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評価実施部署：ラオス事務所（2011年 10月） 

国名 
公共投資プログラム運営監理能力向上プロジェクト 

ラオス 

 
Ⅰ 案件概要 

協力金額 273百万円 

協力期間 2004年 11月 ～2007年 10月 

相手国側機関 計画投資委員会（CPI）（現、計画投資省（MPI）、以下、MPI） 

日本側協力機関 アイ・シー・ネット株式会社（プロポーザル方式技術協力） 

関連案件 
我が国の協力： 
・技術協力プロジェクト：公共投資プログラム運営監理強化プロジェクト（PCAP II）（2008 年 3 月～
2011年 8 月） 

プロジェクトの
背景 

ラオスでは、計画投資省（MPI）が公共投資プログラム（PIP: Public Investment Program）における
新規 PIP プロジェクトの審査、実施中の PIPプロジェクトの定期的なモニタリングおよび評価を実施す
る機関として位置づけられている。しかしながら、MPI および県計画投資局（DPIs: Provincial 
Departments of Planning and Investment）の事業監理能力は限定的であり、そのため、国内財源によ
って実施される PIPプロジェクトは恣意的に計画、実施されている状況であった。また、国家開発計画
に示される目標の達成に対する貢献度も不明確で、計画と実施の間に大きな乖離が生じるなどの問題が
発生していた。そうした状況を背景に、ラオス政府は日本政府に対し、PIP 運営監理能力の向上に向け
た技術協力を要請した。 

投入実績 

日本側 相手国側 

1. 専門家派遣 
長期専門家 0人、短期専門家 8分野 11 人 

2. 研修員受入 計 0人 
3. 第 3国研修 計 0人 
4. 機材供与  11 百万円 
5. 現地業務費 41 百万円 
6. その他（含、調査団員派遣） 3 百万円 

1. カウンターパート配置 計 11 人 
2. 機材 なし 
3. 土地・施設提供 プロジェクトオフィス、

会議室、研修室（計画省） 
4. ローカルコスト負担 評価局（DOE/MPI）、

一 般 計 画 局 （ DGP/MPI ）、 国 際 協 力 局
（DIC/MPI）、職員給与、管理費およびその
他雑費 

プロジェクトの 
目的 

上位目標  

公共投資プログラム(PIP)の効果と効率性が改善される。 

プロジェクト目標  

ラオス政府主導の PIP プロジェクトが適切に審査、モニタリングおよび評価される。 

アウトプット  

・アウトプット 1：ラオスの公共投資事業に即した審査、モニタリング、評価方法が開発される 
・アウトプット 2：公共投資事業の監督機関職員が運営、審査、モニタリング、評価技術を習得する。 
・アウトプット 3：新たに確立された手法に基づき、モニター県及びモニター省庁において適切に公共
投資事業が運営監理される。 
・アウトプット 4：公共投資事業の審査、モニタリング、評価を実施する運営体制の人的ネットワーク
が整備される。 

 
Ⅱ 評価結果 

総合評価 

ラオスでは、PIP プロジェクト*を適切に実施するに当たり、MPIによる新規案件の審査、実施中案件のモニタリング・評
価能力の強化が課題となっていた。 
本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指した「PIP プロジェクトの適切な審査、モニタリングおよび評価の実施」

について、マニュアルの開発や研修の実施により公共投資事業の適切な運営監理を実施することに貢献した。しかしながら、
地方レベルでの能力および予算上の制約により、プロジェクトで開発されたマニュアルに沿って審査および評価された PIP
プロジェクトの件数については、全件実施の目標値は未達成であった。また、上位目標である「公共投資プログラム(PIP)
の効果と効率性の向上」についても、プロジェクトオーナーから DPI に報告される PIPプロジェクトの件数は目標値（全件）
を達成しておらず、効果発現に一部問題が見受けられた。持続性については、PCAP II の活動により、政策的な裏付け、体
制および技術面での問題は見受けられなかったものの、予算の制約により、PCAP II 実施後には実施機関の財務面の一部に
問題が見受けられた。本プロジェクトの妥当性については、ラオスの開発政策・開発ニーズ、および日本の援助政策と事前
評価時・プロジェクト完了時の両時点において合致し、効率性についても協力金額・協力期間ともに計画どおりであった。 
以上により、総合的に判断すると本プロジェクトの評価は高いといえる。 

（注）*混乱を避けるため、実施予定の PCAP IIIでは「PIPプロジェクト」に代えて、「公共投資事業」を使用している。 

 

1 妥当性 

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、「第 6 次国家社会経済開発計画（2006-10）」に掲げら
れた「国家管理およびガバナンスの向上・強化」というラオス開発政策、「公共投資計画および実施能力向上」という開発
ニーズ、並びに、「行政能力向上および制度構築への支援」という日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 



2 有効性･インパクト 

プロジェクトで計画されていたアウトプットは概ね達成されたものの、プロジェ
クト完了時点において、プロジェクト目標は一部未達成であった。本プロジェクト
で開発されたマニュアルに沿って審査・評価が行われた PIP プロジェクトの件数は
2005/06 年度 0 件から 2007/08 年 115 件へと増加した。中規模プロジェクトについ
ては、審査・評価が行われ国会に提出・承認された案件数は 2007/08 年度 16件中 9
件（モニタリング 3 県）となったが、目標値（全件）を下回った。また、マニュア
ルで規定された、PIP プロジェクトのインセプションあるいは進捗報告書は提出さ
れるようになったものの、目標値とする全件には達していない。目標値達成が不十
分となった理由としては、プロジェクトで定義した「適切なプロジェクト監理」に
ついて、地方レベルで能力不足および予算上の制約が挙げられる。加えて、アウト
プット 2 の指標の目標値がプロジェクト目標の達成に必要なレベルに対して不十分
であったことも、計画されたアウトプットが概ね達成されたにも関わらず、プロジ
ェクト目標が部分的な達成となった要因として考えられる。上位目標である PIP の
効果および効率性の向上については、本プロジェクトの第 2フェーズとなる PCAP II
において PIPのプロジェクト監理の強化の全国的普及への支援を引き続きおこなったものの、本事後評価時点においてはそ
の達成は部分的なものにとどまった。PIP プロジェクトに関するプロジェクトオーナーから DPI への報告は、100％を目標
値としていたものの、実際には 70％超にとどまり、また、マニュアルで規定された形式で審査・評価された案件数は 60％
超であった。この他、MPI 評価局（DOE: Department of Evaluation）へのインタビューによれば、プロジェクトは関係職
員、特に DOE職員の職務への責任感など考え方・態度にプラスの効果を及ぼした。以上により、有効性・インパクトは中程
度である。 

3 効率性 

本プロジェクトは成果の産出に対し投入要素が適切であり、かつ協力期間・金額は計画どおりであるため（それぞれ計画比
100％、80％）、効率性は高い。 

4 持続性 

本プロジェクトによって開発された PIP プロジェクトの管理に関する政策的枠組みは、首相令第 58 号によって裏付けら
れている。同首相令は、MPIが中央レベルにおいて PIPの審査、モニタリング・
評価を実施・監督し、DPIが県レベルで取り組むことを明記している。これに
より、2009年 12月に所管機関および法的手続きを規定した「公共投資法」が
施行され、PIP の審査・評価は、MPIによって決定された技術および方法に従
って行われることとなった。制度・運営面では、依然として適切な審査、モ
ニタリング・評価が行われている PIP の件数については改善の余地があるも
のの、MPI および各 DPIは本プロジェクトで開発したマニュアルに沿った、PIP
監理を行う能力を備えた十分な人数の職員数を有している。また、PCAP II で
は、各省および県レベルの職員への研修を通じて PIP 監理の全国的な普及を
支援しており、MPIおよび DPIは PIP監理に係る能力開発を継続している。他
方、財政面では、MPI は研修および適切な PIP監理の継続的な実施に必要な予
算の確保に努めているものの、今後の見通しは不透明である。また、PIP 監理
の全国的な普及に向けての能力開発にあたっては、MPI および DPIが PCAP II
終了後においても中央および地方レベルで研修を継続することが求められ
る。以上により、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度で
ある。 

 
Ⅲ 教訓・提言 

実施機関への提言： 
PIPマニュアルおよびハンドブックは、政府の法律・規制の変更およびラオスの開発の状況に合わせて、改訂および更新

する必要がある。また、PIP 監理を行う職員の継続的な能力開発は、PIP マニュアルおよびハンドブックの普及を行うにあ
たって重要である。特に、研修と実地研修（OJT）を組み合わせた人材育成は、こうした能力向上に有効である。同時に、
MPI は、PIP マニュアルおよびハンドブックの見直し等 PIP 監理の向上に向けたフィードバックを行うため、担当職員のパ
フォーマンスのモニタリングを実施することが求められる。かつ、今後 MPIによる地方職員向けの研修を通じて、本プロジ
ェクトにおける DPIの経験を共有することは、DPIの効果的な能力向上に不可欠である。さらに、一層の PIP 監理の向上に
向けて、能力向上に係る研修、PIP監理および運営システムのための持続的な財源の確保が求められる。 
JICAへの教訓： 
本プロジェクトのプロジェクト目標は、DOEの PIP監理における役割および責任を明確にし、プロジェクトへの積極的な

参加を促した。本プロジェクトを通じて、カウンターパート機関職員の職責に直接的に関連した活動など、適切なプロジェ
クトデザインは、彼らのプロジェクト活動への関与を強め、より積極的な参加につながることが検証された。 
また、アウトプットとプロジェクト目標の指標の目標値の間で不整合や不適切が見られる場合、プロジェクト目標の達成が
阻害されることもあることから、指標の目標値の設定にあたっては十分な留意が必要である。 

 

 

Manual and handbook revised by PCAP 

II (based on PCAP) 

 

Training Program at MPI (organized by 
PCAP II) 


