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中間レビュー結果要約表（和文） 
 

１．案件の概要 

国 名：ラオス人民民主共和国 

案件名：国家社会経済開発計画に基づく公共投資計画策定支援プロジェクト（PCAP3） 

分 野：ガバナンス 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：約 3 億円（事前評価額） 

協力機関：2012 年 3 月〜2015 年 9 月（3 年 7 カ月） 先方関係機関：計画投資省（MPI） 

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）では、計画投資省（Ministry of Planning and 

Investment：MPI）が公共投資事業の運営監理全般に責任と権限を有する機関として位置づけら

れている。同省は国会で承認される公共投資事業の予算に対して審査を行い、各分野における

事業の妥当性について検証するとともに、定期的なモニタリング・評価（Monitoring and 

Evaluation：M&E）の実施とその結果の国会報告も求められている。しかしながら、同省及び

その出先機関にあたる県計画投資局（Department for Planning and Investment：DPI）や郡の計画

事務所（District Planning Office：DPO）の事業管理能力が不足しているため、ラオスの国内予

算で実施される公共投資事業の全体が効果的に行われず、5 カ年国家社会経済開発計画

（National Socio-Economic Development Plan：NSEDP）の目標達成に対する貢献度も不明確であ

り、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る。 

これまで JICA は MPI を主なカウンターパート（Counterpart：C/P）として種々の技術協力を

実施してきたが、公共投資事業の選定の透明性と説明責任を高めるためには、MPI 及び関連省

庁、県や郡での能力開発の更なる浸透が必要である。さらに公共投資事業運営監理の改善を進

めるため、財務管理や NSEDP の上位目標に合致する中期的な計画枠組みのなかで公共投資事

業運営監理を行うための能力の強化が今後の課題となっている。 

このような実績や課題及びラオス国の状況も踏まえ、本事業では、ラオス MPI とその出先機

関にあたる DPI や DPO において、①中期公共投資計画の策定支援、②公共投資事業の効果発

現のための仕組みづくり、③ODA 案件情報の運営管理方法改善、④郡レベルにおける公共投資

事業の運営監理能力強化の仕組みづくりを行うことにより、中期的な枠組みのなかで公共投資

事業の運営監理能力強化を図る。それによって、中央省庁及び各県・郡のセクター部局による、

NSEDP の目標に合致する中期的な枠組みを踏まえた適切な公共投資事業運営監理に寄与する。

「国家社会経済開発計画に基づく公共投資計画策定支援プロジェクト（PCAP3）」ではこれまで

に、パイロット・モニター組織と協働して各成果に係る手法や手順の開発、及び全国普及に向

けた研修準備を行ってきた。今後はさらにモニター組織において手法や手順の検証、それらの

マニュアル・ハンドブックへの反映、2014 年 9 月から全国への普及活動が行われる予定である。

 

１－２ 協力内容 

上位目標 

中央省庁及び各県・郡のセクター部局により、国家社会経済開発計画の目標

に合致する中期的な枠組みを踏まえた適切な公共投資事業の運営監理が実

施される。 

プロジェクト

目標 

計画投資省とその出先機関にあたる県計画投資局や郡の計画事務所におい

て、中期的な枠組みの中で公共投資事業の運営監理能力が強化される。 
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成 果 

成果１：中期公共投資計画と財務管理ガイドラインの枠組みが策定される。

成果２：公共投資事業を適切に運用・維持管理するための仕組みが構築され

る。 

成果３：ODA 案件情報の運営管理方法が改善される。 

成果４：郡レベル公共投資事業の運営監理方法と能力強化の仕組みが構築

される。 

 

１－３ 投 入 

＜日本側＞（2014 年 1 月時点） 

専門家：41.97MM 

機 材：26,592,000kip 

    823USD 

一般業務費：約 3,862 万円 

＜ラオス側＞ 

C/P 配置：Project Director、Project Manager、Deputy Project Manager 2 名、職員 

施 設：事務所、会議室、研修室 

その他投入：職員給与、事務所管理費（電気代、水道代など）等 

 

２．調査団の概要 

氏 名 担当業務 所 属 

武井 耕一 団 長 JICA ラオス事務所 所長 

武田 長久 政府事業計画 JICA 国際協力専門員 

長岩 優 協力企画 JICA ラオス事務所 企画調査員 

藤田 真紀子 評価分析 
アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社 シニアコン

サルタント 
  

調査期間 2014 年 1 月 15 日～2 月 4 日 評価の種類 中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３−１ 実績の確認 

＜成果の達成度＞ 

【成果１】 

中期公共投資計画と財務管理ガイドラインの枠組みが策定される。 

 中期公共投資計画と財務管理ガイドラインの枠組みが 2014年 6月に策定されることを目標と

し、中期公共投資計画と財務管理ガイドライン案をパイロット及びモニター組織と協働して開

発し、既に MPI に共有されている。MPI 各局においても、上記公共投資計画と財務管理ガイド

ラインの必要性を十分に認識していることが確認された。よって、事業終了時までに成果１が

達成される見込みは高い。 

 

【成果２】 

公共投資事業を適切に運用・維持管理するための仕組みが構築される。 

 MPI 及び財務省（Ministry of Finance：MoF）両者が公共投資事業の維持管理費に関して協議

する機会はこれまでに設けられておらず、今後両者の協議を実現し、完了した公共事業の評価
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や維持管理費のあり方に関しての合意を早急に進める必要がある。しかしながら、昨今の公共

投資の拡大及び経常支出の膨張に起因する財務危機により、MPI、MoF ともに公共投資事業の

維持管理費を捻出することは難しいのが現状である。一方で、公共投資事業の終了時評価及び

事後評価のモデルやそれに伴うマニュアル及びハンドブックは、パイロット及びモニター組織

と協働して順調に開発されており、2014 年 6 月にも策定される見通しが高い。マニュアル及び

ハンドブックには、終了時評価及び事後評価に付随する維持管理計画案の作成方法も含まれて

おり、これまでにプロジェクトが実施した県・郡レベル職員に対する研修を通じて、その有用

性が確認されている。 

 これらのことから、現場レベルにおける公共投資事業の適切な運用・維持管理するための仕

組みは構築できる可能性は高いと考えられる。他方、その仕組みを制度化し、実際に運用でき

るかどうかは 現状からは判断し難い。よって、成果２は事業終了時までにはおおむね達成され

る見込みであるといえよう。 

 

【成果３】 

ODA 案件情報の運営管理方法が改善される。 

 国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）の支援の下で計画投資省国際

協力局（Department of International Cooperation, MPI：MPI-DIC）が開発している ODA 案件管理

データベース（Aid Management Platform：AMP）は 2013 年 11 月にウェブ上での閲覧が可能と

なった。これにより、ドナーと政府の双方が C/P 情報を含めた ODA 案件の詳細を確認するこ

とができる。本プロジェクトではこの AMP で閲覧できる情報を活用し、C/P ファンド申請用の

公式フォーマットである簡易 ODA 事業情報シート（Simplified Project Information Sheet : SPIS）

の記入情報の精度向上と提出率を高めることを目的としており、現在 ODA 案件情報管理のガ

イドラインを中期公共投資事業のマニュアル及びハンドブックに盛り込む作業を続けていると

ころである。マニュアル及びハンドブックは 2014 年 6 月にも策定される予定であり、その後の

省庁、県、郡への普及活動も問題なく実施されると考えられる。よって、事業終了時までに成

果３が達成される見込みは高い。 

 

【成果４】 

郡レベル公共投資事業の運営監理方法と能力強化の仕組みが構築される。 

 郡レベル公共投資事業の運営監理方法は中期公共投資計画のマニュアル・ハンドブックに盛

り込まれており、DPI 職員に対する研修や DPC 及び郡セクター部局を対象とした研修も試験的

に実施済みである。したがって、郡レベル公共投資事業の運営監理方法と能力強化の仕組みが

構築される可能性は高い。一方で、郡レベルが遵守すべき公共投資事業の策定及び運営監理の

役割が、郡レベルに対して明確に通達されているとはいい難い。MPI は、党中央委員会が 2011

年 3 月に発表した地方行政組織である県・郡・村のそれぞれの役割に応じて行政能力強化を図

る「3 つの建設」方針、また、公共投資法施行首相令（案）によって、これらを明確にしよう

としているものの、公共投資法施行首相令（案）は 2009 年の公共投資法が制定されて以来、ま

だ発布されていない。そのため、郡レベルは公共投資事業の運営監理の役割を明確に把握して

いない。しかしながら、昨今、MPI には先行公共投資事業の支払いに絡むさまざまな方面から

の圧力がかけられており、これらの問題を解決して公共投資法施行首相令（案）が発布に至る

までには長時間を要すると考えられる。 

 以上のことから、成果４は事業終了時までにはおおむね達成される見込みである。 
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３−２ 評価結果の要約 

 ３−２−１ ５項目評価 

 （１）妥当性 

ラオスでは第 7 次 NSEDP（2011～2016）においては公共投資事業が重要な位置づけと

なっている。また、第 8 次 NSEDP（2016～2020）においては公共投資事業の質やそれに

伴う人材育成が重要視されることが確認されており、本プロジェクトが支援する計画投

資事業の枠組みづくりと能力強化という目標と合致している。また、近年ラオスは 公共

投資の拡大及び経常支出の膨張に起因する財務危機に直面しているが、本プロジェクト

が支援する中期公共投資計画及び中期公共投資財務ガイドラインは、特に公共投資事業

に係る支出を抑制したいと考えるラオス政府のニーズに合致したものだといえる。 

日本の援助政策では、外務省の対ラオス国別援助計画において「経済・社会インフラ

整備」、「農業の発展と森林の保全」、「教育環境の整備と人材育成」及び「保健医療サー

ビスの改善」が 4 つの重点分野とされている。本プロジェクトによるラオスのガバナン

スの強化は、これら 4 つの重点分野に横断的に貢献する重要な位置づけであり、日本の

対ラオス援助政策とも合致しているといえる。 

第 3 フェーズ目となる本プロジェクトは、第 1 フェーズから継続して MPI を支援して

きており、先行プロジェクトで開発されたモデルやマニュアルをラオス政府のニーズに

合わせて改善を続けている。また、パイロット組織やモニター組織はこれまで先行プロ

ジェクトにおいて協働してモデルを開発してきた組織であり、これまでの経験に基づい

て効率よく支援を継続していける体制が整っている。 

以上のことから、本プロジェクトの妥当性は高いといえる。 

 

 （２）有効性 

【プロジェクト目標】 

計画投資省とその出先機関になる県計画投資局や郡の計画事務所において、中期的な枠組み

の中で公共投資事業の運営監理能力が強化される。 

 成果１に係る中期公共投資計画 2016～2020の策定ガイドラインは、MPIや次期 NSEDP

の策定を支援する UNDP と連携しながら現在作成しているところであり、2014 年前半に

も MPI より中央省庁、県、郡に対して公式に通達される見込みである。成果２に係る完

了事業の終了時評価及び事後評価実施のためのツールは開発されているものの、これを

ラオス国内すべての公共投資事業で実施することは不可能であるため、実施する公共投

資事業の選定を行うことが求められる。成果３に係る ODA 案件 C/P ファンド申請書の

案件情報の精度向上については、今後 C/P ファンド申請書のサンプルを AMP の情報と

照合することによってその精度を確認することが必要である。また、成果４に係る郡レ

ベルで運営監理されている公共投資事業の増加については、公共投資法施行首相令（案）

が発布可能かどうかという外部条件に大きく左右されるため、現時点で判断することは

できない。 

 成果の達成状況から判断すると、成果達成のための改善が必要な部分があったり、外

部条件に大きく左右される部分が認められたりするものの、事業終了時までにプロジェ

クト目標はおおむね達成されると考えられる。 

 

 （３）効率性 

 投入は第三国研修の不実施を除き、討議議事録（Record of Discussions：R/D）やプロ
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ジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix : PDM）で示されたとおりに

なされている。現地業務費の支出については成果４の支出が他の成果よりもやや多いが、

県及び郡レベルにおける能力強化の重要性にかんがみ、妥当であると考えられる。今後

はプロジェクト後半に向け、膨大な部数のマニュアル・ハンドブックの製本及び印刷に

係る支出が想定されるが、これらマニュアルの必要性、ユーザーである県及び郡レベル

職員の全体数や利用者数を考えると、妥当であると考えられる。一方で、マニュアルが

より多くのユーザーにいきわたるよう、CD や USB などの電子媒体による配布も検討さ

れるべきである。 

 

 （４）インパクト 

 中間レビュー実施時点では上位目標の達成見込みは判断できない。一方で、以下のポ

シティブな波及効果が見受けられた。 

・ 他ドナーとの連携：アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）は中期支出枠

組み（Medium-Term Expenditure Framework：MTEF）を通じて、また、UNDP は NSEDP

を通じて、中期公共投資計画及び財務ガイドラインの策定を支援している。 

・ MPI 大臣によって、本プロジェクトのツールを活用して公共投資事業の優先順位付

けを行う委員会が設置された。 

・ DPI によって、今後も局内予算を利用して DPO やセクター局の能力強化を継続する

意志が確認された。 

・ DPI によって、セクター局や財務局などと協力して公共投資事業終了後の終了時評

価や事後評価を実施していく意志が確認された。 

 

 （５）持続性 

 第 7 次 NSEDP の中間レビューにおいて歳入の中期見通しの試算を行う必要性が示さ

れており、中期公共投資計画の策定は現在のラオス政府の方向性と合致している。その

ため、MPI の後押しにより中期公共投資計画が策定される可能性は高い。また、同中間

レビューでは公共投資事業の事前評価や事後評価の重要性も示されており、それらの実

施が策定される可能性も高く、本プロジェクトのモデルがラオス政府の政策として策定

されることにより今後長期にわたって利用されていくことが期待される。 

 中間レビュー時点では、本プロジェクト終了後にどのように運営費用を捻出していく

かについての MPI との協議はなされていない。しかしながら、県レベルで実施された研

修の運営費用は県レベルで捻出され、今後は公共投資事業の一部として研修事業の計上

が可能であることが確認されたように、人材育成に対するラオス側のコミットメントは

高い。他方、MPI-DIC が開発する AMP に係る高額な年間維持費についてはまだ結論が

出ておらず、今後も MPI 内で協議を続けていく必要があろう。 

 本プロジェクトの活動を通じて 県、郡レベルにおける公共投資事業の運営監理に係る

能力は大きく強化されている。DPI から郡セクター局及び DPO に対する研修実施の仕組

みづくりも続けられており、本プロジェクト終了後も能力強化事業が継続されていく可

能性は高い。一方で、マニュアル・ハンドブックは状況に応じて改訂されていくことが

望ましく、改訂に係る費用の捻出方法については今後MPIと協議をしていく必要がある。

 これらのことから、持続性が確保される見込みはおおむね高いと思われる。 

 

 



vi 

３－３ 結 論 

中間評価ではプロジェクト目標及び各成果の達成に必要な活動のうち計画投資省評価局

（Department of Evaluation, MPI：MPI-DOE）内の取り組みについては、おおむね順調に進んで

いることが確認された。他方、成果１（中期公共投資計画と財務管理ガイドラインの枠組み）

及び成果２（公共投資事業を適切に運用・維持管理するための仕組み）については、予算編成

を所管する計画投資省計画局（Department of Planning, MPI：MPI-DOP）、MoF 財政政策局及び

予算局との協議の進展は乏しい。 

ラオスでは、NSEDP を統括する MPI と歳入・歳出を統括する MoF が公共投資計画の策定及

び実施にそれぞれの視点から関与している。公共投資計画自体は MPI 及び管下の DPI、DPO が

承認するものの、この承認が必ずしも MoF からの予算配分と連動していないため、承認された

公共投資計画に予算が十分に配分されない、あるいは完成後の運用・維持管理に必要な費用が

確保できないケースがあり、公共投資による開発効果の発現が阻害されている。 

このため、本プロジェクトで支援する中期公共投資計画や運用・維持管理の仕組みを実効的

にするには、それらの財源確保の要素を十分に踏まえる必要があり、かかる観点から公共投資

予算の編成を所管する MPI-DOP、歳入見通しや経常予算の編成を所管する MoF 財政政策局及

び予算局との情報共有と協働が不可欠である。 

上記の点を踏まえ、本プロジェクトの後半においては公共投資事業の運営監理及び国家財政

運営の健全化の根幹となる成果１及び成果２に関して、上記関係部局との協議に十分な時間と

労力を充当し、上述した課題に対する認識や対応策に関する相互理解の促進に向けた一層の努

力が期待される。 

 

３−４ 提 言 

 ３－４－１ 成果１と成果２に関する MPI と MoF の関連部局間の調整の強化 

 プロジェクトを現行の政府の財政政策に一致させていくためには、成果１と成果２の達成

において、MPI-DOP、MoF の財政政策局、予算局との十分な調整が必須である。成果 1 の中

期公共投資計画枠組みと財政管理ガイドラインの形成においては、財政赤字の GDP 比 5％以

内への管理や信頼できる歳入予測に基づいた歳出増の管理、MoF が作成する中期財政枠組み

など、現行の財政規律を確保する政策と一致する形で進める必要がある。また、2016～2020

年の中期公共投資計画の策定ガイドラインの時宜を得た発出のためには第 8 次 NSEDP の策

定スケジュールに合わせることも必要である。 

 成果２の公共投資事業の終了後の維持監理の効果的な方策の確立については、維持監理費

用の予算の条件や終了時及び事後評価の手法と手続きに関して MoF と合意を得るために更

なる議論を行う必要がある。 

 

 ３－４－２ 中期公共投資計画の枠組みやマニュアル・ハンドブックの作成における MPI 職

員の更なる積極的参加の促進 

 本プロジェクト終了後に公共投資事業監理のツールの各省や県に対する普及や技術的支援

を担っていくのは MPI であるため、中期公共投資計画の枠組みの開発やマニュアル・ハンド

ブックの最終化に関して MPI 職員の積極的な参加を更に促進していくことが重要である。こ

れに関連して、公共投資事業の 3 カ年ローリング計画は中央と県のレベルでパイロットとし

てプロジェクト終了までに導入することが必要である。プロジェクト終了後に第 8 次 NSEDP

の下で、MPI が 3 カ年ローリング計画を含む中期公共投資計画の運営監理の実施を指導し支

援していく必要がある。また、MPI や県 DPI 職員に対して講師養成研修（Training of Trainers：
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ToT）や研修を計画サイクルの時間的枠組みにしたがって集中的に実施することも検討する

必要がある。 

 

 ３－４－３ 公共投資法の実施令の公布と追加のガイドライン、指示の検討 

 公共投資事業の効果的な監理のためには、詳しい手続きや規則が実施令に規定され、広く

普及するために公布される必要がある。MPI は実施令の最終化を加速し、早急に公布するこ

とを検討する必要がある。また、プロジェクトを通じて開発された中期公共投資財政管理ガ

イドラインや終了時及び事後評価、他の公共投資監理手法や手続きについて、追加のガイド

ラインや指示という形で公式に発布し、その実施を担保する必要がある。 

 

 ３－４－４ 公共投資事業における中央、県、郡の機関の役割と責任の明確化 

 Three Build Policy に基づき、公共投資事業運営監理における中央政府、県、郡の役割と責

任を明確にする必要がある。 

 

 ３－４－５ PCAP3 のマニュアル・ハンドブックの普及方法の検討 

 プロジェクトで開発されたマニュアルやハンドブックは広く各省や県や郡の地方行政に普

及させる必要がある。効率性と効果の面からハードコピーとしての本が良いのか、ソフトコ

ピーとしてのファイルか、ウェブベースか、その組み合わせにするのか、慎重に検討する必

要がある。 

 

 ３－４－６ 評価委員会の構成 

 終了した公共投資事業の評価調査において、技術的及び財務的な持続性を確保するために、

セクター省庁と MPI、MoF を含めた適切な評価委員会の構成を検討することが必要である。

 

 ３－４－７ 開発パートナーのプロジェクトとの緊密な調整 

 プロジェクトの実施にあたっては、第 8 次 NSEDP の策定プロセスや中期財政枠組みの策

定、公共投資事業にかかわる政府の他の改革イニシアティブに対して支援を行っている

UNDP や ADB、世界銀行などの開発パートナーのプロジェクトとの緊密な調整と情報の共有

を図っていくことが重要である。 

 

 ３－４－８ PDM の改善 

 現行の財政政策と一致し、プロジェクト目標の達成が適切に計測できるように、PDM の指

標の改善を提言する。プロジェクト目標と成果１の指標の改定案は付属資料３（英文は付属

資料７．M/M の Annex 3）の修正 PDM に示されている。 

 

 

 


