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１． 基本情報  

（１）案件名 イラク共和国学校教育環境整備事業 

Improvement of Educational Environment, Republic of Iraq 

（２）事業地 イラク共和国ニナワ県、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：２０２０年３月１日～２０２１年２月２８日 

（５）執行実績 実績：11,283,442 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 

（今期事業達成目標） 

・トプザワ中学校校舎が補修され、村の子どもたちが通えるようにな

る。また、教員により維持管理体制が構築され、安全で快適な環境が

維持される。 

・補修が完了した校舎を活用して補習校を開校し、子どもたちが公立

校の授業についていくための学力を身につける。また、未就学の子

どもたちに教育の機会を提供する。 

・エルビル県の実業高校2校において、整備された PC教室を活用し、

１～２年生に PC授業がカリキュラム通りに行われ、生徒が PCの基礎

的な操作スキルを身につける。また、 PC研修を教職員に実施し、授

業や事務で PCの活用が促進される。 

（２）事業内容 

 

3月初旬にイラク国内で初めて感染が確認された新型コロナウイ

ルスの影響で、イラク政府及びクルド政府は県外移動の禁止、研

修や集会の禁止措置の他、学校を 2020年 2月以降休校にしている

ため、各活動の進捗に若干の遅れが生じているが、活動内容や方

法を変更するなどして対応している。 

 

【コンポーネント①学校補修】 

1-1 ニナワ教育局・施工業者との調整 

3月 8日に幣団体エンジニア、施工業者が現場調査を行い、BoQ

に基づき補修箇所の再確認を行った。新型コロナウイルスで行政

機関が閉鎖されていたためトプザワ中学校の補修許可を取得する

までに時間を要したが、7月 7日になってようやく承認が下りた。 

 

1-2 学校補修のための施工 

トプザワ中学校における学校補修を開始し、幣団体エンジニアが

現場確認を行っている。 

 

【工事内容】 

1週目：瓦礫の除去、自家発電装置を収納する部屋の補修、教室・

職員室の補修、校舎内部の壁面修理、貯水タンクの設置 

2週目：瓦礫の除去、4週目に実施した施工の準備 

3週目：祝日の為一時休止、4週目に実施した施工の準備 

4週目：瓦礫の除去、自家発電装置を収納する部屋の補修、教室・

職員室の補修、学校フェンスの補修、校舎内部の壁面修

理、手すりの補修、教室棟と事務室棟の間の地面のコン

クリート貼り、教室・職員室部分の金属製ドア設置、プ

ラスチック製の窓の設置、プラスチック製の窓の設置と

外壁の整備、プラスチック製の窓の設置、鉄製の階段の

設置、金属製ドアの設置、木製ドアの設置、手洗い所の

整備、貯水タンクの設置、トイレ便器の設置、屋内照明

設備の設置、空調設備(エアコン）の設置、防犯用ライト

設置（校舎外部に設置） 

 

【コンポーネント②補習校の開校と運営】 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、イラク政府は補習校や集

会などの禁止措置をとっており補習校の開校が困難なことから、

生徒が家庭で学習を継続し、新年度の授業についていくための学

力を身につけられるよう、学習プリントの配布に活動を変更した。 

 

2-1 ニナワ教育局との調整 

ニナワ教育局に対して、 新型コロナウイルスの影響で開校できな



い補習校の代替の活動として、プリント配布による家庭内での学

習支援を行う旨を伝え、承認を得た。 

 

2-2 生徒・教員の募集 

7月 21日、プリント配布による家庭内での学習支援の教員募集を

開始し、各教科（物理、科学、化学、社会、英語、アラビア語、

数学）の担当教員の面接を行い対象となる子どもの登録を開始、8

月末時点で 149人の登録を完了している。 

 

2-3 教員採用 

教員募集に対し 21人より応募があり、7月 26日より各教科の教

員採用面接をオンラインで実施し、教員免許、教員経験を有する

校長 1人を含む教員 8人（男女比 5：5）の採用を完了した。 

 

【コンポーネント③エルビル県実業学校の PC教育環境整備】 

3-1 エルビル教育局・学校長との調整 

エルビル教育局と学校長より、PC教室補修の承認を得た。新年度

から PC教員を 2校に配置してもらえるよう、エルビル教育局に要

請している。 

 

3-2 施工業者/PC納入業者との調整 

施工業者と PC納入業者より 3者見積りを取得し、適正な価格を考

慮の上、納入業者及び納入価格を決定し、PCと机椅子を発注した。 

 

3-3 PC教室補修のための施工 

6月下旬よりPC教室の補修を開始し、以下の通り工事を実施した。 

 

学校名 1週目 2週目 

 

エルビル商業高校 

エマルション塗装、

コンセントの補修、

電灯スイッチの補

修、天井扇と調整機

の補修、蛍光灯の補

修、換気扇の補修 

コンセントの補修、

電灯スイッチの補

修、天井扇と調整期

の補修、蛍光灯の補

修、換気扇の補修 

 

夜間部職業訓練校 

エマルション塗装、

窓及び取っ手の補

修、コンセントの補

修、天井扇と調整機

の補修、蛍光灯の補

修、換気扇の補修 

窓及び取っ手の補

修 

 

3-4 PC、机椅子等の設置 

PC21台と机椅子 30台の発注を行った。PC教室を使用する予定の

1年生、2年生は 1クラスあたり 30人程度いることから、PCは 2

人で 1台使用する予定であるが、机椅子が不足しているため、生

徒数にあった台数を設置し学習環境を整えるために、当初の予定

より 9台多い 30台発注することとした。 

 

3-5 PC教室補修、工事完了の確認 

教育局エンジニア、幣団体エンジニア、施工業者の 3者で工事の

完了確認を行った。PC設置完了後の 9月に教育局と MoUを締結す

る。 

 



3-6 教職員へのアンケート実施 

5月 27日、教職員へのアンケートを実施し、PC研修参加者のリス

ト及び PC利用のレベルなどを確認した。アンケート結果は以下の

通り。なお、参加を希望しない人 11人の理由は、定年が近い 7

人、期間雇用 2人、他の研修参加 1人、夏休みに別の仕事をする

1人であった。 

学校名 
PC利用のレベル 

研修参加 

希望者 

PCを使っ

たことが

ない 

起動する 

程度 

書類作成 

可能 

エルビル 

商業高校 

（参加 

希望者） 

16人 

（8人） 

1人 

（1人） 

13人 

（10人） 

19/30人 

夜間部職

業訓練校 
0人 4人 7人 11/11人 

 

3-7 教職員対象 PC研修の実施 

夏休み期間中に PC研修実施を予定していたが、新型コロナウイルス

の影響で研修の開催が禁止されていることから未実施となっている。

研修に際し PCが必要となることからオンラインでの開催も難しいた

め、新学期開始以降に実施できるよう調整している。 

 

3-8  PC教室維持管理ワークショップの実施 

7月 22日、PC教室維持管理ワークショップを実施した。参加者は、

エルビル商業高校と夜間部職業訓練校の校長と教頭の計 4人であ

った。感染状況に配慮し、PC教員は後日校長より内容を共有する

こととした。また、エルビル教育局のスーパーバイザーは、体調

不良のため不参加となった。ワークショップでは、PC設備の使用

に関するルールや注意喚起を促すポスターなどがないため、適切

な設備の使用方法を校長の責任の下、周知する必要があることが

議論された。また、維持管理のアクションプランに関しては、両

校の校長が PC教員を含めて策定し、弊団体と教育局スーパーバイ

ザーに共有した。アクションプランの中には、PC教室の維持管理

と使用方法に関するガイドラインの策定や PC教室管理責任者を

決めて清掃員とともに清掃を行うなどのプランが策定された。 

（３）達成された成果 【コンポーネント①学校補修】 

・BoQに沿って補修工事が行われていることを幣団体エンジニア

が確認している。 

・補修されたトプザワ中学校への登録生徒数については、新学期

開校後に把握する。 

【コンポーネント②補習校の開校と運営】 

・8月末時点で 149人が学習プリント配布の活動に登録している。

引き続き登録を実施予定。 

【コンポーネント③エルビル県実業学校の PC教育環境整備】 

・PC教室の補修工事が BoQに沿っていることを、エルビル教育局エ

ンジニアと弊団体エンジニアで確認し、5段階評価で 5の評価を得

た。 

・7月 22日にPC教室維持管理ワークショップを開催し、校長、教頭ら

と PC教室の維持管理について話し合い、アクションプランを策定し

た。 



 

 

 

（４）今後の見通し 【コンポーネント①】 

 9月から 10月に補修完了予定。補修完了後、ニナワ教育局エ

ンジニア、幣団体エンジニア、施工業者の 3者でと完成の確

認と評価を行い、教育局エンジニアが第 3者評価を実施する。 

 新学期開校後、トプザワ中学校校長、教職員、教育局スーパ

ーバイザーとともに校舎維持管理ワークショップを実施す

る。 

 校舎維持管理ワークショップで策定した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、プランの実施状況を

確認する。 

【コンポーネント②】 

 9月から新年度開始までプリント配布、テスト、フォローア

ップを通じた自宅学習支援を実施する。 

【コンポーネント③】 

 9月初旬までに PC21台と PC用の机椅子を 30台、エルビル県

の実業高校 2校に搬入完了予定。 

 PC設置完了後の 9月に教育局と MoUを締結する。 

 クルド政府より研修の実施が禁止されているため、PC研修は

状況に応じて以下の通り実施する。 

① 9月中に規制解除される場合：10月から 11月にかけて計

画通り実施。 

② 9月中に研修実施許可が得られない場合：研修日数を増

やし、少人数制（3人前後）で 10月より各学校で実施す

る。 

 学校再開後、PC授業のモニタリング、PC教室維持管理状況モ

ニタリング、教職員へのフォローアップ 

３．その他 

（１）特記事項 新型コロナウイルスの影響で各活動の進捗に若干の遅れが生じて

いる他、国際スタッフの赴任時期の見通しが立っていない。イラ

ク政府は、犠牲祭明けの 8月初旬から研修や集会などの禁止措置、

移動制限などを全面的に解除する予定であったが、現在に至るま

で移動制限の解除などは実施されていない。そこで、感染予防対

策（スタッフのマスクの着用、手洗いの徹底など）を講じ、教育

局や教育クラスターと情報共有しつつ、各活動の実施可能なタイ

ミングを見計らって迅速な活動の実施に努める。また、必要に応

じて、研修期間の短縮や研修回数を増やし、1回の研修の参加人

数を最小限に抑えるなど、活動方法を変更・工夫することで事業

の目的の達成を目指す。 

 


