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フェーズ１終了時評価調査結果要約表 
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：1 億 6,000 万円 

協力期間 2006 年 8 月 2010 年 8 月 

（4 年間） 

先方関係機関：ラオス保健省 

日本側協力機関：国立国際医療研究センター（NCGM）

他の関連協力： 

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）保健省（Ministry of Health：MOH）はこれ

まで多くの開発パートナー（Development Pertners：DP）からの支援を受け、さまざまなプログ

ラムやプロジェクトを実施してきたが、保健省内及び DP 間で連携・調整が不十分なまま個別に

行われてきた。その結果、事業の分野、対象地域の重複や断片化が起こり投入に見合った成果

が生み出されていない、維持されていないという事態が続いており、援助効果の最大化・効率

化は保健省と DP 双方にとって喫緊の課題であった。保健省の政策に基づく保健省内外の関係機

関、部局との事業調整の実現をめざし、ラオス保健省から当案件が日本に要請され、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）を締結、「保健セ

クター事業調整能力強化」（Capacity Development for Sector-wide Coordination in Health：CD-SWC）

として 4 年間の技術協力プロジェクトが開始されるに至った。 

 

１－２ 協力内容 

(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セクタ

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

 

(2) プロジェクト目標 

関係組織との協力をとおして、保健省が保健セクター全体の調整を行う組織能力を向上

させる。 

 

(3) 成果 

1) 事業調整メカニズムが強化される。 

2) 単一保健セクター政策の枠組みが明確化し、その枠組みが共通のプラットフォームと

して合意される。 

3) 事業調整メカニズムを通して単一政策の枠組みのプログラム管理ツールが開発され

る。 

4) 母子保健統合サービスパッケージ戦略・計画に基づく事業調整が促進・実践され、事

業調整メカニズムにフィードバックされる。 
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(4) 投入実績 

1) 日本側（2010 年 5 月現在） 

専門家派遣：114.8 人/月 機材供与：4 万 425USD 相当 

ローカルコスト負担：22 万 8,608USD 

研修支援：セクター全体の事業調整に関するカンボジアとの技術交換（1 週間） 

会議ファシリテーション技術研修（1 週間） 

 

2) ラオス側 

保健省スタッフの配置 

セクター作業部会（政策レベル） 保健大臣、副大臣、本省部長を含む 9 名 

セクター作業部会（実務レベル） 副大臣、本省部長を含む 10 名 

コーディネーション・ユニット 官房副局部長など本省各部局からのメンバー8 名 

保健計画・財政技術作業部会 計画財務局長、本省各部局の副局長、チーフなど 12 名 

保健人材技術作業部会 本省各部局の副部長、中央病院、教育機関代表者 18 名 

母子保健・予防接種技術作業部会 本省衛生予防局、ヘルス・ケア局など 8 名 

 

3) 開発パートナー 

作業部会・タスクフォースへの技術支援と会議費などの予算支援（WHO、UNFPA、世

界銀行） 

 

 ２．評価調査団の概要 

調査者  

担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 戸川 正人 JICA ラオス事務所所長 

保健システム 

（技術参与） 

三好 知明 国立国際医療研究センター（NCGM）国

際医療協力部派遣協力第二課 課長 

保健政策 牛尾 光宏 JICA 人間開発部 審議役 

協力企画 吉村 由紀 JICA ラオス事務所 所員 

協力企画２ 水野 愛美 JICA 人間開発部保健第三課 職員 

評価分析 井田 光泰 株式会社インターワークス 

ラオス側評価者 Dr. Phasouk 

VONGVICHIT 

保健省計画財務局 

ラオス側評価者 Dr. Viengmany 

BOUNKHAM 

保健省計画財務局 

ラオス側評価者 Dr. Toumlakhone 

RATTANAVONG 

保健省官房 

 

調査期間 2010 年 5 月 26 日～6 月 19 日 評価種類：終了時評価 
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 ３．評価結果の概要 

３－１ 主な実績 

 プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の指標に沿った主な

到達状況は以下のとおり。 

 

PDM 指標（第２版） 主な実績 

成果１：事業調整メカニズムが強化される。 

既存の事業調整メ

カニズムのもと、保

健省が DP と協力し

て 会 議 の 議 題 設

定・開催・運営と事

業調整の議論を促

進する。 

・ 保健省は会議の議題設定、会議開催・運営、議事録の作成・配布な

ど日常業務の一部としてすることができるようになった。 

・ セクター作業部会・技術作業部会とも、それぞれの年間作業計画に

基づき、会議を開催し、事業調整の進捗をモニタリングしている。

こうした会議をとおして、セクター共通事業管理ツール（Sector 

Common Workplan / Monitoring Framework：SCWMF）、課題別の戦略

文書、第 7 次保健 5 カ年計画の作成等を図ってきた。 

・ 各技術作業部会による主な成果実績は次のとおり。 

保健計画・財政技術作業部会： 

・「保健財政戦略」と「保健情報システム戦略計画」の策定 

・国家健康保険政令の草案作成 

・国連３機関のセンサス調査の統合 

・保健情報管理システムの標準書式導入 

・同技術作業部会によれば、SCWMF の作成などをとおして、DP に

よる事業の約 85％の活動内容・インプットに関するデータを把握

することができるようになった。CD-SWC 実施以前は約 30％程度

しか把握できていなかった。 

保健人材技術作業部会： 

・「国家保健人材政策」の策定 

・本省傘下６部局、県保健局、郡保健事務所の役割・責任の明確化

（継続中） 

・各医学教育機関・医療機関の役割明確化（継続中） 

 母子保健・予防接種技術作業部会： 

・ 「母子保健統合サービスパッケージ戦略・計画（2009～2015）」

の策定 

・「熟練助産者開発計画」の策定 

・母子保健分野のリソースマップを参考に、各 DP の上記計画への同

調を促す活動 

成果２：単一保健セクター政策の枠組みが明確化し、その枠組みが共通のプラットフォー

ムとして合意される。 

第 7 次保健セクター

開発 5 カ年計画が、

保健省と DP 双方に 

・保健省が、県保健局、郡保健事務所とのコンサルテーション、DP と

の集中的な議論を通して、第 7 次保健セクター開発 5 カ年計画の草案

が作成された。 
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支持されるような

プロセスで共同作

業として作成され

る。 

・保健省・DP へのヒアリングによれば、第 7 次保健セクター開発 5 カ

年計画は高く評価されている。その事由は、第 6 次保健セクター開

発 5 カ年計画のレビュー、県・郡との協議をとおして作成されたこ

と、DP にプロセスが開示されて作成されたことによる。ただし、保

健省が第 7 次保健セクター開発 5 カ年計画の作成開始を表明してか

ら、実際に骨子が開示されるまで 1 年近くかかった。 

成果３：事業調整メカニズムをとおして単一政策の枠組みのプログラム管理ツールが開発され

る。 

セクター作業部会

が共通フォーマッ

トを活用して情報

を収集し、プログラ

ム管理のモニタリ

ング・フレームワー

クを改訂する。 

・DP と協議しながら、保健セクター全体のプログラム管理ツールとし

て SCWMF が開発された。2009 年 5 月以降、SCWMF が更新されてい

る。 

・SCWMF の改訂版は保健セクターの事業モニタリング・ツールとし

てだけでなく、成果２の第 7 次保健 5 カ年計画作成のための計画ツー

ルとしても活用された。 

・SCWMF は国際機関や海外援助機関用だけでなく、NGO の事業向け

の版も作成された。 

成果４：母子保健統合サービスパッケージ戦略・計画に基づく事業調整が促進・実践され、事

業調整メカニズムにフィードバックされる。 

事業調整メカニズ

ムをとおして母子

保健統合サービス

パッケージ戦略・計

画が開発される。 

 

 

母子保健・予防接種

技術作業部会がセ

クター作業部会（実

務レベル）と事務局

に対して定期的に

プログラムの進捗

状況を報告する。 

 

 

・保健省が、母子保健/予防接種技術作業部会とタスクフォースをとお

して、「母子保健統合サービスパッケージ戦略・計画」を作成した。

2009 年 3 月、保健省の審議委員会で同戦略・計画が承認された。 

・母子保健/予防接種技術作業部会はセクター作業部会と事務局に対し

て定期的に同戦略・計画の作成とその後の進捗状況を報告している。 

・DP による母子保健分野の事業・投入に関する情報・データが収集さ

れ、同技術作業部会の年間作業計画が作成された。 

・母子保健・予防接種技術作業部会は「母子保健統合サービスパッケー

ジ戦略・計画」への同調を DP に呼びかけ、複数の DP が既に同戦略・

計画に合わせた事業調整を行っている。 

・保健省では同戦略・計画による母子保健分野でのプログラム・アプ

ローチの考え方を県・郡レベルで普及した。 

プロジェクト目標：関係組織との協力をとおして、保健省が保健セクター全体の調整を行う組

織能力を向上させる。 

セクター作業部会

（実務レベル）が、

SCWMF に基づき、

セクター作業部会はこれまでに 6 回開催された。同部会は情報共有や

意見交換、事業調整の進捗管理の場として有効に機能しているが、事

業調整の具体的な方向性について合意形成を図り、意思決定する場と
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母子保健分野の事

業調整（活動、リソ

ース配分）を関係組

織に伝達すること

ができる。 

しての機能はまだ十分ではない。 

技術作業部会への指示を行うという点では重要な役割を果たしている。

具体的な事例としては、母子保健・予防接種技術作業部会における母子

保健統合サービスパッケージ戦略・計画の作成を促したり、計画財政技

術作業部会が進める保健財政戦略に母子保健を優先課題として位置づ

けるよう指示した点を挙げることができる。 

 

３－２ 5 項目評価の概要 

(1) 妥当性 

次の点から非常に妥当性が高いと判断される。第 6 次保健セクター開発 5 カ年計画

（2006～2010）は事業調整を重要課題の 1 つとして挙げている。2010 年度の保健セクター

への支出計画表によれば、海外援助額は全体の 53％を占めており、援助協調による事業効

率化は、ミレニアム開発目標で掲げるラオスの保健指標の向上に直結する課題といえる。

今回の評価調査では、面談したすべての関係機関が事業調整メカニズムの構築と保健省の

調整能力強化の重要課題としており、CD-SWC は事業実施関係者の強いニーズに応える事

業であることが確認された。日本はラオスにおける最大の援助国であり、日本国大使が保

健セクターの事業調整のために設置されたセクター作業部会（政策レベル）の共同議長を

務めている。こうした点からも、日本がドナー事業の調整に主導的役割を果たすことは合

理性がある。 

 

(2) 有効性 

CD-SWC の最大の事業効果は保健セクター全体の事業調整メカニズムを構築し、単一の

政策フレームワークに沿って、事業調整を運営できるようになってきた点にある。具体的

には、DP を巻き込み、政策決定から実務レベルまでの体制を構築し、各作業部会の役割・

責務が明確化され、事業調整の進捗をモニタリングするための枠組みが導入された。保健

省は CD-SWC の支援を受けながら、定期的なセクター作業部会や技術作業部会での作業を

行い、事業調整の仕組みを動かすことができるようになってきた。これにより、事業調整

メカニズムの構築によって、保健省と DP の間に情報交換と共通課題協議のためのプラッ

トフォーム（協議のための場）が確立した。保健省の事業調整能力強化という視点によれ

ば、保健省は部局間の縦割行政から部局間の情報共有・連携が進み、保健省がイニシアテ

ィブをとるための省内の意思統一が図られるようになった。会議運営などは円滑にできる

ようになってきたが、多くの中心メンバーが DP との協議・交渉などまだ自立的に行うだ

けの自信はないと回答するなど、まだ自立性は十分ではない。現状では DP との具体的な

事業調整に関する交渉については、専門家がメンバーの役割の一部をサポートしなければ

ならず、まだイニシアティブを握って事業調整を行っているという状況にはない。また、

事業調整への取り組みはまだ開始後間もないため、課題別の戦略計画や各作業部会の年間

作業計画のモニタリング・評価、評価結果のフィードバックなどまだサイクルとして確立

しておらず、オペレーションレベルの経験が不足している。 
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 (3) 効率性 

CD-SWC の実施戦略として、先方のオーナーシップと自主性を高めるために、専門家は

コーチ役に徹して、実施は保健省に委ねる姿勢を一貫してとってきた。また、DP に対して

も、実施過程から密な情報共有を行い、ボトムアップでの参加を促してきた。こうしたア

プローチに対する信頼から、従来、情報開示に消極的だった保健省が第 6 次保健セクター

開発 5 カ年計画とその中間レビューの暫定英訳版を開示し、単一政策フレームワークへの

DP の合意形成が図られた。また、DP も技術作業部会への技術・予算面の支援を行うとい

った協力関係を構築することができた。CD-SWC は事業調整全体をプログラムとみなし、

先方の能力強化のペースに合わせていくという専門家チームの実施方針に基づき、詳細な

工程表はつくらず、先方の能力や到達段階に合わせて成果・活動コンポーネントの変更を

図ってきた。事業調整メカニズムはまだ不完全なものではあるが、4 年間の立ち上げ事業と

しては十分な成果を上げることができたこと、関係者とのコンセンサスを重視して案件コ

ンポーネント・活動を柔軟に変更したことで、保健省・DP で多くの支持者を獲得したこと

などの事実から、こうしたアプローチは有効であったと判断できる。事業調整では関係者

が多いため、E メールでのコミュニケーションの比重が高いが、保健省では省内のサーバ

障害などで接続が不安定であり、英語力や E メール利用に不慣れなどの理由で活用してい

ないスタッフもいる。この現状は、効率的な会議準備・運営を進めるうえで障害となっ

た。 

 

(4) インパクト 

CD-SWC の上位目標として、「援助効率・効果の向上」と「保健サービスの地域間格差

の是正」を掲げている。「援助効率・効果の向上」については、以下のような事業調整に

よる重複事業の削減、単一プログラムへの協調というインパクト発現がみられる。 

【重複事業の調整効果】 

・これまでばらばらに実施されていた国連機関の 3 つのセンサス調査を一本に統合。 

・これまで DP が実施していたリプロダクティブヘルスや予防接種などアウトリーチ活動

のロジステック面の調整・統合（医薬品の調達、配布など）。 

【同一プログラムへの協調】 

・複数の DP（世界銀行、国連人口基金、世界保健機構、ルクセンブルク開発庁、フランス

援助庁）が母子保健統合サービスパッケージ戦略・計画や熟練助産者開発計画といった

国家戦略プログラムに協調してそれぞれの事業コンポーネントや活動を同調させた。 

【事業費の適正配分と事業形成の効率化】 

・リソースマップの活用によって、DP はどの分野・地域別の類似事業が把握できるように

なったため、案件形成や活動計画のための調査期間短縮、事業対象の特定に役立った。 

 

個別事業間の調整だけではインパクト発現には限界がある。今後、保健省が計画、財務

管理、調達、報告について手続きの統一化と保健サービスの標準化を図り、そこへ向かっ

て DP が同調を進めれば、上位目標に直結した大きなインパクト発現が期待できる。また、

地方レベルでは、ビエンチャン県など先進的な県以外ではまだ事業調整メカニズムと呼べ

る仕組みがないため、県・郡レベルでも事業調整の枠組みづくりと調整実務が進むことが
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期待される。 

 

(5) 自立発展性 

第 7 次保健セクター開発 5 カ年計画（最終承認まち）にセクター全体の事業調整を進め

ることが優先課題の１つとして示されている。セクター作業部会はビエンチャン宣言に基

づく調整の実行に責任を負っており、今後も政策レベルでは事業調整と援助協調への取り

組みが継続される可能性が高い。既に体制・システム面で事業調整メカニズムは確立され

ており、保健省・DP の積極的な関与があるため、体制・組織面での持続性も高い。人材・

予算面では持続性に懸念がある。保健省は人手・人材ともに層が薄く、活動の推進は一部

の中心的な人材に依存している。今後、事業調整を主導的に担える中堅職員を戦略的に育

成していく必要がある。また、現状では事業調整コストは複数の DP が負担しており、

CD-SWC 終了以降のコスト負担をどうするのか明確化されていない。 

 

３－３ 結論 

セクター全体の事業調整は保健省・DP 双方の強いニーズと支持を得て推進されており、

CD-SWC 実施の妥当性は非常に高い。これまで保健省全体と数多くの DP を巻き込んで事業調整

メカニズムの体制・システムが構築された。このシステムをとおして、事業調整に向けた具体

的な関係者間の情報共有・議論の場が形成され、単一政策に基づく課題別戦略が明確化され、

個別事業間の調整や同一プログラムへの協調が開始されている。保健省は事業調整メカニズム

を支える能力を獲得したものの、自力で推進・展開していくマネジメント力の開発はまだ初期

段階にある。CD-SWC をとおして事業調整展開の環境は整った。今後は援助効果・効率を最大

化するため、中央レベルでの手続きの共通化・調和化と県・郡レベルでの事業調整の展開とい

う新たな段階に入る必要がある。保健省は第 7 次保健セクター開発 5 カ年計画において、事業

調整を優先課題の 1 つとして位置づけている。保健省の強いコミットメントと DP からの支持も

得ており、政策面での持続性は高い。ただし、人員不足と事業調整コスト負担の財源確保は、

今後の事業展開にとってのリスク要因といえる。 

 

３－４ 提言 

・保健省が 1 名の専任アシスタント・コーディネータを新たに配置して、事務局と各技術作業

部会のコーディネータとともに、保健省の事業調整窓口としての役割を果せるよう育成する

こと。 

・より効率・効果が高まるように、現行の事業調整メカニズムの実施体制、各部会の機能・役

割を見直すこと。また、将来的な組織面の持続性を高めるために、コーディネーション・ユ

ニットをどのように保健省の組織図（指揮系統）に位置づけるか検討し、その方向性を決め

ること。 

・コーディネーション・ユニットは事業調整の推進役を務めるが、そのなかで計画財務局

（Department of Planning and Finance：DPF）の役割が極めて重要になる。このため、計画・財

政に関する技術作業部会の作業の調整を主導していくこと。 

・保健省は NGO と協議を行い、より多くの NGO とその他の市民団体を事業調整メカニズムに

巻き込むための方策を検討すること。 



viii 

・保健省が率先して、事業調整に関連する各種会議の質と効率性を高める方策を検討すること。

また、E ガバナンスに関連する政府機関と協議して、保健省内のインターネット環境の改善を

図ること。 

 

３－５ 教訓 

【援助協調における教訓】 

・CD-SWC では保健省と DP に対して、すべての活動をオープンにして透明性を確保し、コ

ンセンサスベースで進めることで説明責任を果たすことを一貫して追及してきた。このア

プローチは参加者のオーナーシップを高めるうえで有効であった。具体例として、そうし

たプロセスをとおして完成した母子保健統合サービスパッケージ戦略・計画に対しては関

係者の強い支持・同調の動きが生まれた。 

・事業調整メカニズムが構築される過程では、技術支援を行うために多くのタスクフォース

を設置したが、保健省が複数のタスクフォースをハンドリングするキャパシティがなく、

いくつかのタスクフォースは機能しなかったため、タスクフォースを整理・再編した経緯

がある。政策文書や共同プログラムの作成に際しては、実施機関の運営能力、DP のインプ

ット・リソース提供の可能性をよく勘案する必要がある。 

 

【キャパシティ・ディベロプメント案件の形成】 

・CD-SWC では先方の能力強化の度合や内・外部の条件・環境変化を取り込めるように、柔

軟性のある PDM の内容に改訂した。このことで、柔軟にコンポーネントの力点に強弱をつ

けたり、外部条件を内部化することで、事業効果を高めることができた。実施機関の能力

強化を主眼とする事業形成においては、先方の能力形成の進度に見合った事業コンポーネ

ントや活動を設定することが不可欠であり、プロジェクト期間中に PDM を柔軟に変更した

り、当初からあまり詳細で緻密な活動計画を作成しないといった対処法もある。硬直的に

当初どおりの PDM を運用しようとすると、目的と手段が逆転して、専門家が役務提供的に

成果品作成に従事し、先方はそのアシスタントになるといった事態が生じると、能力強化

にはつながらないというリスクが発生し得ることに留意する必要がある。 

 

 


