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事業事前評価表 

 
国際協力機構産業開発・公共政策部 

産業・貿易第一課 
１．案件名                                                 
国 名：カンボジア王国 
案件名：中小企業支援体制の戦略的強化プロジェクト 

Project for Strategic Strengthening of Small and Medium Enterprise (SME) 
Support System 

 
２．事業の背景と必要性                                       
（1）当該国における中小企業振興分野の現状と課題 
カンボジア王国（以下、カンボジア国）の登録企業数 50.5 万社のうち、従業

員数 100 人以上の大企業はわずか 782 社（0.2%）に過ぎず、他は従業員数 100
人以下の中小企業 1

カンボジアの中小企業は、直接投資により同国に進出している外資系企業か

ら、裾野産業としての製造業の体力・技術力不足や、経営能力や産業人材の不

足、等が根本的な課題であると指摘されており、これらの課題は、グローバル

サプライチェーン、製造技術・生産管理技術へのアクセスの困難性の要因とな

っている。更に、中小企業からのニーズの高い金融へのアクセスについても、

政府による対中小企業の金融制度が整備段階にあると同時に、中小企業自身の

事業計画設計能力の不足、会計制度導入の遅れにより十分な提供が行われてい

ない。 

であり、就業人口約 73％の雇用の受け皿となっている。また、

中小企業の年間売上高の合計は、大企業の年間売上合計とほぼ同水準であり、

中小企業の発展がカンボジア国の産業競争力向上のための大きな課題となって

いる。 

カンボジア国は、省庁横断的な中小企業振興を実施するため、2005 年にアジ

ア開発銀行（以下、ADB）の支援により中小企業振興に係る指針である「SME 
Development Framework」を策定したが、「SME Development Framework」に基づ

く具体的な施策が実効性を持って実施されているとは言い難く、現在でも省庁

横断的な中小企業振興の枠組みが形成されていない他、「SME Development 
Framework」において重点課題として挙げられている規制・法的枠組みの整備や

金融アクセスの向上、中小企業への支援活動に関する政府の施策の多くが手つ

                                                   
1 「SME Development Framework」では、従業員 1~10 人の企業を零細企業、11～50 人以下の企業を小企業、

51～100 人の企業を中企業と定義している。なお、カンボジア国登録企業のうち、零細企業は 49.3 万社

（97.7％）、小企業は 1 万社、中企業は 801 社であり（2011 Economic Census of Cambodia, National Institute of 
Statistics of Cambodia）、以下において中小企業といった場合、零細企業を含むこととする。 

技プロ用 
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かずの状況である。2008 年には世界的な経済危機の影響によりカンボジア国の

中小企業も経済的な打撃を受けたことから、JICAは、カンボジア国政府の要請

を受け、2010～2011 年に、カンボジア国の中小企業振興において中心的な役割

を果たすことが期待されている鉱工業エネルギー省（Ministry of Industry, Mines 
and Energy: MIME）をカウンターパート（C/P）として「生産性向上に重点を置

いたパイロット中小企業振興プロジェクト」を実施し、5S2、カイゼン 3を中心

とした中小企業指導、カンボジア国のビジネス開発サービス（Business 
Development Service: BDS）4

 

の改善に向けたBDS戦略オプション文書の策定を通

じてMIME職員の能力強化を行ったが、カンボジア国政府は、これまでの成果を

更に発展させ、MIMEにおける中小企業に対する支援を強化するため、本事業の

実施を日本国政府に要請した。 

（2）当該国における中小企業振興分野の開発政策と本事業の位置づけ 
カンボジア国の「国家戦略開発計画」（2004 年）及び「新四辺形戦略

（2008-2013）」（2008 年）は、「民間セクター開発と雇用創出」を開発の重要な

柱の一つとして位置づけており、カンボジア国の経済発展及び雇用機会創出の

ために中心的な役割を果たす中小企業の振興に取り組む方針を打ち出している。 
また、中小企業振興に係る指針を定めた「SME Development Framework」（2005

年）においても、中小企業振興は産業振興による雇用創出、経済成長に資する

のみならず、貧困削減のための重要な施策として位置づけられている。「SME 
Development Framework」では、規制・法的枠組みの整備、金融アクセスの向上、

中小企業への支援活動が重点課題として挙げられているが、本事業は当該重点

課題のうち、法的枠組みの整備、中小企業への支援活動の向上に資するもので

ある。 
 
（3）中小企業振興分野に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 
本事業は、我が国の「対カンボジア王国事業展開計画」における重点分野１

「経済基盤の強化」における開発課題 1-2「民間セクターの強化」の「産業人材

育成プログラム」内に位置づけられている。また、JICA「カンボジア国産業政

策策定支援情報収集・確認調査」（2012 年 4～7 月）において、中小企業は国内

産業振興の基盤であり、FDI 企業と中小企業のリンケージの構築や、中小企業振

                                                   
2 「5S」は製造業等の現場において「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」を継続的に実践する活動であり、

カイゼン実施のための基盤づくりのための活動とされる。「5S」の実施により、現場の様々なムダが削減さ

れ、問題が可視化され、従業員の生産性向上への意識の向上が図られる。 
3 「カイゼン」とは主に製造業の生産現場で行われている品質・生産性向上、コスト削減、納期順守を目

的とした継続的な業務見直し活動を指す。現場の作業者が中心となって知恵を出し合い、ボトムアップで

問題解決をはかっていく点が特徴。 
4 「ビジネス開発サービス（Business Development Service: BDS）」とは、一般的に、民間企業に提供される

研修、コンサルティング、広告、マーケティング支援、情報、技術開発・移転、事業の仲介・紹介等のサ

ービスを指す。 
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興に係る包括的な支援の必要性が指摘されている。 
 

（4）他の援助機関の対応 
 カンボジア国では、ADB、アジア生産性本部（以下、APO）、国際金融公社（以

下、IFC）、国連工業開発機関（以下、UNIDO）などが中小企業振興分野に係る

支援を実施している。各ドナーの活動は、従来型の貧困削減・農村開発を主眼

とする社会政策的な中小企業全体の底上げを目指す支援から、徐々に、食品加

工等、特定の分野における品質管理、標準化、環境改善等の質の向上・産業力

の向上に目を向けた産業政策的視点に立った支援に移行する傾向にある。 
 
３．事業概要                                                
（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 
本事業は、カンボジア国の中小企業政策の草案策定を支援するとともに、プ

ノンペン市を中心にバッタンバン州、プルサット州を含めた３地域において、

企業診断能力の強化にかかる取り組みを行うことにより、中小企業のニーズに

基づく中小企業政策の策定・実施能力の強化、及び関連する行政人材育成を行

う枠組みの構築を図り、もって対象地域の中小企業の経営の向上に寄与するも

のである。 
 
（2）プロジェクトサイト／対象地域名 
 プノンペン市（人口：133 万人、中小企業：9.5 万社） 
バッタンバン州（人口：102 万人、中小企業：3.4 万社） 
プルサット州（人口：40 万人、中小企業：1.2 万社） 

（主な活動地域は、プノンペン市周辺だが、カンボジア国の主要産業である米

の代表的生産地域であるバッタンバン州、プルサット州においても、MIME
が精米業者を対象とした企業指導を実施中であることから、両州においても

活動の一部を実施することとする。） 
 
（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 
・MIME の職員 60 名  
・本事業に参加する民間ビジネス開発コンサルタント 
・本事業に参加する中小企業 約 13 社（3 州） 
 
（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 5 月～2015 年 5 月を予定（計 24 か月） 
 
（5）総事業費（日本側） 
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約 2.9 億円 
 
（6）相手国側実施機関 

MIME 工業総局（General Department of Industry: GDI） 
・小企業・手工芸局（Department of Small Industry and Handicraft: DSIH） 
・カンボジア国家生産性センター（National Productivity Center of Cambodia: 
NPCC）） 

 
（7） 投入（インプット） 

1）日本側 
  ①専門家派遣（約 76MM） 

- 総括／中小企業政策 
-  企業診断コンサルティング、 
- 研修・セミナー管理／業務調整、等 
 （※ 上記長期専門家の他、必要に応じて短期専門家を派遣予定） 

  ②プロジェクト関係者を対象とした本邦及び／または第三国研修 
③専門家の現地活動費 
④研修及びセミナーの開催費 
⑤ローカルコンサルタント雇上費 
⑥研修あるいはセミナー教材の印刷費 

 
2）カンボジア国側 
 ①カウンターパートの配置 

- プロジェクトダイレクター（MIME 総局長以上） 
- プロジェクトマネージャー（MIME  DSIH 局長、NPCC 局長） 
-  MIME 職員 

 ②必要な設備 
- 工業総局内の専門家用の執務室（家具等の設備含む） 
- 研修のための会場 

 ③プロジェクト実施に必要となる基本的なデータ及び関連した情報 
 ④プロジェクト実施のため継続的に必要となる経費 

- カウンターパートの給与・手当 
- 公共料金等プロジェクト実施のための基本的な経費 

 
（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 
①カテゴリ分類：C 
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②カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライ

ン」（2010 年 4 月公布）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及

び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限

であると判断されるため。 
2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減、その他 
特になし 

 
（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 
  JICA は、2010～2011 年に MIME を C/P として「生産性向上に重点を置いた

パイロット中小企業振興プロジェクト」を実施し、5S、カイゼンを中心とし

た企業診断の実施、及び BDS の向上のための戦略を定めた BDS 戦略文書の策

定を通じて MIME 職員の能力強化を支援した。本事業においては、当該プロ

ジェクトにおいて実施された企業指導や調査の結果を活用しつつ、企業診断

に係る MIME 職員の更なる能力強化、及び中小企業政策の策定能力の向上が

期待されている。 
また、JICA は、カンボジア国への投資促進のため、カンボジア開発評議会

に対して 2007 年以降、投資促進策アドバイザーを派遣しているほか、「カン

ボジア開発評議会投資関連サービス向上プロジェクト」（2010~2013 年）を実

施し、日本企業への情報提供やカンボジア政府、企業との調整などを支援し

ている。更に、「シハヌークビル港経済特別区（Special Economic Zone: SEZ）」
の建設によるインフラ整備支援や「カンボジア国産業政策策定支援情報収

集・確認調査」（2012 年）による産業政策策定のための知的支援により、カン

ボジア国への投資誘致及び産業振興のための包括的な取組みを実施している。

本事業においては、これらの既存事業を通じて、投資・貿易に係る現地の情

報、特に産業育成にかかる必要な情報を効率的に入手して活用する。 
そのほか、2004 年に開始された「カンボジア国日本人材開発センタープロ

ジェクト」では、ビジネス研修コースを開催し、特に若手起業家、中小企業

経営者を対象とした企業マネジメントに必要な研修の機会の提供を行ってお

り、本事業の実施にあたっては、同プロジェクトの知見や人材の活用、さら

には企業診断活動やセミナーの開催などの点で協力が期待できる。 
 
2）他ドナー等の援助活動 
  ADB、APO、IFC をはじめとするドナーがカンボジア国の中小企業振興分野

における支援を実施しており、本事業の実施に当たっては各ドナーとの情報

共有を図る。 
・ADB：過去には、カンボジア国の中小企業振興の指針である SME Development 



6 
 

Framework（2005 年）の策定を支援したほか、2009 年から経済多角化プログ

ラム（Promoting Economic Diversification Program）の一環として衛生植物検疫

基準や食品安全基準の策定のための支援を MIME に対して実施している。 
・APO：2004 年から、NPCC を C/P として、5S、カイゼンを中心とした生産性

向上や、適正製造基準（Good Manufacturing Practice: GMP）／衛生規範（Good 
Hygiene Practice: GHP）、HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）な

ど食品安全に関する規則の実施に関する企業指導を支援している。 
・IFC：メコン地域における民間セクター開発ファシリティのアグリビジネスプ

ログラムを通じて、カシューナッツ、キャッサバ、精米等のバリューチェー

ンの構築を支援のため企業に対してアドバイザーを派遣し、生産から流通ま

での品質管理や、GMP/GHP、HACCP など食品安全に関する規則の実施に関

する助言を実施している。 
・UNIDO：メコン地域における環境に配慮した生産管理、エネルギー効率化の

ための技術指導を中小企業に対して提供する TEST プロジェクト（Transfer of 
Environmentally Sound Technologies Project）を 2010 年から実施している。 

・豪州：農業従事者の所得向上のため、2010 年からカンボジア農業バリューチ

ェーンプログラム（Cambodia Agricultural Value Chain Program）を通じた技術

指導の提供やリサーチの実施を通じて、中小企業の生産性向上や国際バリュ

ーチェーンへの参入を支援している。 
 
４．協力の枠組み                                             

（１）協力概要 
１）上位目標：MIMEの“中小企業支援制度”5

指標 1 プロジェクト対象地域において、MIME が XX 社の中小企業に対し

て適切な企業診断を実施する。 

を通じて、中小企業の経営が向

上する。 

指標 2 プロジェクト対象地域において、パイロット企業のうち XX 社の中

小企業の業績が向上する。 
  
２）プロジェクト目標：中小企業政策の策定及び中小企業のニーズに基づく中

小企業支援の実施のため、MIME の“中小企業支援制度”が強化される。 

指標 1 プロジェクト対象州における満足度調査（聞き取り調査）において、

XX％の中小企業が MIME による中小企業支援への取組みが満足なも

のであると回答する。 

                                                   
5 「中小企業支援制度」とは、MIME の中小企業振興に係る一連の取組みの実施体制を指し、具体的には

中小企業政策の策定及び中小企業に対する企業指導を実施するための組織的枠組みを指す。 
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３）成果及び活動 
成果１：GDIが、中小企業政策の草案を策定する 6

指標 1-1 DSIH により、中小企業政策の草案が策定される。 

とともに、官民の関係者と

の連携により政策策定プロセスを改善する。 

指標 1-2 DSIH により、学識者や官民関係者を招いた中小企業政策に関する議

論のための意見交換会が XX 回開催される。 
指標 1-3 中小企業政策の普及のためのセミナーが XX 回開催される。 

 活動 1-1 DSIH は、他国の中小企業政策に関する検討を行うとともに、カン

ボジアの中小企業を取り巻く課題や問題点を調査する。 
 活動 1-2 DSIH は、活動 1-1 に基づき、中小企業の支援ニーズの見極めを行

い、中小企業政策に盛り込むべき事項の検討を行う。 
 活動 1-3 DSIH は、中小企業政策に関する議論のための場を設定し、学識者

や官民の関係者からの意見聴取を行う。 
 活動 1-4 DSIH は、活動 1-2 で検討した中小企業政策の適用可能性を NPCC

の活動を通じて検討し、結果について NPCC との議論を行う。 
 活動 1-5 DSIH は、中小企業政策の普及のためにセミナーを開催する。 
 活動 1-6 DSIH は、中小企業政策の草案を起草するとともに、政策策定プロ

セスの改善に関する提案を GDI に行う。 
活動 1-7 GDI は、活動 1－6 に基づき、中小企業政策の策定プロセスの改善

のために必要な組織の体制再編を実施する。 
 
成果２：NPCC の企業診断コンサルティング能力が強化されるとともに、中小

企業の経営評価の指標が作成される。 

指標 2-1 中小企業の経営評価のための指標が作成される。 
指標 2-2 NPCC の企業診断コンサルティングにより、パイロット企業の経営

が向上し、経営評価指標が XX％向上する。  

 活動 2-1 NPCCは、既存のコンサルティング実施の対象となる企業の選定基

準 7

 活動 2-2 NPCC は、パイロット企業診断の準備を行うとともに、中小企業の

経営評価のための指標を試作する。 

を見直し、パイロット企業の選定を行う。 

                                                   
6 GDI は、2012 年 4 月に SME Taskforce を設置し、官民関係者との意見交換も踏まえつつ、中小企業政策

に盛り込むべき内容に関する検討を行っており、当事業では当該検討結果を基に草案策定の準備が進めら

れる。なお、具体的には、中小企業支援の正当性や中小企業の定義、中小企業支援の枠組み等に関する事

項が盛り込まれる予定。 
7 JICA が 2010～2011 年に実施した「生産性向上に重点を置いたパイロット中小企業振興プロジェクト」に

おいて設定した企業選定基準を指す。 



8 
 

 活動 2-3 NPCC は、活動 2-2 で試作された中小企業の経営評価の指標を活用

しつつ、パイロット企業診断を実施する。 
 活動 2-4 NPCC は、成果 1 の活動で策定される中小企業政策の適用可能性を

検討し、DSIH に提言を行う。 
 活動 2-5 NPCCは、活動 2-3で実施したパイロット企業診断の結果を評価し、

その結果を関係者と共有する。 
 活動 2-6 NPCC は、活動 2-3 の結果を基に中小企業の経営評価の指標を改良

し、広く活用するための戦略オプションを作成する。 
 

成果３：NPCC の企業診断コンサルティングのトレーニングプログラムが組

織化される。 

指標 3-1 NPCC により、企業診断コンサルティングのトレーニングプログラ

ムが開発される。 
指標 3-2 NPCC により、中小企業支援コンサルタントの資質基準が設定され

る。 
指標 3-3 NPCC により、企業診断普及のためのワークショップが XX 回開催

される。 

活動 3-1 NPCC の既存の企業コンサルティングプログラムを実施する。 
活動 3-2 NPCC は、活動 2-1～2-6、及び活動 3-1 の結果を基に、中小企業支

援のためのコンサルティングサービスの質の維持を目的とした継続

的なトレーニングプログラムを開発する。 
活動 3-3 NPCC は、中小企業支援を行うコンサルタントの資質基準を設定す

る。 
活動 3-4 NPCC は、企業診断に対する意識向上のための計画を策定するほか、

企業診断普及のためのワークショップを開催する。 
 
4）プロジェクト実施上の留意点 
・本事業では、成果１の活動において中小企業政策の草案の策定、及び官民の

関係者との連携による政策策定プロセスの改善を支援するとともに、成果２

の活動において、成果１において策定される政策の下での企業診断コンサル

ティングのためのノウハウ、中小企業の経営状況を客観的に判断する経営指

標の開発を行う。更に、成果 3 の活動により、将来的にも質の高い中小企業

診断を実施するための人材育成研修プログラムを構築する。 
・パイロット企業の選定基準は、成果２の活動において検討され、プロジェク

ト開始後に開催される Joint Coordination Committee (JCC) において決定する

予定。 
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・現時点で特定していない目標値（指標）は、プロジェクト開始後の協議に基

づいて設定し、JCC において承認を得る予定。 
 
（2）その他インパクト 
・MIME は、中小企業政策策定のための SME タスクフォースを 2012 年 4 月に

設置し、中小企業政策に盛り込むべき内容の検討を既に進めている。当該政

策においては、カンボジア国政府の中小企業振興の具体的な方向性や正当性、

中小企業の定義等が定められる予定であり、最終的には政令として閣議での

承認がされることを目指している。 
・本事業における支援により策定される中小企業政策の草案は、MIME による

既存の検討結果を基に準備が進められていく予定であり、本事業の終了後、

MIME による関係者との調整や推敲作業を経た上で閣議に提出される予定で

ある。 
・成果２の活動で実施されるパイロット企業診断では、本事業に関心を持つ民

間ビジネス開発コンサルタントの参加を認める予定であり、参加する民間ビ

ジネス開発コンサルタントに対しても企業診断に関する技術移転を実施する。 
 
５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          
（1）事業実施のための前提 
・プロジェクト実施のために適切な人員配置が行われる。 

 
（2）成果達成のための外部条件 
・カウンターパートが離職せず現在のポストに留まり業務を遂行し、プロジ

ェクトの活動を行う。 
・十分な数の中小企業が、パイロット企業としてプロジェクト活動に参加す

る。 
 
（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 
・ 中小企業を振興するカンボジア国政府の方針が劇的に変化しない。 

 
（4）上位目標達成のための外部条件 
・劇的な政治的・社会的変化が発生しない。 
・MEME において、中小企業政策及び施策実施のための十分な人的・財政資

源が確保され、中小企業支援制度か継続的に活用される。 
 
６．評価結果                                                
本事業は、カンボジア国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に
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合致しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 
 
７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           
 2010～2011 年に実施された「生産性向上に重点を置いたパイロット中小企業

支援プロジェクト」においては、部局によりプロジェクトへの協力度合いが異

なっていたため、関係者のモチベーションを高めるよう、関係者間での情報共

有をはかり、具体的な活動計画とその趣旨の説明を定期的に実施するなどの工

夫をしたほか、職員により資質や経験の差にばらつきがあったため、資質、経

験等に合わせた技術指導を機動的に実施し、効果的な支援の実施に努めたとの

報告がなされている。 
また、2012 年にカンボジア再構国家経済評議会を C/P として実施された「産

業政策策定支援情報収集・確認調査」では、上位政策となる産業政策に盛り込

むべき中小企業政策の論点を検討しているが、その過程において、MIME を含

む関係省庁との連携・意見交換などを実施し、産業政策がより現場感覚のある

ものとするための取組みを実施している。 
本事業は、こうした取り組みを参考にしつつ、プロジェクトが関係者の積極

的な参加を促しつつ、効果的な職員の能力強化を実施するとともに、上位にあ

る産業政策と整合性のとれた中小企業政策・施策の策定やそのための体制整備

を図ることとする。 
  
８．今後の評価計画                                          
（1）今後の評価に用いる主な指標 
  ４．（１）のとおり。 
 
（2）今後の評価計画 
事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 
事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 
 


