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終了時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：基礎教育 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）：3.48 億円

協力期間 2012 年 9 月 15 日～2016 年 8
月 31 日

先方関係機関：教育・スポーツ省（MoES）

日本側協力機関：特になし

他の関連協力：特になし

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）教育・スポーツ省（Ministry of Education and 
Sports：MoES）では、教育改善に積極的に取り組んでおり、初等教育の純就学率は、2010 年に

は 92.7％と改善されたが、留年率と中退率が高く、5 年間の初等教育修了率では 71.1％にとど

まっている。JICA は学校改善計画の立案・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、純就学率がとりわけ低い南部 3 県の 6 郡 90 校を対象とした

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（CIED I）」を 2007 年から 2011 年の期間で実施した。

同事業で JICA は、村教育開発委員会（Village Education Development Committee：VEDC）を

主体とした学校改善計画（School Development Plan：SDP）の策定・実施に係る技術支援を提供

し、対象校における学習環境や教育指標の改善を実現した。一方で、南部各県の教育指標は、

特に留年率、中退率が高いなど、依然として全国平均より状況が悪くなっており、さらなる方

策が求められていた。これら南部地域の教育のアクセスと質の改善には、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、地方教育行政の能力強化を通じて、SDP 推進等 CIED I の成果をさ

らに継続し、その面的拡大を図ること、そのための MoES、PESS や DESB の能力強化の研修・

指導体制整備に注力することの必要性が指摘されていた（CIED I 終了時評価）。さらに、MoES
の教育の質基準（Education Quality Standard：EQS）を満たす学校が増加することが、初等教育

のアクセスと質の拡大の鍵となっていた。

かかる状況下、ラオス政府は、CIED I の成果を拡大･発展し、SDP サイクルを推進すること

で初等教育のアクセス・質の改善に自律的・持続的に取り組む中央・地方教育行政の強化を目

的に「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）
（以下、「本プロジェクト」と記す）をわが国に要請してきた。これを受けて JICA は 2012 年 9
月から 4 年間の予定で CIED II を開始した。プロジェクト終了を約半年後に控え、終了時評価

が実施された。

１－２ 協力内容

本プロジェクトは、CIED I での成果を国レベルで普及・拡大していくことをめざし、ボトム

アップによる学校運営改善とこれを支援する教育行政の強化の自律的発展に向けた支援を行

っている。すなわち、MoES においては、学校現場での課題の解決に向けて各レベル関係者が
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求められる役割を果たすために必要となる研修の計画と実施及びそのための調整能力の強化

や、各種研修マニュアル･フォーマットの標準化に取り組むとともに、国の教育目標の達成に

向けて、本省、県、郡及び学校の各レベルの計画・実施・モニタリングの一貫的実施に向けて、

既存のメカニズム及び制度の機能化に取り組んでいる。

(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）

1) 日本側

総投入額：約 3.48 億円

長期専門家派遣：2 名 機材供与 ：0.12 億円（109,603 米ドル）

短期専門家派遣：5 名 ローカルコスト負担：0.48 億円（417,255.68 米ドル）

研修員受入 ：14 名 NGO 委託費 ：0.11 億円（994,263 米ドル）

※2016 年 3 月 JICA 統制レート（1 米ドル=114.01 円）として。

2) ラオス側

カウンターパート配置：MoES 各機関 C/P 合計延べ 57 名

          ：PESS/DESB C/P 合計延べ 43 名

土地・施設提供   ：専門家執務室の提供

ローカルコスト負担 ：研修開催費、モニタリング費用、資機材等

２．評価調査団の概要

調査者 担当分野 氏 名 所 属

総括 田中紳一郎 JICA 国際協力専門員（教育）

協力企画 箱田卓也 JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第一チーム

主任調査役

評価分析 田中恵理香 グローバルリンクマネージメント社会開発部シニア研

究員

合同評価 Mr. Kaygnasone NAVAMANE IFEAD 次長

Mr. Sithat OUTHAYTHANY 就学前・初等教育局初等教育課長

Mr. Sithong SIKHAO 計画局計画課長

Mr. Khonesavanh KOUNLABOTH 就学前・初等教育局初等教育課技術

スタッフ
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調査期間 2016 年 1 月 25 日〜2016 年 2 月 12 日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要

３－１ 実績の確認

(1) プロジェクト目標

【指標】

対象郡の以下の指標がベースラインより向上する

・純就学率（Net Enrollment Rate：NER）

・純入学率（Net Intake Rate：NIR）
・残存率

・中退率

・進級率

【実績】達成されている

PDM では指標の目標値を設定していないが、対象各郡で、NER、NIR、残存率、中退率、

進級率とも向上している。CIED II の中央レベルのトレーナーは「教育のためのグローバ

ル・パートナーシップ・フェーズ 1」（Global Partnership for Education：GPE I）においても

研修を受けており、これによる相乗効果で能力がさらに強化され、CIED II の成果向上及

び上記教育指標の改善につながった。VEDC によって両親を通して子どもの通学を促した

り、教員による補習や指導主事を含む郡の職員による学校のモニタリングなど、CIED II
のトレーニングにより能力強化され、プロジェクト目標達成に貢献したと考えられる。

(2) 成果

成果 1
【指標】

1-1 改訂された EQS 達成に向けた研修モジュールが MoES の基準となる。

1-2 プロジェクトの成果を持続させるため、予算の流れを含む各関係部局の役割と責

任を明確にするために、MoES が公式文書を出す。

1-3 80％以上の TOT を受けた PESS と DESB トレーナーが合格基準を達成する（合計

点数の 50％またはそれ以上）。

【実績】

1-1：ほぼ達成されている

3 つの研修モジュール（学校運営、VEDC、指導法）は、学校の質基準〔School of 
Quality：SoQ（教育の質に係る国レベルの基準）〕から EQS への変更と学校補助金

（School Block Grant：SBG）の導入に基づく改訂を反映したうえ、すべて改訂された。

学校運営モジュールの参加者用ハンドブックは、2015 年 12 月 4 日に、MoES と援助

機関による教育セクターワーキンググループの第 1 フォーカルグループ（基礎教育分

野）会合で合意された。この学校運営モジュールは、2015 年 12 月 8 日付政令第 1346
号（Decree No. 1346/IFEAD dated 08 Dec, 2015）として承認された。一部のモジュール

は、さらに改訂が必要となっているが、これらの改訂作業は、2016 年 6 月に完了する

予定である。
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1-2：達成されている

2 件の公式文書が発出されている。県・郡トレーナーを育成するため、MoES 各局

から輩出のマスタートレーナーを任命した 2016 年 1 月 11 日付政令（Decree No. 
0144/IFEAD dated 11.Jan, 2016）と、自律的な学校運営（School Based Management：SBM）

のためのガイドライン（SBMガイドライン）を承認した 2015年 12月 8日付政令（Decree 
No. 1345/IFEAD dated 08 Dec, 2015）である。

1-3：達成されている

79 名の PESS と DESB のトレーナーに対し 2013 年 1 月に実施した学校運営 TOT の

事前・事後テストの結果では、合格基準である 50％以上の得点を獲得した PESS と

DESB のトレーナーの割合は、82％であった。

成果 2
【指標】

2-1 対象郡の郡教育開発計画のなかの重点校を支援する活動数が、プロジェクト開始

前と比較して増加する。

2-2 活動 1-4 で作成された EQS アセスメント・モニタリングフォーマットを基にした、

対象郡全体の EQS の構成要素の平均点数が、プロジェクト開始前と比べて向上す

る。

【実績】

2-1：達成されている

対象の 10 郡において、重点校を支援するための活動が新たに郡教育開発計画に導

入された。重点校の支援活動は、おおむね、各郡 3 件程度の新規活動が郡教育計画で

導入され実施された。

2-2：達成されつつある

10 郡のうち 8 郡において、EQS で測られる 6 つの側面（①学習者②指導と学習③環

境④教材⑤学校運営⑥コミュニティ）による対象郡全 758 校の EQS 平均点数は上昇し

ている。ただし、サラワン県のラコンペンとコンセドンでは、エンドライン調査（2015
年 4・5 月または 10・11 月実施）の EQS 平均点数がベースライン調査時より低くなっ

ている。また、対象 10 郡のうち 7 郡で、指導と学習（側面②）の点数が、ベースラ

イン調査よりエンドライン調査で低くなっている。この理由として、EQS は現時点で

は多くの場合、自己評価に基づいて行われているケースが多いことから、プロジェク

トでの研修やワークショップの結果、学習と指導の意味に気づき、エンドライン調査

時における自己評価が低くなっている可能性が考えられる。なお、エンドライン調査

によれば、VEDC 研修と教員研修の両方に参加した学校では、EQS 点数が伸びている。

成果 3
【指標】

重点校の EQS の構成要素の点数が、プロジェクト開始前と比べて向上する。

【実績】達成されている

対象地域の 333 の脆弱校（重点校）からランダムサンプリングにより 100 校を抽出し、
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EQS に基づき、MoES/PESS/DESB の評価者が学校評価を行った結果、対象 10 郡のすべ

てにおいて、100 校の EQS 平均点数は、大幅に上昇している。ベースライン調査に比較

すると、エンドライン調査では、全学校と脆弱校における EQS の平均点数の差が縮小し

ている。脆弱校に対する支援により EQS の点数上昇に便益があったと考えられる。

(3) 上位目標

【指標】対象県の以下の指標が MoES の予測に沿った ESDP の目標値に到達する

・NER 98％
・NIR 98％
・残存率 95％
・中退率 1％
・進級率 98％

【実績】一部達成見込み

各県で、NER と NIR は、ほぼ達成されている。質に関する指標（残存率、中退率、進

級率）については達成されていない。また、エンドライン調査では、県における教育指

標は、郡のそれより低くなっている。チャンパサック県では、スクマ郡を除くすべての

郡と県でおおむね指標が達成されている。セコン県・サラワン県では、対象郡であるラ

マム郡と県全体とも、NER と NIR 以外の指標が達成されていない。これは、経済状況も

関係していると考えられる。一般に、セコン県・サラワン県ではチャンパサック県より

貧困が深刻であるといわれている。

３－２ 評価結果の要約

(1) 妥当性

妥当性は高い。

・ラオスの教育セクター計画である「教育セクター開発計画（ESDP）2016-2020」では、

特に第 1 学年における中退率と留年率が高いことが深刻な問題であるとしている。

SBM は、ESDP でも、学校教育を向上させるための重要なアプローチとされている。

SBM 推進にあたり、校長を含む教員や VEDC の能力強化のニーズは高い。

・対象地域は、南部 4 県の中から、教育指標が低いこと、CIED I や他の援助による支援

でカバーされていないこと等を勘案し、慎重に選定された。SBM の導入により、各学

校が物的・人的資源を均等に向上させることをめざしている（ESDP 記載のアウトカ

ム 4）。
・プロジェクトは、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goal：SDG）の目標 4

「質の高い教育」とも合致している。

・日本の対ラオス国別援助方針では、援助の基本方針（大目標）として「MDG 達成及

び LDC（後発開発途上国）からの脱却への支援」が挙げられており、この大目標の下、

4 つの重点分野が挙げられている。そのうちの 1 つが、「教育環境の整備と人材育成」

である。この国別援助方針に基づく事業展開計画では、中目標の「教育環境の整備と

人材育成」のなかに、「基礎教育の充実」がある。

・プロジェクトは、学校レベルの運営の強化を重視する SBM のアプローチを採用して
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いる。このアプローチにより、プロジェクトでは、学校での問題とその要因を郡・県

レベルの教育開発計画に反映し、併せて郡・県・中央の教育行政の強化を図りつつ、

初等教育のアクセスと質を向上させることをめざしている。対象地域において EQS
と教育指標が向上していることは、このアプローチが適切であったことを示している

といえる。

・プロジェクトは CIED I の経験と成果に基づき、適切に計画された。CIED II では、CIED 
I の学校運営強化をさらに進め、県・郡の能力強化に重点をおき、CIED I の成果の質

的な深化と地理的な拡大を企図した。

(2) 有効性

有効性は高い。

・プロジェクト目標は達成されている。エンドライン調査によれば、プロジェクト目標

の指標である、対象郡の NER、NIR、進級率、留年率、残存率は、向上している。

・有効性の発現を阻害するものではないが、有効性に係る留意点として、EQS に基づく

データの適切性がある。ひとつには、EQS を使った評価は DESB/PESS の通常業務と

して位置づけられているものの、現時点では学校現場での自己評価に基づく場合が多

いという点である。また、インタビュー中に、学校で記録したデータと郡で記録した

データに齟齬があったケースが判明した。データ収集・記録の転記ミスが起こったも

のと考えられる。さらに、終了時評価中の関係者とのインタビューでは、EQS は、教

育の質的側面をみるために現時点では有効ではあるものの的確に表し切れていない

場合があるというコメントが聞かれた。

・アウトプットからプロジェクト目標に至るロジックは適切である。プロジェクトは 3
つのコンポーネントからなっている。MoES の行政能力の強化（アウトプット 1）、県・

郡レベルの能力開発（アウトプット 2 と 3）、そして、学校レベルの能力強化（アウト

プット 3）である。一部の PESS/DESB の能力強化が十分ではないものの、これら 3 つ

のコンポーネントは、いずれも、初等教育のアクセスと質の向上に不可欠なものであ

る。

・外部条件の影響は特にみられなかった。

(3) 効率性

効率性は高い。

・アウトプットの指標は一部を残し達成されている。

・投入から活動、アウトプットへ至るロジックは適切である。アウトプットを産出する

に十分な活動が計画され実施された。また、投入は、活動を実施するために十分であ

った。

プロジェクトでは、限られた投入で最大限の成果を上げるため、脆弱校に重点をおい

て活動を実施した。このほか、PDM に記載された活動ではないが、援助機関との協力

を積極的に行った。

・アウトプット発現のための外部条件の影響はあまりなかった。

・投入は適切に行われ、アウトプットの発現に貢献した。
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・日本人専門家の派遣は適切に行われた。派遣された専門家はいずれも、適切な専門性

とプロジェクトに対する高いコミットメントをもっていた。プロジェクトの進捗に伴

い、より成果を上げるため、システム開発と研修実施促進支援の専門家が、当初の予

定に追加して派遣された。業務調整以外の専門家は、すべて短期での派遣となってお

り、専門家がラオスに不在の期間は、C/P が主体となって活動を進めた。機材供与は

おおむね予定どおり実施された。ラオス国内における研修活動は予定どおり行われ

た。本邦研修の参加者は、インタビューによれば、教育行政、モニタリング・評価、

指導法等を研修で学び日常業務に活用しているということである。日本側からのプロ

ジェクト活動に必要な費用は、適切に支出された。

・ラオス側 C/P は、必要な人員が継続的に配置された。人事異動があった際には、後任

者が活動を引き継いだ。C/P の大部分は、モチベーションが高く、適切な専門性を有

していた。ラオス側からの資機材は適切に提供された。

(4) インパクト

終了時評価時点では、インパクトは中程度であると評価する。

・上位目標の指標は、一部は達成されると見込まれる。指標のうち、NER と NIR の目標

値は、大半の県で既に達成されている。質に関する指標である進級率、留年率、残存

率は、現状の傾向では、2018～19 年の予測値でも、一部の県で達成が困難と考えられ

る。多くの県で、教育統計の県平均値は、対象郡の平均値より低くなっている。対象

郡では、プロジェクトの便益がみられるが、こうした作用は限定的で非対象郡には及

んでいないと考えられる。

・上位目標達成にあたって必要なことは、PESS が主体となって対象地域外に活動を普

及することである。普及活動について予算も含め県教育開発計画に盛り込むことで、

将来的な普及が促進されるであろう。SDP を提出した学校の割合は、対象郡において

は、プロジェクト期間中に 63％から 93％と 30 ポイント上昇しているが、終了時評価

のインタビューと経験共有ワークショップで、一部の学校では提出していないことが

判明している。また、非対象郡での SDP の提出状況は、さらに遅れており、DESB の
主導で SDP の策定を促進することは、学校運営を改善し将来的な EQS の向上につな

がると考えられる。インタビューした VEDC のひとつでは、プロジェクトの VEDC 研

修には参加していないが、他の機関による支援を受けている近隣の学校を訪問したと

いう説明があった。こうした地域間での交流は、プロジェクトの便益の普及に有用と

考えられる。

・上位目標達成の阻害要因となり得るものとしては、非対象地域の動向である。エンド

ライン調査でみたとおり、県の教育統計は、対象郡より低くなっている。上位目標を

達成するためには、非対象地域での状況を改善しなくてはならない。さらに、教育の

向上には、多くの外部要因、例えば、貧困や両親の移住等も関係している。こうした

外部要因も上位目標達成の阻害要因となり得る。

・プロジェクト目標から上位目標に至るロジック、すなわち、郡レベルから県レベルへ

の成果の普及は、適切といえる。ただし、指標の目標値に関しては、NER と NIR は、

終了時評価時点で達成の見込みが高いものの、質に関する指標である、留年率、中退



viii

率、残存率は、現状と 2018/19 年の予測値をみる限り、一部の県・郡で達成が厳しく

なっている。この目標値は、国家目標に合わせ設定したものであるため、その設定は

適切といえるものの、上位目標の現実的な目標値を再度検討してみることも妥当と思

われる。

・外部条件の影響はあまりない。ただし、上位目標に関する留意点として、他援助機関

が CIED II の対象県・郡で EQS/SDP/SBM に関する分野の支援を行うことを計画して

いることが挙げられる。2019 年までに、対象 4 県のうち計 31 郡が援助機関による支

援を得る見込みである。本プロジェクト開始時には想定外のことであり、このため、

上位目標の指標である教育指標の向上がみられたとしても、これが CIED II の成果に

よるものであると特定することが困難になっている。こうした事情から、追加指標の

設定を再検討する必要があると考えられる。

・エンドライン調査によれば、初等教育のアクセスには顕著なインパクトがあったとい

える。一部の対象郡の質の指標は達成されていないが、インタビューでは、VEDC の

働きかけにより子どもを学校に送る親が増えた、指導法に関する教員研修の後、授業

に対する子どもの関心が高まった、等のコメントが聞かれている。こうした傾向は、

将来、教育の質へのインパクトにつながる可能性がある。また、現在、教員養成校に

おいて、学校運営モジュール第 1 巻と指導法モジュールが使用されており、学校運営

モジュール第 2 巻も近々導入される予定である。これにより、将来、教員養成研修

（pre-service）に正のインパクトがあることが期待される。

・援助協調による相乗効果がみられる。MoES と援助機関の協力により、SBM ガイドラ

インと研修モジュールが開発され、MoES に承認された。同じく MoES と援助機関の

協力により、SBM 全国研修計画が策定されている。また、GPE II と BEQUAL（Basic 
Education Quality and Access in Lao P.D.R：オーストラリアの支援による基礎教育質の

改善プログラム）の枠組みで SBM プログラムが実施され、そのなかで、マスタート

レーナーが育成され、CIED II の便益の拡大にも貢献していくことが期待されている。

・予期せぬ正のインパクトとしては、MoES において、CIED II を通じて異なる部署間の

協調体制が構築され、MoES の業務一般でも活用されていること、援助協調の進展に

伴い、SBM とその関連事項に関し、各機関でばらつきがあった用語の統一が図られた

こと、がある。

・懸念材料としては、SBM の導入に伴い、コミュニティの作業が増えるのではないかと

いう声が、インタビューした職員から聞かれたことが挙げられる。ただし、これまで

にコミュニティから不満があがったことはないとのことである。今後、コミュニティ

からこうした不満が起こった場合には、負のインパクトを軽減するため、DESB とコ

ミュニティの住民の間で、緊密なコミュニケーションを図っていく必要がある。

(5) 持続性

持続性はある程度見込める。

・政策面の持続性は当面維持される見込みである。現行の教育開発計画である ESDP は、

SBM と教員研修の重要性を挙げており、同計画は 2020 年まで継続する。援助機関に

よる支援も当面続く。GPE II は、2019 年までの予定である。
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・組織面では、C/P 機関では、プロジェクトで導入した活動を継続していく予定である。

CIED I の対象地域であったセコン県タテン郡では、CIED II では対象地域から外れた

が、DESB が主導して研修を引き続き実施している。こうした事例から、C/P 機関が

プロジェクト終了後も活動を継続する見込みは高いが、そのためには、郡・県の教育

開発計画に予算措置も含め活動を入れておくことが必要である。

・財政面では、MoES の財政基盤は必ずしも十分ではない。ただし、GPE II の協力期間

は、SBM を進めていくための十分な予算が確保される見込みである。VEDC の多くは、

就学前クラスの開設など学校を改善するための活動をするための財源を十分にもっ

ていない。しかしながら、計画能力を向上させ利用可能な財源を効率的に活用するこ

とで、必要な活動を実施していくことを検討することは可能と思われる。

・SBM は、2019 年まで GPE II が支援する予定であるが、その後の見通しは、終了時評

価時点では明らかでない。ただし、世銀やオーストラリア、UNICEF、EU など、多く

の援助機関は、ラオス教育セクターに対する支援を継続する予定でいる。具体例とし

ては、オーストラリアは BEQUAL という 10 年間の基礎教育支援プログラムを 2014
年より展開しており、2019 年以降も支援対象期間となる。

・2016 年 4 月から 5 月にかけて、総選挙が予定されており、また、MoES では大規模な

組織改革が進行中である。しかしながら、MoES 職員へのインタビューでは、これら

により業務に大きな変化が生じることはないということである。

・技術面では、トレーナーが育成され、PESS/DESB の職員の行政能力が向上している。

校長と教員は、プロジェクトの学校運営や指導法の研修・ワークショップにより、学

校運営や授業に関する能力を向上させた。ただし、終了時評価でのインタビューや視

察では、例えば、一部の VEDC は、SDP 策定に関する受け答えから、SDP 策定に関す

る理解やデータや事実に基づく策定能力がまだ十分でないことがうかがわれた。

・MoES と援助機関との協力により、SBM 研修モジュールの開発中であるが、このモジ

ュールを活用することで、CIED II の期間中に培われた知識や技術の活用がさらに促

進されることが見込まれる。

・技術面での持続性に関する懸念材料としては、PESS/DESB での人事異動である。VEDC
でもメンバーの交替がかなり頻繁に起こっている。

３－３ 効果発現に貢献した要因

(1) 計画内容に関すること

・毎年の郡教育開発計画のプロセスにおける現状分析で「脆弱校」と特定された、特に

支援が必要とされている学校に焦点をおいた活動を実施した。

(2) 実施プロセスに関すること

・多くのトレーナーが高いモチベーションと能力をもっていた。

・VEDC のイニシアティブで両親に子どもの就学・通学を働きかけたり、教員が学習遅

滞児童に補習を行ったり、指導主事を含む郡の職員が学校を訪問してモニタリングを

行うなどしており、これらの活動が、NER、留年率、中退率等教育指標の改善に有効

だったと考えられる。一部の学校と郡では、こうした活動を学校改善計画や郡教育開
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発計画に盛り込んでいる。このような事例も踏まえ、学校・郡・県の教育計画を一貫

性をもって策定し、その質を向上させることが、さらに効果を上げるために有効と考

えられる。

・さまざまな形での技術支援が効果発現に貢献する。EQS に関しては、VEDC 研修と教

員研修の両方に参加した学校で点数が上昇する傾向がみられた。また、1 回の研修の

みで能力強化を図ることは難しく、研修後のフォローアップにより向上がみられると

いう声が多く聞かれた。学校では、校長の主導により教員同士で実施する校内研修が

有効ということであった。

・コミュニティと学校の関係がよいことも学校を向上させるために有効。現地調査では、

VEDC のリーダーシップが、学校の向上の鍵となると思われた。校長の管理能力を学

校の向上の促進要因として挙げる者も多かった。

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

・特になし

(2) 実施プロセスに関すること

・一部の関係者は、まだ能力強化が十分でない。例えば、一部の PESS・DESB 職員が

SBM を的確に理解しておらず、依然として「トップダウン」的な手法をとっており、

コミュニティの要望をあまり考慮しない。

・今後問題になり得る点としては、プロジェクトでは、学校運営研修に関しては、対象

10 郡内のすべての学校に対して研修を実施したものの、中退率と留年率の低減により

直接寄与する VEDC 研修と教員に対する指導法研修については、時間と予算の制約に

より、1 年間に 1 種類の研修を 1 郡 10 校（10 郡合計で 1 年間 100 校）に対し 2 年に

わたり実施したことから、プロジェクト期間中に研修ができたのは 333 校にとどまっ

ていること（延べ 400 校中 VEDC 研修と指導法研修の両方を受けた学校が 67 校）。ま

た、PESS/DESB で研修を受けた人材が他の地域へ配置転換になるケースがあるが、プ

ロジェクト期間中は、後任者が配置され、大きな問題とはなっていない。

３－５ 結論

活動は計画どおり、順調に実施されている。妥当性・有効性・効率性は高い。特に教育の質

に関連した指標の改善が見込みより遅れており、インパクトは中程度である。持続性に関して

は、財政面での懸念があるものの、必要に応じ援助機関の支援を得ることで、ラオス側関係者

のイニシアティブにより SBM を継続することが期待できる。インパクトと持続性において若

干課題があるが、アウトプット、プロジェクト目標は予定どおり達成されているため、本プロ

ジェクトは予定どおり完了することとする。

３－６ 提言

(1) CIED II で育成された人材の活用

CIED II による MoES/PESS/DESB の職員の能力開発を通じ、学校のニーズと能力レベル
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に応じた、多様な支援を提供できる人材が養成された。これら人材は SBM 推進にとって

貴重な人材で、ラオス政府はこれら人材を、中央・県・郡レベルでの SBM 計画・実施、

及び郡・コミュニティ・学校レベル研修等に引き続き登用することを強く提言する。また

これら人材は GPE II の実施において指導的役割を果たしていくよう取り計らうことも併

せて提言する。

(2) 能力開発の強化

多くの受講者の能力は、期待どおり向上しているが、一部の人材にはさらに研修が必要

であると指摘された。SBM 推進の人的資源の強化のために、プロジェクトの残り期間及び

終了後も、継続的な能力開発が必要である。

MoES/PESS/DESB には、プロジェクトで導入された活動を継続していくことが望まれ

る。特に、県・郡のトレーナー、学校現場に密接に関係する指導主事の能力開発が重要で

ある。能力開発については、省令として発行された SBM ガイドラインに基づき、マスタ

ートレーナーと協力して行うことが期待される。

また、研修後のそれぞれの研修参加者へのフォローアップを行うことが重要である。例

えば、学校と VEDC のフォローアップやモニタリングには、郡の職員や学校運営研修・

VEDC 研修のトレーナーがあたるのが望ましい。校長の発意で実施する校内研修も効果的

である。

中央・県・郡の人事異動が報告されているが、職員の異動があった場合は、各部署・機

関において、後任者への研修や、前任から後任への引き継ぎの徹底が重要である。また、

異動した前任者も、移動先の部署に所属しつつも、研修等のリソースパーソンとして継続

的に活動できるよう奨励することが有効と考えられる。

能力開発においては、学校改善計画（School Improvement Plan：SIP）のみならず、教育

の質の向上への貢献が重要である。例えば、指導法に関する教員の研修や学習が遅れてい

る子どもに対する補習授業の推進なども重視する価値が高い。

(3) 県・郡教育開発計画の向上

SDP で各学校が提示するデータや事実を取り入れて、県・郡教育開発計画を強化するこ

とが引き続き不可欠である。上述した能力開発に関するものを含め、必要な活動は、その

ための予算とともに、県・郡教育開発計画に合わせて明示的また恒常的に盛り込むことが

必要である。

財源については、政府予算に加え援助機関による資金も合わせ、EQS/SDP/SBM に関連

する活動に必要な資金を確保することで財政基盤を強化していくことが望まれる。財源と

しては、BEQUAL、GPE II、UNICEF による郡向けのグラント等が想定される。

(4) EQS に基づいた SBM のモニタリング

SBM 促進のため、EQS に基づき各校が SDP の策定と実施ができるよう支援することが

効果的である。具体的には、郡の職員と指導主事の学校モニタリングにおける通常業務の

一環として SDP の策定と実施を支援すること、そのための予算を郡教育開発計画に計上す

ることが考えられる。
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(5) EQS の見直し

終了時評価では、EQS を簡素化、客観指標化による改善余地があると見受けられた。EQS
の改善にあたっては、プロジェクトで育成された県・郡の職員のアイデアや経験を活用す

ることが望ましい。また、関係するステークホルダーや援助機関の間で EQS に関する議論

を継続していくことも重要である。

(6) GPE II の枠組みのなかでの SBM の実施

SBM の活動は、ラオス関連機関のイニシアティブと GPE II の支援により、活動を継続

していくことが期待される。CIED II で能力開発された人材が GPE II の枠組みでも SBM 普

及に貢献していく見込みで、意義深い。

GPE II は 2019 年に終了するため、MoES においては、GPE II の期間中から SBM 施策の

継続の検討に着手することが必要である。GPE II 終了の前に、必要な活動計画を策定し、

予算試算、要求するのが望ましい。

(7) 上位目標の追加的指標

現行の PDM では、上位目標の目標値は、対象県における 5 つの教育指標、すなわち、

NER、NIR、残存率、中退率、進級率、となっている。その目標値はラオスの国家目標と

一致している。上位目標の指標に関し、3 点指摘される。1 点は、現状と予測値にかんが

み、現在の目標値の水準が高いことである。また、2 点目は、これら指標がプロジェクト

終了後の CIED II の便益を必ずしも的確にとらえるとはいえない点である。3 点目は、CIED 
II 対象の 4 県 37 郡のうち、31 郡で、BEQUAL か GPE II による支援が計画されている。し

たがって、今後の県レベルの指標の変化があったとしても、これが CIED II の結果による

ものかどうかを明確に判断することが難しくなる見込みである。このため、CIED II のイ

ンパクトを測るため、現在ある指標を補完する指標を追加することを提案する。この追加

的指標は、CIED II の活動の結果をより直接的に反映したものであることが望ましい。例

えば、CIED II 対象 10 郡の、①DESB に提出された SDP の数、②SDP 策定支援の活動の数、

③同活動参加者数、④各校 EQS 指標の推移等が追加的指標の候補に挙がる。

３－７ 教訓

(1) SBM アプローチの重要性

SBM アプローチでは、学校レベルでの問題とその要因を郡・県の教育開発計画に盛り込

むことで、学校レベルの運営を強化することに重点がおかれている。エンドライン調査で、

対象各郡において EQS や教育統計が向上していることから、SBM のアプローチが初等教

育のアクセスと質の向上に有効であるといえる。

(2) 脆弱校に注力した支援

ラオスでは、多くの学校が、高い留年率と中退率を抱えている。一方、対象郡において

は、教育のアクセス、質、行政に関する各学校の状況には、大きな違いがある。教育全体

の底上げには、多くの問題を抱えている脆弱校の状況を改善することが肝要である。こう

した背景の下、プロジェクトでは、脆弱校に対する支援を重点的に行ってきた。エンドラ
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イン調査では、脆弱校の EQS 平均点は顕著に向上し、脆弱校と全校平均との差が縮小して

いる。脆弱校に注力した支援は、教育の現状の向上に有効であると考えられる。

(3) VEDC 研修と教員研修の重要性

エンドライン調査によると、VEDC 研修・指導法研修に参加した脆弱校の EQS スコアは

改善している。校長は全員が学校運営研修を受講していることから、授業や SDP 作成に直

接関与をしている教員や VEDC に対して追加的に指導法研修や VEDC 研修を行うことは、

脆弱校に便益があると考えられる。

このように、より不利な状況におかれている学校を特定し、授業実施や SDP 策定に直接

かかわる人材に対し追加的支援を行うことは、当該校を脆弱なグループから引き上げる有

効な手段であり、平等性を向上することにも効果的であるといえる。このことは、SDG の

目標 4 である質の高い平等な教育にもつながる。

(4) 非対象地域への普及

インタビューした VEDC のなかには、VEDC 研修は受講していないが、SDP 策定の手法

を学ぶため、自主的に近隣の学校を訪問しているケースがあった。こうしたコミュニティ

間での交流は、経験を普及するのに有効である。また、こうした交流活動により、対象地

域から非対象地域に経験を普及することも可能になる。そのためには、このプロジェクト

での PESS/DESB のような地方教育行政機関のイニシアティブにより、こうした交流活動

を促進していくことが望ましい。

(5) 短期専門家の追加派遣

プロジェクトでは、EMIS を支援するため、システム開発の短期専門家を追加で派遣し

た。これにより、EQS 達成を測るために喫緊の課題であったデータ収集と分析がより明確

に適切に行われるようになった。この専門家の派遣は当初の予定にはなかったものである

が、このように、プロジェクトのニーズに即した適切な専門性をもつ専門家を追加的に投

入することが効果的である場合もある。

(6) ドナー調整短期専門家の派遣

CIED II では、チーフアドバイザーと MoES に派遣の教育政策アドバイザー専門家に加

え、研修実施促進の短期専門家が援助機関との調整を積極的に行った。その結果、GPE II
は、CIED II の活動の成果に基づいた SBM 全国研修計画や SBM モジュールを利用する予

定である。このように、援助調整にある程度特化した活動を行う専門家を配置することは、

他援助機関との調整を促進し、プロジェクトの成果が援助協調のなかで継続されていくこ

とにつながりやすく、有効と考えられる。

３－８ フォローアップ状況

能力開発に関連し、JICA は、教育政策アドバイザーの調整の下、引き続き技術支援を提供す

る。必要に応じ、他ドナーとも調整したうえで、本プロジェクト終了後のモニタリング期間と

いう位置づけで短期専門家を派遣することを検討している。




