
 

評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：カザフスタン共和国 案件名：カザフスタン日本人材開発センタープロジ

ェクト（フェーズ 2） 

分野：人的資源 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：公共政策部 ガバナンスグ

ループ 日本センター課 

協力金額（評価時点）：9.34 億円 

協力期間 

 

2005 年 10 月１日から 

2010 年 9 月 30 日まで  

5 年間 

先方関係機関：教育科学省、カザフ経済大学（アル

マティ、アスタナ）、カザフ人文法科

大学（アスタナ） 

日本側協力機関：独立行政法人国際交流基金 

他の関連協力：  

１－１ 協力の背景と概要 

カザフスタン共和国（以下「カザフスタン」と記す）は、1991 年 12 月に独立して以来、独

立国家共同体（Commonwealth of Independent States：CIS）諸国のなかでも急進的な改革路線を

とっており、プラスの経済成長を達成している。また、石油等の天然資源の輸出増等により、

実質 GDP 成長率は近年 9～10％台を維持している。 

その一方、経済分野の人材に関しては、急速な経済成長に追いついておらず、企業活動従事

者へのビジネス知識・スキルの知的支援が必要とされているほか、産業の多角化も進んでいな

い状況にある。 

こうした背景の下、カザフスタン政府は 1997 年、長期開発計画｢カザフスタン 2030｣を策定

し、2030 年を目標年に、市場経済をベースとしたアジアの中進国レベルまでの経済成長の達

成と、そのための人材の開発に重点的に取り組む開発戦略を掲げている。また、「カザフスタ

ン 2030」をより具体化させた「カザフスタン国産業革新発展工業開発戦略プログラム

（2003-2015 年）」では、中小企業振興の必要性に着目しており、製造業を中心に産業の多角

化をめざしている。 

本プロジェクトは、「カザフスタン日本人材開発センター（Kazakhstan-Japan Center for Human 

Development：以下、「KJC」）」プロジェクトの第 2 フェーズであり、2005 年 10 月より 2010 年

9 月までをプロジェクト期間として、第 1 フェーズで整備してきた KJC の組織基盤を土台に、

その成果をより発展させ、インパクトを拡大するため、「カザフスタンにおける市場経済化に

対応する人材育成」及び「カザフスタン・日本の相互理解促進」を行う拠点としての KJC の

機能強化を目的に、ビジネスコース、日本語教育、相互理解促進の活動をアルマティ市〔主に

KJC が設置されているカザフ経済大学（Kazakh Economic University：KazEU）〕及びアスタナ

市を中心に行っている。 

  

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

1．カザフスタンにおける市場経済化に資する人材が育成される。 



2．日本とカザフスタン両国の相互理解が促進される。 

 

（2）プロジェクト目標 

「カザフスタンにおける市場経済化に対応する人材育成」及び「カザフスタン・日本の相

互理解促進」を行う拠点としての KJC の機能が強化される。 

 

（3）成 果 

1．センター運営：KJC が効率的に運営される体制とシステムが確立される。 

2．ビジネスコース運営事業：企業経営・中小企業振興等についての実践的ノウハウ・知識

を民間・公的セクターに効果的に提供するとともに、そのシステムが構築される。 

3．日本語コース運営事業：質の高い日本語教育を提供するとともに、その機会を拡大する

システムが構築される。 

4．相互理解促進事業：さまざまな分野におけるカザフスタンと日本の情報が双方向に発信

される機能が強化される。 

5．広報事業：カザフスタンにおける KJC の認知度が高まる。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側（JICA）：総投入額 9.34 億円  

長期専門家派遣    14 名      機材供与       106 万 542 テンゲ 

短期専門家派遣    64 名      ローカルコスト負担 約 9,800 万テンゲ 

研修員受入れ     39 名 

カザフスタン側： 

カウンターパート配置  4 名      ローカルコスト負担（光熱水道費など）約 1,100

万テンゲ 

施設・設備の提供           

             〔1 カザフスタンテンゲ＝0.61 円（2010 年 3 月 10 日レート）〕 

２．評価調査団の概要 

調査者 

団長・総括  ：伏見 勝利  JICA 公共政策部 日本センター課 課長 

アドバイザー ：金子 節志  JICA 国際協力専門員 

日本語評価分析：小栗 潔    独立行政法人国際交流基金 

評価分析   ：松下 智子  株式会社アンジェロセック 主任 

評価企画   ：野村 留美子 JICA 公共政策部 日本センター課 調査役 

調査期間 2010 年 3 月 5 日～3 月 20 日 評価種類：終了時評価調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1：センター運営：KJC が効率的に運営される体制とシステムが確立される。 

長期的運営計画の策定や合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC） により、プ

ロジェクトの進捗管理がなされている。当初策定される予定であった人材育成計画は作成され

ていないものの、コンスタントに現地スタッフに対する研修が実施され、これまで延べ 23 名



が本邦研修を受講し、日常的なオペレーションは現地スタッフによる運営が可能なレベルに到

達しつつある。センターの財務諸表を見ると、徐々に事業収入が伸びつつあるものの、同時に

支出も増加しているので、より効率的に事業が運営されるシステムの構築が望まれる。 

 

成果 2：ビジネスコース運営事業：企業経営・中小企業振興等についての実践的ノウハウ・知

識を民間・公的セクターに効果的に提供するとともに、そのシステムが構築される。 

これまでで総計 101 コースが開催され、フェーズ 1 よりも多様な講座が提供されている。こ

れまでの延べ受講者数は約 3,500 名強である。ビジネスコースは受講者数が低迷し、収益性が

課題となっていた時期もあったが、2009 年後半、回復傾向にある。受講生の講座に対する満足

度はほとんどが 80％～90％以上と高く評価されている。 

 

成果 3：日本語コース運営事業：質の高い日本語教育を提供するとともに、その機会を拡大す

るシステムが構築される。 

これまで約 3,000 名が受講し、フェーズ 1 の 1,282 名を大きく超えている。日本語学習者の

幅広いニーズに対応すべく、アルマティでは 9 段階のクラスが提供されているほか、アスタナ、

カラガンダといった地方都市でも日本語コースが提供されている。これら受講者の満足度も

90％と非常に高いものとなっており、安定した集客がなされている。現地講師が自立的に教師

育成を行うレベルにはないが、KJC の日本語コースの講師の現地化率は 90％を超えており、コ

ース運営も現地リソースで可能であり、受講料収益で事業を継続できるレベルに到達しつつあ

る。 

 

成果 4：相互理解促進事業：さまざまな分野におけるカザフスタンと日本の情報が双方向に発

信される機能が強化される。 

フェーズ 2 を通じ、合計 92 のイベントが実施された。これらイベントは大規模なものから

小規模なものまでさまざまな形態の行事が継続的に実施されてきており、アルマティ市内のみ

ならず、地方においても積極的な活動が展開されてきた。一方で日本に関する情報の発信に比

してカザフスタンに関する情報の日本への発信は依然十分とはいい難い。なお、定型的なイベ

ントは、センタースタッフで対応可能であり、企画立案も一定程度可能。しかし、相互促進事

業の収入は限定的であることから、活動の継続のためには他事業の収益を充当する等の方策を

練る必要がある。 

 

成果 5：広報事業：カザフスタンにおける KJC の認知度が高まる。 

メーリングリスト（以下「ML」）の購読者は 2,000 人を超え、ML 及びニュースレターは定

期的に発行され、電子メールの案内が、ビジネスコース受講のきっかけになっている例も数多

く見受けられる。新聞、雑誌等各種メディアへの露出度も高いが、課題としては、ホームペー

ジの充実と、より戦略的な広報活動への転換が挙げられる。 

 

プロジェクト目標：「カザフスタンにおける市場経済化に対応する人材育成」及び「カザフス

タン・日本の相互理解促進」を行う拠点としての KJC の機能が強化される。 



フェーズ 1 と比べ事業が拡大し、活動領域のほとんどで期待された成果が発現しており、プ

ロジェクト目標は一定程度達成できる見込みである。現地活動経費の負担率の大半は依然プロ

ジェクト予算に依存しているものの（2009 年 10 月時点：84.9％、フェーズ 1 時点：88％）、内

部留保を含めたセンター収入と支出のバランスは、着実に改善傾向にあり、2009 年度のセンタ

ー収入はセンター運営費の 38％に達している。また、KazEU 側が将来的な KJC 運営費用のコ

ストシェア拡大の意向を示していることから、今後プロジェクトの経費負担は軽減されること

が期待される。スタッフの運営能力については、戦略的な企画立案を行える人材の育成が今後

の課題となっており、継続した技術移転が必要である（なお、スタッフの能力評価は 2009 年

12 月に導入されたばかりであり、現時点で能力の変化を評価するのは時期尚早である）。  

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

本プロジェクトのプロジェクト目標及び上位目標は、「カザフスタン 2030」及び「カザフ

スタン国産業革新発展工業開発戦略プログラム（2003-2015 年）」に示されている経済分野に

必要な人材を育成するというカザフスタンの国家政策に合致している。また、わが国の対カ

ザフスタン支援では、既存産品に付加価値を付ける産業の高度化、中小企業振興を通じた製

造業の育成等による産業構造の多角化を重要視しており、本プロジェクトはこれらの視点に

合致する。さらにビジネスコースに関しては、カザフスタン国内の経済危機の状況を踏まえ、

潜在的な顧客層のニーズ調査等顧客獲得に向けた取り組みが行われ、変化するニーズに対応

した講座を提供してきている。一方、近年日本とカザフスタンの資源を巡る二国間関係の重

要性が増していることから、こうした動きを側面支援するため、カザフスタンの公務員に対

する支援を強化する必要性がある。 

 

（2）有効性 

これまで現地スタッフによる KJC の運営管理体制は十分構築されていなかった。しかし、

本プロジェクトの中間レビュー調査団からの指摘により、現地スタッフのなかから各部門に

チーフ職（あるいはそれに相当するポジション）を配置し、技術移転を集中的に行う等によ

り KJC 運営管理体制は見直されており、現地スタッフの業務へのモチベーションの向上、

収益改善の意識向上などの変化が見られている。 

上述のとおり、プロジェクト目標の達成は一定程度見込まれるが、事業継続のためには、

カザフスタン側とのコストシェアの拡大、戦略的な企画立案を行えるスタッフの育成が課題

である。 

 

（3）効率性 

カザフスタン･日本両国側からの投入は計画どおり行われ、期待される成果もほぼ確実に

生み出されている。ただし、日本人専門家の派遣の遅れや派遣のタイミング、さらにビジネ

スコースを担当する専門家の契約形態の変更が円滑な業務引き継ぎ、集客能力に負の影響を

及ぼし、効率性を低下させた例があった。しかしながら、必要に応じて公募による専門家を

募集することで、現地のニーズに対応した人材の投入を可能とした。 



センター運営については、限られた人員ながらスタッフが部門間で連携を密にとっている

ことが効率的な事業実施をもたらしている。かつては現地スタッフの離職率が高いことが懸

念されていたが、現在は KJC の仕事の意義、職場環境に満足し、継続して勤務したいと希望

する意見も多く聞かれており、効率性に問題はないと思われる。 

 

（4）インパクト 

現時点での上位目標の達成状況の判断は時期尚早であるが、プロジェクト目標が達成さ

れ、プロジェクト終了後も事業を継続して実施していくことが可能であれば上位目標の達成

の可能性は高いと考えられる。ただし、そのためには、プロジェクト終了後、特に財政面、

組織・運営面での自立発展性が確保できるかどうかが鍵となってくる。また、上位目標の達

成度合いは、カザフスタンの経済状況や日本企業の事業展開に大きく影響されると思われ

る。 

 

（5）自立発展性 

前述のとおり、従来スタッフの離職率の高さ、業務の継続性・効率性の面での課題が指摘

されていた。しかし、人事考課制度の導入や現地スタッフの主任への登用により、事態は改

善しつつある。また、セクションによってはマニュアルが整備され、スタッフの離職に備え

る対応がとられている。 

2009 年度後半からのさまざまなコース提供による集客数の増大、それによる財務改善、一

部スタッフの運営能力向上が見られつつある。日本語コースは組織・運営面、技術面、財務

面すべてにおいて高い自立発展性を示しており、一定程度の規模・質を維持しながら活動を

継続できる能力をスタッフは身に付けてきている。ビジネスコースは過去 1 年以内で運営能

力が向上しているが、日本人長期・短期専門家の投入がなければ事業継続は難しいと思われ

る。総務部門、相互理解事業は日常業務をこなすうえで問題はない。全部門を通じ戦略的な

企画を行えるスタッフの育成が急務である。 

財務面での自立発展性については、KJC は、フェーズ 1 より運営への日本側の長期的な投

入を想定している面があり、依然必要経費の大部分をプロジェクトの在外事業強化費で充当

している（2009 年 9 月時点で 85％）。ビジネスコースの集客が困難であったことで、事業収

入が減尐した時期もあったが、2009 年度後半の専門家投入増加等により、事業収入は増大し

た。自立的な運営体制の構築には内部留保を含めたセンター経費のより効果的な活用方法の

検討が必要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

ビジネスコースについては、当初業務実施契約で行っていた講師派遣を業務実施契約簡易型

に変更し、従来の講師サイドの専門性により講義内容が決定される形式から、受講者及び現地

企業側の需要に対応して講義内容を検討し、その都度講師を公示するという形態をとるように

した。その結果、より効率的に現地ニーズに合致したコース運営が可能になるとの正の効果も

もたらした。 

 

 

 



 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

ビジネスコースを業務実施契約簡易型に切り替えたことにより、当初は年間講座スケジュー

ルを立てることができず、受講生減尐につながるという負の結果を招いた。 

 

３－５ 結 論 

フェーズ 1と比べ事業が拡大し、活動領域のほとんどで期待された成果が発現されつつあり、

プロジェクト目標は、DAC（OECD 開発援助委員会）5 項目評価に基づく評価の結果、一定程

度達成できる見込みである。他方、自立発展性の観点では、KJC の財務面、組織・運営面での

弱さが依然課題であることが確認されている。 

プロジェクトの妥当性を高めるためには、ビジネスコースや相互理解促進事業に関して、ニ

ーズにより合致した事業を企画・実施するため、スタッフの更なる育成が必要である。また、

短期的には当地経済事情を考慮し、公益性の高いコースの提供が必要であると思われるが、中

長期的には、財務的に自立性の高いコース設計を行う必要がある。 

以上の結果を踏まえ、プロジェクトは予定どおり 2010 年 9 月に終了することとする。一方、

カザフスタン政府から要請されている後継案件「カザフスタン日本人材開発センター・企業振

興プロジェクト」の実施内容につき、今回の評価結果を踏まえ、今後検討することとする。 

 

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） 

（1）センター運営 

プロジェクト終了後の方向性につき KazEU 関係者、大使館、プロジェクト専門家により

ワーキンググループを立ち上げ、KJC の実施体制、財務計画、活動内容に関する検討を行う。

また、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）記載のとおり、

各部門はスムーズな事業の継承のため、事業マニュアルを策定及び改訂する。 

 

（2）ビジネスコース 

「カザフスタン国産業革新発展工業開発戦略プログラム（2003-2015 年）」に沿ったビジネ

スコースをプロジェクト終了までに実施し、同時に 2009 年 10 月の運営指導調査団の提言に

基づき、公務員向けの研修を開始する。 

 

（3）日本語コース 

日本語コースの現状の運営能力にかんがみ、プロジェクト終了後の実施コースの内容の整

理を行う。日本人講師を安定的に確保しつつ、オンザジョブあるいはオフザジョブ・トレー

ニングによるスタッフの能力強化を実施する。さらに日本語教師会との協力により、日本語

弁論大会、日本語能力試験の実施計画、実施体制について協議を行う。 

 

（4）相互理解事業 

在外事業強化費への依存を減らし、収益を増やすべく、部門間の連携、企業関係者、大学

等との連携を強化する。 

 




