
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成２１年 ８月１２日 

担当部・課：インドネシア事務所 

１．案件名 

「経済危機下の中小企業人材育成プロジェクト」 

 

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 

 日本人専門家がインドネシア人中小企業診断士トレーナーを対象に、工業省地域訓練

センターにおいて、診断実践の教授法に関するトレーニングを実施する。これにより、

実践経験の少ない中小企業診断士トレーナーが On the Job Training（以下 OJT）を実施す

るノウハウを向上させることを目的とする。同時に地場の中小製造業を対象に、工業省

地方工業センターにおいて経営スキル・生産技術研修を実施し、品質向上・新製品開発

によって経済危機による市場収縮を乗り切る能力を向上させることを目的とする。特に

経営スキル部分では、上記で養成された中小企業診断士トレーナーが研修を行う。 

 

（２） 協力期間 

平成 21 年 9 月上旬～22 年 8 月下旬 

 

（３） 協力総額（日本側） 

2.5 億円 

 

（４） 協力相手先機関 

工業省、協同組合中小企業担当国務大臣府 

（工業省がメインのカウンターパートとして全事業に責任を負い、協同組合中小企業担

当国務大臣府が経営スキル・生産技術研修の一部を担当する） 

 

（５） 国内協力機関 

経済産業省、中小企業診断士協会 

 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

 要請されているプロジェクトでは約 1,000 社の中小零細企業の能力向上を目標として

おり、裨益する人口は約 30,000～40,000 人*に直接裨益する。また他社への波及を考慮

すると、プロジェクト終了後に裨益する企業数はより増大していくことが予想される。 

 

* 零細企業では従業員数平均 5 名、その家族が従業員当たり 5 名とすると、1 社が最低 25 人をインボ

ルブすることになる。同様に中小規模の企業も勘案すると、3～4 万人程度となる。 
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３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

 インドネシアは、1997 年の通貨危機後、マクロの観点からは積極的に構造改革を進め、

財政赤字・債務残高の減少など安定した成長を続けた。その結果、外国企業と国内大企

業による投資も着実に増加し、一人当たり GDP も回復した。また、2004 年のユドヨノ

政権誕生後、工業省は 2005 年に「国家工業開発政策」、2007 年に「地域産業コア・コン

ピタンス開発ロードマップ」を策定し国内産業の育成に注力してきた。2008 年には「国

家工業開発政策に関する大統領規定」によって、産業振興を加速しようとする動きが見

られる。同大統領規定では、国際競争力を有する可能性のある産業を、工業省による有

望産業選定の下で振興するトップダウン・アプローチと、地域リソースを活用し州政府

主導の下で振興するボトムアップ・アプローチの 2 つを基本方針として定めている。 

 ところが、上記大統領規定が本格稼働して間もない 2008 年 9 月以降、米国金融危機

を発端とする世界同時経済危機が顕在化した。これにより特に外国市場が縮小し、2008

年末までに 12 万人がレイオフされるなど、繊維、製靴をはじめとする輸出中心の産業

でインドネシアも大きな打撃を受けた。政府は 2008 年以降の産業別目標成長率を下方

修正している。 

 特に輸出企業に対して製品を納入している中小企業は、突然の契約解除等に直面して

おり、危機に対応出来る経営基盤を確立する必要に迫られている。これまでは原材料を

輸出企業から自動的に供給され、受注する製品のみを生産していた企業は、原料調達か

ら始まり、国内市場向け製品の開発、新たな販路の開拓などを独自に開始しなければな

らない。しかし、これらのノウハウ不足から具体的な対応策を採ることが困難な状態に

ある。これに対して、JICA が 2005 年 10 月から 2008 年 10 月まで実施した技術協力プロ

ジェクト「中小企業人材育成プロジェクト」で全国に約 250 名養成された中小企業診断

士（同プロジェクトにて中小企業診断士の国家資格化も支援）の、実践的な分析・アド

バイス能力をより高めることで、基本的な生産能力は既に有しているこれら中小企業

が、新たな市場を求めて対応していく素地を高めることが可能となる。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

 2008 年 9 月の経済危機後、政府は上記政策を実行しつつも、危機により最も影響を受

けたと言われる 5 業種、食品飲料、繊維、製靴、電気電子、玩具を中心に特別緊急対応

策を実施してきた。具体的には、法人税、付加価値税の減免、輸入関税の肩代わり、政

府による国産品使用義務、違法輸入防止策といった政策である。本件は、これらのうち

玩具以外の 4 業種、食品飲料、繊維、製靴、電気電子の中小零細企業を中心に支援を行

うとしており、まさに緊急対応策の優先度を考慮したものとなっている。 

 

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

置付け） 

 対インドネシア国別援助計画では、3 本柱の一つとして民間主導の持続的な成長を挙
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げている。また、JICA は重点分野「民間主導の持続的な成長」の下、協力プログラム「民

間セクター振興」を実施している。同協力プログラムでは、これまで中小企業・裾野産

業振興、貿易投資促進を中心に協力を進めており、本件で支援することを意図している

中小企業の能力強化は、同プログラムを実施していく中で重要な位置を占める。 

 なお我が国は、2008 年 7 月に発効となった日本・インドネシア経済連携協定（Economic 

Partnership Agreement、以下 EPA）において、製造業開発センター・イニシアティブ

（Manufacturing Industry Development Center Initiative、以下 MIDEC）への協力を表明して

いる。中小企業はこのイニシアティブの中で協力することが合意されている分野の一つ

であり、同時に本件の対象業種である食品飲料、電気電子、繊維といった産業も支援を

行うとしている基幹産業に含まれている。 

 

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 

 全国に存在する中小企業診断士による中小企業に対する実践的なアドバイス能力が

向上し、実際にアドバイスが行われることによって、経済危機で特に影響を受けた産業

における中小企業の経営スキル・生産技術が向上する。 

（目標指標：中小企業診断士による支援に関して、支援の基点となるべく設立された直

接診断ユニットの役割が明確化された大臣令が出される、研修に参加した企業が品

質、生産工程等を改善し、より質の高い製品を生産する） 

 

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 

 中小企業の業績が回復し、経済危機下のインドネシア経済の安定化に貢献する。 

（目標指標：研修参加企業の半数が研修後に売上高・利益を増加させる、GDP への中小

企業による寄与度が高まる） 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動（指標・目標値） 

① これまでの JICA 開発調査（「中小企業人材育成計画調査」及び「中小企業人材育成改革

調査フェーズ 2」）及び技術協力プロジェクト（「中小企業人材育成支援プロジェクト」）

によって構築されつつある、インドネシア人中小企業診断士による中小企業経営支援が

強化される。 

1) OJT 中心の診断士トレーナー訓練（Training of Trainers、以下 TOT） 

  （目標指標：40 名のトレーナーが、独自に診断レポートを用意するとともに、他者に

教えるための手順書を理解する） 

2) 診断士トレーナーのための本邦研修 

  （目標指標：10 名の中小企業診断士トレーナーが日本で診断の実例を視察し、ここで

得たアイデアを 3）での計画に盛り込む） 
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3) 診断士トレーナーによる診断士養成のための OJT 計画 

  （目標指標：2010 年に実施する中小企業診断士トレーニングのための訓練計画を策定

する） 

 

② 中小企業の経営スキル・生産技術の向上を目的とした取り組みがモデル的に行われる。 

1) 経営スキル・生産技術研修 

（目標指標：1,000 名の中小企業関係者が研修に参加する） 

2)  中小企業診断士トレーナーによる研修参加企業に対するモデル OJT 

（目標指標：全ての経営スキル・生産技術研修において中小企業診断士トレーナーが

モデル診断を実施する） 

3) 生産技術研修関連機材の供与 

（目標指標：経営スキル・生産技術研修において参加者が事業協同組合を組成し、供

与される機材の活用方法を明文化、参加者がその内容を理解する） 

4) 生産技術研修トレーナーのための本邦研修 

（目標指標：食品飲料、電気電子の 2 分野各 5 名の生産技術研修トレーナーが日本で

企業における生産改善の実例を視察し、訓練計画を作成する） 

 

③ 中小企業診断士のトレーニングの仕組みを効果的に支援するべく、全国 33 州における

地域中小企業政策・施策が整理・把握される。 

1) 地域中小企業政策・施策の調査分析報告書 

（目標指標：全州を網羅した調査報告書を提出する） 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 2.5 億円） 

専門家派遣、中小企業診断士トレーニング開催、現地国内研修開催、供与機材、研修員

受け入れ、その他（在外事業強化費） 

② インドネシア国側（総額 2 百万円） 

カウンターパート人件費、専門家オフィス・スペース 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 活動を行うに当たっての外部条件 

 地方政府を含む関連機関がアクションプランの実施に合意し協力すること。 

② 成果実現のための外部条件 

 訓練された中小企業診断士トレーナーがトレーニングに活用されること。 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 

 2009 年 10 月の新政権誕生後に大幅な政策変更が生じないこと。 

④ 上位目標達成のための外部条件 

 インドネシアの経済環境が現時点より極度に悪化しないこと。 
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５．評価 5 項目による評価結果 

（１） 妥当性 

 本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

1）上述 3．（2）にあるように、本件で対象とされている産業である食品飲料、繊維、製

靴、電気電子は、インドネシア政府の最重点経済危機対応事項であり、整合性が高い。 

2）上述３．（３）にあるように、我が国のインドネシアに対する援助政策・施策と一致し

ている。 

3）これまでの JICA 協力の成果により、日本の中小企業診断士による支援内容については

インドネシア側から高く評価されている。また、JICA 支援により工業省地方工業センタ

ーが実施した経営スキル・生産技術研修のフォローアップ調査結果は、工業省幹部にも

強く認識されており、引き続き本プロジェクトにおいて実際に中小企業を支援すること

が強く期待されている。 

 

（２） 有効性 

 本プロジェクトは、以下の理由から高い有効性を持つと予測される。  

1）中小企業診断士のレベルについては、座学で取り上げられる事項については一通り理

解しているものの、それら知識を実際の現場における診断で有効に活用出来るようには

なっていないということが、先に実施したプロジェクトを通して明らかにされており、

その改善のための中小企業診断士トレーナーOJT 訓練を目標とする本プロジェクトのプ

ロジェクト目標は明確である。 

2）工業省配属専門家（「工業開発アドバイザー」）がこれまでに実施した経営スキル・生

産技術研修（現地国内研修「産業セクター中小企業経営技術改善」）のフォローアップ

調査結果から、研修を受講した企業の品質・売上が改善する等同研修の有効性が示され

ており、本プロジェクトではこれと同水準の参加企業による売上高・利益増加を目標達

成指標の一つとする。本プロジェクトには、同調査報告で触れられている、企業による

研修後の実践と機材ファンドとの組み合わせ等より効果的な実施のための提言が反映

されており、実施方法を明確化し確実に実施することにより十分達成可能と見込まれ

る。 

3）その他のプロジェクト目標の達成指標、成果達成指標には、本邦研修への参加者数な

ど定量的、定性的指標の両者が含まれる。いずれも EPA の MIDEC という、カウンター

パート側の関心が高い事項と密接に関連していることから関係者の積極的な関与が見

込まれ、達成の実現可能性は高い。 

 

（３） 効率性 

 本プロジェクトは、以下の理由を背景に比較的短期間で効果を生み出すよう設計され
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ていることから、その効率性は高くなると見込まれる。 

1）既に実施した技術協力プロジェクト（「中小企業人材育成支援プロジェクト」）、開発調

査（「中小企業人材育成計画調査」及び「中小企業人材育成改革調査フェーズ 2」）、現地

国内研修（「産業セクター中小企業経営技術改善」）の分析結果を最大限に利用して、中

小企業支援体制の強化と中小企業への研修を実施する計画である。また、技術協力プロ

ジェクト終了後も、中小企業診断士総会の開催等によって修了者及びその出身母体であ

る地方政府とのコンタクトが密に取られていたため、中小企業診断士トレーナー訓練に

参加する潜在的な修了者の特定、地方政府による対応の予測等が容易となっている。 

2）経営スキル・生産技術研修は、工業省地方工業センターが、これまでの JICA 協力によ

って蓄積された研修実施ノウハウを活用して主体的に企画運営に関わるため、短期間に

数多くの研修を実施することが可能である。 

 なお、本プロジェクトの趣旨から、プロジェクト実施期間においても、実際の中小企

業が研修で学んだ内容を実践し裨益することが求められている。もちろん中小企業が既

に有している施設を活用するという工夫は必要であるものの、研修効果をより効果的な

ものとするために、企業に対する新規機材の供与も含まれている。上記フォローアップ

調査結果から、供与される機材価格以上の経済効果をもたらすことが十分可能であり、

効率性の観点からも問題はないと思料される。 

 

（４） インパクト 

 本件の実施によるインパクトは、下記のように予測される。 

1）プロジェクト目標にある経営スキル・生産技術が達成されることと、上位目標にある

インドネシア経済の安定が達成されることとは、後者の決定要因がプロジェクト外に多

く存在することから、必ずしも直接的につながるとは言えない。しかし、本プロジェク

トで対象としている食品飲料、繊維、製靴、電気電子産業のインドネシア国における位

置づけ、経済危機に対する同国政府の対応へのコミットメント等を勘案すると、国全体

の中小企業への対応とそこから影響を受ける景況感等に及ぼす影響は小さくないと予

測される。さらに本プロジェクトの結果である中小企業診断士トレーナー養成がなさ

れ、継続的に中小企業診断士養成が行われれば、上位目標の達成に大きく貢献する可能

性がある。 

2）本プロジェクトの正の経済的効果としては、国内各地域における中小零細企業間の取

引の多様化によって、特定企業が国外市場への過度の偏重を避け、今回の経済危機のよ

うな急速な市場収縮にも企業レベルで柔軟に対応出来る経済構造の実現がある。特に経

営スキル・生産技術研修への参加者による事業協同組合の組成を促すことにもなってお

り、プロジェクト終了後のその実現可能性は高い。また、中小零細企業の活性化は長期

的には雇用増にもつながる。 

3）他方、負のインパクトとして想定されるのは、中小企業経営の効率化によって、特に
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中規模の企業では一時的な人員削減もあり得ることである。長期的には経済活性化によ

り雇用は増すと予想されるものの、政府によるセーフティネット整備対策との連携等、

本プロジェクト内でも何らかの提言を検討すべきである。ただし、小零細企業を対象と

する場合には、このようなインパクトはほとんど生じないと考えられる。また、企業に

おける稼働率の上昇が燃料消費の増加をもたらし、周辺環境に負の影響を与える可能性

は否定出来ない。 

 

（５） 自立発展性 

 以下の観点から、自立発展性はある程度確保されることが期待できる。 

1）中小零細企業の支援は政府の重大関心事項であり、2009 年 10 月の新政権誕生に伴っ

て省庁再編或いは工業省の組織改編があったとしても、同分野に関する政府予算は継続

的に確保されるものと期待できる。 

2）実施機関である工業省は、中小企業診断士養成のための技術協力プロジェクト「中小

企業人材育成支援プロジェクト」終了後、独自予算で 2009 年の中小企業診断士養成ト

レーニングを実施している。このことから、プロジェクトで実施する内容を、終了後も

円滑に実施するに足る基礎的な組織能力を十分に備えていると言える。 

3）カウンターパート候補には日本の専門家との活動経験を持つ工業省地域訓練センター

職員や工業省地方工業センター職員が予定されていることに加え、全工業分野に責任を

負う次官直属でプロジェクトを実施することによって、工業省全体での対応を担保して

いる。このことから、技術移転を受け入れる組織基盤は十分に備わっており、本プロジ

ェクト終了後に自立発展的に活動を継続できると期待できる。ただし、能力のある地方

政府所属中小企業診断士に対して、今後の活用に関する工業省・地方政府間の規定を設

ける等、技術移転終了後の活用に向けた対策は必要であろう。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 中小零細企業の業績回復は経済活動の活性化をもたらし、長期的には雇用されている

人々の収入増加、雇用増等により貧困緩和にも寄与すると期待される。しかしながら、

一時的には効率化による人員削減等のネガティブな影響もありうるため、政府によるセ

ーフティネット整備といった他政策との連携を考慮する必要がある。 

 また本件は、特にジェンダーに配慮したものではないものの、食品加工、繊維などセ

クターによっては女性が雇用の大半を占めるケースが多い。これらセクターを対象とす

る研修を実施する場合には、参加者の半数以上は女性となるよう設定することによっ

て、女性の社会進出、地位向上に寄与出来る可能性が高い。 

 さらに、企業の業績回復に伴う稼働率の上昇によって、燃料消費の増加による環境悪

化が発生しうる。工業省内の公害予防工業センターとも連携して、環境影響およびその

他の影響を常に配慮しつつプロジェクトを進めるべきである。 
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７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 本件は、経済危機対応という状況を鑑み、短期間で中小零細企業にまで裨益すること

が求められている。実施済みの技術協力プロジェクト「中小企業人材育成」では、中小

企業診断士を養成すると同時に講師の能力向上を目指し、結果として修了した中小企業

診断士は必要知識を一通り学び、講師も座学を独自に実施できるまでになった。しかし

ながら、中小企業診断士は知識を実際の中小企業診断で十分活用できるレベルには達し

ておらず、講師も実践指導が出来るまでには至らなかった。その理由としては、OJT の

絶対数が足らなかったと共に、日本人専門家の指導対象が講師よりも主に研修参加者に

向けられていたことが挙げられる。そこで本プロジェクトでは、実践のための中小企業

診断士再訓練がインドネシア国で独自に継続されるべく、トレーナーの実践指導能力を

高めることに主眼を置いている。 

 

８．今後の評価計画 

終了時評価： 

 プロジェクト終了前 2～3 ヵ月以内（平成 22 年 5～6 月頃）に実施 

事後評価： 

 プロジェクト終了から 3 年後 
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