
評価調査結果要約表（終了時評価）

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・フェーズ2
分野：ガバナンス
援助形態：技術協力プロジェクト
所轄部署：インドネシア事務所
協力金額：3.5億（総額）
協力期間（R/D）： 2005年3月15日
協力期間：2005年4月1日～2007年3月31日
先方関係機関：
1）主務官庁：内務省
2）実施機関：内務省教育訓練庁、地方自治総局、北スマトラ州研修所
日本側協力機関：総務省、自治大学校、兵庫県
他の関連協力：地方行政人材育成プロジェクト・フェーズ1

1-1 協力の背景と概要

1998年5月に32年間続いたスハルト政権が崩壊したインドネシアでは、2001年1月に法律22号「地
方自治法」が施行され、それまでの中央集権から地方分権体制に大きく移行した。このため、それま
で中央政府が中心的に行ってきた政策立案・施策の実施を地方政府が自ら主体的に実施することに
なったが、必要となる人材、知識・ノウハウが不足していることから、住民への円滑なサービス提供
が実施できていない状況であった。

その状況を受けて、JICAインドネシア事務所はインドネシア国の内務省より、地方行政官に対する人
材育成のための協力要請を受け、2002年4月より3年間に亘り、一般行政・地域開発の研修を中心と
した地方行政人材育成プロジェクトフェーズIを実施した。現地国内研修の実践を通じて目指した地方
行政官研修機関の研修運営能力については、成果の芽が出ているものの、一層の強化が求められる状
況にあること、また、地方政府に対して地方分権政策に係る法律・制度・手法の周知徹底を行う研修
については、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・意義が高いとの評
価がなされた。以上のように、地方政府の能力向上の一手段としての地方行政官研修機関の研修運営
能力向上に係るニーズは高く、「イ」国の地方分権は開始されてからまだ間もなく、関連する法律が
2004年に再度改正されるなどいまだ試行錯誤の途上にあり、その政策の普及やそれに基づく地方行
政の実施手法を指導して行く必要性が高いことから、当国政府の協力要請に基づき、右二項をプロ
ジェクト目標とする「地方行政人材育成プロジェクト（フェーズII）」を、2005年4月から実施して
きた。

1-2 協力内容（PDM）

（1）上位目標

研修の実施を通じて地方政府の人材が育成される

（2）プロジェクト目標

i. 内務省教育訓練庁及び北スマトラ州研修所において、地方行政官等の人材育成のための研修運営
能力が向上する。（「中長期的な視野」にたって、地方行政官研修機関の研修運営能力の向上を
通じて、地方政府の人材育成に寄与するもの。）

ii. 地方政府において、地方分権の進展に伴って作成された内務省の政策・ガイドラインに基づいた
行政手法が周知・理解される。（「短期的な視点」にたって、地方分権政策の実施上の喫緊の課
題へ対応する研修実施を支援するもの。）

（3）成果



1）プロジェクト目標Iに対する成果

＜内務省教育訓練庁・北スマトラ州研修所＞

1. 地方政府のニーズに基づいて研修カリキュラム・モジュ-ルが実践的な内容に改善される
2. 教育訓練庁と州研修所の研修実施における連携が強化される。

＜北スマトラ州研修所＞

3. 行政サービスを向上するための研修のカリキュラムが改善され、実施される。
4. 研修関連機関（州間及び州内の州・県・市）との協力関係が構築される。

2）プロジェクト目標IIに対する成果

1. 自治体間連携に関するガイドラインと実施方法が地方政府に理解される。
2. 新自治法に対応する郡長の役割に関するガイドラインとそれに基づく実施方法が郡長に理解され

る

（4）投入（評価時点）

日本側：

長期専門家派遣 3名（72人月）
短期専門家派遣（延べ） 4名（0.5人月）
本邦研修 4名（1コース）
現地国内研修 参加研修員1630名
携行機材 0千円
ローカルコスト負担 136,900千円

相手国側：

カウンターパート配置 124名
事務所施設提供
C/P予算 30,000千円

2. 評価調査団の概要

調査者（担当分野：氏名 職位）
調査団員数 3名

（1）団長・総括 花里 信彦 国際協力機構 インドネシア事務所 次長
（2）評価計画 黒田 一敬 国際協力機構 インドネシア事務所 企画調査員
（3）評価分析 飯田 春海 グローバル・リンク・マネジメント（株）

調査期間
2006年9月10日（日）～9月22日（土）

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） アウトプットの達成状況は以下のとおりである。

ア）プロジェクト目標Iに対するアウトプット

アウトプット1：地方のニーズに基づいて研修カリキュラム、モジュールが実践的な内容に改善され
る。（内務省教育訓練庁・北スマトラ州研修所）

本プロジェクトのフェーズIより、内務省教育訓練庁をカウンター・パート機関として、州政府が実施



する「郡長能力向上研修」の実施支援を行ってきたが、本フェーズIIでは、その延長として、「郡長能
力向上TOT研修」及び「郡長リフォーム研修」について、地方政府レベルでより具体的な行政サービ
スの改善がなされるよう、以下の通り、実践的な内容に研修内容を改訂して実施してきた。

郡長能力向上TOT研修：州政府職員である受講者が、実際に講師となって郡長への実践的な研修
を実施するよう内容を改善し、平成16年度及び17年度の2年間で8回、計350人に対して実
施。
郡長リフォーム研修：県政府の郡事務所による行政サービスの改善のため、県政府内部での権限
委譲を円滑に行う等を目的に実施された平成18年度中に5回、212人対して研修を実施。

また、北スマトラ州研修所においては、「グッド・ガバナンス研修」及び「研修運営研修」におい
て、州政府及び県／市政府の関係機関における行政サービスの質の向上や、州研修所の人材育成に資
する研修の改善の観点から、以下のとおり、より実践的な内容によって実施してきた。

グッド・ガバナンス研修：2002年の同州知事令の一つであるグッド・ガバナンスの考えに基づ
いた行政サービスの改善を目的に、州及び県政府の関連部局の職員を対象として、平成17年度
には3回、計86名に対して実施。平成18年度に1回、30名に対して実施。
研修運営研修：州政府研修所による人材育成能力の向上のため、同研修所が扱う公務員研修をよ
り地方政府の現状に則してカリキュラムが組成して、平成17年及び18年度に各一回実施、121
人が受講した。

アウトプット2：教育訓練庁と州研修所の研修実施における連携が強化される。（内務省教育訓練
庁・北スマトラ州研修所）

中央政府の研修機関である内務省教育訓練庁と地方政府の研修機関である各州政府研修所の連携は、
州政府研修所が実施する「郡長能力向上研修」への支援を通じて行われた。上記「アウトプット1」
にある「郡長能力向上TOT研修」では全33州のうち、32州に対して研修を行った。同研修の受講
後、現時点で23の州政府が「郡長能力向上研修」を実施しており、その中の17州に対して、プロ
ジェクトから研修講師を派遣して、その円滑な研修実施への支援を行っている。

また、内務省教育訓練庁と北スマトラ州政府研修との連携については、同様に「郡長能力向上TOT研
修」の実施における支援の他、それぞれの「研修運営マニュアル」や「研修運営スタンダード」の作
成過程において、情報及び意見の交換等が行い、互いの関係性の強化を図っている。

アウトプット3：行政サービス向上を目的とした研修カリキュラムが改善され、その研修が実施され
る。（北スマトラ州研修所）

北スマトラ州政府研修所が実施する「グッド・ガバナンス研修」は、地方政府である州、県及び市政
府の行政サービス提供の現場レベルにおける業務の改善を目的として、その実施回毎に、反省点を議
論し、カリキュラムの改善が行われてきた。また、これまで実施されてきた4回の研修において、受
講生が研修内で作成した行動計画に沿って、州内において、公立中学校の規範の向上、州政府収入局
自動車登録共同事務所の業務の効率化、地域保健所の地域ニーズに沿った業務展開など、様々な行政
サービスの改善を行った事例が報告されており、研修の有効性が確認されている。

アウトプット4：研修関連機関の協力関係（州間および州内の州、県・市）が構築される。（北スマ
トラ州研修所）

北スマトラ州研修所は、他州の研修所（東ジャワ、西ジャワ、ジャカルタ特別市、西ヌサ・テンガラ
の各州）との間で、研修実施の際の講師受入、研修運営に係る協議、これらの州への現地訪問などを
通じて、交流を進めてきた。北スマトラ州研修所は、特に、ジャワの3州が、国際標準規格であるISO
9001：2000を導入して、研修運営に取組んでいることに、強い影響を受けたことから、同研修所の
業務の改善を行うきっかけとなった。

また、同研修所は、州内の県・市政府との協力について、タンジュン・バライ市による要請に基づい
て、平成18（2006）年12月に特設のグッド・ガバナンス研修の実施を行うこととしている。また、
州内の全県・市政府を対象として、郡長能力向上研修の実施も平成18年11月に実施が予定されてい
る。



プロジェクト目標IIに対するアウトプット

アウトプット1：自治体間連携に関するガイドラインとその実施手法が地方政府職員に理解される

地方自治法における地方政府の義務を効果的に実施する行政手法として、内務省地方自治総局は、地
方政府間の連携協力を政策として推進している。地方自治総局は「イ」国内で行われている自治体連
携の中から6つを抽出して、現地調査を行い、自治体間連携の課題について分析した報告書を作成し
た。同報告書を元に、6分野から成る研修モジュールを作成し、南スラウェシ州、バリ州、中部ジャ
ワ州（2つ）の計4つの自治体間連携の関係者に対し、「自治体間連携研修」を計4回、112名に対し
て実施した。研修受講者からは、特に自治体間連携の実践段階における法的な対処について、具体的
な研修内容であり、業務の改善に役立ったとの評価がなされた。

アウトプット2：新自治法に対応する新たな郡長の役割に関するガイドライン・その実施方法が郡長
に理解される。

本フェーズIIで実施した「郡長能力向上TOT研修」を受講した32の州政府の関係者の中でこれまで、
「イ」国全体で23の州で「郡長能力向上研修」が実施された。プロジェクトからは、その内、17州
に対しては研修講師の派遣を行い、州政府の研修実施を支援した。また、3州については、プロジェ
クトによって直接的に研修が実施された。（同直接実施のコースには、津波災害の復興支援を目的と
したアチェ州での開催も含まれている。） そして、残りの4州については、州政府自身で、独自の研
修が実施された。これらの結果、現在までに「イ」国内で計1,213名の郡長が、「郡長能力向上研
修」を受講した。

（2）プロジェクト目標の達成（予測）は以下のとおりである。

プロジェクト目標 I：内務省教育訓練庁及びスマトラ州研修所において、地方行政官等の人材育成のた
めの研修運営能力が向上する。（中長期的な視野において、上記機関の研修運営能力の向上を通じて
の地方政府人材の育成）

内務省教育訓練庁
内務省教育訓練庁は、本プロジェクトのフェーズI及びIIの活動を通じて、1）地方ニーズの把握
と研修カリキュラムへの反映、2）規律と効率性が確保された研修コースの運営、3）理論から
より研修後の実践を考慮した研修内容の改訂などを経験し、組織的な知識の蓄積を行ってきた。
そして、その経験的に得られた知見を、今後の同庁の研修事業運営能力の向上に活用するため
に、全ての部局からの参加による編集チームを組成して、「研修運営マニュアル」の策定を行っ
た。また、政府の「監査・指導に関する2005年政令79号」において、同庁は政府運営管理分野
研修の監督機関になるなど、教育訓練機関としての役割が明確にされた。そのため、同マニュア
ルは、同国で実施される地方公務員対象の研修において、国家基準の基本的な枠組みを取りまと
めたものとして、位置付けられることとなる。同庁では、プロジェクト活動の終了までに同マ
ニュアルを活用して、研修を実施していくこととなっている。
北スマトラ州研修所
北スマトラ州研修所では、プロジェクト活動を通じて、研修事業の効果的、効率的な運営とその
ための改善に取組んできた。同研修所では、交流を行っているジャワの州政府研修所が、業務の
質の向上を図るためにISO 9001：2000を導入して業務の改善を図っていることを参考にし
て、同資格認定を目指すことと成った。その準備の一環として、北スマトラ研修所は研修業務全
般の水準を向上するための「研修運営スタンダード」を策定しており、今後、同研修所の実施す
る全ての研修は、同スタンダードに沿って実施されることとなる。

プロジェクト目標 II：地方政府において、地方分権の進展に伴って作成された内務省の政策・ガイド
ラインに基づいた行政手法が周知、理解される。（短期的な視点において、地方分権政策の実施上の
喫緊の課題への対応としての研修実施）

郡事務所の能力強化
地方分権を定めた新自治法における行政サービス提供の改善の一環として掲げられた郡事務所の
強化に関し、プロジェクトでは、主に州政府が実施する「郡長能力向上研修」による支援を行っ



てきた。また、郡長に対する直接的な研修実施のみならず、「郡長能力向上TOT研修」による州
政府内の研修講師育成や、「郡長リフォーム研修」による地方政府の政策決定者への研修を通じ
て、包括的に郡長による行政サービスの改善への県・市政府内部での環境整備を図った。これら
の結果、現在、「イ」国全体で5,263人の郡長のうち、計1,213名が「郡長能力向上研修」を受
講しており、様々な業務の改善を行うようになった。そして、残りの郡長に対しては、今後、州
政府自身によってカバーされることが期待されている。
自治体間連携の推進
内務省地方自治総局は、プロジェクト活動を通じて「自治体間連携研修」を実施してきており、
フェーズIにおいて、全州の関係者に対して実施し、本フェーズIIでは、対象を選択して、具体的
な自治体連携の強化を図ってきた。これらのことから、同局の政策である自治体間連携の重要性
を、地方政府に対して周知する目的は達成出来たとされている。更に、今後、同局によって、自
治体間連携を法制度面から強化するための政令が準備されている。

3-2 評価結果の要約

（1）妥当性

「イ」国の地方政府は、1999年の地方自治法第22号及びその修正法である2004年の同法32号の施
行により、中央政府への依存を脱し、自ら地方自治を推進し、住民のニーズに沿った公共サービスを
提供することとなった。しかし、地方政府は、これらの役割に伴う知識や能力を十分に持っていな
かったことから、政府機関の能力向上を図るための人材の育成が求められている。「イ」国政府は、
「監査・指導に関する2005年政令79号」において、カウンター・パート機関である内務訓練庁の役
割を、政府運営分野研修の監督機関になることを定めるなど、研修による地方政府の人材育成を重視
する姿勢を見せている。本フェーズIIでは、地方政府職員に対する研修の実施を通じて、地方分権時代
に必要とされる知識や技術を提供し、地方政府の円滑な業務の実施の支援すると同時に、中長期の観
点から地方行政人材の育成を図るために、研修を実施するこれらの政府機関の能力向上を目標として
いる。以上のとおり、本フェーズIIは、「イ」国の地方分権政策の推進において、重要な役割を果たす
と共に、日本のODA政策の重点分野と合致している。また、フェーズIで培った経験を生かし、中長期
の課題に取り組んでいることから、本フェーズIIの妥当性は高いものと評価される。

（2）有効性

プロジェクト目標の達成度については、プロジェクト目標Iのカウンター・パート機関である内務省教
育訓練庁及び北スマトラ州政府研修所の研修運営能力の向上について、プロジェクト活動における研
修事業の実施と運営を通じて、自らの能力強化に取り組む動機付けがなされると共に、業務の改善と
知識の研鑚がなされてきた。その結果、教育訓練庁は、中央政府の教育訓練機関として地方の研修機
関に対するリーダーシップをとるその役割を認識するようになった。また、北スマトラ州研修所で
は、プロジェクト活動で他州の取組みなどを参考にして、ISO9001：2000の導入への取組みを開始
するなど、レベルの高い地方政府教育訓練機関としての努力を傾注している。このことから、プロ
ジェクト活動による両者の業務改善における能力の向上は明らかである。

プロジェクト目標IIの地方分権に係る内務省の政策等に基づいた行政手法の周知と理解については、州
政府が実施する「郡長能力向上研修」に対する実施促進及び支援や、地方自治総局が行う「自治体間
連携研修」の実施による、有効な行政手法の地方政府への周知を行った。プロジェクトの活動の結
果、これらの分野については、州レベルでの政策の周知と実施への支援は十分な効果を示し、その役
割を十分に果たしたといえる。また、本フェーズIIで実施した現地国内研修により、地方政府の行政能
力向上を推進する数多くの研修講師、地方行政官が育成されたことは、「イ」国の地方分権の展開と
定着に向けた大きな貢献となっている。これらのことから、本フェーズIIの有効性は高いと言える。

（3）効率性

本フェーズIIでは、日本側、「イ」国側投入がアウトプット達成のために、効果的に活用され、プロ
ジェクトの活動が円滑に実施されることに貢献した。また、プロジェクト運営においても、日本人専
門家と「イ」国側の各カウンター・パート機関の職員との関係は良好であり、円滑な活動の実施に結
びついたと言える。



プロジェクトの活動は、フェーズIの蓄積を活用し、活動対象を絞り込むなど、効果を重視して行われ
た。また、当初は計画していなかった日本が実施したスマトラ沖地震による津波災害への緊急支援を
行ったにも関わらず、プロジェクト側の努力もあって、本来の活動計画への影響は殆んど見られな
かった。これらのことから、投入、活動、及び、アウトプットに至る関係性は、効果的に結びついて
おり、本プロジェクトの効率性は、十分に確保されていると言える。

（4）インパクト

インパクトに関し、本終了時評価調査では、プロジェクトの活動に関連したポジティブな効果、影響
が確認された。また、特にネガティブな効果、影響は散見されなかった。ポジティブなインパクトに
ついては、以下の3点について確認された。しかし、上位目標の達成においては、プロジェクトの効
果である政府教育訓練機関の能力向上について、全国レベルでの他の州研修所に如何に波及していく
かについて、方向性は示されているもの、具体的に展開については今後の検討が必要と思われる。

ア）研修受講者による行政サービスの改善の実践：

地方政府による住民への行政サービス提供の改善を目的として実施されてきた「郡長能力向上研
修」、「郡長リフォーム研修」、「グッド・ガバナンス研修」では、研修終了後、多くの受講生達
が、研修内で作成した行動実施計画に沿って、現場レベルでの行政サービスに取り組んでいることが
報告されている。

イ）アチェ州における郡長能力向上への取組み：

スマトラ沖地震による津波災害への緊急支援の一環として、アチェ州に対して直接的に行った郡長能
力向上関連の研修において、受講者である郡長より、郡事務所の業務改善に関する「提言」が作成さ
れ、州知事に提出された。アチェ州政府では、右の提言を受けて、県知事から郡長への行政サービス
提供における権限委譲を進め、郡事務所の機能を強化するために、必要な助言と指導を、州内の全
県・市政府に対して行った。

ウ）地方自治総局の政策周知能力の獲得：

内務省地方自治総局は、プロジェクト活動を通じて、自治体間連携に係る研修のためのカリキュラム
とモジュール作り、研修（ガイダンス）の実施を経験したことによって、自らの施策を地方政府に効
果的に周知するための方法論を獲得することが出来た。同総局は、今後は、右の経験を活用して、政
策の遂行に適宜、研修の実施を取り入れる共に、自治体間連携のパイロット・プロジェクトを行うこ
ととしている。

（5）自立発展性

本フェーズIIのカウンター・パート機関である内務省の教育訓練庁、地方自治総局、及び、北スマトラ
州政府研修所は、現在の地方分権を定めた1999年の地方自治法第22号及びその修正法である2004
年の同法32号の枠組みの中で、プロジェクト活動によって獲得した知識や技術を維持すると共に、今
後ともその発展に取り組んでいくとが、以下のとおり確認された。内務省教育訓練庁は、「イ」政府
の「監査・指導に関する2005年政令79号」において、政府部門の研修事業監督機関として役割が明
確となり、プロジェクト活動の経験をもとにして策定した「研修運営マニュアル」は、内務大臣令に
よって公式の採用される見込みである。今後、同庁は、同マニュアルに基づいて研修事業の運営に係
る、地方政府の研修機関の監督を行っていくこととなる。

北スマトラ州政府研修所では、現在、策定が終了する「研修運営スタンダード」に沿って、今後の研
修が実施されていくこととなっている。更に、その延長線上にある ISO 9001：2000の取得によっ
て、研修事業の運営に係る恒常的な業務改善が継続される。また、同研修所では、国際規格の取得に
必要な業務改善について、来年度の予算措置を行っている。

一方、地方自治総局は、自治体間連携に係る研修の企画と実施を行ってきた経験を生かし、今後も自
らの政策の周知に活用していくことと思われる。また、自治体間連携については、今後、「イ」国政
府の政令が発令されることとなっている。以上のことから、本フェーズIIの効果に係る自立発展性は高
いと思われる。



3－3 効果発現に係る貢献・阻害要因

（1）貢献要因

プロジェクトの計画内容に関し、本プロジェクトのフェーズIでは、「地方人材育成のための緊急及び
短期的な取組み」か、「中長期的な観点から人材育成を担う研修機関の能力向上を図る」のか、どち
らが活動の目的として重要であるかの議論があったが、フェーズIIでは、プロジェクト計画時点で、両
者をプロジェクト目標として明示した上で、地方サイトを二つから一つに、また、現地国内研修の分
野を地域開発の計画分野を排除し、現場レベルの行政サービス提供分野に絞り込みを行った。この選
択と集中によって、効率、効果的な活動が可能となった。

また、活動の実施段階では、フェーズIで活動した長期専門家が、ほぼ、そのまま本フェーズIIに移行
したが、このことが、フェーズIとの連続性を維持し、カウンター・パート機関の職員との関係性と円
滑な活動の継続を可能とした。また、ジャカルタのプロジェクト事務所を、「イ」国政府内務省の窓
口の役割を担う海外援助局から、実施機関である教育訓練庁に移したことで、日・イ間の円滑なコ
ミュニケーションと共同の活動の実施を効率的に行える環境の整備に繋がった。

（2）阻害要因

特に、計画内容及び実施段階におけるプロジェクト効果発現に関わる阻害要因はなかったと思われ
る。

4. 結論及び提言

4-1 結論

当初R/D に設定されたプロジェクト目標が、終了時に達成される見込みである事が本評価を通じて確
認されたことにより、プロジェクトは予定通り2007年3月をもって完了するものとする。上位目標の
達成に近づけるために、プロジェクト終了までの残り半年間およびプロジェクト終了後の活動を、以
下の通り提言する。

4-2 提言

（1）内務省教育訓練庁に対する提言は以下の通りである。

プロジェクト終了までの提言

1. 北スマトラ州研修所作成の研修運営スタンダードとの整合性に配慮しつつ研修運営マニュアルの
完成を図る一方で、研修運営マニュアルの大臣令化への指導・助言を行う。

2. 「郡リフォーム研修」追加2バッチを実施する。
3. 地方への情報提供機能を強化する。具体的には、地方で実施された各種研修、「郡長研修」

「グッドガバナンス研修」のモニタリングを実施した上で、情報をニュースレター等によって地
方政府に対し紹介する。

4. 研修・モニタリング実施過程で得た地方分権推進に必要な各種情報・ノウハウ等の開示を行い、
内務本省その他総局と情報共有する。

プロジェクト終了後の提言

1. 「研修運営マニュアル」の地方政府に対する周知・普及を、毎年6月7月に開催される各州・各
県市研修所調整会議などにて実施する。

2. 引き続き上記2）及び3）の活動を実施を継続させる。

（2）内務省自治総局に対する提言は以下の通りである

プロジェクト終了までの提言

1. 「モニタリング実施要領」の取りまとめを行い、実施要領に基づいて実施した当該4地域へのモ
ニタリングを実施し、結果を纏めた報告書を作成する。



プロジェクト終了後の提言

1. 現行の自治体関連系研修を他地域でも継続して実施する。

（3）北スマトラ州研修所に対する提言は以下の通りである。

プロジェクト終了までの提言

1. 内務省教育訓練庁が作成した研修運営マニュアルとの整合性に配慮しつつ、「研修運営スタン
ダード」の完成を図る。

2. グッドガバナンス研修のモニタリング・評価ならびに、残り3研修コース（1.広域協力による郡
長研修、2.タンジュンバライ市におけるグッドガバナンス研修、3.北スマトラ州における法務能
力研修）を実施する。

3. モニタリング・評価、教材の改訂、TOT研修の実施などによってグッドガバナンス研修のフォ
ローアップを行う。

プロジェクト終了後の提言

1. 北スマトラ州予算によって、グッドガバナンス研修を実施する。
2. 2007年3月までに完成予定の研修運営スタンダードを定着させる

4-3 教訓

（1）内務省教育訓練庁職員は、州政府が実施する「郡庁能力向上研修」に引き続き、新たに「郡リ
フォーム研修」をデザインして実施した。その際に、研修実施内容を評価分析し、その都度改善を加
えるなど、研修の品質に十分な留意がなされた。これは、一連のモニタリング・評価作業に関わるこ
とにより、知識ならびに経験が蓄積されたことに加えて、研修マネージャーとしての同庁職員が向上
したことによるものと思われる。プロジェクトの中に、モニタリング・評価の仕組みを組み込むこと
は、オーナーシップの向上において有効である。

（2）北スマトラ研修所が、地方分権と自治の時代に地方行政人材を育成していく地方の公務員研修
の拠点として、自立的で持続的な研修運営能力向上をいかに図っていくかが課題となっていた。その
中で、他州の研修期間との協力関係の構築において、研修事業の運営に関する人事交流を通じて先進
例に接したことが、ISO9001：2000の導入と「研修運営スタンダード」の策定に繋がった。プロ
ジェクトの枠組に、人事交流など先進例に接することを組み込むことにより、向上心の育成と事業の
促進が期待できるであろう。


