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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：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（CIED II） 
分野：教育－初等教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部基礎教育グループ 協力金額（評価時点）：3 億 7,900 万円  

協力期間：2012 年 9 月 15 日～2016 年 

8 月 31 日（4 年間） 
先方関係機関：教育・スポーツ省（MOES）  

日本側協力機関：なし  

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）は 2020 年までに後発開発途上国からの脱却

をめざしており、貧困の根本的解決に向けた優先事項の一つとして教育の普及・改善を位置づけ

ている。教育・スポーツ省（Ministry of Education and Sports：MOES）は 2015 年までに「万人の

ための教育（Education for All：EFA）」を達成すべく、「公平とアクセス」「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り組んでいる。これら施策が奏功し、

初等教育の純就学率は一定の改善をみたが（2000 年 77.3％から 2012 年 95.2％、UNDP 2013）、都

市部と農村部の教育格差は依然として深刻な状況である。この背景には、季節労働や児童労働な

ど貧困を構成する諸問題や、教育の重要性に対する保護者の認識の低さなどがあり、これに加え

て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・教具不足などが教

育普及の阻害要因として挙げられている。また、これら問題に取り組む教育行政の能力や教育予

算はいまだ十分でなく、特に農村部では、保護者や寺院などコミュニティからの財政支援を受け

つつ運営する小学校も多い。これに対し、MOES は村落教育開発委員会（Village Education 
Development Committee：VEDC）を通じた学校改善計画（School Development Plan：SDP）立案へ

のコミュニティ参画促進や教育予算の拡充等を図りつつ教育改善に取り組んでいる。 
こうした背景の下、JICA は SDP の立案・実施プロセスへのコミュニティ参画を通じた学習環

境・就学状況等の改善を目標に、純就学率が顕著に低い南部 3 県（サラワン県、セコン県、アッ

タプー県）の 6 郡 90 校を対象に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」（Supporting Community Initiatives for Primary 
Education Development：CIED I、2007 年から 4 年間）を実施した。 

同事業では、VEDC を主体とした SDP 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（純就学率：プ

ロジェクト開始時 73.4％→プロジェクト終了時 98.4％、中退率：4.1％→0.7％）。さらに現場での

経験や具体的なアプローチを政策面に反映すべく、他ドナーとも連携し、ラオス政府が規定する

教育の質の基準（Education Quality Standard：EQS）の策定や、その普及のための研修開発に貢献

し高い評価を得た。 
一方で、CIED I 終了後の課題として、県教育・スポーツ局（Provincial Education and Sports 

Service：PESS）や郡教育・スポーツ事務所（District Education and Sports Bureau：DESB）等、地

方教育行政による CIED I の学校運営管理能力強化による教育の質向上の成果の持続性の確保と、

その面的拡大が挙げられ、MOES が PESS や DESB の能力強化の研修・指導体制を整備する必要

が指摘されている。さらに財政面では、MOES が学校改善のために 2011 年度より「学校補助金

（School Block Grant：SBG）プログラム」を全国規模で導入したが、SBG が学校改善に資するた

めには、現場レベルで SBG と SDP が一体となって運用されることが不可欠で、VEDC やこれを
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支援する PESS/DESB への能力開発も喫緊の課題となっている。 
かかる状況において、ラオス政府は、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、CIED I の成果を拡大･発展及び中央・地方教育行政の強化を目的と

した「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（CIED II）」
をわが国に要請してきた。これを受けて JICA は詳細計画策定調査を実施し、プロジェクト目標

及び成果を次のとおり設定し、2012 年 9 月から 4 年間の予定で 4 県（チャンパサック県、サワ

ンナケート県、サラワン県、セコン県）を対象に CIED II を開始した。 
 

１－２ 協力内容 

（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。 

 
（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。 

 
（3）成 果 

① MOES における EQS 達成に向けた研修の計画・実施能力が強化される。 
② EQS 達成に向け、現状分析に基づいた対応策が PESS と DESB により検討され、実施・提

案されるようになる。 
③ 学校改善計画実施に対する PESS と DESB の支援能力が強化される。 

 
（4）投入（評価時点） 

日本側 
長期専門家派遣：2 名、短期専門家派遣：1 名   
機材供与：11 万 1,366 米ドル 
ローカルコスト負担：35 万 4,022.97 米ドル（2014 計画額含む） 
NGO 委託費：79 万 4,011 米ドル（2014 計画額含む） 

相手国側 
カウンターパート配置：MOES 37 名、PESS/DESB・県・郡行政事務所 29 名、PESS/DESB
トレーナー累計 107 名 
土地・施設提供：専門家執務スペース（MOES 並びにチャンパサック PESS） 
ローカルコスト負担：1 億 1,722 万 9,400 Kip（約 140 万円※2014 年 5 月時点）  

２．評価調査団の概要 

調査者 

日本側 
１．総括：田中 紳一郎 JICA 国際協力専門員（教育） 
２．副総括：小泉 高子 JICA 人間開発部 基礎教第一課 課長 
３．教育企画：箱田 卓也 JICA 人間開発部 基礎教育第一課 主任調査役 
４．評価分析：荻野 有子 株式会社コーエイ総合研究所 
ラオス側 
１．Mr. Kheun XAYSANAVONGXAY, Deputy Director of DPPE, MOES  
２．Mr. Khounmy PHOMMANIMITH, Director of IEMD, MOES 
３．Mr. Vimonh SISOUVA, Deputy Director of DOF, MOES 

調査期間 2014 年 5 月 11～30 日 評価種類：中間レビュー調査   
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果（アウトプット）の達成度 
成果 1：プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）指標の達成状

況に照らして順調である。EQS 達成に向けた研修モジュールは改訂され、現在 MOES 大臣の

承認を得る計画である（指標 1-1）。28 名（トピック別累計）のマスタートレーナー（中央レ

ベルのトレーナー）により、計画どおりトレーナー研修（Training of Trainers：TOT）が実施さ

れた。また、新たに設立された教育マネジメント開発所（Institute of Educational Management 
Development：IEMD）も含め、部局別・機関別に合計 42 名のマスタートレーナーを任命する

ことが、2014 年 2 月の合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）において合意され

た（指標 1-2）。「EQS 達成のための SDP」研修モジュールの内容に対する PESS と DESB のト

レーナーの理解は、PESS・DESB トレーナーの学校運営 TOT の事前・事後の試験結果比較に

よると、平均点及び 50％正解を上回る参加者数とも向上している。さまざまな TOT や OJT 活

動を通じ、プロジェクト終了までにトレーナーとしての能力強化が可能とみられる（指標 1-3）。
なお、MOES の計画・実施能力の制度化を測るために、PDM 指標の修正を提案する。 
 
成果 2：PDM 指標に照らして順調である。教育課題への対応策が検討され、2014/15 年度の郡

教育計画に適切に反映された。同計画作成にあたり、郡内のすべての SDP と教育統計の分析

を行ったことが、本プロジェクトで新たに導入した点である（指標 2-1）。また、ベースライン

調査における EQS の構成要素の平均点をみると、教育質保証センター（Education Standard 
Quality Assurance Center：ESQAC）の学校分類基準の 3 分類のうち「c. 緊急に改善を要する学

校」と分類される学校がほとんどであり、対象郡の結果はエンドライン調査時に判明する（指

標 2-2）。なお、成果 2 の達成度をより明確に検証するために、PDM 指標の修正を提案する。 
 
成果 3：成果 3 に係る活動の実施状況は順調である。ベースライン調査における EQS の構成

要素の平均点は上記のとおりで、重点校（脆弱校）の結果はエンドライン調査時に判明する（指

標 3-1）。成果の達成度合いをより的確に捕捉するため、PDM 指標の修正を提案する。 
 

（2）プロジェクト目標の達成度 
プロジェクト目標の PDM 指標に照らすと、アクセス関連指標（純就学率、純入学率）は、

対象 10 郡中 8 郡（ムンラパモック郡とソンコーン郡以外）は既に目標を達成しており、対象 4
県中 1 県（チャンパサック県）が達成済みである。プロジェクト終了までには、すべての対象

県・郡で達成が見込まれる。他方、教育の質関連指標（残存率、中退率、進級率）は、2013/14
年度の対象 10 郡の平均値をみると、残存率 72.02％、中退率 6.06％、進級率 87.0％と、目標を

大きく下回りプロジェクト終了までに達成することはほぼ不可能である。PDM 指標は、数値

目標ではなく、国家目標の達成に向けた改善傾向を確認する指標に修正することを提案する。 
 

（3）上位目標 
上位目標は、プロジェクト終了後 3 年程度で達成することをめざす目標であるが、プロジェ

クト目標で上述のとおり、アクセス関連指標（純就学率、純入学率）は順調であるが、質関連

指標（残存率、中退率、進級率）の達成は困難とみられる。上位目標の目標数値は、MOES の

推計値〔教育セクター開発計画（Education Sector Development Program：ESDP）下方修正値と

同じ〕に整合させ、下方修正することが望ましい。 
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指 標 
現行 PDM 
指標目標値 

修正 PDM 指標目標値 
（MOES 推計値/ESDP 下方修正値） 

1.  純就学率 98 ％ 98％ （変更なし） 

2.  純入学率 98 ％ 98％ （変更なし） 

3.  残存率 95％ 80 ％ 

4.  中退率 1 ％未満 5 ％未満 

5.  進級率 98％ 90％ 

 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
妥当性は高い。CIED IIはラオスのEQS達成に向けたSDP推進政策、日本の対ラオスODA政策

及び対象地域・グループのニーズとも整合している。また、CIED IIは、フェーズ1の成果を踏

まえてデザインされ、他の関連プログラムとも連携し、成果を最大活用するアプローチをとっ

ている。他方、プロジェクトのデザインにおいて、持続性や制度化を見据えたコストシェアリ

ング、出口戦略並びに既存教育行政制度への統合へのロードマップは、明確にされていなかっ

たことが指摘される。 
 

（2）有効性 
有効性は、高くなることが見込まれる。ただし、以下が留意点として挙げられる。 
・ 現行のプロジェクト目標のPDM指標の目標値は、国家目標値と整合させているが、アク

セス関連指標は達成が見込まれるものの、質関連指標についてはその達成は困難で現実

的な目標値ではない。プロジェクトが、特に教育指標の低い学校（脆弱校）に対して投

入しているロジックも考慮し、PDM指標については、改善傾向（数値目標の設定ではな

く）を検証するものに修正することを提案する。 
・ 現在の国家財政危機は、教育セクターにおいても、教員給与・報酬、県・郡教育計画の

実施、学校補助金等への予算措置に負の影響を与えている。また、3年次の脆弱校に対

するVEDC研修と指導法研修が、ラオス側により予算措置されず実施されない場合にも、

プロジェクト目標の達成に負の影響を与えることが懸念される。 
 

（3）効率性 
効率性は高い。三つの成果（アウトプット）下に位置づけされる諸活動は、日本とラオスか

らの投入を効率的に活用して計画どおり実施されている。また、フェーズ 1 と比較し、研修コ

ストの合理化が図られ、フェーズ 1 のリソースを効果的に活用するなど、効率性を高める方策

がとられている。 
 

（4）インパクト 
インパクトは、高くなることが見込まれる。他のプログラムを通じ、CIED II の成果は既に

目に見える形で普及されている。ただし、以下の点が留意点として挙げられる。 
・ 質関連指標に関し、ESDP で設定されている国家目標値の達成は現実的ではなく、ESDP

では最新の推計値に下方修正された。したがって、本プロジェクトの上位目標も、同様

に下方修正される必要がある。 
・ 国家財政難は、学校補助金のみならず、県・郡教育計画の実施や、4 県の非対象郡への
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研修モジュールの普及に与える負の影響が懸念される。 
 

（5）持続性 
持続性は、プロジェクト後半の達成状況による。これまでのところ、政策面・技術面の持続

性については良好であるが、組織・財政面の持続性を高めることがプロジェクト後半の重要な

課題である。 
・ 政策・制度面：第 7 次国家社会経済開発計画（National Socio-Economic Development 

Plan：NSEDP、2010-2015）、現行 ESDP（2010-2015）並びに形成中の次期 ESDP により、

政策・制度面で良好な環境が維持されるとみられる。また、EQS/SDP の全国展開の費用

を含む計画〔貧困削減支援オペレーション（Poverty Reduction Support Operation：PRSO）

の政策アクション〕も作成された。 
・ 組織・財政面：異なる部局の所掌のさらなる明示化が必要であり、政府の制度や予算に

活動が組み入れられるよう、一層の注力と調整が求められる。また、政府予算は、今後

しばらく厳しい状況が続く見込みであり、予算配分における優先順位づけも含め、教育

セクターにおいて利用可能な予算全般、特に研修活動予算の効率的な利用がこれまで以

上に重要となる。 
・ 技術面：カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）（MOES、PESS、DESB）のト

レーナー人材は、順調に育成されている。脆弱校と VEDC メンバーの教育統計を使った

問題分析に基づく SDP 立案・実施能力も順調に強化されている。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
・ CIED II は、フェーズ 1 の成果、経験、教訓に基づき効果的にデザインされた。 
・ 教育貧困県 56 郡を対象とする EFA/FTI（Fast Track Initiative）（Global Partnership for 

Education：GPE I）プログラムとの連携を強めたことにより、成果の普及が促進された。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
・ JICA の教育政策アドバイザーとも協働して、プロジェクトのインパクトを最大化すべく

政策レベルに反映させている。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
・ プロジェクトのデザインにおいて、持続性や制度化を見据えたコストシェアリング、出口

戦略並びに既存教育行政制度への統合へのロードマップが明確に提示されていなかった。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
・ 国家財政難は、学校補助金等教育セクター予算に負の影響を与えた。県・郡教育計画の実

施や、4 県の非対象郡への研修モジュールの普及にも負の影響を及ぼすことが懸念される。 
 

３－５ 結 論 

プロジェクトは、好調に成果（アウトプット）やインパクトを発現しつつ、目標達成に向けて

着実に進捗している。CIED II には先の CIED I のモデルがベースとなっており、CIED II は、

EQS/SDP 施策達成のための活動だけでなく、脆弱校支援の有効な手段として対象県・郡で活用さ
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れている。 
 全体的に、ラオス政府、学校、その他関係者は、プロジェクト活動は順調に続くと認識してお

り、実際、IEMD、教員養成局（Department of Teacher Education：DTE）、就学前・初等教育局

（Department of Pre-school and Primary Education：DPPE）など CIED II 関連部局でのトレーニング

は経常化されてきた。各県・郡の教育事務所は、プロジェクト活動に活発に取り組み、SDP 策定

をめざす脆弱校を支援している。 
 今後は、プロジェクト終了後も CIED II がもたらした効果や関係者の役割が持続するよう、プ

ロジェクトの持続性を中心に、ラオス政府がロードマップを策定することを提言する。 
 
３－６ 提 言 

（1）プロジェクト後半に向けた提言 
① 実行可能な施策展開ロードマップの策定 

プロジェクト終了に向けて、EQS/SDP 施策に係る諸活動を、プロジェクトに代わりラオス

政府が自ら実行できるよう具体化し、実践（リハーサル）することを提言する。個別具体的

な施策展開、役割分担を記載するロードマップの策定を提言する。 
 

② EQS/SDP 施策展開における役割分担（主導部局、支援部局）の明確化 
上記ロードマップは、短期、中長期にわたり関係部局・機関が協働する内容とタイミング

を示すものである。MOES には、全体の施策展開を主導する部局について早急に方向性を定

めることがまず求められる（中間レビューの限りにおいては、DPPE は施策全体を主導する

に適切であるように思われた）。この過程では以下の諸点に留意されたい。 
・ 学校が SDP のオーナーであり、EQS の達成に尽力する当事者であること 
・ 関係部局・機関が実施する類似の研修機会を活用すること 
・ 財務局（Department of Finance：DOF）を含め、PESS、DESB 等の関係部局と予算確

保において連携すること 
・ MOES は、既存の視学・評価業務と EQS の整合性を担保すること 
・ 2013 年 2～3 月に実施された経験共有ワークショップ（Workshop：WS）にて、各地

域代表が報告した課題については、DESB、PESS、MOES は年次教育開発計画におい

て対策を含めること 
・ 教育開発計画（郡、県）や現行の視学・評価業務で扱う情報と、SDP が必要とする学

校情報が整合するように、前 2 者を見直すこと 
 

③ プロジェクト関連活動の GPE II による財源確保の検討着手 
具体的には、2015 年以降の CIED II が支援する活動〔EQS 達成をめざす SDP の策定と実

行、学校グラントの管理、自律的な学校経営（School Based Management：SBM）推進のため

の郡助成等〕を、GPE II の実際の予算計画と実行計画に織り込む算段をとることを MOES
に提言する。 

 
④ マスタートレーナー 

中間レビュー中にそのニーズが確認されたとおり、マスタートレーナーに対するさらなる

研修機会を提供することが推奨される。この研修のトピックには以下が含まれることが想定

される。 
・ EQS ルーブリックの解釈：EQS ルーブリックに則した評価得点の、マスタートレー
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ナーの間にあるバラツキの最小化 
・ 形成的評価：落第を縮減するに効果的な形成的評価の技術の伝授 
・ 実行可能な施策計画の策定 

 
（2）PDMの修正 

本中間レビュー調査を通じて PDM の修正を提案し、2014 年 5 月 29 日の JCC で合意された。 
 
 




