
 

事業事前評価表 

 

国際協力機構産業開発・公共政策部行財政・金融課 

１．案件名                                                 

 国 名： カンボジア王国 

 案件名： 和名 租税総局能力強化プロジェクトフェーズ２ 

 英名 Project for Capacity Development of General Department of Taxation (GDT)  

under the framework of PFM Reform, Phase 2 

２．事業の背景と必要性                                       

 (１）当該国における税務行政分野の現状と課題 

カンボジア王国（以下「カンボジア」）では、経済成長等を背景に税収が増加してきたが、

他の東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国と比較すると、申告納税制度に基づく税務行政が不

十分なうえ、納税者の納税意識の低さも相まって国税の税収割合は低い。2008 年秋には国

税局が租税総局（GDT）に昇格し権限が拡大され、近年、GDT は納税者に対し推計課税制度

から申告納税制度への移行を推進している。これを受け、GDTにおける納税者サービスの向

上は喫緊の課題となっている。 

GDT は、2004年より実施している JICA技術協力プロジェクト「国税局人材育成プロジェ

クト」のフェーズ１およびフェーズ２（2004 年～2010年）を通じ税務調査、納税者サービ

ス、簿記会計等に関する知識の向上を中心とする職員の能力開発に取り組んできた。その

結果、GDT職員の全体的な能力は改善されたが、歳入強化を達成するための実務能力の向上

や業務遂行上の行動変革には、長期専門家による現場での実践的な訓練や日常のアドバイ

スを通じた組織能力の強化が不可欠であることが、上記プロジェクトの教訓として指摘さ

れた。加えて、GDTは拡大された権限に見合う機能を果たすべく、より一層、税務調査や納

税者サービス、これらを支える内部事務、人事管理を組織的に強化することが求められた。

これらの課題を踏まえ、JICA は 2011 年 9 月から「租税総局能力強化プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）を開始し、GDTをカウンターパート（C/P）機関として、2011 年 9月か

ら 2014 年 9月までの 3年間の予定で実施し、2015年 7月まで延長されている。 

カンボジアでは、さらなる歳入増加および納税者サービス向上を目指すべく中期歳入動

員戦略（2014-2018）が2014年に開始し、実施されている。フェーズ１で開発した「よくあ

る質問集（FAQ）」や納税者のニーズを把握するために導入した納税者満足度調査について

は、ある一定のGDT職員の能力向上に貢献したものの、今後もさらなる支援の強化が期待さ

れている。併せて、フェーズ１の課題でもあったGDTへの組織的な知識の蓄積や共有に関し

ては、引き続きフォローが必要である。 

上記のとおり、GDT職員への能力向上は依然として急務の課題であり、今後推計課税制度
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から申告納税制度への移行を推進する上で、カンボジア政府より「租税総局人材育成プロ

ジェクトフェーズ２」が要請された。 

 

（2）当該国における税務行政分野の開発政策と本事業の位置づけ 

 本事業は、以下のような国家政策と合致している。 

・「四辺形戦略」（2012 年）（フェーズ３）及びその実施計画である「国家戦略開発計画」

（National Strategic Development Plan: NSDP）（2014-2018）において、「グッドガバナ

ンス」を開発の中核と位置づけており、それを促進するための重点政策として、「環境面に

おける持続性を含む、良好なマクロ経済及び財政状況」を重視している。 

・NSDP では上記の四辺形戦略を達成するための具体的戦略として、「関税及びその他徴税に

関わる行政官の能力向上、納税者の銀行預金手続きの簡素化、税務調査の強化、効果的な

徴税のための徴税機能の強化、関税及びその他徴税に関わる行政官の監督強化を通じた税

務行政の強化」を掲げている。 

・「公共財政管理プログラム」（2005-2025）においても、「税制の近代化」がカンボジアの

喫緊の課題であるとしている。 

・徴税機能の強化を目的とした「歳入動員戦略」（2014-2018）では、「歳入行政および歳入

予測の改善」が 3 本柱の１つとして重視されており、効果的な税務行政のためには、納税

者に対する「サービス重視のアプローチ」と「危険性調査及びその他の検証プログラム」

が重要であるとしている。 

 

(3)税務行政分野に対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

 我が国の対カンボジア国別援助方針における 3つの重点分野のうち、「ガバナンスの強化」

に貢献しうる協力であり、本事業は我が国の援助方針と合致している。この中では、財政

に関する透明性の向上、徴税能力の強化、地域統合への対応を促進するため、公共財政管

理、国税及び関税分野の政策・制度改善・人材育成に資する支援を行うことの重要性を掲

げている。 

 

(4)他の援助機関の対応 

 税務行政分野の支援を行っている援助機関は、JICA の他、米国財務省、国際通貨基金「 

IMF」、経済協力開発機構「OECD」などがある。米国財務省は、建設・国際運輸・通信業の

税務調査マニュアルの整備支援、IMF はリスク管理と調査選定、査察制度導入に係る支援

を実施している。また、OECD は移転価格課税の支援を行っている。またスウェーデン財務

省は、新たに GDT への支援を実施する予定で、本年８月からニーズ調査を実施する予定で

ある。本事業は納税者サービス向上に資する協力内容となっていることから、他の援助機

関との協力の重複はない。 
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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、カンボジアにおいて、カンボジア租税総局（GDT）職員に対し納税者サービス

向上のための戦略策定、納税者への租税情報提供及び業務改善に係る能力強化を行うこと

により、GDTが提供する納税者サービスの改善を図り、もって申告納税者の増加に寄与する

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（パイロットサイトとして、一部地方の税務支署での活動も計画されてい

る。） 

(3)本事業の受益者（ターゲットグループ）  

 直接受益者：カンボジア租税総局職員 

 間接受益者：カンボジア全国民（約 1千 5百万人）、（日本を含む）海外企業 

(4)事業スケジュール（協力期間） 

2015年 8月～2018年 8月を予定（計 36ヶ月） 

(5)総事業費（日本側） 

 2.8億円 

(6)相手国側実施機関  

和名 カンボジア経済財務省租税総局 

 英名 General Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance 

(7)投入（インプット） 

1) 日本側 

  ①専門家派遣 

直営長期専門家（チーフアドバイザー／納税者サービス、業務調整／人材育成）- 

36 M/M 

短期専門家（国税庁職員、業務実施契約により以下の各分野を想定） 

- 税法 

- 税務相談 

- 租税教育／広報 

- モニタリングおよび評価 

- その他必要に応じて 

 ②本邦研修および第三国研修 

研修員受入 

2）カンボジア国側 

カウンターパートの配属 

- プロジェクト・ディレクター（租税総局、総局長） 

- デピュティー・プロジェクト・ディレクター（租税総局、副総局長） 
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- プロジェクト・マネジャー（租税総局、副総局長） 

- プロジェクト・コーディネーター（議長：租税総局、人事管理・財務局長、副

議長：法務・統計局チーフ、メンバー：法務・統計局職員） 

- ワーキンググループ 

- 円滑な実施のため必要な事務スタッフ 

- 電気、水道、通信などのための経常費用  

- セミナー／研修に関する費用 

- 研修実施候補者の配置 

- 専門家用執務室 

- ワークショップとセミナー用の会議室、 

- 執務室、事務用機器 

 

(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 

②カテゴリ分類の根拠 

環境改変を伴う活動は含まれていない。 

2)ジェンダー・平等推進・平和構築・貧困削減 

 C/P の選任や研修機会の提供において、GDT 側が、職員の男女比や、個々人の事情等を

反映・考慮した処遇・配属ができるようプロジェクト期間を通じて留意する。 

 

 (9)関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

税務行政に関する支援を以下のとおり実施している。 

a) 技術協力プロジェクト 

租税総局能力強化プロジェクト（2011～15年） 

b) 個別専門家派遣 

関税政策・行政アドバイザー（2009～2017年） 

税関リスクマネジメントデータベース支援アドバイザー（2013～14年） 

c) 国別研修 

財政・金融強化のための人材育成（2014～16年） 

d) 課題別研修（ISTAX、一般、上級） 

2）他ドナー等の援助活動 

   カンボジア租税総局に対し米国財務省（US Treasury）、国際通貨基金（International 

Monetary Fund）などのドナー支援が行われている。 
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４．協力の枠組み                                            

（1）協力概要 

1） 上位目標： 

1. 納税者サービスの向上により、申告納税者が増える。 

2. 納税者の税に対する意識と理解が高まる。 

3. GDT の人材配置がより効率的になる。 

指標： 

1. 申告納税者数が増加する。 

2. GDT のウェブサイト上に設置したアンケート調査の結果が向上する。 

3. 申告納税制度に従事する GDTの職員の数が増加する。 

 

2） プロジェクト目標： 

GDT が提供する納税者サービスが改善される。 

指標： 

- 納税者から受け取ったポジティブ／ネガティブフィードバックの数。 

- 納税者に対する満足度調査の重要業績指標（KPI）のうち、礼儀正しさ、プロフェッシ

ョナリズム、一貫した説明、迅速さ、平均待ち時間について、活動 1.3 で設定した水準

以上を確保する。 

- 納税者向け関連サービスの提供実績。 

 

3） 成果 

成果１：納税者サービス向上のための戦略を定める。 

成果２：税に関する情報が、納税者に効果的に提供される。 

成果３：申告納税システムのワークプロセスが向上する。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                                        

（1）前提条件 

- 異動や配置転換等による過度な人材配置の変更が行われない。 

- カンボジア政府が現在実施中の税制改革政策に大きな変更がない。 

- GDTがメディアの利用に対する財政的負担を行う。 

 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

【活動に対する外部条件】 

1. DTSTA（納税者サービス・延滞税管理局）のもとに、税務相談室が設置される。 

2. 簡易記帳の推進を、関係者が支持する。 
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【プロジェクト目標に対する外部条件】 

カンボジア政府が、以下の継続的な取り組みを行う 

(1) 納税者が推計課税制度から、申告課税制度に移行するため、より多くのインセンテ

ィブを提供する。 

(2) 現在行われている申告課税制度に移行するための執行水準を維持する。 

(3) 未登録者と無申告者に対する具体的方策を実施する。 

【上位目標に対する外部条件】 

- カンボジア経済に大きな変化がない。 

- 大きな税制改正がない。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、カンボジアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

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                           

(1)類似案件の評価結果 

本事業の先行案件である、カンボジア「国税局人材育成プロジェクト（フェーズ２）」（協

力期間：2007年 6月～2010年 6月）の終了時評価では、教訓として、組織の能力強化を達

成するために、技術移転の成果の共有や日常業務への適用、体系的な人材育成体制の確立

などを支援する具体的な活動や投入を組み込んだプロジェクト・デザインが必須であるこ

とが指摘されている。 

 

(2)本事業への教訓（活用） 

1) C/P 側の実施体制／プロジェクト活動に関連性の高い人員配置の必要性： 

・GDTでは複数のワーキンググループ（WG）やタスクフォース（TF）が部署を跨って構成さ

れており、プロジェクトへの参加が物理的に難しいことがあった。C/P機関の能力向上を目

指す上で、プロジェクト活動を本来業務として担えるような人員を配置することは必要不

可欠であることから、C/P側のプロジェクト実施体制について、本事業の開始に先立ち事前

に十分協議する必要がある。 

2) リソースの制約に応じたプロジェクト設計： 

・先行フェーズにおいて、設定された業務量に比して投入が十分でなかった点（1名の技術

アドバイザー及び 1 名の業務調整）を踏まえ、投入できる人員（リソース）に制約がある

場合は、実現可能なプロジェクトの枠組みを設計できるよう、JICA および C/P 機関は十分

に議論する必要がある。 

3) C/P 機関の既存の計画の一部に、プロジェクト活動を組み込む： 

・プロジェクトの実施機関の業務効率性を最大化し、また、プロジェクトの成果の持続性
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を確保するためには、プロジェクトで実施する活動を戦略計画や予算を伴った年間活動計

画など既存の計画の一部として位置づけることが必要である。 

・人員配置や予算措置などを含む実施体制の検討についても、プロジェクト活動の一部と

して盛り込む必要がある。 

4) 公共財政管理の視点の導入： 

・プロジェクトで実施する技術協力活動にあたっては、平成 25年 3月 15日付（改訂：2015

年 4 月 30 日）「公共財政管理分野における JICA 技術協力の効果的な実施のための行動規

範」を踏まえ、相手国の公共財政管理制度を把握した上で、中長期的な視点の下、C/Pの能

力向上支援を行うことが肝要である。具体的には、本事業で継続して実施する納税者セミ

ナーにおいて、C/P 側の旅費及び会議費等についてカンボジア政府の予算計画書に予算を計

上するよう同政府に強く求める。 

 

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 

実施中 2回／年   モニタリングシートを用いて活動の合同レビュー 

事業終了 3年後  事後評価 

 

以 上 
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