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資料：B.2  施工業者／家具業者の概要 

 
（１）施工業者 

A 社 ETROBASA  

  住所：300 Logemants ACI, Garantiguibougou, B.P.:E1051 BAMAKO
 Tel: 675 27 83/ 640 33 68 

 

面会者 
訪問日時 
 
 
1.会社概要 
 
 
 
 
2.工事の受
注状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.工事受注
地域 
 
 
 
4. カテゴリ
ー分類と契
約金額の問
題 
 
 
 
 
5. 資機材の
調達と免税
手続き 
 
 
 
 
 
6.鋼材につ
いて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Abdoulaya DICKO Directeur General 
2004 年 8 月 5 日、午前（事務所） 
（AGETIPE の紹介） 
 
設立年：1995 年 12 月設立 
技術者：常勤、非常勤合わせて 12 人   技師：4人 
売上高：2003 年 8～9 億 FCFA 

2004 年 １月～8月まで、10 億 FCFA（今年度の工事受注量が多い）
 
AGETIPE 及び AGETIER が発注する学校建設工事の受注実績があり、施工業者
の中で一番多く受注している。これまでモプチから北の北部州での建設工事
を得意としている。 
AGETIPE：20 校（30 教室）の建設工事 
AGETIER：9 校の建設工事 
現在、AGETIER 発注の 7校（21 教室）の学校を建設中 
その他の進行中のプロジェクト 
大規模なものとして、CAP(Kolokani)、教員研修センター、クリコロ州の IMF
（教員養成学校） 
今後の予定プロジェクト AGETIPE 発注のモプチ州 7校の建設 
 
同社と同程度の施工業者は多数ある。バマコでは、施工業者間の競争が激し
く、工事価格が下がっており、結果として建物の質が悪くなっている。同社
以上に多くの建設工事を抱えている業者もある。バマコでは大型工事が多い
が、同社では受注が難しく、地方の小規模な工事を請負うようにしている。
 
カテゴリー分類が、業者の資金力や技術力をあらわしていないことから、登
録上の分類はあまり考慮されていない。また、AGETIPE も分類について信用
していない。銀行が施工業者を正確に評価しており、信用ライン（信用方針、
証明）や銀行保証等を発行している。 
以前、分類は厳密に適用されていたが、現在分類と実態が合致していないこ
とが知れ渡っている。但し、政府発注工事では、法律的に必要とされ摘要さ
れている。 
 
工業製品について施工業者は一般的に卸売業者から購入する。施工業者の中
には、小数であるが直接資機材を輸入する業者もいる。 
コートジボワールの混乱以前は、資機材の 9 割近くがコートジボワールから
輸入されており、免税手続きに関し卸売業者が慣れて施工業者の代行してい
た。現在、輸入先が新しくなったため、免税手続きが不慣れな卸売業者が多
くなっている。結果として施工業者が直接輸入し免税の手続きをする例が多
くなる傾向にある。 
 
SOTAMALI と SOMAFAM の 2 社がほぼ独占的に鋼材を輸入しており、投機的な動
きをする。マリ国内で品薄になると価格を吊り上げる。輸入会社は周辺国に
関連会社があり、直接施工業者が鋼材を輸入することは困難である。隣国の
ブルキナファソの Hage Metal 社に注文する場合もあるが、納入時期が現場の
工事の進捗に間に合わせることが難しいときもある。（Hage Metal 社は首都
ワガドｩグで金属製屋根材や鉄筋等の素材を輸入、製品加工をしている業者）
鉄筋の仕入れにおいて、マリ国内の卸売業者が、バマコの工場以外から仕入
れることが難しい。卸売業者は在庫をほとんどもっていない。従って施工業
者はバマコの卸売業者から購入し各現場へ搬入する。 
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7.セメント
について 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.サイトへ
の資機材の
運搬 
 
9.労働者の
確保 
 
 
 
 
 
10. 地 方の
現場での学
校建設、施工
上の課題 
 

コートジボワール混乱後、投機的な動きがあり、輸送コストが大幅に上昇し
た。同社もセメントを直接輸入を始めるようになった。自社のトレーラーを
使いセネガルから輸入している。セネガル国境近くのカヤで購入する場合も
ある。 
セメントは、国内で供給が不足し品切れになる場合がある。また、綿花の収
穫時期に輸送用のトラックが不足する。 
建設サイトがモプチのような東部の場合、セネガルからセメントを運搬する
には距離がありすぎるので、トーゴから直接購入し中継基地にストックし各
サイトへ運ぶ。 
 
都市部から地方のサイトへ資機材を運搬する場合、輸送業者を使う場合もあ
るが、輸送業者の所有しているトラックが古く輸送時間がかかるなど問題が
多い。通常は自社のトラックを使用する。 
 
雨期の農繁期に労働力を確保することが難しくなる。北部の人と南部の人は
考え方が少し異なる。北部の人はきつい仕事をしたがらない傾向にある。ま
た、村人は施工経験がないので使いものにならない。 
セグーやモプチでは職人が育っており、労働者の確保において問題ないが、
他の地方都市では難しい。従って同社で施工する場合、大部分バマコで施工
チームを編成しサイトへ労働者を連れていく。 
 
施工管理において適切な技術者を配置することが重要。工事中に現場の監督
による職人の指導が大切である。各段階で指導をきちんとしないと後で問題
が大ききくなる。 
 
 

 
 
（２）施工業者／家具業者 

B 社 ETS MANDING COMMERCIAL  

  住所：バマコ右岸 
 Tel: 220 56 93 

 

面会者 
訪問日時 
 
 
1.主要業務 
 
 
 
2. 家具製作
所の概要 
 
3.木材の調
達 
 
 
 
 
4.家具の納
入方法 
 
 
5.作業所内
の様子 
 
 

Mr. Mohamed DIARRA ,Directeur 
2004 年 8 月 3 日、午後（作業場、事務所） 
（家具業者として、OPEP プロジェクト室建築家の紹介） 
 
家具製作 学校用家具（スチールロッカーを含む）、一般家具（ソファ、ベッ
ド、食卓、食器棚等） 
建築工事（小学校建設工事の実績あり） 
 
作業所の従業員数：常勤 25 名、その他は契約社員で受注に応じて雇用。 
学校用家具の生産能力：500 セット／1.5 ヶ月 
 
使用木材の種類 赤材：高価（マリ産及び輸入材） 
  白材：少し安い（輸入材） 
学校用家具や一般家具では、主にマリ産の木材を使用する。 
木材の納入業者はバマコに 4 社あり、材料の調達において特に問題はないと
のことである。 
 
学校用家具は現地納入が条件である。家具を運搬する場合は特に梱包はしな
い。サイトで組み立てる場合もある。同社では、10トントラックを所有して
おり、家具の運搬に利用している。 
 
道路をはさんで作業所が 2 箇所ある。１箇所は鉄工所と製材、木工所になっ
ており、その作業スペースは非常に狭い。もう一方は事務所と一般家具の組
立作業所になっており、屋外は塗装作業や製品置場に利用されている。全体
的に零細な町工場の印象である。 
しかし、道路沿い屋外での家具や鋼製建具の製作風景を見かける例が多い。
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視察した作業所は、まだ上屋があり加工機械や溶接機械などを備えており、
スペースが狭いものの、他の業者の作業所に比べて製作環境はよい部類に入
ると想像される。 
別に視察した Enterprise Issa Baba TRAORE の鉄工所に比べて加工機械の種
類が多かった。 
 

 
 
（３）施工業者／家具業者 

C 社 Enterprise Issa Baba TRAORE  

  住所：バマコ右岸、 B.P.:E0833 BAMAKO 
 Tel: (223) 29 06 55 

 

面会者 
訪問日時 
 
 
 
1.主要業務 
 
 
 
2.会社概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 家具製作
所の概要 
 
4.木材の調
達 
 
 
 
5.学校家具
の製作手順 
 
6.鉄工所 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.作業所内
の様子 
 
 

Mr.Issa Baba TRAORE 、Ingenieur ‒ Genie Civil 
2004 年 8 月 3 日、午後（作業場） 
2004 年 8 月 5 日、午前（事務所） 
（家具業者として、OPEP プロジェクト室建築家の紹介） 
 
主要業務 一般建築、学校施設、学校用家具製作 
学校施設建設と家具製作を同時に行う場合もある。 
施工業者登録：カテゴリーＥ 
 
常勤 技術者：3名、技師：2名 
工事の受注状況に応じ、非常勤で従業員を採用 
工事現場の範囲：南部５州（シカソ、セグー、バマコ、クリコロ、カイ、モ
プチ） 
学校建設の受注先：OPEP 、AGETIPE、 AGETIER 
学校建設の実績：2003 年 16 教室 
 2004 年 3 教室（OPEP 資金）、300 組の家具納入（OPEP 資金） 
年間売上高：2003 年 1.4 億 FCFA （2800 万円） 
 
木工所：従業員数 常勤約 10 名、その他非常勤 
ベッドや食器棚等も製作しているが、主として学校用家具を製作 
 
木材の種類：輸入木材やマリ産を使用、お客の要望に応じて選定する。 
輸入木材：ガーナ産、コートジボワール産、ギニア産 
日本のプロジェクトではマリ産を使用し、家具（624 セット）を納入した実
績がある。 
 
学校用家具の製作手順は、鉄材フレームの加工を鉄工所で行い、フレームと
木材をサイトに搬入し、現場で組立、最終仕上げ塗装を行う。 
 
木工所とは別の場所で家具用のスチール枠を製作。 
鉄工所の生産能力： 

学校用家具の鉄材フレームの製作 48 セット／3日 
鉄工所では鋼製建具の製作も行っている。 
建具の参考価格 
学校用両開扉 厚 1ｍｍ、枠込み  9 万 FCFA／セット 
学校用窓  W1200    5 万 FCFA／セット 

（建具の取付け作業は施工業者が行い、仕上げは家具業者が行う） 
 
建設工事と学校用家具製作の両方を業務としている会社で、家具の製作所を
訪問した。家具の製作所は鉄工所と木工所で場所が離れている。鉄工所はか
なり零細な町工場の印象を受けたが、木工所は、同一敷地に同業者が 5,6 社
集まっている一角に同社の作業所があり、どの作業所も家具製作作業に活気
付いていた。 

 

 



資料：B.3　　建設資機材の調達状況

国内調達 第3国調達

資機材 現地生産品 国内流通 備考

輸入品

建築工事

セメント ○ トーゴ、セネガル、コートジボワール、

ギニアから輸送

砂 ○

砂利 ○

鉄筋 ○ 主にSOTAMALI, SOMAFAMにて取扱い

鋼材 ○ 主にSOTAMALI, SOMAFAMにて取扱い

型枠材料 ○ ○

レンガ ○ バマコのレンガ工場あり

コンクリートブロック ○ 建設現場で製作

磁器タイル ○

合板 ○

木材 ○ ○ トーゴ、ギニアから輸入（主にギニア産）

波板亜鉛鉄板 ○ バマコで製品加工

折版亜鉛鉄板 ○ バマコで製品加工

アルミ製屋根材 ○ バマコで製品加工

波板ファイバーセメント板 ○

スチールドア ○

木製ドア、サッシュ ○

建具金物 ○

ガラス ○

ガラスブロック ○

ペンキ ○

学校用家具 ○

(机・椅子、収納棚)

給排水衛生設備工事

PVC管 ○

金属製配管類 ○

配管金物 ○

衛生陶器 ○

水洗金物 ○

手動井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ ○

電気設備工事

分電盤 ○

PVC配管材料 ○

電線・ケーブル ○

照明器具 ○

スイッチ・コンセント ○

発電機 ○

凡例 　○：調達先

B.3-1
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資料：B.4  資機材業者の概要 

 
（１）資機材輸入販売、製品加工業者 

A 社 SOTAMALI  

  住所：バマコ左岸  B.P.:E2810 BAMAKO 
 Tel: 221 02 86 / 221 24 63 

 

面会者 
訪問日時 
 
1.会社概要 
 
 
 
 
 
 
2.年間の商
品取扱い量、
在庫 
 
3.原材料の
調達と在庫
について 
 
 
 
 
4．材料の輸
送について 
 
 
 
5.販売先と
輸送につい
て 
 
 
 
 
6.製品の参
考価格 
 
 
 
 
2.視察した
工場の様子 
 

Mr. Karim ROZZ 
2004 年 8 月 3 日、午前（事務所、工場） 
 
1998 年設立 
会社の従業員数：約 60 名（4名を除きマリ人） 
取扱い商品：鉄筋、型鋼、管材（丸管、角管）、平板（黒）、金属製屋根材 
型鋼は親会社がコートジボワールにあり、全て同国から輸入。鉄筋はコイル
を輸入し工場で最終製品加工。原材料はブラジルや東欧（ウクライナ、ポー
ランド）から輸入。 
 
年間取扱い量：2万トン 
鉄筋の生産量（加工量）：50～60 トン／日（8時間） 
鉄筋の在庫：製品 1ヶ月分、原材料 1ヶ月 計 2 ヶ月 
 
現在、原材料の調達に問題はない。パリに本部を置く SOTACI という企業グル
ープに所属しており、調達においてネットワークを活用。3 ヵ月前に鋼材の
価格は最大で 2倍近く上昇したが、最近、価格が少し下がっている。 
現在、全製品で在庫量は十分にある。同社では常に 2 ヶ月分の在庫を持つよ
うにしている。コーロジボワールの政情不安があるが、この在庫量で危機を
乗り越えられると考えている。 
 
輸入においてアビジャンの港から輸送しているが、軍のエスコートをつけて
いるため輸送上の問題はない。マリの輸送業者を使用している。輸送日数は
トラックの状態による。 
アビジャン→バマコ間 3 日～10 日 
 
製品は卸売業者へ販売しており、施工業者から直接注文を受けることはない。
学校建設では鉄材を使用する量が少ないので、施工業者に直接販売しないと
の説明であったが、他に訪問した施工業者の話しと考えあわせると、販売量
の問題ではなく、会社の販売方針として流通ルートを制限していると思われ
る。販売商品は基本的に卸売業者がトラックを手配し工場から搬出する場合
が多いが、同社で手配し商品を届ける場合もある。 
 
製品価格（免税価格） 2004 年 8 月 4 日 バマコ 
鉄筋 6～12ｍｍ   40 万 FCFA／トン （8 万円／トン） 

14～16ｍｍ   50 万 FCFA／トン （10 万円／トン） 
鉄骨 山形鋼 50/IPE, UPN  50 万 FCFA／トン （10 万円／トン 
※ 価格変動が大きい商品 
 
同社の工場は鉄骨造の比較的新しい建物である。施設はマリ人の建築家によ
る設計で、コートジボワールで活動するフランス系施工会社により施工され
た。工場内部や屋外のストックヤードは、材料や製品がきれいに保管、整理、
整頓されており、ゴミがほとんど落ちていない状態であった。 
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（２）資機材輸入販売、製品加工業者 

B 社 TOLMALI  

  住所：バマコ左岸  BP 68 BAMAKO 
 Tel: 221 33 35 

 

面会者 
 
訪問日時 
 
 
1.会社概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.屋根材の
原材料の輸
入先 
 
 
3.屋根材加
工製品の種
類 
 
 
 
 
 
 
 
4.屋根材の
販売価格 
 
5.屋根材の
品質と調達
上の注意事
項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.在庫につ
いて 
 

Mr. Mohamadou KEITA    Responsible Commercial 
Mr. Ibrahim Charles AMADOU  Directeur General 
2004 年 7 月 24 日、午前（事務所、工場） 
2004 年 8 月 2 日、午後（事務所） 
 
1978 年創業、26 年間の営業実績 
会社の規模：従業員数 55 名（内工員が 35 名） 
取扱い商品：金属製屋根材（アルミ、亜鉛メッキ鋼鈑、アルジンク）、 
屋根用金物（インドから製品輸入）、くぎ、番線、鉄筋 
鋼材（トルコ、東欧から輸入） 
工場内を視察した際、鉄筋の在庫はなかった。鉄筋を製品加工する設備をも
たないことから、完成品の輸入をして納品していると考えられる。 
 
IPS グループに参加している企業で、金属部門に所属。金属部門は４カ国（コ
ートジボワール、セネガル、ニジェール、マリ）の企業で構成されている。
グループ全体の金属部門での取扱い量は、年間２～３万トンであり、同社で
は年間 4000～5000 トン扱っている。 
 
マリで一番取扱い量が多い会社 
原材料（コイル）の輸入先：ケニヤ、インド、南アフリカ、日本 
日本のプロジェクトでは、ケニヤ製（会社名：MABALI ROLLING MILLS LTD）
を使用。コイルはガーナ経由で輸入。 
 
製品加工の種類 ：波板（12 山）、折版（4山） 
製作最大長さ ：12ｍ （長尺材） 
厚み ：亜鉛メッキ鋼鈑 20/100～60/100 
一般的に 40/100 が使用されているが、日本のプロジェクトでは 60/100（0.58
ｍｍ）を使用 
アルミは、最近のプロジェクトで使用されるようになった。 
 （AFD 資金のプロジェクトで使用） 
アルジンクは、25/100 等の薄い材料が良く売れている。バンコ造の屋根材に
利用。価格が安いためと考えられる。薄い材料は耐久性が劣る。 
 
別紙参照 
 
 
同社では AGETIPE に関係した仕事をしており品質について問題はない。 
日本のプロジェクトで屋根材を納入する際、工場で製品加工前に素材の製品
検査を受けてから製作している。同社の品質管理は問題がないとの説明と思
われる。 
 
屋根材の売れ筋の傾向として、波板鉄板の規格品（2ｍ）は、南部で薄い材料、
東部で厚手が良く売れる。厚手は風が強い地域で良く売れ、薄手は湿度が高
い地域である。 
 
折版は、政府や NGO，ドナー発注の工事の大規模工事に使用され事が多い。
ドナーにより要求する厚みが異なる。日本のプロジェクトの場合、60/100 を
使用しているが、政府が直接発注する工事の場合、40/100 や 45/100 を使う。
ドナーによって材料の厚みが異なり品質の違いがあるが、地域住民は品質の
違いを良く知っている。 
 
屋根材の調達において注意することは、表示と異なった薄い材料が市場に出
回っている事である。TOLMALI では同社のマークをつけて販売している。 
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7.原材料の
調達状況と
価格変動に
ついて 
 
 
 
 
8.原材料の
輸送ルート
のついて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.施工業者
の材料調達
先について 
 
 
 
 
 
5.工場内の
様子 
 
 

業者として一般に恐れていることは在庫切れである。同社では企業調査を通
して注文を先取りする形で、将来を見越して材料をストックしている。また、
雨が多い年で農作物の豊作が予想される場合は、経済が活性化するので販売
量が増加するなどの予測をたて在庫を調整している。 
現在の在庫：約 1000 トン 
注文を先取りして仕入れ：956 トン／8月、408 トン／9月の予定 
 
現在、調達について特に問題はない。 
価格の変動について、現在、材料の価格は比較的安定している。去年に比べ
て屋根材の価格差はあまりない。販売価格は 10～15％価格上昇。 
鉄筋や鋼材は 50～80％の上昇。 
今年上期の世界的な鋼材の価格上昇の影響について、屋根材の原材料も 30～
40％輸入材料が上昇したが、企業努力により製品販売価格で約 10％程度の値
上げにとどまっている。 
 
ガーナのテマ港からの輸送が全体の 9 割。以前はほとんどコートジボワール
からだったが、政情不安から今は少ない。 
輸送費に関し、コートジボワールから比べてガーナからの場合、輸送費が倍
近くになる。ガーナからの通関に手続きにおいて、通関業者を良く知ってい
ることから、時間が掛からない。 
ガーナからのバマコまでの輸送期間：港に荷揚げ後、最大で 10 日間 
 
セネガルのダカールからバマコまでの輸送ルート 
マリ国境とカイ間の道路がまだ未整備であるが、道路が整備されてきている。
2,3 年以内には輸送経路として利用可能と考えられている。 
コナクリ（ギニア）とバマコ間の距離：約 900ｋｍ 
 
同社の工場はバマコのみであるが、屋根材の保管倉庫がカイにあり、材料の
引渡しが可能である。施工業者は、一般的にバマコで商品を調達している。
各地方都市には卸売業者や小売業者があり、そこで調達する場合もある。 
同社は、AGETIPE から直接受注する場合がある。 
学校建設を請負った施工業者が資金不足から材料を調達できない場合、業者
に代わって AGETIPE が材料を発注する場合がある。その費用は全体の施工金
額から差引く仕組みである。 
 
規模の大きい建物が 2 棟ある。敷地内は非常にきれいに整理、整頓されてお
り、工場内や建物の周囲の構内でも残材やゴミ類はほとんど落ちていなかっ
た。工場では、アルミ材を加工（プレス加工、アルミ酸化処理）し、アルミ
製の鍋ややかん等の生活用品を製造している。工場内の視察が土曜日のため
工場は休みで、作業風景を見ることができなかった。受注が多い場合は、土
日も稼動し、2シフト、3シフトで生産可能であるとのことである。尚、工場
内部の写真撮影は許可されなかった。 
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（３）資機材小売店 

A 社 Vendeur de Ciment et Fer  

  住所：バマコ左岸 
 Tel: 

 

面会者 
訪問日時 
 
1.取扱い商
品 
2.鉄筋の価
格と仕入れ
先 
 
 
 
 
 
 
3.屋根材の
価格 
 
 
 
 
4.セメント
について 
 
 
 
5.資材の輸
送について 

Mr. Bassekou WAGUE 
2004 年 7 月 24 日、午前 
 
セメント、鉄筋、鋼材、屋根材 
 
鉄筋の販売価格（現在、価格変動が大きい） 
 6ｍｍ 1,000 FCFA/本 （12ｍ定尺） 
  ※変動巾：700～2000（Max） 
 8ｍｍ 1,600 FCFA/本 
 10ｍｍ 2,700 FCFA/本 
 12ｍｍ 4,700 FCFA/本 
鉄筋の仕入先：SATAMALI、SOMAFAM（資材加工製造業者） 
商品の価格が安い場合、ロメ（トーゴ）の港で直接購入する場合がある。 
 
波板亜鉛メッキ鋼鈑（規格品、定尺 2ｍ） 

20/100（3.3kg/枚） 3,000 FCFA 
25/100（4.3kg/枚） 3,300 FCFA 
30/100（4.8kg/枚） 4,000 FCFA 
35/100（5.6kg/枚） 4,500 FCFA 

 
国内のセメント工場が稼動していない事が大きな問題である。稼動すれば価
格がもっと安くなるとの見方。セメントはトーゴ、セネガル、コートジボワ
ールから輸入 
セメント価格：ポルトランドセメント 5,000 FCFA/50kg 袋 
 
購入者から依頼があれば、店舗側でトラックを手配し輸送することがある。
輸送費はトラック 1台あたり 10 万～20 万 FCFA（2 万～4万円）と巾があるが、
運搬する量や距離、交渉次第で大きく費用に差がある。 
鉄筋の場合、6ｍの長さ（12ｍものを 2つ折りにするため）の材料を運搬する
ため、その長さの荷台のトラックが必要である。 
 

 

 
 

B 社 QUINCAILLERIE BAILLAL  

  住所：バマコ左岸 
 Tel:  

 

面会者 
訪問日時 
 
1.取扱い商
品 
2.セメント 
 
 
 
 
 
 

Mr. Sadio SAMAS SEKOU 
2004 年 7 月 24 日、午前 
 
セメント、屋根材、ペンキ、建築金物、ホース、日用雑貨等 
 
輸入先：トーゴ、ブルキナファソ、コートジボワール 
ポルトランドセメント（トーゴ製 PJ 35-50kg） 5500FCFA/50kg 袋 
ホワイトセメント（ベルギー製）   12,500 FCFA/50kg袋
 
セメントについて：以前、マリに中国との共同のセメント工場があり（詳細
は不明、10 年前に操業停止）、セメントが生産されていたが、現在は全て輸
入品が流通している。 
店舗は市内の建設資材を取り扱っている店の多い通りに面しており、道路沿
いと狭い室内の売り場に商品を積み上げて商売をしている。 
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（４）鉄筋、屋根材の販売価格（TOLMALI の資料による） 
 

１）鉄筋の価格 
参考価格 6mm 1800 FCFA/12m 

  8mm 2200 FCFA/12m 

10mm 3500 FCFA/12m 

12mm 5500 FCFA/12m 
※その日により価格が異なり、変動が大きい 
 
２）屋根材の販売価格 
 
波板亜鉛メッキ鋼鈑（規格品 定尺：2ｍ、１枚あたり）（単位：FCFA VAT18％込み） 

仕様 卸売価格 小売価格 小売価格／卸売価格 

20/100 3,150 3,650 116% 

25/100 3,400 3,850 113% 

30/100 4,100 4,350 106% 

35/100 4,600 4,850 105% 

40/100 5,100 5,400 106% 

45/100 5,500 6,000 107% 

50/100 6,000 7,000 116% 

60/100 8,800 9,000 102% 

 
亜鉛メッキ鋼板（長尺、ｍあたり）         （単位：FCFA VAT18％込み） 

 波板  折版 

仕様 価格 仕様 価格 

25/100 2,600 25/100 2,730 

30/100 3,000 30/100 3,135 

35/100 3,260 35/100 3,520 

40/100 3,745 40/100 4,015 

45/100 4,030 45/100 4,435 

50/100 4,950 50/100 5,325 

60/100 5,445 60/100 5,850 

 
アルミ製折版（長尺、ｍあたり）    （単位：FCFA VAT18％込み） 

仕様 価格 税抜き価格 

5/10 4,500 3,814 

6/10 7,080 6,000 

6/10 7,670 6,500 
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資料：B.5  教育機材参考価格 
 

（単位：FCFA） 

 機材名 備考  平均 

価格（税込） 

最少～最大 

価格（税込） 

     

1 黒板用定規 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製、１ｍ 個 2,025 1,500～2,900

2 黒板用コンパス  個 1,335 750～2,000

3 黒板用三角定規 

    

（45 度） 

（60 度） 

個

個

2,865 

2,598 

1,150～6,000

1,000～6,000

4 黒板用分度器 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 個 1,828 1,000～2,900

5 容量測定器   ― ― 

6 地球儀 m ※  ― ― 

7 マリ国地図   ― ― 

8 アフリカ地図  3,488 2,750～5,000

9 フランス語辞典 （職員用） 

（ﾎﾟｹｯﾄ版） 

冊

冊

27,688 

5,600 

22,500～37,500

3,000～12,500

10 理科用平板  個 2,264 1,250～3,500

11 水平儀   ― ― 

12 羅針盤   ― ― 

13 壁掛け温度計   ― ― 

14 測量チェーン   ― ― 

15 天秤   ― ― 

16 天秤用錘   ― ― 

17 黒板ペンキ 3kg／缶 缶 5,149 4,000～8,000

18 刷毛 輸入品 本 457 200～1,000

19 金槌 輸入品 本 1,923 1,000～7,000

20 ペンチ 輸入品 個 1,417 750～6,000

21 モンキーレンチ   ― ― 

22 機材棚   ― ― 

資料：教育関連備品等小売価格（2003年版）より抜粋 
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資料：B.6  施設建設コストの比較 
 

（１）AGETIPEが整理した施設別、州別平均コスト 
（サイトによりかなりばらつきがある） 

 

IDA資金による州別平均学校建設コスト   （単位：FCFA） 

州 対処ｻｲﾄ数 3 教室棟 校長室 

／倉庫棟 

トイレ（3 ﾌﾞｰｽ） 

×2 棟 

１ユニット 

合計 

Tombouctou (13) 2320 万 420 万 440 万 3180 万

Mopti (12) 1770 万 320 万 300 万 2390 万

Sikaso (16) 1650 万 300 万 290 万 2240 万

Gao (3) 2890 万 570 万 510 万 3970 万

Kidal (2) 2510 万 410 万 420 万 3340 万

         （450万円～790万円） 
 

AFD/KFW資金による学校建設コスト（モプチ州）   （単位：FCFA） 

CAP 対象ｻｲﾄ数 3 教室＋校長室 

／倉庫棟 

トイレ（3 ﾌﾞｰｽ） 

×2 棟 

１ユニット 

合計 

Bankass (6) 3490 万～3840 万 780 万 4270 万～4620 万

Badiangara (6) 3220 万～3480 万 780 万 4000 万～4260 万

Douentza (6) 3490 万～3940 万 780 万 4270 万～4720 万

Tenenkou (7) 3490 万～3640 万 780 万 4270 万～4420 万

（800万円～940万円） 
※ AFD/KFW 資金によるコストは、実際の施設建設コストでなく、事業費を組む場合

の概算コストと考えられる。トイレのコストが一律に 780万 FCFAであることや、
AFDでのヒアリングで、１ユニットあたりの建設コストがコンサルタント費用と学
校用備品も含めて約 4000万 FCFAとの事による。 

 

学校用家具の標準コスト 
IDA資金と AFD資金： 一式：400万 FCFA （約 80万円） 
（１ユニットあたりのコストは、IDA資金と AFD資金による差がない） 
 
 

（２）日本の無償資金協力による建設コスト（B/D報告書による） 
1教室あたり建設費  × 3教室 

1次（462教室）  630万円   1890万円 
2次（405教室）  520万円   1560万円 
（校長室・便所を含む建設費を単純に教室数で割り算） 



収集資料リスト（1/4） 

No. 資料タイトル 発行 
年月 発行者 ｵﾘｼﾞﾅﾙ／

ｺﾋﾟｰ 備 考 

A1 Enquête statistique annuelle (Enseignement fondamental) 
Année scolaire 2003/2004 
教育統計調査票（基礎教育）2003/04年度版 

10-2003 Ministère de l’Education Nationale, Cellule de planification et 
de statistique (CPS) 
国民教育省企画統計局 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

A2 Programme du 1er cycle de l’enseignement fondamental 
基礎教育第 1サイクル指導要綱 2003年版 

2003 Ministère de l’Education Nationale, Centre National de 
l’Education (CNE) 
国民教育省国立教育センター 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

A3 Loi No 99-46 du 28 Dec. 1999 
Portant loi d’orientation sur l’éducation 
教育についての指針に関する法律（パンフレット） 

12-1999 Presidence de la République 
大統領府 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

A4 Décret No 02-313/P-RM du 04 juin 2002 
Fixant les détails des compétances de l’état aux collectivités 
territoriales en matière d’éducation 
教育に関する国から地方自治体への権限委譲の法律 

06-2002 Primature, Secrétariat général du Gouvernement 
首相府事務総局 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

A5 Résultats du forum national sur la gestion de l’école en mode 
décentralisé 
地方分権化における学校管理についてのフォーラム 

02-2003 Ministère de l’Education Nationale, Cellule d’appui à la 
décentralisation, déconcentration de l’éducation (CADDE) 
国民教育省地方分権化推進室 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

A6 Tableau des charges par programme de 2000 à 2004 
2000～2004年費目別教育支出 

07-2004 Ministère de l’Education Nationale, Direction administrative 
er finance (DAF) 
国民教育省総務財務局 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

A7 Budget d’Etat recapitulation par C. E. 2001-2004 
Ministère de l’Education Nationale 
国民教育省国家予算の要約（2001～2004年） 

2001
-2004

Ministère de l’Economie et des Finances 
経済財務省 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

A8 Développement de l’éducation de base 2002-2004 
基礎教育サブセクターの開発（2002～2004年） 

2002
-2004

Ministère de l’Economie et des Finances 
経済財務省 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

A9 Informations complémentaires relatives à la requête concernant 
le Projet de Construction de Salles de Phase III au Mali 
AGETIPEに関する補足情報 

08-2004 Agence d’exécution : AGETIPE Mali 
実施機関：マリ AGETIPE 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

A10 カラ＝西アフリカ農村自立協力会 
平成 15年度事業報告 

06-2004 特定非営利活動法人 カラ＝西アフリカ農村自立協力会 ｵﾘｼﾞﾅﾙ 日本語 

A11 Cadre de Dépense à Moyen Terme du Secteur de l’Education 
2005-08 (Draft) 
教育セクター中期支出計画（ドラフト） 

06-2004 Ministère de l’Education Nationale, Cellule de planification et 
de statistique (CPS) 
国民教育省企画統計局 

電子ﾌｧｲﾙ 仏語 

A12 Liste des écoles fondamentales au Mali en 2002/03 
2002/03年度全基礎教育学校リスト 

08-2003 Ministère de l’Education Nationale, Cellule de planification et 
de statistique (CPS), Division statistique et infromation 
国民教育省企画統計局統計情報課 

電子ﾌｧｲﾙ 仏語 
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No. 資料タイトル 発行 
年月 発行者 ｵﾘｼﾞﾅﾙ／

ｺﾋﾟｰ 備 考 

B1 Dossiers d’appel d’offres par compétition ouverte avec 
publication nationale 
Financement : IDA et Fonds belge 
IDA/ベルギー協調融資による学校建設公開入札図書 

- AGETIPE 
公共事業実施公団 

ｺﾋﾟｰ 仏語 
設計図 

（A1変-2枚） 

B2 Dossiers d’appel d’offres par compétition ouverte avec 
publication nationale 
Financement : AFD et KFW 
AFD/KFW協調融資による学校建設公開入札図書 

- AGETIPE 
公共事業実施公団 

ｺﾋﾟｰ 仏語 
設計図 

（A0-2枚） 

B3 Furniture de mobiliers scolaires dans certaines localités des 
régions de Gao, Tombouctou et Kidal 
Lot 01 : Région de Tombouctou 
ガオ、トンブクトゥ、キダル州の学校家具発注契約書 

- AGETIPE 
公共事業実施公団 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

B4 Projet OPEP d’appui à l’éducation de base 
Dossiers d’appel d’offres (salles de classe) 
OPEP基礎教育支援プロジェクトの小学校建設入札図書 

- Projet OPEP 
石油輸出国機構（OPEP）基礎教育支援プロジェクト室 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

B5 Projet OPEP d’appui à l’éducation de base 
Dossiers d’appel d’offres (mobilier) 
OPEP基礎教育支援プロジェクトの学校家具入札図書 

- Projet OPEP 
石油輸出国機構（OPEP）基礎教育支援プロジェクト室 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

B6 Tableau de l’ordre des ingenieurs-conseils du Mali 
マリ登録技術コンサルタント名簿 
 

2004 AGETIPE 
公共事業実施公団 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

B7 Tableau de l’ordre architectes du Mali 
マリ登録建築家名簿 
 

2004 AGETIPE 
公共事業実施公団 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

B8 Prix moyens de vente materiaux et produits de construction à 
Bamako 
バマコにおける建設資材と製品の標準販売価格 
 

06-2004- Office mailen de l’habitat (OMH) 
マリ住宅公社 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

B9 Prix de vente au détail de certains produits 
教育関連備品等小売価格 

2003 Ministère de l’Education Nationale, Cellule de planification et 
de statistique (CPS) 
国民教育省企画統計局 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

B10 取扱い商品カタログ・価格およびパンフレット類 
 
 

- TOLMALI 
屋根材製品加工業者 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 
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No. 資料タイトル 発行 
年月 発行者 ｵﾘｼﾞﾅﾙ／

ｺﾋﾟｰ 備 考 

C1 Projet d’amélioration de l’offre d’enseignement fondamental 
au Mali (PAOEFM-District de Bamako) Composante 
infrastructure: volet 2 Rapport trimestriel no 4 avril-juin 2005 
PAOEFM四半期報告書 2005年 4月～6月 

07-2005 Cellule technique d’appui aux communes du district (CTAC) 
バマコ特別区コミューン技術支援室（CTAC） 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

C2 Rapport sur le contrôle interne du PISE 
Lettre au Secrétaire Général du Ministère de l’éducation sur la 
fiabilité des procédures mise en place (version provisoire) 
PISE内部監査報告書（暫定版） 

06-2005 Société d’assistance, de révision, d’expertise comptable et 
d’informatique SARL 
監査法人 SARL 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

C3 Audit des comptes du programme d’investissement sectoriel de 
l’éducation (PISE) Exercice 2004 (version provisoire) 
PISE会計監査 

06-2005 Société d’assistance, de révision, d’expertise comptable et 
d’informatique SARL 
監査法人 SARL 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

C4 Guide pour l’élaboration des plans de développement éducatif 
des communes, des cercles et des régions 
コミューン、県、州の教育開発計画策定指針 

02-2005 Ministère de l’Education Nationale, Cellule d’appui à la 
décentralisation, déconcentration de l’éducation (CADDE) 
国民教育省地方分権化推進室 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

C5 Rapport financier: Situation d’exécution financière du PISE du 
1 janvier au 31 décembre 2004 (version provisoire) 
2004年度 PISE財務報告書（暫定版） 

07-2004 Ministère de l’Education Nationale, Direction administrative 
er finance (DAF) 
国民教育省総務財務局 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

C6 Aide Mémoire de la 5ème mission conjointe du PISE - 
décembre 2004 
PISEフォローアップ第 5回ジョイントミッション 

12-2004 5ème mission conjointe de suivi du PISE Aide Mémoire 
PISEフォローアップ第 5回ジョイントミッション 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

C7 Appui direct à l’amélioration des rendements scolaires  
ADARS 

10-2004 Ministère de l’Education Nationale, Cellule d’appui à la 
décentralisation, déconcentration de l’éducation (CADDE) 
国民教育省地方分権化推進室 

ｺﾋﾟｰ 仏語 

C8 Plan d’action national ETP (Draft) 
万人のための教育アクションプラン（ドラフト） 

12-2003 Ministère de l’Education Nationale, Secrétariat Général 
国民教育省 

pdf 仏語 

C9 Annuaire des statistiques scolaires de l’enseignement 
fondamental 2002-2003 
2002-2003年基礎教育統計（全国および各州版） 

10-2003 Ministère de l’Education Nationale, Cellule de planification et 
de statistique (CPS) 
国民教育省企画統計局 

pdf 仏語 

C10 Annuaire des statistiques scolaires de l’enseignement 
fondamental 2003-2004 
2003-2004年基礎教育統計（全国および各州版） 

10-2003 Ministère de l’Education Nationale, Cellule de planification et 
de statistique (CPS) 
国民教育省企画統計局 

pdf 仏語 
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No. 資料タイトル 発行 
年月 発行者 ｵﾘｼﾞﾅﾙ／

ｺﾋﾟｰ 備 考 

C11 Carte touristique du Mali 1: 2,000,000 
マリ全国地図 1: 2,000,000 

07-2005 Office malien du tourisme et de l’hôtelierマリ観光局 
Institut géographique du Maliマリ国土地理院 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

C12 Carte routière: District de Bamako 1: 25,000 
バマコ特別区道路地図 1: 25,000 

06-2005 Institut géographique du Mali 
マリ国土地理院 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

C13 Carte routière: Région de Koulikoro 1: 500,000 
クリコロ州道路地図 1: 500,000 

06-2005 Institut géographique du Mali 
マリ国土地理院 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

C14 Carte routière: Région de Ségou 1: 500,000 
セグー州道路地図 1: 500,000 

06-2005 Institut géographique du Mali 
マリ国土地理院 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

C15 Carte routière: Région de Mopti 1: 500,000 
モプティ州道路地図 1: 500,000 

06-2005 Institut géographique du Mali 
マリ国土地理院 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 

C16 Carte routière: Région de Sikasso 1: 500,000 
シカソ州道路地図 1: 500,000 

06-2005 Institut géographique du Mali 
マリ国土地理院 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ 仏語 
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