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国名
地方行政能力向上プロジェクト

カンボジア

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背
景

カンボジア政府は、地方分権化・業務分散化（Decentralization and Deconcentration: D&D）改革を
推進し、その中で首都・州/市・郡/区に関する地方行政法（組織法、2008 年）が制定された。地方行政体
への分権・権限移譲が期待されたが、州・郡レベルの人材育成は十分ではなかった。改革を推進する内務
省地方行政総局（General Department of Local Administration：GDLA）の行政官についても、州・郡地
方行政官を対象とした地方行政および新しく導入される地方行政法に関する知識向上研修を運営するた
め、能力強化の必要があった。

プロジェクトの目
的

1. 上位目標:カンボジアにおいて研修等を通じて地方行政に関わる人材が育成される。
2. プロジェクト目標: (1)内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する。(2)中央・州レベルの地

方行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する。
3. 想定された課題解決への道筋1: (1) GDLA タスクフォースが結成される; (2) GDLA タスクフォースの
コアトレーナー、モデル州での州研修講師が訓練される; (3) 全ての GDLA 行政官がコアトレーナーによ
る研修を受ける; (4) GDLA が次の対象者への研修を運営する。(i)選定された中央省庁行政官、(ii)州知
事・副知事、(iii) 選定された州・郡行政官、(iv) 郡評議会議員および郡評議会上級職員; (5) 上記
(i)-(iv) の研修受講者が、D&D 政策および地方行政に関する理解を深める; (6) GDLA により全ての州で
州研修講師が訓練され、州研修講師が州・郡行政官の訓練を行う。

実施内容

1. プロジェクトサイト (モデル州): プノンペン、コンポンチャム、シエムリアップ、バッタンバン、シ
ハヌークビル
2. 主な活動: 状況調査、GDLA タスクフォースの結成, 講師養成研修(TOT), 研修実施、研修のモニタリン
グ評価
3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
1. 専門家派遣: 9 人 (75.59MM) 
2. 研修員受入: 39 人 (本邦研修)
3. 機材:パーソナル・コンピューター、ソフトウェア、

プリンター、研修用 AV 機器、コピー機、他
4. その他: 研修・ワークショップ・セミナー運営費、

通訳費

カンボジア側
1. カウンターパート配置: GDLA タスクフォー

スを含め 13 名以上
2. 土地施設提供:プロジェクト事務所、電気、

水道
3. その他: 事務所設備・家具、公共料金

協力期間 2007 年 1月～2010 年 1月 協力金額 383 百万円
相手国実施機関 内務省地方行政総局 (GDLA) 

日本側協力機関 総務省自治行政局、総務省自治大学校、東広島市、広島大学

関連案件

日本の協力: 国別特設研修「地方自治体行政コース(国別研修, 1999-2003)、北東州地域開発能力向上計
画プロジェクト (技術協力、2007-2011)、シェムリアップ州都市計画アドバイザー (専門家派遣、
2008-2010)、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(技術協力、2010-2015)
他ドナーの協力: 行政改革と地方分権プロジェクト (GTZ)、コミューン評議会開発プロジェクトII (ADB)、
地方分権・業務分散を通じた民主的開発支援プロジェクト(UNDP、SIDA、DfID)、 国家プログラム策定支
援(世界銀行); 郡戦略開発計画策定 (UNCDF)、ガバナンス分野専門家派遣(EC-UNDP)、その他 UNDP、フラ
ンス USAID による能力開発活動、他。

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、四辺形戦略（2003—2008）、地方分権・業務分散改革の
ための戦略的フレームワーク（2005）、民主的地方開発国家プログラム（National Program for Sub-National Democratic 
Development: NP-SNDD2）で掲げられた「地方分権を推進し公共サービスを改善するとともに、地方行政に関する人材を育成す
る」というカンボジアの開発政策、州・郡行政官の地方行政改革実施のための能力開発および GDLA 行政官の研修運営能力の
向上という開発ニーズ、および日本の対カンボジア国別援助計画（2002）、JICA 国別実施計画（2006）と十分に合致している。
従って妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本事業のプロジェクト目標はプロジェクト完了時に達成された。GDLA 職員の研修運営能力および、中央・州レベルの地方行
政担当行政官（モデル州の評議会議員・同評議会上級職員を含む）の地方行政法・関連ガイドライン・規則に関する知識が向
上した。
事後評価時点では、GDLA は地方行政・地方行政法に係る研修を実施する明確な権限を有していない。GDLA タスクフォース3は

GDLA の各局のメンバーから構成されていたが、プロジェクト完了と共に解散し、その役割と責任はD&D 改革の移行期において
継承されなかった。現在、地方行政に係る研修は、GDLA 下の人事職業訓練局および地方行政局が行っているが、これらは郡・
省レベルの行政官に対する D&D 政策や地方行政に関する知識向上に特化している訳ではない。

                                                  
1 事後評価時に整理。
2 NP-SNDD は D&D推進のために策定された 10年間のプログラムであり（2010-2019）、 (1)地方行政組織開発、(2)人材運営開発システム、

(3)権限移譲、(4)予算・財務・資産マネジメントシステム、(5) D&D 制度支援、の 5 分野のプログラムで構成される。
3 GDLAタスクフォースは、コアトレーナー・州研修講師による研修マニュアルを使用したD&D政策・地方行政に関する研修の開発、実施、

モニタリング・評価などの研修運営に責任を有していた。



その結果、上位目標である「研修等を通じた地方行政に関わる人材の育成」の効果発現は限定的である。プロジェクト完了
後、GDLA は、本プロジェクトで開発した州研修講師を対象にした TOT をモデル州およびその他の州で実施していない。GDLA
は Implementation Plan 3 (IP3)4のサブプログラム 2（SP2）において活発に TOT を実施しているが、その内容は D&D 改革の法
的・組織的フレームワークよりも組織開発に限られており、また、全ての州で実施されていない。GDLA のコアトレーナーの中
には、SP2/IP3 の TOT や人事職業訓練局による新任行政官研修に講師として参加し、本プロジェクトにより習得した組織法や
関連規制、研修教材・モジュール・カリキュラムなどの知識や技術を、若干の修正を加えつつ、部分的に活用している。
モデル州の中では、シエムリアップ州が地方行政・地方行政法に関する研修の実施・運営を継続的を行っており好事例とい

える。この要因としては、州知事によるリーダーシップ、本プロジェクトにより養成された人材（コアトレーナー、州研修講
師）が有効活用されたこと、そして人材育成に対する予算配分の優先度が高いことなどが掲げられる。2010年に州知事は全公
務員を対象とする研修の運営に関する州委員会設立を決定し、そして、本プロジェクトで開発したカリキュラムを後に施行さ
れた地方行政法・規則に対応するよう改定した上で活用し、定期的に研修を実施している5。一方、バッタンバン、プノンペン
では予算の制約やトップマネジメントによる関与がないことなどから、プロジェクトの効果は継続していない。
よって、本事業の有効性／インパクトは中程度である。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

(1)内務省地方行政総局職員

の研修運営能力が向上する。

(2)中央・州レベルの地方行

政担当職員の地方行政に関

する知識が向上する。

(指標 1-1) GDLAタスクフォースが自

ら研修を運営できる。

(指標 1-2)研修参加者の GDLAの研修

運営に対する評価が 10 段階評価で8

以上である。

(プロジェクト完了時)自己評価で、専門家の支援なしで独力で研修をほ

ぼ実施できる。(1-1)自己評価：3段階評価で 2.8、(1-2)評価（平均）: 

8.7 (目標値 8)。

(事後評価時)元プロジェクト・ディレクター、コアトレーナーによれば、

GDLA は現在でも独力で研修の実施が可能である。元コアトレーナーは

SP2/IP3 の研修や、新人研修に講師として参加し、本プロジェクトで得

た知識・ツールを一部活用している。

(Indicator 2-1) 研修参加者の研修

に対する満足度が 8 以上である

(Indicator 2-2)行政官の地方行政

に関する知識が向上する。

(プロジェクト完了時) 地方行政法、関連ガイドライン、規則に関する

知識が向上した。 (2-1)満足度（平均）：8.67 (目標値 8)、 (2-2)知識

向上レベル（平均）: 31.6%。

(事後評価時) n.a. (プロジェクト完了後、プロジェクトが開発した

D&D 政策・地方行政に関する研修は継続していない。)

(上位目標) カンボジアにお

いて研修等を通じて地方行

政に関わる人材が育成され

る。

(指標)

新たに整備された地方行政人材研修

制度の下で研修を受けた州及び郡行

政官の数

（事後評価時) GDLA は SP2/IP3 で GDLA 行政官、州評議会議員・行政官
に対し地方行政に係る研修の運営を行っている。しかし、現在の SP2/IP3
の中央および州レベルの TOT の内容の焦点は本プロジェクトと異なっ
ており、また実施されているのは 24州のみである。

出所：プロジェクト完了報告書、終了時評価報告書、カウンターパートへのインタビュー

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し投入要素が適切であり、協力期間も計画どおりであったが（計画比100％）、協力金額

は計画を上回ったため（計画比128％）、効率性は中程度である。協力金額増加の理由は、派遣専門家の数が増加し、事前評

価時に予定されていなかった研修・ワークショップ・セミナーが開催され、それらの運営費用が増加しためである。

4 持続性
本プロジェクトは、NP-SNDD (2010-2019)及び内務省により実施されている IP3/ SP2 の下、引き続き重要な位置付けにある。

体制面では、GDLA の組織体制に変更はないが、プロジェクトのタスクフォースは解散した。有効性／インパクトにて記したと
おり、地方行政に関する研修は SP2／IP3 において引き続き行われているが、GDLA は本事業で取り組んだ D&D 政策・地方行政
に関する研修運営について、明確な権限を有していないことが分かった。コアトレーナーの技術は、実践をとおして、また同
僚との共有などにより、向上している。インタビューによれば、彼らは継続的に研修に講師として参加しており、地方行政関
連の法律・規則の変更に対応するため知識の更新を行っている。元プロジェクト・ディレクターによれば、コアトレーナーの
技術は維持される見込だが、そのための明確な制度的枠組みが GDLA に存在しない。地方行政研修は現在 IP3 の予算および内
務省の国家予算により実施されているが、IP3 は 2014年で終了予定であり、後継の資金源については情報が得られなかった。

州レベルでは、シェムリアップ州では研修チームが明確な組織体制・権限を与えられており、また地方行政・地方行政法に
関する研修実施の具体的な計画や、次期 3 年間（2014-2016 年）の独自の州予算も確保されている。しかし、バッタンバン、
プノンペンでは、そのような状況とはなっていない。

以上より、体制・技術・財務面に課題があることから、本事業の効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本事業はプロジェクト目標として目指した、(1)内務省地方行政総局職員の研修運営能力の向上、(2)中央・州レベルの地方
行政担当職員の地方行政に関する知識の向上に関して、プロジェクト完了時点では効果発現が見られた。しかしながら、事後
評価時には、GDLA の D&D 政策・地方行政の能力向上に関する権限が明確でなく、現在の研修活動に対する本プロジェクトの貢
献は限られており、上位目標の達成は限定的であった。持続性に関しては、GDLA の権限が不明確であること、IP3 後の予算の
見通しがたたないことなどから、体制・技術・財務面には課題が見受けられる。効率性に関しては、事業費が若干計画を上回
った。

以上より、本事業の評価は一部課題があると言える。

                                                  
4 IP3は 10年間の NP-SNDDを達成するために詳細化された 3年間の実施計画である。IP3は 6つのサブプログラムで構成され、そのうちSP2

は地方行政の制度・人材開発に焦点が充てられている。
5 全ての研修活動は 3 ヵ年投資プログラムの州予算にて実施されている。



Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

1. 内務省は、地方行政体を対象とする研修の管理を統一的に行えるよう、規則を整備し、GDLA の組織体制を明確にすべきで

ある。例えば、GDLA 各部局を超えて研修を運営・管理する権限と役割を有したマネジメントレベルもしくは実務レベルの

役職を設けるなどが考えられる。またそのような担当組織は、本プロジェクトが開発したカリキュラムやマニュアルを更

新や、今後の地方レベルでの研修の拡大の促進を担うべきである。

2. 内務省は、長期的な視点で、地方行政に関する研修の予算を計画・配分すべきである。D&D 政策や地方行政に関するコア

トレーナーの知識といった本プロジェクトの成果の活用は、現在実施されている SB2/IP3 などの研修では研修の焦点が異

なることから十分とは言えず、またそれらの研修も期間・予算の制約から十分とは言えない。

3. 内務省は、モデル州への予算配分問題に加え、モデル州における D&D 政策・地方行政に関する研修の継続的な実施に関す
る好事例の分析調査を行うべきである。内務省はプロジェクト完了後モニタリングを実施していないため、上記調査によ
り、プロジェクトの効果を現在実施中の活動において継続させるにあたって重要な要素は何か分析することが可能となる。
シェムリアップ州の例では、州計画・予算に組み込むことで、継続的な研修実施が可能であることを示している。

JICA への教訓：
1. プロジェクトで新たにタスクフォースを結成する際には、タスクフォース業務をメンバーの通常業務に組み込むことが必

要である。本プロジェクトではこのような組み込みが行えなかったため、GDLA の D&D 政策・地方行政に関する研修の権限
の確立や、それら政策に関する知識が向上した中央・州レベルの行政官の増加といった、プロジェクトの効果の持続性に
影響を与えた。

2. プロジェクトで導入した研修システムの持続性を担保するためには、研修の内容・活動は、他の援助事業に組み込むので
はなく、独立して継続することが望ましい。本プロジェクトの場合、IP3 で実施されている研修はプロジェクトと異なる
焦点の下で実施されているため、その効果の活用は限定的となっている。また、援助事業は予算や支援期間が限られるこ
とから、相手国のオーナーシップを強化し、プロジェクトで開発した研修を維持・更新していくための明確な組織体制、
予算配分、自助努力の確立に取り組むことが望まれる。

後続プロジェクト6における「地方のニーズと社会の変革のための地方分権とリーダーシップに係るトップマネジメントセミナー」 (2013)

                                                  
6 技術協力「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」(2010-2015)


