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パキスタン 

バロチスタン州中等教育強化改善事業 

外部評価者：OPMAC 株式会社 小林信行 

０. 要旨 

本事業は、パキスタンのバロチスタン州において、中学校校舎の建設、中学校の技

術家庭科室の新設及び教員養成を行うことにより、対象校の前期中等教育1における就

学児童数の増加、中学技術教育の普及を図り、もって同州における男女のバランスの

とれた就学機会の改善に寄与することを目的としていた。 

審査時及び事後評価時において、パキスタン政府は教育格差の是正を重要な政策目

標の一つとして掲げており、特にバロチスタン州では前期中等教育におけるボトルネ

ックの解消と女子の教育へのアクセス改善が必要とされていた。本事業の実施は同国

における教育政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高

い。対円での現地通貨の減価により本事業の事業費は減少する一方、調達の遅れや工

事期間の延長により事業完了が大幅に遅延したため、効率性は中程度である。事後評

価時、本事業の対象校 200 校（男子校 80 校、女子校 120 校）は中学校に昇格し、昇格

校の生徒数は目標値の約 8 割を達成し、男子生徒数は目標値の 6 割程度、女子生徒数

はほぼ計画どおりとなった。事業実施前後で前期中等教育を行う学校数の増加分のう

ち、本事業による昇格校は 2 割に相当し、同期間の前期中等教育の就学児童数の増加

分のうち、本事業の対象校の生徒数はうち 1 割を占める。その一方、バロチスタン州

政府の方針変更により技術教育は後期中等教育以降で実施されることになったため、

対象校で正式な技術教育は実施されていない。したがって、本事業の有効性・インパ

クトは中程度と判断される。持続性に関しては、施設や供与機材の運営・維持管理の

管掌は明確であり、施設の建設や備品供与に際して適切な技術水準のものが調達され、

中等教育分野の予算は増加傾向が続いている。体制面、技術面、財務面についても問

題はなく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

                                                        
1 パキスタンの学校制度では、初等教育が 1～5 学年、前期中等教育が 6～8 学年、後期中等教育が

9～10 学年となっている。初等教育と中等教育を同じ施設で行っており、小学校は初等教育のみ、

中学校は初等教育から前期中等教育まで、高校は初等教育から後期中等教育まですべてを一貫して

教える学校となっている。 
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１. 事業の概要 

 

  

案件位置図 本事業の対象校（ノディス女子中学校） 

 

１.１ 事業の背景 

バロチスタン州はパキスタンの南西部に位置し、同国の国土の 4 割強を占める広大

な地域である。1990 年台半ばの時点において、バロチスタン州では学校施設の整備が

遅れており、児童数に比べて学校数が十分ではなく、特に小学校に比べて中学校の数

は少なかったため、前期中等教育がより高次の教育を受ける上でボトルネックとなっ

ていた。本事業の実施前である 1995 年時点では、バロチスタン州の中学校数は小学校

数の 1 割以下に留まっており、学校施設の老朽化や不十分な備品により、授業に使用

できない教室も多く存在していた。また、パキスタンの前期中等教育においては男女

別学が一般的であるが、男子校に比べ女子校の数が少なく、女子の前期中等教育への

アクセスに大きな制約があった。バロチスタン州においてはその傾向が顕著で、1990

年台半ばの時点では全中学校数のうち男子校が 8 割強を占めていた。同州の広大の面

積も相まって、州都クエッタ以外では女子が中等教育を受けられる機会は乏しかった。 

このような課題に対処するために、パキスタン政府は教育機会の地域格差、男女間

格差を縮小する教育政策を掲げていた。この政策目標に沿って、教育機会の格差の大

きいバロチスタン州を対象として本事業の形成が進められた。本事業は既存の小学校

を中学校へ昇格させるために、小学校を対象に前期中等教育が実施できる施設を整備

した。 

 

１.２ 事業概要 

バロチスタン州において中学校校舎の建設（男子校 80 校、女子校 120 校）、中学校

の技術家庭科室の新設及び教員養成を行うことにより、対象校の前期中等教育におけ

る就学児童数の増加、中等技術教育の普及を図り、もって同州における男女のバラン

スのとれた就学機会の改善に寄与する。 
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円借款承諾額/実行額 3,917 百万円 / 1,510 百万円 

交換公文締結/借款契約調印 1996 年 8 月 / 1997 年 3 月 

借款契約条件 金利 2.3％ 

返済 

（うち据置 

30 年 

  10 年） 

調達条件 一般アンタイド 

（コンサルタントは 

一般アンタイド） 

借入人/実施機関 パキスタン・イスラム共和国大統領 

/バロチスタン州教育省 

貸付完了 2011 年 11 月 

本体契約 - 

コンサルタント契約 株式会社オリエンタルコンサルタンツ（日本） 

/International Consulting Engineers of Pakistan（パキ

スタン）/National Engineering Corporation（パキス

タン）（JV） 

関連調査 

（フィージビリティー・スタディ：F/S）

等 

- 

関連事業 - 

 

２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

小林 信行（OPMAC 株式会社） 

 

２.２ 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2014 年 8 月～2015 年 10 月 

現地調査：2015 年 5 月 9 日～5 月 18 日 

 

２.３ 評価の制約 

治安上の問題から、現地調査は首都イスラマバードに限定され、外部評価者がプロ

ジェクト対象地に入り、完成した施設を実査することはできなかった。そのため、持

続性に関しては、体制、技術、財務に関する情報を中心に評価判断を行った。 
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３. 評価結果（レーティング：B2） 

３.１ 妥当性（レーティング：③3） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

審査時において、パキスタン政府の第 8 次 5 カ年計画（1992/93 年度～1997/98 年

度）では、男女間・地域間の教育格差是正、教育施設・備品や需要にあったカリキ

ュラムなどの教育の質的改善、雇用機会創出のための技術教育の拡大と質的改善等

を教育セクターの重点項目と位置づけていた。また、同計画は社会行動計画（Social 

Action Program。以下、「SAP」という。）の推進を掲げていた。SAP は社会開発

の促進を目的とし、教育普及、貧困緩和、衛生状態改善、女性の地位向上を主な政

策目標としていた。SAP の 4 つの重点項目には基礎教育が含まれており、学校環境

改善、教員養成・配備、校舎建設等を進める方針であった。 

事後評価時において、長期国家開発計画である「Vision2025」（2014 年策定）で

は、教育のすべてのレベルで就学率が低く、初等教育から中等教育、中等教育から

高等教育に移行する際に就学率が大幅に低下する点を指摘している。また、男女間

の就学率の格差も課題としており、女子の就学率が男子に比べてかなり低い点にも

触れている。「国家教育政策（National Education Policy）」（2009 年策定）では、

政策上の優先事項として、①すべての人々に教育へのアクセスを広げること、②パ

キスタン経済のニーズに沿った教育の品質向上、の 2 点が強調されている。上記②

を踏まえて、民間セクターの意見や地域のニーズを反映した公的部門の技術教育の

推進が掲げられている。「バロチスタン州教育セクター計画（Balochistan Education 

Sector Plan）2013-2018」では、教育のアクセス改善に対して具体的な目標を設定し

ており、前期中等教育の粗就学率4を 2010/11 年度の 26％から 2017/18 年度には 32％

まで引き上げ、また、この間に公立学校における前期中等教育のジェンダー格差指

標も 0.57 から 0.62 に改善させる方針である5。さらに、前期中等教育へのアクセス

改善を進めるため、女子中学校に重点を置きつつ、小学校と中学校の比率を 1：3

にまで改善させることを提言している。 

審査時及び事後評価時のいずれにおいても長期国家開発計画、セクター計画で、

教育格差是正が重要な政策目標として掲げられている。バロチスタン州は、男女

間・地域間の教育格差が著しく生じている州であり、前期中等教育がボトルネック

となっている点への対応が政策上求められている。政策目標を達成する上で同州で

の事業実施は適切と考えられる。 

以上により、本事業の実施は、審査時及び事後評価時において、パキスタンの開

発政策と整合している。 

                                                        
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
4 粗就学率は就学児童数を該当学齢人口で割ったものである。 
5 ジェンダー格差指標は、女子粗就学率を男子粗就学率で除して算出されている。 
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３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

審査時において、バロチスタン州では、中学校数が十分でないことが、前期中等

教育への進学を困難にする要因となっていた。特に女子に関しては、前期中等教育

へのアクセスが極めて困難な状況にあった。1994/95 年度において、バロチスタン

州の小学校数は 8,011 校（男子校 6,791 校、女子校 1,220 校）、中学校数は 623 校

（男子校 531 校、女子校 92 校）、高校数は 361 校（男子校 296 校、女子校 65 校）

となっていた。多くの学校は 1～5 学年までの教育しか行えず、前期中等教育への

アクセスは中学校数が十分にないため限りがあった。さらに、中学校及び高校にお

いては、女子校数は 2,211km2 に 1 校となっており、地理的要因のため前期中等教

育以降は通学が困難となる女子生徒も多かった。 

事後評価時においても、バロチスタン州における前期中等教育へのアクセスは改

善の余地が残されている。2013/14 年度のデータとして、小学校数は 10,585 校（男

子校 7,807 校、女子校 2,778 校）、中学校数は 1,165 校（男子校 670 校、女子校 495

校）、高校数は 783 校（男子校 550 校、女子校 233 校）となっていた。バロチスタ

ン州教育セクター計画で望ましいとされた水準（中学校：小学校＝1：3）に対し、

事後評価時点での中学校と小学校の比率は 1 対 9 に留まっている。また、中学校及

び高校における女子校数は 484km2 に 1 校へと改善したものの、男子校数と比較し

その絶対数自体は極めて少なく、地理的にも女子の前期中等教育へのアクセスに関

しては課題を有しているといえる6。2012/13 年度におけるバロチスタン州の前期中

等教育の純就学率7は 14％となっており、パキスタン全国平均の 22％に比べて低く、

同州の初等教育の純就学率（45％）の 3 分の 1 以下に留まっている。純就学率でも

前期中等教育への移行が困難な状況が裏付けられている。加えて、バロチスタン州

の識字率（10 歳以上）でも、パキスタン全土の平均に比べて低く、男女間の差異

の大きさが指摘される（表 1 参照）。バロチスタン州は男女間の教育機会が均等で

ないだけでなく、他地域と比べても教育機会の乏しい州であるといえる。 

 

表 1 州別の識字率（10 歳以上） 

州 男性 女性 全体 
パキスタン全土 71％ 48％ 60％ 

パンジャブ州 71％ 54％ 62％ 

シンド州 72％ 47％ 60％ 

カイバル・パクトゥンクワ州 70％ 35％ 52％ 

バロチスタン州 62％ 23％ 44％ 
出所：Pakistan Bureau of Statistics (2014) “Pakistan Social and Living Standards Measurement 2012-13” 

                                                        
6 日本では、中学校（国公立・私立の合計）は 2012 年度で 10,699 校（文部科学省「平成 24 年度学

校基本調査」より）、35km2 あたり 1 校となっている。 
7 純就学率は、就学児童数のうち就学年齢層に対応する生徒のみを該当年齢人口で割ったものであ

る。 
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以上より、事後評価時においても前期中等教育のアクセス改善は重要視されてい

ることから、審査時及び事後評価時ともに開発ニーズとの整合性は認められる。 
 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

審査時点において、対パキスタンの国別援助計画は策定されていなかったが、外

務省の対パキスタン国別援助方針において、同国援助政策の 4 つの重点分野の一つ

として「社会セクター」が挙げられており、同セクター内で教育面では特に基礎教

育及び初等レベルの女子教育水準向上への支援が強調されていた（政府開発援助白

書（1997 年度））。本事業は基礎教育分野における校舎の拡充・改修、備品の供

給を行うものであり、日本の援助政策とも合致していた。 
 

３.１.４ 事業アプローチの適切さ 

本事業は 3 段階にフェーズ分けされ、フェーズごとに実施状況を見直した上で、

次フェーズを進める方針であった。円借款事業でハード面のみが整備され、実施機

関の一般予算（教員の給与、資材の購入費）の配分が少なく、ソフト面が充実しな

いことが懸念され、一定期間で集中的に事業を展開することにも慎重だった。特に

技術教育分野の事業スコープは、パイロット的な位置づけとして実施された。その

理由として、バロチスタン州において教員・機材の不足により技術教育が 5 年間中

断しており、再導入にあたり実施機関の実施能力を精査しながら進める必要がある

点が認識されていた。そのため、国際協力機構（JICA）が技術教育の実績（予算配

分、教員の雇用、教材の整備・配布等）を判断根拠とし、次フェーズ実施を承認し

た場合のみに技術教育分野への支援を継続する方針で進められた。 

その後、事業実施段階においても技術教育まで十分な予算が配布できず、教員配

置、教材の整備・配布も十分に実施されてないため、技術教育分野の支援はフェー

ズ 1 のみの実施が決定された。最終的に技術教育分野の事業スコープは、パイロッ

ト的な取り組みであることを踏まえた適切な事業デザインとなっており、技術教育

の普及に関する事業スコープの縮小を、本事業のアプローチ上の課題とは判断でき

ないといえる。 

 

以上より、本事業の実施はパキスタンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

３.２ 効率性（レーティング：②） 

３.２.１ アウトプット 

本事業の主要なコンポーネントである前期中等教育拡充に関しては、計画どおり

にアウトプットが達成された（表 2 参照）。その一方、技術教育の普及及び女性教

員寮整備については大幅に縮小された。本事業では円借款でインフラを整備し、実
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施機関がソフト面（教員の給与、資材の購入費）を負担する取り決めとなっていた。

技術教育の普及に関連するコンポーネントはパイロット的な位置づけであり、審査

時において JICA 側が実施中の実績を考慮して、継続を承認することが合意されて

いた。事業実施中に技術教育への予算が少額であり、教員配置、教材の配布が十分

でなかったことから、家庭科・技術科教室（Technical Trade Centers: TTCs）（以下、

「TTC」という。）整備や家庭科・技術科教員の研修の縮小が決定された。教育案

件では、インフラ整備のみでは事業効果が発現しないため、このスコープ縮小は適

切であったと考えられる。また、バロチスタン州は都市部を除き保守的な文化が強

く、他地域からの教員を受け入れない傾向があり、特に女性教員の単身赴任が困難

であるため、2000 年には学校のある地域から教員採用を進める方針となり、女性

教員寮整備の規模縮小が決定された。なお、本事業のコンサルティング・サービス

では、工事進捗のモニタリングが主な業務内容となった。 

 

表 2 本事業のアウトプット（計画／実績） 

項目 計画（事業開始前） 実績（事後評価時） 
1. 中等教育の拡充 小学校を中学校に昇格させるための教

室建設及び備品の供与（200 校、うち男

子校 80 校、女子校 120 校）
8 

計画どおり 

2. 技術教育の普及 中学校における TTCs の建設及び備品

供与（52 校、うち男子校 39 校、女子校

13 校）、教員研修（208 名） 

中学校における TTCs の建設及び備品

供与（10 校、うち男子校 6 校、女子校 4
校）、教員研修（40 名） 

3. 初等・中等教育

施設整備 
上記 (1)、(2)の対象校における校舎補

修、備品供与（252 校） 
上記 (1)、(2)の対象校における校舎補

修、備品供与（210 校） 

4.女性教員寮整備 女性教員寮の建設及び備品供与 
（25 カ所） 

女性教員寮の建設及び備品供与 
（1 カ所） 

5. コンサルティング・

サービス 
外国人 30 M/M 
国内 120 M/M 

外国人 30 M/M 
国内 324 M/M 

出所：JICA 提供資料、バロチスタン州教育省からの質問票回答 

 

  
写真 1 理科キット（中学校） 

（備品調達時） 
写真 2 机と椅子（中学校） 

（事後評価時） 
                                                        
8 第 6～8 学年の生徒を収容できる教室の増設と、理科教室の建設が中学校への昇格の条件に含まれ

ていた。 
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３.２.２ インプット 

３.２.２.１ 事業費 

本事業の総事業費は、当初計画では 4,642 百万円であったのに対し、実績事業

費は 3,716 百万円となった。本事業では事業アウトプットの変更が生じたため、

変更後のアウトプット（実績アウトプット）に基づいた計画事業費を試算した

ところ、計画事業費は当初計画より 545 百万円減少した 4,097 百万円となり、こ

の場合でも、実績事業費は計画内に収まった（計画比 91％）。なお、事業アウ

トプットの変更は、技術教育の普及及び女性教員寮整備に関連する事業スコー

プの縮小による。また、実績事業費が計画額を下回った理由として、主に対円

でのパキスタン・ルピーの減価に起因していることが挙げられる。 
 

３.２.２.２ 事業期間 

表 3 に示すように、本事業の計画事業期間は 1997 年 3 月（円借款契約調印）

から 2002 年 12 月までの 70 カ月に対して、実績事業期間は 1997 年 3 月から 2011

年 2 月までの 168 カ月となり、計画を大幅に上回った（計画比 240％）。貸付完

了（2010 年 11 月）以降も、一部の学校（7 校）で建設工事が継続していたため、

事業完了は 2011 年 2 月となった。 

遅延の理由としては、実施機関でのプロジェクトディレクターの着任が 1998

年 4 月に遅れ、実施機関において事業を実施できる体制が整うまでに時間を要

し、更に円借款事業の調達にも不慣れであったため、コンサルティング・サー

ビスの開始は 2000 年 2 月となり、当初計画から 33 カ月ほど業務開始の遅延が

生じた。その結果、コンサルティング・サービス開始時期の遅れに伴い工事開

始時期も遅延し、工事期間は 60 カ月の計画に対し、実績は 117 カ月となった。

工事期間が長期化した理由としては、事業対象地の治安悪化、悪天候、落札業

者の資金不足、困難な事業サイトへのアクセス等が挙げられる。 
 

表 3 事業期間（計画及び実績） 

項目 計画 実績 
1. L/A 調印 1997 年 3 月 1997 年 3 月 

2. 施設整備 1998 年 1 月～2002 年 12 月 2001 年 5 月～2011 年 2 月 

3 備品配備 1998 年 1 月～2002 年 12 月 2002 年 8 月～2010 年 10 月 

4. 教員研修 1998 年 4 月～2002 年 12 月 2002 年 12 月～2003 年 8 月 

5. コンサルティング・サービス 1997 年 5 月～2002 年 12 月 2000 年 2 月～2011 年 2 月 

6. 事業完了 2002 年 12 月 2011 年 2 月 

7. 事業期間 1997 年 3 月～2002 年 12 月 
（70 カ月） 

1997 年 3 月～2011 年 2 月 
（168 カ月） 

出所：JICA 提供資料、バロチスタン州教育省からの質問票回答 
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３.２.３ 内部収益率（参考数値） 

審査時において、本事業の財務的内部収益率（FIRR）、経済的内部収益率（EIRR）

は算出されていない。また、本事業では財務的便益がなく、対象校の卒業生の進路

に関する情報も入手できないため、経済的便益の推計も困難である。そのため、本

事後評価でも本事業の内部収益率の算出は行わない。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を

大幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

３.３ 有効性9（レーティング：②） 

本事業の事業スコープを目的別にみると、①前期中等教育の拡充、②技術教育の普

及、③女性教員の住居確保に大別される。事後評価時の事業費実績（コンサルサービ

ス、管理費、税金等の分類できない費用を除く）では、前期中等教育の拡充に関連す

る費用が 95.6％、技術教育の普及に関連する費用が 4.1％、女性教員の住居確保に関

連する費用が 0.3％となっているため、前期中等教育の拡充に関連する指標の目標達

成度を主な判断根拠とした。 

 

３.３.１ 定量的効果（運用・効果指標） 

定量的効果の分析にあたり、①前期

中等教育の拡充の運用指標は対象校

の前期中等教育の定員増、効果指標は

対象校での生徒数、②技術教育の普及

の効果指標として対象校での技術教

育の生徒数、③女性教員の住居確保の

効果指標として女性教員寮の利用者

数を設定した。 

 

（１）前期中等教育の拡充 

本事業の対象校（男子校 80 校、女子校 120 校、合計 200 校）は小学校であり、

本事業の実施により中学校へと昇格するため、審査時においては前期中等教育にお

いて男子校 1 校あたり 100 名、女子校 1 校あたり 50 名の定員数を前提に合計 14,000

名の定員増を想定していた。本事業は当初計画に沿った工事内容となり、事業完了

時までに対象校が小学校から中学校に昇格しているため、審査時に想定された定員

数の増加があったものと判断される。 

 

                                                        
9 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 

 
写真 3 カーンザンギ男子高校での授業 

（事後評価時） 
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表 4 前期中等教育の生徒数 

  

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 
1994/95 年度 2002/03 年度 2011/12 年度 2012/13 年度 2013/14 年度 

審査年 事業完成 
2 年後 

事業完成年 事業完成 
1 年後 

事業完成 
2 年後 

前期中等

教育生徒

数 

男子生徒数 0 名 7,300 名 3,439 名 3,830 名 4,513 名 

女子生徒数 0 名 5,050 名 3,688 名 4,160 名 4,913 名 

計 0 名 12,350 名 7,127 名 7,990 名 9,426 名 
出所：JICA 提供資料、バロチスタン州教育省からの質問票回答 
注：前期中等教育生徒数の目標値は生徒数データが入手できた 174 校分の目標値を設定した。前期

中等教育生徒数の実績値は 2011/12 年度 139 校（男子校 53 校、女子校 86 校）、2012/13 年度 153 校

（男子校 57 校、女子校 96 校）、2013/14 年度 174 校（男子校 73 校、女子校 101 校）の実績値とな

っており、経年比較には注意を要する。 
 

審査時点では、対象校の前期中等教育の生徒数は定員数以上の増加が想定されて

いた。事後評価時において生徒数データが入手できた 174 校（男子校 73 校、女子

校 101 校）では、前期中等教育の生徒数は 9,426 名（男子 4,513 名、女子 4,913 名

（2013/14 年度））となった（表 4 参照）。上記の 174 校で目標となる定員数 12,350

名（男子 7,300 名、女子 5,050 名）と比較すると、生徒数は目標値の 76％（男子 62％、

女子 97％）を達成した。男子生徒数は目標値の 6 割程度、女子生徒数はほぼ計画

どおりとなった。男子生徒数が審査時の目標値を下回っている理由として、本事業

が重点を置いた農村部において、男子が牧畜や農作業に従事するため学校を中退す

る生徒が多いことが挙げられる。 

 

（２）技術教育の普及 

審査時点では、本事業の対象となる TTCs で年間 4,900 名を対象に技術教育を実

施する予定となっていた。TTCs の完成後、技術教育が実施され、生徒数 1,369 名

（うち男子 545 名、女子 824 名）が授業に参加した。授業内容は、男子生徒は電気

工事、金属加工、木工、パソコン操作、女子生徒は家政学、裁縫、炊事、パソコン

操作となった。パキスタン政府の教育政策（The State of Education in Pakistan 

2003-2004）では、技術関連の科目を後期中等教育に導入する方針となり、モデル

校（1,100 校、うちバロチスタン州 110 校）を選定し、技術コースを選択した生徒

は技術科目が必須となった。2006 年以降、バロチスタン州政府の方針もこの政策

に沿って技術教育は後期中等教育以降で実施されることになったため、事後評価時

点では TTCs において正式な授業は実施されておらず、技術教育の生徒数はその目

標に達していない。 

 

（３）女性教員の住居確保 

審査時点では、本事業の対象となる女性教員寮（25 カ所）において、女性教員 200

名分の住居を確保する予定となっていた。しかしながら、「３.２.１アウトプット」
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で言及したとおり、2000 年以降、学校のある地域から教員採用を進める方針となっ

たことを受け女性教員寮整備は 1 カ所となり、また、事後評価時点では建設された

女性教員寮は使用されておらず、女性教員寮の利用者数は目標を達成していない。 

 

３.３.２ 定性的効果（その他の効果） 

事後評価では、本事業対象校の管理職に対し、学校の現況についてアンケート調

査を実施した10。サンプルの抽出にあたっては、中学校に昇格した対象校 200 校の

うち、地理的なアクセス等を考慮した上で、気候、民族、文化面で異なる北部と南

部をバランスよく含むよう対象校 58 校（うち男子校 22 校、女子校 36 校）を選定

した（有効回答 58 票）。 

 

（１）対象校の生徒数の増減 

校舎建設及び機材供与後の生徒数の動向に関しては、「増えた」、もしくは「少

し増えた」が大半を占める一方、「少し減った」もしくは「減った」との回答者は

いなかった（表 5 参照）。アンケート結果から、本事業の裨益層が拡大傾向にある

ことがわかった。地域内でより良好な教育機会が提供されたため、より多くの生徒

が学校に通学するようになったものと推察される。 

 

表 5 校舎建設及び機材供与後の生徒数の増減 

 増えた 少し 
増えた 

変化 
なし 

少し 
減った 減った 回答 

なし 合計 

校舎建設及び機材

供与後に生徒数は

変化したか？ 

回答者数

（人） 
48 5 1 0 0 4 58 

％ 83％ 9％ 2％ 0％ 0％ 7％ 100％ 
出所：アンケート調査結果 
注 1：対象校全体を対象にした質問であるため、生徒数は前期中等教育を含む全生徒となる。 
注 2：四捨五入の関係で割合の合計が 100 にならない。 

 

（２）教育環境の変化 

全生徒に対して教室数が「十分ある」と答えた学校は 3 割程度となる一方、「不

十分」及び「かなり不十分」との回答は合計で 7 割弱となった（表 6 参照）。また、

全生徒に対して机・椅子が「十分ある」と答えた学校は 3 割弱となり、「不十分」

が 6 割強、「かなり不十分」が 1 割を占めた。対象校での生徒数は増加傾向にある

ことは、裨益の広がりから望ましいと考えられる一方、教室数や机・椅子の数が不

足気味と推察される。本事業では教室の増設、学校家具の供給を通じて教育環境の

改善を図ったが、教育環境の改善により学校全体では生徒数が増加したため、事後

評価時点でも教室の増設や学校家具の更なる供給が必要な状況にある。 
                                                        
10 効果及びインパクトを明確に計ることを目的とし、中学校への昇格校（58 校）、TTCs が建設さ

れた学校（9 校）、女性教員寮を管理する学校（1 校）を対象にアンケート調査を行った。 
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表 6 教室数及び机・椅子の数 

 
十分 
ある 不十分 かなり 

不十分 合計 

全生徒に対して十分な教室

はあるか？ 
回答者数（人） 19 36 3 58 

％ 33％ 62％ 5％ 100％ 

全生徒に対して十分な机・

椅子はあるか？ 
回答者数（人） 15 37 6 58 

％ 26％ 64％ 10％ 100％ 
出所：アンケート調査結果 
注：対象校全体を対象にした質問であるため、生徒数は前期中等教育を含む全生徒となる。 

 

３.４ インパクト 

３.４.１ インパクトの発現状況 

（１）バロチスタン州における前期中等教育の普及への貢献 

1994/95 年度から 2013/14 年度までの期間において、バロチスタン州における中

学校の増加分のうち、本事業による昇格校はうち 4 割弱に相当する（表 7 参照）。

本事業による昇格校は、同期間における男子校の増加分の 6 割、女子校の 3 割に相

当する。また、前期中等教育を行う学校数（中学校と高校の合計）の増加分のうち、

本事業による昇格校は 2 割に相当する。本事業による昇格校は、同期間における男

子校の増加分、女子校の増加分のそれぞれ 2 割に相当する。 

バロチスタン州の 2013/14 年度の前期中等教育の生徒数は 184,484 名（男子 98,928

名、女子 85,556 名）となり、前期中等教育に進学する就学児童数は事業実施前後

で倍増した。男女比率（前期中等教育の男子生徒数/同女子生徒数）は 1994/95 年度

の 3.9 倍から 2013/14 年度には 1.2 倍に低下した。同期間の前期中等教育の就学生

徒数の増加分のうち、本事業の対象校の生徒数はうち 1 割を占める。また本事業に

よる昇格校における生徒数は同期間における男子生徒の増加分の 2 割弱、女子生徒

の増加分の 1 割弱に相当する。生徒数の増加分に占める本事業の比率は学校の増加

分に占める本事業の比率に比べて低い水準となっているが、実施機関側の説明では、

これは本事業が農村地域におけるアクセス改善に重点を置いた結果、1 校あたりの

生徒数が少ないことに起因している。 

バロチスタン州において、事業実施前後で前期中等教育の生徒数は倍増し、男女

比もよりバランスのとれたものとなった。前期中等教育を行う学校数の 2 割、生徒

数の 1 割が本事業より受益していることから、バロチスタン州の前期中等教育への

普及に対し本事業は一定の貢献があると推測される。 
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表 7 バロチスタン州における前期中等教育の普及への貢献 

 単位 1994/95 
年度 

2013/14 
年度 

増加分 
（州全体） 

本事業に 
よる増加分 

本事業の 
占める比率 

中学校数 校 623 1,165 542 200 37％ 
うち男子校 校 531 670 139 80 58％ 
うち女子校 校 92 495 403 120 30％ 

中学校と高校の合計 校 984 1,948 964 200 21％ 
うち男子校 校 827 1,220 393 80 20％ 
うち女子校 校 157 728 571 120 21％ 

前期中等教育生徒数 名 90,432 184,484 94,052 9,426 10％ 
うち男子 名 72,089 98,928 26,839 4,513 17％ 
うち女子 名 18,343 85,556 67,213 4,913 7％ 

出所：バロチスタン州教育省からの質問票回答 
注：表中の「本事業の占める比率」は、州全体の増加分に占める本事業の増加分を示している。 

 

３.４.２ その他、正負のインパクト 

（１）後期中等教育の普及 

本事業の対象校の一部は本事業実施後に教室数を増やし、高校へと昇格すること

となった11。事後評価時点では、小学校から中学校へと昇格した 200 校のうち、さ

らに 31 校が高校に昇格している。バロチスタン州における 1994/95 年度の高校数

361 校（男子校 296 校、女子校 65 校）に対し、2013/14 年度の高校数は 783 校（男

子校 550 校、女子校 233 校）にまで増加し、本事業の対象校は同州における高校の

増加分の 1 割弱を占めた。バロチスタン州政府の後期中等教育に対する積極的な取

り組みも、同州における高校数増加の大きな要因であるといえるが、同州で行った

本事業も後期中等教育の普及に対して一定の寄与があると考えられる。 

 

（２）自然環境へのインパクト、用地取得・住民移転 

実施機関からの質問票回答では、自然環境への負のインパクトはなく、工事にあ

たり事前に環境分野での認可は必要とされなかった。各小学校ともに 3～4 教室の

造成となっているため、必要となる敷地は小規模であり、大多数の対象学校では既

存の校舎に隣接した場所に教室の増設を行っている。本事業の工事内容は小規模な

ものであることから、自然環境への負の影響は考えにくいといえる。学校建設の用

地は、政府保有、もしくは地域住民の寄贈12によるものであるが、寄贈による用地

取得面積を入手することはできなかった。なお、実施機関からの質問票回答、事業

関係者への聞き取りによると、住民移転は発生していないことを確認した。 
 

以上より、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効性・インパクトは

中程度である。 
                                                        
11 第 9～10 学年の生徒を収容できる教室の増設が高校昇格の条件に含まれる。 
12 寄贈は個人の所有地が大半であり、一部では地域住民の共有管理地も寄贈された。 
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３.５ 持続性（レーティング：③） 

３.５.１ 運営・維持管理の体制 

事後評価時点では、実施機関であるバロチスタン州教育省（以下、「EDGOB」）

が本事業の施設や供与機材に関して最終的な維持管理責任を担っている。EDGOB

は開発部門（政策、計画、投資等を担当）、学校管理部門（学校人事を担当）、総

務部門の 3 つの部門を有し、開発部門が施設や供与機材の管理を管掌している。施

設や供与機材の運営・維持管理作業は個々の学校が実施しており、校長の監督のも

と主に用務員が担当し、学校内で対応が難しい教室や校舎の修繕工事は外部業者が

行う。 

2014/15 年度より、備品や教材を調達するために、EDGOB の指示により地域ごと

にクラスターグループ13を編成する制度が立ち上がり、高校、中学校、小学校が同

グループに参加している。同グループは教員、管理職及び教育委員会のメンバーか

ら構成され、グループに参加する各学校の校長に対しては、EDGOB により入門的

な調達研修が実施されている。なお、教室、校舎の修繕工事に関しては、各学校か

らの要請を地区政府が判断し、州公共工事省（Communication and Works Department, 

Government of Balochistan）が調達を担当している。 

本事業の対象校では、2011 年以降に 792 名（教員：616 名、教員以外の職員：176

名）が雇用された。中学校への昇格校に対するアンケート調査では、回答校のうち

6 割から、教員数が「増えた」もしくは「少し増えた」との回答があった（表 8 参

照）。よって、教員数に関しては拡充の方向にあるといえる。 

 

表 8 本事業実施後の教員数増減 

 
増えた 少し 

増えた 
変化 
なし 

少し 
減った 減った 回答 

なし 合計 

回答者数（人） 22 14 11 2 2 7 58 

％ 38％ 24％ 19％ 3％ 3％ 12％ 100％ 
出所：アンケート調査結果 
注：四捨五入の関係で割合の合計は 100 にならない。 

 

施設や供与機材の運営・維持管理の管掌は明確となっており、教育分野の事業効

果を維持する上で重要な役割を果たす教員については、その数は増加傾向にある。

以上のとおり、体制面で持続性を損なう問題は確認されなかった。 

 

３.５.２ 運営・維持管理の技術 

土木工事や資機材の調達は計画どおり国内調達で実施されており、学校は一校毎

に、資機材は複数のパッケージにとりまとめられ、現地企業が応札した。用務員が

                                                        
13 クラスターグループは同一地区内の近隣校で設立され、高校を中心として傘下に小中学校が 10
校程度参加している。 
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行う校舎の日常的維持管理（清掃、ペンキ塗り、小規模な修繕）は特別な技術を要

するものではないが、維持管理マニュアルは作成されていない。EDGOB からの質

問票回答や実施機関職員のインタビューでは、供与機材のスペアパーツや消耗品は

現地で購入可能であり、理科室用機材や技術教育用の機材の技術水準は適切との回

答を得た。事後評価時点において、理科室用機材については使用及び維持管理マニ

ュアルが作成され、授業の準備等に利用されている。上記の点を考慮すると、校舎

の修理、機材の使用・維持管理に技術面での困難は少ないものと考えられる。 

教員の採用については、2014/15 年度より外部機関が教員候補の能力（教科の知

識、教授法、心理学、一般知識）を査定する制度が導入されており、2012/13 年度

より新規採用の教員に対しては教育分野の学位取得が採用条件となっている。また、

教員研修については、新規採用後に教員全員に学校運営に関する研修が行われる規

程となっている。さらに、数年に一度各教員の研修ニーズを明確にするための調査

が実施され、同調査結果に基づき、各教員に対して学校運営、教科関連の知識、教

授法などの研修が実施される。実施機関職員からは、教員歴の長い職員については、

研修参加に積極的ではないとの意見も聞かれた。 

校舎の日常的な維持管理は特別な技術を必要とするものでなく、供与機材につい

ては適切な技術水準のものが調達されていることをインタビューにより確認した。

以上の通り、技術面で持続性を損なう問題は、確認されなかった。 

 

３.５.３ 運営・維持管理の財務 

バロチスタン州の中等教育分野への予算支出は 2010/11 年度以降、インフレ率を

超える伸びとなっている（表 9 参照）。一般予算のうち、職員給与の伸びは予算割

当、支出ともに増加傾向にある。一般予算のうち、施設の修繕を含む給与以外の支

出については 2011/12 年度に大幅に上昇した後、横ばいの傾向にある。実施機関職

員や教育予算の分析を行っている研究機関（Institute of Social Policy Science）の研

究者より、支出が横ばいとなっている理由として、修繕工事の調達を州公共工事省

が実施しており、手続きが煩雑なため、年度内に調達ができないとの指摘があった。

校舎建設等に使われる開発予算については、2013/14 年度の予算配分が大幅に増や

されており、生徒数の増加による教室不足や大規模修繕への対処を行う方向にある。 

2014/15 年度の中等教育分野の予算割当に関しては 14,628 百万パキスタン・ルピ

ー（一般予算 10,703 百万パキスタン・ルピー、開発予算 3,925 百万パキスタン・ル

ピー）となっており、2013/14 年度の予算割当と比較して 4％増となった。前述の

「バロチスタン州教育セクター計画 2013-2018」に沿って、バロチスタン州政府は

前期中等教育分野でのアクセス改善や粗就学率の向上を進めていることから、予算

については今後も増加が予想される。加えて、バロチスタン州の教育セクターにつ

いては、援助機関による支援が強化される方向にあり、教育のためのグローバル・
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パートナーシップ14が 2018 年までに 34 百万ドル、EU が 2020 年までに 30 百万ユ

ーロの支援を行う予定となっている。 

 

表 9 バロチスタン州の中等教育向け予算 

単位：百万パキスタン・ルピー 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

割当 支出 割当 支出 割当 支出 割当 支出 
中等教育予算 6,345 6,487 9,345 9,869 7,094 11,670 14,113 17,093 

前年比％ － － 47% 52% -24% 18% 99% 46% 

一般予算 6,154 6,304 8,840 9,364 6,652 11,337 9,369 13,618 

前年比％ － － 43.6% 48.6% -24.7% 21.1% 40.8% 20.1% 

うち給与 5,977 6,140 7,540 8,274 6,319 10,607 7,956 12,995 

前年比％ － － 26% 35% -16% 28% 26% 23% 

うち給与以外 177 164 1,300 1,090 334 731 1,413 623 

前年比％ － － 634% 566% -74% -33% 323% -15% 

開発予算 191 183 505 505 442 333 4,744 3,475 

前年比％ － － 164% 176% -12% -34% 973% 944% 

消費者物価指数（CPI） 152.78 169.99 179.94 194.74 

前年比％ － 11% 6% 8% 
出所：Institute of Social Policy Science (2014) “Public Finance of Education in Pakistan” 
注：中等教育予算は一般予算と開発予算の合計額。 

 

アンケート調査の結果から、中学校への昇格校の一般予算についても同様の傾向

が確認できる（表 10 参照）。過去 3 年間で給与は「増加した」もしくは「少し増

加した」と回答した学校が 96％を占めた。給与遅配についても「ない」及び「頻

繁にはない」が合計 8 割を超えている（表 11 参照）。「３.５.１運営・維持管理の

体制」で言及したとおり、対象校では教員数が増加しているものの、一般予算にお

ける給与の増加に伴い給与遅配は生じておらず、給与に関しては適切な予算が確保

されているものと考えられる。給与以外の予算割当については 1 校あたり、2013/14

年度は 725 千 PKR（約 88 万円）、2014/15 年度は 507 千 PKR（約 62 万円相当）と

なっており15、予算額は学校での日常的維持管理には十分な水準にあると推察され

る。維持管理予算は過去 3 年間で「変わらない」との回答が 8 割を超えているが、

上記に説明した調達の煩雑さにより予算支出が円滑に進まないことが影響してい

るものと推察される。 

 

                                                        
14 教育のためのグローバル・パートナーシップは途上国の教育普及を支援する国際的な機関であり、

日本も資金を拠出している。 
15 予算割当額を中等教育を行う学校数（中学校と高校の合計 1,948 校）で割ったもの。為替レート

は 1.22 円/パキスタン・ルピー（2015 年 5 月末時点） 
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表 10 対象校の予算動向（過去 3 年間） 

 増えた 少し 
増えた 

変化 
なし 

少し 
減った 減った 回答 

なし 合計 

給与 
回答者数（人） 26 24 8 0 0 0 58 

％ 45% 41% 14% 0% 0% 0% 100% 
維持管理 

予算 
回答者数（人） 5  1  47  0  3  2  58  

％ 9% 2% 81% 0% 5% 3% 100% 
出所：アンケート調査 

 

表 11 職員給与の遅配（事後評価時） 

 とても 
頻繁 

頻繁に 
ある 

頻繁では

ない ない 合計 

回答者数（人） 1 9 29 19 58 

％ 2% 16% 50% 33% 100% 
出所：アンケート調査 
注：四捨五入の関係で割合の合計は 100 にならない。 

 

中等教育分野の予算は増加傾向にあり、職員への給与も増加傾向が続いており、

8 割を超える学校では給与の遅配は問題となっていない。実施機関職員や教育分野

の研究者より、修繕工事に関しては支出が遅れがちである点が指摘されたものの、

開発予算の動向から教室不足や大規模修繕への対応は、より強化される方向にある

と考えられる。以上のとおり、財務面で持続性を損なう問題は確認されなかった。 

 

３.５.４ 運営・維持管理の状況 

アンケート調査の結果、中学校への昇格校については全校（58 校）とも建設さ

れた校舎を毎日利用しているとの回答があった。施設の毀損については、ドアや窓

が壊れた（3 校）、塗装が剥げた（1 校）等の指摘があった。給水設備に関しては、

水源が枯れてしまった、ポンプが故障している（1 校）等の理由により、利用され

ていない学校があった。また、施設自体に不足しているものとして、電気設備、ト

イレが挙げられている。供与機材については、同質問事項に回答した 42 校のうち、

26 校が理科室用の機材を最も利用していると回答し、7 校が機材を利用していない

との回答があった。利用していない理由としては、担当する教員がいない、洪水で

機材が壊れた、機材が老朽化した等が挙げられた。 

TTCs の運営・維持管理に関しては、事後評価時点では予算が配分されていない

ため、教員も配置されず、正式な授業は実施されていない。しかしながら、教室が

不足しているため、アンケート調査を実施・回答した 9 校のうち、8 校では建設さ

れた校舎が利用されている。家政学、調理、裁縫/刺繍、電気工事、金属加工及び

木工用機材は利用されていないが、パソコンのような利用範囲の広い機材に関して

は、事後評価時点でも一部の学校では活用されている。女性教員寮に関しては、事
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後評価時点では建物は使用されておらず、トイレなどの衛生設備が毀損しており、

修理を必要としている。 

本事業の初期に対象となった校舎や機材の一部は 2000 年代前半に建設もしくは

供与されており、経年劣化や陳腐化が見られるものの、利用状況からは校舎及び利

用ニーズのある機材の大半は、事後評価時点でも使用可能な状態にあると推察され

る。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高い。 

 

４. 結論及び提言・教訓 

４.１ 結論 

本事業は、パキスタンのバロチスタン州において、中学校校舎の建設、中学校の技

術家庭科室の新設及び教員養成を行うことにより、対象校の前期中等教育における就

学児童数の増加、中学技術教育の普及を図り、もって同州における男女のバランスの

とれた就学機会の改善に寄与することを目的としていた。 

審査時及び事後評価時において、パキスタン政府は教育格差の是正を重要な政策目

標の一つとして掲げており、特にバロチスタン州では前期中等教育におけるボトルネ

ックの解消と女子の教育へのアクセス改善が必要とされていた。本事業の実施は同国

における教育政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高

い。対円での現地通貨の減価により本事業の事業費は減少する一方、調達の遅れや工

事期間の延長により事業完了が大幅に遅延したため、効率性は中程度である。事後評

価時、本事業の対象校 200 校（男子校 80 校、女子校 120 校）は中学校に昇格し、昇格

校の生徒数は目標値の約 8 割を達成し、男子生徒数は目標値の 6 割程度、女子生徒数

はほぼ計画どおりとなった。事業実施前後で前期中等教育を行う学校数の増加分のう

ち、本事業による昇格校は 2 割に相当し、同期間の前期中等教育の就学児童数の増加

分のうち、本事業の対象校の生徒数はうち 1 割を占める。その一方、バロチスタン州

政府の方針変更により技術教育は後期中等教育以降で実施されることになったため、

対象校で正式な技術教育は実施されていない。したがって、本事業の有効性・インパ

クトは中程度と判断される。持続性に関しては、施設や供与機材の運営・維持管理の

管掌は明確であり、施設の建設や備品供与に際して適切な技術水準のものが調達され、

中等教育分野の予算は増加傾向が続いている。体制面、技術面、財務面についても問

題はなく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 
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４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関への提言 

（１）クラスターグループの役割拡大 

補修工事の調達に時間がかかることからインフラの小規模な毀損は放置され、学

校側が大規模な修繕を待つ傾向が見られた。校舎の補修については州公共事業省を

通じて調達がなされることから、同省が施設の現状確認、工事範囲の確認、積算の

すべてを行う必要があり、適時の実施が行われず、ライフサイクルコストの低減に

寄与する予防保全的な維持管理はなされていない。事業完了後の長期的な持続性の

確保ために、維持管理予算の適切な配賦とその効率的な利用が望ましい。具体的に

は、EDGOB がクラスターグループの役割を教材や備品の調達から、補修工事及び

関連するサービスの計画や調達に広げ、グループ内の校長に対する調達の研修を継

続し、調達や財務面でのより高度な研修の導入を進めることが望ましい。 

 

（２）校舎維持管理マニュアルの整備 

予防保全的な維持管理のためには、建物の点検項目、点検基準、チェックリスト

をまとめた維持管理マニュアルが必要となるが、そのようなマニュアルは事後評価

時点では整備されていない。前述のとおり、校舎の補修は適時に実施されていない

が、その理由としてマニュアルの不備も挙げられる。そのため、今後、EDGOB が

クラスターグループのメンバーが利用できる簡便な維持管理マニュアルの整備を

進めることが望ましい。クラスターグループの校舎の補修工事の役割拡大と併せて、

調達維持管理マニュアルはクラスターグループが維持管理を計画し、予防的な措置

をとる上で有用であり、維持管理予算の効率的な利用にも寄与すると考える。 

 

（３）教員研修会の組織 

生徒が効果的に知識を習得するには、適切な研修が教員に対して行われる必要が

あるが、教員歴の長い職員の一部は研修参加には消極的である。教員が雇用後も長

期にわたり自己研鑽への意欲を維持できるような取り組みが必要であるが、バロチ

スタン州では教員の意欲を改善する取り組みはいまだ具体化されていない。一方、

近隣のパンジャブ州では地域ごとに教員の研修会（training cluster）を組織し、教員

が相互に刺激しあう環境を作り、助言を行う教員（メンター）を配置して、参加教

員の能力を把握し、能力向上につきアドバイスを行う制度を導入している。EDGOB

はバロチスタン州でも同様に教員の研修会を組織し、雇用後の教員の自己研鑽への

意欲を高め、その能力を把握し向上させることが望ましい。 

 

４.２.２ JICA への提言 

なし 
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４.３ 教訓 

（１）モニタリング能力強化に関連するコンポーネントの検討 

本事業では地理的に広大なバロチスタン州において、200 校以上の学校を対象に校

舎の建設・補修、資機材供与を実施していたが、審査時ではモニタリング体制（どの

機関が何の指標をどのように収集するか）については検討されていなかった。そのた

め、事業実施中には本事業のモニタリングはアウトプットの進捗のみを対象とし、事

業効果を把握する機会は極めて少なかった。事業効果を上げるためには、事業実施段

階からアウトカムを把握し、事業にフィードバックすることが望ましく、モニタリン

グ体制の構築は改善の余地が大きいと考えられる。また、バロチスタン州では学校の

データベース16が審査時点から運用されているにもかかわらず、事業完了後に対象校

を特定し、基礎的なデータ（学校の所在、本事業による支援時期、生徒数、教員数）

を収集することにも困難が生じていた。対象校が広範囲に分散する教育案件では、事

業の PDCA サイクルを円滑に進めるために、審査時において実施機関のモニタリング

体制を精査し、必要がある場合には、データベースの構築・運営支援等のモニタリン

グ能力を強化するコンポーネントを事業スコープに加えることが望ましい。 

 

（２）段階的な事業実施の検討 

バロチスタン州において教員・機材の不足により、技術教育は審査時まで 5 年間中

断しており、再導入にあたっては、実施機関の実施能力を精査しながら進める必要が

あった。上記の点を踏まえて、持続性を念頭に置いて、審査時点から技術教育分野の

支援実施を 3 フェーズに分け、フェーズごとに実績を判断して継続の可否を判断する

方針となった。また、事業実施段階において、技術教育まで十分な予算配賦がないこ

とが確認され、技術教育分野の支援はフェーズ 1 のみとなった。分散型のインフラ整

備事業では、審査時に一般予算の配分を精査した上で、長期的な一般予算配賦の予測

が困難であった場合には、持続性が確実に確保できる事業スコープを見極めるために、

JICA は事業の段階的実施を審査時に検討することが望ましい。 

 

以上 

                                                        
16 バロチスタン州のデータベースでは、学校ごとの生徒数、教員数、施設状況（校庭、図書館等）

のデータが収集されている。 
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主要計画 /実績比較  

項目 計画 実績 

1 アウトプット 

 

 

 

(1) 中等教育の拡充 

中学校昇格に向けた教室建設 

及び備品の供与（200校、うち男子

校80校、女子校120校） 

 

(2) 技術教育の普及 

中学校における TTCs の建設 

及び備品供与（52校、うち男子校

39校、女子校13校）、教員研修

（208名） 

 

(3) 初等・中等教育施設整備 

上記(1)、(2)の対象校における校

舎補修、備品供与（252校） 

 

(4) 女性教員寮整備 

女性教員寮の建設及び備品供与

（25カ所） 

 

(5) コンサルティングサービス 

外国人 30 M/M 

国内 120 M/M 

(1) 中等教育の拡充 

計画どおり 

 

 

 

(2) 技術教育の普及 

中学校における TTCs の建設 

及び備品供与（10校、うち男子校6

校、女子校4校）、教員研修（40名） 

 

 

(3) 初等・中等教育施設整備 

上記(1)、(2)の対象校における校

舎補修、備品供与（210校） 

 

(4) 女性教員寮整備 

女性教員寮の建設及び備品供与

（1カ所） 

 

(5) コンサルティングサービス 

外国人 30 M/M 

国内 324 M/M 

2 期間 1997年3月～2002年12月 

（70カ月） 

1997年3月～2011年2月 

（168カ月） 

3 事業費 

  外貨 

  内貨 

 

  合計  

  うち円借款分 

  換算レート 

 

412百万円 

4,230百万円 

（現地通貨1,400百 PKR） 

4,642百万円 

3,917百万円 

1PKR ＝ 3.02円 

（1995年12月時点） 

 

174百万円 

3,542百万円 

（現地通貨1,807百万 PKR） 

3,716百万円 

1,510百万円 

1PKR ＝ 1.96円 

（1997年1月～2010年12月平均） 
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