
 

レビュー結果要約表 
１．案件の概要 

国 名：カンボジア王国 案件名：地方行政能力向上プロジェクト 

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：カンボジア事務所 協力金額：3億円 

先方関係機関：内務省（MoI）地方行政総局（GDLA） 

日本側協力機関：総務省自治行政局、総務省自治 
大学校、東広島市、広島大学 

協力期間：2007年1月～2010年1月 
（R/D締結日：2006年12月14日） 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 
カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、長期間にわたった内戦の影響から

行政組織を支える中堅クラスの人材に乏しく、教育・訓練制度も不十分であり、公務員の
人材育成は遅れている。また、行政機構の整理も十分ではなく効果的・効率的な行政を営
むにはほど遠い。こうした背景において、カンボジア政府は1998年に行政改革国家プログ
ラムを策定して行政改革を進めており、2002年2月には初の地方選挙（直接選挙、比例代表
制）を実施して、1,621村・地区（コミューン・サンカット）評議会を発足させた。2004年7
月に発表された国家開発戦略「Rectangular Strategy」で、行政サービスの向上に向けた地方
分権化の推進の重要性が明示されたことを受け、2005年6月には閣僚評議会が地方分権化・
業務分散化（Decentralization and Deconcentration：D&D）推進のための「D&D改革戦略フ
レームワーク」を承認、2006年8月には、地方分権化政策を実施する国家地方分権化・業務
分 散 化 管 理 委 員 会 （ National Committee for the Management of Decentralization and 
Deconcentration Reform:NCDD）が設置され、議長を内務省大臣が、事務局長を内務省副大
臣が務めている。 
内務省地方行政総局（General Department of Local Administration：GDLA）は、D&D改

革推進の中核を担う実施機関として、地方自治制度、地方税財政制度、中央省庁と地方行
政体の関係等、法制度、制度整備及び運用を進める意向であるが、人材が大変不足してお
り、援助機関の協力なしには実施が困難な状況である。カンボジアは2004年7月に地方行政
能力向上のための人材育成、特に地方行政総局と州の行政官の人材育成に関して技術協力
プロジェクト「地方行政能力向上プロジェクト」を要請、日本政府による採択を経て、2006
年12月14日にJICA-カンボジア内務省間で、2007年1月より3年間の予定で本件プロジェクト
の実施が合意された。 
 
１－２ 協力内容 
１－２－１ 上位目標 
カンボジアにおいて研修等を通じて地方行政にかかわる人材が育成される。 

 
１－２－２ プロジェクト目標 
1. 内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する。 
2. 中央・州レベルの地方行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する。 

 
１－２－３ 成 果 
1-1  内務省地方行政総局（GDLA）タスクフォースが D&D（ Decentralization & 

Deconcentration、地方分権化・業務分散化）の進捗状況とニーズに基づいた研修



 

を企画・実施して運営管理を行う。 
2-1 内務省地方行政総局職員がD&D政策及び地方行政に関する知識を得る。 
2-2 州知事・副知事がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
2-3 州事務所職員がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 

 
１－２－４ 投入（2008年9月末：評価時点） 
＜日本側＞ 
専門家：50.76人月 本邦研修：39名 
機 材：6万3,995米ドル 現地業務費：121万8,000円 

＜カンボジア側＞ 
カウンターパート配置：プロジェクトディレクター 1名 

プロジェクトマネージャー 1名、他メンバー 
事務所、施設及び事務所設備 
地方行政担当職員に対する研修実施の承認 

２．評価調査団の概要 

調査者 ＜カンボジア側＞ 
・H. E. Mr. Prum Sokha, Project Director, Secretary of State, Ministry of Interior（MoI）
・H. E. Mr. Sak Setha, Project Manager, Secretary of State, Ministry of Interior（MoI）
・H. E. Mr. Leng Vy, Director General, General Department of Local Administration
（GDLA）（Counterpart）  
＜日本側＞ 
・総  括：鵜飼彦行 JICAカンボジア事務所次長 
・地方行政：川北博史 JICA国際協力専門員 
・調査企画：寺田美紀 JICAカンボジア事務所企画調査員（グッドガバナンス） 
・評価分析：松原千枝子 ㈱シー・ディー・シー・インターナショナル 

調査期間 2008年10月13日～24日 評価の種類 中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
下記以外の成果はおおむね順調に達成されつつある。 
プロジェクト初期に設定した研修による知識の向上に関する指標（研修前後で試験結果

が30％以上向上する）については、今年次（第3年次）開始されたモデル州研修で初めて目
標値に到達した。研修後試験の結果は徐々に向上し、現在では7割を超えている。参加者が
従来D&D情報に接していて、研修前に一定の知識水準に達している場合には、向上の幅は
目標水準に達しないが、研修内容の研修員への定着に関しては向上しつつあることが指摘
できる。 
講師の質、特にターゲットグループに合わせた研修カリキュラムの作成能力、及び教授

法がより向上すれば、プロジェクト終了時までに達成が不可能という状況ではないと考え
られる。 
 

３－２ 評価結果の要約 
３－２－１ 5項目評価 
（1）妥当性 

以下のことから、本プロジェクトの妥当性は高いといえる。 
カンボジア政府は2004年7月に発表された国家開発戦略「Rectangular Strategy」で、

地方分権化・業務分散化（D&D）推進を明示、2005年6月に「D&D改革戦略フレーム 



 

ワーク」を承認、2008年5月に首都・州、市・郡に評議会を1年以内に設置すること
を定めた地方行政法を施行した。2008年9月に発表された新四辺形戦略では、地方行
政法の効果的な運用の推進、及び今後10年間の国家プログラムの策定に関して明示
されている。このプログラムには人材育成分野も主要課題に入ることが予想される
ことから、地方行政の人材育成のための研修運営能力の向上、地方行政にかかわる
職員の能力向上をめざす本プロジェクトは、カンボジア政府の政策に沿っていると
いえる。 
日本の援助政策はプロジェクト計画時から、長年の内戦による深刻な人材不足に

対処するための人づくりの重要性、行政機能の強化の必要性を明示している。地方
行政の人材育成のための研修運営能力の向上、地方行政にかかわる職員の能力向上
をめざす本プロジェクトは、JICAの使命2「公正な成長と貧困削減」、使命3「ガバナ
ンスの改善」に合致しているといえる。 
ターゲットグループのニーズへの適合性については、本プロジェクトで実施され

ている研修に対する参加者の満足度は常に8割を超えていることから、参加者のニー
ズに合った研修を提供できていると考えられる。 

 
（2）有効性 

以下の達成状況に鑑み、有効性はおおむね確保されていると考えられる。 
＜プロジェクト目標1「内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する」＞ 
研修の実施段階については、専門家の支援なしでほぼ実施できる水準に達してい

るものの、研修のニーズアセスメント実施やカリキュラム、モジュールの作成につ
いてはまだ向上の余地がある。GDLAタスクフォースメンバーは、D&D政策について
あまり知識のない人に対する研修カリキュラムやモジュールを作成する、という点
においては比較的高い能力を身につけた。一方、研修参加者のレベルに応じて研修
カリキュラムやモジュールを作成する能力については、まだ改善が必要である。ま
た、研修実施後の評価分析、報告書作成については、全員ができるようになるのは
第4年次になる見込みである。 
 
＜プロジェクト目標2「中央及び州レベルの地方行政に携わる職員の地方行政に関す
る知識が向上する」＞ 
研修前後試験の結果は、最近実施されたモデル州研修において初めて目標とする

向上水準に達した。研修による伸び率が高かった研修では、研修前試験の成績はお
しなべて低い。このことから、研修受講前の当該分野についての知識水準が高い場
合、研修による知識向上は目標とする水準幅に達しない傾向があることが見てとれ
る。しかしながら、研修講師の能力に起因する部分も多少は存在するため、引き続
き講師の質、とりわけ教授法に関する技術を高める努力が求められる。 

 
本邦研修に関しては、帰国研修員に聞き取り調査をしたところ、中央・地方政府

関係、地方議員制度、地方政府の役割等に関して日本の地方行政制度を学んだこと
による、基礎知識の向上が確認された。 

 
（3）効率性 

投入は、おおむねインセプション・レポートで示された計画どおりになされてい
る。 
本邦研修に関しては、過去の経験を生かし、1年次～3年次まで効率的に実施され

た。ただし、ニーズとリソースをより効率的に組み合わせるためには不断の調整が 



 

必要であった。また、帰国研修員が現地において研修教材を作成するうえで、より
日本の地方行政に関する記載の内容確認等の支援・助言があることが望ましかった。 
カウンターパートの配置については、一部のタスクフォースメンバーが、他の業

務のために活動に参加できないことがあることが指摘されている。 
 

（4）インパクト 
ポジティブなインパクトは、いくつか指摘できる。 
まず、地方行政に携わる人材育成のための制度や組織の整備の重要性に対する認

識が深まってきたことが大きなものとしてあげられる。内務省長官より、現在地方
行政に携わる人材育成のための新しい局を設立する計画である旨の発言があり、
Sub-decreeの草案が作成されている段階である。 
次に、法案作成や制度整備にあたり、自国の制度を他国と比較検討、検証するた

めの判断材料の一つとして日本の制度が参照されていることがあげられる。D&D改
革の過程において、様々な場で日本の例が言及されている。 
三点目として、本プロジェクトで作成・開発された研修教材や方法論、養成され

た講師が、2008年のMoIの新人職員研修や政策チームの新メンバー研修において活用
されたことがあげられる。 
一方、負のインパクトは現在のところ見当たらない。 

 
（5）自立発展性 

以下のことより、プロジェクト終了後においても政策、組織、制度面でのプロジ
ェクトの成果の自立発展性が確保される見込みは高いと考えられる。 
人材育成分野はD&D国家プログラムにおいて主要課題の一つとして取り上げられ

る予定であり、地方行政に携わる人材の育成は今後とも求められていく情勢である。
上述の設立が予定されている新局には、タスクフォースの何名かが配属される可能
性があるほか、カンボジア国地方行政能力向上プロジェクト（PILAC）の活動を通じ
て作成、実施されたカリキュラムや教材、研修方法等が新局を通じて生かされるこ
とが期待される。また、ヒアリングを行った講師8名はいずれも、今後とも講師を続
けたいとの意向であった。 

 
３－２－２ 効果発現に貢献した要因 
プロジェクト目標、成果達成に貢献している要因として、研修の質を高める取り組み

や工夫がなされていること、プロジェクトを取り巻く環境の変化についての情報を常に
収集し、戦略的にプロジェクトの方向性を確認、修正する対応がとられていること、地
方行政実態調査を行い、ニーズに合った研修を実施していることがあげられる。 
 

３－２－３ 問題点及び問題を惹起した要因 
プロジェクトの進行を阻害する大きな要素は現在のところ見当たらない。ただ、一部

のタスクフォースメンバーが兼務により多忙であり、プロジェクトの活動へ参加できな
い場合がある点については、程度によっては、今後プロジェクトの進行にマイナスの影
響を及ぼす可能性がある。 
成果達成のための外部条件「養成された研修講師が継続的に研修に従事する」は満た

されており、今後満たされなくなる要因も現在のところ見当たらない。一方、プロジェ
クト目標達成のための外部条件「カンボジア政府の地方分権化・業務分散化政策の方針
の大幅な変更がない」に関連し、地方行政法施行によりプロジェクトの支援を要する研
修ニーズが新たに発生している。このため、プロジェクトの実施にあたり、状況の変化 



 

に柔軟な対応が求められる状況となっている。 
 
３－２－４ 結 論 
十分な妥当性を有し、インパクトの発現においても相当の結果を得ていること、効率

性がおおむね確保されていること、有効性、自立発展性も確保される見込みであること
から、本プロジェクトは比較的よく運営され、成果をあげつつあるといえる。 
残るプロジェクト期間中に、目標達成への現在の取り組みを継続することに加え、変

化しつつある状況に戦略的に対応していくことが、より一層求められる。 
 

３－３ 提 言 
既述の実績、評価5項目による評価を踏まえての、プロジェクトの実施体制や運営への提

言は、以下のとおりである。 
 

３－３－１ プロジェクトの実施体制への提言 
タスクフォースメンバーのプロジェクトの活動への積極的な参加の確保にあたり、主

要なタスクフォースメンバーが地方行政に携わる人材育成を本来業務としていくよう、
調整が求められる。 
 

３－３－２ プロジェクトデザインに対する提言 
地方行政法施行によりプロジェクトの支援を要する研修ニーズが新たに発生したこと

が確認されている。中間レビューをベースとし、プロジェクト・デザイン・マトリック
ス（PDM）を以下のように修正することが必要である。 
 
（1）PDMの変更 
＜上位目標指標の変更＞ 

現在の指標を上位目標達成のための外部条件とし、指標としては研修を通じた人
材育成システムの受益者の規模を示すことが妥当であると考えられる。 

 
＜ターゲットグループの変更＞ 

地方行政法の成立に伴いD&D政策が著しく進展し、州・郡評議員の選挙が2009年5
月に予定されている状況下において、新たに設立される州・郡評議会を機能させる
ことが、新たな緊要な課題として政府関係者に認識されている。これを受け、評議
員及び知事会に対して研修を行うことが、第2回合同調整委員会（JCC）会合及び2008
年に開催されたD&Dテクニカルワーキンググループの第2回会合のなかで提案され
ている。このような外部条件の変化に鑑み、より重要なニーズにタイミングよく応
えていくことが限られた資源を有効かつ戦略的に活用するうえでも必要であると思
われる。 
具体的には、モデル州・特別市（5地域）の地方職員と州レベルの関係省庁職員を

ターゲットグループとする現在の活動計画から、評議員と知事会を対象に研修を実
施する計画への変更が求められると思われる。 
ターゲットグループの変更に伴い、現行のPDM1（2008年2月開催の第3回JCCにお

いて承認）に対し、成果の追加及びその成果達成のための活動の追加が必要となる。
また、各成果の指標の変更も必要となる〔詳細は付属資料1.のANNEX 1：PDM2（案）
参照〕。 
 

 



 

（2）州研修から得られた成果の活用 
モデル州・特別市（5地域）の地方職員を対象とする現在の活動計画から、評議員

と知事会を対象に研修を実施する計画への変更により、州研修実施の過程で得られ
た成果が今後生かされないおそれもあることから、育成された州研修講師や得られ
た教訓等を別の場で活用するような対策をとることが望ましいと思われる。 

 
３－３－３ 次年次（第4年次）の本邦研修（地方行政）への提言 
プロジェクト形成時の目的に関しては、地方行政法に目処が立ち、コア研修講師育成

に成果が出ていることからも、その役割は果たしたものと考えられる。また、2009年度
に関しては、現地において評議員向けのオリエンテーショントレーニング等の重要事業
が多く予定されていることからも、実施に関して見送ることが望ましい。 

 




