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Ⅰ 案件概要 

国名 ラオス人民民主共和国 

事業期間 2003 年 8 月～2005 年 11 月(第 I期:2003 年 8 月～2005 年 2 月、第 II 期:2004 年 6 月～2005 年 11 月) 

実施機関 ラオス国 教育省 

事業費 
E/N 限度額:758 百万円 
(第 I 期:333 百万円、第 II 期:425 百万円) 

供与額:747 百万円 

施工 三朋インターナショナル株式会社 
案件従事者 

コンサルタント システム科学コンサルタンツ株式会社 

基本設計調査 2003 年 2 月 

関連案件 無し 

事業背景 

ラオス国における教育戦略計画において謳われている学校建設は初等教育の純就学率を向上させる手段
の一つとされ、また、成人識字率の向上に繋がるものである。さらに、同国は教育開発 5 ヵ年計画(2001
～2005 年)において教育への平等なアクセスを重視し、それに対応する校舎の建設ニーズが極めて高いと
同時に、いくつかの校舎は建物の安全性も抱えており、その早急な改善を目的として、日本政府に対し無
償資金協力の要請が行われた。 

事業目的 
ラオス国のヴィエンチャン特別市及びヴィエンチャン県で新設・建て替えが緊急に必要と判断される小学
校 66 校において、教室、教員室、家具を整備することにより、児童の学習環境の改善を図る。 

アウトプット 
(日本側) 

1.学校施設建設 
第 I期/31 小学校サイト(教室数 143、教員室数 23、トイレ 8箇所) 
第 II 期/35 小学校サイト(教室数 191、教員室数 23、トイレ 23箇所) 
合計/66 小学校サイト(教室数 334、教員室数 46、トイレ 31 箇所) 

2.教室家具調達 
各教室(児童用椅子机各 10 組: 334 室×10 組)、(教員椅子机 各 1組: 334×1組)、(収納棚 334×1)、(黒
板 334×1) 
教員室(教員用椅子机各 3組: 46×3 組)、(会議室用机各 1椅子 6脚: 46×1･46×6)、(収納棚 各 5: 46
×5)、(黒板各 1: 46)  

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

本事業は 66 校という多数の小学校を対象としており、特に有効性の指標である就学児童数について集計データが不在で
あること、また、持続性に関しては、小学校が立地する地域社会によって施設の維持管理の状況にかなりのばらつきが考
えられることから、これらに関しては実績値及び詳細な状況把握は困難であった。従って、本事業の有効性については成
人識字教育の実施の有無、地域社会への貢献の有無の観点からの判断に限定されていることに留意する必要がある。持続
性についての判断は実施機関による問題の把握状況に従っており、全ての対象校について当てはまるということではない。
本事業の有効性に関し、集計データは不在であるものの、66 校 334 教室が完成していることから、約 12,024 人分(36 人
×334 教室)の児童の学習環境が改善していることが推定される。また、間接的な効果としてラオス国で重視されている成
人識字教育の実施や地域住民参加による社会活動などに活用されており、本事業が波及効果をもたらしていると見られる。
但し、持続性の観点からは、66 校の全ての学校に当てはまるわけではないが、一部の学校には地域住民からの十分な寄付
がなく維持管理に問題が発生している校舎が存在すると見られる。 
以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 
実施機関に対する提言としては、本事業では一部の学校について運営維持管理の持続性について課題が見られる。学校
施設の維持管理には各校の地域社会の寄付や村人からの労働力提供が不可欠であることから、地域社会に対する施設のサ
ービス提供に対する適切な受益者負担若しくは寄付集め実施の必要性について事業実施前から地域住民に対して啓蒙す
ることが望まれる。さらに、地域社会活動の持続性の観点から、村における地域貢献活動の活性化を目指し、成人識字教
育の必要な村人の多数参加を促進する活動実施計画の策定を支援することが望まれる。特に同国においては本事業が目的
とする村の児童の就学率を向上させるためにも、地域社会の構成員の多くから愛着をもたれる「モデル小学校」となるこ
とが極めて効果的と考えられる。 

 
1 妥当性 

1.ラオス国開発政策との整合性 
本事業計画時、ラオス政府は「2020 年、2010 年に向けての社会経済開発概略」を発表しており、セクター毎の戦略とし
て、教育セクターにおいては初等教育・職業教育・高等教育・ノンフォーマル教育の拡充を開発課題として位置づけてい
た。特に、教育開発 5ヵ年計画(2001～2005 年)において初等教育の純就学率を 2005 年に 86%に引き上げるとともに、成人
識字率を 78％に引き上げるために「教育への平等なアクセスの拡大」、「教育の質の改善及び教育内容の充実化」、「教育行
政能力の強化」の 3点を重点課題としていた。また、中長期的な目標として教育戦略計画(2001～2020 年, 2001～2010 年)
においては 2001 年時点で 77.3%の初等教育の純就学率を 2010 年には 90%、さらに 2020 年には 98%に引き上げるとしてお
り、成人識字率を 2010 年には 83%、2020 年には 90%に引き上げることを目標としている。同計画においても学校建設等の
教育分野の投資拡充を重要施策の一つとして挙げており、本事業との整合性は高い。 
2.ラオス国開発ニーズとの整合性 
本事業計画時、初等教育へのアクセスが徐々に改善する一方で、目標とする就学率を達成するには全国で約 6,000 校の校
舎が新規に必要と試算されており、小学校施設は絶対数が不足する状態であった。事後評価時においても、同国には老朽
化して構造上安全性に問題のある校舎や自然災害に対する耐久性の低い仮設教室が多い。したがって、仮設校舎が多く、



安全且つ衛生的な校舎の不足状態は継続しており、より良い学習環境の整備に対して引き続き高い開発ニーズがある 
3.日本の援助政策との整合性 
計画時、我が国の ODA 大綱の理念・原則を踏まえつつラオス政府との政策対話を通じて、同国においては４分野(人造り、
ベーシック・ヒューマン・ニーズ(BHN)支援、農林業、インフラ整備)を我が国の援助重点分野とした。特に BHN 支援に関
して、同国に対しては初等教育(校舎建設・改修、機材供与等)、保健・医療(基幹病院を中心に施設改修・機材整備、子供
の健康)、環境保全(森林造成等)を協力対象分野として挙げている。 
以上により、本事業はラオスの開発政策、開発ニーズ、我が国の援助政策と十分に合致している。 

2 効率性 

1.アウトプット 
日本側のアウトプットに関しては以下のように変更が行われている。変更の主な理由として、ヴィエンチャン県北部に予
定されていた 11 校について、同地域が危険地帯に指定されて中止となったことと、為替変動によって円価に相当する現地
通貨の減額が生じ、新設する教室の数を減じる必要性が生じたことによる。 

第 I期 
1)31 の校舎配置位置変更(教室コンポーネントの規模・内容及び金額の増減はない) 
2)全 31 サイトの校舎前面外部廊下支柱の躯体サイズの変更(高強度コンクリートブロ
ックの使用) 

第 II 期 

1)ヴィエンチャン県北部が危険地帯に指定され、基本設計時の対象校 11 校(サイト 75
～80、95，97～100)を協力対象外とした(II 期の対象校が 46 校から 35 校へ減少) 
2)サイト 70、93 の新設校舎建設位置の変更(新設の送電線に配慮し移動) 
3)新設教室数の変更(為替変動に対する事業費を見直した結果、教育省と協議し、サイ
ト 69 で予定されていた 17 教室を 13 教室に減じる変更を行った 

2.事業期間 
事業期間の計画は第 I 、第 II 期を通じて 2003 年 8 月(E/N 締結)～2006 年 2 月(2 年 6 ヶ月、30 ヶ月)であったが、実績
は 2003 年 8 月(E/N 締結)～2005 年 11 月(2 年 3 ヶ月、27 ヶ月)となっており、本事業は期間を 3 ヶ月程度短縮して実施さ
れた。 
3.事業費 
事業費の実績額は 747 百万円、E/N 額は 758 百万円となっており、計画時より 11 百万円減額して実施された。  
以上により、本事業の事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり、効率性は高い。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
本事業は効率性の 1.アウトプットで述べたように、計画時の対象 77 校から 11 校が協力対象外となっている。従って、
計画時で設定された以下の表 1 に示す目標値も下方修正する必要がある。但し、計画時の目標値は対象校のある地域にお
ける初等教育の純就学率の向上を念頭に想定される就学児童の総人数であることから、本事業により新規に建設された学
校に児童が通うことによって、少なくとも 2002 年の基準値を超えることが考えられる。2008 年の同国の教育分野に関す
る「外務省相互学習と共同評価」報告書(21～22 頁)によると、同国全体の初等教育の就学者数は 2000 年の 82.8 万人、2005
年の 89.2 万人から 2007 年には 90 万人と着実に増加し、また、2007 年時点の県別就学率についてはヴィエンチャン特別
市、ビエンチャン県において 95％以上と報告されている。尚、実施機関である教育省からは実績値についての回答が得ら
れなかったものの、66 校 334 教室が完成していることから、約 12,024 人分(36 人(1 教室あたりの収容可能人数)×334 教
室)の児童の学習環境が改善していることが推定される。 

【表 1】本事業対象校に通うことが可能な児童数 

指標名(単位) 
基準値 
(2002 年) 

目標値 
(2006 年) 

実績値 
(2006 年)

常設教室にアクセス可能な児童数(就学児童数) 4,600 19,059 n.a. 

使用可能な便所にアクセス可能な児童数 10,079 19,059 n.a 

出所:ラオス人民民主共和国小学校建設計画基本設計調査報告書、事前事後評価表 

 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
対象校の施設を活用した成人に対する非正規教育の実施並びに地域社会におけるコミュニティ活動実施の状況が本事業
の間接的効果として設定されている。教育省からは地域住民に対する成人識字教育が 20 人以上を対象に年一回程度の頻度
で実施されており、コミュニティ活動についても各学校 50～100 人が参加して行われていると回答があった。さらに、実
施機関からの質問票に対する回答において、学校の改善に対する地域社会からの寄付が増加した点と学校を維持管理する
ことに対する地域住民の責任や義務に対する自覚が強まった点が正の間接的効果として指摘されている。 
なお、環境、住民移転、用地取得にかかる問題は、特に報告されていない。また、他の深刻なマイナスのインパクトも報
告されていない。 
以上により、本事業の実施による施設は幅広く活用されており、期待された目標は概ね達成され、効果が発現している。

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
実施機関である教育省からの質問票の回答によれば、政府からの政策的な支援の継続及び対象学校に対する地域社会の
人々による主体的な活用も高まりつつあると報告されている。同国における小学校施設の修繕等の維持管理については基
本的に村長、教員及び父母会の協力で行われており、本事業実施後の維持管理体制については計画時から特段の変更はな
いとの回答である。 
2.運営維持管理の技術 
本事業においては既存の小学校施設と同様に、便所の機能と衛生状態を維持するための清掃と管理、家具の修繕、建物内
外の塗装等が基本的な施設の維持管理であり、村の住民レベルによる維持管理においては高度な技術は要求されない。し
かしながら、実施機関の回答によれば、いくつかの校舎においては施設の維持管理に関して村の住民では解決できない問
題が発生していることが報告されている。施設の維持管理が困難な理由の一つとしては、適切な技術者の不在が考えられ



る。 
3.運営維持管理の財務 
同国の制度では小学校は原則として村所有とされており、校舎等の運営及び維持管理についても基本的には村の住民及び
学校関係者の責任とされている。また、本事業に関する維持管理費として、2年毎の腐敗槽清掃費、4年毎の浸透桝の新設
費、塗装費、机椅子などの補修費、掃除用具費、乾季の便所使用のための水道費等を住民で負担する必要がある。修繕に
必要な若干の労働力さえ確保すれば大きな財務的負担は発生しないと考えられる。しかしながら、実施機関からは住民に
よる修繕費積立金不足のために施設の維持管理が困難であることが報告されており、一部の村では地域住民からの寄付が
十分に得られず、校舎の維持管理に関する費用の確保が十分にできない状況が考えられる。 
4.運営維持管理状況 
本事業での調達機材や施設は十分に活用されているが、実施機関からの質問票の回答によると一部の学校においては地域
住民の維持管理に必要な寄付とともに労働力の提供が得られず、施設の維持管理は困難な状況にあることが報告されてい
る。このため、施設の一部では保守修繕の必要性があると考えられる。 
以上により、本事業は運営維持管理に関して一部問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 


