vocational College of Transport No.1）が

ベトナム国において道路建設技術者養成のモデル校となる。 

2.  ベトナム道路建設技術者の技能が向上する 

プロジェクト目標 CTHS1 の訓練能力が向上する。 

アウトプット 1)再訓練用の施設・機材が整備・近代化される。 

2)教員の能力が改善される。 

3)再訓練コースが確立する。 

4)一般訓練コース（既存訓練コース）の質が向上する。 

5)CTHS1 の学校経営や訓練企画の能力が向上する。 

投入（プロジェクト終

了時） 

日本側： 

 専門家派遣      ：長期 8 名、短期 11 名（560,158 千円） 

 研修員受入      ：28 名（21,829 千円） 

 機材供与       ：665,463 千円 

 その他        ：13,746 千円 

 ローカルコスト負担  ：4,997 千円 

ベトナム側 

 カウンターパート配置 ：29 名 

 土地・施設提供    ：CTHS1 

 ローカルコスト負担  ：136 億ベトナムドン 

 

1.1.3 事後評価調査の目的 

本事後評価は「道路建設技術者養成計画」を評価対象とし、国民への説明責任を果た

すために案件を評価すること、また JICA 事業の改善を図るため評価結果を基に案件

実施にかかる教訓を導き出し、フィードバックすることを目的としている。 

 

1.1.4 評価調査範囲 

本評価調査の対象範囲は下表の通りである。 

 

評価調査の対象範囲 

案件名 ベトナム社会主義共和国道路建設技術者養成計画 

協力期間 2001 年 1 月 22 日－2006 年 1 月 21 日 

主な調査先 交通運輸省（Ministry of Transport）／ハノイ 

職業訓練総局（General Department of Vocational Training）／ハノイ 

第 1 中央運輸カレッジ（CVCT1）／バビィー 
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1.1.5 評価調査の制約 

JICA 事務所により関係機関とのアポイントメント、質問票の事前の配布等の支援を受

けることができ、評価調査を円滑に進めることができた。調査の実施にあたってロジ

的な部分における制約はなかった。 

 

1.1.6 評価調査団の構成 

本評価の現地調査は以下のメンバーにより実施された。 

 

氏名 担当 所属先 

小島 孝行 技術教育評価／副総括 インテムコンサルティング㈱ 

Tran Thi Huong Giang 現地調査補助・通訳 フリーランス 

 

1.1.7 評価調査期間 

日順 作業内容
1 5月10日 日 成田－ハノイ（JL/VN5135)
2 5月11日 月 現地要人雇用・打合せ、現地調査計画説明準備
3 5月12日 火 インセプションレポートの説明、現地調査計画説明（JICA)、現地調査日程の確認
4 5月13日 水 商工省、運輸交通省、職業訓練総局とのキックオフ会議、質問票内容等説明
5 5月14日 木 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターとのキックオフ会議、質問票内容等説明
6 5月15日 金 第1中央交通運輸技術カレッジとのキックオフ会議、質問票内容等説明
7 5月16日 土 文献等購入、資料整理
8 5月17日 日 資料整理
9 5月18日 月 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへのヒアリング調査、資料収集

10 5月19日 火 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへのヒアリング調査、資料収集
11 5月20日 水 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへのヒアリング調査、資料収集
12 5月21日 木 第1中央交通運輸技術カレッジへのヒアリング調査、資料収集
13 5月22日 金 第1中央交通運輸技術カレッジへのヒアリング調査、資料収集、JICA事務所中間報告
14 5月23日 土 文献等購入、資料整理
15 5月24日 日 資料整理
16 5月25日 月 第1中央交通技術カレッジへのヒアリング調査、資料収集
17 5月26日 火 運輸交通省、商工省へのインタビュー調査、質問票回答の内容確認協議
18 5月27日 水 職業訓練総局カリキュラム担当部、資格担当部との協議
19 5月28日 木 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへの調査結果概要の説明、コメント受領
20 5月29日 金 第1中央交通運輸技術カレッジの調査結果概要の作成、送付
21 5月30日 土 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ
22 5月31日 日 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ
23 6月1日 月 事後評価結果の関係機関への送付、CVCTコメント受領、内容確認
24 6月2日 火 MOTコメント受領、内容確認
25 6月3日 水 GDVTコメント受領、内容確認、調査結果取りまとめ
26 6月4日 木 MOETコメント受領、内容確認、調査結果取りまとめ
27 6月5日 金 現地調査結果報告、コメント受領（JICA)、ハノイ-成田（JL767)
28 6月6日 土 -成田

日付

 
 

1.2 評価方法 
1.2.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

対象案件の実績、評価 5 項目ごとの評価設問とデータ収集方法、評価指標、調査手法

については添付資料 1-3 の評価グリッドを参照。 
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1.2.2 評価手法 

本評価の評価手法として以下の方法を採用した。 

 

評価方法 実施内容 

実施機関・関係機関へ

の質問紙調査 

本プロジェクトの実施機関である CVCT1、監督機関である

交通運輸省、職業訓練総局に対し質問票を作成し、その回

答の内容を確認・精査を行った。 

実施機関・関係機関へ

のインタビュー調査 

本プロジェクトの実施機関である CVCT1、監督機関である

交通運輸省、職業訓練総局に対しインタビューを行った。

面談者リストは添付資料 1-2 の通り。 

機材・施設の視察 CVCT1 内に設置されたプロジェクトの機材、施設の活用状

況、維持管理状況を確認するため現場視察を行った。 

1.2.3 評価のプロセス 

本評価のプロセスは以下の通りであった。 

 

評価のプロセス 実施内容 

事前準備 2009 年 3 月から 4 月にかけて、プロジェクトに関する事前

評価、中間評価、終了時評価の報告書のレビューを行い、

事後評価実施のための評価グリッド等を含むインセプショ

ンレポート、現地調査資料の作成を行った。 

現地調査 2009 年 5 月 10 日から 6 月 6 日にかけて、現地調査を実施

した。現地調査では、本プロジェクトの実施機関である

CVCT1、監督機関である交通運輸省、職業訓練総局に対し

質問紙調査、インタビュー調査、視察、文献レビューを通

じて、プロジェクトの実績確認、評価 5 項目に従って作成

した評価グリッドを軸に調査を実施した。現地調査の 終

段階で、調査結果を取りまとめ、先方関係機関による記載

内容の事実確認、コメントを取り付け、JICA 事務所に報告

を行った。 

国内分析 2009 年 6 月から 7 月にかけて現地調査を通じて収集した資

料の分析及び評価調査報告書の作成を行った。また別途、

評点付けガイドラインに基づき対象案件の評点付けを行っ

た。 
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1.3 プロジェクト実績の検証 
1.3.1 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標「CTHS1 の訓練能力が向上する」の達成状況を調査した結果、終了

時評価時点と事後評価時点では以下の通りであった。 

 

終了時評価時点達成度（2005 年 11 月） 事後評価時点達成度（2009 年 6 月） 

指標 1：プロジェクト期間中に 450 名が再訓練コースを修了する。 

2005 年 9 月時点で、961 名が再訓練コースを修

了した。従って指標の目標値は達成された。 

2006-2008 年の再訓練受講者数は下表の通り。 

 

コース 2005 2006 2007 2008 

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 119 43 66 97

ﾒｶﾆｯｸ 15 7 2 21

合計 134 50 68 118

出所：質問票回答（事後評価） 

上記表の通り、プロジェクト終了後 4 年間で 370

名が再訓練コースを修了した。 

指標 2：CTHS1 の一般訓練コース修了者のうち 270 名（年間 90 名）がオペレーターまたはメカニ

ックコース修了時に 4 級の資格を取得する。 

オペレーター及びメカニック修了時に 4 級の資

格を取得した修了者数は、90 名（2003 年）、151

名（2004）、282 名（2005 年）であり、指標の目

標値は達成された。 

事後評価時点では資格制度が改正されており、4

級の資格は既にない。 

指標 3：CTHS1 が道路材料試験（一般訓練コース）を良好に運営する。 

道路材料試験コースは 2002 年以降毎年一般訓

練コース（アドバンスコース）が実施され、2004

年から 18 ヶ月の通常訓練コースが実施された。

道路材料試験コースは、道路材料・品質試験コ

ースとして、技術セカンダリー及び技術カレッ

ジレベルの一般訓練コースが実施されている。

指標 4：道路建設分野での CTHS1 の名声が高まる。（関係機関の外部評価） 

MOT、GDVT 及び建設業者 2 社に聞き取り調査

を実施したところ、CTHS1 の訓練能力が高く評

価されていることが確認できた。 

CVCT1 の管轄機関である MOT によると、本校

が道路建設現場で即戦力となる訓練を実施して

いること、訓練内容や方法が他の MOT 傘下の

学校 11 校でも活用されていることから、他校の

モデルとなっているとのことであった。MOT は

今後も CVCT1 から他の学校の教員への指導強

化のため、CVCT1 に新しいコースとして教員再

訓練コースを開設することとなっている。 

指標 5：就職できた卒業生数（一般訓練コース）の人数と割合が向上する。 
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プロジェクト開始前（1998 年）では就職率が

73.8％、就職数が 597 名であった。2004 年では

一部の生徒に対する調査を実施したところ、就

職率は 95%と改善していた。 

就職率等について CVCT1 は調査を実施してお

らず、データは入手できなかった。 

 

1.3.2 上位目標の達成状況 

上位目標「①CTHS1 がベトナムにおいて道路建設技術者養成のモデル校になる」及び

「②ベトナム道路建設技術者の技能が向上する」の達成状況を調査した結果、終了時

評価時点と事後評価時点では以下の通りであった。 

 

上位目標「①CTHS1 がベトナムにおいて道路建設技術者養成のモデル校になる」 

終了時評価時点達成度

（2005 年 11 月） 

事後評価時点達成度（2009 年 6 月） 

指標 1：訓練方法（カリキュラム、シラバス等）が他の訓練校で使用される。 

プロジェクトで作成された教

材がMOT傘下29校及びその他

10 校で使用されている。またプ

ロジェクトは GDVT の要請に

応じて全国標準カリキュラム

（案）を作成し提出している。

カリキュラム案はまだ承認さ

れていないが、今後カリキュラ

ムの承認と併せて上位目標に

至るその他の外部条件が満た

されれば、このカリキュラムに

沿って改訂される教材が他の

学校で使用されることとにな

り、この上位目標の達成の可能

性は高いと考えられる。 

プロジェクトが提案した全国標準カリキュラムは GDVT から承

認されなかった。これは職業訓練法の改正（2006）による職業訓

練制度の見直しがあったためである。 

但し、プロジェクトで提案したカリキュラム案を基に、GDVT

はカリキュラム策定委員会に CVCT1 の教員を選定し、カリキュ

ラムを策定している。なお、オペレーターコース及び道路材料試

験コースのカリキュラム策定委員会の委員長はCVCT1 教員が勤

めた。 

このことからプロジェクトで開発したカリキュラム等について

は、GDVT のカリキュラム策定において取り込まれ、現在 MOT

傘下の 17 校で活用されている。以上のことから、この指標は達

成されたと考えてよい。 

 

上位目標「②ベトナム道路建設技術者の技能が向上する」 

終了時評価時点達成度

（2005 年 11 月） 

事後評価時点達成度（2009 年 6 月） 

指標 1：4 級資格を持つ道路建設技術者が増加する。 

4 級資格を有する道路建設技術

者数は統計データが整備され

現在、4 級資格はないためデータの把握はできなかった。これは

資格制度が改正されたためである。この指標の代替指標として、

 15



 
 

第 1章 ベトナム社会主義共和国道路建設技術者養成計画 

ていないため把握できず。 MOT 傘下の職業訓練学校の学生数を調査し、その傾向を確認し

た。MOT 傘下の道路建設関連の職業訓練学校(11 校)の学生数は

下表の通りであった。 

 

□学校レベル毎の学生数（人） 

学校レベル 2006 2007 2008 

技術プライマリー  20,140 19,107 

技術セカンダリー 9,440* 5,900 4,800 

技術カレッジ  1,100 2,450 

合計 9,440 27,140 26,357 

出所：MOT 質問票回答（事後評価） 

*：2006 年の学生数は旧制度のため厳密には技術セカンダリーレ

ベルには当てはまらないが便宜的に技術セカンダリーレベルに

記載した。 

 

上記表は新職業訓練制度で 3 レベルに区分された学校レベル毎

の学生数である。各学校の卒業時には、卒業資格が与えられるこ

とから、事後評価では「資格保有技術者」の定義を「卒業資格保

有者」として増加の推移を確認した。学生数の推移としては職業

訓練制度の改正等もあったことから、2007 年は 2006 年に比べ飛

躍的に増加しているものの、2007-2008 年では微減である。但し、

技術カレッジレベルの学生数は着実に増加している。 

指標 2：交通運輸業界に雇用される道路建設技術者が増加する。 

CIENCO における資格保有技

術者数は、2000 年に 15,475 人

であったが、2005 年 6 月では

32,842人と 2倍以上増加してい

る。 

交通運輸業界で雇用された道路建設技術者数に関するデータは

整備されていないことが判明した。MOT では MOT 傘下の道路

関連企業で働く労働者についてはデータがあるとのことであっ

た。このため MOT と協議し、代替指標として、MOT 傘下の企

業で働く労働者数に確認を行った。MOT 傘下の企業は約 20 社あ

るが、その内道路建設に関わる労働者数は以下の通り。 

 

 2005 2006 2007 2008 

労働者数 14,057 11,783 10,758 10,758 

出所：MOT 質問票回答（事後評価） 

 

労働者数は、2005 年以降減少傾向にある。これは高速道路建設

事業を巡る事件で道路建設事業が伸び悩んだことが大きな要因
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である。今後道路建設事業が予定通り実行されれば、道路建設労

働者数も増加するものと見込まれる。 

 

1.3.3 終了時評価における提言への対応状況 

 

終了時評価における提言 事後評価時点での対応状況 

(1)全国標準カリキュラム 

プロジェクトで作成・提出した全国標準カリキ

ュラム(案)が承認されれば、プロジェクト効果が

全国的に広まることになる。GDVT の承認プロ

セスを促進するため、CTHS1 として同局と協議

の上、必要な要件を満たすための追加書類を一

日も早く作成・提出し、当該カリキュラムに沿

った教材の改訂及びその普及を促進する必要が

ある。 

 

全国標準カリキュラムは承認されなかった。但

しプロジェクトで提案したカリキュラム案をベ

ースに GDVT のカリキュラム策定委員会

(CVCT1 教員含む)がカリキュラムを策定し、結

果的に MOT 傘下の職業訓練学校で活用されて

いる。 

(2)道路建設技術者資格制度 

2006 年 1 月から施行される新教育法では、職業

訓練は半熟練、熟練、ハイレベル熟練の 3 つに

レベル分けされることになる。GDVT、MOT と

CTHS1 で資格制度の基本的な考え方を明確に

し、道路建設分野での資格制度構築へのロード

マップを策定することが望ましい。 

 

終了時評価で確認した半熟練、熟練、ハイレベ

ル熟練という資格区分は、技術者の資格制度で

はなく、学校の卒業資格を表すもの。すなわち

新職業訓練制度における学校の 3 つのレベル技

術プライマリー、技術セカンダリー、技術カレ

ッジに対応した卒業資格である。 

技術者の技術レベルを認定する資格基準は、

National Standard Skills(Decision 

NO.09/2008/QS-BLSTBXH)によるものである。

この資格基準では 1-5 級のレベルに技術レベル

を区分するものである。但し現在は開発中であ

り、GDVT は 2020 年から完全導入を目指してい

る。 

(3)CTHS1 の今後の計画 

CTHS1 は 2005 年から職業訓練コースに加え、

新たに工業高校コースを併設する。また将来的

に技術カレッジの開設も計画している。改正教

育法の施行細則が策定され次第、CTHS1 の今後

の体制についての基本的な計画を、ベトナム側

として合意しておくことが望ましい。 

 

CVCT は職業訓練法改正後(2006 年)、職業訓練

の 3 つのレベルを開講している。 
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(4)学校運営の改善 

企業のニーズ把握改善、卒業生の就職先把握、

より積極的な広報活動などの面で、更に学校運

営・訓練企画能力の面で改善されることが望ま

しい。 

 

企業のニーズ把握、卒業生の就職先把握につい

て CVCT1 は現在実施しておらず、今後の改善が

望まれる。 

(5)機材の維持・管理 

毎年見込まれる機材の維持管理費用計上に加え

て、MOT の支援も得て、追加的に必要となる修

理･部品費用のための予算を確保する必要があ

る。 

 

機材の維持管理は技術的にも予算的にも特段の

問題はない。 

 

1.4 評価結果 
1.4.1 評価 5 項目による分析 

(1)妥当性 

プロジェクト目標と上位目標は、ベトナムの開発政策（「社会経済開発 5 カ年計画

（2001－2005）」に合致している。同計画では、インフラ整備・改善が主要項目の

1 つとして挙げられているとともに、教育・訓練セクターに関しては、「工業化・

近代化過程に必要となる人材の育成・改善の推進の一環として、職業訓練教育制度

を急速に発展させ、技能労働者に対して正規の訓練機会を提供する学校制度を強化

し、広めること、職業訓練学校の入学者を年平均 7－8％増加させる」、としている。 

また社会経済開発 5 ヵ年計画（2006-2010）においても、今後の課題として教育や

訓練プログラムが不十分であること、多くの職業訓練施設で実習能力が不十分であ

ることが指摘されている。 

 

日本の開発援助政策との整合性も見られる。日本の対ベトナム国別援助計画（平成

12 年）においては、「人造り・制度造り」及び「電力・運輸等のインフラ整備」が

重点分野となっている。また、対ベトナム国別援助計画（平成 16 年 4 月）におい

ても、「成長促進」が対越援助の重点分野の一つとなっており、経済インフラ整備、

成長を支える人材育成という観点から技能訓練の普及が重点事項となっている。な

お同援助計画（平成 21 年 7 月）でも「急激に進む都市化、増大する運輸交通・通

信需要に対処するため、大・中規模の都市に対する（中略）都市環状道路・都市内・

周辺バイパス道路等のネットワーク整備、都市内大量輸送機関などの公共交通整備、

通信ネットワーク整備に係る支援にハード・ソフトの両面から取り組む」となって

いることから、事後評価時点においても日本の開発援助政策と本プロジェクトの目

標は整合性がある。 
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プロジェクト目標はベトナムのニーズにも合致していたと考えられる。MOT は

2000 年―2005 年の交通建設部門の平均年間人材育成計画として、年 5,000 人のワ

ーカー育成を計画しているが、同国の主要道路建設技術者の育成機関であるCTHS1

においては、企業のニーズに合った人材育成を行うため、機材の老朽化・不足への

対応やテキストなど指導内容の改善を必要としていた。 

 

また、プロジェクト目標は、ターゲットグループである道路建設技術者のニーズに

も合致していたと考えられる。卒業生を雇用している企業は、CTHS1 が企業のニ

ーズに合った人材を育成しているとして高い評価を示しており、また既存訓練生へ

のアンケート（オペレーターアップグレード、メカニックアップグレード、道路材

料試験アドバンス・プレサービス在籍生対象）によれば、訓練プログラムの満足度

について 47％の回答者が「90％以上」、43％の回答者が「70％以上」と全体的に高

い満足度が示されており、在籍生のニーズとの整合性も確認された。 

ターゲットグループの選定についても、「2020 年に向けたベトナム通信・運輸開発

戦略」において、同分野の人材育成について「職業技能・能力向上を目的とした、

管理職及び技術者に対する訓練・再訓練プログラムの実施」、及び「訓練の形態の

多様化（短期、長期、在宅、海外など）」が掲げられていることから、適切であっ

たと考えられる。 

 

(2)有効性 

再訓練コース修了者及び一般訓練コースの 4 級取得者は目標値を達成しており、道

路材料試験コースは適切に実施されており、CTHS1 の訓練能力についての関連外

部機関による評価も高く、（就職数の把握はできていないが）就職率も改善がみら

れることから、本プロジェクトの目標である「CTHS1 の訓練能力が向上する」は

概ね達成されていると考えられる。 

本プロジェクトで設定された 5 つの成果は全てプロジェクト目標に貢献している

と考えられる。供与された機材は訓練に活用され、適切に維持・管理されている。

再訓練コースのカリキュラム等が整備され、オペレーターコースとメカニックコー

スについては再訓練コースが実施されている。一般訓練コースのオペレーターコー

スとメカニックコースについては、受講生の 4 級取得が可能となっていると同時に、

道路材料試験コースについてはアドバンスコースの他、従来外部に委託していた部

分（室内道路材料試験）の研修が実施可能となっている。C/P の訓練企画・運営能

力が高まり、本プロジェクトで整備された機材や教材などの効果的な活用が可能に

なっている。更に学校の運営・管理能力がプロジェクト開始前と比べ高まっている。

これらの成果は全てプロジェクト目標である CHTS1 の訓練能力の向上に寄与して

おり、これらの点から本プロジェクトの有効性は高いものと判断可能である。 
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(3)効率性 

終了時評価では、日本側からの専門家派遣については、派遣のタイミングの不適正

による問題が指摘されていた。 初の 2 年間、オペレーター担当の専門家が派遣さ

れていなかったため、チーフアドバイザーが兼務となり、予定業務への取り組みの

遅れが生じている。また、2003 年の業務調整員交代時には、前任の離職と後任の

着任の間に 2 ヶ月の空白が生じたため、その間、他の専門家が兼務することとなり、

予定業務に遅れをきたしており、これらの点では改善の余地があったと考えられる。

但し、この終了時評価で指摘された専門家派遣のタイミングの問題は、プロジュク

ト目標が計画通りに達成されたことから特段大きな問題と捉える必要はない。 

 

機材供与については、終了時評価時点までで概ね終了している。特に、プロジェク

ト開始から間もなく、追加的に中古機材の導入が認められたことにより、機材の現

地調達を行いプロジェクト開始 4 ヶ月後には訓練開始が可能になった。また中古機

械を活用した訓練は、現場で発生する故障と同じ故障の修理を実習で体験可能なた

め、訓練内容から見ても効果的であったと考えられる。また、研修員受け入れにつ

いては、中間評価時に新しい成果が追加となり、それに伴う受け入れ等もあり当初

計画（20 名）より増員となったが（28 名）、特に C/P の知識習得などの面で効果が

あり、概ね適正に実施されたと考えられる。 

 

ベトナム側 C/P については、一部 C/P の交代があったのみで、概ね同じ C/P がプロ

ジェクト期間を通して配置された。道路材料試験の C/P2 名が中間評価実施後（2003

年）に離任し、1 名が新たに配置されている。また、中間評価実施後、新たに追加

された成果に対しても C/P6 名（うちチーフ C/P の兼任有り）が配置されている。 

 

専門分野という観点では、道路材料試験の C/P については CTHS１においてプロジ

ェクト実施以前に指導していなかった分野だったため、必ずしも適切とは言いがた

いが、同校が初めて取り組む分野としてはやむを得ないことと終了時評価では判断

した。事後評価時点では、道路材料試験コースは道路材料・品質検査コースとして、

道路、橋梁、コンクリート等の品質検査に関するコンポーネントが追加されていた。

また協力対象であった 3 コースのうち、本コースだけがカレッジコースを開講して

おり、ニーズとの整合性が確認された。 

 

(4)インパクト 

1)上位目標の達成度 

①CVCT1 が道路建設労働者訓練のベトナムにおけるモデル校となる。 

指標：他の訓練校に訓練内容（カリキュラム、シラバス）が適用される 
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プロジェクトで開発したカリキュラムは GDVT から全国標準カリキュラムとして

承認されなかった。しかしプロジェクトで提案したカリキュラムをベースに GDVT

がカリキュラムを策定し、現在 MOT 傘下の他の職業訓練学校で活用されているこ

とから、この指標からは上位目標は達成されたと考えてよい。 

 

②ベトナムにおける道路建設労働者の技能が向上する。 

指標 1：4 級資格を持つ道路建設技術者が増加する。 

4 級資格は旧資格制度での 4 級を意味しており、現在では適用することができない。

新資格制度は現在構築中であり、なんらかの資格を有する道路建設技術者数に関す

るデータは入手することが出来なかった。 

このため、代替指標として、MOT 傘下の道路建設関係の職業訓練学校の学生数に

ついて確認を行ったところ、プロジェクトの実績で述べた通り、新制度となった

2007 年度からは学生数が飛躍的に増加したが、2008 年には微減であった。このこ

とから一概に道路建設関連の職業訓練学校の学生数が増加しているとは言えない。

但し、本指標が述べている「道路建設労働者の技能が向上する」という「量」では

なく「質」を評価する視点に立つと、既述の通り技術カレッジレベルの訓練を受け

た学生数が増加していることから、道路建設技術者の技能が向上していると考えら

れる。 

 

指標 2：交通運輸業界に雇用される道路建設技術者が増加する。 

交通運輸業界で雇用された道路建設技術者数に関するデータは整備されていない。

このため MOT 傘下の道路建設関連企業（約 20 社）で働く労働者数について確認

したところ、2005 年時点で 14,057 人であったものが、2008 年時点では 10,758 人と

減少している。これは高速道路建設を巡る汚職事件の影響が少なからずあったため

との説明がなされた。 

 

他方、道路による移動・輸送は年々増加傾向にあり道路建設のニーズは高いと考え

られる。このため、道路建設事業が予定通り実行されれば、ニーズに応じて道路建

設技術者数も増加するものと考えられる。 

 

以上、指標 1 について資格を有する道路建設労働者数は資格が整備途中であるが、

技術カレッジレベルの学生数が増加傾向にあること、指標 2 については交通運輸業

界で雇用される道路建設労働者数は一概に量的な増加を判断するのは難しいが、道

路建設事業が予定通り実行されれば、ニーズに応じた道路建設労働者数の増加が見

込まれることから、概ね上位目標の達成が見込まれると考えられる。 
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2)プロジェクトとの因果関係（外部条件の検証） 

終了時評価時に、プロジェクト目標の外部条件が 3 項目追加され、以下 5 つの外部

条件が設定された。 

①MOT と GDVT が CVCT1 に対する政策を変えない 

②他の道路建設技術者の職業訓練学校が訓練コースを提供し続ける。 

③プロジェクトで提供した全国標準カリキュラム案が国家カリキュラム承認委員

会で承認される。 

④全国標準カリキュラム案に基づいて CVCT1 が開発したテキストや教材の普及

を MOT と GDVT が支援する。 

⑤MOT と GDVT が教育法の改正に従って、CVCT1 の提案に基づく資格制度の改

善を行う。 

 

以下、外部条件の検証結果について述べる。 

①MOT と GDVT が CVCT1 に対する政策を変えない。 

本外部条件で述べている「CVCT1 に対する政策」の意味内容が具体的に把握しに

くい。但し、CVCT1 が「道路建設労働者の育成を行う訓練機関である」との政策

の変更の有無を指摘したのであれば、現在も CVCT が道路建設労働者の育成を行っ

ていることから、外部条件は満たされたと言える。 

②他の道路建設技術者の職業訓練学校が訓練コースを提供し続ける。 

現在 MOT 傘下の職業訓練学校は 17 校あり、その内道路建設関連の学校は 11 校で

ある。現在もこの 11 校では道路建設に関する訓練コースを実施していることから、

この外部条件は満たされたと言える。 

③プロジェクトで提供した全国標準カリキュラム案が国家カリキュラム承認委員

会で承認される。 

職業訓練法の改正を受けて、プロジェクトで提案した全国標準カリキュラム案は新

制度に対応していなかったため、承認されなかった。このため、この外部条件は満

たさなかったと言える。 

但し、プロジェクトが策定したカリキュラム案を基にオペレーターコース、メカニ

ックコース、道路材料試験コースのカリキュラムが GDVT のカリキュラム策定委

員会で策定されていること、また CVCT1 教員も策定委員会のメンバーとしてカリ

キュラムの策定に携わっていることから、プロジェクトで開発したカリキュラムは

新制度下のカリキュラムにも活かされたと言える。 

④全国標準カリキュラム案に基づいて CVCT1 が開発したテキストや教材の普及を

MOT と GDVT が支援する。 

プロジェクトが提案した全国標準カリキュラム案は承認に至らなかったことから、

このカリキュラムに基づくテキストや教材の普及はない。従ってこの外部条件は満
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たされなかったと言える。 

但し、MOT は政策として CVCT1 に他の学校教員向けの研修コース等の開設を計画

しており、GDVT が策定したカリキュラムに基づく訓練方法、内容等について他の

学校にも普及させることとしている。 

⑤MOT と GDVT が教育法の改正に従って、CVCT1 の提案に基づく資格制度の改善

を行う。 

新しい資格制度の概要は 2008 年の省令で決まったため、終了時評価当時は資格の

概要等について明確な方向性等が構築されていなかったと考えられる。資格制度も

終了時評価当時は一般労働者を対象とした 1-7 段階の資格だったものに対し、新制

度は全労働者（一般労働者、技能労働者、技術者）を対象とし、職種毎に 1-5 段階

の資格が設定されている。現在 GDVT を中心に全職種について資格制度を構築中

であり、2020 年までに完全導入を目指している。 

資格制度の改善については、CVCT1 の提案で改善するというよりも、GDVT が総

局を挙げて取り組んでいる課題であり、この外部条件は事後評価時点の状況にはそ

ぐわない内容であると言える。 

3)波及効果 

①技術カレッジ化 

技術カレッジは College コースを実施する訓練機関である。CVCT1 はプロジェクト

当時、職業高校レベルであったが、プロジェクトで調達された機材を含めて CVCT1

の施設機材が技術カレッジコースを開設するのに十分であると MOT より認可され、

職業カレッジとなることができた。これにより職業訓練のプライマリー、技術セカ

ンダリー、技術カレッジの全てのレベルにおける人材育成が可能な機関となった。 

②学校の自己収入源の確保 

プロジェクト実施以前、CVCT1 ではソ連製の旧型の機材を使用した訓練を行って

おり、現場では即戦力になる人材を育成することができなかった。プロジェクトに

より現代の技術レベルにあった機材が調達され、道路工事現場で使用されている機

材と同等の機材を使った訓練実習が可能となった。このため実習を兼ねて教員と生

徒が工事現場に行き、実際の工事現場で作業に携わっている。これは生徒が工事現

場を体験するだけでなく、学校の大きな収入源ともなった。 

③MOT スタッフのプロジェクトマネージメントスキルの向上 

JICA とのプロジェクトを通じて、MOT のプロジェクトマネージメントスキル（実

施組織構築、計画、実施、評価）が向上したとのコメントが MOT へのインタビュ

ーで明らかになった。特に評価については PCM 手法を用いた評価を他のプロジェ

クトについても実施している。 
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(5)自立発展性 

1)組織面 

CVCT1 はプロジェクト当時、13 コースで職業訓練を行っていたが、現在では 17

コースで、将来的には 40 コースの開設が可能な学校となっている。コースの開設

状況は下表の通り。 

 

Training course list CVCT1 as of 2009
before 2005

Course Project Primary Secondary College
1 Welding x x x x
2 Automobile x x
3 General electric x x x x
4 General electronic (x) (x)
5 Road construcion machine repair x x (x)
6 Road construcion material testing x x x
7 Electric of Road construction machine (x) (x)
8 Refrigerator and Air conditionner technology (x) (x)
9 Industrial electric (x) (x)

10 Industrial electronic (x) (x)
11 Network administration (x) (x)
12 Business accounting x x x
13 Road and bridge construction x x x
14 Road construction machinery operation x x x (x)
15 Track crane operator x x
16 Bridge assembly x (x) (x)
17 Vehicle drinving x x
18 Informatics x x
19 Inland communication inspection x (x)
20 Rural transport x x
21 Orientation for export labor x x

X 開設コース数 13 7 10 6
(X) 開設予定コース数 1 7 9

8 17

※網掛けはプロジェクト協力対象コース

Present courses 2009

将来的な全コース数 40
15

 

出所：CVCT 資料 

 

CVCT1 は MOT 参加の 11 の職業訓練機関の中でも、 も効果的な訓練を行う学校

であると認識されており、今後も MOT からは他校への訓練方法の指導を行うなど、

他校にとって指導的な役割が期待されている。また本校には職業訓練校の教員の能

力向上を目的とした専門コースも開設される予定である。 

またプロジェクトが協力対象とした 3 コースは CVCT1 の中核的な訓練コースとな

っている。これは①メカニックとオペレーターコースは CVCT1 が開校以来継続し

て続けているコースであること、②道路建設関係者の間で知名度が高いこと、③日

本の支援で新しい設備が整っていること、等の理由がヒアリングの結果明らかにな

った。3 コースの訓練生数を見ると、2005 年から 2007 年にかけて全新入生数の 80％
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程度を占めている。2008 年には技術カレッジのオープン等により全新入生数の約

40％であるが、3 コース全ての技術カレッジがオープンすれば、学生の比率は高ま

ることが想定され、今後もプロジェクトの協力対象である 3 コースを軸として、

CVCT の組織的な持続性は高いと考えられる。 

2)技術面 

プロジェクトの活動では、対象コースの短期コース(Upgrade course と Advanced 

course)を中心に活動を進めていたが、現在 CVCT1 ではこれら短期コースを閉鎖し、

一般コース（技術セカンダリーコースは 18 か月、技術カレッジコースは 2.5 年間

~3 年間）として実施している。これらコースの再編は全て CVCT1 のスタッフによ

るものであり、コース設計から開設までを独自に行ったことから、コース運営の能

力が十分にあると言える 

 

またプロジェクト当時カウンターパートとして日本人専門家と協働した 3 コース

の 25 名のスタッフは現在 20 名が継続して訓練指導に携わっており、プロジェクト

で育成された能力が持続的に訓練現場に活かされていると考えられる。 

さらに、校内での教員に対する研修も活発で、指導技術や専門技術にかかる研修を

年間 30-40 回程度実施している。また大学が学費を負担し教員を大学院へ行かせる

等（プロジェクト終了から現在までで 13 名）、教員の専門知識と技術の強化に取り

組んでいる。 

以上のことから、技術的な持続性は高いと考えられる。 

3)財政面 

CVCT の予算は下表の通りであった。 

 
項目 2004 2005 2006 2007 2008
政府補助金（MOT) 5,508,661,669 5,606,000,000 6,186,000,000 7,763,781,000 9,674,680,000
学費等収入 17,457,561,191 13,089,748,898 12,500,000,000 8,154,736,830 7,585,959,000
その他 609,869,131 1,399,591,646 752,000,000 1,660,042,500 467,665,000
自己収入 2,838,017,784 847,603,600 1,200,000,000 1,092,910,000 2,246,885,800
収入合計 26,414,109,775 20,942,944,144 20,638,000,000 18,671,470,330 19,975,189,800
補助金から支出 5,508,661,669 5,606,000,000 6,186,000,000 7,763,781,000 9,674,680,000
学費等から支出 15,333,105,560 10,675,718,237 10,360,000,000 73,392,631,147 6,827,363,100
その他支出 609,869,131 1,329,926,037 752,000,000 1,660,042,500 467,665,000
活動経費 2,838,017,784 547,603,600 1,200,000,000 1,092,910,000 2,246,885,800
（内、機材維持管理費） 638,256,415 478,727,000 677,615,000 929,523,000 1,090,000,000
支出合計 24,289,654,144 18,159,247,874 18,498,000,000 84,838,887,647 19,216,593,900

収入に占める補助金率 20.9% 26.8% 30.0% 41.6% 48.4%
収入に占める自己収入率 10.7% 4.0% 5.8% 5.9% 11.2%  
出所：CVCT 質問票（事後評価） 

 

財政面では学校の学費等の収入は減少傾向にある一方で、学校の予算に占める政府

補助金の割合が年々増加傾向にある（2004 年時点では 20％だったものが、2008 年
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では 48％）。政府補助金の増加傾向に関し MOT に確認したところ、MOT は必要な

予算について同校への支援を継続的に行うとのことであり、今後も MOT から適切

な補助金が配分されれば学校の財政面での持続性は高い。 

 

1.4.2 貢献・阻害要因の分析 

(1)プロジェクトの貢献要因 

1)インパクトの貢献要因～ソフトとハードを組み合わせた協力スキーム 

プロジェクトでは訓練内容や方法を構築するだけでなく、それに必要なハード面で

の整備が無償資金協力等で支援がなされた。ソフト面、ハード面での日本の協力に

よって CVCT1 は MOT 傘下の職業訓練学校の中で教育環境や教員の質等の点で他

校のモデルとなっている。MOT 及び GDVT も CVCT1 の職業訓練の内容や方法を

高く評価している。 

このような背景から GDVT がカリキュラムを策定する際に、CVCT の教員が委員と

して選任されカリキュラム策定に携わりプロジェクトの成果が全国標準カリキュ

ラムに反映される等のインパクトに貢献したと考えられる。 

2)自立発展性の貢献要因～カレッジ化 

CVCT1 は 2006 年職業訓練制度の改正後、技術カレッジレベルまでの訓練を実施で

きる学校となった。技術カレッジレベルの訓練を行うためにカリキュラム整備、教

員の能力向上が求められる。CVCT1 では教員が GDVT のカリキュラム策定委員会

のメンバーとしてカリキュラム開発に参画しており、また校内における教員研修や

教員の大学院進学支援を実施する等、教員の技術レベルの向上に取り組んでいる。

結果的に、これら学校の取り組みが組織面、技術面の持続性の強化に繋がったと考

えられる。 

 

(2)プロジェクトの阻害要因 

1)インパクトの阻害要因～上位目標の測定指標について 

上位目標の達成状況について、先にその見込みを述べた。PDM の指標に沿って上

位目標の達成度を測るには、次の 3 つの条件が整備されるのを待って評価すること

が妥当である。 

①新資格制度導入後、道路建設労働者の資格レベルを再定義すること 

②再定義した資格レベルを取得した道路建設技術者数のデータを蓄積すること 

③再定義した資格レベルを取得した人のうち、交通運輸業界に就職した人数に関す

るデータを蓄積すること。 

2)自立発展性の阻害要因 

特になし。 
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1.4.3 結論 

調査の結果、本プロジェクトによるプラスのインパクトが確認された。持続性につい

て、組織面、財政面では特段の問題はなかった。但し、技術面では道路材料試験・品

質管理コースについて、プロジェクト後追加されたコンポーネントである道路・橋

梁・コンクリート等の「品質管理」を実施するための機材が整備されていないことは

今後の課題である。 

 

1.5 提言と教訓 
1.5.1 提言 

(1)道路材料試験・品質検査コース 

道路材料試験コースは、プロジェクトの協力対象であった 3 コースの中で、唯一技

術カレッジコースがオープンしているコースである。現在 CVCT1 の道路材料試験

コースには MOT からの橋や道路の品質検査を行うカリキュラムも組み込まれ、「橋

及び道路・品質検査・試験コース」となっている。しかし品質試験を行う機材や設

備が未だ整備されておらず十分な訓練教育が出来ていない状態である。今後、

CVCT1 としては必要な機材をリストにし MOT に提出することとしているが、本コ

ースが技術カレッジレベルの訓練まで行う使命を持っていることから、早急な機材

整備等の訓練環境の確立が必要である。 

 

(2)卒業生のトレース調査 

現在 CVCT1 では卒業生のトレース調査は実施されていない。これは学校がトレー

ス調査の実施に必要なノウハウは有しているものの、必要経費が確保できないこと

が主な理由である。MOT もこの必要性を認めており、今後トレース調査等に取り

組む予定であることから、必要な予算措置等を行うことが必要である。 

なお、トレース調査の目的は、学校の行った教育効果の測定、卒業生の進路分析と

訓練内容へのフィードバック、卒業生による学校の評価、在学生への就職活動支援

等の様々な目的が考えられるが、調査目的を明確にして実施することが必要である。

なお、個人情報の取り扱いについては十分な注意を払うことも必要である。 

 

(3)企業のニーズ調査 

現在 CVCT1 では企業のニーズ調査は実施していない。これは必要な経費、人材が

不足していることが主な原因である。企業のニーズに応じて訓練内容等を改訂する

ことは職業訓練校にとって重要な活動である。 

 

(4)新規コースの開講にむけて 

現在 CVCT1 ではプライマリーレベル、技術セカンダリーレベル、技術カレッジレ
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ベルの 3 つの訓練レベルで 23 コースを開講している。将来的に 17 コースが新設さ

れ、合計で 40 コースを開講することとなる。コース新設にあたっては教員の増加、

カリキュラムやシラバスの開発が必要となるが、CVCT1 が円滑にコースを開講で

きるよう GDVT 及び MOT の支援が必要である。また、コース新設にあたり、企業

のニーズ調査等を通じたコースの訓練ニーズを十分に把握することが必要である。 

 

(5)コース評価の強化・評価結果の関係者間の共有 

CVCT1 では毎年学生によるコース評価を行っている。コース評価からは訓練内容

や方法をより一層改善して行くために有益な情報を得ることができる。CVCT1 で

はコースの評価結果は報告書等にまとめておらず、コース評価結果を具体的に訓練

内容や訓練方法に活かしにくい状況である。今後よりコース内容を充実させていく

ためにも、コース評価の結果等を取りまとめ、具体的に訓練に役立てていくことが

必要である。 

 

1.5.2 教訓 

(1)プロジェクトの作成した報告書類の取り扱いについて 

CVCT1 のケースでは、プロジェクトで「道路材料試験のニーズ調査報告書」「道路

材料試験基準の報告書」が作成されたと終了時評価報告書に記載されている。道路

材料試験のニーズ調査にはカウンターパートも専門家に同行し企業訪問等を行う

等、調査に参画している。しかしながら「道路材料試験のニーズ調査報告書」は専

門家が持ち帰ったとのことで CVCT1 には残されていない。また「道路材料試験基

準の報告書」についてはその存在自体を CVCT1 は知らないという状況であった。 

プロジェクトで作成された報告書、特にカウンターパートの活動にとって重要なも

のである場合には、きちんと先方に渡るよう手続きを取ることが重要である。また

双方の認識に食い違いがないよう、受領書を入手する等の管理方法も採用すること

も考えられる。 

 

(2)PDM で計画されていない活動の実施に際して 

CVCT1 のケースでは、PDM のプロジェクトの活動として「全国標準カリキュラム

案の作成」は含まれていなかったが、プロジェクトの途中、2003 年に専門家は全

国標準カリキュラム案を作成し提出した。その後、終了時評価時の PDM には、「全

国標準カリキュラム案を GDVT が承認する」という外部条件が付加された。結果

的に GDVT はこのカリキュラムを承認しなかった。承認されなかった理由は、職

業訓練法が 2006 年に改正され、職業訓練システムが変わったこともあるが、カリ

キュラム策定過程において、職業のグレードに関する分析等の策定規定の手続きが

なされていなかったことが大きな理由であった。 
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このことから 2 つの教訓を導きだすことができる。 

a) 合意の形成の必要性 

全国標準カリキュラム案の作成は、大きな活動であったと考えられる。これは終

了時評価報告書によると GDVT がプロジェクトに依頼し、プロジェクトが作成・

提出したとなっている。このカリキュラム案の策定について日本側とベトナム側

がどのようなやり取りをしていたのかについて記録がないため不明である。但し、

プロジェクトに大きな活動を追加する場合には、合同調整委員会等で、プロジェ

クトの責任範囲とベトナム政府側の責任範囲や承認の手続き、作業工程等を明確

にし、関係者間で合意することが重要である。 

b) プロジェクトでカリキュラムを作成する際の留意点 

教育分野の技術協力プロジェクトでは多くのケースでカリキュラムやガイドライ

ン等の作成がなされている。ベトナムの場合 2006 年に職業訓練システムが大きく

変貌を遂げたことから、プロジェクト作成の全国標準カリキュラムの承認がなさ

れなかった。さらに、ベトナムでのカリキュラム策定方法は職業訓練法によると、

中央レベルでカリキュラム策定委員会を組織し、この委員会がカリキュラムを策

定することとなっている。従って法的には、プロジェクトが策定したカリキュラ

ムを中央レベルで承認し全国標準カリキュラムとする方法はない。 

 

プロジェクトでモデル的に活用するカリキュラムの場合にはケースバイケースで

中央が承認することも考えられるが、全国標準カリキュラム作成の場合には、将

来的に状況が大きく変わる可能性がないかどうかを十分に見極めること、また当

該国におけるカリキュラム策定規定等を十分に把握しカリキュラム策定手続きに

問題がないかどうかを確認することが重要である。 

 

(3)学校運営管理について～持続可能な実施の仕組み構築を目的とした活動の必要性 

CVCT1 では中間評価時に「CVCT1 の業務企画や訓練運営管理の能力が向上する」

という成果が加えられた。この成果の指標として設定された、「ニーズ調査の定期

的な実施と報告書作成」、「卒業生の就職情報の定期的な更新」については、学校は

その必要性を認めながらも、現在予算的な制約等から実施されていない。プロジェ

クト実施中に CVCT1 の現状に合わせた技術的にも予算的にも無理のない実施可能

な内容や方法で実施すれば、現在でも活動を継続できた可能性が高い。 

 

従って学校運営管理のように継続して実施することが望まれるプロジェクトの活

動については、プロジェクトで活動を実施するだけでなく、現地の人間が現地のリ

ソースを活用してできる活動内容や方法等の「仕組みを構築すること」も視野に入

れた技術移転が適切であると考えられる。 

 29




