
事業事前評価表 

 

国際協力機構社会基盤・平和構築部 

運輸交通・情報通信グループ 

１．案件名                             

国 名： カンボジア王国 

案件名： 車両登録・車検制度の行政制度改革プロジェクト 

The Project for Modernization of Vehicles Registration and Inspection 

Administration System (MVRI)  

２．事業の背景と必要性                  

（1）当該国における道路セクターの開発実績（現状）と課題  

カンボジアにおいて、公共事業運輸省（Ministry of Public Works and Transport: MPWT）

は、陸運局（Department of Land Transport: DLT ）を管轄する運輸総局（General 

Department of Transport: GDT）を通じて、陸運セクターを管理している。カンボジアでは近

年、自動車及び二輪車台数が年間増加率約 20％のペースで急増している。また車両の登

録管理・車検制度に関する法律は制定されているものの政令や省令、罰則が不十分なこと、

及び車両の大半が中古車両であることから、整備が不十分で品質の低い車両が多く使用

されている。このような中、韓国の支援により、2003年に、DLTにおいて車両管理の基本的

な方針と基礎的な IT システムが整備された。しかしながら、本システムは住民台帳なども

含む広範なデータベースであり、車両管理に特化したカスタマイズはできないこと、関係省

庁とのデータ共有は実現できていないこと等の課題がある。このため、依然として適切な車

両登録・車検は行われておらず、カンボジア全国での車両台数、現在の車両所有者などの

正確な情報が把握できないなどの問題が発生している。上記状況から、車両登録・車検制

度を実効性のあるものとするためには、右に関する制度・規則・組織等の強化及びその強

化に必要な IT システム改善が、カンボジア政府にとって喫緊の課題となっている。このよう

な背景から、MPWTは JICA に対し、「車両登録・車検制度の行政制度改革プロジェクト」の

実施を要請した。 

（2）当該国における道路セクターの開発政策と本事業の位置づけ   

2014 年から施行されている「国家戦略開発計画 2014～2018（NSDP：National Strategic 

Development Plan）」における四辺形戦略では、グッド・ガバナンスを中心的課題とし、①農

業分野の強化、②インフラの復興と建設、③民間セクター開発と雇用創出、④能力構築と

人材開発の 4 項目を重点課題として設定している。「②インフラの復興と建設」の重要項目

の一つとして「交通・都市インフラの整備」を掲げており、車検の強化や車検証の発行シス

テムを含む陸運法の整備および厳密な執行を通じた交通安全を重視するとしている。また、

車両登録制度の規定・法規を継続的に執行し、IT システムを活用した車両登録・車検制度

を整備・改善していくことが謳われている。その他にも、道路交通分野で従事する職員の能



力強化、車両登録の時間短縮などが明記されている。したがって、車両管理行政の改善を

目指した本プロジェクトは、同国開発計画の方針および内容に整合するといえる。 

（3）陸運セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績  

日本国政府の援助方針である「対カンボジア王国 事業展開計画」（2015年 4月）では、援

助の重点分野として「経済基盤の強化」を掲げており、その開発課題に「経済インフラの整

備」を取り上げている。全般的に運輸インフラの整備レベルは依然として低く、人材・政策・

制度面を含む経済基盤の強化が課題である。そこで、物流の安定化・効率化を通じた経済・

産業振興を支える国土軸の整備を行うとともに、優先度の高い道路交通（車両登録、車検

含む）を支援するとしている。具体的な協力プログラムとして「運輸・電力インフラ整備プログ

ラム」を設定しており、本プロジェクトも同プログラム内に位置づけられる。同プログラム事業

として「運輸政策アドバイザー（個別専門家）」「プノンペン交通管制システム整備計画（無

償）」「道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト（技術協力）」などが実施されている。 

（4）他の援助機関の対応 

韓国によって電子政府の実現に向けたプロジェクトとして、2001 年～2009 年まで

GAIS(Government Administration Information System)プロジェクト及び PAIS(Provincial 

Administration Information System)プロジェクトが進められた。これらプロジェクトの中で、

MPWTが車両登録検査時に利用する ITシステム構築や、プノンペン市内と 9の地方州をネ

ットワーク接続するための回線敷設が行われた。しかしながら、現在では韓国の支援は終

了しており、ITシステムやネットワークに関する課題に対して、カンボジア政府が十分な対応

が取れない状況が続いている。このため、MPWT による車両登録検査業務の改善のため、

IT システムやネットワークの課題への対処を検討していく必要がある。本プロジェクトでは、

既存 ITシステムを利用し、効率的かつ的確な運用が行えるように改善を図る。 

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、カンボジア全国において、①車両登録制度の強化、②車検制度の確立、③

車両登録・車検 ITシステムの改善、④車検や車両整備にかかる啓発活動の強化を進めて

いくことにより、MPWT による車両管理行政の改善を図り、もってカンボジアの車両登録・車

検の円滑な促進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 

  カンボジア全国 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：MPWT内の DLTスタッフ（103名1） 

間接受益者：車両利用者 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

                                                        
1 車両登録課、車検課、運転免許課、クロスボーダー運輸課、研究・データ収集課などのスタッフが含まれ

ている。また、GDTには総計 153 名、MPWT全体で 3,436 名のスタッフが在籍する（2015年 12月現在）。 



  2016年 7月～2019年 7月を予定（計 36 ヶ月） 

（5）総事業費（日本側） 

  約 3.9億円 

（6）相手国側実施機関 

  MPWT 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

   ア．専門家派遣（約 140 M/M） 

 チーフ・アドバイザー/車両登録・車検政策 

 事業運営管理 

 車両登録制度 

 車両登録計画 

 車検制度 

 車検計画 

 ITシステム分析・計画・改善 

 ITネットワーク技術 

 モニタリング 

 PR活動 

 業務調整 

 その他（必要に応じて） 

イ．本邦／第三国研修（受入分野：車両登録・車検政策など） 

ウ．機材供与 

エ．現地活動費 

 2）カンボジア側 

   ア．カウンターパートの配置 

 プロジェクト・ダイレクター（MPWT長官） 

 プロジェクト・マネージャー（GDT総局長） 

 カウンターパート（MPWT（特に DLT）スタッフ） 

イ．プロジェクト実施に必要な専門家執務室および施設設備の提供 

ウ．プロジェクト実施に必要な経費 

エ．運営・経常経費 

 電気、水道および通信 

 その他、必要に応じて 

（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（A, B, Cを記載）：C 



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）上、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 

  特になし。 

3）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 

ア．個別専門家「運輸政策アドバイザー」（2006-） 

イ．民間連携事業「技術人材育成を通じた高水準な自動車整備技術者普及促進事業」

（2015-2016） 

ウ．無償資金協力「プノンペン交通管制システム整備計画」(2015-2017) 

2）他ドナー等の援助活動 

   特になし。 

４．協力の枠組み              

（1）協力概要 

 1）上位目標と指標 

  カンボジアの車両登録・車検が円滑に促進される。 

  (指標) 

１．車両登録に対する車検の割合が、年間 XX％以上に達する 

２．MPWTによって認可された車検場2（登録業務含む）の数が、国内で XX3か所以上と

なる。 

2）プロジェクト目標と指標 

  MPWTによる車両管理行政が改善される。 

  (指標)  

１．車両登録証明の発行数が XX件以上、車検証の発行数が年間 XX件以上となる。 

２．車両登録手続きを体験した所有者の満足度が、平均で XX％以上に達する。 

３．MPWT によって認可された車検場で車検サービスを受けた所有者の満足度が、平

均で XX％以上に達する。 

 3）成果 

１．車両管理行政タスクフォース定例会議、車両登録ガイドラインの承認を通じ、車両 

登録制度が強化される。 

                                                        
2 2016 年 4 月頃を目処として、新しい車検場がクロティ州およびカンポンスプー州に設立される予定である（2015

年 12 月現在）。 
3 プロジェクト開始後、第一回合同調整委員会（JCC）会議において数値もしくは設定時期を確定させる。その他の

目標値も同様。 



２．車検ガイドラインの承認を通じ、車検制度が確立される。 

３．車両登録・車検 ITシステムが改善される。 

４．MPWTによって推進される利用者を対象とした車検、車両整備など 

に関する啓発活動が強化される。 

５．前提条件・外部条件                         

（1）前提条件 

 車両登録・車検に関与するカウンターパート以外の政府機関および民間セクターが、

本プロジェクトの内容を理解する。 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

1）プロジェクト目標達成のための外部条件 

 本プロジェクトで育成された MPWTスタッフが、各担当部署で業務を継続する。 

2）上位目標達成のための外部条件 

 車両登録・車検業務にかかる予算が、カンボジア政府によって継続的に配賦され

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 

「マラウイ国 中規模灌漑開発プロジェクト（MIDP）」では、異なる省庁と良好な協働関係

を築くことが重要であるとしている。各関係機関が単独で活動を遂行しても、プロジェクトに

よる高い効果は発揮できず、プロジェクト活動の円滑な実施を阻害する要因になりかねな

いため、連携可能な枠組みを設定する必要性が述べられている。 

また、韓国が実施した「GAIS プロジェクト」「PAIS プロジェクト」では、IT システムに特化し

た支援を実施したが、IT システムの維持管理に関する技術移転が不足しており、カンボジ

ア政府が十分な対応が取れない状況となっている。 

（2）本事業への教訓 

  上述の結果を受けて、車両登録・車検制度および IT システムの改善において、関係省庁

間の協働関係を構築できるように、車両管理行政タスクフォースという枠組みを設置し、関

係者間の連携を促していくことになっている。本プロジェクトにおいても、上述の教訓を有効

に活用することで、関係省庁間の協働関係を構築し、制度改善を図り、ITシステムを改善、

IT システムの維持管理に関する技術移転を実施することで、本事業の円滑かつ効果的な

実施を目指すこととする。 

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 

事業開始２か月  ベースライン調査 

事業終了３年後  事後評価 

 


