
事業事前評価結果要約表（技術協力プロジェクト）1 
作成日：平成21年11月27日 

担当部・課：JICAカンボジア事務所 
１．案件名 

地方行政法運用のための首都と州レベルの能力開発プロジェクト 
２．協力概要 
（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）における地方分権化
の流れに対応し、2008年に施行された地方行政法及び今後制定される国家プログラムに沿
い、地方分権化・業務分散化（Decentralization and Deconcentration：D&D）政策を支援する
ものである。具体的には、長期的かつ包括的な地方行政人材育成戦略の立案支援を行うとと
もに、2009年に新たに設立された州政府（1首都23州）が5カ年開発計画及び3カ年投資プロ
グラムを立案・実施管理してゆく業務体系の整備と各州の評議員と行政官への研修を通じた
能力強化を支援する。本プロジェクトの実施を通じ、州政府が地域の社会経済状況の改善の
ために実施する開発計画の計画立案・実施管理の制度が確立し、機能するようになることが
期待される。 

 
（２）協力期間（予定） 

2010年1月～2014年12月（5年間） 
 
（３）協力総額（日本側） 
約4.2億円 

 
（４）協力相手先機関 
実施機関：民主的地方開発国家委員会（National Committee for Sub-National Democratic 

Development：NCDD）事務局（NCDD Secretariat：NCDDS）、政策チーム能力開
発情報ユニット（CDIU） 

協力機関：内務省地方行政総局、計画省及び経済財政省、NCDD地方開発計画小委員会、
NCDD財務財政小委員会 

 
（５）国内協力機関 
総務省等関連省庁、関連大学・研究機関 

 
（６）裨益対象者及び規模、等 
直接裨益対象者： 
州・首都レベル：評議員（374）、知事及び副知事（143）、地方行政官2 
中央政府レベル：内務省・計画省・経済財政省等の行政官3 

 
３．協力の必要性・位置づけ 
（１）現状及び問題点 

地方分権化・業務分散化（D&D）はカンボジアにおけるガバナンス分野の最重要課題のひ
とつである。 

                                                  
1 討議議事録（Record of Discussion：R/D）に準じており、詳細計画策定調査団議事録と書きぶり、活動に差異がある点留意。 
2 詳細の人数に関して、プロジェクト初年時に包括調査を実施し確定する旨先方政府と合意済み。 
3 脚注 1と同。 



2008年にカンボジア政府は、首都と23の州、193の郡・市・区に関する役割・義務などを
規定した地方行政法を施行した。同法ではD&D改革を進め、民主的な開発と貧困削減を実現
することをめざし、間接・比例代表制選挙で選出される州の評議員と行政官が、各州の5年
間の開発計画と3年間の投資プログラム4の立案・実施管理を行うことなどが定められている
が、運用細則が十分整備されておらず、また、業務と権能を習得・実施するための人材育成
も体系的に行われていない。 
カンボジア政府は民主的地方開発国家委員会（NCDD）を設立し、2010年から10年間の民

主的地方開発実施を目的とする国家プログラムを策定して、わが国、世銀、EU等ドナー（以
下「開発パートナー」と表記）からの支援も活用しつつ包括的な取り組みを行う予定である。

JICAは、カンボジア政府の要請により、2007年1月から2010年1月まで3年間にわたり、D&D
推進にかかわる人材を育成することを目的とした「地方行政能力向上プロジェクト」を実施
し、内務省及び州政府の地方行政に関する研修運営能力向上を支援し、行政官等の知識の向
上に努めてきた。同プロジェクトにて育成した人材が今後の地方行政の担い手となることが
期待されている。 
一方で、他開発パートナーは村・地区以下のレベルに対して法整備、制度設計、各種研修

などの支援を実施中であるが、州・首都の開発計画・投資プログラムの立案・実施管理につ
いての支援はほとんど行われていないのが現状である。 

 
（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

カンボジアの国家戦略開発計画（2006～2010）及び「新四辺形戦略（2008～2013）」では、
グッド・ガバナンスを公正で平等な機会と社会正義を兼ね備えた持続可能な社会経済開発を
行うための、最も重要な前提条件と位置づけており、地方分権化・業務分散化をめざして施
行された地方行政法の実施は、ガバナンス分野の4つの重要課題の1つである。 

 
（３）わが国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける位

置づけ） 
わが国は、国別援助計画の重点分野「持続的経済成長と安定した社会の実現」のなかでカ

ンボジアのグッド・ガバナンスの推進を支援することとしている。 
JICAのカンボジア支援の枠組みにおいて、本プロジェクトは「行政機能向上プログラム」

に位置づけられる。 
 
４．協力の枠組み 
〔主な項目〕 
（１）協力の目標（アウトカム） 
① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
州政府において、5カ年開発計画と3カ年投資プログラムを立案・実施管理するための地方
行政能力が強化される。 
（指標・目標値） 
・ 全州政府による5カ年開発計画・3カ年投資プログラムの年次更新報告書の提出 
・ 全州政府の3カ年投資プログラムへの地域社会経済状況の変化とその対策案の明記 
 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
州政府において、地域住民の社会・経済状況の改善に資する5カ年開発計画と3カ年投資プ
ログラムを自律的、戦略的に立案・実施管理するためのシステムが機能する。 

                                                  
4 5年間の開発計画を実施するにあたっての予算書のこと。 



（指標・目標値） 
・ 全州政府においてガイドライン5に基づく5カ年開発計画と3カ年投資プログラムの立

案・実施管理、モニタリングが評議会改選後も継続される 
・ 全州の地域社会経済状況のベースライン指標の改善（プロジェクト終了時からXX％6）

 
（２）成果（アウトプット）と活動 
① 成果１：地方行政運営と人材育成に関する課題と対策が明確になる。 
（指標・目標値） 
・ 州政府の地方行政運営、人材育成の課題、能力評価の枠組み、人材育成戦略案が明記

された地方行政人材育成報告書（仮称）の作成 
・ 地方行政人材育成戦略の承認 
（活動） 
１－１ 州政府の地方行政運営、人材育成の課題、能力評価の枠組み、人材育成戦略案に

関する基礎調査の実施 
１－２ 州政府の地方行政人材育成報告書（仮称）及び地方行政人材育成戦略案の作成 
１－３ 成果１に関する開発パートナーとの情報共有・協調 

 
② 成果２：5カ年開発計画と3カ年投資プログラムに関する業務実施体系が整備される。 
（指標・目標値） 
・ ガイドラインにのっとり、かつ、国家政策・住民ニーズに基づいた開発計画・投資プ

ログラムの立案・実施管理マニュアルの作成 
（活動） 
２－１ 5カ年開発計画と3カ年投資プログラムの立案・実施管理に関する課題の抽出 
２－２ 州レベルでの既存の社会・経済状況に関する課題の抽出とベースライン情報の整

備 
２－３ 開発計画と投資プログラムを実施するための資金源の抽出及び資金申請方法の

検討 
２－４ 開発計画と投資プログラムのガイドラインにのっとった立案・実施管理マニュア

ルの作成 
２－５ サンプル州における開発計画と投資プログラムの立案・実施管理状況に関する国

家政策と住民ニーズの視点を踏まえた分析 
２－６ 分析結果に基づく立案・実施管理マニュアルの修正 
２－７ 成果２に関する開発パートナーとの情報共有・協調 

 
③ 成果３：5カ年開発計画と3カ年投資プログラムの立案・実施管理を行うための地方行政

運営に関する研修体系が整備される。 
（指標・目標値） 
・ 5カ年開発計画・3カ年投資プログラム等地方行政運営に関する研修パッケージ7（研修

実施計画、研修手順書、研修カリキュラムなど） 
・ 全州政府の能力評価の結果をまとめたパフォーマンスモニタリング報告書 
（活動） 
３－１ NCDD能力向上計画の更新 
 

                                                  
5 5カ年の開発計画、予算書立案・実施管理のプロセスに関する運用指針のこと。 
6 具体的な数値に関しては、プロジェクト開始後にカンボジア政府と協議のうえ決定する。 
7 研修パッケージは NCDD Annual Capacity Building Planで規定される研修に関して作成することを想定する。 



３－２ 5カ年開発計画・3カ年投資プログラム等地方行政運営に関する研修実施計画の作
成 

３－３ 協力機関の職員の研修講師としての育成 
３－４ 研修カリキュラムの作成 
３－５ 実施計画、研修講師、研修カリキュラムを活用した研修の実施 
３－６ 全州政府のパフォーマンス（能力評価の結果）のモニタリング 
３－７ 研修実施計画、研修手順書、研修カリキュラム等の研修パッケージ化 
３－８ 成果３に関する開発パートナーとの情報共有・協調 
 

（３）投入（インプット） 
① 日本側（総額約4.2億円） 
専門家派遣、供与機材、研修員受入れ、その他 

② カンボジア側 
施設、土地手配、その他 

 
（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 
① 前提条件 
・ カンボジア政府は、地方行政体の役割・体制・開発計画・投資プログラムに関する政

令8を承認し、施行する。 
② 成果（アウトプット）達成のための外部条件 
・ NCDDが人材育成戦略を承認する 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 
・ 特になし 

④ 上位目標達成のための外部条件 
・ カンボジア政府は、州開発計画実施に関する財源を明確化する。 
・ 州評議会は、開発パートナーによる資金等へアクセスし、開発計画実施のために活用

する。 
・ 地方行政に関する人材育成、研修を担当する部局がプロジェクトの技術移転の成果を

継続して活用する。 
⑤ 上位目標を継続するための外部条件 
・ カンボジア政府が、開発計画・投資プログラムの仕組みを変更しない。 

５．評価5項目による評価結果 
（１）妥当性 

地方行政法の効果的な運用はカンボジア政府の新四辺形戦略においてガバナンス改革の
最重要課題として位置づけられている。2009年より新しい首都/州・郡/市/区の体制で開発計
画の立案・実施管理をはじめとした地方行政運営が行われようとしており、地方行政体の評
議員・知事及び副知事・地方行政官の能力強化は不可欠、かつ、ニーズが極めて高い。 
また、本案件は、日本のカンボジア支援の重点分野・開発課題とも合致しているとともに、

当案件に先行して実施された「地方行政能力向上プロジェクト」で今後の課題と位置づけら
れた地方の人材育成に関する自立発展性の強化、組織体制確立及び長期人材育成戦略形成の
必要性に応えるものとなっている。 
また、本プロジェクトは「民主的地方開発国家プログラム」（作成中）で規定されるD&D

の制度整備及び実践の期間を協力対象としており、実施タイミングの面においても妥当性が

                                                  
8 行政府（閣僚評議会）がその規則制定権限の範囲内で定めることのできる規範〔Royal Decree（勅令）や Sub-degree（大臣会議令）
等〕のこと。 



高い。 
 
（２）有効性 

本プロジェクトは、包括的な地方行政人材育成状況調査による課題抽出（成果１）、5カ年
開発計画・3カ年投資プログラムにかかわる立案・実施管理マニュアル作成支援（成果２）、
研修実施支援（成果３）等を通じプロジェクト目標を達成するために十分なアウトプット（成
果）が計画されている。 
プロジェクトの外部条件として設定されている成果１の人材育成戦略の必要性はカンボ

ジア政府側にも認識されており、プロジェクトによる働きかけも可能であることから、同戦
略の承認は実現可能性が高いと判断される。 

 
（３）効率性 

先行して実施した「地方行政能力向上プロジェクト」で育成した人材や成果、資機材の一
部は本プロジェクトでも引き続き利用可能であり、プロジェクトマネージャーも引き続き関
与するため、効率的なプロジェクト運営が可能である。 
また、カンボジア政府年度サイクルにあわせた研修の実施や実務に先行した研修実施と実

務実施後の状況分析を組み合わせた適切なタイミングかつ十分な投入量の活動が計画され
ている。 

 
（４）インパクト 

本プロジェクトはカンボジアが地方行政の体制を形成・整備してゆくことを支援するもの
であり、その中心的な人材を育成する観点から将来に向けて大きなインパクトが期待され
る。また、本プロジェクトを通じて地方行政の開発計画及び投資プログラムの効果的な実施
が促進されることにより、D&Dの目的のひとつである地域住民の貧困削減への貢献が期待さ
れる。 
また、カンボジア政府の「民主的地方開発国家プログラム」に沿った援助協調体制により

本プロジェクトを実施することにより、D&Dへの包括的な取り組みへの貢献が可能となるこ
とから、本協力のインパクトは大きい。 

 
（５）自立発展性 

カンボジア政府によるD&Dの方針は今後も継続されてゆくものと考えられ、作成中の「民
主的地方開発国家プログラム」において、本プロジェクト終了後の2016年から2019年にプロ
グラム実践の教訓が政策や戦略に反映される予定であることから、本プロジェクトの成果と
教訓が将来的にカンボジア政府の政策や戦略に反映され、確実に定着していくことが期待さ
れる。 
ただし、開発計画・投資プログラムの実施に関して現在のカンボジアの財務状況は脆弱で

あり、経常経費も含めて開発パートナーの支援に依存している状況であることから、国家プ
ログラムの実施については開発パートナーの支援の動向を注視することが必要であるとと
もに、本プロジェクトからもカンボジア政府が自力で実施できる研修実施体制を構築、維持
するための働きかけが必要である。また、わが国の支援と本プロジェクトの相乗効果の可能
性があれば併せ検討することが望ましい。 

 
６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
 



 
７．過去の類似案件からの教訓の活用 
（１）ザンビア地方分権化能力強化プログラム 
１）地方の自治体を含んだ全自治体を対象とした事業展開を計画する場合には相手国政府が
実状を十分に把握している必要があり、不十分な場合にはプロジェクトの開始時に地方自
治体の人材・財政等の現状を包括的に調査すべきである、との教訓から、本プロジェクト
においても開始時、全州政府の現状を包括的に調査したい。 

２）研修の効果とインパクトをタイムリーに定期的に測るためには、研修を開始する前にモ
ニタリングメカニズムを構築する必要があり、かかるメカニズム構築により研修内容の理
解度や実用性が実証され、より現実的で適切なフォローアップを計画することが可能とな
る、との教訓から、本プロジェクトにおいても研修を開始する前に効果とインパクトのモ
ニタリング評価体制を構築するように計画したい。 

 
（２）インドネシア共和国地方行政人材育成プロジェクト・フェーズⅡ 
１）相手国政府の研修担当部署をカウンターパートとしてプロジェクトを実施する場合に
は、プロジェクトのなかに、研修実施内容のモニタリング・評価の仕組みを組み込むこと
によりオーナーシップの向上が図られる、との教訓から、本プロジェクトにおいても研修
実施に関してモニタリング・評価の仕組みを導入したい。 

２）地方政府の研修運営能力向上を支援する場合には、他州の研修機関との協力関係の構築
及び研修事業の運営に関する人事交流等がカウンターパートの向上心の育成と事業の促
進に寄与する、との教訓から、本プロジェクトにおいても、カンボジア政府関係機関の協
力・交流を促進し、自立発展性を促進させる。 

８．今後の評価計画 
中間レビュー：2012年1月ごろ 
終了時評価： 2014年6月 
事後評価：  2019年10月 

 




