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終了時評価調査結果要約表 
 

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：カンボジア事務所 協力金額：3 億 5,000 万円（終了時評価時） 

協力期間 （R/D）：2007 年 10 月～

2011 年 3 月 

 

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

行委員会（PRDC/ExComs） 

日本側協力機関：アイ・シー・ネット株式会社 

日本工営株式会社 

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）北東部の 2 州（ラタナキリ州及びモンドルキ

リ州）は、国内天然林の約 4 割が存在する、自然資源の豊富な地域である一方、国内先住民族の

9 割以上が暮らす遠隔地という地理的特性から必ずしも開発の優先順位が与えられておらず、カ

ンボジアのミレニアム開発目標報告書（2003 年）において、開発レベル国内 下位に位置づけら

れている。また、地方行政機能の強化に必要な人材の数及び能力は不足しており、教育レベルも

概して低い傾向がある。 

上記のような背景の下、2004 年、カンボジア王国政府は北東州の総合的な開発計画策定のため

の開発調査と州農村開発委員会（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。本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、JICA は内務省地方行政総局、ラタナキリ州及びモンドルキリ

州の州農村開発委員会/実行委員会（PRDC/ExCom1）をカウンターパート（Counterpart：C/P）機

関として、「北東州地域開発能力向上プロジェクト」を 2007 年 10 月より 3.5 年間の予定で開始

した。 

本プロジェクトは対象州の地方政府が持続可能な農村開発を促進する能力の強化を目標とし、

カンボジアの既存の地方開発の枠組みに則り制度の改善も視野に入れつつ地方政府の開発事業計

画立案・実施・モニタリング評価実施能力の向上支援をオン・ザ・ジョブ・トレーニング（On the 

Job Training：OJT）と座学による研修を組み合わせて実施している。また、OJT の一環として排

水溝・道路建設・橋などの小規模インフラ整備といったパイロット事業が実施されている。2009

年 7 月には中間レビュー調査が実施され、現在は同調査時の提言に基づいた PDM に則り活動が行

われている。 

                                                        
1 Provincial Rural Development Committee/Executive Committee： ExCom は PRDC の決定事項の実施部隊として位置づけられている。

その主たる役割は、関係実施機関の協力を得て、定められた規則に則って、契約手続の執行、財務、予算手続きの執行、財務状

況及びプロジェクト実施経過のモニタリング、等の管理業務を実施することである。 
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１－２ 協力の内容2 

カンボジア国内で も開発が遅れているラタナキリ州及びモンドルキリ州において、地方行政

機関が主体的かつ戦略的に開発事業を実施する能力を強化するため、PRDC/ExCom を通じて郡及

びセクター局職員の能力強化を行った。 

 

（1）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。 

 

（2）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。 

 

（3）成果 

1 地方行政官の分析・調査能力が向上する。 

2 地方行政官の地域開発計画策定能力が向上する。 

3 地方行政官の地域開発事業実施・管理能力が向上する。 

4 地方行政官のモニタリング、評価能力が向上する。 

 

（4）投入（2010 年 10 月時点）     総投入額：3 億 5,000 万円 

日本側：専門家派遣延べ 9 名、機材供与 1,286 万 8,000 円、プロジェクト運営費 2,228 万 7,000

円 

カンボジア側：C/P 配置 22 名、専門家執務室、光熱費、水道代 

２．評価調査団の概要 

 

 

 

 

 

 

 

調査団員 

＜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: H.E. Mr. Thang Savun, PRDC/ExCom Ratanakiri Province (Counterpart 

Personnel) 

Member: Mr. Hiek Sophan, PRDC/ExCom Mondulkiri Province (Counterpart Personnel) 

＜日本側＞ 

総  括：小林雪治 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 

小規模インフラ：山田理 JICA 国際協力専門員 

調査企画：灘本智子 JICA カンボジア事務所 企画調査員（ガバナンス） 

評価分析：田中博子 グローバル・リンク・マネージメント（株） 

調査支援：Phok Phira JICA カンボジア事務所 ナショナルスタッフ 

調査期間 ：2010 年 10 月 11 日～29 日 評価の種類 終了時評価 

                                                        
2 今般の評価時に使った 2009 年 7 月改定済み PDM3 に準ずる。 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標の達成状況は良好である。指標 1、2 については充分に達成された。 

指標 1 については、充分に達成された。ラタナキリ州の対象郡において、プロジェクト期

間中に、ニーズ調査に基づき合計 22 件の非インフラパイロット事業、16 件のインフラパイ

ロット事業が実施され、対象郡の行政官によってモニタリングされている。指標 1.1 につい

て、ラタナキリ州においては、今まで取り組みが遅れていた分野（例：保健センターの救急

車事業、郡事務所のごみ処理事業、学校建設、図書館建設）を含めて、ニーズに合った持続

的な郡開発事業が策定・実施されている。ニーズサーベイや現状分析によって明らかにされ

たニーズの優先順位を参考にして、開発計画策定・事業選定・事業形成を行うことによって、

開発事業とニーズとの整合性を図っている。また、指標 1.2 については、プロジェクト活動

を通じて、行政官がモニタリング評価の重要性、モニタリング評価に関する責務・役割・権

限を理解し、モニタリングが頻繁に行われるようになった。 

 

指標 2 についても、充分に達成された。モンドルキリ州の優先分野（農業・観光分野）に

おいて、プロジェクト期間中にニーズ調査に基づき合計 26 件の非インフラパイロット事業、

9 件のインフラパイロット事業が実施され、セクター局及び郡の行政官によってモニタリン

グされている。指標 2.1 については、ラタナキリ州では、優先分野における開発計画策定ワ

ークショップ（2009 年末開催）で選定した優先事業を中心に、各セクター局の開発計画が見

直され、これに基づいた事業が実施されている。また郡職員やセクター局職員に対し、プロ

ポーザル作成、契約書作成、財務手続き、コンピュータ研修を実施した結果、事業実施に必

要な基礎的知識が向上している。指標 2.2 については、セクター局開発事業にかかわる地方

行政官（コミューン、郡、州職員）が、各活動ごとにモニタリングシートを活用し、パイロ

ット事業をモニタリング・評価している。 

 

指標 3 については、民主的地方開発国家委員会（National Committee for Sub-National 

Democratic Development：NCDD）事務局が策定した郡の開発計画ガイドライン（2010 年 10

月時点では 終ドラフト）にプロジェクトの提言の一部〔開発計画の簡素化、分析手法、コ

ミューン開発計画との関連性の導入、非政府組織（Non Governmental Organization：NGO）と

の協力関係の構築、ジェンダーの視点の導入の必要性等〕が反映されたことにより、当初プ

ロジェクト関係者が期待していた「制度化」が達成できたと判断できる。 

 

（2）成果の達成度 

PDM3 の 4 つの成果は、いずれも「地方行政官の能力向上」（分析・調査能力、計画策定

能力、事業実施・管理能力、モニタリング・評価）にかかわるものである。ターゲットグル

ープとなった行政官の多くは、プロジェクト開始前には事業実施に必要な知識や技術をほと

んど有していなかったが、成果 1～4 の各能力について以下のとおりおおむね向上が認められ

ることが確認された。 
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1） 成果 1 分析・調査能力： 

この成果は、州状況報告書（指標 1.1）、SWOT（Strength、Weakness、Opportunity and Threat）

分析ワークショップ、郡プロファイル研修、州状況分析研修などの関連モジュール研修が、

おのおののターゲットグループ及び C/P を対象として開催され、プレテスト・ポストテス

トの得点の伸びが報告されていること（指標 1.2）、開発計画・投資計画策定ワークショッ

プ（ラタナキリ州）、セクター局開発計画策定ワークショップ（モンドルキリ州）のおの

おので既存の州プロファイルや郡プロファイル等で提供されている統計データを確認し、

根拠に基づいて事業計画が策定されたこと（指標 1.3）、によって達成が確認できる。 

 

2） 成果 2 計画策定能力 

この成果は、ラタナキリ州、モンドルキリ州のそれぞれにおいて行政官により開発計画

が策定されたこと（指標 2.1、2.2）、ラタナキリ州では郡主導、モンドルキリ州では第 2

サイクルにおいて優先セクター開発計画で選定された事業が、それぞれ行政官により計

画・実施されていること（指標 2.3）、郡開発計画策定プロセス改善に関する報告書が作成

され、内務省に提出されたこと（指標 2.4）から、達成が確認できる。 

 

3） 成果 3 事業実施管理能力 

この成果は、両州において、州あるいは郡レベルの行政官が、パイロット事業の実施を

通じて灌漑工事等の小規模インフラ建設を含むさまざまな契約形態の管理、財務管理、業

務管理、技術管理を実践したこと（指標 3.1）、両州で、州・郡の職員の事業実施にかかわ

る知識が、モジュール研修・OJT を通じて向上したこと（指標 3.2）、事業実施プロセス改

善のためのフィードバック集のドラフトを 2009 年に内務省に提出済みであること（指標

3.3）から達成が確認できる。 

 

4） 成果 4 モニタリング・評価能力 

この成果は、両州の行政官によりモニタリング・評価計画が作成されていること（指標

4.1）、両州において、モニタリング計画に基づいたパイロット事業のモニタリング・評価

が実施されていること（指標 4.2）、両州の行政官がモニタリング評価の重要性、モニタリ

ング評価に関する責務・役割・権限を理解するようになったこと（指標 4.3）、モニタリン

グ手法に関するマニュアル案が作成された（指標 4.4）ことから達成が確認できる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

妥当性は高い。カンボジア政府の地方分権化・業務分散化（Decentralization and 

Deconcentration：D&D）政策の大きな方向性については、中間レビュー以降大きな変更はな

い。2008 年に施行された地方行政法に基づき、カンボジアの地方開発活動において、州と郡

がより中心的な役割を担うようになると予想されている。過去においては、ドナーの支援は

コミューンレベルの活動に集中していたが、今後は財政の分権化も州・郡レベルを中心に実

施されると予想される。さらに、能力強化活動においても、今後 10 年間の D&D 推進に向け

た国家プログラム〔民主的地方開発国家プログラム（The National Program for Sub-National 
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Democratic Development：NP-SNDD、2010－2019）〕に基づく 3 カ年実施計画（3-Year 

Implementation Plan：IP3）の中で州・郡の人材育成が焦点となるものと見込まれている。こ

のような観点から、本プロジェクトが州・郡レベルの地方行政官等を対象として開発事業管

理に関する能力向上に焦点を当てたことは、適切であったと考えられる。 

日本政府の対カンボジア援助政策については、対カンボジア援助計画（2002 年）でもグッ

ド・ガバナンスは援助重点分野｢持続的な経済成長と安定した社会の実現｣の重点課題のひと

つとして位置づけられている。また、JICA ではグッド・ガバナンスの分野を重視しており、

特にカンボジアでは法・司法改革及び公共財政管理改革とともに、行政機能の向上への支援

に力を入れているため、本プロジェクトとの整合性は高いといえる。 

また、メコン地域支援の一環で日本政府は、2004 年 11 月の日 CLV〔カンボジア、ラオス

人民民主共和国、ベトナム社会主義共和国（以下、「ラオス」「ベトナム」と記す）〕首脳

会議以来、ベーシック・ヒューマン・ニーズ分野を中心に CLV 三国国境の貧困地域（「開発

の三角地帯」）に焦点を当てた支援を推進している。本三角地帯に位置するラタナキリ州と

モンドルキリ州は、プロジェクト開始当初の貧困率が 40％を越えておりカンボジア他州に比

べても貧困率の高い地域であったため、本プロジェクトの対象地として選択されたことは妥

当であったといえる。 

 

（2）有効性 

有効性は高い。プロジェクト目標の達成状況は良好である。プロジェクトの成果がおおむ

ね達成されたことにより、プロジェクト目標の州レベルの指標 1、2 は充分に達成された。国

家レベルの指標 3 についても中央に配置された長期専門家の成果により達成されている。 

モンドルキリ州では、中間レビュー時点ではターゲットグループが全州に散らばっていた

ため、能力向上活動の成果がみえづらかったが、中間レビューの提言に基づいて、ターゲッ

トグループを郡から優先分野（農業と観光）のセクター局に絞り込んだことによって、パイ

ロット事業及び研修の成果が向上し、ターゲットグループの能力向上の有効性が向上した。

また、ラタナキリ州においては、中間レビュー時から引き続き郡を能力強化の対象としてお

り、支援対象外のブンサイ郡にもその効果が波及していることからも、その有効性は高いと

いえる。 

なお、中間レビュー時にプロジェクト目標の指標として新たに国家レベルの指標「本プロ

ジェクトの知見を制度化するため、プロジェクトで得られた教訓がガイドライン・マニュア

ルに反映されている」が追加されたが、その指標を達成するための成果及び活動はプロジェ

クト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に追加されなかった。そのた

め、プロジェクトとして本指標を達成するための活動を実施することができず、プロジェク

ト目標を達成するための阻害要因として影響を及ぼした。しかし、中央に配置された長期専

門家の働きにより本指標は達成されたため、実質的なアウトプットはプロジェクト目標を達

成するために十分であったといえる。 

プロジェクト目標達成にあたって、PDM3 上の外部条件（「地域資源が著しく喪失されな

い」）の影響はなかったが、同外部条件が適切かつ充分であったかについては議論の余地が

ある。 
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（3）効率性 

効率性は比較的高かった。成果はおおむね既に達成され、プロジェクトが採用した能力向

上の方法の有効性は証明されたといえる。プロジェクトが採用した能力向上の方法とは、座

学とパイロット事業の実施を通じた OJT の有機的組み合わせである。裨益者（プロジェクト

の直接的ターゲットグループ及びパイロットプロジェクトの 終的裨益者）のほとんどが理

論的講義に終始しがちな他の多くの研修とは異なり、実用的な知識と技術の伝授に焦点を当

てた本プロジェクトの研修が効果的であったことが示された。 

活動はおおむね計画どおりに進められ、研修活動はパイロットプロジェクトの実施状況に

合わせてタイミングよく実施された。全体として日本側の投入はタイミングよく行われた。

パイロット事業は、一義的にはターゲットグループの OJT のために実施されたものではある

が、活動地域において、地域住民にとっても広範囲の開発便益をもたらした（灌漑整備、農

道整備、井戸建設、コミュニティー保健教育強化など）。パイロット事業の範囲と数（イン

フラプロジェクト 27 件、非インフラプロジェクト 52 件）は、投入の規模にかんがみても、

費用対効果が高かったと判断できる。 

しかし、プロジェクトの投入の観点からは、プロジェクトの活動現場が対象の 2 州であっ

たのに対し、長期専門家の配置場所が首都のプノンペンであったことは、プロジェクト実施

の効率を阻む要因のひとつとなった。また、モンドルキリ州では当初、パイロットプロジェ

クトの活動が多セクターにわたり成果がすぐには発現しにくい状態にあったため、中間レビ

ュー以降は優先セクター（農業・観光）の州セクター局にターゲットが絞られた。プロジェ

クト当初からターゲットグループが絞り込めていればより効率的に目標を達成できたと考え

られるが、限られた期間とリソースでプロジェクト目標を達成するためには中間レビュー時

の判断は妥当であったといえる。 

 

（4）インパクト 

上位目標の達成については、PDM3 における上位目標がプロジェクト終了後 5～10 年とい

う遠い将来に設定されているため、その達成見込みについては現時点では判断が困難である。

プロジェクトをとりまく現在の環境を現実的に分析したうえで、プロジェクト終了後 3 年程

度をめどとした、より近い将来の状態を表す上位目標の再検討が望まれる。上位目標の変更

ができない場合は、本プロジェクトの成果を全州に普及するためのカンボジア政府側の努力

が必要とされる。 

プロジェクトの正の波及効果としては、パイロット事業がもたらした開発効果が挙げられ

る。前述のとおり、パイロット事業は一義的にはターゲットグループの OJT 機会のために実

施されたものであるが、それらの多くは実施地域において、交通事情の改善から保健・衛生

状態の改善まで、ラタナキリ州で 10 万 8,660 名、モンドルキリ州で 5 万 1,864 名の地域住民

に対しても多大な開発便益をもたらした。その他の波及効果として、ラタナキリ州で実施さ

れた家庭内暴力法・ジェンダー主流化ワークショップにより対象者であった警察官及び NGO

職員の意識が高まったこと、プロジェクトで開発された研修教材等が、内務省などによって

他の地方行政官研修など一般研修用途に活用されていることが挙げられる。 
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（5）持続性 

本プロジェクトの持続性はある程度確保されている。 

 

1） 政策面 

カンボジア政府は 2008 年に州都と 23 州、193 の郡・市・区に関する役割・義務を規定

した地方行政法を施行し、民主的地方開発国家委員会（NCDD）の指揮の下、民主的地方

開発国家プログラム（National Program for Sub-National Democratic Development：NP-SNDD）

を 2010 年より実施している。NP-SNDD の 3 カ年実施計画（3-Year Implementation Plan：IP3）

では、郡の能力の強化に焦点が当てられており、郡を監督する行政組織としての州の役割

の明確化も計画にあるため、政策面での持続性は比較的高いといえる。 

 

2） 技術面 

技術面の持続性はある程度確保されている。ターゲットグループの多くは、プロジェク

ト管理の経験がほとんどない状態から、パイロットプロジェクトの実施を通じて一歩ずつ

知識を身につけており、その教訓は今後フィードバック集としてプロジェクト終了時まで

に取りまとめられる予定である。また、パイロットプロジェクト実施において実際に使用

されたモニタリング・シート等はモニタリング評価ツール集としてまとめられ、C/P に配

布される予定である。本モニタリング評価ツールの内容は、C/P 及びターゲットグループ

ともに実践を通じて理解しており、研修の講師を務めることができる者も養成されている。

そのため、ターゲットグループの開発プロジェクトの計画立案・実施管理・モニタリング

などを行う技術的な能力に関してはある程度持続可能性があるものと考えられる。 

一方、小規模インフラ建設の技術については、現在配置されている人材の学歴などのバ

ックグラウンドからは能力向上に限界があるので、同技術の持続性の確保のためには、技

術者または技術的バックグラウンドのある人材が配置されることが条件となる。州事務所

の調達能力については、実行委員会（Executive Committee：ExCom）解体後も契約事務班

の職員が州事務所にとどまるかどうかまだ分からないため、現時点では持続性を判断する

ことは難しい。郡事務所については、現時点では職員の移動は予定されていないため本ロ

ジェクトを通じて得られた調達能力は持続すると考えられる。 

 

3） 組織・財政面 

組織面の持続性は、C/P の ExCom は 2010 年 12 月末をもって州事務所に統合されること

となったため課題が残るものの、ターゲットグループである州セクター局及び郡事務所で

は確保されている。特に、郡事務所に関しては、2008 年の組織法施行により今後その役割

及び組織も強化されることが期待され、組織面での持続性は非常に高い。 

財政面について、モンドルキリ州では、セクター独自の予算をとることは可能である。

ラタナキリ州では、現在のところ事業予算に充てることのできる自主財源はないが、地方

行政法に従い、近い将来に、IP3 を通して郡開発基金等といった形で郡レベルへ資金が供与

されるものとみられ、本プロジェクトのターゲットグループは、その際にプロジェクトで
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身につけた知識や技術を生かすことができるものと見込まれる。また、プロジェクトで実

施した事業の多くは、カンボジア政府予算に組み込まれたコミューン・サンカット基金3の

対象に該当し、この基金を利用したプロジェクト活動の継続も可能である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

・ 本プロジェクトで採用された能力向上の方法（座学と OJT のタイミングの良い組み合わ

せ）が非常に効果的であった。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・ 本プロジェクトの各州での活動は、NCDD の郡イニシアティブ・プログラムに沿って実

施されるなど、中央政府の方針とも一貫性のあるものであった。そのため、郡関係者よ

り 大限の協力を得られた。 

・ 2 州におけるプロジェクトチームとターゲットグループの間には大変優れたコミュニケ

ーションがあった。また、2 州におけるプロジェクトチーム、ターゲットグループ双方

のプロジェクトへのコミットメントと全体的な士気が高かった。 

 

３－４ 問題点及び問題を引き起こした要因 

（1）計画内容に関すること 

・ プロジェクトの計画段階で、能力向上の状況をプロジェクト開始時からプロジェクト終

了時まで連続的に測定する計画・活動が組み入れられていなかったため、本プロジェク

トによる能力向上の長期的な成果を示すことが難しかった。本調査の聞き取り調査から

長期的な能力向上の程度はある程度確認できたが、プロジェクト初期より具体的な指標

をもってモニタリングを行っていれば、本プロジェクトの能力向上の成果をより客観的

に示すことができたであろう。 

・ 中間レビュー時にプロジェクト目標の指標として新たに国家レベルの指標が追加された

が、その指標を達成するための成果及び活動は PDM に追加されなかった。そのため、プ

ロジェクトとして本指標を達成するための活動を実施することができなかった。しかし、

中央に配置された長期専門家の働きにより本指標は達成されたため、プロジェクト目標

の達成の可否に影響は及ぼさなかった。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・ 本プロジェクトでは、コンサルタントチームと JICA（長期）専門家の組み合わせで専門

家を投入し、コンサルタントチームがプロジェクト活動の実施及び進捗管理を行い、長

期専門家が業務調整及びカンボジアの地方行政動向の収集を行った。しかし、コンサル

タントチームが主にプロジェクトの対象州で活動を実施する一方、長期専門家はプノン

ペンでの執務が中心であり、プロジェクト開始当初は連携体制が明確にされていなかっ

                                                        
3 コミューン評議会がコミューンで事業を実施するための基金。コミューンの人口により予算額が異なるが、ラタナキリ州及びモ

ンドルキリ州の場合は 2,500～4,000 ドル程度。用途は、農村道路建設などのインフラ整備が 80％を占める。 
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たことから、情報共有やプロジェクトの方向性の決定において困難があった。その後、

コンサルタントチームと JICA 専門家の間で話し合いがもたれ、各自の役割を明確化し文

書で確認したのちに状況は改善した。 

・ パイロットプロジェクト実施過程において、関係者の意識がパイロットプロジェクトを

通じた能力向上ではなく、実施に集中してしまった。その結果、パイロットプロジェク

トを通じた能力向上の成果は二義的な関心事になってしまい、能力向上の過程のモニタ

リングが行われなかった。しかし、パイロットプロジェクトを通じた能力向上の成果は

本調査である程度確認することができたため、プロジェクトの成果へは大きな影響は及

ぼさなかったといえる。 

 

３－５ 結論 

全体として、プロジェクト目標の達成状況は良好である。中間レビューの提言に従ってモンド

ルキリ州におけるターゲットグループの焦点を絞ったことも、プロジェクト目標の達成状況の向

上に貢献した。 

プロジェクトの妥当性、有効性及び効率性はすべて高いと判断された。特に、2 州のプロジェ

クト対象地域のターゲットグループの能力向上活動において、プロジェクトは多大な成果を上げ

た。今後のカンボジアの分権化政策が郡の強化に向かっていることから、本プロジェクトのター

ゲットグループの選定は適切であったといえる。また、パイロット事業を通じて多くの正のイン

パクトが確認された。一方、持続性は、組織面で一部課題が残った。 

上記のとおり、持続性についてはプロジェクト終了時に向けて更なる強化が必要なものの、プ

ロジェクト目標は達成されているため、本プロジェクトは予定どおり 2011 年 3 月に終了するこが

適切といえる。 

 

３－６ 提言 

（1）プロジェクト終了まで 

① 現状のプロジェクトはラタナキリ州の 2 つの郡、モンドルキリ州においては 3 つの優先

セクター（農業、環境、観光）のみを対象としており、上位目標達成のためには、これ

らの成果を州内で他郡及び他セクターへ波及していくことと、中央で制度化していくこ

とが必要である。例えば、プロジェクト終了時までに完成予定のフィードバック集及び

モニタリング評価ツール集を内務省に正式に承認してもらい、内務省を通じて各州に配

布することなどが考えられる。 

② また、現行の上位目標はプロジェクト終了 5～10 年後を想定されており、プロジェクト

終了 3～5 年後の目標として上位目標を捉えた場合、非常に野心的であり、かつ指標もあ

いまいである。カンボジアの現在のプロジェクトをとりまく状況を勘案し、プロジェク

ト終了後 3～5 年をめどとして上位目標の書きぶり、指標、外部条件を再検討することが

必要である。 

③ 本プロジェクトは、州・郡政府の事業計画・実施能力強化に関して、現場の経験に根ざ

した教訓を多く生み出している。これらの知見は、今後、カンボジア側が同分野におい

て活動をしていくうえで非常に有効であり、プロジェクトの知見の普及を通じて貢献す

ることがプロジェクト終了までにおける重要な活動になる。プロジェクト実施チームが



x 

一体となって、フィードバック集その他の成果品の分析及び普及活動に努めることが望

まれる。特に、プロジェクトで採用した効果的な能力向上の方法等について、カンボジ

ア政府関係者及び外部の関係者に対して明確に説明する成果品とすることが肝要であ

る。 

④ ExCom が 2010 年 12 月末に解体されることが決定していることから、建設工事事業等は

早急に終了する必要がある。さらに重要な点として、本終了時評価の調査期間中、パイ

ロットプロジェクトで実施された機材、インフラ等のメンテナンス、管理等の点でアド

バイスや支援を要しているケースが数件あったことが指摘できよう。このようなケース

にどう対応すべきかについて、プロジェクト実施チームがニーズを把握し、実施された

プロジェクトの持続性を確保すべく、管理体制等について適切なアドバイス等を提供す

ることが望まれる。この点については、郡ごとのワークショップなどを開催し議論する

ことも良い結果に結びつく可能性があろう。また、既に不具合を来している構造物につ

いては、補修されることが望ましい。 

 

（2）プロジェクト終了後 

① ラタナキリ州及びモンドルキリ州の州政府は、プロジェクトの知見を州内で波及する活

動を支援することが望ましい。本プロジェクトの成果品であるフィードバック集及びモ

ニタリング評価ツール集が完成した暁には、各郡及び各セクター局への配布を行うとと

もに、可能であれば本プロジェクトに参加した職員を講師としての説明会等を行うこと

が期待される。 

② 内務省はプロジェクトの知見を更に国家政策レベルで制度化することに向けた支援をす

ることが望まれる。さらに、地方行政官の待遇全般（給与水準、業務実施に必要な経費

の支出等を含む）について見直しを行うことも必要である。評価調査期間中に、モニタ

リング活動の実施に必要な経費の支払いが遅延しているケースが幾つか報告された。こ

れらの事柄は、行政官のやる気を大きく左右するとともに、仕事の生産性にも多大な影

響をもたらす。また、ExCom の解体とともに州政府の組織替えが実施され、多くの行政

官の配置換えが行われるが、その際、内務省が各行政官の過去の経験や研修歴を勘案し

た適切な人事を行うことが望まれる。 

③ 全プロジェクト関係者に対しては、パイロットプロジェクトの開発効果の持続可能性を

確保するため、必要に応じて、州政府、中央政府、NGO を含む他のドナーの支援を得る

可能性を探ることが望まれる。 

 

３－７ 教訓 

① 2 州の州・郡レベルの地方行政官の能力向上活動において、パイロットプロジェクトの実

施を通した OJT は非常に有効であることが証明された。OJT と座学の研修による知識の導

入を組み合わせて行うことにより、ターゲットグループの知識は大きく向上し、自信もつ

いていることが評価調査で実施した聞き取り調査から分かった。このような能力向上の方

法そのものは、一般的には特に新しいことではないが、カンボジアではまだ幅広く実施さ

れていない方法であることから、その効果の高さを関係者に伝達していく必要がある。 

② 能力向上プロジェクトの実施にあたっては、プロジェクト専門家自身に始まり、C/P・ター
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ゲットグループ及びその他プロジェクト関係者全体に対して、プロジェクトの究極目的は

能力向上であることを認識している必要がある。上記のとおり、パイロットプロジェクト

の実施を通した OJT は能力向上の方法として効果的であるが、パイロットプロジェクト実

施過程においては、関係者の意識がプロジェクトそのものの実施過程のみに集中しがちで

ある。その結果、それを通した能力向上の成果は二義的な関心事になってしまいがちであ

る。このような傾向を避けるためには、能力向上プロジェクトにおいては、その計画策定

段階で、プロジェクト活動が能力向上という観点からどれだけ効果的かをプロジェクトの

初めから 後まで長期的に測定していく明確な方針と計画を打ち立て、プロジェクト関係

者の意識が常に「能力向上」という課題から意識がそれないようにしていく必要があるだ

ろう。 

③ 能力向上プロジェクトにおいては、知見の制度化ということがプロジェクト目標の一部と

なることが多いが、そのためのプロジェクト活動をプロジェクト計画策定段階から組み入

れ、戦略的に取り組む必要がある。効果的な知見の制度化は、戦略的取り組みがあってこ

そ達成できるものであり、プロジェクトの 終段階で初めて取り組もうとしても困難であ

る。 

 

 




