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JICA では、相手国の重要課題に的確に対処していくために、国ごとに状況や課題が異な
ることを前提としつつも、開発課題の全体像と課題に対処する効果的なアプローチを体系
的に整理し、協力方針を明らかにする「課題別指針」を作成しています。地方行政分野で
は、2007 年 8 月に『開発課題に対する効果的アプローチ－地方行政』が発刊されましたが、
今般地方行政に係る課題を更に掘り下げ、資金協力を含めた支援の効果的アプローチを再
構築する形で改訂した「課題別指針」を作成しました。
本指針では、「地方行政」を「地方にある政府の執行機関のあり方」として、中央政府と
は独立した「地方政府」と地方で行政サービスを提供する「中央政府の出先機関」の総体
と定義し、とりわけ途上国の地方行政が抱える課題を体系的に整理し、JICA として支援す
るにあたっての留意点を整理しました。地方分権化は、住民に一番近い行政機構である地
方行政機関に権限移譲をする政策・制度として、支援を検討するにあたって踏まえるべき
ひとつの背景・前提条件としてとらえるべきものとしていますが、支援の目的は地域ニー
ズに応じた行政サービスをより効果的・効率的に実施することとしています。そのために
効果的な地方行政制度を整備すると同時に、その制度を運用し、行政サービスを実施して
いくための行政能力の向上を支援の柱としています。
なお、本課題別指針は、主に地方行政の制度構築や能力向上そのものを目的とする支援
に係る指針を示したものです。他方で、セクターサービスの改善をめざす案件についても、
中央－地方関係、地方行政の権限・能力を踏まえた支援のあり方を検討する必要がありま
す。こうしたケースについては、別途刊行される『行政機構診断ハンドブック』をご参照
頂き、案件形成・実施運営において相手国の行政機構のどういった点に配慮していけばよ
いかを把握頂ければと思います。
このように、
『行政機構診断ハンドブック』と併せて、本課題別指針が、JICA のプログラ
ム・プロジェクト形成や案件マネジメントの一助となり、相手国や他ドナーとの協議の場
における JICA の課題に対する考え方を説明するための参考として活用されることを心より
願っております。
平成 21 年 12 月
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要 約

第 1 章 地方行政の概況
１－１ 地方行政の定義
「地方行政」とは、「地方にある政府の執行機関のあり方」を指す。つまり、中央政府
とは独立した行政・立法機関を有し、行政サービスを提供する「地方政府」及び地方で行
政サービスを提供する「中央政府の出先機関」の総体が「地方行政」と定義される。

１－２ 地方行政の現状と課題
１－２－１ 世界的な地方分権化の歴史的背景
地方分権化は、地域住民の最も近くに位置する地方行政機関に権限を移譲することにより、
地域ニーズの把握と事業への反映を可能にする方策として、世界の数多くの国々で推進さ
れている。1970 年代から 80 年代以降には、主に欧州大陸諸国において、地方自治の推進を
めざした「民主主義的分権化」がみられた。一方 1980 年代初頭からは、英米を中心に英連
邦諸国では New Public Management（NPM）が台頭し、民営化と規制緩和の促進により行政
の効率化を図る「新自由主義的分権化」を開発途上国にも求める動きが出てきた。

１－２－２ 地方分権化の多様な動向
実際の地方分権は、先進国・途上国ともにこれら両方の側面が混在した形で進展してきて
いるのが実状である。日本においても 1990 年代以降、機関委任事務制度の廃止や「三位一
体の改革」の実施、「地方分権改革推進法」の制定など、地方分権に係る議論が活発に続
けられている。

１－２－３ 開発途上国における地方分権化の特徴
開発途上国の多くは、先進諸国と違い、国レベルの制度、財政、人材（能力）も十分に整
わないまま先進国と同様の方法で分権化が急速に進められた結果、地方行政の体制及び能
力ともに非常に脆弱である。

１－２－４ 開発途上国における地方行政の課題
（１）地方行政制度の課題
開発途上国においては、急速な分権化の推進により国・地域の状況を無視して地方行政
制度がつくられたため、地方政府の受け皿能力の不足や技術支援体制の欠如といった混乱
を来した国もある。そのため、相手国の実状にあった地方行政制度の整備が求められてい
る。
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（２）地方財政の課題
開発途上国においては、実際には業務権限に見合った財政が配分されていない場合が多く、
地方の財政管理の経験・能力も概して不足している。また、複雑な予算のしくみと、中央
財政の逼迫も相まって、計画と予算の連動不足、中央からの予算措置の遅滞などが課題と
なっている。したがって、地方行政制度の整備とともに、地方財政の整備を行っていく必
要がある。

（３）地方行政能力・人材の課題
地方への業務権限配分に際しては、配分された権限に見合った地方の受け皿の整備（人員
数の増加及び能力の向上）が不可欠である。地方の人材育成における中央の役割は比較的
大きく、中央からの技術支援や地方行政官に対する研修実施のほか、オンザジョブ・トレ
ーニング（OJT）を通じての地方の人材育成効果も期待されている。

１－３ 国際的援助動向
1990 年代には、構造調整プログラムがアフリカで成果を生まなかった反省から、行政の
効率性とアカウンタビリティの向上や住民参加の促進といった「グッド・ガバナンス」の
実現が期待され、重債務貧困国（Heavily Indebted Poor Countries：HIPC）イニシアティブに
よる貧困層に直接資する施策として、地方分権化及び地方行政の向上が促進された。2000
年代に入ると、欧米ドナーを中心とした財政支援型援助への移行に伴い、地方分権化の政
策形成及び実施に関与する一方、地方政府の行政サービス及び能力強化に必要な予算をバ
スケットファンドという形で地方政府に直接流しているケースもみられている。欧米ドナ
ー諸国では、これまで「分権化ありき」の支援をしている傾向が強かったが、近年の急激
な分権化による開発途上国の混乱等の経験を踏まえ、「分権化は必ずしも万能ではなく、
国・地域の状況に応じた長期的な取り組みが必要」との認識が広がっている。

１－４ わが国の援助動向
1－４－１ わが国の援助方針
わが国の援助方針においては、新 ODA 中期政策（2005 年 2 月発表）では、「人間の安全
保障」の視点を打ち出し、その実現に向けた援助のアプローチとして、「地域社会を強化
する援助」をあげている。さらに、新 ODA 大綱の重点課題のひとつである「持続的成長」
に関し、「地方行政の行政能力の向上」の重要性を指摘している。

１－４－２ JICA の援助動向
（1）JICA の地方行政支援の歴史
これまでの JICA の地方行政分野における協力は、古くは 1964 年より中央政府の視点か
ら見た「地方行政」の集団研修が実施されてきたが、近年においては、県や市町村の業務
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や市民社会活動、参加型地域開発などのコースが増えている。技術協力プロジェクトにお
いて「地方行政」の能力向上が第一義的に取り上げられたのは、1990 年代後半から 2000 年
代初頭になってからのことである。現在では、地域社会開発に携わる中央政府、地方政府、
住民、大学、NGO などの様々な関係者に複層的に働きかけ、連携関係を構築することで課
題を克服する効果が認められている。また有償資金協力においても、政策金融を通じた地
方自治体の資金調達への支援や、地方分権化の推進や枠組みの改善を促す開発政策借款を
世界銀行との協調融資の形で実施するなどの例がある。

（2）JICA の地方行政支援の特徴
これまでの地方行政分野の協力を課題の面からみると、地方制度の構築や改善（変更）を
直接の目的とした支援の実績は少なく、人材育成や地方行政の運営に係る取り組みが多い。
JICA は必ずしも「分権化ありき」のスタンスでの支援を行っているのではなく、相手国の
問題意識やオーナーシップに沿った柔軟な制度の選択に基づいた支援を実施してきている。

第２章 地方行政に対する効果的アプローチ
２－１ 地方行政支援の目的と課題
地方行政に対する支援の目的は、地方行政の制度整備と能力向上を通じて、地域のニー
ズに応じた行政サービスをより効果的・効率的に実施することにある。

２－２ 本指針で扱う範囲
この指針では、地域ニーズに応じた行政サービスをより効果的・効率的に実施すること
をめざして、地方行政の制度構築・能力向上そのものを目的とする支援を取り上げるもの
である。対象とする主なアクターとしては、「地方政府」のみならず、「中央政府の出先
機関」もとらえるとともに、地方行政運営に影響を及ぼす「中央政府」や「地域住民・組
織」などについても念頭に置きつつ議論することとする。

２－３ 地方行政に対する効果的アプローチ
２－３－１ 「開発課題体系図」の作成方法
本指針では、援助機関として支援できる範囲を考慮して、JICA 地方行政関連プロジェク
トの実績をベースに、「国情に合った地方行政制度の整備」と「地方行政の計画・実施能
力の向上」の 2 つを開発戦略目標とする課題体系図を構成した。
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地方行政 開発課題体系図
開発戦略目標
（スーパーゴールレベル）
１．国情に合った地方行政
制度の整備

中間目標
（上位目標レベル）
1‑1 中央―地方関係の適
切な枠組みの整備

1‑2

1‑3

1‑4

２．地方行政の計画・実施
能力の向上

2‑1

2‑2

2‑3

地方財政制度の整備

地方行政を支える行
政官の育成制度の整
備

政府間の連携･協力
体制の整備

地域ニーズを反映し
た計画の策定

地域ニーズにこたえ
る行政サービスの提
供

地域社会との協働に
よる地域経営

中間目標のサブ目標
（プロジェクト目標レベル）
1‑1‑1 中央―地方関係の方向性と地
方行政のビジョンの形成

サブ目標の達成手段の例
○問題意識の醸成促進
政策研究への支援

1‑1‑2

中央―地方関係の枠組み整備

1‑1‑3

地方行政サービスの権限と基
準の整備

1‑2‑1

地方財政政策の枠組み整備

1‑2‑2

地方政府への財政移転制度の
整備

1‑2‑3

地方財政システムの整備

1‑3‑1

地方公務員制度の整備

×地方公務員制度の整備

1‑3‑2

地方公務員の研修制度の強化

1‑4‑1

地方行政に対する中央政府の
情報提供･支援能力の向上

1‑4‑2

自治体間協力制度の整備

研修実施･管理システムの整備
研修関連機関間の協力制度の整備
地方行政担当中央行政官の研修事業関連能
力の向上
○研修機関の研修開発能力の向上
研修内容の改善
中央政府の地方政府への情報提供能力の向上
中央政府の地方政府への指導能力の向上
中央政府による地方政府の技術指導のシステムの
整備
中央政府/出先機関と地方政府の情報共有･連携
強化
○自治体間協力ガイドラインの整備
自治体連合組織の職員研修

2‑1‑1

地方行政官の地域開発計画策
定･運営管理･モニタリング能
力の向上

○地方行政官の地域開発能力の向上
セクター間の整合性調整能力の向上

2‑1‑2

地域の情報、資源に基づいた
地域開発計画策定手法の確立

2‑1‑3

開発予算の計画策定、管理、
執行能力の向上

地域社会経済のデータベース整備
○開発計画策定モデル･手法の形成
開発計画策定モデル･手法の改善
中央、セクターレベルの政策と地域計画との
調整
×開発予算管理システムの整備
開発予算管理の研修

2‑2‑1

行政サービス提供の仕組みの
整備

2‑2‑2

行政サービスの効果的･効率的
な提供

2‑3‑1

地域ステークホルダーの活動
を促進する行政の支援体制の
整備

2‑3‑2

地方行政の透明性と説明責任
の確保

2‑3‑3

地方行政の運営における地域
のステークホルダーとの連携
の促進

地方分権に伴う問題･課題の分析
地方行政担当省庁への技術的･政策的助言
行政サービスの権限･基準の整備
地方財政基本政策策定
財政平衡交付金制度整備
地方財政に関するデータベースやソフトウェア
の構築及び普及支援

各セクターとの連携による行政サービス提供の仕
組みの整備
セクター別の行政サービス提供の長期計画策定能
力の向上
Informationa and Communication Technology
（ICT）能力の向上支援
民営化、民間委託などを通じた行政サービス提供
の向上･効率化
地方行政機関の業績評価･マネジメント
コミュニティ主体の開発の推進
NGOの能力強化支援
監査機能の整備･強化支援
広報公聴機能の整備･強化支援
議会機能の向上支援
住民参加の促進
○行政官のファシリテート能力の向上
住民と行政官の協働能力の向上

「サブ目標の達成手段の例」の○、無印、×のマークはJICAの取り組み状況を次のとおり表す。
○ ： JICAの地方行政分野の協力事業として特に実績のあるもの
無印 ： JICAの協力事業の目標として具体的な投入実績のあるもの
× ： JICAの協力事業において事業実績がほとんどないもの
なお、これらのマークはあくまでJICAの取り組み状況から投入実績の目安を示すために付したものであり、×の項目
が協力内容として不適切である、という意味ではないことに留意のこと。ただし、実績がないためJICAの新たな取り
組みとして協力に含めることでチャレンジングな内容になる可能性はある。
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２－３－２ 地方行政に対する効果的アプローチ
開発戦略目標１ 国情に合った地方行政制度の整備
地方行政機関が与えられた権限に基づいて地域のニーズに合った行政サービスの提供や
事業の実施を効果的に実施できるための制度整備が課題となっている。

中間目標１－１ 中央・地方関係の適切な枠組みの整備
開発途上国自身が、地方行政に関する問題意識を醸成し、国民の意見やニーズを汲みな
がら、国の実情に合わせた制度へのビジョンを形成することが重要である。

中間目標１－２ 地方財政制度の整備
中央と地方の権限関係を明確にし、地方が与えられた権限に基づいて行政サービスの提
供や事業の実施ができるように地方財政の枠組みを整備していくことが必要である。

中間目標１－３ 地方行政を支える行政官の育成制度の整備
地方における行政サービスの提供においては、その担い手である地方行政官の育成が重
要になるため、地方公務員制度や地方公務員の能力向上を目的とした研修制度の整備など、
中央政府による地方行政官の人材育成の役割が必要になる。

中間目標１－４ 政府間の連携・協力体制の整備
地方行政制度を整備するにあたっては、地方政府に対する財政的支援のほかに、中央政
府による地方政府に対する技術的な支援や情報提供の機能、地方において活動している行
政機関間若しくは地方政府間の情報共有や連携を強化することが重要である。

開発戦略目標２ 地方行政の計画・実施能力の向上
地方分権化が実施されている国においては、地方行政機関が委譲された機能と権限をも
とに、行政サービスの提供や地域開発の事業を計画・実施し、運営する能力を高めること
が必要である。

中間目標２－１ 地域ニーズを反映した計画の策定
地方分権化が進展する前は地域の開発計画の立案が中央政府によりなされてきたことか
ら、地域開発における地方行政官の計画策定、運営管理、モニタリング能力の向上が必要
である。計画立案にあたっては、地域の情報や資源に基づくとともに、地域のステークホ
ルダーが参画し、地域のニーズやイニシアティブに基づいた開発計画の策定が求められる。
また、策定された計画に基づいて予算を獲得して事業を実施していくための調整、管理能
力の向上も求められる。
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中間目標２－２ 地域ニーズにこたえる行政サービスの提供
地域の住民・組織に直接接する末端機関としてサービス提供を担っている行政官が効果
的・効率的な行政サービスを実施するために、地域のニーズや声に基づき、地域ステーク
ホルダーとの協働による行政サービス実施の仕組みを整備していくことも課題である。

中間目標２－３ 地域社会との協働による地域経営
地域の発展を促すためには、地方行政だけでなく民間や大学、NGO、住民組織など多く
のステークホルダーとの協力と協働が必要である。一方、議会や NGO、メディアなどのチ
ェック機能が確保されるようなローカルガバナンスの仕組みを整備することや、政策決定
や予算管理における地方行政の透明性と説明責任を確保する仕組みを整えることも課題で
ある。

２－４ 資金協力による地方行政支援
（１）地方財政制度の整備の強化
有償・無償資金協力を活用し、地方の資金調達メカニズムの整備を支援する形で、地方
財政支援を強化することができる。実際に資金を投入することにより、地方財政の制度を
実際に運用し、教訓を得ながら改善していくことが可能となり、さらに、地方行政機関の
財政管理能力の向上を図ることも可能となる。

（２）政策枠組みの検討への参加
資金協力によるバスケットファンド等への資金供与は、ドナー協調による政策枠組みに
参加するための｢手段｣として有効であり、かつ資金協力に特徴的な方法である。一方で、
当該枠組みへの参加に際しては、適切なタイミングを考慮する必要があるとともに、相手
国プログラムの内容・質の妥当性につき事前に十分な検証を行うことが重要である。

（３）地方公務員制度の運営の促進
円借款を通じた財政支援により、教員や保健従事者など公務員の待遇に関する制度運営
及び改善に向けて、当該国政府が主体的に予算化を図る動きを支援することを通じて、公
務員にとってのインセンティブを創出し、サービスの質の向上を図ることができる。

（４）地方における社会基盤（インフラ）の整備
資金協力を通じた地方政府のプロジェクト支援や財政支援により、地方の社会基盤整備
事業の予算化を促進することができる。また、事業化に伴い発生する調達・契約及び施工
監理業務における地方行政機関の能力向上も可能となる。整備された社会基盤を活用する
ことにより、地方行政機関が提供するサービスの質、量の向上を図ることも可能となる。
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第３章 JICA の協力の方向性
３－１ 基本的な考え方
（１）地域に裨益する行政サービスの実現
地方行政支援の目的は、必ずしも地方分権化そのものの促進にあるのではなく、地方行
政を通じてより良い行政サービスを地域の住民・組織に届けることにある。開発途上国の
地方行政の支援に際しては、行政内部の能力向上にとどまらず、地域住民との信頼関係の
構築、民間や大学・NGO との連携強化といった、地域に効果的・効率的に行政サービスを
届けるための仕組みを支援のなかで形成することが重要である。

（２）中長期的な視点に立った支援
地方行政制度改革は、国のあり方の骨格を形成するものであるため、その支援に際して
は、相手国政府が高いオーナーシップを有して改革に取り組んでいることが不可欠である。
相手国が方向性模索の段階にある場合は、問題意識醸成型の協力から始め、じっくりと相
手国のオーナーシップを醸成することが大切である。一方、相手国が制度改革の途上にあ
る場合は、流動的な要因が比較的多く存在することから、中長期的な方向性をもちつつも、
協力全体をいくつかの段階別のプロジェクトに分け、それぞれの段階ごとに状況の変化や
成果の達成状況を確認したうえで次の協力を検討する必要がある。また、地方行政分野は
政治的要因の影響を受けやすいため、相手国の試行錯誤を経ながらプロセス支援に取り組
んでいくことも重要である。

（３）制度と能力のバランスを考えた支援
地方行政分野における課題は相互の関連性が高いため、課題間の関連性を認識したうえ
で支援を実施していくことが重要となる。制度整備においては、受け皿の整備状況に応じ
た漸進的なアプローチが重要となり、能力強化についても、必要に応じて制度整備に対し
て働きかけることも検討する必要がある。

（４）複層的な働きかけ
地方行政支援に際しては、制度整備と能力向上のバランスを常に考えていく必要がある
ため、働きかけるべき対象はおのずと複数となる場合が多い。そのため、有効な地方行政
支援を行っていくためには、単一のステークホルダーのみに働きかけるよりも、複層的な
レベルをステークホルダーとして設定し、働きかけていくことが有効である。
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３－２ JICA の今後の取り組み
（１）開発戦略目標１ 国情に合った地方行政制度の整備
－相手国の問題意識、オーナーシップに沿った形での制度整備支援
地方行政制度の整備は、地方行政の骨格を定めること、支援の成果の普及や自立発展性
を制度面から確保すること、また地方行政官の能力向上や各セクターの事業実施の環境を
左右することから、支援の重要性は高い。支援にあたっては、相手国のその時々の国情に
合った制度整備を支援するとともに、制度運用上の課題解決を支援することで、より現実
的かつ効果的な制度の構築・改善を行うよう配慮していくこととする。

（２）開発戦略目標 2 地方行政の計画・実施能力の向上
－行政サービス向上につなげるための地方行政の能力強化
行政サービスの質を向上すること及びサービスの受け手に裨益するためには、基礎的な
地方行政能力の強化は必要不可欠であり、この分野への支援の必要性は高い。支援にあた
っては、能力強化支援の効果を面的に広げ、自立発展性を高めるため、成果を地方あるい
は中央レベルでの制度面へフィードバックしていくことが重要である。また、地域の計画
策定や行政のマネジメント能力の強化を、各セクターのサービス提供の支援と連携・調和
させていくことも検討していく。

（３）制度構築・改善と地方行政能力向上の相互補完関係、相乗効果への配慮
－プログラム・アプローチの活用
中心的な協力課題とその協力対象を特定しつつ、開発戦略目標の１と２との関係性を理解
し、それぞれの成果を他方で生かすことを検討することが重要である。さらに、特に関係性
の深い周辺課題や周辺機関への協力を検討し、プロジェクトの戦略的な組み合わせにより相
乗効果が期待できることから、プログラム・アプローチの有効活用を積極的に検討していく。

３－３ 協力上の留意点
３－３－１

相手国の地方行政をとらえる際の留意点

（１）国全体の行政制度・政策を見る視点
地方行政の概要を把握するには、地方行政の現場だけではなく、中央政府によって定め
られた地方行政関連の制度や政策を分析し、地方行政機関の権限・財政・人事などの枠組
みを確認することが重要である。

（２）セクター横断的マネジメントと各セクターとの相互関係
支援をする際に、全セクター横断的にマネジメントし調整する能力と各セクターにおけ
る行政サービスの実施能力の 2 つの相互の影響を理解しておくことにより、一層効果的な
支援を実施することができる。
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（３）他ドナーとの協調
地方行政分野の支援は、課題を包括的にとらえ、当該国のプログラムにおける他ドナー
との役割分担の下、技術協力と資金協力の両方のモダリティーを見据えて JICA 支援の範囲
を見極めることが重要である。

（４）政治的な側面への配慮
地方行政支援は、政権交代や首長の交代など政治的な変動要因の影響を受けることが多
い。そのため、地方行政を取り巻く政治的な状況を絶えず確認し、政治的なリーダーシッ
プをうまく活用していくとともに、リーダーの交代に備えた制度化の道を探っておくこと
が必要である。

３－３－２

プロジェクト形成・実施上の留意点

（１）国内リソースの整理・蓄積の推進と活用
日本の地方行政分野の有識者や地方自治体を国内リソースとして体系的に整理・蓄積す
る一方、これらリソースは長期派遣が困難であるため、当該国の行政に詳しい長期専門家
の調整の下、「短期専門家」や「本邦研修」という形で投入効果を最大化することを考え
ることが有用である。テーマによっては、既存の課題別研修を活用することも有用である。

（２）ローカル及び第三国リソースの活用
国内リソースが非常に限られている実情をかんがみると、ローカル及び第三国のリソー
スをうまく組み合わせ、活用することを検討する必要がある。地方行政の日本人専門家と
ローカルの人材が一緒に活動することで、日本の知見を現地の事情に合わせて相対化し、
現地への適用を促すことも期待できる。しかし、各国における良質なローカルリソースの
把握と適切なパフォーマンスのマネジメント及び成果の質の確保に十分留意が必要である。

（３）プロジェクト活動としての調査コンポーネントの活用
地方行政支援では、案件の要請機関（中央）と実際の活動対象機関（地方）が異なる可
能性があるため、事前調査の段階で地方行政の関係者ともできる限り議論しておくことが
重要である。一方で、地方行政のベースライン調査プロジェクト開始後の早い段階でカウ
ンターパートとともに実施することにより、カウンターパート自身の現状認識や問題意識
を向上させる効果も期待できる。

３－４ 今後の検討課題
（１）行政機構のとらえ方の検討
地方行政分野における協力はもとより、他分野における JICA の協力においても、その国
の行政の仕組みについて的確にとらえておくことが重要である。どの案件担当者でもその
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国の基本情報を参照できるような体制を国別に整備していくとともに、セクターに特有の
行政機構の特徴を踏まえて案件の形成・運営にあたることが重要である

（２）資金協力の有効活用の検討
技術協力と資金協力の間の連携について、効果の検証と課題・教訓の抽出・分析をした
うえで、更なる改善に取り組むことが重要である。また、当該国の地方行政・分権化プロ
グラムにおいて、技術協力と資金協力双方の視点からどのようにかかわっていくのかを検
討する必要がある。

（３）成果の示し方の改善
地方行政支援の成果の測定については、組織の行動様式や試行様式の観点から「住民に
よる評価」、「行政能力の測定」による評価方法が検討・整理されてきているが、まだ多
くの支持を得られる成果指標を開発するに至っていない。依然難しい課題ではあるが、適
切な成果指標の開発に向けて今後とも積極的に工夫、改善を図っていくことが重要である。
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第 1 章 地方行政の概況

１－１ 地方行政の定義
「地方行政」1とは、「地方にある政府の執行機関のあり方」を指す。つまり、中央政府とは独立
した行政・立法機関を有し、行政サービスを提供する「地方政府」及び地方で行政サービスを提供す
る「中央政府の出先機関」の総体が「地方行政」と定義される。
「地方行政」の定義は以上のとおりであるが、｢地方政府｣、「中央政府の出先機関」はいずれも単
体のみで機能しているわけではなく、中央政府や地方の他のステークホルダーを含めて、相互にかか
わりつつ活動している。したがって、地方行政をみる際には、政府間関係の制度設計や相互協力など
の観点から中央省庁や他の地方行政機関（「地方政府」及び「中央の出先機関」）との関係をみてい
くことが極めて重要な事項となる。また、地域の住民・組織とのかかわり方も不可欠な事項の 1 つで
ある。

１－２ 地方行政の現状と課題
１－２－１ 世界的な地方分権化の歴史的背景
地方分権化は、市民社会の成熟を基盤にした「民主主義の学校」としての真の地方自治を実現する
手段として、そして地域住民の最も近くに位置する地方行政機関に権限を移譲することにより地域ニ
ーズの把握と事業への反映及び効率的なサービス提供を可能にする方策として考えられている。世界
の数多くの国々が、国の規模、地理的条件、歴史的背景、文化・伝統の違い、政治体制、経済発展の
度合いなどにかかわらず、この目的の達成のために地方分権化を推進している。
1970 年代から 80 年代以降には、主に中央集権的な性格の強い欧州大陸諸国において、地方自治（と
りわけ住民自治）の推進をめざした分権化として、「民主主義的分権化」がみられた。開発途上国に
対する援助においても、それまでの中央政府主導型経済発展を通じた貧しい人々への富の「トリック
ル・ダウン」効果に対する期待が見直され、より直接的に貧困層の生活改善を図ろうとする Basic
Human Needs（BHN）アプローチが採用されるようになった。このアプローチは、保健や教育といっ
た住民に身近な公共サービスに焦点を当てる点や、地域開発に貧しい人々が参加することを推進する
点において地方行政との関係が深かった。
1

地方行政を定義する前に、行政の定義を確認する参考として、西尾（2002）から関連部分を次に引用する。「行政
学とは、…（中略）… 『政府（government）に属するヒエラルキー型組織の集団行動について考察する学』である。」
（p.47）、「行政サービスの範囲は、学問の確定しうるところではなく、あくまで政治のメカニズムをとおして決定さ
れるべき性質のものである。それ故にそれは、国ごとに多様であって当然であり、時代とともに変遷して当然のもの
である。」（p. 11）
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一方、1980 年代初頭からは、英米を中心に英連邦諸国では New Public Management（NPM）が台
頭してきた。このなかで、エージェンシー制2に代表される一種の「委任」型の分権化が典型的な改
革手法のひとつとされ、民営化と規制緩和の促進により行政の効率化を図る「新自由主義的分権化」
を開発途上国にも求める動きが出てきた3。

１－２－２ 地方分権化の多様な動向
実際の地方分権は、これら 2 つの大きな流れのいずれの側面をより強くもつかといった点において、
国により様々な形態をとってはいるものの、両方の側面が混在した形で進展してきているのが実状で
ある。
NPM を参考にしつつも、それとは異なる方法により地方行政の効率化を模索・実施しているドイ
ツ、地方自治体の合併、特定補助金の一般補助金化/包括補助金化を推進する北欧諸国などもある。ま
た 1980 年代以降、これら先進諸国のほかに、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン等においても
地方分権化が進められている。
近年の中南米諸国における相次ぐ左派政権の誕生に顕著にみられるように、新自由主義政策の限界、
負の側面を是正しようとする動きもみられる。規制緩和、民営化など新自由主義政策の実施により貧
困や格差の拡大などが深刻化したことを背景に、中央政府の役割を重視する動きが出ている。同時に、
NPM で行政サービスの受け手という受動的な位置づけがなされた住民を、地方行政、地域運営の主
体的な担い手として位置づけ協働をめざす「参加型民主主義」の流れもみられるようになっている。
日本においても 1990 年代以降、地方分権が活発に議論されるようになり、様々な改革が実施され
てきている。機関委任事務制度4の廃止や国の関与等の見直し、事務・事業や税財源の配分のあり方
の検討、「三位一体の改革5」の実施、「骨太の方針6」の閣議決定などがなされた。2006 年 12 月に
は、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため「地方分権改革推進法」が制定され、その後も
改革の一層の推進を図るため議論が続けられている。

１－２－３ 開発途上国における地方分権化の特徴
先進諸国においては、内発的な要因により長い時間をかけて分権化が進められてきた。開発途上国
においても、その歴史的なプロセスにおいて地方分権化を独自に検討してきた国もある。また、多く
の開発途上国にとっても、地方分権化推進の背景には、国内の民主化要求の高まり、民族独立を求め

2

エージェンシー制とは、政策の企画立案部門と業務執行部門を分け、後者を業務の単位に合わせて区分し、企画立
案部門から独立させて経営・管理に関する自由度を高めるとともに、成果への責任を厳しくすることで、効率化とサ
ービスの質の向上を図るものである。
3 McCourt（2001）
4 日本の旧地方自治法の下での地方自治体の事務執行の一態様。地方自治体の長その他の機関に対して国又は他の地
方自治体などから法律又はこれに基づく法令により委任された事務である。しかし地方自治体の自主性を阻害するも
のとして全廃され、新たに自治事務、法廷受託事務に区分された。
5 国庫負担金改革、税源移譲、地方交付税改革を一体として行うもの。2001 年から議論され始め、2004 年から 2006
年にかけて、約 4.7 兆円の国庫負担金改革、約 3 兆円の地方への税源移譲、約 5.1 兆円の地方交付税改革が行われた。
6 地方分権に向けた関係法令の一括した見直し等による、国と地方の役割分担の見直し及び国の関与・国庫補助負担
金の廃止・縮小を図るとした政府の方針。
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る動き、それを抑制し国家的統一の維持を図る動き、また、中南米諸国のように中央政府が脆弱なた
め、地方政府の強化によって行政サービスの拡充を図る必要があったことなど、様々な内発的・政治
的要因があった。
先進諸国のそれと異なるのは、開発途上国の場合は、こうした内発的・政治的な要因に加えて 1990
年代以降のドナーの援助動向の変化7という外的要因が加わったこと、そのため、分権化が急速に進
められた点である。しかも、ドナー諸国において実施されていた地方分権化の方向性や手法を開発途
上国においても適用する形で実施されたのである。
強力な国家体制の構築と経済発展を経たうえで、地方分権を進める先進諸国と違い、開発途上国の
多くは、国レベルの制度も十分に整っておらず、地方行政の体制及び能力ともに非常に脆弱である。
地方分権化は、そもそもそれぞれの地域が有する条件や能力の差により地域間格差を拡大する可能性
をはらんだものであり、地方が脆弱な開発途上国においては、その可能性は一層高まる。開発途上国
においては、基盤となる環境が大きく異なるにもかかわらず、制度、財政、人材（能力）の間の整合
性が十分にとられないまま先進国と同様の方法で分権化が急速に進められた結果、様々な支障を来し
ているケースが散見されることとなった。
近年は、行き過ぎた分権化を修正し、一部の権限を広域自治体や中央レベルに戻す動きもみられる。
また、小規模基礎自治体が多数存在する国においては、複数の自治体による連合体を形成することに
より、一部業務の共同実施を推進し、規模の経済8を発揮できるような体制整備に取り組んでいると
ころもある。
しかし、依然解決されていない問題も多く、次節において、地方行政の制度、財政、能力（人材）
の各側面における課題を整理する。

１－２－４ 開発途上国における地方行政の課題
（１）地方行政制度の課題
開発途上国においては、国の各種制度が十分に整備されていない場合が多く、地方行政制度が整っ
ていない国も多い。
上述のとおり、先進国においては、長い時間をかけて自国に適した地方行政制度をつくりあげてき
たのに対し、開発途上国においては、“短期間に”、“外発的に”形成されてきた傾向が強く、自国
の状況に合わせて制度を調整するというプロセスを十分に経ることが難しい状況となっている。
分権化は「Deconcentration（分散化）」、「Delegation（委任）」、「Devolution（委譲）」の3つに
分類され（Box１－１参照）、欧米ドナーなどは最も分権化が進んだ状態といわれるDevolutionによる
分権化を良とし、強力に推進する傾向がある。Devolutionは業務執行に必要な財政が適切に配分され、
かつ、地方政府が一定程度の能力を有する場合に有効性を発揮するものであるが、多くの開発途上国
はその有効性を発揮できる状況にはない。
「地方行政」とひと口にいっても、その構成は国により様々である。主たる行政サービスを「中央
7

「１－３ 国際的援助動向」の項を参照のこと。
一単位の製品やサービスを産出する平均費用が、生産規模が拡大され、産出数が増加することに伴って低下するこ
と。スケールメリット。
8

-3-

省庁の地方出先機関」が担っている場合もあれば、
「地方政府」が担っていることを指す場合もある。
また、地方行政の階層数（州、県、郡、村など）、カバーする領域面積、人口規模なども国によって
非常に多様である。したがって、それぞれの国の状況に応じて必要な制度は自ずと異なるため、一概
にどのような制度改革が良いとはいい難い面がある。
しかしながら、開発途上国においては、急速な分権化の推進により国・地域の状況を無視して地方
行政制度がつくられたため、地方政府の受け皿能力の不足や技術支援体制の欠如といった混乱を来し
た国もある9。また、適切な中央―地方関係・制度の構築に際しては、両者の力関係が均一でなく、
地方行政側から中央政府に対して十分な交渉ができないケースも少なくない。
このような状況を踏まえ、現在、地方行政支援において、相手国の実状に合った地方行政制度の整
備が求められている。

Box１－１

地方分権の 3 分類10

地方分権は、「権限の分散化（Deconcentration）」、「権限の委任（Delegation）」、「権限の委譲（移譲）（Devolution）」
の 3 つに分類される。
●権限の分散化（Deconcentration）：権限・責任は中央にあり、サービス提供に関する一定の裁量権を中央の出先機関
に委譲することである。したがって、地方政府の当該業務への関与は低い。
●権限の委任（Delegation）：権限・責任と裁量権は中央に残したまま、サービスの提供は外部機関（多くの場合は、
地方政府）が行うものである。サービス内容は画一的となる傾向があるが、中央からの技術面での支援を受けやすい
という利点もある。
●権限の委譲（移譲）（Devolution）：権限・責任、裁量権ともに地方政府に委譲するものである。地方ニーズに応じ
た事業実施が可能となる利点があるが、地方政府に十分な財政及び人材がないと、サービスの質の低下やサービス提
供の遅滞など混乱を生じやすい。
なお、地方分権化の議論においては、民営化（Privatization）も上記 3 分類と並んで論じられることが多い。行政サ
ービスの効率化とデリバリー性の向上を検討するに際して、行政以外のアクター（NGO、民間企業など）の活用・参
加は重要な視点である

（２）地方財政の課題
地方で効果的、効率的な行政サービスを実施するには、地方が業務権限や裁量権をもち、主体的に
事業を計画・実施していくことのできる体制を整備するとともに、相応の財政を地方に配分すること
が必要である。また、地方行政機関の側にも、配分された財政を適切に管理していく能力が必要であ
る。しかし、開発途上国においては、実際には業務権限に見合った財政が配分されていない場合が多
く、地方の財政管理の経験・能力も概して不足している。したがって、地方行政制度の整備とともに、
地方財政の整備を行っていく必要がある。

9
10

国際協力機構（2004d）
国際協力機構（2007a）
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開発途上国の地方財政を考える場合、その予算のしくみに留意しなければならない。開発途上国に
おいては、通常、開発事業の実施のための「開発予算」と、公務員給与の支払いなど行政組織の維持
運営のための「経常予算」の2種類に予算が分かれており、それぞれ財源や算定/配分方法は国により
異なっている。地方財源も多様であり、大きく分けて「自主財源」、「条件付交付金」、「無条件交
付金」の3つがあるが、交付金の支給方法、算定方法などは各交付金により様々である。このほかに、
地方借入・地方債、政策的資金配分などもある。
開発途上国においては、こうした複雑な予算のしくみと、中央財政の逼迫も相まって、計画と予算
の連動不足、中央からの予算措置の遅滞などが課題となっている。事業実施の予算（開発予算）は措
置されたが、必要な人件費（経常予算）が措置されないといった事態が生じているほか、予算措置の
遅滞や予算どおりの金額が実際には措置されないといった状況が生じることにより、地方の計画どお
りに事業が執行されないケースもみられる。また、特に援助資金ソースの多い国においては、交付金
ごとの会計処理の違いによる効率性低下が問題となっており、見直しの必要性が認識されている。

（３）地方行政能力・人材の課題
開発途上国の地方行政機関における職員数は極めて少なく、末端の機関では職員が数人や1人だけ
である場合も少なくない。また、地方に配分されている権限も非常に限定的であり、ブラジル、中国、
ポーランドのようなひと握りの例外を除いた多くの場合、地方行政機関は人々の生活にとってまだま
だ小さな役割を果たしているにすぎない11。
開発途上国の地方行政能力・人材を考える場合、地方行政官の所属及び人事権の所在に留意しなけ
ればならない。前述のとおり、「中央省庁の出先機関」と「地方政府」それぞれの職員に与えられた
権限及びそれを満たす能力は、その国の地方分権化動向によって大きく異なっている。
地方行政官が「中央の出先機関」の人材の場合、分権化としては“依然として中央集権的”との批
判もあるが、中央との関係が確立しているので“技術的支援が受けられる”、“中央との人事交流が
ある”などの利点もある。一方、「地方政府」の人材の場合、地域ニーズの把握とニーズに基づいた
サービス提供、という地方分権の目的に照らすと望ましいといえるが、十分な能力のある人材確保が
難しいという側面もある。
また、これら地方行政官の人事に関する権限（採用、任命、昇進、異動、罷免、給与、規律の策定
など）の所在についても、地方政府の首長である場合、上位機関（中央政府）である場合、大統領直
轄である場合など、国により様々である。地方行政官の配置については、地方公務員制度の整備や試
験による採用、成果主義による人事制度の導入などが検討・実施されているケースもあるが、一方で、
地方首長の交代により地方政府職員が大幅に交代するため、地方政府における人材・能力の蓄積が容
易でないケース、人員配置への地方有力者の影響が大きく汚職が生じやすいケースなどもみられる。
地方への業務権限配分に際しては、配分された権限に見合った地方の受け皿の整備（人員数の増加
及び能力の向上）が不可欠であるが、開発途上国においては、そうした受け皿が整備されていないケ
ースが多く、課題となっている。このような課題に対し、地方の人材育成における中央の役割は比較

11

Shah (2006) p.41
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的大きく、中央からの技術支援や地方行政官に対する研修実施のほか、オンザジョブ・トレーニング
（OJT）を通じての地方の人材育成効果も期待されている。
また、地方行政に少なからぬ影響を及ぼす地方議会の議員についても、十分な能力を有していない
ケースが多く、その能力向上が課題となっている。

１－３ 国際的援助動向12
地方行政における国際的な援助動向は、1970 年代から 80 年代にかけては１－２－１で述べた地方
分権化の歴史的背景と基本的に連動している。
1990 年代には、構造調整プログラムがアフリカで成果を生まなかった反省から、政治的リーダーシ
ップ、意思決定プロセスの透明化、行政の効率化などが求められるようになった。また冷戦後、ドナ
ーが国際援助の必要性として民主主義と市場経済の拡大、人権擁護の推進をあげるようになったこと
により、これらを包括する「グッド・ガバナンス」の実現が開発途上国に求められるようになった。
この一環として、行政の効率性とアカウンタビリティの向上や住民参加の促進を期待して、地方分権
をドナーが開発途上国に強く求めるようになってきたのである。
1996 年には、重債務国の債務救済を目的とした重債務貧困国（Heavily Indebted Poor Countries：
HIPC）イニシアティブ13が世界銀行・国際通貨基金（IMF）により提案され、各国政府が合意して開
始された。救済され利用可能となる資金の使途については、その指針を貧困削減戦略ペーパー
（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP）に盛り込むことが義務づけられていることから、貧困層
の所得向上や生活の質の改善などに直接資する対策の実施、貧困層の行政サービスへのアクセス向上
など、地方分権化及び地方行政の向上に関連する施策の実施を促進することとなった。1999 年には対
象国を広げ、債務救済額を増やし、かつ前倒しで実行すべくプログラムの拡大策（拡大 HIPC イニシ
アティブ）が打ち出されている。
2000 年 9 月には国連ミレニアム宣言が採択され、2015 年までに達成すべき 8 つの目標を設定して
いる。このミレニアム開発目標（MDGs）は、貧困撲滅、教育、女性の地位向上、保健、環境などど
れも住民に身近な問題であり、地方行政の重要なテーマになり得るものである。それだけに、開発途
上国の地方行政は、これらの課題を担えるだけの能力や体制を整備することが求められている。
2000 年代に入ると、欧米ドナーを中心に援助効果向上の観点から、個々のプロジェクト型支援から
開発途上国政府の予算に直接計上する財政支援型に移行する傾向が出てきた。財政支援ドナーは、開
発途上国政府が作成した PRSP 若しくは国家開発戦略（セクターの場合はセクター戦略）に対して、
協調して提言を出す一方で、その実施に必要な予算を直接組み入れる支援をしている。地方分権化も
重要な政策のひとつとして、その政策形成及び実施に関与する一方、地方政府の行政サービス及び能

12

石塚（2004）
、国際協力機構（2003）
貧困国の債務を維持可能な水準まで引き下げ、貧困国が持続可能な成長を達成し、貧困を緩和するための政策と制
度づくりに取り組むことを可能にしようとするもの。
13
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力強化に必要な予算をバスケットファンドにして交付金・補助金という形で地方政府に直接流してい
るケースもみられている。
2005 年には、MDGs の達成に向けて援助国と被援助国が共同で援助効果をあげていくことを目的と
した「援助効果に関するパリ宣言」において、被援助国のオーナーシップを重視している。また同宣
言の取り組みを促進する目的で 2008 年に採択された「アクラ行動計画（AAA）」においても、途上
国政府は国家開発政策・計画の準備、実施、モニタリングに際して、地方政府とより連携することが
謳われている14。
欧米ドナー諸国の地方行政支援の特徴としては、地方分権化を「民主主義の学校」として是とする
価値観に基づき、「分権化ありき」の支援をしている傾向が強い。しかし、近年では、急激な分権化
による開発途上国の混乱等の経験を踏まえ、「分権化は、必ずしも万能ではない。国・地域の状況に
応じた長期的な取り組みが必要である」との認識が広がってきている。

Box１－２

Fragile States15への対応

1980 年代以降、分権化促進が政治・行政改革の課題として注目されるようになるなかで、脆弱国家、とりわけ紛争
への耐性が弱い国家においても、分権化が社会の安定に資するとの見方がなされるようになってきた。社会・経済的
不平等、脆弱な中央政府、市民社会育成の遅れ、政治参加の機会欠如、政治的抑圧の存在、資源の偏在等々、脆弱性
を生む要因に対して、分権化が一定の処方箋を提示し得るとの認識によるものである。
こうした傾向はポスト紛争国において、より顕著である。1990 年代以降に激増した紛争の多くが、権力へのアクセ
ス、自治権の獲得、分離独立等をめぐって行われたことから、地方政府への権限委譲が紛争予防や紛争管理と関連づ
けて考えられるようになったことがその背景にあるといえるだろう。実際、脆弱国家における分権化は、①ローカル・
ニーズを踏まえた公共サービスをより効率的、効果的に実施することが可能、②地方政府の方が現地社会の不安定要
因をよりよく認識しており、利害のバランスに配慮しやすい、③マイノリティー・グループの政治参加を促進しやす
い、④住民のニーズを満たすことにより、政府の正当性が高められ、総体としての社会の安定に資する、等の利点が
あるといえるだろう。
とはいえ、Rothchild らが指摘するとおり16、分権化による正負インパクトは表裏一体であり、その成否は国及び地
方の特殊性、コンテキスト（領土の広さ、少数グループの集中度、社会・経済システム、地方政府の制度上の特質）
に大きく依存する。旧ユーゴスラビアでは、構成共和国の分離主義的傾向を抑えることを目的として、各共和国に広
範な自治権を付与したが、これが結果的に国内紛争、国家の分裂を招いている。分権化による負の影響にはこのほか、
①ウガンダの例でみられるように、中央政府が主要政治グループを分断して統治するための手段として分権化を利用
することもある、②カメルーンにおいて 1996 年選挙後にみられたとおり、分権化による権力の再分配の結果、当初想
定できなかった別の紛争要因が新たに生ずる可能性もある、③徴税権の委譲により経済力の地域間格差が拡大し不平
等感がより深刻化する懸念もある、④ボスニア・ヘルツェゴビナでみられるように、各地方でそれぞれの多数派民族
に権力が集中し少数派の排除が促進される危険性もある、等が想定され得る。

14

Accra High Level Forum (2008), Accra Agenda for Action(AAA) 13-a)
「脆弱な国家」とは、経済協力開発機構開発援助委員会（OECD-DAC）でのおおむねのコンセンサスは「貧困削減
に向けた政治的コミットメントに欠け、政策企画・実施能力が弱い国」である。ただし、厳密な定義はない。
16 Rothchild, D. and Roeder, P. (2001), p.59
15
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紛争に対する耐性の弱い国における分権化/地方行政強化支援では、対象国のコンテキストを的確に把握し、それぞ
れに適切な対応を案出することが必須であるほか、①対象地域において様々なステークホルダー（官民両方）の参加
を促す、②脆弱国家においては、地方行政の支援だけでは不十分であり、同時に中央政府の能力強化が不可欠である、
③リソースの確保がカギである17、等々が普遍的に重要な留意点であると認識されている。

１－４ わが国の援助動向
1－４－１ わが国の援助方針
従来、わが国の援助方針においては、『政府開発援助大綱（旧 ODA 大綱）』（1992 年 6 月策定）
の基本理念で「良い統治（グッド・ガバナンス）」の確保を政府開発援助の目的として掲げているも
のの、地方行政や地方分権化に関する課題そのものに対する援助の方向性は明示されていなかった18。
2003 年 8 月に改訂された『政府開発援助大綱（新 ODA 大綱）』においては、5 つの基本方針のうち
2 つ（「開発途上国の自助努力支援」及び「人間の安全保障の視点」）と重点課題の「持続的成長」
に、地方行政及び地域社会に関する課題の重要性が示されている。
第一の基本方針として、新 ODA 大綱は旧 ODA 大綱の基本理念を引き継ぎ、「良い統治（グッド・
ガバナンス）に基づく開発途上国の自助努力支援」を掲げている。そのために「国の発展の基礎とな
る人づくり、法・制度構築や経済社会基盤の整備への協力」を行うことをわが国 ODA の最も重要な
考え方としている。
第二の基本方針として、「人間の安全保障」の視点が打ち出されている。この新 ODA 大綱の基本
方針を具体化する新 ODA 中期政策（2005 年 2 月発表）では、「人間の安全保障」の実現に向けた援
助のアプローチとして、「地域社会を強化する援助」をあげており、政府の行政能力の向上及び地域
社会に対する支援や住民参加型の支援を組み合わせること、「地域社会の絆を強め、ガバナンス改善
を通じて地域社会の機能を強化することにより、『欠乏』や『恐怖』から地域社会の人々を保護する
能力を高める」ことの重要性が明記されている19。
さらに、新 ODA 大綱の重点課題の 1 つである「持続的成長」に関し、新 ODA 中期政策ではアプ
ローチ及び具体的取り組みの 1 つとして政策立案・制度整備をあげており、「投資環境の改善」のた
めに「汚職の撲滅、法制度の改革、行政の効率化・透明化」とともに「地方行政の行政能力の向上」
の重要性を指摘している。

17

GTZ (2006)等参照。
ODA白書においては、1996年のG7リヨンサミットで日本が発表した「民主的発展のためのパートナーシップ
（Partnership for Democratic Development：PDD）」の実績として地方行政の能力向上支援の取り組みが各種制度づくり
支援として掲載されているが、地方行政や地方分権に関する明確な位置づけはされていない〔外務省（2002）資料編
第５章参考資料第３節わが国の分野別イニシアティブ〕。
19 人間の安全保障とガバナンスに関連する援助の方向性については、国際協力機構（2005d）pp. 157-158参照。
18
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１－４－２ JICA の援助動向
（１）JICA の地方行政支援の歴史
これまでの JICA の地方行政分野における協力は、研修と専門家派遣、技術協力プロジェクトが中
心であった。古くは 1964 年より、中央政府の視点から見た「地方行政」の集団研修が、中央省庁の
中堅、幹部を対象として実施されてきた。近年においては、県や市町村の業務に視点を置いたコース
や市民社会活動、参加型地域開発、民間産業の活性化などのコースが増え、集団研修の多様化が進ん
でいる。1990 年代後半からは各国の地方制度の多様性にかんがみ、ニーズに合致した国別の地方行政
研修が実施されており、これらの国別研修において行われた研修参加者による問題分析や関係者間の
対話を発端として、技術協力プロジェクトの形成に発展した例20もみられる。また地方行政分野では
近年、集団研修においても「課題解決型」をめざすものが多くなっており、研修のなかでの議論がプ
ロジェクト形成につながった例21がみられる。
技術協力プロジェクトにおいて、「地方行政」の能力向上や組織力の向上が第一義的に取り上げら
れるのは、1990 年代後半から 2000 年代初頭になってからのことである。その背景としては、主とし
て、１－３で述べるような地方分権化推進に向けての国際的援助動向があるが、一方で、JICA の協
力の経験のなかから地方行政の支援の重要性が認識されてきた経緯もある。
JICA の技術協力プロジェクトでは、相手国政府の行政官や技術者、研究者など、政府機関の機能
強化や人的資源の強化を目的とする「技術移転」が図られてきた。しかしながら、貧困削減が開発目
標の中心として掲げられると22、「技術移転型」支援では、最終受益者である住民への裨益は相手国
政府機関の自助努力に依存せざるを得ず、支援の効果の測定も困難である点が指摘されてきた。そこ
で、住民の生活改善や生計向上に対する公的な地域開発の制度が機能していない状況において、最終
受益者である住民に専門家や協力隊員が直接働きかける「直接的問題解決」支援が実施された。とこ
ろがこれらの支援は、住民エンパワーメントの側面での有効性の高さが評価される半面、事業の自立
発展性や費用対効果、支援対象地域の狭さによる限定的なインパクト、対象地域の選択における公平
性の問題などが指摘されてきた23。
これら双方の課題に対し、政府機関又は住民といった単一の層への支援ではなく、地域社会開発に
携わる中央政府、地方政府、住民、大学、NGO などの様々な関係者に複層的に働きかけ、連携関係
を構築することで課題を克服する努力が試みられ、複層的アプローチの効果が認められている24。こ
のように JICA の経験からも、特に政府と住民をつなぐ地方行政への支援の必要性が認識され、現在
の地方行政分野の協力が実施されている。
また、従来開発計画やマスタープランの作成などが主とされてきた開発調査においても、計画の策
定だけでなく、計画の実施体制や実施能力の育成の重要性が認識されており、行政を含む「地域開発

20
21
22
23
24

フィリピン、インドネシア、ブータン、パキスタン、パレスチナ、コロンビア、タンザニアなど。
フィリピン、ブータンなど。
貧困削減が開発課題の中心とされてきた背景などについては、国際協力機構（2003）p. 3を参照のこと。
国際協力機構（2004c）p. 47
国際協力機構（2004c）p. 86
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のキャパシティ・ディベロップメント」が開発課題の柱のひとつとしてあげられている25。最近では、
既に導入されている制度に対して改善提案を行う開発調査において、パイロット事業を実施し教訓を
抽出しながら実践的に改善提案を作成するとともに、パイロット事業を通じた能力育成に取り組むと
いう協力が試みられている。
さらに、1999 年より JICA では特定の中長期的な開発目標の達成を支援するための戦略的な枠組み
として、プログラム・アプローチが推進されており、地方行政分野においても、インドネシア、タイ、
タンザニアなどでプログラムとしての協力の実施が試みられ、協力の幅が広がってきている26。
このほか、地方行政分野に関する調査研究活動も活発に実施している。近年では、地方分権化政策
が地方におけるサービス・デリバリーの改善にどのように寄与したかについて検討した「アフリカに
おける地方分権化とサービス・デリバリー―地域住民に届く行政サービスのために―」（2007 年）、
政策策定支援や研修事業等において活用できるよう日本の経験を取りまとめた｢プロジェクト研究
『日本の地方行政の経験』｣（2008 年）、日本の地方行政の経験を理解するきっかけを提供する映像
教材として取りまとめた「日本の地方分権化に関する経験（マルチメディア教材）」（2009 年）など
がある（※その他の事例については、参考資料「引用・参考文献・Web サイト」参照）。こうした調
査研究活動を通じて、より良い協力の実施に向けて検討を続けている。
近年は、有償資金協力においても、政策金融を通じた地方自治体の資金調達への支援27や、地方分
権化の推進や枠組みの改善を促す開発政策借款を世界銀行との協調融資の形で実施するなどの例28が
ある。資金協力による協力効果の向上を求めて、技術協力事業との連携強化をめざしている。

（２）JICA の地方行政支援の特徴
これまでの地方行政分野の協力を課題の面からみると、財政や公務員制度を含む地方制度の構築や
改善（変更）を直接の目的とした支援の実績は少なく、研修所の支援を通じた人材育成、あるいは、
地方行政の運営、特に地方行政機関と住民の関係構築に重点を置いた取り組みが多い。制度構築支援
については、相手国の制度の変更や改善を直接の協力目的とするのではなく、内務省あるいは地方自
治省など地方制度を統括する省庁や財務省などへのアドバイザー派遣や、研究協力、共同研究の実施
により、制度の選択肢を提供したり（インドネシア29）、日本側の提言のなかから、可能な協力の方
向性を相手国とともに探りながら、相手国のオーナーシップを引き出し、新たな制度の導入につなげ

25

国際協力機構（2005c）で、キャパシティ・ディベロップメントの重視は、重点課題のひとつとして掲げられてい
る。
26 詳細については、第２章 Box２－２及び第３章３－２－３を参照のこと。
27 地方分権化の進むフィリピンにおいて、政策金融を通じて地方自治体の資金調達を支援し、自治体による緊急の投
資ニーズに応える事業への融資、コンサルティングサービス支援を実施している例がある（フィリピン地方自治体支
援政策金融事業）。〔国際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation：JBIC）(a)〕
28 インドネシアに対して、日本政府は世界銀行などとの協調融資により、開発政策借款として、2005年、2006年にそ
れぞれ107億9,400万円、117億2,900万円の資金供与を実施しており、その改革項目には地方分権化の推進や枠組みの改
善などが含まれている。（JBIC(b)）
29 「経済政策支援」のひとつとして、中央－地方の権限・財の配分に関し、政策提言を行うことを目的として実施さ
れたインドネシア及び日本の研究者による共同研究として、「インドネシア地方分権研究支援無償」がある。成果品
については、Hitotsubashi University and University of Indonesia（2003）を参照のこと。
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たり（タイ30）、あるいは、相手国が交付金制度などの構築に必要な教訓や経験を抽出するためのパ
イロット活動を、資金面を含めてサポートする（ブータン）といった側面支援的なアプローチがとら
れている。また、近年では主に中南米諸国（ホンジュラス、グアテマラなど）において、住民参加に
よる開発計画の策定のための制度整備・能力強化に対する支援を行っている。
このように、JICA は必ずしも「分権化ありき」のスタンスでの支援を行っているのではなく、相
手国の問題意識やオーナーシップに沿った柔軟な制度の選択に基づいた支援を実施してきている。
本邦研修の実施に際しては、従来から研修員の受入れや研修講師等といった形で日本の地方自治体
の協力を得て連携して実施してきているほか、円借款案件においても、相手国の地方行政機関を対象
とした事業では、日本の地方自治体との連携を進める取り組みを実施している。また、地方自治体の
国際協力に関する調査研究を実施する31など、日本の地方自治体との協力・連携を強化している。

30

日本、タイ両国の地方行政、財政の学識経験者の共同研究方式による政策提言支援がある。成果品については、
Katayama and Muramatsu（2003）を参照のこと。
31 国際協力事業団（1997）、国際協力事業団（2000）
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第２章 地方行政に対する効果的アプローチ

２－１ 地方行政支援の目的と課題
地方行政は、国の政策に基づいて、地域住民との接点として地方での行政サービスの提供を担って
いる。地方行政に対する支援の目的は、地方行政の制度整備と能力向上を通じて、地域のニーズに応
じた行政サービスをより効果的・効率的に実施することにある。
効果的な行政サービスを提供するためには、効果的な地方行政制度を整備していくことが必要であ
る。中央－地方間の適切な権限関係、地方財政制度、地方行政官の人材育成制度、政府間の連携協力
制度など、その国の状況に合った地方行政制度を整備していくことが重要である。
また、制度を運用し、行政サービスを実施していくための行政能力の向上も必要である。地域のニ
ーズに基づいた開発計画の立案能力、行政サービスの提供、地域社会との協働による地域経営などの
能力向上を図ることが重要である。

２－２ 本指針で扱う範囲
地方行政支援の範囲を考える場合、まず地方行政にかかわる活動全般をとらえることが重要である。
地方行政による活動は広範囲に及び、かつ多様な形で住民へ届けられている。この範囲を整理すると、
「①国と地方」、「②セクターごと」及び「③行政活動の手段」の 3 つの視点から仕分けされる。
「① 国と地方」については、「役割分担」の問題としての性格をもつと同時に「地方分権か中央集
権」や「地方自治か中央統治」といった制度や政策の問題にも深くかかわってくる項目である。また
国の行う活動のなかにも地方に関係してくるものも多い。
「② セクターごと」では、中央省庁の編成や県庁等の部署の種類からも推測できるように、行政制
度を管理する組織（総務・予算・人事・計画部門）、各セクターでの政策・業務を実施する組織等（農
業・保健・社会福祉等）に分けられる。
そして、「③行政活動の手段」では、(a)水や教育、保健、住民登録（住民票）、警察などの『サー
ビスの直接提供』、(b)市民の活動をある行動に導くため、あるいはある行動を禁止するための『規制』、
(c)住民・企業等の活動を望ましい方向に向けていく『誘導』、『助成』及び(d)『民間活用』などが含
まれる。
この指針では、２－１で述べたとおり地域ニーズに応じた行政サービスをより効果的・効率的に実
施することを支援目的としていることから、「サービスの直接提供」の視点から地方行政をとらえる
こととする。そのうえで、「地方行政支援」といった場合、大きくは①地方行政支援を手段にして、
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セクターサービスの改善をめざすケースと、②地方行政の制度構築・能力向上といった支援そのもの
を目的とするケースに分かれる。本指針では、主に②を対象として取り上げるものである32。②とし
ての地方行政の強化のためには、地方行政自体の能力強化の取り組みとともに、地方行政制度を規定
する法律や制度、中央政府からの支援の仕組みなど効果的な地方行政制度の整備が重要であるとの認
識に基づき、これら 2 つの課題を重視して取り上げていくこととする。
１－２でみたとおり、地方分権化も、住民へのサービス提供を効果的・効率的にするために、住民
に一番近い行政機構である地方行政機関に権限委譲をするという政策・制度であると考えられる。し
かし、その形態は国によって様々で、とりわけ開発途上国においては多くの課題をはらんでいる。そ
のため、地方行政支援を検討する際、地方分権化は踏まえるべきひとつの背景・前提条件ではあるが、
必ずしも地方政府への分権化だけを是とするものではない。
したがって、対象とする主なアクターとしては、「地方政府」のみならず、「中央政府の出先機関」
もとらえることとする。また、これら機関と関連して地方行政運営に影響を及ぼす「中央政府」や「地
域住民・組織」などについても念頭に置きつつ議論することとする。

２－３ 地方行政に対する効果的アプローチ
２－３－１ 「開発課題体系図」の作成方法
本指針では、援助機関として支援できる範囲を考慮して、JICA 地方行政関連プロジェクトの実績
をベースに課題体系図を構成した。その過程において、２－１で整理したとおり、地方行政制度整備
と地方行政能力の向上が重要であるとの認識に基づき、「国情に合った地方行政制度の整備」と「地
方行政の計画・実施能力の向上」の 2 つを開発戦略目標として取り上げることにした。この 2 つの開
発戦略目標の間には相互に補完関係が生じている。したがって、地方行政自体の能力向上を図る取り
組みにおいても、中央政府を通した環境整備への支援や政策へのフィードバックに配慮し、必要に応
じて 2 つのアプローチを組み合わせることも必要である。

32

①については、各セクターにおける課題別指針において、中央―地方関係などについて配慮条件として述べられて
いる。
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地方行政 開発課題体系図
開発戦略目標
（スーパーゴールレベル）
１．国情に合った地方行政
制度の整備

中間目標
（上位目標レベル）
1-1 中央―地方関係の適
切な枠組みの整備

1-2

1-3

1-4

２．地方行政の計画・実施
能力の向上

2-1

2-2

2-3

中間目標のサブ目標
（プロジェクト目標レベル）
1-1-1 中央―地方関係の方向性と地
方行政のビジョンの形成

サブ目標の達成手段の例
○問題意識の醸成促進
政策研究への支援

1-1-2

中央―地方関係の枠組み整備

1-1-3

地方行政サービスの権限と基
準の整備

1-2-1

地方財政政策の枠組み整備

1-2-2

地方政府への財政移転制度の
整備

1-2-3

地方財政システムの整備

地方行政を支える行
政官の育成制度の整
備

1-3-1

地方公務員制度の整備

×地方公務員制度の整備

1-3-2

地方公務員の研修制度の強化

政府間の連携･協力
体制の整備

1-4-1

地方行政に対する中央政府の
情報提供･支援能力の向上

1-4-2

自治体間協力制度の整備

研修実施･管理システムの整備
研修関連機関間の協力制度の整備
地方行政担当中央行政官の研修事業関連能
力の向上
○研修機関の研修開発能力の向上
研修内容の改善
中央政府の地方政府への情報提供能力の向上
中央政府の地方政府への指導能力の向上
中央政府による地方政府の技術指導のシステムの
整備
中央政府/出先機関と地方政府の情報共有･連携
強化
○自治体間協力ガイドラインの整備
自治体連合組織の職員研修

2-1-1

地方行政官の地域開発計画策
定･運営管理･モニタリング能
力の向上

○地方行政官の地域開発能力の向上
セクター間の整合性調整能力の向上

2-1-2

地域の情報、資源に基づいた
地域開発計画策定手法の確立

2-1-3

開発予算の計画策定、管理、
執行能力の向上

地域社会経済のデータベース整備
○開発計画策定モデル･手法の形成
開発計画策定モデル･手法の改善
中央、セクターレベルの政策と地域計画との
調整
×開発予算管理システムの整備
開発予算管理の研修

2-2-1

行政サービス提供の仕組みの
整備

2-2-2

行政サービスの効果的･効率的
な提供

2-3-1

地域ステークホルダーの活動
を促進する行政の支援体制の
整備

2-3-2

地方行政の透明性と説明責任
の確保

2-3-3

地方行政の運営における地域
のステークホルダーとの連携
の促進

地方財政制度の整備

地域ニーズを反映し
た計画の策定

地域ニーズにこたえ
る行政サービスの提
供

地域社会との協働に
よる地域経営

地方分権に伴う問題･課題の分析
地方行政担当省庁への技術的･政策的助言
行政サービスの権限･基準の整備
地方財政基本政策策定
財政平衡交付金制度整備
地方財政に関するデータベースやソフトウェア
の構築及び普及支援

各セクターとの連携による行政サービス提供の仕
組みの整備
セクター別の行政サービス提供の長期計画策定能
力の向上
Informationa and Communication Technology
（ICT）能力の向上支援
民営化、民間委託などを通じた行政サービス提供
の向上･効率化
地方行政機関の業績評価･マネジメント
コミュニティ主体の開発の推進
NGOの能力強化支援
監査機能の整備･強化支援
広報公聴機能の整備･強化支援
議会機能の向上支援
住民参加の促進
○行政官のファシリテート能力の向上
住民と行政官の協働能力の向上

「サブ目標の達成手段の例」の○、無印、×のマークはJICAの取り組み状況を次のとおり表す。
○ ： JICAの地方行政分野の協力事業として特に実績のあるもの
無印 ： JICAの協力事業の目標として具体的な投入実績のあるもの
× ： JICAの協力事業において事業実績がほとんどないもの
なお、これらのマークはあくまでJICAの取り組み状況から投入実績の目安を示すために付したものであり、×の項目
が協力内容として不適切である、という意味ではないことに留意のこと。ただし、実績がないためJICAの新たな取り
組みとして協力に含めることでチャレンジングな内容になる可能性はある。
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２－３－２ 地方行政に対する効果的アプローチ
開発戦略目標１ 国情に合った地方行政制度の整備
地方行政制度は国の統治システムの根幹となる制度のひとつであり、歴史的、民族的、政治的な背
景をもって形成されている。中央集権体制の国から連邦制の国家、地方分権化が進んだ国と、その政
治体制によって中央政府と地方政府の関係や地方行政制度の仕組みが異なっている。地方行政制度の
相違は、中央政府と地方政府の関係において権限と財源と人事権がどのように配分されているかによ
って生じている。これらの配分を変えることで地方行政を改善させるために、近年、多くの開発途上
国で地方政府により多くの権限を委譲する地方分権化が促進されるようになった。地方行政機関が与
えられた権限に基づいて地域のニーズに合った行政サービスの提供や事業の実施を効果的に実施す
ることができるための制度をどのように整備していくかが課題となっている。
中間目標１－１ 中央・地方関係33の適切な枠組みの整備
中央－地方関係は、国家の中心部分を構成する重要事項なので、開発途上国の国民自身が政府の内
外で国の将来について議論を深め、様々な試行錯誤を繰り返しながら、あるべき国の発展の方向性を
模索するという内発的発展過程が必要である。その過程のなかで、開発途上国自身が、地方行政に関
する問題意識を醸成し、国民の意見やニーズを汲みながら、国の実情に合わせた制度へのビジョンを
形成することが重要である。
そのような過程を経て形成されたビジョンに基づくものであれば、整備される中央と地方の権限関
係の枠組みや、地方がもつ権限と提供すべきサービスの基準は、その国の固有の状況を反映している
ので、その国の地方行政にとって適切なものになり得る。
サブ目標１

中央－地方関係の方向性と地方行政のビジョンの形成

サブ目標２

中央－地方関係の枠組み整備

サブ目標３

地方行政サービスの権限と基準の整備

JICA の取り組み
中間目標１－１に対する JICA の取り組みでは、研修事業や専門家派遣を通じて、地方行政制度や
地方分権化に関する相手国の問題意識を醸成し、日本の経験や事例の紹介を通してビジョン形成や制

33

二層制だけをイメージするものではなく、
「地方」のなかにも国によって様々な階層があることを想定している。行
政学上、政府間関係という概念は、レベルの異なる政府間の関係を指しているため、
「中央―地方」という語は、内容
的に重複する部分（多くの場合は、中央政府とそれ以外のレベルの政府）があることから省略することも可能である
が、対象国内における中央政府とそれ以外のレベルの政府との関係を、分かりやすくイメージしてもらうために「中
央―地方」と記載した。本報告書では、
「政府間」に同レベルの政府間の意味合いも含めて使用しているところもある。
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度選択の過程において参考となる情報の提供を行っている。また、制度の設計と試験的な運用を試行する
取り組みを支援している実績もある。このほか、円借款案件を通じて、中央政府の下部組織としての地方
組織の設置に関するガイドラインを策定し、その設立を支援するものや、中央―地方間の責任分担、地方
政府公社に関する法律の制定を支援している事例もある。

中間目標１－２ 地方財政制度の整備
中央と地方の権限関係を明確にするとともに、地方が与えられた権限に基づいて行政サービスの提
供や事業の実施を行うことができるように地方財政の枠組みを整備していくことが必要である。権限
は委譲されたもののそれに見合う財源が地方に移転されないため、サービスの提供が悪化したり、維
持管理ができなくなったりなど、地方分権化による行政サービスの低下という弊害が生じることがあ
る。したがって、権限の委譲と財源の委譲のギャップを少なくして地方行政を機能させるため、交付
金や補助金など中央から地方への財政移転制度の整備及び地方税制度を含めた地方財政制度の整備
が必要である。
サブ目標１

地方財政政策の枠組み整備

サブ目標２

地方政府への財政移転制度の整備

サブ目標３

地方財政システムの整備

JICA の取り組み
中間目標１－２に対する取り組みは、研修事業を通した日本の交付金制度などの地方財政の仕組み
や経験の紹介、財務のデータベース整備により中央政府に対する説明責任を向上させる支援などの実
績があるほか、開発調査を通じて、中央から地方への財政移転制度の改善方法を提案した事例もある。
また、円借款事業を通じた中央－地方政府間の予算計画・執行枠組みづくり、地方債発行を可能にす
る枠組みづくり、地方公社の債務リストラなどに対する支援の実績がある。しかし、地方財政制度の
構築に対する直接的な支援の実績はまだ少ない。
中間目標１－３ 地方行政を支える行政官の育成制度の整備
地方における行政サービスの提供においては、その担い手である地方行政官の育成が重要になる。
特に地方分権化が実施される場合は、委譲された権限を担っていくだけの人材が十分育っておらず、
行政の実施能力が弱い場合が多い。したがって、地方公務員制度や地方公務員の能力向上を目的とし
た研修制度の整備など、中央政府による地方行政官の人材育成の役割が必要になる。
サブ目標１

地方公務員制度の整備
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サブ目標２

地方公務員の研修制度の強化

JICA の取り組み
中間目標１－３に対する JICA の取り組みは、中央政府の研修機関への協力を通して、地方行政官
を対象とする研修機能の強化や研修内容の改善を図るものがあるほか、円借款事業を通じて中央の研
修機関の整備（設備の調達）を行った事例がある。また、中央の研修所で研修カリキュラムの策定支
援や地方研修所の講師に対する研修（Training of Trainers：TOT）を実施し、地方での研修を強化する
取り組みも行っている。
中間目標１－４ 政府間の連携・協力体制の整備
地方行政制度を整備するにあたっては、地方政府に対する財政的支援のほかに、中央政府による地
方政府に対する技術的な支援や情報提供の機能が必要になる。情報提供は中央から地方だけでなく、
地方から中央に情報を送り中央の政策にフィードバックする双方向の流れを確保することが必要で
ある。また、地方において活動している行政機関間（中央政府の出先機関間や、それらと地方政府の
間）の情報共有や連携を強化し、地域として一体感のある計画の策定や事業の実施を促進していくこ
とも重要である。さらに、地方政府間の横の連携・協力により、その能力不足を補い合うことも効率
的な行政サービスのためには効果的である。
サブ目標１

地方政府に対する中央政府の情報提供・支援能力の向上

サブ目標２

自治体間協力制度の整備

JICA の取り組み
中間目標１－４に対する JICA の取り組みは、日本の広域連合や一部事務組合34の経験などを基に
した自治体間協力の制度の整備に関する協力の実績がある。また、円借款事業を通じて、中央省庁と
地方政府の間のデータ共有システムの構築を支援する事例もある。このほか、地方行政制度の整備や
地方政府の能力向上を目的とした協力のなかで、中央政府での活動を地方政府に展開する事例や地方
政府での活動を中央の政策にフィードバックする事例があり、中央政府と地方行政との情報交換を促
進する仕組みや活動を取り入れている例は多い。

34

普通地方公共団体及び特別区が、事務の一部を共同処理するために設ける地方公共団体の組合。
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開発戦略目標１

国情に合った地方行政制度の整備

中間目標１－１ 中央―地方関係の適切な枠組みの整備
中間目標のサブ目標
サブ目標の達成手段の例
1-1-1 中央―地方関係の方向 ○問題意識の醸成促進
性と地方行政のビジョ
ンの形成
政策研究への支援
1-1-2

中央―地方関係の枠組
み整備

地方分権に伴う問題･課題の分
析
地方行政担当省庁への技術的･
政策的助言

1-1-3

地方行政サービスの権
限と基準の整備

行政サービスの権限･基準の整
備

中間目標１－２ 地方財政制度の整備
中間目標のサブ目標
サブ目標の達成手段の例
1-2-1 地方財政政策の枠組み
地方財政基本政策策定
整備

JICAの主たる事業
大阪研修（タンザニア）、日本における地方分権化と国会及び国会事務局の
機能･役割（インドネシア）
地方行政能力向上共同研究（タイ）、参加型農村
開発手法の確立:地域資源の活用と管理･調査（スリランカ）
地方分権化･地方自治体における地方政府の実施状況及び支援ニーズ調査（イ
ンドネシア）、地方分権化基礎情報調査（セネガル、マリ）、地方行政アド
バイザー（ザンビア）
地方行政に関する行政命令･規則制定、地方行政官研修計画策定（ラオス）、
地方行政改革アドバイザー（タンザニア）、地方開発セクタープログラム策
定支援調査（タンザニア）【開発調査】、地方行政アドバイザー（ザンビ
ア）、災害復興･管理セクター･プログラム･ローン（インドネシア）【円借
款】
自治体間協力及び自治体行政サービス基準向上プロジェクト（タイ）、公共
投資プログラム運営監理強化プロジェクト（ラオス）、総合コミュニティ開
発プロジェクト（パプアニューギニア）、地方行政制度改善（パレスチ
ナ）、公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト（マラウイ）、開発政策
借款（II）（インドネシア）【円借款】

JICAの主たる事業
地方行政制度の改善（パレスチナ）、貧困削減支援オペレーション（ラオ
ス）【円借款】

1-2-2

地方政府への財政移転
制度の整備

財政平衡交付金制度整備

地方自治体歳入改善プロジェクト（フィリピン）、ロイヤリティ交付に係る
大蔵省業務手続改善プロジェクト（パラグアイ）、地方自治体行政能力向上
支援プロジェクト（パラグアイ）、地方行政アドバイザー（ザンビア）、開
発政策借款(I)(II)（インドネシア）【円借款】、内国歳入割当金制度改善調
査（フィリピン）【開発調査】

1-2-3

地方財政システムの整
備

地方財政に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽやｿﾌ
ﾄｳｪｱの構築及び普及支援

地方交付金配分機能向上のための市役所財務諸表データベース整備（パラグ
アイ）、地方自治体行政能力向上プロジェクト（パラグアイ）、地方分権化
のための能力強化プログラム（ザンビア）、地方行政アドバイザー（ザンビ
ア）、貧困削減支援オペレーション（II）（ラオス）【円借款】

中間目標１－３

地方行政を支える行政官の育成制度の整備

中間目標のサブ目標
1-3-1 地方公務員制度の整備
1-3-2

地方公務員の研修制度
の強化

サブ目標の達成手段の例
×地方公務員制度の整備

JICAの主たる事業
公務員人事制度調査（在外基礎調査）（インドネシア）

研修実施･管理システムの整備

地方自治研修所能力強化計画プロジェクト（タンザニア）、高等人材開発事
業（III）（インドネシア）【円借款】

研修関連機関間の協力制度の整
備
地方行政担当中央行政官の研修
事業関連能力の向上
○研修機関の研修開発能力の強化
研修内容の改善

地方行政人材育成（インドネシア）、地方行政人材育成プロジェクト･フェー
ズⅡ（インドネシア）
地方自治研修所能力強化計画プロジェクト（タンザニア）、地方･地域行政開
発計画（コロンビア）、地方行政能力向上プロジェクト（カンボジア）
地方自治研修所能力強化計画プロジェクト（タンザニア）
地方行政人材育成（インドネシア）、地方行政人材育成プロジェクト･フェー
ズⅡ（インドネシア）、公務員能力強化計画プロジェクト（ガーナ）、公共
投資プログラム運営監理強化プロジェクト（ラオス）、公共財政管理能力強
化プロジェクト（ラオス）、地方行政支援プロジェクト・フェーズⅠ・Ⅱ
（ブータン）

中間目標１－４ 政府間の連携･協力体制の整備
中間目標のサブ目標
サブ目標の達成手段の例
1-4-1 地方行政に対する中央
中央政府の地方政府への情報提
政府の情報提供･支援
供能力の向上
能力の向上
中央政府の地方政府への指導能
力の向上
中央政府による地方政府の技術
指導のシステムの整備
中央政府/出先機関と地方政府
の情報共有･連携強化

1-4-2

自治体間協力制度の整
備

○自治体間協力ガイドラインの整
備

自治体連合組織の職員研修

JICAの主たる事業
東部地域開発政策確立･実施支援（インドネシア）、地方人材育成プロジェク
ト･フェーズⅡ（インドネシア）
公共投資プログラム運営管理能力向上プロジェクト（ラオス）地方分権化の
ための能力強化プログラム（ザンビア）
教育政策向上支援プロジェクト（ガーナ）
北東州地域開発能力向上プロジェクト（カンボジア）、地方分権化のための
能力強化プログラム（ザンビア）、行政と住民のエンパワーメントを通じた
参加型農村開発プロジェクト･フェーズⅡ（バングラデシュ）、地方行政アド
バイザー（ザンビア）
自治体間協力プロジェクト（タイ）、自治体間協力及び自治他行政サービス
基準向上プロジェクト（タイ）、地方行政制度の改善（パレスチナ）、コル
カタ廃棄物管理改善事業（インド）【円借款】、国土空間データ基盤整備事
業（インドネシア）【円借款】
地方行政制度の改善（パレスチナ）、西部地域･開発能力強化プロジェクト
（ホンジュラス）

「サブ目標の達成手段の例」の○、無印、×のマークはJICAの取り組み状況を次のとおり表す。
○：JICAの地方行政分野の協力事業として特に実績のあるもの
無印：JICAの協力事業の目標として具体的な投入実績のあるもの
×：JICAの協力事業において事業実績がほとんどないもの
なお、これらのマークはあくまでJICAの取り組み状況から投入実績の目安を示すために付したものであり、×の項目
が協力内容として不適切である、という意味ではないことに留意のこと。ただし、実績がないためJICAの新たな取り
組みとして協力に含めることでチャレンジングな内容になる可能性はある。
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開発戦略目標２ 地方行政の計画・実施能力の向上
地方行政の制度的枠組みが整備されたとしても、地方行政の能力が伴っていなければ地方行政に期
待されている機能は十分発揮されない。このため、地方行政の計画・実施能力の向上が重要になる。
特に地方分権化が実施されている国においては、地方行政機関が委譲された機能と権限を基に、行政
サービスの提供や地域開発の事業を計画・実施し、運営する能力を高めることが必要である。さらに
地方分権化においては、地方が独自の政策や工夫を通して、地域の資源やステークホルダーの能力を
生かした開発や事業の実施を行うことが可能になってくる。したがって、地方行政機関がより創造的
に地域のステークホルダーと協働して地域経営を行うことができるような能力を高めていくことが
必要である。
中間目標２－１ 地域ニーズを反映した計画の策定
地域開発の計画立案とその推進における地方行政の役割は、地方分権化の進展に伴いますます重要
になっている。しかし、地方分権化が進展する前は地域開発などの開発計画の立案が中央政府により
なされてきたことから、地方行政官の地域開発計画策定能力が十分育っていない場合が多い。したが
って、地域開発における地方行政官の計画策定、運営管理、モニタリング能力の向上が必要である。
そのなかで、計画立案にあたっては、地域の情報や資源に基づくとともに、地域のステークホルダー
が参画し、地域のニーズやイニシアティブに基づいた開発計画の策定と実施を図っていくことが求め
られるようになっている。また、策定された計画に基づいて地方政府予算や中央政府の予算を獲得し
て事業を実施していくための調整、管理能力の向上も求められる。
サブ目標１

地方行政官の地域開発計画策定・運営管理・モニタリング能力の向上

サブ目標２

地域の情報、資源に基づいた地域開発計画策定手法の確立

サブ目標３

開発予算の計画策定、管理、執行能力の向上

JICA の取り組み
地方行政官の地域開発計画策定、運営管理の能力向上に関する協力は、技術協力プロジェクト、専
門家派遣、研修事業及び円借款事業の一部として実施される研修・トレーニング（地域開発計画の策
定支援、地方災害マネジメント計画の策定などに関するもの）を通して多くの実績がある。円借款事
業により地方公務員を日本、あるいは自国内の大学へ留学・進学させ、人材育成を図った事例もある。
また、参加型の開発計画の立案と実施運営に関するモデル事業の実施やファシリテーターの育成など
に関する協力も行われており、地域ステークホルダーとの協働促進を図っている。特に地方分権化が
実施されて間もない移行期にある国では、地方における人材不足、能力不足が顕著であるため、この
分野に対する協力のニーズは高い。
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中間目標２－２ 地域ニーズにこたえる行政サービスの提供
基礎自治体は、地域の住民・組織に直接接する末端機関として各種行政サービスの提供を担ってい
る。また、地方分権化の進展具合にもよるが、中央政府の政策に基づいてセクター別の政策の実施や
サービスの提供を担っている場合が多い。一方で、地方分権化に伴う権限委譲に応じた財源が地方に
配分されていないと、サービス提供の質と量が低下したり、維持管理の予算が少なくなったりする例
が見られる。サービスの提供にあたる行政官の能力向上も含め、効率的な行政サービスの実施を図っ
ていくことが求められる。また、地域のニーズや声に基づき行政サービスが実施されるような仕組み、
地域ステークホルダーとの協働による行政サービス実施の仕組みを整備していくことも課題である。
より効率的な行政サービスの提供を図っていくためには、民間企業や大学、NGO などへの一部行政
サービス業務の委託や民営化などによる行政サービス提供の強化も検討課題としてあがってこよう。
サブ目標１

行政サービス提供の仕組みの整備

サブ目標２

行政サービスの効果的・効率的な提供

JICA の取り組み
中間目標２－２に対する JICA の協力は、研修事業や具体的な行政サービスの提供（パイロット事
業の実施）及び円借款事業の一部として実施される研修・トレーニングを通じた人材育成における実
績がある。また、円借款事業により地方行政組織のガイドラインの策定やキャパシティ・ディベロッ
プメントを図るものもある。地方政府の能力が整わないうちに地方分権化されることにより、各セク
ターの行政サービスの提供における省庁間の混乱やサービスの質の低下が生じていることがあるの
で、協力に際しては、行政サービスの提供状況・役割分担を確認しておくことも必要である。
中間目標２－３ 地域社会との協働による地域経営
地域の発展を促していくためには、地方行政だけでなく民間や大学、NGO、住民組織など多くのス
テークホルダーとの協力と協働が必要である。地域ステークホルダーの活動の活性化が地域の活性化
につながり、地方行政が地域の活動を支援していく体制を整備することが地域の活性化を促進する要
因となる。活動を通して行政が地域のニーズを把握し、的確に計画や意思決定に反映させることもで
きる。その際には地方行政と地域ステークホルダーとの間で情報共有を図っていくことが重要である。
一方、地方分権化により地方の権限が強まると首長が大きな力をもち、汚職や地方有力者による支
配などのガバナンスの悪い側面が生じる場合がある。このため、議会や NGO、メディアなどのチェ
ック機能が確保されるようなローカルガバナンスの仕組みを整備することや、政策決定や予算管理に
おける地方行政の透明性と説明責任を確保する仕組みを整えることも課題である。
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サブ目標１

地域ステークホルダーの活動を促進する行政の支援体制の整備

サブ目標２

地方行政の透明性と説明責任の確保

サブ目標３

地方行政の運営における地域のステークホルダーとの連携の促進

JICA の取り組み
中間目標２－３に対する JICA の取り組みは、技術協力プロジェクトや研修事業を通して地方行政
と NGO や大学などの地域のステークホルダーとの連携促進を行っている実績がある。また、数は少
ないが、円借款事業においてもコンサルティングサービスとして受益者との協働や受益者組織の組織
化支援などを行っている事例もある。地方行政の効果的な運営や地域開発の促進において、地域でど
のようなステークホルダーが重要な役割を担うことができるかを見極めることが重要であり、今後も
地方行政がステークホルダーの参加と連携を促進していく能力を高め、参加のための機会と仕組みを
提供していくことが必要である。

Box２－１

住民エンパワーメントプログラムと地方分権化支援の連携のあり方35
－チリ政府、連帯社会投資基金によるプログラムの事例－

開発途上国における地方分権化支援事業の延長線上に、地域住民の参加基盤形成を目的とした参加型住民エンパワ
ーメントプログラムが実施されるようになってから久しい。地域住民が権利意識と交渉・運営能力を身につけてゆく
エンパワーメントと、その地域住民の要求に迅速に応答できる地方政府及び政府組織の育成を目的にもつ地方分権は、
互いを欠いては発展してゆかず、その連携の意義は大きい。一方で、地域のイニシアティブの尊重と、それをシステ
マティックに規定・監理しようとする政府意向とのジレンマもあり、具体的な政策としてどのようなバランスでそれ
らを実現するかは、常に課題として残される。
チリでは1995年から5年間、使途を限定した交付金として分権化支援予算を地方政府に委譲し、貧困地域を対象とす
る参加型住民エンパワーメントプログラムのプロジェクト実施資金にあてる仕組みがとられた。しかし、この権限委
譲による地方政府の「団体自治」強化と、市民の開発運営への参加を促進する「住民自治」強化の同時進行は、地域
住民と地方政府に接点をつくり出すメリットを生む一方で、プロジェクトに係る「決定権」を両者の間で二分し、住
民による主体的な資金活用の枠組みに制約を加え、結果的に住民のエンパワーメントに対し大きな阻害要因となった。
住民エンパワーメントプログラムと分権化支援の連携が相乗効果を生み出すためには、制度化に合わせて住民の参
加基盤形成の枠組みを規定するのではなく、主客を転倒させ、地域の主体的な参加を促す枠組みを優先させたうえで、
それを側面支援・助長する政治システムの制度化として、分権化支援のあり方を模索するべきとの教訓が残された。

35

上村（2002）
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開発戦略目標２

地方行政の計画・実施能力の向上

中間目標２－１ 地域ニーズを反映した計画の策定
中間目標のサブ目標
サブ目標の達成手段の例
○地方行政官の地域開発能力の向上
2-1-1 地方行政官の地域
開発計画策定･運
営管理･モニタリン
グ能力の向上

2-1-2 地域の情報、資源
に基づいた地域開
発計画策定手法の
確立

2-1-3 開発予算の計画策
定、管理、執行能
力の向上

セクター間の整合性調整能力の向上
地域社会経済のデータベース整備

スラウェシ貧困対策支援村落開発計画（インドネシア）、市民社会の参加によるコミュ
ニティ開発技術協力プロジェクト（インドネシア）、基礎自治体開発計画策定能力向上
プロジェクト（タイ）、公共投資プログラム運営管理能力向上プロジェクト（ラオ
ス）、住民参加型農村開発行政支援（バングラデシュ）、カザンラク地域振興計画プロ
ジェクト（ブルガリア）、参加型農村開発手法の確立：地域資源の活用と管理･調査
（スリランカ）、北東州地域開発能力向上計画（カンボジア）、地方開発支援プロジェ
クト（アフガニスタン）

開発計画策定モデル･手法の改善

中央、セクターレベルの政策と地
域計画との調整

パンジャブ州地方行政能力向上プロジェクト（パキスタン）、地方自治体参加型計画策
定プロセス改善計画調査（タンザニア）【開発調査】、地方行政プロジェクト･フェー
ズⅠ（ブータン）、よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェクト
（タンザニア）、地方開発セクタープログラム策定支援調査（タンザニア）【開発調
査】、ニャンド及びホマベイ県における地方開発プログラム調査（ケニア）【開発調
査】
地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジェクト（タンザニ
ア）

開発予算管理システムの整備

公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト（マラウイ）

開発予算管理の研修

公共投資プログラム運営監理強化プロジェクト（ラオス）、地方分権化のための能力強
化プログラム（ザンビア）、公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト（マラウイ）

セクター別の行政サービス提供の
長期計画策定能力の向上
※各セクターの効果的アプローチ
参照

ICT能力の向上支援
民営化、民間委託などを通じた行
政サービス提供の向上･効率化
地方行政機関の業績評価･マネジメ
ント
中間目標２－３ 地域社会との協働による地域経営
中間目標のサブ目標
サブ目標の達成手段の例
コミュニティ主体の開発の推進
2-3-1 地域ステークホル
ダーの活動を促進
する行政の支援体
※開発課題に対する効果的アプロ
制の整備
ーチ「農村開発」（2002）参照
NGOの能力強化支援
監査機能の整備･強化支援
2-3-2 地方行政の透明性
と説明責任の確保
広報公聴機能の整備･強化支援

2-3-3 地方行政の運営に
おける地域のステ
ークホルダーとの
連携の促進

北東州地域開発能力向上計画（カンボジア）
社会経済データ管理システム展開計画調査（タンザニア）【開発調査】、基礎自治体開
発計画策定能力向上プロジェクト（タイ）

○開発計画策定モデル･手法の形成

中間目標２－２ 地域ニーズにこたえる行政サービスの提供
中間目標のサブ目標
サブ目標の達成手段の例
2-2-1 行政サービス提供
各セクターとの連携による行政サ
の仕組みの整備
ービス提供の仕組みの整備

2-2-2 行政サービスの効
果的･効率的な提供

JICAの主たる事業
地方政府の開発政策（インドネシア）、地域開発政策支援（インドネシア）、南スラ
ウェシ州地域開発政策アドバイザー（インドネシア）、セブ州地方部活性化（フィリピ
ン）、PRSPモニタリング制度構築のための地方行政能力向上プログラム（ザンビア）、
地方分権化のための能力強化プログラム（ザンビア）、教育政策向上支援プロジェクト
（ガーナ）、イシククリ地域総合開発計画調査（キルギス）【開発調査】、カザンラク
地域振興計画プロジェクト（ブルガリア）、地方･地域行政開発計画（コロンビア）、
西部地域開発能力強化プロジェクト（ホンジュラス）、市町村政府中堅実務者能力強化
プロジェクト（ボリビア）、地方自治体行政能力向上支援プロジェクト（パラグア
イ）、北東州地域開発能力向上計画（カンボジア）、国内避難民支援のための地方行政
能力強化プロジェクト（コロンビア）、地方行政支援プロジェクト・フェーズⅠ･Ⅱ
（ブータン）、災害復興･管理セクター･プログラム･ローン（インドネシア）【円借
款】、高等人材開発事業（III）（インドネシア）【円借款】、国土空間データ基盤整
備事業（インドネシア）【円借款】、コルカタ廃棄物管理改善事業（インド）【円借
款】、地方自治体支援政策金融事業(フィリピン）【円借款】

JICAの主たる事業
地方自治体における環境保全計画策定と重点施策推進事業（開発パートナー）（フィリ
ピン）、ミンダナオ･ダバオ地域地方行政･地域社会強化プロジェクト（フィリピン）、
カザンラク地域振興計画プロジェクト（ブルガリア）、ビンフック省投資環境改善事業
（ベトナム）【円借款】、災害復興･管理セクター･プログラム･ローン（インドネシ
ア）【円借款】、社会投資事業（タイ）【円借款】、地方開発･生活環境改善事業
(I)(II)(ベトナム）【円借款】
モロゴロ州保健行政強化プロジェクト（タンザニア）

政府職員のICT能力向上（インドネシア）
官民協調（PPP）スキーム運営能力強化プロジェクト・フェーズⅠ･Ⅱ（インドネシア）
国内避難民支援のための地方行政能力開発プロジェクト（コロンビア）

JICAの主たる事業
スラウェシ貧困対策支援村落開発計画（インドネシア）、セブ州地方部活性化プロジェ
クト（フィリピン）、ソコイネ農業大学地域開発センター（タンザニア）、住民参加型
農村開発行政支援（バングラデシュ）、首都圏セトルメント地域における総合コミュニ
ティ開発プロジェクト（パプアニューギニア）、地方行政制度改善（パレスチナ）
地方分権化のための能力強化プログラム（ザンビア）
PRSPモニタリング制度構築のための地方行政能力向上プログラム（ザンビア）

議会機能の向上支援

草の根からの市民社会強化プロジェクト、地方分権化のための能力強化プログラム（ザ
ンビア）

住民参加の促進

カザンラク地域振興計画プロジェクト（ブルガリア）、参加型農村開発手法の確立：地
域資源の活用と管理（スリランカ）、地方開発支援プロジェクト（アフガニスタン）
市民社会の参加によるコミュニティ開発技術協力プロジェクト（インドネシア）、地域
開発政策アドバイザー（インドネシア）、首都圏セトルメント地域における総合コミュ
ニティ開発プロジェクト（パプアニューギニア）、東部黒海地域参加型地方開発人材開
発プロジェクト（トルコ）、西部地域開発能力強化プロジェクト（ホンジュラス）、グ
ラスルーツ指導者研修（タンザニア）、地方行政制度改善（パレスチナ）、総合コミュ
ニティ開発プロジェクト（パプアニューギニア）、地方行政支援プロジェクト・フェー
ズⅠ･Ⅱ（ブータン）、地方インフラ整備事業（III）(インドネシア）【円借款】、小
規模灌漑管理事業（III）(インドネシア）【円借款】

○行政官のファシリテート能力の向
上

住民と行政官の協働能力の向上

農地改革持続可能な農業参加型地方自治についての参加型ワークショップ（フィリピ
ン）、行政と住民のエンパワーメントを通じた参加型農村開発プロジェクト･フェーズ
Ⅱ（バングラデシュ）

「サブ目標の達成手段の例」の○、無印、×のマークはJICAの取り組み状況を次のとおり表す。
○：JICAの地方行政分野の協力事業として特に実績のあるもの
無印：JICAの協力事業の目標として具体的な投入実績のあるもの
×：JICAの協力事業において事業実績がほとんどないもの
なお、これらのマークはあくまでJICAの取り組み状況から投入実績の目安を示すために付したものであり、×の項目
が協力内容として不適切である、という意味ではないことに留意のこと。ただし、実績がないためJICAの新たな取り
組みとして協力に含めることでチャレンジングな内容になる可能性はある。
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２－４ 資金協力による地方行政支援
JICA の協力モダリティーは、技術協力とともに無償・有償による資金協力がある。これまで、地
方行政分野に対する協力は技術協力プロジェクト、専門家派遣、研修事業など技術協力を通じたもの
が主であった。しかし近年では、有償資金協力（円借款）においても、地方政府を実施機関として地
方において事業を実施するなかで、地方行政官に対する研修・トレーニングを実施している事例もあ
る。また、他ドナーとの開発政策借款に対する協調融資などを通じて、またプログラムアプローチに
資金協力を盛り込むことにより、地方行政の制度整備、能力向上を財政面から支援している事例もあ
る。
ここでは、「開発戦略目標１

国情に合った地方行政制度の整備」及び「開発戦略目標２

地方行

政の計画・実施能力の向上」の支援手法に関連しつつも、資金協力に特有の地方行政支援の方法を整
理する。

（１）地方財政制度の整備の強化
有償・無償資金協力を活用し、地方の資金調達メカニズムの整備を支援する形で、地方財政支援を
強化することができる。この場合、借入人・保証人である中央政府から地方へ資金が移転されるが、
その方法は融資の場合もあれば贈与の場合もあり、また両者のミックスの場合もある。金利の幅（市
場金利から無利子まで）や使途に関する条件の有無などにより優遇度合いが異なっており、地方の資
金調達メカニズム整備支援の形態は多様であるが、いずれも実際に資金を投入することにより、地方
財政の制度を実際に運用し、教訓を得ながら改善していくことが可能となり、さらに、地方行政機関
の財政管理能力の向上を図ることも可能となる。また、地方財源を支援する際に政府システムを利用
するので、ドナー側の手続きによって地方自治体に過度の負担がかかることを回避できる。

（２）政策枠組みの検討への参加
アフリカ諸国などドナー協調の盛んな国においては、ドナー協調の場においてその国の政策枠組み
を検討し、プログラムとして採用することとなっている。そして、コモン・バスケット・ファンドや
財政支援の枠組みのなかで支援を行うことが求められている。こうした国々において協力を行ってい
くにあたっては、一定程度こうした援助協調に参加していくことが必要であり、資金協力によるコモ
ン・バスケット・ファンド等への資金供与は、相手国の政策枠組みづくりに参加するための有効な「手
段」である。こうした「手段」を講じることにより、開発課題体系図に示したような支援の「めざす
ところ」を追求できるようになる。つまり、相手国のプログラムの一施策として支援を行っていくこ
とができるようになる。同時に、日本の支援の方針や方法をその国のプログラムに反映していくこと
も可能になる。さらに、政策実施プログラムへの資金協力を通して、政策実行の進捗をモニタリング・
評価するプロセスへ参加・支援することも可能になる。
このように、資金協力によるコモン・バスケット・ファンド等への資金供与は、ドナー協調、政策
枠組みづくりの仕組みに参加するための「手段」として有効であり、かつ資金協力に特徴的な方法で
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ある（Box２－２参照）。一方で、当該枠組みへの参加に際しては、適切なタイミングを考慮する必
要があるとともに、相手国プログラムの内容・質の妥当性につき事前に十分な検証を行うことが重要
である。

Box２－２

タンザニア地方行政支援における無償資金協力の活用

「タンザニア国地方行政改革支援プログラム」は、地方自治庁へのアドバイザー派遣、技術協力プロジェクトによ
る地方自治体研修拠点（研修所）の能力強化、国別研修による地方行政のリーダーの能力向上、住民との協働による
参加型地域開発計画策定及びそれを通じた地域社会の自治力強化の可能性検討（開発調査）と後継技術協力プロジェ
クトによるその実証などを組み合わせ、各協力間の相乗効果をねらったプログラムアプローチを実施している。同プ
ログラムでは、これら技術協力コンポーネントのほかに、無償資金協力コンポーネントが投入されている。ひとつは、
地方自治体開発交付金バスケットファンドへの貧困削減無償資金協力である。この開発交付金は上記技術協力プロジ
ェクトが策定を推進する住民参加型地域開発計画に盛り込まれた事業を実施するために提供されるものである。すな
わち、技術協力プロジェクトにより参加型地域開発計画を策定し運営するための地域の能力を向上させると同時に、
無償資金協力を使って計画された事業の実施に必要な予算を担保する体制を支援しているものである。また、同じく
貧困削減無償資金協力を活用して、地方行政改革プログラム２36の促進のためのバスケットファンドに資金を拠出する
ことにより、技術協力を通じた制度整備や能力向上の円滑な実施を可能にしている。これらにより、タンザニア国に
おける地方分権化の政策協議の場に参加する機会を得ている。
このように技術協力と財政支援（資金協力）を組み合わせることにより、相手国の政策形成に関与し政策・制度に
関する提言を行っていくこと、そして政策に沿った技術協力を行っていくことを可能とすると同時に、技術協力の成
果から得られた教訓を相手国の政策・制度にフィードバックしていくことも可能となる。制度整備（開発戦略目標１）
と計画・実施能力の向上（開発戦略目標２）の相乗効果の促進にもつながるものであり、地方行政支援における資金
協力の活用の一方策を示すものといえよう。

（３）地方公務員制度の運営の促進
資金協力事業では、２－４－１で述べた地方財政制度以外にも、既存の制度をより円滑に、効果的
に運用していくために必要な資金を一時的に提供するという役割を担うことも可能である。例えば、
円借款を通じた財政支援により、教員や保健従事者など公務員の待遇に関する制度運営及び改善に向
けて、当該国政府が主体的に予算化を図る動きを支援する事例がある（Box２－３参照）。こうした支
援を通じて待遇改善を行うことにより、公務員にとってのインセンティブを創出し、サービスの質の
向上を図るものである。地方公務員制度の運営をより望ましい方向に導くことが可能となることから
資金投入の重要性は高い。

36

本 JICA プロジェクトの上位プログラムであり、かつ地方分権化改革に係るタンザニア政府の全体プログラムである。
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Box２－３

インドネシア開発政策借款ほかによる行政サービスデリバリーの向上37

インドネシアに対する開発政策借款は、当初は主にマクロ経済の安定化と投資環境の改善及び財政運営の改善をめ
ざしたトリガー（政策条件）を設定し、その実現をめざしてきたが、第 3 次より「行政サービスデリバリーの向上」
が加えられている。第 4 次では主題目として「制度改革の推進」を掲げ、教育分野に焦点を当てた行政サービスデリ
バリーの向上をめざす姿勢をより明確にし、
「教員免許（資格証）に関する能力水準及び同水準への適合性を測る手段
の確立」をトリガーとして設定、達成している。続く第 5 次では、「教育の質の向上」をトリガーの 1 つとして掲げ、
教員の待遇改善（給与インセンティブの付与）への取り組みを支援した。2005 年成立の教員法（the Teacher Law）で
は、能力水準を満たす資格証を取得すれば給与を 2 倍に、また遠隔地勤務をすれば給与を 3 倍にすることとし、国家
教育省（the Ministry of National Education）もこれに基づいて省令 No.18/2007 を公布し、すべての教員は最低でも週 24
時間（コマ）を教えることとし、そうすることで資格証を持つ教員は技術手当を受け取ることができるようにした。
この施策は、当初想定していた効果を発揮しており、かつ、学校間の教員配分のバランス改善（僻地の教員不足と都
市部の教員過剰の解消）にも功を奏している。
このほか、ラオス貧困削減オペレーション、カンボジア貧困削減オペレーションにおいても同様のトリガーが設定
され、教育や保健分野の行政サービスの質の改善を支援する取り組みがなされている。

（４）地方における社会基盤（インフラ）の整備
資金協力事業（有償、無償ともに）においては、技術協力事業とは規模が異なる大規模な社会基盤
整備が可能である。資金協力を通じて地方政府のプロジェクト支援や財政支援を行うことにより、地
方における社会基盤整備事業の予算化を促進することができる。また、事業化に伴い発生する調達・
契約及び施工監理業務についても相手国実施機関が行うことから、こうした側面における地方行政機
関の能力向上を図ることも可能となる。さらに、地方行政機関は、そうして整備された社会基盤を活
用することにより、自らが提供するサービスの質、量の向上を図ることが可能となる。こうした支援
方法は、課題体系図の戦略目標１（制度整備）、戦略目標２（地方の計画・実施能力の向上）のいず
れにも該当しないが、有効な地方行政支援の一方法であるといえる。地方行政が、当該インフラの運
営・維持管理に十分なオーナーシップや能力を有していない場合には、問題が生じる可能性が高いこ
とから、支援の形成・実施に際しては、この点に十分留意していく必要がある。
このように、資金協力事業を活用することにより、制度整備、能力向上に対する支援を一層強化す
ることが可能となる場合がある。この点を念頭に置き、技術協力、資金協力を柔軟に組み合わせなが
ら地方行政支援の方法を検討していくことは非常に重要である。

37

World Bank (2007),

World Bank (2008)
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第３章 JICA の協力の方向性

３－１ 基本的な考え方
（１）地域に裨益する行政サービスの実現
１－２－３で述べたとおり、地方分権化はそれ自体地域間格差を拡大させる可能性をはらんだもの
であり、ナショナル・ミニマムをどこに設定するかという点を常に考慮する必要がある。さらに、国
としての制度やサービスを計画・実施する能力が脆弱な開発途上国ではその可能性が一層高まること
に留意しなくてはならない。そのため、地方行政支援の目的は、必ずしも地方分権化そのものの促進
にあるのではなく、地方行政を通じてより良い行政サービスを地域の住民・組織に届けることにある。
地方分権化の有無は、地方行政支援をしていく際に当該国における所与の条件として把握されるべき
要因であり、これを踏まえて地方行政支援の目的をいかに達成させていくかが検討されるという意味
で重要なものである。
したがって、開発途上国の地方行政の支援に際しては、行政内部の能力向上にとどまらず、地域住
民との信頼関係の構築、民間や大学・NGO との連携強化といった地域に効果的・効率的に行政サー
ビスを届けるための仕組みを支援のなかで形成し、継続していくための工夫を忘れてはいけない。

（２）中長期的な視点に立った支援
地方行政制度改革は、国のあり方の骨格を形成するものであるため、その支援に際しては、相手国
政府が高いオーナーシップを有して改革に取り組んでいることが不可欠である。そうでないと、円滑
かつ着実に成果を得ていくことが難しいうえ、成果が相手国に全く定着しない危険性が高い。また、
地方行政制度改革は、内発的発展のための長いプロセスを要するものであるため（Box３－１参照）、
支援の対象となる相手国の状況も、方向性模索の段階から制度改革の途上にあるもの、制度運営のた
めの機能整備など、改革の段階により様々である。
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Box３－１

日本の地方分権化の経験

日本は、主要ドナーのなかで唯一、西欧文明圏外の後進国として国づくりを開始した国である。1868 年の明治維新
以降、西欧諸国に対抗できる近代的で強い国づくりをめざして、懸命に西欧文明から学びその制度を模倣してきた。
地方行政制度整備に際しては、欧米各国への 2 年間にわたる使節団派遣を通じて、政治体制、法制度整備の重要性及
び国情に合った制度構築の重要性を認識し、その後、外国モデルの適用と失敗経験の積み重ねによる試行錯誤の繰り
返し、政府内外における活発な議論（国民的議論）を経るなかで、長い時間をかけて「和洋折衷」による独自の地方
行政制度モデルを創造、構築した。一方、地方の受け皿整備については、
「国・地方を含めた政府全体としての行政サ
ービスの向上」という目的を第一に据え、機関委任事務（Delegation）、中央と地方の人事交流、地方交付税制度とい
った手法を通じて“地方の受け皿整備を優先”した、ゆっくりとした改革を実施した。中央の監督・支援の下、少し
ずつ権限を地方に委譲し、地方が経験を積んで受け皿能力をつけたことを各段階で確認してから、自立性を伴った権
限委譲に進むという方法をとったのである。
こうして日本は、長い年月をかけて地方行政制度をゆっくりと着実につくりあげてきた。近年は、経済不況により
予算の制限、人的リソースの不足等の制約が大きくなっているが、成果重視型の行政マネジメント、政府間の協働（市
町村合併と広域協力）、民間セクターとの連携、住民組織や NPO との協働など様々な工夫を凝らして行政サービスの
効率化に取り組んでいる。中央と地方の関係は、その時代に合わせて変化するものであり、時代時代により、分権化
するかしないか、する場合には、何を、どの程度行えばよいかを、その時々の社会経済状況を踏まえて検討すること
が重要である。地方分権化とは単なる制度改革・権限委譲ではなく、中央地方及び住民関係をどのように構築してい
くか、ということであり、その国自身のオーナーシップに基づき、国情に合うよう国民的議論と試行錯誤を繰り返し
ながらじっくりと進めていくことが重要である。開発途上国における地方分権化改革を考えるに際して、こうした日
本の経験から得られる教訓は多い。こうした経験は、マルチメディア教材「日本の地方分権化に関する経験」38に取り
まとめており、今後の地方行政支援に活用することが期待されている。

したがって、相手国が方向性模索の段階にある場合は、問題意識醸成型の協力から始め、じっくり
と相手国のオーナーシップを醸成することが大切である（Box３－２参照）。この段階では、個別専門
家の派遣や研修を通じて多様な地方行政のあり方に関する情報提供や助言を行い、相手国が自ら方向
性を定めることができるよう支援していくことが重要である。

38

JICA-Net ホームページ（http://jica-net.jica.go.jp/）に掲載予定。ただし、ホームページからのダウンロードは不可の
ため、別途問い合わせが必要。
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Box３－２

タイ自治体間協力プロジェクト
－共同研究協力からプロジェクト化、制度改善に貢献した事例－

タイでは、1997年に改正された憲法及び1999年に制定された地方分権推進法の制定により、自治体の能力向上が喫
緊の課題となっていた。こうした状況下で、1999年から2000年にかけて地方行政能力向上のプロジェクトが形成され
ることになった。しかし地方行政は相手国の統治機構に踏み入りかねないセンシティブな分野であったため、まずは
日タイの対等な立場からタイの地方分権化に係る課題を把握、分析をしたうえで、具体的な協力案件を検討すること
とした。こうして2000～2002年に「日タイ地方行政能力向上共同研究会」が実施された。共同研究会では、日タイの
地方行政学者が4つの課題を研究したうえで、タイ側からの提言として取りまとめたことにより、外からの押し付け
ではない自分たち自身の課題検討としての機運が高まった。
2002年から実施されている「自治体間協力プロジェクト１・２」は、タイ側機関の明確な問題認識の下、共同研究
会での課題の1つを取り上げ、タイ側のオーナーシップに基づく実施体制を確立した。具体的には、パイロットサイ
トで地方における自治体間協力事業の実施を支援し、その成果を地方自治体振興局での自治体間協力のためのガイド
ライン策定作業に反映させるものである。この事業で制度を構築する地方自治体振興局が積極的にパイロットサイト
で自治体間協力のための諸課題をサイト関係者と議論することにより、自治体間協力のためのパイロット自治体の組
織強化とガイドライン策定という制度整備とが車の両輪となって効果を及ぼすことが期待されている。

一方、相手国が制度改革の途上にある場合は、流動的な要因が比較的多く存在することから、中長
期的な方向性をもちつつも、協力全体をいくつかの段階別のプロジェクトに分け、それぞれの段階ご
とに状況の変化や成果の達成状況を確認したうえで次の協力を検討する必要がある（Box３－３参照）。
この場合、その時々の状況や優先度などを考慮しつつ、フェーズごとに支援対象機関を変更したり、
フェーズとフェーズの間に個別専門家派遣を入れることによって、先方ニーズや状況の変化をより正
確に把握する時期を設けたり、といった「プロジェクト・デザイン上の工夫」をすることにより、外
部条件の変化等に柔軟に対応し、リスク要因を可能な限り減じていくことも有効である。

- 29 -

Box３－３

ホンジュラス西部地域開発能力強化プロジェクト
－ステップワイズ・アプローチの事例－

ホンジュラスにおける基礎自治体の職員は、一部の大きな市を除いて10人程度であり、自治体の機能は非常に弱い。
このため、複数の市が連携して市連合会を形成することが推奨されているものの、人材、資金ともに不足しており、
市連合会の機能も弱く、地方自治体の能力向上が喫緊の課題となっていた。本プロジェクトは、地方自治体を主体と
した事業実施のためのメカニズム・システムが未成熟な環境下での関係者の能力強化を目的としている。プロジェク
ト運営上には多くの不確定要素が存在しており、また①市連合会の脆弱性、②政権が交代すると地方自治体職員が総
入れ替えになり、知見、経験が蓄積されないなどの問題があがっている。
プロジェクト開始時点では、各活動の成果がどのような時間軸のなかでもたらされるのか、手法が有効なのか、と
いった点が必ずしも明確でない面もあった。そのため、最初の調査分析、試験的実証事業、実証事業の拡大といった3
つのステップを設定している。最初に可能な限りしっかりとした仮説をつくり、その後のプロセスにおいてチェック
ポイントを設置して検証を行い、当初把握できなかった不確定要因が確認された場合は適宜修正を行うという作業を
繰り返していくアプローチとなっている。

また、地方行政分野は、その特性として政治的要因の影響を受けやすく、そのため政治的変動によ
り方針が急激に、大きく転換され、それまでの支援の成果が短期的・直接的に生かせなくなる状況も
起こり得る。相手国の試行錯誤及び協力上のトライアル・アンド・エラーを経ながら実施されていく
ものであり、この点を認識して、プロセス支援に取り組んでいくことも重要である。
これらのことを考慮すると、短期間に単体のプロジェクトを実施することで成果を得ることは容易
ではないことから、中長期的な視点から相手国における国民的議論や試行錯誤のプロセスに対応した
様々な形での支援を検討していくことが重要といえる。

（３）制度と能力のバランスを考えた支援
第２章で整理したとおり、地方行政支援を行うに際しては、制度や仕組みを整備するとともに、地
方行政自体の能力を強化することが重要である。通常、プロジェクトではこれらのいずれかを主要課
題として設定し対応していくことが多いが、実際には地方行政分野における課題は相互の関連性が高
い。したがって、単体の課題（中心課題）に取り組む場合においても、課題間の関連性を分析し認識
したうえで支援を実施していくことが重要となる。
制度整備においては、実際に制度を運用するための人員や能力レベル、財政などが地方にどの程度
あるのか（又は、委譲されるのか）を常に検討しながら実施する必要があり、こうした受け皿の整備
状況に応じた漸進的なアプローチが必要となる。
能力強化についても、強化した能力が生かされる環境（制度）が整備されているか（又は、整備さ
れる見込みがあるか）を確認しつつ、必要に応じて制度整備に対して働きかけることも検討しながら
進めていくことが重要である。
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（４）複層的な働きかけ
地方行政支援に際しては、制度整備と能力向上のバランスを常に考えていく必要があるため、働き
かけるべき対象はおのずと複数となる場合が多い。また、能力向上に関しては、住民の最も近くに位
置する末端行政の能力向上支援は重要であるが、それのみでは十分ではなく、技術的な支援が得られ
るよう上位の行政機関への働きかけも必要である。さらに、相手国が地方行政制度の形成・改革プロ
セスにある場合には、中央－地方間及び地方行政機関間の役割分担の不明確さ、制度の変更による地
方の権限・役割の変更可能性など変動要因が多いことから、それぞれのアクターの権限に留意して支
援していくことが必要である。このように、有効な地方行政支援を行っていくためには、単一のステ
ークホルダーのみに働きかけるよりも、複層的なレベルをステークホルダーとして設定し、働きかけ
ていくことが有効である39。
地域の他のステークホルダーとの協働を図る場合には、行政との信頼関係や行政に対する期待につ
いて把握し、支援対象範囲を見極めていくことが重要である。

３－２ JICA の今後の取り組み
ここでは、第２章及び第３章３－１を踏まえ、第２章で整理された開発課題に対し、JICA の今後
の取り組みの方向性を示す。

（１）開発戦略目標１ 国情に合った地方行政制度の整備
――相手国の問題意識、オーナーシップに沿った形での制度整備支援
地方行政制度の整備は、地方行政の骨格を定めること、支援の成果の普及や自立発展性を制度面か
ら確保すること、また、開発戦略目標２で整理される地方行政官の能力向上や各セクターの事業実施
の環境を左右することから、支援の重要性は高い。これまでのJICAによる支援の経験は限定的である
が、先例を応用することで効果的な支援が可能であるため、その重要性を再認識し、今後は積極的に
取り組んでいくこととする。
本課題に関する支援の形成及び実施に際しては、内政に深くかかわる課題であること、また、政治
的変動リスクが小さくないことを念頭に置き、相手国政府の問題意識に沿った形で進め、相手国政府
がオーナーシップをもって地方行政改革に取り組んでいくことを側面から支援していくこととする。
また、常に地方分権化を是として、その推進を支援するのではなく、相手国のその時々の国情に合っ
た制度整備を支援するとともに、併せて制度運用上の課題解決を支援することで、より現実的かつ効
果的な制度の構築・改善を行うよう配慮していくこととする。

39

支援対象の選定に際しては、政治的恣意性に配慮し、中立性を保つよう留意が必要である。
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（２）開発戦略目標 2 地方行政の計画・実施能力の向上
――行政サービス向上につなげるための地方行政の能力強化
地方行政支援の最終的な目標は、３－１(１)で整理したように「行政サービスの質を向上すること
及びサービスの受け手に裨益すること」である。この目標を達成するためには、基礎的な地方行政能
力の強化は必要不可欠であり、したがってこの分野への支援の必要性は高い。JICA の地方行政支援
の実績のなかでは、制度整備支援と比べて、開発計画策定能力強化、サービス提供及び地域社会との
協働に関する支援は経験が多い。これらの経験を生かし、今後とも重点的に取り組んでいく。
本課題に関する支援の形成及び実施に際しては、能力強化支援の効果を面的に広げ、自立発展性を
高めるため、成果を地方あるいは中央レベルでの制度面へフィードバックしていくことが重要である。
また、地域の計画策定や行政のマネジメント能力の強化を、各セクターのサービス提供の支援と連
携・調和させていくことも検討していく。さらに、円借款事業のなかで実施している地方行政機関の
能力向上に関するコンサルティングサービスについても、事業審査の段階でタームズ・オブ・レファ
レンス（TOR）を詳細に詰めておくなど、効果的な事業実施に向けて検討していくこととする。

(３)制度構築・改善と地方行政能力向上の相互補完関係、相乗効果への配慮
――プログラム・アプローチの活用
開発戦略目標の１と２は、補完関係にある。地方行政の能力が持続的に

開発戦略
目標１

向上していくためには、地方行政の現場での制度運用上の課題が新たな制
度構築若しくは改善のためにフィードバックされる必要がある。また、改
善された制度が持続的に効果を発揮するには、その制度を運用し、更に高
い水準での業務に従事する能力を強化する必要がある。
中心的な協力課題とその協力対象を特定しつつ、開発戦略目標の１と２

相乗効果

開発戦略
目標２

との関係性を理解し、それぞれの成果を他方で生かすことを検討するこ
とが重要である。さらに、特に関係性の深い周辺課題や周辺機関・組織への協力を検討し、プロジェ
クトの戦略的な組み合わせにより相乗効果が期待できることから、プログラム・アプローチの有効活
用を積極的に検討していく。
プログラム・アプローチをとる際の前提として、相手国の問題意識を把握すること、そして、それ
に沿った形でプロジェクトを組み合わせていくことが不可欠である。同時に、JICA が実施可能な協
力の内容・範囲を見極めつつ、コンポーネントの組み合わせと期待される相乗効果について検討する
ことも必要である。その際には、資金協力事業の活用も念頭に置き、資金協力と技術協力の効果的な
組み合わせにつき検討・実施していくこととする。
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３－３ 協力上の留意点
３－３－１

相手国の地方行政をとらえる際の留意点

（１）国全体の行政制度・政策を見る視点
開発途上国では多くの場合、地方行政の能力は弱く、中央政府による統制は強い。このため、地方
行政の概要を把握するには、地方行政の現場だけではなく、中央政府によって定められた地方行政関
連の制度（憲法・地方自治法・地方財政法・地方公務員法・その他規則など）や政策を分析し、地方
行政機関の権限・財政・人事などの枠組みを確認することが重要である40。
これら国の基礎資料を収集し、制度や政策と運用のギャップを比較すること、あるいは基礎的統計
データと併せて分析すること、さらには歴史的な経緯を検証することによって、その国の地方行政の
特徴・能力などを把握することが可能となり、今後の協力を検討するうえでの指針となる。さらに、
これら地方行政に関する資料は、各セクター支援の補助資料としても有用といえる。

（２）セクター横断的マネジメントと各セクターとの相互関係41
行政サービスが効果的・効率的かつ継続的に住民に裨益するためには、次の 2 つの能力が必要であ
ることと、それらが相互に影響し合っていることを理解しておく必要がある。
・ 全セクターを横断的にマネジメントし調整する能力（開発計画、管理、モニタリング、評価など）
・ 各セクター（インフラ、教育、保健、農業など）における行政サービスの実施能力
これら 2 つの連携は、一般的に縦割り行政が中心である開発途上国の現状を踏まえると実現は容易
ではない。しかし、支援をする際にこれら 2 つの相互の影響を理解しておくことにより、一層効果的
な支援を実施することができる。特に、規模の大きいインフラ、教育、保健、農業セクターは地域の
行政サービスに大きな影響を与え得ることを理解しておく必要がある。また、相手国において、将来
可能な状況が整った場合には、これら 2 つの連携を図ることが望ましい。

（３）他ドナーとの協調
地方行政支援は、ドナーの支援が活発な分野である。特に、アフリカ諸国など援助協調や財政支援
の進む国々では、他ドナーとの政策レベル、活動資金レベルでの整合性が求められている。援助協調
がそれほど進んでいない国々においても、政策レベルでの整合性を図るとともに、支援重複を避け、
相乗効果を高めるため、JICA 単独で支援を検討する場合にも重要となる。したがって、地方行政分
野の支援は、課題を包括的にとらえ、他ドナーとの役割分担の下、JICA 支援の範囲を見極めること
が重要である。
他ドナーとの協調については、支援メニュー（モダリティー）の補完をめざす流れがある42。統合

40

このような制度・政策をチェックするツールとして、国際協力機構（2007a）別添「課題体系マトリックス」があ
る。
41
他セクターの「開発課題に対する効果的アプローチ」報告書でも、地方行政との関係を説明しているものがあるの
で、関心のあるセクターの報告書も参照願いたい。
42
事例としては、Box２－２で紹介しているタンザニアなどがある。アジアにおいてはアジア開発銀行（ADB）の、
アフリカにおいてはアフリカ開発銀行（AfDB）の協調融資の枠組みがあり、JICA がそうした枠組みに参加し、政策
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後の新 JICA では「技術協力」、「無償資金協力」及び「円借款事業」のなかで、必要なモダリティ
ーの選択及び組み合わせの幅が広がった。このため、今後のドナー協調に際しては、その国の、その
時の状況により、技術協力と資金協力の両方のモダリティーを見据えたうえで必要なものを選択し、
最大限の協調効果を生み出すことを検討していく必要がある。

（４）政治的な側面への配慮
地方行政支援は、政権交代や首長の交代など政治的な変動要因の影響を受けることが多い。それに
より政策の変化や地方行政の上層部の交代などの人事異動を生じることがあり、プロジェクトの運営
に支障が生じることがある。また、地方有力政治家などが行政官の人事に影響力を及ぼす場合や、制
度や法律といった公式なシステムとは別のところでこうした有力者による非公式な行政運営がなさ
れている場合もある。こうした側面にも十分留意していかないと、プロジェクトの有効性が阻害され
る可能性もある。
一方、首長などトップの政治的な影響力が強い場合、トップの理解と支援を得ることはプロジェク
トを運営するうえで重要な要素になる。トップのリーダーシップとコミットメントを確保することが
地方行政への支援においては必要であるが、協力の成果がトップの交代により影響を受けることを避
けるためにも条例化や通常のプログラムへの組み入れを通した制度化を進めること（Box３－４）、
及びプロジェクトの目的及び主たるカウンターパートを明確にしつつ、住民など関係者を幅広く取り
込んだ実施体制、組織づくりをプロジェクトの枠組みのなかに組み入れておくことが望ましい。
このように地方行政を取り巻く政治的な状況を絶えず確認し、政治的なリーダーシップをうまく活
用していくとともに、リーダーの交代に備えた制度化の道を探っておくことが必要である。
政府間協力である以上、時の政権を支援するという意味で、支援そのものが政治的な性格をもつこ
とは否定できない。しかし、そうした点を十分に踏まえたうえで、可能な限り相手国政府の政治的意
図から中立的な立場に立って、効果的・効率的な行政サービスの実施、地域住民・組織への裨益とい
った基本的な考え方に沿った支援を形成・実施するよう留意することが重要である。

Box３－４

支援メカニズムの形成と条例化

インドネシアのスラウェシ貧困対策支援村落開発プロジェクトでは県レベルにおける村落開発の支援システム
〔SISDUK：インドネシア語のSistem Dukungan（「支援システム」と訳す）の略〕を形成し、村落の住民グループの活
動プロポーザルを県政府が審査し補助する仕組みの形成と運営を支援した。プロジェクトでは県知事や県議会議長な
ど県のトップのプロジェクトに対する理解と支援を得るために日本での研修などを通じて意識改革とコミットメント
の醸成を図った。プロジェクトで形成された支援システムは県知事の支持とリーダーシップにより県条例化され、県
予算により運営されるように制度化された。条例化されたことにより、県知事の交代後も継続して運用されている。
また、後任の県知事には前県議会議長が就任したが、プロジェクト期間中に議会の理解と支持を得ていたことも支援
システムの継続的な運用に寄与している。

条件（トリガー条項）に技術協力プロジェクトの成果を組み込み、シナジー効果をねらった事例もある。世界銀行と
の協調融資のケースもある。
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３－３－２

プロジェクト形成・実施上の留意点

（１）国内リソースの整理・蓄積の推進と活用
専門家や研修員の受入先のリソースは、地方行政や地域開発を専門とする有識者や、地域に密着し
た行政サービスの技術をもつ日本の地方自治体などが中心となる。こうした国内リソースについては
体系的な整理と蓄積を進めているところである。今後、より一層の充実を図っていく必要はあるもの
の、現在蓄積されつつある国内リソースを活用し、より効果的な支援を実施していくことが期待され
ている。
しかし、大学関係者や地方自治体関係者などについては長期間の派遣は困難であるため、短期間の
派遣となることが前提となる。そのため、当該途上国の行政に詳しい人材を長期で確保しつつ、この
長期専門家の調整の下、限られた日本の地域リソースを「短期専門家」や「本邦研修」という形で投
入するというリソースの組み合わせも考えられる。また、テーマによっては、既存の課題別研修を活
用することも有用である。

（２）ローカル及び第三国リソースの活用
上記のように国内リソースが非常に限られている実情をかんがみると、ローカル及び第三国のリソ
ースを上手く組み合わせ、活用していくことを検討する必要がある。
地方の状況に応じた協力を行っていくためには、地域事情や地域の文化的な背景などに精通した専
門家の投入が有効である場合が少なくなく、また、地方行政や地域の現場での調査や活動となると、
英語による意思疎通の可能性が低いことから、現地語による調査を実施できる人材を活用することが
望ましい場合も多い。現地事情をよく知るローカルリソースは、自身の知見やネットワークを生かし
て中央と地方、行政と住民といったステークホルダー間の橋渡しをする機能をもち得る。地方行政の
日本人専門家とローカルの人材が一緒に活動することで、日本の知見を現地の事情に合わせて相対化
し、現地への適用を促すことも期待できる。しかし、各国における良質なローカルリソースの把握と
適切なパフォーマンスのマネジメント及び成果の質の確保に十分留意が必要である。

（３）プロジェクト活動としての調査コンポーネントの活用
地方行政支援においても、支援要請は相手国の中央政府から上げられるケースが多い43。この場合、
プロジェクト立ち上げ前の調査では、主に要請を出した中央政府と協議をして案件のデザインをして
しまいがちで、支援の対象となる地方行政の現況について十分に調査できない可能性がある。
このように、地方行政支援では、案件の要請機関（中央）と実際の活動対象機関（地方）が異なる
可能性があるため、事前調査の段階で地方行政の関係者ともできる限り議論しておくことが重要であ
る。一方で、事前調査の期間には限りがあることから、地方行政のベースライン調査を事前調査だけ
ではなく、プロジェクト開始後の早い段階で実施することも有効である。その場合、ローカルリソー
スを活用しつつ、カウンターパートとともに調査活動を行うことにより、カウンターパート自身の現
状認識や問題意識を向上させる効果も期待できる。

43

連邦制をとっている国では、直接地方政府から要請が上げられるケースもあり、この限りではない。
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３－４ 今後の検討課題
（１）行政機構のとらえ方の検討
地方行政分野における協力はもとより、他分野における JICA の協力においても、その国の行政の
仕組みについて的確にとらえておくことが重要であることは、「３－２

JICA の今後の取り組み」

で整理したとおりである。そうすることにより、プロジェクトのリスク要因と対応策の明確化、最適
なカウンターパート機関の設定、カウンターパート機関の（技術）能力の見極めと対応策の検討、実
施体制・責任分担の明確化、成果の制度化・普及に係る方策の明確化、案件の妥当性・効率性・有効
性・インパクト・自立発展性の向上などが期待できる。
しかしながら、行政機構に十分に配慮した案件形成・運営がなされていないケースも依然としてみ
られる。一因としては、中央－地方関係などの地方行政の基本的な情報が国別に整理されていないこ
とがあげられる。この点については、どの案件担当者でもその国の基本情報を参照できるような体制
を国別に整備していくことを検討する必要があろう。また、これとは別に、例えば保健や教育分野な
ど、セクターワイドアプローチが強い分野については、セクターに特有の行政機構の特徴があること
から、こうした特徴についても把握したうえで、その国の地方行政一般とセクター行政を併せて検討
し、案件の形成・運営にあたることが重要であるといえよう44。

（２）資金協力の有効活用の検討
「２－４

資金協力による地方行政支援」の項でもみたとおり、統合後の新 JICA では技術協力と

資金協力の両面において、地方行政分野の支援の幅が広がっている。開発政策借款に対する協調融資
などにおいては、中央、地方を問わず行政制度改革に関する融資条件を設定することにより、相手国
の地方行政政策に対して日本の協力の考え方や方針に基づき提言していくことが可能となった。
技術協力と資金協力の間の連携については検討がなされてきているが、取り組み事例はいまだ多く
はなく、歴史も浅い。今後は、効果の検証と課題・教訓の抽出・分析に取り組むことが必要である。
また、分析結果に基づき、技術協力と資金協力の組み合わせ方法の更なる改善に取り組むことが重要
である。
援助協調が強いアフリカ諸国などにおいては、ドナー協調の場でその国の地方行政・分権化プログ
ラムが形成され、実施されてきた経緯があるが、今後はそうしたプログラムの形成及び実施に際し、
技術協力と資金協力双方の視点からどのようにかかわっていくのか、検討が必要である。

（３）成果の示し方の改善
地方行政支援の成果をどのように測り、示していくかという課題については、JICA はこれまでも
キャパシティ・アセスメントに関する調査研究45の実施などを通じて、組織の行動様式や試行様式な
どについての測定方法や指標の考え方などに関する検討・整理を試みてきている。そうしたなかで、
Box３－５に示したように「住民による評価」、「行政能力の測定」といった方法が模索・実施され
44
45

本件に係る詳細は「行政機構（地方制度を含む）を見る目」報告書（2009 予定）を参照
国際協力機構（2008）
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てきているが、依然多くの支持を得られる成果指標を開発するに至っていない状況である。開発途上
国における地方行政への支援の成果を適切に示す方法については、JICA のみならず他の国際協力機
関も様々な試みをしているが、同様にその難しさに直面している。
その主な原因46としては、①この分野の支援は、相手国政府の問題意識醸成や能力向上及び住民へ
の裨益といった成果の発現に長期間を必要とする点、及び②地方行政に係るステークホルダーが多様
かつ関係性が複雑なため、支援の手段も多様で、その成果の蓄積が容易ではなく、双方の因果関係を
証明することが難しい点があげられる。
このように、依然難しい課題として残る本項目ではあるが、適切な成果指標の開発に向けて今後と
も積極的に工夫、改善を図っていくことが重要である。

Box３－５

成果の示し方の例47

１．行政サービスに対する住民の評価
近年住民の行政サービスに対する評価などを指標の目安にしようとする動きが徐々に注目を集めるようになってき
ている。日本の地方自治体でも、住民満足度調査や納得度調査48は取り入れるところが増えている。また、このような
基礎データを収集するための社会調査の手法に関しては、JICAの協力でもいくつか実績があるので、こうした手法を
活用して、様々な成果の示し方や指標化について更なる工夫や改善が可能であろう。

２．行政能力の測定
行政能力の測り方ついては、各セクターにおける行政サービスの技術的な変化を測ることもできるが、地方行政機
関の場合は、行政官としての意識や姿勢、情報処理などの基礎的事務能力、問題対応能力などが指標としてあげられ
る49。また、地方行政機関の権限として全セクター横断的なマネジメントが求められている場合は、関係機関との調整
能力や行政サービスの効果的・効率的な提供のための能力、住民とのネットワークの度合いなども加味する必要があ
る。
ただし、これらの変化をどのように数値化し、プロジェクト期間での達成目標を設定するかは難しい課題である50。
まずは現状のベースラインをしっかり把握して、それからどれだけ改善したかを定期的に確認し、ゴールラインにど
れだけ近づいたかではなくベースラインからどれだけ変化が起こったかを測ることが望ましい。ベースラインとの比
較を視覚化する（ヘキサゴン・スパイダー・ウェブ・ダイヤグラムなど）ことも一案であろう。現状を把握するため
のアセスメント手法の確立が求められる。

46

政治的な影響については、本報告書の「３－３－１（4）政治的な側面への配慮」（p.34）を参照のこと。
参考として、キャパシティ・ディベロップメントに係るいくつかの JICA 報告書にて、キャパシティ・アセスメン
トや指標化の方法について検討がなされている〔国際協力機構（2004e）、（2006c）、（2008a）など〕。また、日本
では、総務省が政府全体の政策評価の枠組みや実施状況について取りまとめているほか、それぞれの地方自治体にお
いても、政策の「企画立案－実施－評価」というマネジメントサイクルにおける有効性・効率性及び成果を検証し、
行政評価報告を公開している。
48
前者は、行政サービスに対する住民の満足度（要望を満たしているか）を調査するものであるのに対し、後者は、
行政サービスに対する住民の費用対効果意識（「効果」に対し「使った金額」が妥当であったか）を調査するもの。
49
国際協力機構（2008a）pp.45-46 「表３－４ 一般的チェックリスト項目」等を参照のこと。
50
定量・定性両方における成果の示し方の参考文献として次を参考にされたい。国際協力機構（2005b）pp.6-9、巻末
資料 pp.16-17。
47
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