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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・企業振

興プロジェクト

分野：民間セクター開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：産業開発・公共政策部 日本

センター課

協力金額（評価時点）：1億9,800万円 

（R/D）：2010年6月 先方関係機関：カザフスタン経済大学、教育科学省

協力期間 （延長）： 日本側協力機関：国際交流基金（JF） 

（F/U）： 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、CIS諸

国の中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などにより、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

い状況である。

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東アジアの中進国レベルまでの経済成長の達

成と、そのための人材開発を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」（2003～2005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。

さらに、国家プログラム“Productivity 2020”では、産業セクターの一層の効率化をめざしてい

る。

2000年10月、JICAは「カザフスタン国における市場経済化に対応する人材育成」及び「カザ

フスタン国・日本の相互理解促進」を行う拠点としてのカザフスタン日本人材開発センター

（Kazakhstan-Japan Center：KJC）の機能強化を目的として、「カザフスタン日本人材開発センタ

ープロジェクト」を開始した。同プロジェクトの第1フェーズ（2000年10月～2005年9月）で整

備してきた組織基盤を土台に、第2フェーズ（2005年10月～2010年9月）においてはビジネスコ

ース、日本語教育、相互理解促進事業をアルマティ市〔主にKJCが設置されているカザフスタン

経済大学（Kazakhstan Economic University：KazEU）〕及び首都アスタナを中心に行ってきた。 

一方、2007年以降同国を襲った金融・経済危機は中小企業を中心に深刻な影響を与えた。こ

れによりカザフスタン国では、真に国際競争力のある企業を経営・運営できる民間人材及び企

業振興を促進する制度設計・政策実施能力のある公務員の人材育成が急務であるとの認識が一

層高まった。こうした背景からカザフスタン国政府の要請を受け、JICAは「カザフスタン日本

人材開発センタープロジェクト」の後継案件にあたる「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」（以下、プロジェクト）を、KazEUをカウンターパート（C/P）として、

2010年10月から2012年9月の予定で実施中で、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザー、

ビジネスコース運営管理総括）を派遣中である。
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２．協力内容 

本プロジェクトは、KJCの運営基盤強化、企業振興政策を担う公務員の制度設計・政策実施能

力強化、中小企業を中心とする民間企業経営人材の能力強化を通じて、同国の企業振興に資す

る官民の人材育成を図ることを目的とする。

（1）上位目標 

カザフスタンの産業構造多様化・高度化に寄与するビジネス環境に改善がみられ、KJC

卒業生による企業活動の活発化が進む。

【指標】

1．世界銀行Doing Business指標で、2017年にカザフスタンが50位以内にランクされる。

2．2017年に100名以上のKJC卒業生が民間セクターで活躍し中心的な役割を果たしてい

る。

（2）プロジェクト目標 

カザフスタンの企業振興に資する官民の人材がKJCにより育成される。 

【指標】

1．KJCが実施する公務員向けセミナーで育成された人材の総数と内容（参加者の出身官

庁、職位、研修内容の有益度評価、習得知識の活用事例、官民の情報交換・ネットワー

キング活動の実施状況と成功事例）

2．KJCが実施するビジネスコースで育成された人材の総数と内容（参加者の産業セクタ

ー、企業規模、経営発展状況、研修内容の有益度、習得知識・技術の活用事例、ネット

ワーキング活動の実施状況と成功事例）

（3）成果 

成果1．人材育成のための研修・サービスを提供するKJCの運営基盤が強化される。 

【指標】

1-1．予算計画を含む各管理運営計画が毎年、詳細化・体系化される。 

1-2．KJCスタッフが自立的に行う日本語コースの実施状況（開催コース数、各回の内容・

参加者数・参加者満足度）

1-3．KJCスタッフが自立的に行う人材育成につながる相互理解促進事業の実施状況

〔例：留学フェア、大学間交流（開催プログラム数、内容、参加者数、参加者満足

度）〕

1-4． KJCスタッフにより半期（モニタリング）報告書が定期的に策定される。 

1-5．計画・運営・管理のすべての段階でKJCスタッフが自立的にかつ継続的に実施でき

る。

1-6．年間支出に占めるカザフスタン側負担シェア（KJC自己収入を含む）が60％まで上

昇する。

1-7．プロジェクト終了までに、KJC中期管理運営計画（5カ年）が策定されている。 

成果2．企業振興政策を担う公務員の制度設計・政策実施能力強化のための研修が実施され
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る。

【指標】

2-1．公務員向けセミナー「テーマ検討委員会」の実施状況（メンバー、開催頻度、討議

内容）

2-2．公務員向けセミナーの実施状況（各回のテーマ、参加者数、参加者構成、参加者満

足度）

2-3．公務員向けビジネスコースの実施状況（開催コース数、各回の内容・参加者数・参

加者満足度）

成果3．中小企業を中心とする民間経営人材の能力強化のための研修等が実施される。 

3-1．ニーズ調査とコース実施結果レビューのコース設計への反映状況 

3-2．ビジネスコースの実施状況（開催コース数、各回の内容・参加者数・参加者満足度）

（4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 1億9,800万円 

長期専門家派遣 2名 機材供与 798,470円（携行機材のみ） 

短期専門家派遣 14名 ローカルコスト負担 71,124,097.8テンゲ 

研修員受入 35名 その他   なし

カザフスタン国側：

カウンターパート配置 4名 機材購入  なし

土地・施設提供 ローカルコスト負担 138,554,276.5テンゲ（日本語講師謝金、光

熱費、通信費等）

その他 なし

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏 名 所 属

調査者
団長・総括 殿川 広康 （独）国際協力機構 産業開発・公共政策部

日本センター課 課長

評価分析 松下 智子 （株）アンジェロセック 人間環境開発部 課長

協力企画 野村 留美子 （独）国際協力機構 産業開発・公共政策部

日本センター課 調査役

調査期間 2012年5月22日～6月9日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果の達成状況 

成果の達成状況を以下に要約する。成果1．はほぼ達成された。成果2．及び成果3．につ

いても、指標に明確な目標値が設定されていないものの、参加者の満足度はいずれも高い

ことから、ほぼ達成されたと判断できる。
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成果1：人材育成のための研修・サービスを提供するKJCの運営基盤が強化される。 

KJCでは、本プロジェクト開始にあたりマネジャー制度が導入され、現地スタッフのなか

から各課に主任が配置されるなど、自立的に行うための運営体制が確立されつつあった。

その後、各部門のマネジャーを中心に現地スタッフが主体的に事業計画の立案に参画し、

進捗確認などのモニタリングを行っているほか、関係機関や受講生等からニーズを聴収し、

次年度の計画に反映している。ビジネスコース部門は、JICA本部の業務である日本人短期

専門家の公示手続きを除いて、また、日本語コース部門はあらゆる段階において、スタッ

フ自ら事業の計画・運営・管理を自立的に行える能力が身に付いてきている。相互理解促

進部門においても定期的に行われる行事は、現地スタッフによる企画・運営・実施が可能

であるが、日系企業をはじめ外部機関と連携する際は、比較的高度な折衝・交渉を要する

ため、日本人専門家の支援は依然必要である。

日本語コースは、初歩から中級程度までの計18コースが行われ、参加者数は延べ2,000名

弱に達した。また相互理解促進事業では、留学フェア、大学間交流、文化紹介事業等の多

岐にわたる約160件の行事が開催され、約7,100名が参加した（2012年3月時点）。日本語教育、

相互理解促進事業の一部を除き参加者の満足度についての集計がとられていないものの、

カザフスタン国では、一般社会人向けに質の高い日本語講座、定期的な日本文化イベント

を開講している機関はKJCを除いて存在しない。特に日本語教育は、本プロジェクト開始時

点より2度にわたる受講料の値上げを行ったにもかかわらず、フェーズ2と比べて受講生の

大幅な落ち込みがないことから、受講生からの評価は高いものと判断される。

また年間支出に占めるカザフスタン側負担シェア（KJC自己収入を含む）は、フェーズ2

の終了時点（2010年9月時点）の55％から75％（2011年度）まで上昇し、プロジェクトの目

標値（60％）を大きく上回った。 

プロジェクトのモニタリングにあたり、KJCスタッフは進捗及び成果をモニターし、その

結果を次回のコース・行事の企画の参考としている。また半期（モニタリング）報告書は、

KJCスタッフにより作成され、日本人専門家が必要に応じ修正している。 KJC中期管理運

営計画は、今後3カ年の収支計画を添付した計画が策定されており、5カ年計画については

プロジェクト完了までに策定される予定である。

以上のことから、人材育成のための研修・サービスを提供するKJCの運営基盤は強化され

てきたといえる。

成果2：企業振興政策を担う公務員の制度設計・政策実施能力強化のための研修が実施され

る。

当初計画されていた、公務員向けセミナー「テーマ検討委員会」は、組織改編や人事異

動等により、設立には至らなかった。代替的に、KJCは関係省庁との協議の場を設け、把握

されたニーズを基に公務員向けセミナー及びビジネスコースのテーマ、参加者構成、開催

回数が決定された。これに基づき、公務員及び民間向けセミナーのテーマとして、「カイゼ

ン」や「省エネ」が選定された。「省エネセミナー」は現地セミナーと本邦研修とが一体化

した形式で実施され、現地セミナー・現場診断には、政府関係者・国営/民間企業等から約

100名が参加し（うち政府関係者10名）、本邦研修には、政府関係者・国営/民間企業、大学
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等から13名が参加した。参加者の満足度調査は行われていないが、公務員付属アカデミー

の満足度調査によれば大変高い評価を得たとのことである。また「カイゼン」は、当地企

業関係者の間で関心が高いテーマであり、協力機関を探していたところ、JTインターナシ

ョナル社からの資金提供を得ることができ、複数回のセミナーが行われ、約400名が参加し

た（うち政府関係者51名）。 

公務員向けビジネスコースは、4科目（人材育成管理、マーケティング、生産品質管理、

プロジェクトマネジメント）の研修が計9回実施された。参加者は約200名で、公安庁、大

統領府、産業新技術省、観光省などの省庁、National Innovation Fund1のような政府系機関か

ら多岐にわたる参加者を得た。参加者の平均満足度は97％と高水準に達しており、公務員

庁による満足度調査によれば、他国出身の講師による講義を上回っていた。

成果2．については指標に明確な目標値が定められていないため、厳密な達成度は不明で

あるが、上記事実から、本プロジェクトは2年間という短期間で、フェーズ2と同等の受講

生・満足度を得ていることから、「企業振興政策を担う公務員の制度設計・政策実施能力強

化のための研修が実施される」との所期の目的は達成されたといえる。

成果3：中小企業を中心とする民間経営人材の能力強化のための研修等が実施される。 

KJCでは特別なニーズ調査は行っていないが、通常業務を通じ、関係機関との面談や受講

生からの要望を基にニーズ把握を行っており、コースの設計に活用されていた。ビジネス

コースは4科目（人材育成管理、マーケティング、生産品質管理、プロジェクトマネジメン

ト）で実施された。参加者は、主に民間・大学等からの受講者約800名であり、平均満足度

は95％と高い評価を得た。 

成果3．についてもPDM上の指標に明確な目標値が設定されておらず、数値的に達成度の

測定は不可能であるが、上記事実から、本プロジェクトは2年間という短期間で、フェーズ

2と同等の受講生・満足度を得ていることから、「中小企業を中心とする民間経営人材の能

力強化のための研修等が実施される」との所期の目的は達成されたといえる。

（2）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：カザフスタンの企業振興に資する官民の人材がKJCにより育成される。

プロジェクト目標は、おおむね達成できる見込みである。公務員セミナー（省エネ）に

参加した公務員は10名、ビジネスコースを受講した公務員は200名に達しており、高い評価

を得られていることがインタビューで確認された。また、KJCが実施するビジネスセミナー

には約440名、生産品質管理や人材育成、マーケティング等のビジネスコースには約800名

の民間企業人材が参加しており、多数の参加者が高い満足度であることがインタビュー調

査を通じて確認された。また、KJCのビジネスコースの受講生に対して行ったアンケートに

よれば、講義で得た知識が実務上役立ち、昇進・昇給に役立ったとの回答が大半を占めて

いる。以上から本プロジェクト目標は、おおむね達成する見込みといえる。

1 2012年より、National Agency of Technology Developmentへ組織改編 
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３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い。 

カザフスタン国政府は、1997年策定の「カザフスタン2030」において、2030年を目標に

市場経済を基盤として、アジアの中進国レベルまでの経済成長、及びそのための人材開発

を重点的に取り組むための開発戦略を掲げている。また、「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、中小企業振興の重要性に着目しつつ、特に

製造業を中心とする産業多角化をめざしている。また、「国家プログラム」“Productivity 2020”

において、カザフスタン国政府は経営の近代化推進を目的として、企業に対して経営の効

率化を促進させる取り組みを行っており、その方策の1つとして「カイゼン活動」の実践が

奨励されている。

一方、日本の「対カザフスタン国別援助計画」では、長期経済の安定的発展を実現する

ためには、実体経済を重視し、既存産品に付加価値を付ける産業の高度化や中小企業の振

興を通じた製造業の育成等による産業構造の多角化を図る必要があるとしており、本プロ

ジェクトの活動内容はこれら開発政策に合致している。

また、本プロジェクトでは、公務員庁を主要なターゲットの1つとして位置づけているが、

これは日本とカザフスタンの資源ビジネスを巡る二国間のビジネス関係の重要性・ニーズ

が拡大傾向にあることを受けたものであり、二国間関係の強化並びにアスタナにおける日

本のビジビリティーを向上させることにつながった。

また、省エネセミナーは、カザフスタン国で2012年に「省エネ法」が制定される予定で

あり、省エネ技術に対する省庁及び企業側の関心の高まりを受けて実施されたものである。

また「カイゼン」セミナーは、「国家プログラム」“Productivity 2020”において、カザフス

タン国政府が「カイゼン」、「リーンプロダクション」といった経営手法を導入した企業に

対し補助金を支給するなどの方策を打ち出しており、これを受けた企業側からの要望を受

け実施に至った。どちらも時宜にかなった事業内容といえる。

以上のことから、妥当性は高いといえる。

（2）有効性：高い。 

上述のとおり、本プロジェクトでは公務員が主要なターゲットの1つとして位置づけら

れ、公務員研修が行われたほか、2011年に、公務員を対象として「カイゼン」及び「省エ

ネ」をテーマにセミナーを開催した。特に省エネセミナーは、現地セミナーと本邦研修と

が一体となって開催され、現地セミナーには政府関係者・国営/民間企業等、約100名が参加

し（うち政府関係者10名）、本邦研修には計13名が参加した。参加者の平均満足度のデータ

はないが、産業・新技術省からの参加者は、現在省エネ法の制定に携わっており、カザフ

スタン国の省エネ法の一部が日本の省エネ法に基づいて策定されたことから、日本の省エ

ネ政策を熟知することは業務上不可欠であり、現在の業務に大いに役立っていると述べて

いる。また民間企業からの参加者のうち、あるコンサルタントは、複数のビジネスコース

や経営診断を受講しているが、省エネセミナーで紹介された技術/製品を活用し、オフィス

内部での省エネ診断業務を新規に受注し、本業務に役立てている。さらに、省エネセミナ

ーには、カザフスタンでのビジネスの展開に関心がある日本企業がカザフスタンの高官・



vii 

民間企業幹部に対し自社製品・技術を紹介する機会となり、両国の企業のビジネスマッチ

ングの場を設けることにもつながったほか、省庁・企業間でのネットワーキング活動とし

ても有意義なものであった。「カイゼン、リーンプロダクション、イノベーション」をテー

マとしたセミナーは、JTインターナショナル社の支援を受け、GIZ、EBRD、National Innovation 

Fundとの連携で開催され、計400名もの参加を得た（うち政府関係者約50名）。特に政府に

よる“Productivity  2020”の推進も相まって、企業関係者からの反響も大きかった。 

また、民間企業を対象としたビジネスコースは4科目（人材育成管理、マーケティング、

生産品質管理、プロジェクトマネジメント）計38コース開催され、参加者は計1,100名に達

し、平均満足度は95％と極めて高かった。また現地コンサルタントや製造現場の責任者等

から、ビジネスコースで得た知識を活用し、新規受注、業績拡大につながったとする意見

も聞かれている。

上記セミナーやビジネスコースにおいては、KJCによる関係機関・団体への積極的な働き

かけが功を奏している。また生産品質管理の修了生8名が中心となって設立された「カイゼ

ンクラブ」が設立されており、同会のネットワークも事業実施に活用されているほか、現

地講師の候補者として現場指導に参加している者もおり、今後も同会の活用による事業運

営・実施が一層期待される。

また、多様な関係機関とのネットワークを図るうえで、KJC現地スタッフが政府機関、企

業のコンタクト先を確保し、定期的な会合の機会、メーリングリストを利用して情報提供

を図るなどネットワーク強化に積極的に参画している。これはKJCの運営基盤強化の取り組

みが功を奏したとみられる。PDMにはプロジェクト目標の目標値が明記されていないため、

厳密な判断は難しいものの、上記理由によりおおむねプロジェクト目標は達成する見込み

が高いと判断できる。

以上のことから、プロジェクトの有効性は高いといえる。

（3）効率性：高い。 

フェーズ1・2では日本語コース・ビジネスコース・相互理解促進事業・総務部門すべて

に対する支援を行ったのに対し、本プロジェクトでは、JICA予算がビジネスコース及び総

務部門に重点的に投入された。長期専門家はフェーズ2の4名（所長、ビジネスコース運営

総括、日本語教育、業務調整）から2名（チーフアドバイザー、ビジネスコース運営管理総

括）体制になったが、各年の受講者数や満足度の面からフェーズ2の実績が維持されている。

また日本語教育及び相互理解促進事業においては、2012年4月に国際交流基金（ Japan 

Foundation：JF）が実施する日本語教育講座（JF講座）が設置されたことで、継続的に運営

面での技術移転、日本語教育に関連する指導が可能となった。

上記と併せて、フェーズ2までは事業経費に占めるJICA側支出の削減が課題であったが、

本プロジェクトでは、フェーズ2完了時点の45％（2010年9月時点）から25％（2011年度）

へと縮減させることができた。

以上のことから、効率性は高いといえる。
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（4）インパクト：ある程度の正のインパクトが見込まれる。 

本プロジェクトは、公務員を主要ターゲットの1つとして位置づけていたが、プロジェク

ト実施期間が2年と短いため、制度的な大きなインパクトが現れるには時期尚早と思われ

る。

一方で、本邦研修と合同で行われた、省エネセミナーは、カザフスタンにおけるビジネ

ス展開に関心を有する本邦企業に対し、カザフスタンの高官・民間企業幹部に対し自社製

品・技術を紹介する機会を提供することになり、現地企業の間での省エネに対する関心・

意識を高めるだけではなく、実際に訪問先の日本企業に照会を行った現地企業もあり、両

者の間での人脈形成につながった。

政府の国家計画である“Productivity 2020”は、企業関係者のカイゼンに対する関心の高

まりをもたらしており、「カイゼン」セミナーの開催はまさに時宜にかなった支援であった。

同時にビジネスコースでも生産品質管理を中心に、所属先の企業においてカイゼン活動や

5Sを実践する参加者も多く、既に生産性向上などの成果を現している企業があることが確

認された。政策的な後押しを受けた企業関係者による実践が、今後更なる成果をもたらし

ていくことが期待される。

上位目標は「1．世界銀行Doing Business指標で、2017年にカザフスタンが50位以内にラン

クされる。」「2．2017年に100名以上のKJC卒業生が民間セクターで活躍し中心的な役割を果

たしている。」から成るが、上記1.については2012年時点で47位となり、既に達成済みであ

る。2.については、本プロジェクト期間に比して目標が過度であるとも考えられるが、同目

標が達成されるには、完了後も継続したプロジェクト成果が現れること、カザフスタン経

済の安定的な成長が確保されることが不可欠となろう。

以上のことから、ある程度のインパクトが見込まれる。

（5）持続性 

1）組織面での持続性 

持続性はほぼ見込まれる。

プロジェクト終了後は、KazEU幹部、在カザフスタン日本大使館、国際交流基金（JF）

専門家、JICAキルギス事務所、KJC幹部から構成されるSteering Committee（SC）を組織

し、本プロジェクト最後のJCC開催に併せて、今後年に2回の頻度で、事業の状況や課題、

予算状況について共有し、意見交換を行うといった支援体制が整備される運びとなって

いる。

調査団によるインタビューでは、スタッフの継続勤務への意欲が十分あることが確認

されており、スタッフの人件費も確保される見込みであることから、組織面での持続

性はほぼ問題ないものと思われる。

2）財務面での持続性 

今後、数年間の持続性は見込まれるが、それ以降については更なる対策が必要。

本プロジェクトでは、KJCは積極的に収入の向上を図り、センター運営経費支出に占め

る収入の割合は2011年度時点で55％に増加しており、財務面での自立性は高まっている。
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ビジネスコースについては、ビジネスコース短期専門家による講義の実施により、今後

数年間は、これまでどおりの受講料収入を確保することは可能とみられる。とはいえ、

KazEUが更なるKJCの収益向上の必要性について問題意識を示しているとおり、数年先を

視野に入れて、収益向上を模索していく必要性はある。

なお、現在KazEUは、センター運営経費のうち、日本語講師の謝金、警備費、通信費

等、約20％を負担しているが、今後はC/Pの人件費のほか、総務部門の経費の半額を負担

する方向で検討を進めている。また国際交流基金は、JF講座実施にかかる費用のほか、

総務部門の経費の半分を負担する予定である。さらにビジネスコースの運営経費（ビジ

ネスコーススタッフ・通訳人件費含む）には、KJCの収入が充当される方向で関係者の合

意が得られている。

3）技術面での持続性 

ある程度確保できる見込み。

技術面での持続性については、2011年5月の運営指導調査において、プロジェクト終了

に向けて現地講師育成の必要性が提言されたため、生産品質管理分野を中心に現地講師

育成を行うべく、現地での指導及び本邦研修が実施された。これら現地講師は、プロジ

ェクト終了後に講師として活用できると考えられるが、なかには講師経験が浅い者もお

り、生産品質管理分野を中心として引き続きJICA短期専門家によるフォローアップ・指

導を受けながら、研鑽を積んでいく必要がある。

一方、公務員に対する研修においては、KJCは公務員庁を通じ、実施時期や内容を協議・

決定しており、同庁は事業運営の経験・ノウハウを有している。しかしながら2012年度

については、同庁の研修実施の方針が変更となり、その結果、既に2012年度の年間計画

は策定済みで関係機関との協議を行う予定はないとのことであり、KJCとの共催による研

修は含まれていないことが明らかになっている。KJCは公務員庁にとって代わる代替的な

機関として、例えばNational Innovation Fundなどの候補機関との連携を模索する必要があ

る。

以上のことから、現時点ではある程度の持続性は確保できる見通しである。講師育成

など技術的面での協力の必要性、さらに組織運営状況のモニタリングは引き続き必要で

ある。

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

本プロジェクトでは、日本語教育と相互理解促進事業は技術協力の対象外であったが、

新規投入として2012年2月よりJF講座導入により、日本語教育及び相互理解促進事業の運営

が開始され、国際交流基金により日本人専門家2名の配置、日本語教育経費、総務部門の経

費の半分及び相互理解促進事業（日本文化に関連した）経費が支出されることとなり、成

果1.の達成に大いに貢献した。 
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 （2）実施プロセスに関すること 

2011年5月の運営指導調査の結果を受けて、ビジネスコースの現地講師育成が開始される

こととなり、民間コンサルタントの育成並びにKJCビジネスコースの技術的な持続性の確保

に貢献している。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

特になし。 

 

３－５ 結論 

評価5項目に関し、妥当性、有効性、効率性はいずれも高く、正のインパクトについてもある

程度見込まれることが確認できた。また、持続性については、組織面ではほぼ問題は無く、財

務面では今後数年間は確保できるものの、KJCの更なる収益向上に取り組むべき課題であること

が確認された。また、技術面においては、ある程度確保できる見込みであるものの、今後も継

続的なモニタリングと支援の必要性が確認された。 

以上から、本プロジェクトは、プロジェクト期間中に目標達成される見込みは高いものの、

持続性の観点から、プロジェクト完了後、何らかのフォローアップの必要性の有無を検討す

ることが求められる。 

 

３－６ 提言 

プロジェクト終了後の持続性を高めるため、調査団はセンター運営について以下をプロジェ

クトに提言した。 

（1）KJC/KazEUはプロジェクト終了後、センター収入をビジネスコースに活用する。JICAキ

ルギス事務所は、活用状況について3年をめどにモニタリングする。 

（2）KJC/KazEUは日本語教育・相互理解促進事業の拡大・質的向上に向けて国際交流基金と

の連携を強化する。 

 

３－７ 教訓 

類似のビジネスコースを行う機関との競合を避けるため、日本の技術の優位性を生かした内

容とするよう配慮し、カザフスタン側との協議によりニーズを把握しつつ、講義のテーマが選

定された。その結果、「カイゼン」、「省エネ」をテーマとする講義が行われ、KJCの独自性を発

揮するとともに、ニーズに合致しているとして受講者から評価を得た。 

 

３－８ フォローアップ状況 

該当せず。 

  




