
評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：地方行政人材育成プロジェクト 

分野：地方行政 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会開発部 第1グループ 

ガバナンス・ジェンダーチーム 

協力金額（評価時点）：約３億1,198万1,000円 

（現地業務費及び機材供与費） 

（R/D）：2002年１月25日、

３年間（2002年４月～2005

年３月） 

先方関係機関：内務省、南スラウェシ州政府、北ス

マトラ州政府、ハサヌディン大学（UNHAS）等 

 

（延長）： 日本側協力機関： JICA 

（F/U）： 他の関連協力：広島県、埼玉県 

協力期間 

（E/N）：（無償）  

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では2001年１月に地方分権に関連

する法律が施行され、外交、国防、司法、金融・財政、宗教等のマクロ政策を除き権限が中

央政府から州、県/市に移譲されることになり、人材・財源などの移管が進められている。

このため、地方政府が地域のニーズに合った公共サービスを提供するためには、政策立案、

事業実施監理、財政管理、条例策定、組織・人事管理等の能力の向上が求められており、地

方政府の人材育成が急務となっている。しかしながら、地方分権化に伴い、中央と地方の関

係が弱くなっていく状況において、地方政府は独自の人材育成のための研修を実施する能力

がいまだ十分に備わっていない。インドネシア政府は、このような状況にかんがみ、研修に

よる地方政府の人材育成向上への支援を我が国に要請した。これを受けて、我が国は、2000

年から2002年にかけて４回の調査団を派遣し、プロジェクトの形成・実施の調査を行った。

そして、2002年１月25日に討議議事録（R/D）を署名・交換し、2002年４月より３か年の予

定で技術協力プロジェクトを開始した。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標：主に行政管理と地域開発の分野において地方行政に係る人材の能力が向上

する。 

(2) プロジェクト目標：主に行政管理と地域開発の分野において、地方のニーズに合った

研修コースが実施される。 

(3) アウトプット： 

１）研修コースが地方の状況により適合したものに改善される。 

２）地方政府等が自ら必要とする研修を実施できるようになる。 

３）研修関連機関の連携が強化される（例；中央政府－地方政府、地方政府間、大学、

NGO等）。 

(4) 投入（全期間） 

日本側： 

長期専門家派遣 延べ５名 153M/M  機材供与 1,405万3,000円 

短期専門家派遣 延べ９名 6.6M/M  現地業務費 263億4,200万ルピア（現地通貨）

〔＝約２億9,792万8,000円（１ルピア＝0.01131円）〕

研修員受入れ  カウンターパート研修21名、国別特設研修45名 

相手国側： 

カウンターパート配置 54名 

土地・施設提供 専門家執務用に４部屋 

ローカルコスト負担 50億2,600万ルピア（現地通貨）（＝約5,684万4,000円） 



２．評価調査団の概要 

調 査 者 （担当分野：氏名  所属） 

総括：木下 俊夫 独立行政法人国際協力機構 社会開発部 第1グループ長 

地域開発・地方行政：下田 道敬 独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員

協力企画：竹内 清文 独立行政法人国際協力機構 社会開発部 第1グループ 

ガバナンス・ジェンダーチーム

評価分析：飯田 春海 グローバルリンクマネージメント株式会社 

調査期間 2004年11月28日～2004年12月17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 

プロジェクトでは、主に州及び県・市の地方政府の行政官を対象として、中央政府〔内務

省教育訓練庁（Badan DIKLAT）、地方自治総局（OTODA）〕、地方政府〔南スラウェシ州人材育

成局（BPSDMA）及び村落開発局（BPM）、北スマトラ州研修所等〕を実施機関として、現地国

内研修コースを実施した。2002年４月から2005年３月の終了までの３年の間に実施する研修

コース（ワークショップ、セミナー含む）は合計88コースとなり、予定受講者数は3,398名

となる予定である（2004年11月現在で71コースを実施済みであり、受講者数は2,748名であ

る。今後、更に17コースを実施し、650名の受講者を予定している）。このことから、プロジ

ェクト目標である3,100名に対する研修実施は確実に達成見込みであるといえる。 

 

これらの研修コースは、地方に対するニーズ調査や南スラウェシ州及び北スマトラ州のモ

デル地域で実施した地方政府に対する要望調査の結果から、主に①行政運営管理、②地方自

治法に基づく郡長の新たな役割、③地方財政の運営管理手法、④人事制度の改善、⑤行政の

地域間連携、⑥地域の経済開発の分野について研修コースを実施した。以下に、プロジェク

トにおいて実施した現地国内研修の年度ごとの実績を示す。 

 

プロジェクト実施による現地国内研修実績（2005年３月までの実施予定含む） 

年 度 実施研修回数 研修人数 

2002 30 1,125 

2003 31 1,283 

2004 27   990 

合 計 88 3,398 

 

上述の各研修コースの内容について、研修受講者を対象としたアンケート調査を集計した

結果、ほとんどの研修コースでおおむね高い評価が得られた。また、現地国内研修とは別に、

南スラウェシのハサヌディン大学にて実施・運営されている「コミュニティー開発修士号コ

ース」への支援も行っており、第２期生から第４期生までの支援入学者数は、合計83名とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 



３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは、インドネシアの重要な政策である地方分権の実施において、地方分

権制度の周知と実行を図りたい中央政府と、地方開発における役割と責任を担うための

人材育成を必要とする地方政府側のニーズと一致している。また、ガバナンス及び地方

分権支援は我が国のインドネシアに対する支援重点分野である。これらのことから、本

プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトでは、プロジェクト終了時までに目標を達成することが明確であり、

かつ、そのための各アウトプットの貢献度は高かった。本プロジェクトでは、中央、地

方で実施した各研修では、地方政府の状況に関する研修ニーズ調査の実施、外部有識者

（主に大学関係者）を活用した研修内容の改善、効果的な研修コースの実施（受講生に

対するアクション・プランの導入）、研修スタッフに対するOJTを通じた研修の管理と運

営改善を徹底した。また、研修関係機関間の相互の連携協力を推進し、効率的な研修実

施体制の構築を図った。以上のことから、プロジェクトの有効性は高いといえる。各ア

ウトプットの達成状況は以下のとおりである。 

 

アウトプット１～３の達成状況 

アウトプット１ 中央政府機関（内務省教育訓練庁、地方自治総局）等では、

地方のニーズに即した研修コースを合計53コース、2,277

人に対して実施した。 

アウトプット２ 地方政府の研修実施機関である南スラウェシ州人材育成局

及び州村落開発局、及び北スマトラ州研修所では、自ら必

要な研修を各々実施した。（南スラウェシ州；合計25コース、

672人、北スマトラ州；合計10コース、449人） 

アウトプット３ 研修関連機関の連携強化として、中央政府である教育訓練

庁は、「郡長研修」を地方政府が実施する際に、カリキュラ

ム開発と講師を派遣して支援した。南スラウェシ州では、

州村落開発局、ハサヌディン大学、環境友の会（LML、現地

NG0）が連携して、参加型地域開発研修を実施した。北スマ

トラ州では、州研修所が中心となり、州内の県/市政府と人

材育成能力向上のための広域協力体制構築が図られた。 

 

(3) 効率性 

本プロジェクトでは、各々の活動も活動実施計画に沿って実施され、日本側、インド

ネシア側双方の投入が効果的に活用されてアウトプットの達成に結びついた。また、プ

ロジェクト運営においても、日本人専門家とインドネシア側カウンターパートとの間で

の関係は良好であり、このことが円滑な活動の実施に結びついたといえる。これらのこ

とから、本プロジェクトの効率性は高いと評価される。 

 

(4) インパクト 

本終了時評価調査では、プロジェクトの活動である現地国内研修の実施結果として、

以下のような多くのプラスの効果、影響が確認された。これらを総合的に検証した結果、

本プロジェクトによるインパクトは高いと評価される。一方で、上位目標である「地方

政府の人的資源の能力向上」に関しては、研修事業の実施支援のみで可能かどうか再検

討することも必要である。 



プロジェクトによるインパクト事例 

①研修修了生によ

るアクション・

プランの実施 

南スラウェシ、中央ジャワ、北スマトラ州をはじめ、全国各地

の州で、研修修了生が研修内で作成したアクション・プランの

実行、具体化として、地方政府における様々な行政サービスの

改善に取り組んでいる。 

②中央政府実施機

関の研修実施能

力の改善 

内務省地方自治総局では、プロジェクトを通じて地方政府を支

援する研修事業の有効性と重要性を認識し、同局が地方政府を

対象として実施した研修の効果を確認するモニタリング・評価

調査を独自に実施することとなった。 

③地方政府実施機

関の研修実施態

勢の改善 

南スラウェシ州人材育成局は、プロジェクトの実施を通じて、

州政府内で行われる研修・人材育成事業を監修する役割を確立

した。北スマトラ州研修所では、公務員のみを対象とした研修

を、東ジャワ州と事例として、民間部門も含めて幅広く人材育

成を行っていく取り組みを開始した。 

 

(5) 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性について、インドネシアの地方分権関連法として2004年

に32号が制定され、本プロジェクトで実施した研修の効果は、引き続き維持されていく

ものと思われる。一方で、南スラウェシ州村落開発局及びハサヌディン大学以外の研修

実施機関では、プロジェクトが実施した研修の組織的、財政的措置が十分には講じられ

なかった。さらに、全般的にカウンターパート機関は、プロジェクトが活動を通じて移

転した研修コースの運営・管理の技術面において、今後とも更なる改善が必要と評価さ

れた。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

研修コースの企画と実施について、2003年度以降は、2002年度の実績を基に、モデル

である地方2州の聞き取り調査によって６つの分野に絞り込み、地方のニーズと一致し

た研修を企画、実施することができた。その結果、研修コースは研修受講生によって高

い評価を与えられるとともに、研修終了後のアクション・プランの実行に結びついた。

 

(2) 実施にプロセスに関するもの 

プロジェクトの活動では、多くのカウンターパート組織が関与した。このような状況

において、長期専門家が、現地語に堪能であり、カウンターパート側とのコミュニケー

ションを円滑に行い、相手側との良好な関係を維持することに十分な注意を払ったこと

は、特に重要であった。 

 

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 

プロジェクトでは、地方分権における重要なテーマについて研修を通じて地方政府を

支援するという目的と、地方政府等の研修実施体制及び人材育成能力の強化をめざすと

いう目的の２つを包含していた。その結果、重要テーマに沿った研修の実施は多くの実

績を残したが、一方で、研修実施機関（特に州研修所）の研修実施能力の向上が十分に

は伴ってこなかった。 

 

 

 



(2) 実施プロセスに関すること 

上級公務員を対象とした研修の実施について、カウンターパートである内務省と同研

修を所掌する国家行政院（LAN）との調整が困難であり、一部の研修が継続できなかっ

た。また、南スラウェシ州及び北スマトラ州の州政府において、日本人専門家の直接的

なカウンターパートを組織長が務め、組織内部で特にプロジェクト担当官が配置されな

かったため、研修実施を担当する現場レベルの職員の技術向上が不十分なものとなり、

組織の能力向上が十分には行われなかった。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは、インドネシアの地方分権の実施における急激な変化のなかで、地方政

府の行政官に対し、地方分権の目的と内容を徹底し、新たな体制のなかで地方政府に求めら

れる任務を明らかにするために、数多くのセミナー、研修を集中的に実施した。このような

活動は、地方分権化の過渡期にあるインドネシアにおいて、新たな体制の基盤づくりに対す

る重要な支援として評価される。他方、プロジェクトがめざした現地国内研修の実践を通じ

た研修機関の組織的能力の向上については、今後の一層の強化が望まれる。 

 

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） 

（プロジェクト終了時まで：2005年３月まで） 

① 中央及び対象２州においては、本プロジェクトを通じて導入された研修運営向上の

試みを総括し、有効と考えられる点について今後モデルとして実際に適用できるよう

にまとめる必要がある。 

② 同様に、上段であげられたような現れ始めた成果を一層確実なものにするために必

要な措置について、日本人専門家、インドネシア側及びJICA事務所の間で協議し合意

する必要がある。 

 

（プロジェクト終了後：2005年４月以降） 

① 2004年10月に公布された法令32/2004号施行に見られるように、インドネシアにお

ける地方分権化プロセスはいまだに変化し続けている。中央政府は引き続き、地方政

府職員向けのセミナー及びトレーニング等を適切に行うことにより、こうした状況に

迅速かつ柔軟に取り組むことが求められている。 

② 制度化に係る成果については重要かつ興味深い進展が見られるものの、それらはい

まだ発展の緒に就いたばかりのものが多く、インドネシア側関係機関はその定着、自

立発展を確保するために必要な活動を行っていく必要がある。 

③ 北スマトラ州における東ジャワ州との連携を通じた国内技術移転による機能向上

の試み、隣接県･市による広域協力の動きなどは大変貴重なものであり、これらにつ

いても州政府及び関係機関は実現化の努力を継続する必要がある。 

④ 教育訓練庁の実施する郡長研修に見られる新たな中央と地方の関係のモデル構築

についても、その成功及び他のテーマへの適用のための活動が関係機関により継続さ

れる必要がある。 

⑤ 南スラウェシ州の参加型地域社会開発（PLSD）研修は大変実効性が高く、他の州か

らの要請も多い。PLSD研修が南スラウェシ州のみならず他州に広く普及発展すること

が望まれる。 

⑥ 同様にハサヌディン大学でのコミュニティー開発修士コースについても継続が望

まれる。 

 

 

 

 



３－７ 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） 

（変革プロセスへの緊急支援の重要性） 

① 多くの国で強力に推進されている地方分権化は、社会にとって大変に急激かつ大規

模な変化である。この激動の過渡期をどのように乗り切るか、という「変革のプロセ

ス」は、改革の成功にとってその内容そのものに劣らず重要となる。そういう意味で

本件が行ったような過渡期における変革を地方に徹底するための集中的な支援は、ニ

ーズが高く意義も大きいものである。 

② 通常の状況下では研修実施を肩代わりするような役務提供的援助は、自立発展性の

見地から技術協力として望ましいことではない。しかし、上記のような変革期独特の

状況のなかでは、その必要性、緊急性は明らかであり、インスティテューション･ビ

ルディングや自立発展性にかかわらず例外として認められるべきである。本件に見ら

れるような激動期の支援として今後広く公式に認知されるべきであると考えられる。

③ 本件の難しさは、上記のような過渡期の特殊性とこの種の支援の重要性を明確にし

ないままに、通常のインスティテューション･ビルディング案件と同様の切り口で議

論してしまったところにあるといえる。本件は上記の「緊急援助」と人材育成に係る

地方のインスティテューション・ビルディングという２つの別個の目的を追求したも

のである。そのことを明らかにしないまま、数千人に及ぶインドネシアの地方行政官

をプロジェクトで研修するにあたり、「魚の獲り方を教えずに魚を与えている」とい

う批判を回避するために、プロジェクトの真意をあえてあいまいにし、通常の技術協

力案件であるかのようなプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）をつくって

しまったところにこそ問題があったといえる。 

 

（PCMの運用上の問題） 

④ ２つの別個の目的を混同した原因としては、PDM作成にあたってプロジェクト・サ

イクル・マネージメント（PCM）の原則に拘泥し過ぎたこともあげられる。すなわち、

PCM手法では１つの案件のプロジェクト目標は１つという原則がある。この原則に従

わせるために２つの目標を無理やり１つにしたことから本質がぼやけてしまった。本

件においてこの影響は深刻であったといわざるを得ない。プロジェクト･チームでは

PDMの解釈をめぐって「本当は何をめざしているのか？」という最も本質的な問題に

ついて延々と議論し、コンセンサスを得られないまま、本評価時まで活動を続けなけ

ればならなかった。 

⑤ このようななかで、プロジェクト･チームがそれぞれの努力により２つの目的の双

方において着実に実績を積み上げてきたことは高く評価されてよい。彼らの努力をも

ってすれば、上記のようなPDM上の問題が最初からクリアされていれば、その成果は

更に高いものになっていたと考えられる。 

⑥ 確かにPCM上１案件のプロジェクト目標は１つという原則をもつことには意味があ

る。純粋に原則的な議論をすれば、本件のケースも目標が２つなら２つのプロジェク

トとするべき、というのが「正論」である。しかしながら本件のケースに見られるよ

うに現実的には運用上１つにまとめる方が得策という判断は十分にあり得るし、また

統合による相乗効果も見込める場合がある。このような場合にプロジェクト目標は１

つというPCMの原則を固持するだけのために本来２つある目標を１つにしてしまうの

は本末転倒であり、混乱を招くだけである。今後JICA内でもPCMのあまりに厳格な適

用の弊害と柔軟な運用の必要性についてはより強く認識されるべきである。このよう

なケースに対処する方法としてはいくつかの選択肢が考えられる。１つは１案件とし

て１つのPDMをもち、そのなかに２つのプロジェクト目標をもたせること。２つ目は、

同様に１案件とするがそのなかにPDMを２つもたせること。それと３つ目は、２つの

プロジェクトから成るプログラム化である。上記いずれの選択肢をとるにしても、重

要なことは２つの目標をもつならば、それを明確に認識し、混同しないことである。



（相手機関の意欲の問題） 

⑦ 南スラウェシ州人材育成局には研修運営能力向上への意欲があまり見られなかっ

た。この点、北スマトラ州研修所の場合と対比して、インスティテューション･ビル

ディングの見地からは相手機関の意欲が決定的な要素となることが再確認できる。 

 




