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中間レビュー調査結果要約表（和文） 
 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：北東州地域開発能力向上プロジェクト

（PRDNEP） 

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：JICA カンボジア事務所 協力金額：3 億 2,700 万円 

先方関係機関： 

・内務省地方行政総局地方行政局 

・モンドルキリ州及びラタナキリ州農村開発委員会実

施委員会（PRDC/ExCom） 

協力期間 （R/D）：2007 年 10 月～2011 年

3 月 

 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１ 協力の背景と概要 

モンドルキリ州及びラタナキリ州はカンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）の北東部

に位置している。両州は天然資源が豊富な地域である一方、伝統的な生計手段を守る国内先住民

族の多くが暮らす遠隔地であることなどから経済的な発展の度合いは低い。カンボジアのミレニ

アム開発目標報告書（2003 年）において、両州の開発レベルは 24 ある州と特別市のなかで国内

最下位に位置づけられている。 

さらに両州は、地域開発を推進するための人材及び体制を有しておらず、その組織的な基盤は

州農村開発委員会（The Provincial Rural Development Committee：PRDC）実施委員会（Executive 

Committee：ExCom）の設置以前には存在しなかった。そのため、開発事業はプロポーザルの積

み上げとなっており、優先開発課題の選定に基づく戦略的なアプローチは州及び郡において皆無

である。 

2004 年、カンボジア政府は北東州の総合的な開発計画策定のための開発調査と PRDC 支援の

ための技術協力を要請した。当該国政府からの「モンドルキリ州地域総合開発調査」の要請に応

じ、JICA は 2004 年及び 2005 年に 3 件のプロジェクト形成調査団を派遣した。これら調査団の

提言を受け、カンボジアは技術協力プロジェクト「北東州人材育成計画」を要請したところ、日

本政府により採択され、2007 年 8 月 31 日、カンボジア内務省（Ministry of Interior：MoI）及び

JICA との間で、「北東州地域開発能力向上プロジェクト（Project on Capacity Development of 

Provincial Rural Development in Northeastern Provinces：PRDNEP）」を、2007 年 10 月から 3 年半

の予定で開始する旨合意された。 

 

２ 協力の内容1 

（1）スーパーゴール 

対象州において、持続的地域開発事業により、貧困が緩和される。 

（指標）貧困世帯が減少する。 

                                                        
1 今般の評価時に使った 2008 年 8 月改定済みプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）2 に準

ずる。  
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（2）上位目標 

対象州において、州政府により、主体的かつ戦略的に州開発事業が実施される。 

（指標）対象州において 

1） 州戦略開発計画の質が向上する。 

2） 州政府により事業進捗がモニタリングされ、必要な指導がなされている。 

 

（3）プロジェクト目標 

対象とする州において、持続的地域開発のための地方行政能力が強化される。 

（指標）対象州において 

1） 今までに取り組みが遅れていた分野（非インフラ事業など）を含めニーズに合った持続

的地域開発事業が計画・実施されている。 

2） 地域開発事業の進捗が行政官によりモニタリング・評価され、次の事業のために必要な

フィードバックが報告書やマニュアルの形でなされている。 

3） 地域開発に関する会合が州政府により定期的に開催される。 

 

（4）成 果 

1） 州行政官の分析・調査能力が向上する。 

（指標）モンドルキリ州、ラタナキリ州において 

1.1 データ分析及び調査結果に基づく状況調査報告書（州ごと）が完成する。 

1.2 問題分析に関するモジュール研修が 1 コース以上行われ、受講者の研修後の能力が向

上している。 

2） 州行政官の地域開発計画策定能力が向上する。 

（指標） 

2.1 ラタナキリ州のパイロット郡で地域開発計画策定への取り組みがなされている。 

2.2 パイロット事業をはじめ各種事業の策定と準備のための具体的な活動を実施できる

ようになる。 

2.3 地域開発計画に関するモジュール研修が 2 コース以上開催され、受講者の研修後の能

力が向上している。 

2.4 地域開発計画の策定プロセス改善に関する報告書が作成される。 

3） 州行政官の地域開発事業実施・管理能力が向上する。 

（指標） 

3.1 現在取り組みが遅れている分野（測量、AutoCAD など）での技術支援班（Technical 

Support Unit：TSU）2 の技術力が向上する。 

3.2 郡やコミューンが実施するパイロット事業をはじめ各種事業の契約管理と業務管理

が改善する。 

3.3 地域開発事業の実施に関するモジュール研修が 6 コース以上行われ、受講者の研修後

の能力が向上している。 

3.4 事業実施プロセスの改善に関する報告書が作成される。 

                                                                                                                                                                                       
2 ExCom 技術協力班（Technical Support Unit）のこと。  
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4） 州行政官のモニタリング、評価能力が向上する。 

（指標） 

4.1 パイロット事業をはじめ各種事業のモニタリング・評価計画が作成される。 

4.2 上記計画に沿ってモニタリング・評価が実施される。 

4.3 地域開発事業のモニタリング・評価に関するモジュール研修が 1 コース以上行われ、

受講者の研修後の能力が向上している。 

4.4 モニタリング・評価の手法及び体制改善に関する報告書が作成される。 

 

（5）投入（2009 年 5 月時点） 

付属資料 3．「実績一覧」参照。 

２．評価調査団の概要 

調査者 ＜カンボジア側＞ 

・Team Leader: H.E.Mr. Leng Vy, Director General, General Department of Local 

Administration (GDLA), Ministry of Interior (MoI) (Project Director) 

・Member: Mr. Yin Malyna, Director, Department of Local Administration (DOLA), 

GDLA, MoI (Project Manager) 

・Member: Mr. Yat Sokhan, PRDC/ExCom Ratanakiri Province (Counterpart Personnel)

・Member: Mr. Sek Hay, PRDC/ExCom Ratanakiri Province (Counterpart Personnel) 

・ Member: Mr. Hiek Sophan, PRDC/ExCom Mondolkiri Province (Counterpart 

Personnel) 

＜日本側＞ 

・総 括：小林雪治 JICA カンボジア事務所 次長 

・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：松下智子 株式会社 アンジェロセック 

・小規模インフラ：増田豊 株式会社 設計計画 

・調査企画補佐 Mr. Phok Phira JICA カンボジア事務所 ナショナルスタッフ

調査企画 2009 年 7 月 7～26 日 評価の種類：中間レビュー 

評価の手法 評価方法： 

手順 1：2008 年 8 月付 PDM2 を評価基準として用い、プロジェクトの投入、活

動実績と成果の比較から、達成度を確認する。 

手順 2：プロジェクトの計画及び実施段階における、成果の貢献要因、阻害要因

を確認する。 

手順 3：「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」の 5 項目の

観点から分析を行う。 

手順 4：プロジェクト完了までの期間に対する提言を行う。 

 

データ収集方法： 

文献調査、主なステークホルダーへのインタビュー、対象地域へのサイト訪問、

フォーカスグループディスカッション 
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調査実施上の制約： 

同国内には地方分権化・業務分散化（Decentralization and Deconcentration：D&D）

政策に対する支援を行うドナー機関があるが、本中間評価では主にプロジェクトに

焦点を置いた調査を行った。また時間の制約のため、すべての関係者に対するイン

タビューは実施されなかった。 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

現時点の指標によれば、プロジェクトは進展しており成果を達成し得るものと思われる。本プ

ロジェクトでは、両州の行政官の書類のファイリング、公的文書の作成、プロポーザル作成等の

基礎的な事務能力の向上がみられた。また計画、実施、モニタリングといったプロジェクトサイ

クルの基礎を経験した行政官もおり、行政能力向上に対する問題意識が徐々に向上している。

これまで、本プロジェクトでは、さまざまなスキルや科目に関する研修が実施され、得られた

知識やスキルはパイロット事業の計画や実施において活かされてきた。こうした活動の実績を確

認するうえでの参考となる十分な指標が、PDM2 のプロジェクト目標及び成果に記載されていな

いため、プロジェクト期間内にプロジェクト目標として定められている『「持続的」地域開発の

ための地方行政能力が強化される』か否かの判断は難しい。 

プロジェクト目標の達成をより確実なものとするために、プロジェクトの経験をガイドライン

やマニュアルに反映させるなど制度化に努め、同時にそれを活動実績として確認し得る指標を再

検討することで、プロジェクト目標が達成される見込みが高まると考える。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下のことから、本プロジェクトの継続は妥当性が高いといえる。 

カンボジア政府は 2004 年 7 月に発表された国家開発戦略「四辺形戦略（Rectangular 

Strategy）」で、D&D の推進を明示し、2005 年 6 月に「D&D 改革戦略フレームワーク」を承

認し、2008 年 5 月に州、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 年に発表された国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan：NSDP）

（2001～2010 年）及び第 2 次四辺形戦略において、D&D は引き続きグッドガバナンスを推

進するうえでの重要課題となっている。 

2002 年のわが国の対カンボジア援助政策では、公共政策推進と人材不足解消への取り組

みのため、人材開発は重要課題の 1 つに位置づけられている。本プロジェクトは開発事業を

実施するためのプロジェクト管理能力を向上させることを目的としている点で、JICA の使

命 2「公正な成長と貧困削減」及び使命 3「ガバナンスの改善」に合致しているといえる。

さらに、ラタナキリ州とモンドルキリ州は、開発重点地域であるカンボジア・ラオス・ベト

ナム（Cambodia, Laos, Vietnam：CLV）の「開発の三角地帯」に属する地域と認識されてい

る。 

当該地域の地方行政機能を強化するために、州及び郡における著しい能力不足及び人材不

足解消に取り組むことは、当該地域の生活を向上させ、持続的な農村開発を促進するうえで

急務の課題であり、地方行政官の能力向上は不可欠である。本プロジェクトは行政官に対し、
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さまざまなスキルや科目の研修を受講する機会を与え、その多くがプロジェクトサイクルの

基礎を習得させるうえでも役立った。今後、対象地域やターゲットグループをより絞り込む

ことで、プロジェクトの妥当性がより高まるものと思われる。 

 

（2）有効性 

徐々に進展しているが、各州の状況に応じ、絞り込んだアプローチをとることで、より高

い有効性が確保されると考えられる。 

本プロジェクトでは、両州の行政官に対し、さまざまなスキルや科目の研修を受講する機

会を与え、モジュール研修では、両州でほぼすべてのコースで受講前後の理解度テストの点

数が改善した。また、ワークショップ（Workshop：W/S）やパイロット事業を通じ、行政官

は計画、実施、モニタリングといったプロジェクトサイクルの基礎を経験した。しかしイン

フラプロジェクトの実施からメンテナンスへといったプロジェクトを次の段階につなげて

いくために必要となる、モニタリング・評価のスキルの向上については、特に今後改善の余

地がある。 

ラタナキリ州では有効性が比較的確保されていると考えられる。郡行政官やコミューン評

議員はプロジェクトの指導の下、インフラプロジェクトの効果的なモニタリング方法を学ん

だ。地方行政機能の強化について行政官の間での問題意識が高まった。 

モンドルキリ州では、現時点では今後十分な有効性が確保される見込みがあるとは言い難

い。その原因として、州及び郡における対象が幅広いものであったこと、モンドルキリ州で

は PRDC/ExCom の活動が開始されたのが 2003 年でありラタナキリ州より 7 年遅れていたた

め、プロジェクト開始当初の行政官の能力が低かったこと、が挙げられる。プロジェクトの

成果として、行政官は計画策定の基礎を習得することができたものの、今後はモニタリン

グ・評価、事業見直しについて引き続き学んでいく必要がある。 

モンドルキリ州での本プロジェクトの重要なアプローチの 1 つとして、非政府組織

（Non-Governmental Organization：NGO）との協働を通じた能力向上が挙げられ、州及び郡

行政官に、特定の課題に関するより高度な技術や経験を有する NGO 等との協働の機会を提

供することが挙げられる。 

 

（3）効率性 

日本側からの投入量及びタイミングはおおむね適切である。 

研修はおおむね効率的に行われた。わが国の援助リソースも効率的に活用され、モジュー

ル研修で、「地方行政能力向上プロジェクト（Project on Improvement of Local Administration in 

Cambodia：PILAC）」及び女性省派遣の JICA 個別長期専門家（ジェンダー主流化制度強化

アドバイザー）が講師を務めた。コンピュータ研修はおおむね高く評価されたが、一部例外

として遠隔地の郡に勤務する研修生へのインタビューでは、コンピュータの知識を業務に活

用する機会が十分得られないとの回答が得られた。 

機材にも同様の評価がされたが、地理情報システム（Geographic Information System：GIS）

や水質検査キットは今後ほかの研修と組み合わせることで、より活用されることが期待され

る。今後ターゲットグループを絞り込み、セクターを重点化するうえで、研修カリキュラム
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や教材、方法論を再検討していくことが望まれる。 

 

（4）インパクト 

以下のとおり、正のインパクトがみられた。 

中央政府（保健省）高官が、本プロジェクトの活動を公共サービス一般に適用したいとの

高い関心を示した。また計画省は、両州で実施された州状況分析に係るモジュール研修に参

加した両州の計画局職員を、中央省庁が行う研修のファシリテーターとなるよう要請した。

さらにアジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）を含む他のドナーは、本プロジェ

クトのアプローチを活動の参考にしたいとの関心を示した。 

一方、負のインパクトはみられていない。 

 

（5）自立発展性 

政策面では、本プロジェクト完了後も自立発展性は確保される見込みであり、今後 10 年

間の D&D 推進に向けた国家プログラム案（National Program for Sub-National Development：

NSDD）では、地方レベルの開発計画策定及び能力向上は重点課題として位置づけられてい

る。 

しかしながら、州及び郡の人材育成のための組織面、財政面での自立発展性には課題があ

り、特に職員の高い離職率は懸念すべき課題である。 

 

３－３ 成果、自立発展性及びインパクトの促進要因・阻害要因 

効果発現を阻害した外部要因として、現在当該国は D&D 改革の渦中にあり、州及び郡行政官

の役割の規定が不明確かつ予測不能な状況にあることが挙げられる。自立発展性や正のインパク

トを確保するためには、柔軟な姿勢でプロジェクトの活動を調整し、実施していくことが求めら

れる。 

 

３－４ 結 論 

本プロジェクトは妥当性が高く、徐々に成果も現れつつある。日本側からの投入の量及びタイ

ミングはおおむね適切であった。いくつかの正のインパクトもみられている。 

しかし、現時点では、プロジェクト目標が達成し得るかどうか判断が難しい。今後対象地域や

ターゲットグループをより絞り込むことで、より高い妥当性が確保されると考えられる。また、

有効性についても、両州の特定の状況に応じ、絞り込んだアプローチを行うことで、より高い有

効性が確保されると期待される。さらにプロジェクト目標についても、本プロジェクトの経験を

制度化し、指標を再検討していくことで、達成見込みが高まるであろう。これらを通じ、州及び

郡の人材開発を行ううえでの組織面・財政面での自立発展性を確保する方策を見出すことを視野

に入れつつ、D&D 改革のプロセスに従い、より柔軟な対応をとることが望まれる。 
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３－５ 提 言 

（1）プロジェクトデザインに対する提言 

1） 両州のターゲットグループの変更 

ラタナキリ州及びモンドルキリ州のターゲットグループを以下のとおり変更する。 

ラタナキリ州では郡の開発に従事する地方行政官をターゲットグループに定めており、

特に主なターゲットグループを郡行政官としている。しかし、同州の全 9 郡に焦点を置く

ことは現実的でないため、2 郡のみパイロット郡として重点的に支援を行うことを提言す

る。 

モンドルキリ州では、州及び郡の対象が広すぎたために有効性が確保しにくい状況であ

った。そのため、州の優先度が高いセクターの開発に重点を置き、それに係る行政官の能

力向上を実施していくことを提案する。 

2） 活動の見直し 

上記 1）に対し、各州のターゲットグループを支援するための活動を見直すことを提案

する（PDM3 案参照）。 

3） プロジェクト目標とアウトプットの指標の見直し 

上記 1）及び 2）に対応し、指標を改定することを提案する（PDM3 案参照）。 

 

（2）その他 

1） 職員の離職率削減に向けた対策 

本プロジェクトの自立発展性を確保すべく、職員の高い離職率を削減するための方策を

検討する必要がある。さらに、MoI に対しても本プロジェクトで研修を受講した職員が重

要な役割を果たし、技術や知識を活用し、経験を伝播できるよう、より高いポジションを

提供できるよう期待する。 

2） プロジェクトの経験を組織化する試み 

両州の持続的な農村開発に資するべく、本プロジェクトの専門家はプロジェクトダイレ

クター及びマネジャーが、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）下にある計画委員

会等の政府のチャンネルを通じ、カンボジア政府内でプロジェクトの経験を反映させてい

けるよう、プロジェクト専門家の支援を期待する。 

3） 瑕疵責任の確保 

6 カ月の瑕疵期間と契約金額の 5％に該当する留保金の導入等、カンボジアの慣例を適

用した契約方法を取り入れることで、インフラが建設作業終了後に損傷を受けても、イン

フラ施設が建設作業終了後に損傷を受けても、プロジェクト管理委員会は建設業者に対し

て契約上不利が生じることはないと考えられる。 

 

 

 




