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事業事前評価表 

国際協力機構東南アジア・大洋州部東南アジア第 4 課 

１．基本情報 

国名：タイ王国（タイ） 

案件名：新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 

（COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan） 

L/A 調印日：2022 年 5 月 3 日 

 

２．事業の背景と必要性  

（１）当該国における新型コロナウイルス感染症の現状・課題及び本事業の位置

付け 

 タイ王国（以下、「タイ」という。）では、2020 年 1 月に国内初の新型コロナ

ウイルス感染症（以下、「COVID-19」という。）感染者が確認され、タイ政府は

3 月に非常事態宣言を発出し、商業施設の閉鎖や外出禁止など各種措置を実施し

た。一時は市中感染者がゼロとなるまで感染の抑え込みに成功したが、2020 年

12 月末の第 2 波、2021 年 4 月上旬の第 3 波により感染が急拡大。第 3 波のピ

ークアウト後は、一日当たりの新規感染者は 2,500 人と若干収束したものの、

オミクロン株の影響も受け、2022 年 2 月 20 日時点で、感染者数は累計約 271

万人、死者数は約 2.3 万人を記録し、一日当たりの新規感染者数は約 1.9 万人と

増加傾向にある。 

COVID-19 のタイ経済への影響は大きく、主要産業である観光業の 2020 年の

外国人旅行者数は 670万人と前年比 84％減と大幅に落ち込んだ（タイ観光庁）。

同じく主要産業である製造業も、COVID-19 感染拡大初期及び第 3 波の影響に

よる生産活動の停滞は抜け出したものの、COVID-19 以前の水準までには回復し

ていない。2021 年は観光業の停滞が引き続きマイナス要因となり、経済成長率

は 1.0％（世界銀行）に留まっている。こうした経済の停滞は、国内の貧困層や

脆弱層、中小企業にも影響を及ぼしている。失業率（2021 年第 3 四半期）は

2.25％と COVID-19 前の水準（1％前後）の 2 倍以上に悪化、貧困層は 20 万人

以上増加した（世界銀行）。とりわけタイの労働力の 54%を占める非正規労働者

は、社会保障の適用を受けることが出来ず、脆弱な環境に置かれている。また、

仕事による収入が減少する中で、生活費、教育費、住居費などの固定費の支出が

家計を圧迫し、2021 年 6 月末時点で家計債務 GDP 比は 89.3％と過去最高を記

録した（タイ中央銀行）。さらに、進出日系製造業のサプライチェーン・活動を

支える中小企業の約 4 割が、事業継続の危機に直面（タイ商工会議所大学）する

など経営状況の悪化に苦しんでおり、また中小企業における従業員雇用数は

COVID-19 前と比べて約 30 万人の減少となっている（タイ労働省）。 
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タイ政府は COVID-19 による国内経済及び社会への影響を軽減するため、

2020 年 3 月から 4 月にかけて、合計約 2.4 兆バーツ（約 8.3 兆円、2020 年時点

の GDPの約 14％に相当）に上る「COVID-19 対策パッケージ」を決定し、自己

資金及び国内または国外（アジア開発銀行（ADB））からの合計 1 兆バーツ（約

3.4 兆円）の借入（以下、「当初借入」という。）によって実施してきた。うち自

己資金分では、企業へのソフトローンの提供や現金給付、減税措置などの施策が

実施され、当初借入分では、①COVID-19 対策、②国民の生活保障、③経済・社

会回復、に資する施策が実施された。さらに、上述の第 3 波による感染状況及び

経済停滞の深刻化を受け、タイ政府は 2021 年 5 月に、当初借入にて対応した施

策①、②、③を継続・拡大すべく、5,000 億バーツ（約 1.7 兆円）の追加的な借

入（以下、「追加借入」という。）を決定すると共に、同年 9 月には公的債務の

GDP 比率の上限を 60％から 70％に引き上げることを決定し、政府による借入

の余地を拡大した。かかる経緯を踏まえ、タイ政府は 2021 年 11 月に日本政府

に対して「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」（以下、「本事業」

という。）による財政支援を要請した。 

特に上記①（COVID-19 対策）に関連し、タイ政府はワクチン接種を最優先課

題と位置付け、2022 年 1 月 31 日時点のワクチン接種率は 1 回目接種：74.7%、

2 回目接種：69.1％となっているが、3 割に上る 2 回目接種未完了者やブースタ

ー接種のため、ワクチンの安定的な調達は引き続き課題となっている。また、タ

イ政府は、ワクチン接種済外国人に対する検疫隔離免除措置の再開や濃厚接触

者の隔離期間の短縮等、厳格な措置による COVID-19 の抑え込みから、COVID-

19 と共に経済・社会を営むポスト COVID-19 への移行を見据えた政策に転換し

つつあるが、ポスト COVID-19 においては、特に国境地域では、隣国からの移

民労働者の流入などにより、クラスターの発生を通じた感染拡大のリスクが高

いことから、国境地域における適切な検疫・検査が重要である。さらに、タイで

は 2002 年に開始された公的医療保険制度の１つである Universal Coverage 

Scheme により、人口のほぼ 100％が健康保険・医療保障にてカバーされ、

COVID-19 ワクチン接種や治療費等も公的保険医療制度の補償対象となってい

るが、同制度は少子高齢化などの人口動態を踏まえ、10 年間（2006～2016）で

予算が倍増するなど、持続的な制度運営に課題を抱えている。COVID-19 ワクチ

ン接種・検査・治療を含む十分な医療をポスト COVID-19 においても持続的に

提供するためには、診療報酬制度の改定による保健財政の改善が必要な状況で

ある。 

上記②（国民の生活保障）、③（経済・社会回復）に関連し、タイの経済回復

に時間を要することが予想される中、感染リスクの高い状況にありながら社会

保障の適用を受けられない非正規労働者や、収入が減少する中で固定費が家計
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を圧迫している家庭といった、特に COVID-19 感染拡大の影響を受けている貧

困層、脆弱層への経済的支援、また、経営状況悪化により事業の縮小や雇用減を

余儀なくされている中小企業への経済的支援が引き続き必要となっている。 

（２）新型コロナウイルス感染症に対する我が国及び JICAの協力方針等と本事

業の位置付け 

 タイは、約 6,000 の本邦企業が進出する ASEAN ビジネスの拠点かつグロー

バルサプライチェーンの要であり、また約 8.3 万人（2021 年）と世界有数の在

留邦人数を抱える。我が国の「対タイ王国国別開発協力方針（2020 年 2 月）」で

は、ODA の基本方針において「日本とタイの政治・経済・社会面での緊密な関

係を踏まえた戦略的パートナーシップに基づき、双方の利益増進につながる協

力を推進する」とし、重点項目「（１）持続的な経済の発展と成熟する社会への

対応」において「持続可能な社会・経済の発展の基盤となる支援を行う」として

いる。COVID-19 の感染拡大はタイ全体の経済活動や市民生活に深刻な影響を及

ぼしており、タイによる COVID-19 対策とポスト COVID-19 への移行を支援す

る本事業は、本邦企業の活動やグローバルサプライチェーン、また在留邦人の安

全と生活の質の回復・改善にも資するものであり、日タイ双方の利益増進につな

がる。    

本事業の政策マトリクスには、技術協力プロジェクト「グローバルヘルスとユ

ニバーサルヘルスカバレッジのためのパートナーシッププロジェクト フェー

ズ 2」（2020～2023）に関連する政策アクションを含んでおり、プロジェクトと

の相乗効果が想定されている。 

 また、本事業は、タイの経済・社会の復旧に向けたタイ政府による保健医療体

制強化等の COVID-19 対策や脆弱層への支援等を含む COVID-19 対策パッケー

ジの実施を財政面から後押しするものであり、SDGs ゴール 1（貧困の撲滅）、3

（すべての人々の健康的な生活の確保）、8（包摂的かつ持続可能な経済成長）及

び 10（不平等の是正）に貢献する。 

（３）他の援助機関の対応 

ADB は、COVID-19 の影響を受けやすい貧困層・脆弱層、また中小企業への

支援を促進するべく、COVID-19 対策パッケージのための当初借入に対応し、

2020 年 6 月に総額 15 億ドル（約 1,710 億円）の財政支援（COVID-19 Active 

Response and Expenditure Support Program。以下、「CARES」という。）を承

認し、2020 年 11 月にタイ政府と借款契約調印済。 

 

３．事業概要 

（１）事業目的 

本事業は、COVID-19 の拡大により深刻な影響を受けたタイにおいて、財政支
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援を実施することにより、ポスト COVID-19 も見据えた保健医療体制の強化、

COVID-19 の影響を受けた貧困・脆弱層及び中小企業への支援の促進を図り、も

ってタイの経済・社会の安定及び開発努力の促進に寄与するもの。 

（２）プロジェクトサイト／対象地域名 

 タイ全土 

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）  

 タイ国民（約 6,600 万人） 

（４）事業内容 

本事業は、タイ政府と合意した政策マトリクス（別添）に基づく財政支援を

通して、ポストCOVID-19への移行を目指しつつ、財政面も含めた保健医療体

制の強化を図るとともに、COVID-19の影響を受けた貧困・脆弱層及び中小企

業へのタイ政府による緊急支援の継続を促す。また、政策アクションの着実な

実施を促すべく、2トランシェに分けた段階的な貸付実行を行う。 

（５）総事業費 

 50,000 百万円（うち、円借款対象額：50,000 百万円） 

（６）事業実施期間 

本事業の財政支援開始時期は、タイ政府が追加借入を決定した 2021 年 5 月

とする。プライヤーアクションの達成は確認済であり、L/A 発効後速やかに第 1

トランシェの貸付実行を行う。第 2 トランシェの政策アクションの達成目標時

期は 2022 年 6 月とし、政策アクション達成を確認後、貸付実行を行う。貸付完

了（2022 年 10 月予定）をもって事業完成とする。 

（７）事業実施体制 

 １）借入人：タイ王国（The Kingdom of Thailand） 

 ２）保証人：なし 

 ３）事業実施機関：財務省公的債務管理局（Public Debt Management Office, 

Ministry of Finance） 

（８）他事業、他援助機関等との連携・役割分担 

１）我が国の援助活動 

技術協力プロジェクト「グローバルヘルスとユニバーサルヘルスカバレッ

ジのためのパートナーシッププロジェクト（フェーズ 1）」（2016～2020）、及

び「同（フェーズ 2）」（2020～2023）において、保健人材活用及び保健財政

における日本の知見の共有を通じ、タイ及び周辺国の保健医療体制の強化を

支援している。タイにおいては、フェーズ 1 にて行った支援がバンコク内で

の診療報酬制度の施行に繋がり、2021 年には同制度の全国での施行が開始さ

れた。実施中のフェーズ 2 にて、診療報酬制度の対象項目の見直し、審査・

監査制度の改定など、同制度の改善に取り組んでおり、COVID-19 ワクチン接
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種や治療費等への対応にも資する保健財政の改善として、取り組みを後押し

する政策アクションを設定している。 

２）他援助機関等の援助活動 

本事業は CARESとの協調融資である。CARES は当初借入に対応し、本事

業は追加借入に対応することで、タイ政府による COVID-19 対策パッケージ

を支援するもの。本事業の政策マトリクスや運用効果指標の一部は CARES

と共通の項目を採用しており、共通部分を中心に共同でモニタリングを行う。 

（９）環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類 

１）環境社会配慮 

① カテゴリ分類 C 

② カテゴリ分類の根拠 本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイド 

ライン」（2010 年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限で

あると判断されるため。 

２）横断的事項 

本事業の政策マトリクスにおける政策アクションには、COVID-19 の影響

を受けている貧困層や脆弱層への直接的支援（現金給付）が含まれる。 

３）ジェンダー分類：【対象外】「（GI）ジェンダー主流化ニーズ調査・分析案

件」 

＜活動内容/分類理由＞ 本事業はジェンダー主流化ニーズに関する検討が

されたものの、ジェンダー平等や女性のエンパワーメントに資する具体的な

取組みを実施するに至らなかったため。 

（１０）その他特記事項：特になし 

 

４. 事業効果 

（１）定量的効果 

１）アウトカム（運用・効果指標） 

指標名 基準値 目標値 

●調達済 COVID-19 ワクチンの個

数（百万個） 

103 

（2021 年 12 月時点） 

223 

（2022 年 12 月時点） 

●全国展開されている診療報酬の

項目数（項目） 

814 

（2022 年 1 月時点） 

3,749 

（2023 年 6 月時点） 

〇（国家統計局の調査にて）低賃金

が第一の課題であると回答した非

正規労働者の割合（％） 

53.5 

（2019 年 12 月時点） 

≦63.5 

（2022 年 12 月時点） 

〇タイ国内の中小企業の数（万社） 310 

（2019 年 12 月時点） 

≧279 

（2022 年 12 月時点） 
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●JICA独自指標 

〇ADB CARESと共通の指標（ただし、目標値及び同時点は JICA独自に設定。） 

（２）定性的効果 
タイの経済・社会の回復と安定 

（３）内部収益率 

プログラム型借款案件のため内部収益率は算出しない。 

 

５. 前提条件・外部条件 

（１）前提条件：特になし 

（２）外部条件：特になし 

 

６. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用 

東南アジア三ヵ国向け緊急財政支援借款（フィリピン「緊急財政支援円借款」、

インドネシア「気候変動対策プログラムローン(II)（景気刺激支援）」、ベトナム

「第 8 次貧困削減支援借款（景気刺激支援）」）の事後評価結果等では、緊急財政

支援の目的の一つが、危機への迅速な対応を促すための速やかな資金供与を行

うことであるとすれば、その効果を高めるためには、支援供与のタイミングが非

常に重要であり、可能な限り、支援供与までの手続の簡素化を図るとともに、機

動的かつ柔軟な仕組みとしておくことが望ましいとの教訓が得られている。 

また、パキスタン向け円借款「電力セクター改革プログラム」「電力セクター

改革プログラム（II）」（評価年度：2017 年度）の事後評価結果等において、開発

政策借款で提示された政策アクションの実行を支援するために、並行して技術

協力を組み合わせて実施することによって、より実効的な政策改善・改革につな

げることができると指摘されている。 

上記を踏まえ、本事業では、COVID-19 第 3 波の影響を受けた追加資金ニー

ズに迅速に対応すべく、ADB の CARESとの協調融資として、ADBのモニタリ

ングフレームワークやモニタリング体制を活用することにより、迅速な資金供

与を可能としている。また、実施中の保健医療分野の技術協力に関連した政策ア

クションを設定することにより、より実効的な COVID-19 対策の促進を図る。 

 

７. 評価結果 

本事業はタイの開発課題・開発政策並びに我が国及び JICAの協力方針・分析

に合致し、ADB との協調融資による財政支援を通じて、ポスト COVID-19 も見

据えた保健医療体制の強化、COVID-19 の影響を受けた貧困・脆弱層及び中小企

業への支援の促進を図り、もってタイの経済・社会の安定及び開発努力の促進に

寄与するものであり、SDGs ゴール 1（貧困の撲滅）、3（すべての人々の健康的
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な生活の確保）、8（包摂的かつ持続可能な経済成長）及び 10（不平等の是正）

に貢献すると考えられることから、事業の実施を支援する必要性は高い。 

 

８. 今後の評価計画 

（１）今後の評価に用いる指標 

４．のとおり。 

（２）今後の評価スケジュール 

事業完成 2 年後  事後評価  

以 上  



 

1 

別添 

新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 政策マトリクス ※ 

 

政策課題 政策目的 プライヤーアクション（第 1トランシェ） 

（達成確認済） 

政策アクション 2（第 2トランシェ） 

（達成目標時期：2022年 6 月末） 

1. COVID-19 対応

を含む保健医療体

制の強化 

（1）COVID-19 検査能力の強化 〇1) 全国での COVID-19検査能力が十分な水準まで向上する ●9) COVID-19 の感染状況とタイ政府の国境管理政策に基づいた、国境地域

における COVID-19検査に関する政策が策定される 

（2）COVID-19 のための医療保険の改善 〇2) COVID-19 の検査及び治療を必要とする全てのタイ国民について、費用

の全額が保険でカバーされる 

●10）COVID-19の検査及び治療に係る費用の保険による全額負担が継続さ

れる 

（3）COVID-19 ワクチンの確実な調達 ●3) 2022 年の COVID-19 ワクチン調達計画が策定される ●11) 2022 年の COVID-19 ワクチン調達計画どおりにワクチンが調達される 

（4）ポスト COVID-19 を見据えた保健財政制度の改善 ●4) バンコクで導入された診療報酬制度が全国に展開される ●12) 診療報酬制度改定のための計画が立案される 

●13) 審査・監査制度改定のための計画が立案される 

（5）医療機関への財務的支援を通じた、ポスト

COVID-19 に向けての持続的な保健医療サービスの確保 

●5) NHSOを通じた医療機関への費用補填プログラムが策定される ●14) NHSO を通じた医療機関への費用補填プログラムが開始される 

2. COVID-19 の影

響を受けた貧困・

脆弱層への支援 

（6）貧困層、脆弱層への社会保障制度の改善 〇6) 社会保障制度に登録済で COVID-19により失業した移民労働者が失業給

付金を受給する 

  

（7）貧困層、脆弱層への資金支援 ●7) 家庭への教育補助金支給プログラム（初等、中等、職業訓練校の生徒／

学生 1名につき 2,000 バーツを支給）が策定される 

●15) 教育補助金支給プログラムが完了し、PDMOによる同プログラムの評

価が実施される 

3. COVID-19 の影

響を受けた中小企

業への支援 

（8）COVID-19 の影響を受けた中小企業への財務的支

援 

●8) 中小企業への雇用補助金支給プログラム（従業員 1名につき 3,000 バー

ツ/月を 2~3か月間を支給）が策定される 

●16) 雇用補助金プログラムが完了し、PDMOによる同プログラムの評価が

実施される 

※●：JICAが独自に設定する指標、〇：ADBの CARES と共通の指標 

 NHSO：National Health Security Office（国民医療保障事務局）、 PDMO：Public Debt Management Office（財務省公的債務管理局） 

 


