
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）政府は、その上位の開発政策である「四辺形

戦略」及び「国家戦略開発計画」において、グッド・ガバナンスを持続可能で公正な開発のた

めの前提条件として位置づけ、地方分権化・業務分散化（Decentralization and Deconcentration：
D&D）を、優先課題である「行政改革」の重要な手段として掲げてきた。カンボジア政府によ

る具体的な取り組みとして、2008 年における首都と州、郡・市・区（D/M/K）に関する役割・

義務などを規定した「地方行政法」の施行、2009 年における内務大臣を議長とする「民主的地

方開発国家委員会（National Committee for Sub-National Democratic Development：NCDD）」の

設置、2010 年における「民主的地方開発のための 10 カ年国家プログラム（National Program for 
Sub-National Democratic Development：NP-SNDD）」の策定、2011 年から開始した NP-SNDD の「3
カ年実施計画（First Three Years Implementation Plan：IP 3）」の策定が挙げられる。

JICA は、カンボジア政府の要請により、D&D 推進に関わる人材育成を目的とした「地方行

政能力向上プロジェクト（Project on Improvement of Local Administration in Cambodia：PILAC）」
を 2007 年 1 月より 2010 年 1 月にわたり実施し、MOI 及び州レベルの地方行政に関する研修運

営能力の向上への支援を通じ、中央・地方行政官等の知識向上に努めてきた。その一方で、他

ドナー（開発パートナー）によるコミューン（村）・サンカット（地区）（C/S）以下の行政レベ

ルにおける法整備、制度設計、各種研修支援は実施中であるものの、首都・州の 5 カ年開発計

画（Five-Year Development Plans at the Capital and Provincial Level：CPDP）並びに 3 カ年投資プ

ログラム（Three-Year Rolling Investment Programs at the Capital and Provincial Level：CPIP）の

立案・実施管理支援についてはほとんど行われていない状況にあった。これを受けて、カンボ

ジア政府は、PILAC の知見を活用し、中央・地方行政官及び州レベルの評議員を対象に各州の

CPDP 及び CPIP の立案・実施・モニタリングを行う地方行政能力の強化（人材育成システムの

構築支援を含む）を目的とする技術協力プロジェクトをわが国に対し要請した。

こうした経緯を踏まえ、「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

（Project for the Capacity Development for Implementing the Organic Law at Capital and Provincial 
Level：PILAC 2）」は、NCDD 事務局（NCDD Secretariat：NCDDS）をカウンターパート（C/P）
機関として、2010 年 3 月より 2015 年 3 月までの 5 年間の予定で行われており、現在技術協力

プロジェクト専門家チームが第 4 年次の業務を実施中である。

1. 案件の概要

国名：カンボジア王国 案 件名：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

分野：ガバナンス 援助形態：技術協力プログラム

所管部署：JICAカンボジア事務所 協力金額（終了時評価時点）：4 億 5,000 万円

協力期間：

2010 年 3 月～ 2015 年 3 月（5 年間）

先 方関係機関：内務省（MOI）、民主的地方開発国家委員会

事務局（NCDDS）、政策分析・開発課／地方行政能力・人

材育成開発室（SCHRDO/PADD）
1

評価調査結果要約表

1
　 2012 年初旬の NCDDS 組織改編により、プロジェクト開始時の政策チーム能力開発・情報ユニット（CDIU）から、SCHRDO/
PADD に変更となった。
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１－２　協力内容

（１）上位目標： 首都と州政府において、地域住民の社会・経済状況の改善に資する CPDP と

CPIP を自律的、戦略的に立案・実施管理するためのシステムが機能する。

（２）プロジェクト目標： 首都と州政府において、CPDP と CPIP を立案・実施管理するための

地方行政能力が強化される。

（３）成果：

１．NCDDS により地方行政運営と人材育成に関する課題と対策が明確になる。

２．NCDDS により、CPDP と CPIP に関する業務実施体系が整備される。

３． SCHRDO/PADD と協力機関により首都と州の評議員と関係行政官が CPDP と CPIP の

立案・実施管理を行うための地方行政運営に関する研修体系が整備される。

（４）投入（評価時点）

１）日本側：総投入額 4 億 5,000 万円（終了時評価時点）

専門家派遣：5 名（業務実施契約）

機材供与：17 万 3,880 円

現 地活動費（チーフアドバイザーからの情報に基づく、2015 年 3 月）：7,200 万円（国

内研修費用、ローカルスタッフ雇用、プロジェクト運営維持費）

研修員派遣（第三国研修、本邦研修）：延べ 25 名

２）カンボジア側

主な C/P 人材の配置：27 名

プロジェクト・ディレクター：MOI 長官／ NCDDS 事務局長

プロジェクト・マネジャー：MOI 地方行政総局長／ NCDDS 副事務局長

C/P：政策分析・開発課／地方行政能力・人材育成開発室（SCHRDO/PADD）

施 設提供（チーフアドバイザーからの情報に基づく、2015 年 3 月）：プロジェクト事務

所（光熱費含む）

２．レビュー調査団の概要

団員構成 （１）日本側

 団長／総括　　 小島　岳晴　　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

 協力企画 林　英一郎 JICA カンボジア事務所　企画調査員

 評価分析 青木　裕子 国際航業株式会社　コンサルタント

 調査支援 Phok Phira JICA カンボジア事務所　所員

（２）カンボジア側

 H.E. Sak Setha MOI 長官／ NCDDS 事務局長

 H.E. Duch Sonn　　MOI 地方行政総局総局長／ NCDDS 副事務局長

調査期間 2015 年 1 月 4 〜 16 日
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３－１　実績の確認

（１）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標： 首都と州政府において、CPDP と CPIP を立案・実施管理するための

地方行政能力が強化される。

以下に示すとおり、首都と州の CPDP・CPIP 策定支援においてその目標をほぼ達成した

といえる。

指　標 達成状況

指標１：

首都と全州による CPDP・
CPIP が作成される。

CPDP・CPIP（2011 年版）は首都及び全 24 州で作成済み。指標

は達成された。また、2014 年版 CPDP・CPIP は現在全都・州で

作成中である。

指標２ ：
首都と全州による CPIP
が毎年更新できるように

なる。

プロジェクトが実施した質問票調査結果（州評議会議員回答）

によると、2012 年及び 2013 年ともに全 25 都・州のうち 17 都・

州が更新したと回答している（有効回答 20 都・州）。指標はほ

ぼ達成されたといえる。

指標３： 
首都と全州の CPIP への

地域社会経済状況の変化

をモニタリング・分析で

きるようになる。

PDM 2 に記載される指標入手手段である「CPDP（2014 年版）

の中のモニタリング戦略」は現在作成中である。なお、終了

時評価時点では CPDP（2014 年版）が完成した首都・州はまだ

存在していない。よって、指標は達成されなかった。ただし、

2014 年 5 月の評議会議員選挙後における CPDP・CPIP の法令上
2 

の作成期限は 2016 年 5 月である。また、首都及びすべての州で、

CPDP 策定の最初の段階で作成する全工程のスケジュールを示

す「計画カレンダー」が策定済みであり、評議会により承認も

されている。そのため、同カレンダーに沿って策定プロセスが

今後進行していくものと考えられる。

（２）成果の達成度

成果１は達成された。地方人材育成調査報告書は作成された（1 年次）。また、左記報告

書に基づき地方行政人材育成戦略は作成され（2 年次）、カンボジア側に承認されている。

成果２は達成された。MOI と計画省（MOP）の共同省令 2013 年 10 月 30 日公布により、

CPDP・CPIP の立案・実施管理ガイドラインの改訂は承認された。また、このガイドライ

ンに基づく CPDP・CPIP 立案・実施管理マニュアル改訂版と研修教材の最終案を 2014 年 4
月にカンボジア側に提出。NCDDS の承認の下に、2014 年 6 月から実施された首都・全州

で実施した一連の研修で使用された。

成果３は達成されなかった。本プロジェクトでは、マスター講師研修、首都・州レベル

講師研修、首都・州レベル研修を実施したが、おのおのの知識向上率は順に 15％、23％、

16％であり、指標とされた 25％の向上がみられなかった。

３．評価結果の概要

2
　 政令（Sub-Decree on The Amendment of Article 12 of Sub-decree on Development Plan and Three-year Rolling Investment Program at Capital, 
Provinces, Municipalities, Districts, Khans）では、第 12 条に評議会選挙後 2 年以内に CPDP・CPIP を策定することを定めている。
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３－２　評価結果の要約

（１）妥当性

妥当性は高い。首都と州が CPDP・CPIP を策定することを規定した地方行政法に PILAC 
2 は基づいている。また PILAC 2 は、同法に基づきカンボジア政府が推進中である民主的

地方開発のための 10 カ年国家プログラム（NP-SNDD）における制度と人材強化に寄与し、

NP-SNDD の第 1 フェーズとして D&D 体制の構築をめざす IP 3 において、PILAC 2 は地

方評議員や行政官の能力強化の面で貢献している。わが国の対カンボジア支援において、

ガバナンス分野は国別援助方針における重点分野のひとつとして挙げられ、「法整備・行

政構築プログラム」の一環として事業展開計画に位置づけられている。本プロジェクトは

NCDDS のニーズを満たしており、着実に活動を実施している点は高く評価される。

（２）有効性

有効性は高い。プロジェクト目標はおおむね達成されたといえる。指標１「首都と全州

による CPDP・CPIP が作成される」は達成された一方、指標２「首都と全州による CPIP
が毎年更新できるようになる」はほぼ達成された。指標３「首都と全州の CPIP への地域

社会経済状況の変化をモニタリング・分析できるようになる」については、CPDP（2014 
年版）が現在作成中であり、そこに記載されるモニタリング戦略を確認することができな

いため、指標は達成されなかった。ただし、前述のとおり、CPDP・CPIP の法令上
3
の策定

期限は 2016 年 5 月であり、 PILAC 2 が改訂したガイドライン・マニュアルに基づき、終了

時評価調査で視察した首都及び 2 州ではほぼスケジュールどおり進捗している。以上を踏

まえて、「成果（アウトプット）」と「プロジェクト目標」との間のロジックは適切であっ

たといえる。

（３）効率性

効率性は高い。カンボジア政府側の CPDP・CPIP 策定ガイドラインの完成や承認の遅延

は PILAC 2 の活動に大きく影響を及ぼしたものの、計画していた活動はすべてプロジェク

ト期間内に完了できる見込みである。成果１・２は達成され、成果３の指標は達成されな

かったものの、今後プロジェクトの効果が継続されていくことにより知識は向上していく

ものと考えられる。供与機材は、現時点においても有効に活用されている。本邦研修・第

三国研修も効果的に実施され、カンボジア側にとって将来的に有益な事例を伝えることが

できた。2012 年 1 月の運営指導調査の結果、プロジェクト第 3･4 年次の計画が変更された

ものの、活動内容の変更及び専門家の派遣により柔軟に対応した。

（４）インパクト

インパクトは高い。2014 年の評議会選挙後に、首都と全州で CPDP・CPIP が現在作成

中である。PILAC 2 による質問票調査結果によれば、首都・全州において CPDP・CPIP 立

案・実施管理のための「計画カレンダー（CPDP 策定の最初の段階で作成する全工程のス

ケジュールを示したもの）」が作成され、評議会で承認済みであり、このカレンダーどおり

策定が進むと考えられるため、上位目標の達成見込みは高いと判断した。

上位目標達成以外のインパクトとしては、以下が確認された。

3
　 脚注2 に同じ。
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１）制度・政策面

PILAC 2 は CPDP・CPIP 立案・実施管理ガイドライン改訂を行うこととなり、首都と

州レベルへの行政能力開発支援として、カンボジア政府の D&D 改革に大きなインパクト

を与えている。

２）組織面

MOI 地方行政総局に研修局が新設されることになり、プロジェクトの活動に関わって

きた職員が局長に就任することが決まっている。PILAC 2 より、これまでの技術・能力

を持続的に活用し発展させる体制を整備するように提言してきており、これに対応した

カンボジア側の動きである。

３）ターゲットグループ及びそれ以外へのインパクト

終了時評価で視察した 2 州ではともに、ガイドライン・マニュアルの改訂により

CPDP・CPIP の策定プロセスが円滑になり、かつ、より多くの関係者が積極的に参加す

るようになったとの発言が得られた。また、プロジェクトのターゲットは首都・州で

あったが、その下の行政レベルである D/M/K の開発計画・投資プログラムにもこのガイ

ドライン・マニュアルが参考にされている。

（５）持続性

以下の観点から、PILAC 2 の持続性は中程度と判断される。

１）法律・制度面

今後も政治・経済等の外的要因が安定し推移した場合、地方行政法は維持され、D&D
改革は進む見込みである。NP-SNDD 3 カ年実施計画フェーズ 2（IP 3-II、2015 ～ 17 年）

も開始され、地方行政人材の育成・強化が目標のひとつとなっている。

２）組織・体制面

MOI 地方行政総局（GDLA）に研修局が新設されることになり、プロジェクトの活動

に関わってきた職員が局長になることが決まっている。PILAC 2 に関わってきた PILAC 
2 のための NCDDS ワーキンググループ（NCDDSWG）のメンバーもほとんどが、研修

局に異動となる予定である。職務分掌、業務計画についての詳細も数カ月以内に確定す

ることになっている。

３）財政面

新設される MOI/GDLA の研修局の財政面での持続性については、経常経費には予算が

つくものの、活動費はドナーに頼ることになる。州レベルにおいては、CPIP のプロジェ

クト実施のための財源不足が明らかで、中央省の州レベルにおける各局の年次予算計画

との関連づけや、自主財源の増加を図るなど、何らかの手段を講じる必要がある。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１ ）カスケード方式による研修の実施は、短期間の間に CPDP・CPIP 策定のために必要な技

術や知識を効果・効率的に広めていくうえで機能したといえる。

（２ ）プロジェクト・ディレクターである MOI 長官／ NCDDS 事務局長の強いリーダーシッ

プとオーナーシップに加え、地方行政能力向上プロジェクト（PILAC、2007 ～ 2010 年）

から構築した MOI/NCDDS との強い信頼関係のうえに、PILAC 2 は実施された。例えば、

CPDP・CPIP のガイドライン改訂のために NCDD のメンバーである 2 省による MOI・MOP
共同省令が策定されたことが挙げられる。
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３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１ ）NCDDS の組織改編プロセスに合わせ、当初の予定よりも半年遅れのタイミングにて、プ

ロジェクトは地方行政体（Sub-National Administration：SNA）における組織及び人材に関

する状況分析調査が開始された。

（２ ）地方開発計画策定に関する政策（Policy on Planning System at Sub-National Level）の承

認が遅れたために、CPDP・CPIP 立案・実施管理ガイドラインの改訂作業の開始が遅れた。

CPDP・CPIP（2014 年版）策定スケジュールを勘案し、NCDD の承認の下、改訂作業は政

策の承認前に開始された。しかし、PILAC 2 で作成した改訂ガイドラインの MOI と MOP
の共同省令による承認も遅れたため、プロジェクト活動が 3 カ月遅延することになった。

３－５　結　論

首都と全州において第 1 回 CPDP・CPIP（2011 年版）が策定され、第 2 回 CPDP・CPIP（2014
年版）は作成中である。第 2 回 CPDP・CPIP については、PILAC 2 による質問票調査の結果よ

り、首都・全州において CPDP 策定の最初の段階で作成する「計画カレンダー」が作成・承認

済みであり、このカレンダーどおりに進められるものと考えられる。したがって、PILAC 2 は

その目標である首都と州における開発計画策定能力の向上に貢献していると判断される。妥当

性、有効性、効率性、インパクトはいずれも高い。持続性については中程度である。MOI に研

修局ができたことにより PILAC 2 の活動を継続する組織体制が整ったが、具体的な活動内容及

び活動を実施するための財源については検討中である。首都・州レベルにおいても、CPIP のプ

ロジェクト実施資金は不足しており、今後も継続して資金を確保する努力が望まれる。

３－６　提言・教訓

（１）PILAC 2 を通じて得られた知識・経験の内部化及び更なる発展に向けた努力

PILAC 2 の活動の効果及びインパクトについて確証を得たことから、MOI への内部

化（例：担当部局の新設）によって PILAC 2 の功績を継続することを NCDD に対して提

言するとともに、その功績を更に発展させることによって CPDP・CPIP のガイドライン

やマニュアルを質的に向上させることについても併せて提言する。これら提言の目的は、

NCDD による強力なリーダーシップと中央・地方レベルの関係機関の明確な所掌区分によ

り、地域のニーズに応えることである。特に、MOI における研修局の新設は、NCDD の前

向きな意志の表れであると考えられる。また、（PILAC 2 が実施した）カスケード方式での

研修の実施や CPDP・CPIP 立案・実施管理ガイドラインやマニュアルの改訂に向けた財源

の確保も肝要であることを提言する。

（２） 首都・州レベルにおける CPDP・CPIP の実施に向けた財政的枠組み並びにモニタリングメ

カニズムの拡充

地方行政体（SNA）の財政能力の重要性についてはこれまでも複数の D&D の中核的な

文書によって言及されてきたことであるが、その財源だけでは CPDP の目的の達成や CPIP
のプロジェクトの実施には不十分であるのが現状である。CPDP・CPIP の強固な策定メカ

ニズムの確立のためには、CPIP に記載されているプロジェクトの実施が不可欠である。し

たがって、NCDD 傘下の政府機関は予算策定と CPDP・CPIP の実施との関連性を明確にす

ることを提言する。

上記に加えて、CPDP・CPIP のモニタリングメカニズムも首都・州レベルにおける開発
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インパクトを確保するために必要である。特に、MOI 及び首都・州の行政体が十分な人

的・財政的資源を確保しつつ、現行の CPDP・CPIP の状況を確認するモニタリングメカニ

ズムを強化することを提言する。その理由は、このメカニズムが次期 CPDP・CPIP の形成

に向けたフィードバック及び教訓を提供することになるからである。

（３）NCDD 傘下の政府機関による効率的な調整及びコミュニケーション

今回の調査により、地方レベルの計画策定システムにおいて、NCDD 傘下の MOI、
MOP、経済財政省（MEF）といった関係政府機関の間での調整及びコミュニケーションに

ついて改善の余地があることが確認された。したがって、NCDD 傘下の関係する政府機関

が、実践的かつ現実的な観点からの CPDP・CPIP の改善を目的としたハイレベル会合を適

切な時期に開催することを提言する。
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