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国名
日本・ラオス武道館建設計画

ラオス

Ⅰ 案件概要

事業の背景

ラオスの武道の競技人口は空手道、柔道、合気道を合わせて 400 人程度であった。我が国が 1966 年

より断続的に派遣している青年海外協力隊員やシニアボランティア隊員等の指導などにより、SEA 

GAMES(東南アジア競技大会)などの国際大会においてメダリストを輩出するレベルまで技術が向上して

いた。また、それらの選手の活躍により練習への参加希望者が大きく増加していた。しかしながら、ラ

オス国内に国際基準を満たす武道場は存在しなかった。競技者は、会議室や講堂等といったスペースを

活用して練習するケースがほとんどで、施設の老朽化もさることながら、それらはスポーツ専用の施設

ではないために、十分なスペースがなく、各武道ごとに時間交代制で練習を行うなど、練習環境として

は十分なものではなかった。

また、ラオス国は 2009 年の第 25 回 SEA GAMES のホスト国となっていた。同大会において空手道、

柔道が正式種目として採用される事となっているが、ラオスには SEA GAMES のような国際的な大会の武

道会場となり得る施設がなかった。

事業の目的
ビエンチャン特別市に日本ラオス武道館（以下「武道館」）を建設し、関連機材を調達することによ

り、武道の練習・試合の競技環境が改善し、またラオスにおける武道教育の推進が図られる。

実施内容

1. プロジェクトサイト: ビエンチャン特別市
2. 日本側の実施:

- (1) 道場本館棟（武道場、ステージ、管理事務室、連盟事務室、客席、ホール等）、(2) 西別
棟（審判員室、医務室、器具庫等）、(3) 東別棟（男子・女子更衣室、男子・女子便所、多目
的便所等）の建設

- (1)柔道畳、(2)空手用マット、 (3)折畳み椅子、 (4)床防護シートなどの調達
3. 相手国側の実施:撤去

- 既存施設などの撤去、敷地の造成
- 外柵、門扉工事
- 卓球台の用意
- プロジェクトサイトへの給水、電気、電話の引き込み等のインフラ整備

交換公文締結
第一期 ：2007 年 8月 31 日、2008 年 3
月 12 日(延長), 2009 年 3月 11 日（再
延長）、第二期：2008 年 12 月 19 日

事業完了 2009 年 10 月 30 日

事業費
交換公文限度額: 第一期 - 400 百万円, 第二期 - 201 百万円 /供与額: 第一期 - 380 百万円、第二
期 - 196 百万円

相手国実施機関 国家スポーツ委員会(NSC)

案件従事者 株式会社梓設計、関東建設工業株式会社・三朋インターナショナル株式会社共同企業体

関連調査 基本設計調査: 2006 年 10 月－2007 年８月、詳細設計調査: 2007 年 9月 – 2007 年 11 月

関連案件
我が国の協力：
- 草の根文化無償資金協力（空手関連機材の調達）（2002）
- 青年海外協力隊員・シニアボランティア隊員の派遣

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに、1996 年策定の国家成長貧困削減戦略、第七次 5ヵ年国家者会経済開発計
画 2011-2016 で掲げられた教育の重要性というラオスの開発政策と合致している。また、事前評価時には青少年の健全な成長
のためのスポーツの重要性は教育分野で十分認識されており、ラオス政府は同国におけるスポーツ振興のための政策の重要性
を認識していた1。さらに本事業は、国際大会主催基準を満たす武道館の建設、また武道競技環境の整備というラオスの開発ニ
ーズと事前評価時・事後評価時共に合致している。事前評価時には日本の対ラオス援助政策には明記されていなかったが、日
本の ODA を通じてのスポーツ振興支援は 2013 年度国際協力の重点政策に記載されている。以上より本事業の妥当性は高い2。

2 有効性・インパクト
本事業の実施により、事業目的（アウトカム）として掲げられた「武道の練習・試合の競技環境が改善し、またラオスにお

ける武道教育の推進が図られる」については、概ね計画どおりの効果発現が見られた。
武道館は国際大会で使用されてきた。まず、武道館は 2009 年の第 25 回 SEA GAMES で柔道・空手道の会場となった。また、

2012 年の ASEAN 大学競技大会 が武道館で開催され、さらに国内では、全国大会あるいは下位のレベルの大会が開催されてい
る。大会会場として使用されていることに加え、武道館は、一般・学生・児童の、柔道、合気道、空手道、テコンドーの定期
練習会場として十分に活用され、現在、毎日 3-4 レッスン（週 26 回）が行われている。更に、施設使用に空きがある場合は、
柔道のナショナルチームの練習に使用されたり、バドミントンなどのスポーツや各種イベントに利用されている。武道館建設
後、練習スペースが拡大し、武道の練習環境は改善した。各種武道連盟の会員は武道館で定期練習を行っており、これまでの
ように武道練習に適していない会場での練習を行う必要がなくなった。練習環境の改善により、人々の武道への関心はより高

                                                  
1 事後評価時には、現ラオス政府のスポーツ推進政策を公式文書上で確認することは出来なかった。
2 事前評価時には本事業の目的と日本の対ラオス援助政策との整合性は明確に記載されていなかったが、次の理由により妥当性は高いと判

断した。(1) 本事業は事前評価時の文化無償資金協力の「開発途上国の文化資産や高等教育を振興する」という目的と合致している、(2) 本
事業の採択当時、文化無償資金協力は日本の国別援助計画との整合性を求められていなかった。



まり、競技人口・国際大会への参加人数は増加している。
インパクトに関しては、柔道連盟や選手によれば、練習スペースの拡大や練習機材の改善により選手の武道の技術は改善し

ている。武道館完成後に JICA より武道館のマネジメントのために教育スポーツ省に派遣されたシニア・ボランティアもこの
改善に貢献している。武道館は武道の練習・大会に主に利用されているが、コンサートやセミナー・講演などの文化的なイン
ベントにも利用されている。尚、自然環境への負のインパクト、用地取得/住民移転は発生していない。
よって、有効性・インパクトは高い。

定量的効果

指標

2007 年

(事業実施前)

実績値

2010 年

(目標年) 

目標値

2010 年

(目標年) 

実績値

Actual value

2012 年/13 年

(事後評価直近年)

実績値

指標 1:

ラオス国内の武道の選手・練習生数

400

(柔道、合気道、

空手道)

増加

300

(柔道、合気道、空手道 208

名)*

621

(柔道、合気道、空手道 452 

名)

(補助指標):

武道館で行われる武道練習（週間）
- -

週 22 回

(週 6 日)

週 26 回

(週 7 日)

指標 2:

ラオスで実施される武道の国際試合

数（年間）

0 増加
2

(2009 年 SEA GAME を含む)
1

(補助指標):

武道館で開催される全国（または下位

の）大会（年間）

- - 2 3

指標 3:

武道国際大会の参加者数
23 増加 37 46

出所: 柔道連盟

* 選手数が 2010 年に減少したのは、選手の中には新しい練習会場を知らない者、武道館が住居より遠い者などがいたからである。

3 効率性

本事業は概ね計画どおりのアウトプットが確認されたが、事業費及び事業期間が共に計画を上回った（それぞれ計画比 140%, 
142%）。事業費・事業期間が計画を上回った理由は、建設資材の高騰により数回に亘り入札不調となり、第二期事業が追加さ
れたためである。以上より、効率性は中程度である。

4 持続性

武道館は 2011年までは NSCが運営・維持管理していた。事後評価時点では教育スポーツ省(MOES)エリートスポーツ局が NSC
の機能の一部を引き継ぎ、武道館の運営・維持管理は柔道連盟が MOES からの委託により行っている。柔道連盟は、日常点検、
スタッフの配置など武道館の運営・維持管理の責任を有し、運営維持管理のために 5名のスタッフを配置している。

技術面に関しては課題が見られる。NSC の運営維持管理終了に伴い、NSC の技術スタッフは他の職務に配置され、武道館に
は技術スタッフが配置されなくなった。2013年に柔道連盟はかつてのNSCのボランティア一名を技術スタッフとして雇用した。
武道館完成後の引渡し時に、納入業者から機材の使用についての研修が行われたが、柔道連盟は武道館を練習会場として使用
する各武道連盟（柔道連盟、空手道連盟、合気道連盟、テコンドー連盟、剣道連盟）のスタッフにも研修を行うことを希望し
ている。また、機材の維持管理に関するラオス語のマニュアルは無い。

財務面では、武道館は柔道連盟をはじめ武道館を練習会場として利用する各連盟からの会費や、コンサート・セミナーでの
会場使用料などの独自収入を持つ。これらの収入で柔道連盟はスタッフの給与、機材の清掃（全ての連盟が共同で年二回実施）、
修繕、公共料金などの運営維持管理費用を賄っているが、必ずしも予算は十分ではない。大型修繕が必要な場合は、MOES が予
算を配分する。

施設・機材の維持管理状況に問題は見受けられない。柔道連盟の新しい技術スタッフは機材の定期点検、毎月の定期維持管
理を行い、空調、照明の取り替え・修理など施設の維持管理も行っている。現在まで機材の故障などは生じていない。機材故
障の場合は、武道館の予算を使うか、あるいは MOES へ支援を申請することになる。しかしながら、大規模な修繕が必要とな
った時の費用負担の責任が明確でないため、将来の施設の状況については不明な点がある。

以上より、技術面・財務面および維持管理状況に課題があることから、本事業の持続性は中程度である。

5 総合評価

本事業の実施により、事業目的（アウトカム）として掲げられた「ビエンチャン特別市に日本ラオス武道館を建設し、関連
機材を調達することにより、武道の練習・試合の競技環境が改善し、またラオスにおける武道教育の推進が図られる」につい
ては、計画どおりの効果発現が見られた。武道館は国際大会や、一般・学生・児童の武道の定期練習の会場として利用されて
いる。練習環境が改善した結果、武道の選手数や国際大会への参加者は増加している。インパクトに関しては、練習環境の改
善に伴い、武道選手の技術は向上している。
効率性は事業費・事業期間が共に計画を上回ったため中程度である。持続性に関しては、技術面・財務面・維持管理状況に

課題が見受けられた。
以上より総合的に判断すると本事業の評価は高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：
武道館の維持管理活動に関する定期的な技術移転を行い、武道館および各関係連盟スタッフが維持管理活動を行えるようにな
ることが望ましい。



日本・ラオス武道館 柔道畳


