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評価調査結果要約表 

1．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：雇用サービスセンター能力強化プロ

ジェクト 

分野：社会保障-雇用・労働関係 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部高等教育・社会保障グルー

プ社会保障課  

協力金額（評価時点）：170,898 千円 

協力期間  (R/D): 2009年 8月 31日署名 

2009年 9月 24日から 

2012年 9月 23日まで（3年間） 

先方関係機関：労働移住省 

日本側協力機関：厚生労働省 

１-１ 協力の背景と概要 

 インドネシア共和国（以下「イ」国）では 1997年の経済危機以降、失業者が増加し続け、2005

年時点では労働力人口の約 5人に 1人が失業している状況であった。一方、「イ」国における公的

職業紹介機関は、その認知度が低く、求人者と求職者を結び付ける機関として効果的に機能してい

ないことが課題となっていた。このような中、JICA は失業者の減少をはじめとする雇用環境の改

善により経済成長と雇用拡大の好循環を促進することを目的に、公的職業紹介制度の現状分析及び

その改善に向けた提言をおこなう開発調査「雇用サービス改善調査」（2007 年 3月～2009年 3 月）

を実施した。本開発調査では、我が国のハローワークシステムを参考に、公正・公平で効率的な雇

用サービス の実施のために、①求職業務に関する改善、②求人業務に関する改善、③職業紹介を

より効果的・効率的に実施するための改善、④雇用サービスを向上させるための枠組みについての

改善、の４点からの提言を行った。 

 提言を受けて労働移住省は、求職者・求人者に対してより公平・公正で効率的な雇用サービスを

提供するための組織として県・市労働局の雇用サービス担当部門を雇用サービスセンター（Public 

Employment Service：PES）として独立させ、業務を改善していく構想（コンピューターを使った

業務支援システム導入等）を打ち出した。しかしながら公正・公平で効率的な職業紹介を実現する

ためには業務支援システムの導入だけではなく、具体的な業務の実施方法や職員の専門性の向上等

の運営・管理のノウハウが必要であり、「イ」国側にそのノウハウが不足していることから、公的

職業紹介分野において豊富な経験を持つ我が国に引き続き支援が要請され、技術協力プロジェクト

が開始された。 

 本プロジェクトは、労働移住省をカウンターパート（C/P）機関として、2009年 9月から 2012

年 9月までの 3年間の予定で実施されており、現在 3名の長期専門家（チーフアドバイザー、職業

紹介サービス、業務調整/研修計画）を派遣中である。 
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１- ２協力内容：  

本中間評価調査の結果、プロジェクトサマリーのうち、成果・指標等を改訂する事となったた

め、修正後のサマリーを記載する。 

 

（１） 上位目標 

＜目標＞ 

トライアル実施州の PESにおいて、雇用サービスの機能を強化することにより雇用が促進される。 

＜指標＞ 

1. トライアル実施州の PESにおける登録求職者数。 

2. トライアル実施州の PESにおける登録求人者数。 

3. トライアル実施州の PESにおける求人充足数。 

 

（２）プロジェクト目標 

＜目標＞ 

トライアル実施州の PESにおいて公平・公正で効率的な雇用サービス（以下(1)～(4)の観点から改

善されたサービス）が提供されるようになる。 

1. 職業相談の実施や、的確な求人情報提供等による求職者業務の改善 

2. 求人開拓の実施等による求人業務の改善 

3. コンピュータを用いたデータ管理・運用の導入等による効果的・効率的な職業紹介業務の実施 

4. 利用者の視点に立った業務の実施、職員の資質向上 

 

＜指標＞ 

1. トライアル実施州において PES List(プロジェクトが目指す公的雇用サービスの活動一覧表）

で示されたサービス基準を満たすＰＥＳの数。 

2. トライアル実施州において PES利用者（求職者および求人者）の雇用サービスへの満足の度合

い。 

 

（３）成果 

＜成果１＞ 

PESの運営に関する国、州、県・市の協働体制が、トライアル実施州政府及び州傘下の県・市労働

事務所と共有される。 

＜指標＞ 

1-1. 国、州、県・市の共同体性及び各組織の役割が明確に述べられる。 

 

＜成果２＞ 

PESにおいて実施する公平・公正で効率的な雇用サービスの内容と実施手順が明確になる。 

＜指標＞ 

2-1. PES Listが正式に雇用サービスを改善するツールとして採用される。 

2-2. PES Listをサービス改善のツールとして利用する PESの数。 
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2-3. 業務支援システムを利用する PESの数。 

 

＜成果３＞ 

トライアル実施 PESにおいて求人開拓機能を含む雇用サービスが改善される。 
＜指標＞ 

3-1. PES Listで示されたサービス基準を満たすトライアル実施 PES の数。 

3-2. トライアル実施 PESにおける PES利用者（求職者及び求人者）の雇用サービスへの満足の度

合い。 

 

＜成果４＞ 

トライアル実施 PESでのノウハウがトライアル実施州の他の PESに移転される。 

＜成果＞ 

4-1. 雇用サービスに携わる職員が研修・巡回指導を受けた PESの数。 

4-2. 雇用サービスに関わるセミナー・研修・巡回指導に関する、参加者の満足の度合い。 

 

 

 

（４） 投入（中間レビュー時点） 

日本側：派遣人数は延べ人数 

長期専門家派遣      3名  

短期専門家派遣－IT業務支援システム  4名 

－職業紹介サービス   2 名 

－求人開拓       1名   

研修員受入      14名 

ローカルコスト負担 804,103,244ルピア（2009年度、2010年度支出実績合計） 

インドネシア側： 

カウンターパート配置 

プロジェクトオフィス提供 

ローカルコスト負担：416,053,600 ルピア（2009年度、2010年度支出実績合計） 
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２. 評価調査団の概要 

調査者  

 

   

総括       小川 重徳（JICAインドネシア事務所 次長） 

雇用安定政策   荒木 勲 （厚生労働省大臣官房国際課 派遣・研修係長） 

職業紹介サービス 田中 憲二（厚生労働省職業安定局 中央職業指導官） 

協力企画     西村 愛志（JICA人間開発部社会保障課） 

評価分析     野口 純子（財団法人国際開発高等教育機構） 

調査期間 2011年 6月 4日〜2011年 6月 18日  評価種類：中間レビュー 

３.評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１） プロジェクトの成果 

成果（アウトプット）１： 

 公共職業紹介サービスに関する労働移住省・州労働局・県／市労働事務所の役割・責任範囲につ

いて、PESリストとブルサ・ケルジャ・オンライン（以下、BKOL）ナショナルのマニュアルが纏め

られている。しかしながら、複数のプロジェクト関係者から、この協働体制が必ずしも機能してい

ないと指摘されている。原因として挙げられるのが、地方分権化の影響もあり、労働移住省の方針

に沿わない州労働局や県／市事務所がある点、そして、州や県／市からの予算の要望、技術(シス

テム対応等)に関する問い合わせに対して労働移住省が対応できていない点である。 

成果（アウトプット）２： 

 PES リストに加えて、PES業務の紹介、日本のハローワークの機能紹介、BKOL ナショナルのマニ

ュアル等が作成・配布されている。このうちの幾つかは配布先より好評を得て、追加で配布・利用

されている。 

 PESリスト初版は 2010年 7月に作成され、2州労働事務局と 5県／市の労働事務所に配布された。

本評価調査で聞取りを行ったスマラン県では業務中に確認用に利用されていたが、パティ県では全

スタッフに周知されてはいなかった。 

 

成果（アウトプット）３：  

2011 年 6月現在、目標 10箇所に対して 5 箇所の労働事務所でトライアルが開始され（パティ県、

スマラン県、スラゲン県、ジョグジャカルタ市、バントゥル県）、今後、更に 5箇所で展開される

ことになっている（マカッサル県、サマリンダ県、西スマトラ州・東ジャワ州・西ジャワ州より各

1県／市）。現システムでは設定された指標データの全てが回収できず、また独自のシステムを持

つ州・県／市もあり、これらの県／市からのデータ改修は困難である。従って、データにより成果

を定量的に検証することが難しい。他方、聞取り・観察を行ったパティ県とスマラン県では、利用

者に分かりやすい事務所のレイアウト変更、利用者からの意見徴収箱の設置、より準備した上での

企業訪問（求人開拓）、より実用的な職業相談カウンセリングの実施等、様々な業務改善の例が確

認できた。      

また、両県では求人企業と求職者に対して満足度に関する聞取りを行ったが、いずれも大半が労
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働事務所のサービスに満足しているとのことであった。また、データによる確認は出来なかったも

のの、事務所スタッフへの聞き取りでは、求人件数、求職者数ともに増えているということであっ

た。 

 

成果（アウトプット）４： 

 これまでのところ、トライアル対象以外の県／市労働事務所も、プロジェクトの研修やセミナー

の一部に参加する機会を得ている他、また、労働事務所間の個人的・インフォーマルなネットワー

クから情報・経験が共有されている。しかしながら、トライアル実施のノウハウの実質的な展開に

は至っていない。 

 

（２）プロジェクト目標 

 プロジェクトは成果産出の途中だが、当初プロジェクトサマリーで設定されていた目標数値（100

箇所）の達成はインドネシア側も日本側も困難であると認識している。その理由として、当初計画

と比較して、活動実施が大幅に遅れていること、BKOL ナショナルのアプリケーションにまだ不具

合があり、雇用サービス提供のために十分に活用されていないことが挙げられる。 

 

（３）上位目標 

 現時点では、上述のとおり、成果発現の途中であり、プロジェクト目標も未達成であるところ、

上位目標の達成可能性の判断は時期尚早である。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

 以下を鑑みて、妥当性は比較的高いと言える。 

・インドネシア開発計画、ニーズとの合致 

 「国家中期開発計画（2004-2009年）」で設定された目標の一つが失業率の低下であった。同後

継計画（2010-2014年）でも雇用拡大は経済セクターの目標の一つであり、雇用拡大は国家福祉と

して説明されている。また、大統領令 36号（2002年）は、職業紹介を含む雇用サービス国家の義

務であるとし、省令（No.PER.07/MEN/IV/2008）は、職業紹介制度と労働者雇用の地方分権化につ

いて記している。他方で、国、州、県／市の関係者によって、雇用サービスにおいて優先する業務

改善分野がそれぞれで異なっており、それら業務改善分野がプロジェクトのアプローチとは必ずし

も一致しない場合が散見される。 

・日本の援助政策との合致 

 対インドネシア「国別援助計画（2004年）」によると、援助優先分野は「民間主導の持続的成

長」であり、これに関連した戦略の一つが「投資環境の改善に資する経済インフラの整備」となっ

ている。 

・手段の適切性 

 前述大統領令は、労働移住省が雇用サービスを所管し、県／市労働事務所が実際のサービスを遂

行し、州労働局が労働移住省と州内の労働事務所を支援することを定めている。これらがプロジェ

クトのターゲットであり、実施機関となっている。 

 



  vi  

 

（２）有効性  

 現時点で有効性を検証することは難しいが、活動のスピードアップが図られない場合、低くなる

見込みである。これまでのところ、成果の産出が限定的である。パティ県、スマラン県の労働事務

所では、州労働局と連携し、BKOLナショナルも利用して業務改善を行っているが、トライアル活

動はまだ 5箇所で始まったのみであり、今後、更に 5箇所でのトライアル活動及び他の労働事務所

へのノウハウの移転を行う計画である。成果からプロジェクト目標達成までのロジックはあるもの

の、活動・成果の遅れにより、当初の目標であった 100 箇所での業務改善を見込むことは難しい。

プロジェクト目標達成に影響しうる要因として、未だに不具合のある BKOLナショナルの整備状況

が挙げられる。 

 

（３）効率性 

 成果産出程度と投入が限定的であることから、効率性はあまり高くないと言える。 

 インドネシア側による投入とメンバーの活動時間が十分でなく、活動がスムーズに行われなかっ

た。カウンターパートの大半は適切な部署・職位から選定されているものの、省内の業務で多忙で

あり、プロジェクトの進捗や課題を十分に共有できないメンバーもいた。プロジェクトのコーディ

ネーターやチームリーダーが不在の際は、サブリーダーが代行することになっているが、調整・意

思決定に時間を要している。業務費の投入としては、2009年は労働移住省からの支出はなく、2010

年もトライアル労働事務所の事前調査や BKOL 改修の費用が十分に捻出されなかった。一部は日本

側が負担することとなった。 

 

（４）インパクト 

 プロジェクト開始から 1 年半が経過したところだが、進捗が限定的であるため、上位目標を含む

インパクトの発現を確認するには時期尚早である。トライアルを実施している 2県労働事務所で

は、求人件数、求職者ともに増えていることから、成果、プロジェクト目標を経て、外部条件が満

たされれば上位目標達成を見込める目標間のロジックは認められる。 

 負のインパクトは生じていない。 

 

（５）持続性 

 プロジェクトは成果産出の途中にあり、アウトカム以上の効果の持続性を判断する事は時期尚早

である。以下の点を踏まえて、持続性は各関係者のコミットメントによるところが大きい。 

・政策面 

 雇用機会の拡大はインドネシア政府にとり重要課題であり、「国家中期開発計画」でも経済セク

ターの目標となっている。 

・制度／財政面 

 県／市労働事務所の能力強化に関して、労働移住省の国内雇用局は人材育成を担当し、2011 年、

2012 年と 10 箇所のトライアル実施の予算を計上している。他方、市場開発局はシステム開発を担

当し、2011 年に 200箇所にコンピューターを配布する計画がある。両局の目標とアプローチは必

ずしも一致していない。州の労働局が業務モニタリング・指導を担当しているが、州によっては訪

問の予算が十分にない。 
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また、地方分権化の影響は大きい。本分野の実施は、予算、人員等に至るまで全て地方に移管さ

れており、各地方の課題優先順位等により、中央の方針が実行されないケースが少なからず見られ

る。 

・技術面 

 より実務に即した研修内容や教材を提供するために、国内雇用局は、労働市場情報だけでなく、

業務の実際により現場の課題を把握することが求められているが、現在のモニタリングシステムで

はこれが十分に行われているとは言えない。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 特になし。 

（２）実施プロセスに関すること 

 プロジェクトに先行して実施された開発調査「雇用サービス改善調査（2007 年 3月～2009年 3

月）」では、業務支援システムを活用した雇用サービスの改善について提言されていた。実証事業

のサイトの一つであったスマラン市労働事務所の内容・成果は周辺関係者によく知られていたこと

から、同調査に基づき計画された本プロジェクトへの理解も比較的スムーズにいき、活動が進んだ

と思われる。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

・プロジェクト内容に関する共通理解 

 プロジェクト開始時、プロジェクトが目指す「理想的な雇用サービス像」に関して、各関係者で

完全な共通認識を持つに至っていなかった。本プロジェクトは、BKOL を一つのツールとして、求

人開拓やカウンセリングを含めてサービスの質的側面を改善することを目的として形成されたも

のであるが、地方分権化が進んでいることもあり、地方自治体によっては必ずしもサービスの質的

側面の改善を優先課題としていない面がある。 

（２）実施プロセスに関すること 

・モニタリングと計画修正 

 プロジェクトでは POに沿って活動を実施し、POはこれまで 2回見直しが行われている。一方、

プロジェクト開始前に作成された PDMは（改定案は議論されていたが）正式に改訂されておらず、

現状は PDM から乖離したものとなっている。モニタリングは POに基づいて進捗が確認されてきた

が、PDM で設定された指標を用いたモニタリングは実施されていない。この指標自体、数値目標が

設定されておらず、データ収集・分析方法も明確にされていない。 

・プロジェクト内のコミュニケーション 

 インドネシア側カウンターパートの大半はプロジェクト専任でなく、省内の本来業務が忙しい。

毎週の定例会議があるが、メンバー間のコミュニケーションの時間は十分でなく、意思決定や課題

共有がスムーズに行われていない。 

・インドネシア側のオーナーシップ 

 プロジェクトの活動の大半は日本人専門家のイニシアチブにより行われているのが現状である。

例えば、専門家がマニュアル案や現場訪問計画を作成し、これをカウンターパートに相談し、決定
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している。 

 

３－５ 結論 

 雇用促進という大枠から見て、業務改善のニーズにやや差異はあるものの、プロジェクト開始時

における妥当性は高いと言える。トライアルが実施されている 2労働事務所では改善事例が具体的

に確認できたが、当初の目標である 10ヵ所でのトライアル実施及びその後の約 100ヶ所へのノウ

ハウの移転という当初計画を鑑みると、成果算出はまだ限定的である。したがって、全体として、

プロジェクトの有効性と効率性については、現時点ではあまり高いとは言えない。これは、投入・

活動の遅れに起因している。また、プロジェクトの目標（数値）やアプローチが関係者間の中で十

分に共有されていなかったことも原因であると考えられる。 

３－６ 協議事項 

（１）活動の遅れが有効性と効率性を低くしている。残りの期間の活動・担当者を明確にした上で、

活動をスピードアップする必要がある。 

（２）トライアルの成果普及には各州の政府・労働局がキーであり、プロジェクトの成功・持続性

にも大きく影響する。県／市レベルで活動がし易くなるためにも、早い段階で州政府にコンタクト

し、次年度の予算措置について協議することが望まれる。 

（３）トライアルで経験を積んだスタッフを、研修講師や訪問指導等、成果普及のリソースパーソ

ンとして育成、活用する。これにより、プロジェクトの投入の有効活用、効果の持続が期待できる。

労働移住省は州間の経験共有、州労働局は県／市間の経験共有のための予算措置が必要である。 

（４）プロジェクトは残りの期間に向けて PDM及び POを改訂する必要がある。特に、現行の指標

はデータ収集が困難な一方で、必ずしもプロジェクトの活動成果を反映するものではなく、PESリ

ストを活用する等、指標はデータ収集（タイミング・方法）が可能なものを設定する。POは残り

の活動をより具体的に記す必要がある。 

（５）少なくともプロジェクト期間中は「PES 促進チーム」メンバーの異動がないようにする。ま

た、プロジェクト終了後に向けて、同チームの機能・役割がより明確に規定されるべきである。 
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