
 
 

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 

評価結果要約表 
評価者：インテムコンサルティング株式会社 小島 孝行 

１. 案件の概要 
国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：道路技術者養成計画 
分野：運輸交通（道路） 協力形態：技術協力プロジェクト 

協力金額：12.66 億円 所轄部署： 
社会開発部運輸交通第 1 チーム 先方関係機関：第 1 中央交通運輸技術カレッジ、運輸交通省、労働

傷病兵社会問題省職業訓練総局、計画投資省  
日本側協力機関：国土交通省  協力期間： 

2001 年 1 月 22 日～2006 年 1 月 21
日 

他の関連協力： 第 1 交通技術訓練校整備計画（無償資金協力、2000
年） 

1-1. 協力の背景と概要 
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、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 中央交通運輸技術カレッジ（CVCT1）に昇格

した。 
1-2. 協力内容 
(1) 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 

(2) プロジェクト目標 
CTHS1 の訓練能力が向上する。 

(3) アウトプット（成果） 
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。 
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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。 

(4) 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） 機材供与 ：665,463 千円 
その他      ：13,746 千円             研修員受入：28 名（21,829 千円） 
ローカルコスト負担：4,997 千円                    総額 12.7 億円 
相手国側： 
カウンターパート配置 29 名  土地・施設提供 
ローカルコスト負担：136 億ドン 

2. 評価調査団の概要 
調査者 評価分析：   小島 孝行          インテムコンサルティング株式会社 
調査期間 2009 年 5 月 10 日 – 2009 年 6 月 6 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 
(1)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、2006-2008 年の 4 年間で 370 名が再訓練コースを修了した。 
(2)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 
プロジェクト当時 4 級資格を取得した修了者数は 90 名（2003 年）、151 名（2004 年）、282 名（2005
年）で指標の目標値は達成した。現在では資格制度が改正されており、現在、4 級の資格はない。 

(3)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、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。但し品質試験に必要な機材は未整備である。 
(4)指標 4：道路建設分野での CTHS1 の名声が高まる 

CVCT1 の管轄機関である交通運輸省（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（プロジェクト実施当時の学校数）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。 
(5)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 

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。現在では、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。 

3-2 上位目標の達成状況 
(1)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 

プロジェクトが提案した全国標準カリキュラムは職業訓練総局（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は、GDVT
のカリキュラム策定過程に取り込まれ、現在 MOT 傘下の 17 校で活用されている。 

(2)指標 2：4 級資格を持つ道路建設技術者が増加する 
現在、4 級資格はないためデータの把握はできなかった。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
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た。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。 
(3)指標 3：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 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 14,057（2004 年）から 10,758(2008 年)と減少している。

これは道路建設事業の汚職事件（2006 年）のため事業規模が縮小したことが大きな理由であるとの説

明であった。 
3-3  終了時評価での提言の活用状況 
(1)全国標準カリキュラムの承認 

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の構築 

労働者の技術レベルを認定する資格基準は、”National Standard Skills”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 の今後の計画を立てること 

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。 
(4)学校運営の改善 

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、今後改善が望まれる。

(5) 機材の維持・管理 
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。 

4. 評価結果の概要 
4-1 評価結果の要約 
(1)妥当性 

プロジェクトの上位目標と目標は、ベトナムの開発政策（「社会経済開発五カ年計画（2001－2005）」、

および日本の政策（「対ベトナム国別援助計画（平成 12 年、平成 16 年）」と合致している。「2020
年に向けたベトナム通信・運輸開発戦略」においては、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」を掲げていることから、ターゲットグループの選定も適切であったといえる。 
(2)有効性 

プロジェクト目標は概ね達成されており、成果はプロジェクト目標に貢献している。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た。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た。一般訓練コースにおいて、オ

ペレーターとメカニックコースでは、受講生の 4 級取得が可能となっていた。道路材料試験コースで

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。さらに学校の運営・管理能力がプロジェクト開始前と比べ高まっていた。

(3)効率性 
専門家派遣、機材供与、研修員受け入れ、ベトナム側投入については、一部改善の余地があるものの、

概ね適正であった。専門家派遣については、専門家不在の空白期間を他の専門家が兼任し、予定業務

の取り組みに遅れが生じたことが指摘されていた。機材については、中古機材の導入が認められたこ
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とにより、現場で発生する同様の故障の修理を実習できるため、訓練内容から見ても効果的であった。

ベトナム側 C/P 配置については、一部カウンターパートの交代があったものの、概ね適正であった。

但し事後評価時点ではプロジェクトで作成した報告書等が学校に残されていないことが判明した。 
(4)インパクト 

1)技術カレッジ化 
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。 
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ている。 
3) MOT 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。 
(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。CVCT1 は MOT 傘下の 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。 
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いる。教員向け校内研修は、指導技術や専

門技術の研修を年間 30-40 回程度実施している。その他、教員を大学院で就学させる等、教員の専門

知識と技術の強化に取り組んでいる。但し、卒業生のトレース調査や企業のニーズ調査は現在実施さ

れていない。またコース評価は行われているが、フィードバック方法等の面で改善が必要である。 
3)財政面 
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。 
4-2 プロジェクトの貢献要因 
(1)インパクト発現に貢献した要因 

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
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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)自立発展性に貢献した要因 

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

研修等を通じた教員の能力向上を図っている。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。 
4-3 プロジェクトの阻害要因 
(1)インパクト発現を阻害した要因：上位目標の測定指標について 

2006 年の職業訓練法の改正を受けて、技能労働者の資格制度が改正され、新制度は現在整備中である。

このため、PDM の指標に沿って上位目標の達成度を測るには、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、等の条件が整備される必要がある。 
(2)自立発展性を阻害した要因：特になし。 
4-4  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

めの機材を整備することは今後の課題である。 
4-5  提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
(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、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。 
(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。今後、企業のニーズ調査の実施に必要な体制を構築する必要がある。 
(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、技術カレッジレベルの 3 つの訓練レ

 8



 
 

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 

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。 
4-6  教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に

参考となる事柄） 
(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。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。 
(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。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も大きな理由であった。

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 
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関する日本側とベトナム側の合意事項等の記録がない。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 
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政府が承認する

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。学校運営管理の内、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更新につ

いては、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。 
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