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１． 基本情報  

（１）案件名 イラク共和国エルビル県学校補修事業（第３期） 

Rehabilitation of Schools in Erbil, Republic of Iraq and 

Capacity Building for School Staffs (PhaseⅢ) 

（２）事業地 イラク共和国エルビル県 

（３）進捗状況 （ア） ほぼ計画どおり進捗している 

（イ） 計画より進捗している 

（ウ） 計画どおり進捗していない 

（４）事業期間 事業期間：２０１９年３月１日～２０１９年１１月３０日 

（５）供与限度額 

    及び執行実績 

・供与限度額： 34,425,495円 

・実績：      19,445,718円 

（６）団体名 認定 NPO法人 IVY                 

【法人番号：4-3900-0500-1075】 



２．事業の概要と成果 

（１） プロジェクト目標 

 

・老朽化した学校が補修され、生徒・教員が快適な施設で学習す

ることが出来る。 

・エイロル実業高校において、PC 教室の整備と教員の PC 研修が

行われ、ICT教育環境が改善される。 

（２）事業内容 

 

【コンポーネント① 学校補修】 

1-1 クルド教育省・施工業者との協議 

事業申請時の対象校 4 校のうち 2 校が地域コミュニティから寄付

を受け、事業開始前の冬休み期間中に補修工事が行われたことか

ら、3月にクルド教育省や各学校の関係者と協議の上、補修対象校

を変更した。 

4 月 8 日にクルド教育省関係者および施工業者との打ち合わせを

し、本事業における補修箇所を確認し、工事中の安全配慮、施工

日程に関し協議の上、契約を結んだ。 

 

1-2 学校補修のための施工 

弊団体が雇用したエンジニアを中心に、ほぼ毎日のペースで建築

現場確認をした。事業開始前後の 3-4 月には、イラクで例年以上

の降雨があり、これにより屋根からの雨水の浸潤による影響が予

想以上に大きく見られた。このため、当初計画よりも完全な防水

対策を行うべく、ペシュカウンティン小中学校、エイロル実業高

校、ハザール小学校の 3 校において、壁面強化や屋根の防水材料

の変更、電気配線工事の変更などの対策を取った。 

 

【各学校の工事内容】 

（1）シュバット小学校（公立校） 

第 1週～3週 廊下・教室の壁の補修と塗装、ドア修理、フェンス

の補修等を実施 

トイレ内セラミックタイルの補修等を実施 

第 4週～6週 電気配線、照明、スイッチの取り付け、扇風機の取

り付け等を実施 

第 7週～9週 屋根の雨漏り補修工事を実施 

 

（2）ペシュカウティン小中学校（公立校） 

第 1 週～4 週 廊下・教室の壁の補修と塗装関係工事、タイル交

換等を実施。トイレ、手洗い場の排水パイプの設

置工事 

第 5週～7週 窓の取っ手の設置、電気系統工事（スイッチ、コン

セント、照明、扇風機の設置等）の実施、トイレ便

器の設置 

第 8週～9週 地下室の防水強化対策工事の実施 

 

（3）エイロル実業高校（公立校） 

第 1 週～4 週 廊下・教室の壁の補修と塗装関係工事、教室を始

めとする校内ドアの補修。電気配線関係の工事 

第 5週～7週 水タンクや水道パイプの敷設 

第 8週～11週 校舎ドアの設置、屋根の雨漏り補修工事、階段部

分手すりの設置、電気配線工事（校内配線の修正）

の実施、電気スイッチの補修。壁の補修と塗装関

係の最終工事 

 

 



（4）ハザール小学校（公立校） 

第 1 週～第 4週 廊下、教室の壁の補修と塗装関係工事、ドア修

理、ホール部分タイルの補修、電気配線の補修、

コンセントの設置等を実施 

第 5 週～第 8週 トイレ、手洗い所の修理、水回り工事。教室お

よび廊下の照明の設置、扇風機の設置、監視カ

メラの設置等の工事 

ハザール小学校については、当初作成した BOQから 1年が経過し 

ており、事業申請後、着工までの期間内にも校舎の劣化が進んで

いた。そのため、工事を進める中で、クルド教育省エンジニアと

弊団体エンジニア、学校長と相談の上、補修面積を広げるなど調

整を行った。また学校長より全面塗装を部分塗装にしてほしいと

の突然の申し出があり、要望に対応した結果、当初の計画よりも

塗装面積が少なくなった。電気関連工事部分についても、学校長

からの申し出によりまだ使用可能な電気部品については交換の必

要はないと要望があったため、完全に使用不可の部品のみを交換

することとした。全体の工事を終えた段階で見積り額よりも安価

に工事が完了した。工事費用の残額については事業終了時に返金

することとする。 

 

1-3 施工の進捗確認と完成の確認 

施工完成の確認を、施工業者および弊団体エンジニアが 7月 11日

までの間に行った。 

 

【コンポーネント② ワークショップを通じた教員の主体的・持

続的な維持管理意識の醸成】 

 

2-1第 1回ワークショップの開催 

・7月 18日に第１回ワークショップを開催し、事業対象校 4校か

ら校長・教頭など 12人、クルド教育省から 3人、各校のスーパー

バイザー4 人が参加した。学校設備の維持管理を計るために現時

点での課題を出し合い、課題改善のために学校全体としてどのよ

うな取り組みを行えばよいか、教職員が維持管理に対して主体的

に取り組むようにするためにはどのような体制作りが必要か、に

ついて話し合い、各学校毎にアクションプランを考え、発表した。 

 

【コンポーネント③学校に PC 教室を整備し、教職員に対する PC

研修実施】 

3-1 クルド教育省・納入業者との協議 

4月に PCを設置する教室を含む学校設備補修（コンポーネント①）

を開始する段階で PC の設置につきクルド教育省および学校関係

者の了解を得た。PC の納入業者および PC 用の机や椅子の業者か

らは 7 月までの間に見積りを取り直し、適正な価格を考慮の上、

納入業者および納入価格を決定した。 

 

3-3 PC研修準備 

PC研修の実施について、事業申請時の実施計画を見直し、研修内

容を変更した。当初計画では研修の講師としてエイロル実業高校

3 人の教員(PC 担当教員含む)と弊団体スタッフが従事する予定で

あったが、弊団体スタッフから退職者が出たことなどを踏まえて、

実施体制を見直したところで、当初の計画案で予定していた研修

の質を保つことが困難と考えられることから、PC研修を外部講師

に依頼し、外部の研修施設を借りて実施することとした。 



3-4 PC研修の実施 

7月 22日から PC研修を開始し、8月 8日まで計 56時間実施する

予定である。 

対象者：教職員 23人 

受講期間：1日 4時間×14日間コース（56時間） 

（8 月 9日からの休日に引き続き、11 日よりイラクでは犠牲祭の

連休に入ることから、1 日当たりの受講時間数を 1 時間増やし、

14日間で実施することとした。） 

研修内容： 

1)参加者の PCスキル確認 

2)PCの概念説明 

3)PCの起動、OSのフォルダーの操作、タイピングの練習 

4)Wordの活用（文字入力、フォントや記号、グラフなどの活用、

文書作成、ファイル保存など）を利用し文字を入力する 

5)Excelの活用（図、グラフの挿入、関数の活用、フィルターの使

用など） 

6)インターネットとブラウザーによる情報検索の要領を学ぶ 

7)修了テスト実施（予定） 

 

研修では PCに触ったことがない、電源のつけ方のみ知っている教

職員がほとんどであり、慣れない PC操作に戸惑う様子も見られて

いるが、PC専門の外部講師による丁寧な説明と、教職員のペース

に合わせてカリキュラムを変更しながら進めているため、教職員

も意欲的に参加している。また、研修中にも突発的な停電が起き

ているが、生涯学習センターの自家発電設備により研修は滞りな

く進んでいる。 

（３）達成された成果 

   

 

【コンポーネント① 学校補修】 

成果を計る指標については、クルド教育省のエンジニアが第三者

評価を行い、5段階評価で 5を獲得する。 

 

【コンポーネント② ワークショップを通じた教員の主体的・持

続的な維持管理意識の醸成】 

・維持管理に対する課題を出し合うグループワークでは、校舎の

維持管理に必要な予算を各学校が持っていない、啓発に必要な材

料が不足している、各家庭での教育に問題がある、等々、学校以

外に課題の原因があるような意見が聞かれたが、弊団体スタッフ

やスーパーバイザーとの話し合いの中で、学校の自分たちの問題

として解決可能な問題に絞って考える様に指導した結果、自分た

ちが取り組めるアクションプランを作成することができた。 

・ワークショップでは、校舎設備の維持管理は自分たちで改善で

きる課題であることを伝えた。また、短期的には実現が難しい大

きな課題に目を向けるよりも、実現可能な小さな課題の解決に目

を向ける様に注力した結果、アクションプランでは、「新学期に学

内で一斉清掃キャンペーンを実施する」「生徒も含めて各クラスご

とに清掃キャンペーンの委員会を作って啓発活動を行う」など具

体的で取り組み可能なプランを策定することができた。 

 

【コンポーネント③学校に PC 教室を整備し、教職員に対する PC

研修実施】 

・PC 教室の補修が完了したため、7 月末までの間に終わらせる予

定でクルド教育省エンジニアによる第三者評価が行われていると

ころである。 

・7 月 22 日から 8月 8 日までの予定で PC 研修を開始し、教職員



 

  

が PCの操作方法を学んでいる。 

（４）今後の見通し 

 

【コンポーネント① 学校補修】 

・クルド教育省エンジニアによる第三者評価で 5の評価を得たこ

とを確認後、クルド教育省と補修を行った 4校分の MOUを交わ

す。 

 

【コンポーネント② ワークショップを通じた教員の主体的・持

続的な維持管理意識の醸成】 

・7月 18日に開催した管理職向けの第 1回校舎維持管理ワークシ

ョップのアクションプランの修正を行い、9 月の新学期以降に

このアクションプランが実行できるようにする。 

・新学期以降、このアクションプランが実行されているか、モニ

タリングを行い、プランの実施状況の確認を行う。また、この

プランと連携して、教員を対象とした第 2回校舎維持管理ワー

クショップを各校で実施し、学校ぐるみのアクションプランを

立案する。 

・校舎の維持管理のアクションプランのモニタリングにスーパー

バイザーも関わることで、他校にも維持管理の取り組みが共有

され、維持管理の取り組みの活性化、定着化されることを期待

する。 

 

【コンポーネント③学校に PC 教室を整備し、教職員に対する PC

研修実施】 

・PC設置工事を行い、クルド教育省が PCの維持管理を行う旨記

載した MOUを交わす（その際に、PC供与数、型番を記載した

レターも発行する） 

・コンポーネント②で実施した維持管理ワークショップのアクシ

ョンプランのモニタリングに合わせて、PC教室の維持管理に

ついて考える機会を設け、PC教室の使用方法、鍵の管理など

について話し合う。 

・弊団体スタッフが教育省のスーパーバイザーと PC教室の使用

状況、維持管理についてモニタリングを行う。 

・10月までに PC研修の課題が提出されているか把握し、提出さ

れた課題内容を確認する。 

３．その他 

 

（１）特記事項 特になし。 

 


