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事業事前評価表 

 

国際協力機構 ラオス事務所 

１．案件名                                                 

 国 名： ラオス人民民主共和国 

 案件名： コミュニティ・イニシアティブによる初等教育改善プロジェクトフェーズ２ 

 Project for Supporting Community Initiative for Education Development (Phase 2) 

２．事業の背景と必要性                                        

（1）当該国における初等教育の現状と全般的な課題 

ラオス政府は 2020 年までに後発開発途上国からの脱却を目標とし、教育の普及・

改善を貧困の根本的解決に向けた優先事項の一つとして位置付けている。教育スポ

ーツ省(MOES)は 2015 年までに「万人のための教育(EFA)」を達成すべく、「公平さとア

クセス」、「質と妥当性」、「教育行政とマネジメント」を 3 本柱とした教育改善に積極的

に取組んでいる。このため、近年、初等教育の純就学率1 (2001 年 80.0%から 2010 年

に 92.7%)や成人識字率 2 (2001 年 68.7%から 2005 年に 72.7%)は改善されてきたが、都

市部と農村部の教育格差は依然として大きく深刻な課題 3 となっている。この背景に

は、貧困に起因する課題（教育の重要性に対する認識の低さ、季節労働、児童労働

等）に加え、教員数の絶対的不足、教員の資質・能力の低さや、学校施設の不備、教

材・教具不足などの多くの課題がある。同時に、これら課題に取組むための教育行政

の能力も中央・地方ともに不十分で、必要な予算の確保も厳しいため、特に農村部の

小学校では、保護者や寺院といった地域社会からの財政支援を受けて学校運営を行

っている小学校も多い。これに対し、MOES は各村に村落教育開発委員会(VEDC)を

設置し、コミュニティの参画を得ながら学校改善を促している。 

 これら背景の下、ＪＩＣＡは 2007 年から 4 年間、学校運営へのコミュニティの参画を通

じた初等教育の改善を目標に、純就学率がとりわけ低い南部 3 県（サラワン県、セコ

ン県、アッタプー県）の 6 郡 90 校を対象として技術協力プロジェクト「南部 3 県におけ

るコミュニティ・イニシアティブによる初等教育改善プロジェクト」(CIED1)を実施

した。同事業では、VEDC を主体とした学校改善計画(SIP)策定・実施に係る一連

のプロセスの導入と実践に係る技術支援を行い、対象校における学習環境や教育

指標の飛躍的な改善を達成した。さらに現場の経験や具体的なアプローチを政策面

に反映すべく、SIDA や UNICEF 等他ドナーと連携し、ラオス政府が規定する学校の質

の基準（SoQ）4 の策定や、その普及のための研修開発を支援し、高い評価を得た。 

                                                  
1 出典：教育スポーツ省統計情報センター 
2 出典：UNESCO EFA MDA Reports 
3 例えば、ビエンチャン特別市の純就学率 99％（2009/2010 年度）に対して、南部サラワン県は 86.3％、県都から離れたベトナム

国境付近のタオイ郡においては 80％と低い数値に留まる。 
4 SoQ とは、学校運営の質を改善する目的の基準であり、6 つの要素 (アクセス、質、設備面での学校環境、公平性、コミュニテ

ィの参加、学校運営強化)によって目指すべき教育の実践概念を説明し、具体的な内容を 26 の基準で、その測り方を 70 指標
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  CIED1 終了後、県教育局（PES）や郡教育事務所(DEB)といった地方教育行政 5 の

能力強化を通じた CIED1 の成果の持続性の確保と、その面的拡大が課題となってい

る。MOES は PES や DEB の能力強化の研修・指導体制を整備する必要がある。また

財政面では、MOES が学校改善のために 2011 年度より「学校補助金(SBG)プログラ

ム」6 を全国規模で開始したが、SBG が学校改善に資するには、現場レベルで SBG と

SIP が一体となって運用されることが不可欠であり、VEDC やこれを支援する

PES/DEB への能力開発が喫緊の課題となっている 7。 

今後ラオス政府が初等教育のアクセスと質の改善に向けて自立的かつ持続的に

取り組んでいくためには、中央・地方教育行政の強化が重要であり、本事業では、

CIED1 の成果を拡大･発展させるべく、関係機関･関係者のマネジメント体制･能力の

強化を支援する。 

（2）当該国における開発政策と本事業の位置づけ 

「教育セクター開発計画」（ESDP2011-2015）では、①「公平なアクセスの拡大」、②

「(教育内容の)質と適切性の改善」、③「計画・管理の強化」を 3 本柱と位置付け、教

育セクターにおける援助調整を促進するとしている。特に②への取組みにおいては

「SoQ を満たす小学校数の拡大」、③においては「教育行政能力の向上」を具体的目

標として掲げている。本事業は、各学校が SoQ を達成するための教育行政能力の強

化に重点を置き、他ドナーとの連携の下、対象県全体の学校を対象として支援する。 

（3）教育セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

2012 年 4 月策定の対ラオス国別援助方針において、4 つの重点分野(中目標)の 1

つである「教育環境の整備と人材育成」の下、「基礎教育の充実」として小目標が設

定されており、本事業は日本政府の対ラオス援助政策と合致するものである。 

JICA はこれまで南部 5 県(セコン県、サラワン県、アッタプー県、チャンパサック県、

サバナケット県)を中心に、CIED1 の他、コミュニティ開発支援無償による小学校建設、

理数科現職教員研修改善プロジェクトを実施し、中央レベルでは MOES への教育政

策アドバイザーの派遣を通じて教育のアクセスと質の改善に包括的に取組んでいる。 

 

 

                                                                                                                                                  
（＝ミニマムスタンダード）で説明するという構成になっている。現在 MOES では、70 指標から、40 指標程度に絞込み、新しい項

目を幾つか付け加えた形の新しい質基準を作成中である。 

なお、SoQ 研修モジュールの作成においては、JICA 専門家が SIDA や UNICEF 等、他ドナーとともに策定作業に携わり、CIED

プロジェクトによる、地域主体による学校改善計画の立案からモニタリング、そしてレビューに至るまでの実践から得られた教訓

が、一部反映された内容となった。 
5 PES（Provincial Education Service）は、県レベルの中等学校と MOES 管轄外の技術・職業学校について実務的な責任を有する。

DEB（District Education Bureau）は PES の監督の元、初等教育、就学前教育、ノンフォーマル教育の企画等に際して、郡内の各

学校及び地域社会の大衆組織を支援している。 
6 学校補助金は、2012 年 2 月に、財務省国庫局から郡教育局が開設した特別口座に振り込まれた。ESDF においては、児童 1

名当たり 100,000 キップを想定していたものの、財源の問題で、今年度は児童 1 名当たり 20,000 キップの配分額となった。また、

全校児童数分に相当する金額が、郡教育局から各小学校の校長に配賦され、さらにMOES財務局が策定した「学校補助金使い

方マニュアル」に従って、経理処理が行われる。 
7 Draft Aide Memoire (Joint Education Sector Review Mission, March 2012) 
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（4）他の援助機関の対応 

教育セクターの全体予算に占めるドナー援助の割合は 30.9％(暫定値、2008/2009

年) であり、ドナーへの依存度が非常に高い。ドナー支援の重点は、EFA の達成とミ

レニアム開発目標（MDG2）「普遍的初等教育の達成」に置かれ、大部分が初等教育

支援に充てられている。主要ドナーは世界銀行(WB)、アジア開発銀行(ADB)、

UNICEF、オーストラリア国際開発庁（AusAID）がある。MOES は援助協調・ドナー調整

を円滑に行うべく、教育セクターワーキンググループ(ESWG)を設置し、AusAID と

UNICEF を共同議長に、マルチ・バイの援助機関及び NGO の代表が参加している。 

３．事業概要                                             

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業では、CIED１で蓄積された教育の質とアクセス改善における現場での実践

や成功体験をラオス政府の政策・制度に反映すべく、①対象地域における SoQ 達成

のための MOES による県･郡レベルへの研修･指導能力の強化と、②県・郡レベルの

教育局の小学校や VEDC に対する SIP 実施にかかる支援能力と地域の教育課題へ

の対応能力の強化を支援することを目的とする。また、現場での実践を起点とした政

策・制度構築と能力開発の重要性を実証し、国際的にも発信していくことを想定する。 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名： ラオス南部の 4 県 10 郡 8 

・ サラワン県(人口：366 千人)：ラコンペン郡、コンセドン郡 

・ セコン県(人口：97 千人)：ラマーム郡 

・ サバナケット県(人口：906 千人)：アーサポン郡、ソンコン郡、サイブリー郡 

・ チャンパサック県(人口：652 千人)：チャンパサック郡、スコマ郡、 

ムンラパモック郡、 コーン郡 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

・ MOES： CP 部局の局長/副局長、担当課長、ToT 研修トレーナー (DPPE 5 名、   

他部局 1～2 名程度) 

・ 対象 4 県 PES： 各県 局長/副局長、統計課/一般教育課 課長、統計課/一般

教育課等 関連課 職員(2 名～3 名程度) 1 県 10 名程度 

・ 対象郡 DEB： 各郡 局長/副局長、一般教育課長、指導主事 3 名程度、他関係

課職員(1～2 名程度) 

  ※対象県及び対象郡において、初等教育のアクセスと質を改善する上で、初等教  

育の実務を司る DEB 及びその業務の監督を行う PES の行政官の能力強化が不可 

  欠である為、カウンターパートとして設定した。 

                                                  
8 CIED2 では、これまで CIED1 で対象としてきたセコン県、サラワン県、および新たにチャンパサック県、サバナケット県 10 郡を対

象とし、PES/DEB の能力強化を行うための実践の場として本事業により包括的に支援する。なお、対象３県における PES 向け

SoQ 支援（研修）については、EFA/FTI プログラムへの JICA の技術支援として正式な認定を受け、本事業で対応することを想定

し、対象県での SIP に基づいた学校支援のアプローチ・方法を統一する。また、同プログラムの事業モニタリングにプロジェクト専

門家が参加し、SIP プロセスの実践に根差したノウハウの普及に貢献することも想定。 
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・ 最終裨益者：対象地域における小学校 最終学年までの残存児童数：77,290 人  

  (対象地域の初等教育学齢児童数 9：78,868 人×98％)  

（4）事業スケジュール（協力期間）： 2012 年 8 月～2016 年 7 月を予定（計 48 か月） 

（5）総事業費（日本側）： 約 3.9 億円 

（6）相手国側実施機関： 教育スポーツ省（就学前･初等教育局、計画協力局、対外   

関係局、財務局、教員教育局、質保証センター） 

(7)投入（インプット） 

1）日本側： 

・ 長期専門家：3 名 

(チーフアドバイサー/政策･研修計画、地方教育行政、教育分析/業務調整) 

・ ローカルコンサルタント(または NGO)： 必要に応じて傭上 

・ 国別研修及び第三国研修： 必要に応じて実施 

・ 機材供与：モニタリング用車輌、PC、事務機器等 

・ 研修経費： プロジェクト対象 4 県に対する ToT にかかる費用、また対象郡か  

ら重点校 10向けの研修（ラオス側リソースに応じて検討する） 

・ その他必要経費(在外事業強化費) 

2）ラオス側： 

・ カウンターパート：42 人 （プロジェクト・ディレクター(副大臣)1 人、プロジェクトマ

ネージャー1 人(DPPE 局長)、プロジェクト副マネジャー５人、教育･スポーツ省担当

者、PES/DEB の局長及び関係者）11 

・ プロジェクト執務室及び執務室維持経費 

・ 本事業の対象 4 県に対する SBG の支給 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類： Ｃ 

②影響と緩和・軽減策： 特になし 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減： 特になし 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

                                                  
9 出典：2010－2011 年度 4 県における教育指標 以下はプロジェクト対象郡における児童数 

ラコンペン郡：5,702 人、コンセドン郡：7,727 人、ラマーム郡：5,575 人、アーサポン郡：9,159 人 

ソンコン郡：11,252 人、サイブリー郡：7,824 人、チャンパサック郡：7,230 人、スコマ郡：7,805 人、 

ムンラパモック郡：4,756 人、コーン郡：11.838 人 
10 対象地域が、活動 2－3 で教育指標や SoQ に基づいた現状分析を行い、その結果、教育状況の大幅な改善が必要な学校を、

各郡 10 校程度重点校として指定し、プロジェクトを通じて学校改善計画の作成・実施支援を行う。 
11 本事業では 6 部局がカウンターパート機関として協働するため、副大臣をプロジェクトダイレクターとして、6 部局の局長・副局

長で構成される『プロジェクト運営委員会』と成果に応じた活動を推進するための分野別の委員会を設置し、6 部局の職員が本

事業に積極的に関与する。また、対象県･対象郡に最低 1 名の担当者が配置される。 
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①教育政策アドバイザー（個別専門家：2011年11月～2013年10月）:  

MOES教員教育局と計画協力局、対外関係局をC/Pとして、援助協調・ドナー連

携の促進、円滑な新規案件形成や有償資金協力事業の案件形成に向けた助言・

指導を行っている。CIED2におけるSoQ達成に向けた研修実施体制や研修モジュ

ール改訂の方針・方向性に関するMOES部局間の調整において、本アドバイザーと

連携して進める。 

②理数科現職教員研修改善プロジェクト（ITSME）（技術協力プロジェクト：2010年2 

月～2013年10月）：  

校内研修強化を通じ、小学校理数科の指導法改善を目標とする。CIED2同様、

初等教育の質の改善に取り組む点で相互補完的連携が期待される12。 

③南部３県学校環境改善計画(コミュニティ開発支援無償：2009 年 2 月 G/A 締結)： 

ラオス南部のサラワン県、セコン県、アタプー県において、学校環境及びアクセス

の改善を目的として小学校の施設を整備する。サラワン県及びセコン県は、CIED2

の対象でもあり、相乗効果が期待される。 

④チャンパサック県及びサバナケット県学校環境改善計画(コミュニティ開発支援無 

償：2010 年 6 月 G/A 締結)： 

ラオス南部のチャンパサック県及びサバナケット県において、学校環境及びアク

セスの改善を目的として小学校及び中学校の施設を整備する。チャンパサック県

及びサバナケット県は、CIED2 の対象でもあり、相乗効果が期待される。 

2）他ドナー等の援助活動 

世界銀行（WB）のマルチドナー・ファンド「EFA/FTI プログラム」(2010-2013 年、対

象 16 県 60 郡)は、教育貧困郡(56 郡)を主な対象として①就学前・初等教育のアク

セスの改善・質の向上、及び②教育行政官の能力強化（CIED1 の研修モジュール

を活用）に取組んでいる 13。CIED2 との棲み分け及び連携する点としては、①対象

郡の重複を避けること、②重複する対象県では CP は CIED２と EFA/FTI プログラム

双方を担当することを想定する。その他、①のコンポーネントとして実施されている

学校給食は WFP が連携して実施している。また UNICEF はラオスカントリープログ

ラム（2012-2015 年）にて SoQ を国家教育質基準（NQES）に統合し、初等・中等教

育双方における NQES の達成を包括的に支援することを計画している。 

                                                  
12 具体的には、SoQ 研修モジュールの改訂や、PES・DEB による教育課題への対応策の検討において、ITSME の SoQ 達成に向

けた教員養成課程との連携の経験や児童の理解に主眼を置いた授業の展開方法などを活用する。また CIED2 校長研修につい

ては、SoQ 研修モジュールの一部と研修項目が重なるため、ITSME の知見やノウハウを SoQ 研修モジュールの見直しにも反映

させる。さらに CIED2 で教材開発ワークショップを実施する際も、ITSME の校内研修の模範学習活動案を活用して、教材の質を

高めるといった工夫が考えられる。教育の質改善のためには、教員の能力強化に取り組んでいる本事業のインプットは有益で

あり、両プロジェクトで対象地域として重複している、対象県レベルにおける連携を通じた相乗効果が期待される。 
13 具体的には、学校建設、SBG の配賦、SoQ 支援(教材配布、VEDC 研修、校長・教員研修)、学校給食(WFP と連携）、ノンフォー

マル教育：モバイル教員養成）を行い、②に関しては、予算枠組み強化などの行政官の能力強化、教育管理情報システム整備、

学力評価などに関する支援を行うものである。 
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４．協力の枠組み                                           

（1）協力概要 

1）上位目標： 対象県における初等教育のアクセスと質が改善される 

【指標】 

・ 対象県の以下の指標が ESDP の目標値に到達する。 

純入学率、純就学率、残存率、中退率、継続進級率についてベースライン調

査時点の値から 98%以上、98%以上、95%以上、1%未満、98%以上に改善される。 

2）プロジェクト目標： 対象郡における初等教育のアクセスと質が改善される 

【指標】  

・ 対象郡の重点校と郡平均の以下の指標が ESDP の目標値に到達する 

純入学率、純就学率、残存率、中退率、継続進級率について、ベースライン調 

   査時点の値から、98%以上、98%以上、95%以上、1%未満、98%以上に改善される。 

3）成果及び活動 

成果１：MOES における SoQ 達成に向けた研修の計画・実施能力が強化される。 

【指標】   

・ 改訂された SoQ 達成に向けた研修モジュールが MOES の基準となる 

・ MOES の各関連部局の職員で構成されるマスタートレーナーXX 人により、

SoQ と SBG に関する ToT が対象地域で毎年、計画通り実施される（目標値は、

ベースライン調査後に決定） 

・ ToT を受けた PES と DEB トレーナーの SoQ と SBG に関する理解度が XX%

上がる（目標値は、ベースライン調査後に決定）   

【主な活動】   

･ MOES が、SoQ と SBG に関する ToT の実施･予算計画を作成する。 

･ MOES が、SBG マネジメント研修･ToT モジュールを作成する。 

･ MOES が、SoQ アセスメント･モニタリングの共通フォーマットを作成し、上記 

    モジュールに統合する。 

･ CIED1 で作成されたトレーナーブックを活用しマスタートレーナーを育成する。 

･ 育成された MOES マスタートレーナーが PES と DEB トレーナーに ToT を実施 

  する。 

 成果２：SoQ 達成に向けた対応策が PES と DEB により検討され、実施・提案される 

 ようになる。 

【指標】 

･ 教育課題への対応策が全ての対象地域の PES と DEB により実施・提案され

る。 

･ 対象郡全体の SoQ の構成要素の点数が、プロジェクト開始前と比べて XX 点 

  上がる（目標値は、ベースライン調査後に決定）。 
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【主な活動】 

･ 教育指標や SoQ に基づいた現状分析を行うための手順・プロセス・フロー盛り 

  込んだ手引き書を作成し、PES と DEB に対して研修・実務指導を実施する。 

･ PES と DEB が、現状分析を行い、課題への対応策を取りまとめる。 

･ PES と DEB が、上記対応策を実施する。 

･ PES と DEB が、上記対応策の実施結果をモニタリング・レビューする。 

 成果３： SIP 実施に対する PES と DEB の支援能力が強化される。 

【指標】 

･ 重点校の SoQ の構成要素の点数が、プロジェクト開始前と比べて XX 点上が 

  る。（目標値は、ベースライン調査後に決定） 

･ 対象地域における PES と DEB により、年間×回以上、各対象校へのモニタリ  

     ングが実施される。 

【主な活動】 

･ MOES が、PES と DEB に対して、SoQ 研修の ToT を実施する。 

・ PES と DEB が、重点校を選定し、重点校・VEDC に SIP の立案を支援する。 

･ PES と DEB が、重点校・VEDC に対して SIP を承認し、必要書類を MoES に提 

  出する。 

･ PES と DEB が、重点校の SIP の進捗状況をモニタリング・レビューし、結果を 

  取りまとめ、必要に応じた支援・指導を行う。 

･ PES と DEB が、当該年度の活動内容を踏まえた報告書にまとめる。 

4）プロジェクト実施上の留意点 

･ 外部条件（ラオス政府による SBG の継続的な配賦）のモニタリング 

本事業は南部 4 県の FTI 対象外の郡に教育スポーツ省による SBG の配賦 

  とされた後も、外部条件であるラオス政府による継続的な SBG の配賦が確 

実に行われるよう、引き続き SBG の配賦状況をモニタリングし、働きかけ  

が必要である。 

･ SBG、ToT・研修実施、学校モニタリングにかかる費用分担 

以下のとおりラオス側と日本側で費用分担を行う。 

＜日本側＞ 

 本事業の対象 4 県に対する ToT にかかる費用 

 本事業の対象 4 県に対する研修費用 

＜ラオス側＞ 

 本事業の対象 4 県に対する SBG 

 本事業の対象 4 県に対する SBG に関する ToT の費用 

 本事業の対象校に対する学校モニタリングにかかる費用 

（2）その他インパクト： 特になし。 



 8

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                        

(1) 事業実施のための前提： 南部 4 県の FTI 対象外の郡に MOES により SBG が配

賦される。 

(2) 成果達成のための外部条件： SoQ の主要構成要素(アクセス、質、設備面での

学校環境、公平性、コミュニティの参加、学校運営強化)が変更されない。 

(3) プロジェクト目標達成のための外部条件 

･ MOES のマスタートレーナー、ToT を受講した PES・DEB の CP の大部分が職務  

を継続する。 

･ プロジェクト対象郡のプロジェクト対象外の学校において、初等教育のアクセス

と質が著しく低下しない。 

(4)  上位目標達成のための外部条件 

･ プロジェクト対象外の郡において、初等教育のアクセスと質が著しく低下しない。 

・ FTI基金、AusAID、WBによるEFA-FTIプログラムにおける対象県PESへのSoQ

研修実施能力強化が予定通り実施され、能力強化が図られる。 

６．評価結果                                                

本事業は、ラオスの教育開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致し

ており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

CIED１では、SIP の策定・実施にかかる VEDC の能力強化に重点を置き、住民と学

校による問題分析を経た明確な目標設定とそのための活動およびリソース計画の実

施を支援した。物資による学校直接支援についても、これらの計画に基づいて行わ

れ、レビュー・モニタリングが着実に実施されたことから教育指標の改善に繋がった。 

他方、対象校が直面する課題はアクセスから質の改善にシフトしてきたことから、将

来の事業展開においては教師教育や質改善に焦点をおいた MOES の関連プログラ

ムとの活発な連携促進の重要性が示唆された。上述の教訓を踏まえ、CIED2 では

MOES を中心とする広い関係者の関与を担保しながら、SBG/SoQ 研修モジュールの

作成や、学校現場への課題対応力の強化に取り組む。 

８．今後の評価計画                                           

（1）今後の評価に用いる主な指標： ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

 2013 年 1 月まで   ベースライン調査 

 2013 年１１月    中間レビュー 

 2015 年 6 月      終了時評価 

 2019 年 8 月      事後評価                                        以 上 


