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中間評価結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：保健セクター事業調整能力強化 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAラオス事務所 協力金額（評価時点）：7,989万4,000円 

 

 

協力期間 

（R/D）：2006年8月14日～ 

2010年8月13日 
先方関係機関：保健省 

日本側協力機関： 

国際医療協力センター（IMCJ） 

他の関連協力：保健省アドバイザー専門家、技協

プロジェクト「子どものための保健サービス強化

プロジェクト」（2002～07）、「看護助産人材育成

強化プロジェクト」（2005～10）、現地国内研修「保

健行政官吏」（2002～06） 

１－１ 協力の背景と概要 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）の保健分野では、過去10年以上にわたり、

多くの開発パートナー（Development Partners：DP）の援助のもとさまざまなプログラムやプロ

ジェクトが実施されてきたが、これらの案件は相互の連携・調整が不十分なまま行われてきて

おり、対象地域も限定・偏在する結果となっていた。こうした状況を鑑みると戦略的・長期的

視点に基づく系統だった政策の実行が必要といえ、そのためには、政策の策定やプログラムと、

実際の事業とを連携させることが必要不可欠との問題意識がラオス側、DP側双方でもたれるよ

うになった。国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）が2000～2002年に実

施した開発調査「保健医療サービス改善計画マスタープラン」においても、｢保健セクター全体

の調整｣と「保健医療マネジメント及び保健医療情報システムのためのキャパシティ・ビルディ

ング」への取り組みが最優先課題として提言された。また、その後実務者レベルにおいて保健

省（Ministry of Health：MOH）とDPとの調整の場の設定を試みたが、継続的に実施されるまで

には至らなかった。 

以上のような状況から、ラオス政府は、保健省が保健セクター戦略を実施に移すにあたり強

化しなければならない同省の計画策定・実施・調整能力向上をめざす支援を日本に要請し、2回

にわたる事前調査を踏まえ2006年8月に討議議事録（Record of Discussions：R/D）が締結され、

保健セクター事業調整能力強化（Capacity Development for Sector-wide Coordination in Health：

CD-SWC）が開始されるに至った。 

 

１－２ 協力内容 

本協力は、他のDPと連携しつつ、ラオス政府の保健セクター全般に対する事業調整能力の強

化をめざすものである。保健省官房局及び計画予算局が中心となり、政策の整理、情報共有の

促進、組織の役割の明確化と組織間の連携強化、計画/モニタリング/評価の強化、行政官のマネ

ジメント能力強化を進め、その過程で関係者間での事業調整を促進する体制を構築していく。

 

（1）上位目標 

保健セクターにおけるすべてのプログラムが、ラオス政府のリーダーシップと単一のセ

クター政策により、保健省と保健関連パートナーの間の調和のもと、体系的に実施される。

 



 

ii 

（2）プロジェクト目標 

保健セクター全般に関する保健省の事業調整能力が、保健関連パートナーと連携しつつ、

強化される。 

 

（3）成果 

1）保健省が、継続的に保健セクター事業を調整していくための調整メカニズムが強化さ

れる。 

2）保健政策の枠組みが整理され、DPと共有される。 

3）意志決定に必要とされる情報が、保健省内で一元的に収集管理され、関係者間で共有

される。 

4）保健セクターにおけるプログラム単位の計画、モニタリング、評価の手法が、保健省

とDPの間で調和化され、共有される。 

5）保健行政官のプログラム・マネジメント能力が強化される。 

6）特定のプログラムを選択し、同プログラムにおいて事業調整が実践される。 

7）実践プログラムでの事業調整の経験及び教訓が、保健セクター調整会議（Health 

Sector-wide Coordination Meeting：HSWC）にフィードバックされる。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣/（60.8MM）3名  機材供与/3万7,415米ドル（420万1,000円） 

短期専門家派遣/（6.0MM）2名  ローカルコスト負担/7万2,824米ドル（826万1,000円）

相手国側： 

カウンターパート（Counterparts：C/P）配置/12名 

土地・施設提供/事務所 

２．評価調査団の概要 

調査者 

 
担当分野 氏 名 所 属 

団長・総括 武井 耕一 JICAラオス事務所次長 

事業調整（母子保健） 明石 秀親 
IMCJ国際医療協力局  

派遣協力1課 

保健マネジメント/キャパシティ・ディ

ベロップメント 
杉下 智彦 JICA国際協力専門員 

評価分析 小川 陽子 
グローバル・リンク・マネジ

メント㈱ 

評価企画 浅岡 浩章 
JICAラオス事務所  

プロジェクト担当 

協力計画 大曽根香織 
JICAラオス事務所  

プロジェクト副担当 

調査期間 2008年9月20日～10月9日 評価種類：中間評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

＜アウトプット1＞調整メカニズムが強化される。 

2007年4月に第1回保健セクター調整会議が開催されたあと、6カ月間の改編を経て、2008年2

月に保健省による正式な認証を受けた。事務局は2007年12月から毎月開催され、計7回の会合を
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もっている。改編後のセクター作業部会（執行レベル）［Sector Working Group Operational Level：

SWG（O）］会合は、2008年2月の第1回会合のあと、四半期ごともしくは必要に応じて定期的に

開催されていることから、指標データから判断すれば、アウトプット1はほぼ達成されたといえ

る。今後、他のアウトプット、事業目標の達成へとつなげていくためには、調整メカニズムは

より能率良く持続的な形で機能していく必要がある。 

＜アウトプット2＞保健政策の枠組みが整理され、DPと共有される。 

調整メカニズム内での対話を通じて達成された画期的な事項の1つに、2008年1月、いくつも

の重複した戦略が混在していた状況から「保健セクター開発5カ年計画」が政策・戦略の一元化

の枠組みとしてDP側に明確にされたことが挙げられる。しかしながら、5カ年計画の内容共有が

大幅に遅れており、今後、プログラム・ベースアプローチの基礎となる枠組みを提供するため

に活動を加速させる必要がある。 

＜アウトプット3＞意志決定に必要とされる情報が、保健省内で一元的に収集管理され、関係者

間で共有される。 

保健省・DP間でデータベースに対する合意形成ができていない状況であるため、現時点でこ

のアウトプット3の目標の達成見込みを推測するのは困難である。 

＜アウトプット4＞保健セクターにおける計画、モニタリング、評価の手法が、保健省とDP間で

調和化され、共有される。 

アウトプット2で想定されているプログラム・ベース・マネジメントの枠組み構築が進まない

ため、CD-SWCは現時点までこのアウトプットにかかる活動を実施することができないでいた。

しかしながら、調整メカニズムが共同モニタリング・評価に関する問題に対して協議の場を提

供し続けていることは事実で、中間評価調査中に開催された会議において、活発な意見交換が

なされている様子が観察され、今後の進展を期待したい。 

＜アウトプット5＞保健行政官のプログラム・マネジメント能力が強化される。 

アウトプット5では、能力強化の前段階である現地国内研修「保健行政官吏研修の評価とニー

ズ・アセスメントの進捗が遅れているため、達成度や達成の見込みを判断するのは時期尚早で

ある。今後、上記ニーズ・アセスメントの結果を、セクター事業調整の強化に貢献させるよう

な形でCD-SWC枠内に統合することが課題となる。 

＜アウトプット6＞特定のプログラムを選択し、同プログラムにおいて事業調整が実践される。

保健省の優先的なアジェンダは、妊産婦死亡率（Maternal Mortality Rate：MMR）・乳児死亡率

（Infant Mortality Rate：IMR）の削減にあるため、CD-SWCはDP調整と部局間調整の実践プログ

ラムとして母子保健プログラム（Maternal and Child Health：MCH）を選択した。CD-SWCは他の

DPと協力して母子保健プログラムと拡大予防接種プログラム（ Expanded Program on 

Immunization：EPI）の統合を成功させただけでなく、新たに発足した技術作業部会（Technical 

Working Group：TWG）を適切に機能させるために、サービス統合のためのアセスメント調査や

戦略策定を仕掛けて作業部会のメンバーが同じ目標に向かって協働していくプロセスを提供し

た。 

その結果、中央レベルのタスクは完了しつつある。したがって、今後2年間にDPによる技術的

支援とコミットメントが継続すれば、母子保健プログラム下の事業調整は、関係者によって自

立発展的に実施されていく可能性が高いといえる。 

＜アウトプット7＞実践プログラムでの事業調整の経験及び教訓が、保健セクター調整会議にフ

ィードバックされる。 

母子保健プログラムにおいて統合的なサービス提供の試みである「MNCH統合パッケージ

（Maternal, Neonatal and Child Health Package）」の県レベルにおける施行はまだ開始されていな

いため、現時点ではアウトプット7の達成度は限定的である。しかしながら、MCH/EPI統合技術

作業部会は能率よく機能しており、母子保健プログラムの経験から今後導出される教訓は、セ
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クター事業調整（Sector-wide Coordination：SWC）メカニズムを改善するために極めて有用であ

ると予想される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

この2年の外部環境の変化には、（1）2006年11月の援助効果に係るビエンチャン宣言採択、

（2）調整メカニズムに対するラオス政府及びDPの合意形成機関としての地位付与、（3）

MMR・IMR削減への関心の高揚などがあったが、これらは、CD-SWCの上位・事業目標の

妥当性を更に高めたといえる。また、保健省の政策及び日本の保健セクター協力政策では、

依然としてSWCの進展を強く推している。 

 

（2）有効性 

CD-SWCは、アウトプット1の「調整メカニズムが強化される」という目標をほぼ達成し

ており、特にMCH/EPI統合技術作業部会に関してはほぼ能力強化が完成されつつある点は

注目に値する。他方で、現時点では、プログラム・マネジメント・マトリックスや共同モ

ニタリング枠組みのフォーマットに関して保健省とDPの間で合意はなく、今から2年後に

「保健省がプログラム・マネジメント・マトリックスを活用する能力を身につける」とい

う事業目標を達成する見込みについて判断するのは時期尚早といえる。2年後に事業目標が

達成できるかどうかは、調整メカニズムの機能改善とそれに必要な個人・組織のキャパシ

ティ・ディベロップメントを、今後CD-SWCが如何に効果的に介入していくかにかかってい

るといえる。 

 

（3）効率性 

C/Pと日本人専門家に対する質問票では、一部の例外を除いて投入の質、量、その提供の

タイミングは適切であったとの回答がなされている。また、投入はおおむねプロジェクト・

デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）-0版のアウトプット創出のために適

切に利用されている。それにもかかわらず、本事業の前半期の投入が効率的にアウトプッ

トに変換されなかった主な理由は、保健省による情報共有の遅延とその内容が限定された

ことにあったと考えられている。得られたアウトプットに対して投入が適切であったかと

いう議論は、今後、システムの更なる成長が観察されたあとに議論されることがより適切

であると考えられる。 

 

（4）インパクト 

中間評価調査では、CD-SWCの介入が原因で引き起こされた負のインパクトはなんら観察

されなかった。その一方で、現時点では保健省・DP双方において、会議に費やす時間の削

減にはつながっていないので、今後「調整疲れ」を生まないためにもより効率的なメカニ

ズムの運用が必要と思料する。 

プラスの側面に関しては、調整メカニズムができたことにより保健省内部とDP間でそれ

ぞれある程度の波及効果があったことが中間評価調査団によって観察された。事務局にお

ける会議が定期的に開催されるようになったことで、保健省側にもDP側にも事務局会議の

準備のための協議をもつ必要性が生じた。更に注目すべきは、保健省内でのコミュニケー

ションと協力を推進されたことである。 

 

（5）自立発展性 

現時点において、保健省が調整メカニズムの管理運営を実施していくことの自立発展性
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を判断するのは時期尚早である。しかしながら、中間評価団は自立発展性に寄与する基本

的な要素をいくつか確認することができた。まず、調整メカニズム進展に向けた強い政治

的意思が確認され、これは継続していく可能性が高い。次に、今後2年の間に保健省の調整

ユニットにおいてどの程度キャパシティが強化されるか、調整・プログラム管理・言語の

能力を備えたスタッフの層の厚みはどの程度となるかという点で、これは今後のCD-SWC

や他のDPの努力に期待したい。また、調整メカニズムが今後いかにうまく機能し、継続し

て利用されていくかという点も重要な要素となる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

・CD-SWCが技術協力プロジェクトという形で実施されたことで、調整メカニズムの設置

と継続的な機能のためになくてはならない、アドミニ面、金銭面、技術面での支援を、

必要なときに提供することが可能であったこと  

（2）実施プロセスに関すること 

・保健大臣のSWCに対する高いオーナーシップと限られた人材の配置を可能にした強いコ

ミットメント 

・ビエンチャン宣言の採択によって援助効率の努力を加速させようという機運が生まれた

こと 

・保健省とDPが共通して関心の高い議題が、調整・統合のプロセスのなかでタイミング良

く議論され、調整メカニズムの有用性が確認されたこと 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

CD-SWC開始当時において、調整の枠組みやその機能などの着地点については不確定要素

が多かったことから、保健省、JICAラオス事務所、CD-SWC関係者の間で、PDMは「緩や

かなガイドライン」であり、実際の事業活動は柔軟に実施するという共通理解が形成され

た。しかしながら、どの程度の「柔軟性」をもつのかに関して、日本側関係者間で認識の

ズレがあり、PDMをCD-SWCの事業管理ツールとして適用するかどうかについての是非論

に発展した。 

（2）実施プロセスに関すること 

・各種会議のなかで、保健省とDP間、またはDP間で、合意形成が困難である議題（保健省

の情報開示・人材開発及び保健財務のあり方など）があること 

・保健省の組織改革によって保健人材技術作業部会と保健計画・財政技術作業部会への人

員の配置が遅れたこと 

・調整メカニズムの外で会合や委員会を設けようとする動きが依然として残っていること

・保健省及びDP双方において、会議・作業部会への参加に割けるスタッフのキャパシティ・

時間面での限定があること 

 

３－５ 結論 

CD-SWCは過去2年間で、その基礎が極めて限られていた状況からSWCメカニズムを設置する

ところまで保健省を粘り強く支援してきた。現在では、調整のための有用なプラットフォーム

としてその利用価値も認められるようになってきている。 

今後2年間は、保健省とCD-SWCはメカニズムの機能強化とより広範な関係者によるメカニズム

の利用促進に努めなければならない。その過程において、将来の自立発展をにらみ、保健省が

調整のプロセスを運営管理していくキャパシティを強化していくことが必要となる。 
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３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－６－１ CD-SWCの今後の方向性 

（1）最初の2年間は、CD-SWCの重点は調整メカニズムの概念化とその具現化にあった。今

後2年間は、DPとも協力のうえ、保健省とCD-SWCは調整メカニズムが適正に機能し利用

され、自立発展性をもつものになることに重点を移すべきである。その際には、メカニ

ズムを1つのシステムととらえ、全体として機能するためのキャパシティ需要を見極め強

化していくことが重要となる。そのためには、調整メカニズム内をより簡素化・合理化

すること、運営管理していく個人の能力を組織の成長につなげていくことなどが課題と

なる。 

（2）CD-SWCは、引き続きSWCを中央レベルで支援していくことに重点を置く必要がある。

調整メカニズムの県レベルへの展開の動きに対しては、保健省調整ユニットが県・郡に

おける調整メカニズムの実施体制や中央と県・郡との関係のあり方などに関する計画策

定をきちんと行っていくよう、中央レベルで支援を提供することとする。 

 

３－６－２ CD-SWCの活動に対する提言 

（1）保健省とCD-SWCはDPと協力して、各技術作業部会の年間作業計画をもとにSWG（O）

の年間作業計画を策定すべきである。 

（2）保健省とCD-SWCは、プログラムの共同管理に向けた活動を迅速に行うべきである。

そのためには、全関係者の間でプログラム・ベースアプローチに関係する概念や専門用

語の共通理解が促進されることが望ましい。 

（3）保健省とCD-SWCは他国やサブ・セクターにおけるSWCやプログラム・ベースアプロ

ーチの経験にかかる情報を収集し、関係者と共有する必要がある。 

（4）調整メカニズムの事務局は、議事録作成や会議運営などの点で自立発展的に運営して

いくために、担当局の専任職員が指名されるべきである。 

（5）保健省スタッフを対象としたキャパシティ・ディベロップメントを効果的に行うため

には、CD-SWCの作業スペースは保健省の本館内に移転されるべきである。 

（6）保健省とCD-SWCは事務局と協力して調整メカニズム全体の運営方法について更に明

確にすべきである。 

（7）SWCの会議は定期的かつあらかじめ特定された日程に従って、それぞれ運営規約・委

嘱事項（Terms of Reference：TOR）で指定された頻度で実施されるべきである。 

（8）保健省とCD-SWCは、DPと協力して 調整メカニズムのより適正な利用を訴えつづける

ことによって、より広範な関係者の参加を確保するべきである。 

（9）保健省はDPと協力して、SWCの枠組みのなかで、メカニズムの機能強化と6つのプロ

グラムへの介入に対する資金的・技術的な資源を確保する努力をするべきである。 

（10）CD-SWCは、コアとなるマネジメント・スキルの強化を通じた個人のキャパシティ・

ディベロップメントにより一層焦点をあてるべきである。  

（11）CD-SWC事業の進捗を定期的に査定するために、保健省とCD-SWCの専門家は、SWG

（O）会議の場において年に最低2回事業報告を行う必要がある。 

（12）CD-SWC事業のパフォーマンスや有効性をモニタリングするために、CD-SWCは、保健

省、調整メカニズム、DPそれぞれのキャパシティ・ディベロップメントを査定するツー

ルを適用することが有用であると考えられる。  

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となることがら） 

（1）CD-SWCは、調整メカニズム全体への支援だけでなく、調整活動を実践するモデルとし
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て特定のプログラム（母子保健）に対する支援も提供した。その結果、セクター全体の調

整が滞っていたにもかかわらず、母子保健プログラムにおける調整の成功例があったこと

が、関係者が調整メカニズムを活用していくうえでの促進要因となり得た。そういった意

味で、CD-SWCが1つの実践プログラムのコンポーネントを内包していたことは効果的であ

ったといえる。 

 

（2）SWCのメカニズム内において、多種・多様な関係者が同じ目標に向けて協働する際には、

それぞれの構成要員が、向かうべき共通の方向性について合意すること、また、SWCや援

助効果にかかる概念・用語の定義について共通の理解をもつことが不可欠である。 

 




