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第１章 予備調査の概要 

１‐１ 要請の背景 
エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）政府は、「教育セクター開発計画（Education 

Sector Development Plan：ESDP）」（1997/1998‐2001/2002）を策定、実施し、ドナーの協力を得つつ

初等教育の拡充等に努力してきた結果、初等教育総就学率（Gross Enrolment Rate：GER）は 34.7%か

ら 57.4%まで上昇し、当初目標の 50%を達成した。しかしこれは、依然としてサブサハラ諸国平均を

下回っており、特に男子の GER が 67.3%に対して女子は 47.0%と男女格差が大きくなっているほか、

ドロップアウト率は 1 年生で 27.9%と依然として大きく、また 1 クラス当たり生徒数は 70 名とキャ

パシティを超えている。政府は「貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP）」
策定プロセスを踏まえて、引き続き初等教育へのアクセスの拡大を図る一方、男女格差、地域格差の

是正、中退・留年の減少、生徒数対クラス比率、生徒数対教科書比率等、質や効率の面でも改善を図

るべく、教育セクター開発計画フェーズⅡ（ESDP‐Ⅱ）（2002/2003‐2004/2005）を策定した。 
オロミア州は同国（6,534 万人、110 万km2）中央に位置し、4,000m級の冷涼高地から 1,000m以下

のリフトバレー半乾燥地まで自然条件は変化に富み、農業、牧畜業が主な産業である。人口（2,370
万人）、面積（35 万km2）ともに全国 大で学齢人口も 大であるが、GERは全国平均並みで、今後

全国平均GERを上げるには同州のGERの向上が重要な要素となっている。 
 これを踏まえ、現在 JICA はオロミア州において技術協力プロジェクト「住民参加型基礎教育改善

プロジェクト（通称：ManaBU プロジェクト）」（2003 年 11 月～2007 年 11 月）を実施中であり、就

学率の大幅な向上が望まれる農村部僻地において、フォーマル教育の重要な代替手段として位置付け

られているノンフォーマル教育に重点をおいた住民参加型による持続的な学校建設・運営のモデルの

策定を行っている。本プロジェクトは州内の 3 ゾーン（県）6 ワレダ（郡）において、実際に 20 校

の基礎教育学級（Community Based Basic Education Center：CBBEC）をパイロット的に建設すること

により、オロミア州教育局（Oromia Education Bureau：OEB）及びワレダ教育事務所（Wareda Education 
Office：WEO）の能力向上を図りながら有効な CBBEC のモデルを提示することを目的としている。 
 一方で教育へのアクセスの改善を有効に図るためには、より大きな規模で必要な教育情報を収集し、

地域のニーズを的確に把握することが求められている。これを踏まえ、今般オロミア州は上述の技術

協力プロジェクト（以下、「技プロ」と記す）の成果をより効果的なものとし、アクセス改善に係る

展開をより効果的に図っていくために、開発調査「スクールマッピング・マイクロプランニング」を

日本側に要請した。本予備調査はオロミア側の要請内容をより具体的なものとし、確実に「アクセス

の改善」に繋げていくために必要な情報収集、及び先方関係諸機関との協議を行うために調査団を派

遣するものである。 
 
１‐２ 調査の目的 
（１）本格調査の実施に必要な基本情報を収集する。 
（２）標記案件に対するオロミア州のニーズを的確に把握し、当方が想定する調査目的・アプローチ

の提示、及びそれに対する意見交換・理解促進を行う。 
（３）当方が想定する本格調査内容、技術協力プロジェクトとの関係、及び他スキームによる将来的

な学校建設の妥当性、実現可能性を検証する。 
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１‐３ 調査団の構成 
 担当分野 氏 名 派遣期間 所  属 

1 団長／教育計画 澤村 信英 4 月 16 日～4 月 26 日
広島大学教育開発国際協力センター 
助教授 

2 教育協力 薬師 弘幸 4 月 16 日～4 月 26 日
JICA 人間開発部第一グループ（基礎教

育）基礎教育第二チーム 職員 

3 調査企画 大木 憲一 4 月 9 日～4 月 26 日
JICA 人間開発部第一グループ（基礎教

育）基礎教育第二チーム Jr 専門員 

4 
スクールマッピング・

マイクロプランニング 
磯野 哲郎 4 月 9 日～4 月 26 日

アイ・プランニング計画事務所  
コンサルタント 

 
 

１‐４ 調査日程 
日時 時間  

4 月 9 日(金)  
午後 

【大木･磯野】 
アディスアベバ着 

4 月 10 日(土)  技プロ専門家との打合せ 
4 月 11 日(日)  団内打合せ 
4 月 12 日(月) 午前 

 
午後 

JICA 事務所との打合せ 
オロミア州教育局訪問 
アワサへ移動 

4 月 13 日(火) 午前 南部諸民族州教育局訪問 
ダレワレダ教育事務所訪問 
同ワレダ内の小学校訪問 

4 月 14 日(水) 午前 アラバワレダ教育事務所訪問 
同ワレダ内の小学校訪問 
アディスアベバへ移動 

4 月 15 日(木) 午前 アディスアベバ発、メケレ着 
ティグレ州教育局訪問 
ティグレ州内ワレダ教育事務所訪問 

4 月 16 日(金)  
 

 

午後 

【大木･磯野】 
ティグレ州内ワレダ教育事務所訪問 
ワレダ内の小学校訪問 
【澤村団長・薬師】 
アディスアベバ着 

4 月 17 日(土)  
午前 
午後 

 
午後 

【大木･磯野】 
団内打合せ、資料整理 
メケレ発、アディスアベバ着 
【澤村団長・薬師】 
技プロ専門家との打合せ 

4 月 18 日(日) 午前 
午後 

OEB とのワークショップ  
団内打合せ 

4 月 19 日(月) 午前 
 

午後 

JICA 事務所表敬 /フィンランド大使館 
日本大使館表敬 
教育省表敬 
BESO (USAID) 訪問 
MOFED 表敬 
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4 月 20 日(火) 午前 
午後 

オロミア州教育局との面談・協議/AfDB 訪問（磯野団員） 
アセラへ移動 → アルシゾーン教育デスク訪問 

4 月 21 日(水)  ヒトサワレダ教育事務所訪問 
ヒトサワレダ内の小学校訪問 → アジスアベバ 

4 月 22 日(木) 午前 
午後 

オロミア州教育局とのワークショップ/世界銀行訪問 
団内打ち合わせ 

4 月 23 日(金) 午前 
 
 
午後 

オランダ大使館（Mieke Vogels） 
技プロ専門家チーム・事務所・団内打ち合わせ/UNICEF 訪問（澤村団長・磯野

団員） 
団内打ち合わせ・M/M 案、レポート作成 

4 月 24 日(土)  M/M に関する協議 
団内打合せ、M/M（案）修正 

4 月 25 日(日)  団内打合せ、M/M（案）修正 
4 月 26 日(月) 午前 

午後 
JICA 事務所打ち合わせ 
オロミア州教育局、教育省及び MOFED との M/M に関する協議 
オロミア州教育局と M/M の署名交換 
日本大使館への報告 
JICA 事務所報告 
アディスアベバ発 

 
 
１‐５ 予備調査の結果概要 

１‐５‐１ 先方のニーズ・要請内容の再確認 
（１）上位目標・プロジェクト目標 

本調査団がオロミア州教育局（OEB）と共に実施したワークショップや協議の結果、本開発調査

はオロミア州における就学率の向上を念頭に、「質の確保された基礎教育へのアクセスの改善」（上

位目標）に資する「公正な学校配置（Equitable School Distribution）を実現するために必要な計画策

定、アドバイス、ファシリテーション等を、ワレダや州の行政が行えるしくみを開発する」（プロ

ジェクト目標）ためのものであることを確認した。 
 
（２）プロジェクトの成果・活動 

上記プロジェクト目標を達成するための成果として、①ノンフォーマル教育の情報を含んだ教育

情報の適切な収集・分析整理・配布、②それらの情報を活用して適切な意志決定を行うために必要

なワレダ行政官の能力向上、③地方分権化のもと、ワレダに対して適切な技術的サポートを行うた

めに必要な州行政官の能力向上が必要となることを確認した。    
上記①～③の成果を達成するために本開発調査で想定される活動として、以下の要請があった。 

 
 現状把握、ニーズ・問題点の再確認 
 必要な情報の収集 
 既存の EMIS（教育管理情報システム）の改善 
 公正学校配置を実現する手段のひとつとしての、「学校配置図（スクールマップ）」の作成 
 ワレダ行政官向けの学校建設計画ガイドライン（どこにどのようなタイプの学校を建てる

か）の策定 
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 ワレダ行政官及び州行政官に対する研修の実施 
 
（３）プロジェクト対象地域 

当初の要請書では「オロミア州全域」を対象地域としていたが、本格調査の活動はワレダレベル

の学校配置図作成・行政能力向上が活動の中心となることとなったため、現実的な対象地域として

技プロ「住民参加型基礎教育改善プロジェクト（ManaBU）」の対象地域である 3 ゾーン（アルシ、

北シェワ、西ハレルゲ）に南西シェワ、西シェワ、東シェワの 3 ゾーンを加えた計 6 ゾーンの中の

全ワレダを対象地域とすることが OEB より提案された。調査の内容（データをどの程度まで詳細

に収集するかなど）をさらに検討した後、この 6 ゾーンを対象地域とすることの妥当性を検証し、

終的に S/W 協議にて決定することで合意した。なお、今回オロミア州側より要請のあった 6 ゾ

ーンの規模や想定されるインパクト等については第３章３‐２を参照されたい。 
 
１‐５‐２ 関連情報の収集 
 本調査の調査結果については第 2 章及び第 3 章を参照。調査結果を受けて特記すべき事項は以下の

とおり。 
（１）ワレダの教育行政支援の重要性 
 教育機会のアクセス向上のために不可欠な学校建設にかかる予算が確保できないエチオピアの

現状においては、限られたリソースを如何に効果的に配分・活用するかが、2015 年の EFA 達成に

向けて極めて重要である。オロミア州におけるリソースとして考えられるのはコミュニティ自身に

よって確保した学校建設費用や、継続的なドナーからの支援がある。これらの限られたリソースを

効果的に活用し、質が確保された教育機会を分配するために、学校を「どこに（どういうプライオ

リティで）」、「どの程度の大きさで」、「どれくらい」建てることがもっとも効果的なのか、またそ

れに伴い「教師や教材はどの程度必要なのか」、といった事項について、客観的な情報を基に積極

的にアドバイス・ファシリテーションすることがワレダ行政の重要な役割である。 
 今回オロミア州より要請のあった開発調査の内容は、今後のリソースを効果的に配分するための

情報収集及び、収集した情報を用いてワレダの教育行政能力の向上を図るものであり、うまくメカ

ニズムが機能すれば有効なアプローチといえる。 
 
（２）ノンフォーマル基礎教育学級を含んだ学校配置計画策定の重要性 

エチオピアにおいては ESDP（1997/1998-2001/2002）の成果もあり、フォーマル校を中心に就学

率は大幅に向上した。一方で僻地教育については、教育行政がその状況・実態を把握していないこ

とや、フォーマル校は政府の建設基準が高いため建設しにくいことから、ニーズは高いにもかかわ

らず具体的な対策が図られていない状況にある。今後、質の確保された教育アクセスの向上を図り、

EFA に向けて更に就学率を向上させるためには、僻地への対策が鍵になることから、先方のニー

ズに基づいて、本開発調査にてノンフォーマル基礎教育学級を含む教育情報を収集し、これに基づ

き行政が適切な対策をとることは極めて重要かつ有効であると思われる。 
 
（３）他州で行われたスクールマッピングに関する情報 

エチオピアにおいては、既にティグレ州、南部諸民族州、アムハラ州において他ドナーによるス

クールマッピングが行われている。1998年に前者 2州において実施されたUSAIDのBasic Education 
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System Overhaul（BESO）によるスクールマッピングの詳細を知るため、同 2 州での現地踏査を行

った。その結果分かったことについては、以下に示すとおりである。 
 

 作成されたスクールマップは更新されず、現在は活用もほとんどされていない。 
 スクールマップを作成することのみに重点が置かれていたため、BESO の専門家とごく少数

のエチオピア側行政官によってプロジェクトが進められ、専門家が帰国し行政官が異動にな

った後、キャパシティが残らなかった。 
 スクールマップをどう活用していくか、という点にはあまり注意が払われず、そのための行

政官トレーニングも行われなかった。 
 

これらの経験は、当初は「スクールマップを作ること」にのみ熱心になっていたオロミア州側に、

「スクールマップはあくまでも手段に過ぎず、それを使って目的（公正学校配置）を達成すること

が重要」という点を認識してもらうのには有効だったといえる。 
 
（４）地方分権化の現状（ワレダ（郡）の重要性） 

現在エチオピアは地方分権化を推進中であり、州が持っていた権限の多くがワレダ（郡）に移っ

ている。小学校建設についても、ワレダがその責任を担っているほか、教員の配置等についてもワ

レダが行うこととなっている。オロミア州には 196 のワレダが存在し、州がすべてをコントロール

するのは現実的ではないため、この流れは自然なものであると言える。しかしながら、現実的には

ワレダ（郡）レベルではまだまだキャパシティが不足しており、エチオピアにおける地方分権体制

に応えられる状況にはない。ワレダがこのような責務を実践するためには人員の増員に加え、組織

及び個人の能力向上が必要である。 
 
（５）学校建設の現状 

今回の調査にてオロミア州における学校建設はコミュニティの自発的な貢献によって行われて

いる部分が大きいことが確認された。教育予算については地方分権化により、州政府から各ワレダ

に対してブロック・グラント（交付金）という形で配賦されるが、予算不足によりそのほとんどが

教員給与等のリカレント予算に消え、学校建設のための予算が確保できないのが現状であることを

踏まえれば、コミュニティ自身による学校建設の重要性はますます増加しているといえる。 
 
（６）学校建設の必要性 

上述のようにオロミア州ではある程度コミュニティが自発的に学校建設を行っていること、また

コミュニティが重要な役割を担っていることが確認されたが、一方で経済的に豊かでないコミュニ

ティや、教育意識の低いコミュニティでは現時点で自発的な学校建設を担うことは難しいことも事

実である。ある程度ポテンシャルのあるコミュニティに対しては本格調査及び技術協力プロジェク

ト「住民参加型基礎教育改善プロジェクト（ManaBU）」の成果によってコミュニティの自発的な

取り組みを助長し、教育アクセスの向上に貢献していくものと思われるが、特に経済的な側面によ

りコミュニティ自身で学校建設が難しい地域に対しては学校建設に係るドナーからの支援がやは

り必要であろう。またそのような地域についてはドナーの学校建設支援によって JICA の開発調査

及び技術協力プロジェクトの成果が活かされるものと思われる。これを踏まえれば、開発調査及び
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技術協力プロジェクトの終了後に、日本としても何らかの形で僻地における学校建設支援の方策を

模索することが必要と思われる。 
 
（７）学校建設にかかるワレダ教育事務所（WEO）の役割 

WEO は、コミュニティ自身による学校建設の促進及び、学校建設コミュニティから申請のあっ

た学校建設を承認する役割をもつ。承認の際は、WEO が建設サイトや教室数に係るアドバイスを

することになっているが、現状ではコミュニティが申請した状態のまま承認されることが多い。 
また学校完成後、必要な教員の配置や教材を供給することも WEO の役割だが、現実的には予算

不足により、教員や教材についてもコミュニティが確保するケースも多い。 
さらにドナーからの学校建設支援がある場合は、州教育局によって対象ワレダが選定された後、

WEO が必要と思われるカバレ（村）を選定する。 
 
（８）他ドナーによる支援 

現在エチオピアでは各ドナーが定期的な会合を持ったり、共同で援助のレビューを行ったりとい

った形で緩やかに連携を行いつつ、それぞれが独自に、エチオピアの教育セクターの基本計画であ

る ESDP‐Ⅱに沿った形での支援を行っている。その中でも特筆すべきものは、国連児童基金

（United Nations Children’s Fund：UNICEF）による学校建設のための資材供給、アフリカ開発銀行

（African Development Bank：AfDB）による学校建設向けローン、米国国際開発庁（U.S Agency for 
International Development：USAID）の BESO‐Ⅱによる全国のワレダ行政官に対する計画策定のた

めのキャパシティ・ビルディングなどである。エチオピアは世界銀行（World Bank：WB）が中心

となって進めるファスト・トラック・イニシアティブ（Fast Track Initiative：FTI）の対象国である

ことから、当初は FTI へのドナー協調の度合いの検証、及び FTI による資金の学校建設への活用可

能性を探ることも考えていたが、FTI にはそのような強制力はないこと、また FTI による資金はエ

チオピア政府により「教科書配布」に使われることが想定されていたこと（プロポーザルが通らず

未実施）が分かり、エチオピアにおいて FTI によって学校建設が促進される可能性は小さいことを

確認した。各ドナーも FTI に対しては大きな期待は持っていないようである。 
 
（９）都市部における学校建設について 

オロミア州は州都機能を現在のアディス・アベバからナザレットへ移転中であり、ナザレットの

急速な都市化が見込まれるため、当地においては複数階を持つ大規模校に対するニーズはあると思

われる。一方でエチオピア政府の都市型学校の基準である 300US$/m2という教室建設単価は非常に

高額であり、学校建設の阻害要因となっていることから、世界銀行が中心となって現在の規準の 3
分の 1（100US$/m2）にすることを提案しており、エチオピア政府の同案の提案を受ける形で現在

検討中である。今後日本として都市部の学校建設の支援を検討する場合は、質を確保することを前

提としながらも、これまでの日本の一般無償で行った学校建設単価では、安価なものでも

350US$/m2（ベトナムの事例）であることから、そのコストについて慎重に検討した上で実施する

必要がある。 
 
（10）先方機関の実施体制 

 オロミア州教育局（OEB）は、スタッフの数が不十分であったり、異動が頻繁にあるなど、カウ
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ンターパートとしては若干の不安要素があるため、今般、本開発調査の効果的な運営及び自立発展

性のためにはカウンターパートをしっかりと確保し、きちんと役割を与えることの重要性について

調査団より説明し、具体的な対策を先方に求めた。協議の末、OEB からは局長、副局長のほか、

計画部から 低 2 名（うち 1 名は EMIS チームより）の計 4 名、さらに対象ゾーンから各 2 名（計

画担当と統計担当）をカウンターパートとして確保すること、また対象ゾーンの各ワレダより 1
名フォーカルパーソンをおくことで合意した。 
 また OEB は技プロのカウンターパートでもあるため、先方から技プロのカウンターパートと同

じ人材を本開発調査でも指名したい旨、要請があった。これを受け、OEB に人材が他にいないこ

と、技プロと本調査はひとつのプログラムとして位置付けられること、技プロ専門家チームもこれ

を了承したことから、先方の要請について承諾することとした。 
 

１‐６ 団長所感 

今回の調査はプロジェクト形成の要素が強かったが、オロミア州教育局は 新の技術を活用した

「スクールマッピング」そのものに予想以上の期待があり、学校の建設自体には比較的冷淡であった。

この理由は、地方分権化が進行する中で州とワレダの責任分担を考慮すれば、州教育局がこのような

反応を示すのは自然であるが、調査前に思いの及ばなかったところでもある。実は、このギャップが

なぜ起こったかを整理すると、今後本開発調査を進めるにあたって、注意しなければならないポイン

トが見えてくるように思える。 
このようなギャップを踏まえ、先方との協議やワレダ・学校等の訪問を通じて感じたことのうち、

今後の開発調査実施に際しての留意すべき事項について、以下に記すこととしたい。 
 

１‐６‐１ 教育の地方分権化 
2002 年から施行された教育の分権化は、ワレダ教育事務所にかなりの権限を委譲するものである。

ワレダ・レベルでの能力強化が十分に行われないまま開始されたため混乱もあるようであるが、州教

育局の役割は限定的なものになってきている。本プロジェクトの実施もこの現在進行中の分権化の流

れを的確に捉えながら実施する必要がある。協議相手が OEB であるため、教育局関係者の発言の中

には、実施主体はワレダであり、州は管理するための情報だけを持っていれば良いという意識が残念

ながら存在する。 
ワレダ教育事務所の活動を技術的に支援し、促進しようという意識を、本プロジェクトの実施を通

じて徐々に醸成していく必要もある。本プロジェクト実施において第一の受益者かつ主体者はワレダ

であり、その活動を支援する州に対して協力するのであって、州の単なる情報収集や教育統計の整備

を支援するのではないことは、常に念頭におく必要がある。 
 
１‐６‐２ 本格調査の内容と規模 
本プロジェクトは、ワレダが適正な学校配置計画を策定できるよう、ノンフォーマル教育を含めた

教育情報（学校位置図を含む）の整備と必要なキャパシティ・ビルディングを行おうとするものであ

る。このように学校の配置（アクセスの改善）に特化した背景には、すでにワレダ・レベルでは他援

助機関の支援により一般的な教育マネージメント改善のための活動がすでに行われおり、各ワレダで

は教育開発計画（マイクロプラン）がすでに策定されていることがある。 
したがって、本プロジェクトだけを取り上げると教育の質的改善にあまり配慮されていないように
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見えるが、質の低い教育機会を提供することにならないよう（質的改善が伴うよう）、段階的にアク

セスの改善（就学率の向上）が行われるように注意する必要もある。教育の質的改善に本プロジェク

トが資する方法としては、これまで十分ではなかったノンフォーマル教育関連の教育統計が本プロジ

ェクトにより整備されれば、それによりノンフォーマル教育に対する適正な予算措置が将来行われる

可能性も考えられる。 
プロジェクトの対象を 6 ゾーンとすることは、先方の要請によるものであるが、適切な規模である

と思われる。6 ゾーンの中から一部のワレダを選択し実施するよりは、すべてのワレダを対象にし、

それだけの地域をカバーすることを前提にした、適切な情報収集の方法等を検討するほうが現実的で

あろう。モデルを開発し、それを普及する手法は、モデル開発に過剰なリソースを集中させる傾向に

あるため、他の条件の悪いところでは適用できない事例が多い。 
 
１‐６‐３ 学校建設の実施 
当初、OEB は学校建設に対する要望が高いと想定していたが（地方分権化の進行に伴い、学校建

設計画の策定と実施がワレダ教育事務所の役割と責任になったことからか）、実際にはそうではなか

った。ワレダ・レベルでは、州（カウンシル）からブロック・グラントとして一定の資金が交付され

ているが、学校建設に充当されるほどの財政的ゆとりもなく、学校建設はコミュニティーが中心とな

り行っているようである。それ以外の学校建設は、援助機関の資金に依存しているのが現状である。 
本プロジェクトが計画策定やキャパシティ・ビルディングだけに終わらないように学校の建設に結

びつけることは重要であるが、現在進行中のコミュニティーによる自助努力に反することのないよう

に、慎重に進めていくことが肝要である。たとえば、トタン板などの建設資材の供与を柔軟な枠組み

の中で行えるのであれば、日本側である程度の学校建設まで支援することが適当であろう。そのため

には、一般無償資金協力が今回のような広範な地域を対象とする廉価な学校建設にも柔軟に対応でき

ることが前提となる。 
 
１‐６‐４ 技術協力プロジェクトとの連携 
本プロジェクトと先行する技術協力プロジェクトは、相互補完的な関係になり、全体としてプログ

ラム的な協力になるよう留意する必要がある。この理由は、オロミア州に対してより効果的な協力を

行うためであることはもちろんであるが、OEB のキャパシティーを考えれば、二つのプロジェクト

が同時並行で進行していては、とても日本側の援助を受け入れられる状況ではなく、一つのプログラ

ムにすることにより過度な負担がかからないように留意する必要がある。 
従来の「技術協力プロジェクト」と「開発調査」のそれぞれの長所を効果的に活用し、全体として

一つの有機的なプログラムとして、これまで以上に効果的な協力が実施されていくことを願いたい。

このような技術協力部分と資金協力がうまく融合することで、プログラム化に繋がる可能性は高い。 
 
１‐６‐５ オロミア州に対する日本の中期的教育協力の方向性 

現状の把握、現地のニーズ、先方の要望、そして日本の提供できる経験・知識などを総合的に判断

し、日本の協力方針を策定するのが一般的であろうが、アフリカ諸国における先方の要望が必ずしも

的確であるとは限らない。また、日本の経験・知識が豊富な領域に支援を限っていては、現地のニー

ズに合わないことになる。他の援助機関と重複するような支援では効率的ではない。このような事情

を鑑みると、日本側としての現状分析を踏まえ、先方と相互に知恵を出し合い、案件を形成、実施す
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ることになる。 
著しく初等教育就学率の低いエチオピアにおいて、まずこの段階の教育を支援することは、2002

年の「成長のための基礎教育イニシアティブ（Basic Education for Growth Initiative：BEGIN）」などの

日本政府のコミットメントからしても適当であろう。基礎教育分野の支援をするにあたっては、2003
年に始まった技術協力プロジェクト「参加型基礎教育改善計画」を核として、学校建設を中心にする

基礎教育拡充のために同プロジェクトでは対応できないコンポーネントを取り込んだ補完的なプロ

ジェクトとして実施することが現実的であろう。 
日本の支援として、計画作りから実施まで、一貫した取り組みであることが期待される。基礎教育

拡充のためのすべての可能性を並べたような方法で行うよりは、「学校建設」を柱とし、その過程の

中で教育の質的改善につながる部分を積極的に取り込んで支援することが効果的かもしれない。 
コミュニティの参加なくして「万人のための教育（Education for All：EFA）」の達成は困難である

が、それだけに政府の役割が重要になる。学校建設については、ワレダの責任の下、コミュニティの

努力及び援助機関の支援により行われている。技術協力プロジェクトが住民参加による学校建設ガイ

ドライン作成に向けて活動を進めており、この成果を踏まえ、大規模な学校建設のシステムが効率的

に、確実に稼動する方策を開発調査により構築することも考えられる。たとえば、ワレダ教育事務所

（WEO）がコミュニティからの学校建設の要望を取りまとめ、土地の確保、学校運営委員会の設立

など、条件のそろっているワレダに対して資金を供与し、モニタリング、評価のシステムを構築する。

そのためには、学校位置を決めるための簡易なスクールマッピングや州・ワレダのキャパシティ・ビ

ルディングなども、ニーズを踏まえて併行して行うと相乗効果が得られるかもしれない。 
ここで前提になるのは、後述するとおり、この開発調査で策定したシステムに対応できるだけの柔

軟な資金協力が日本にできることである。そうでなければ、開発調査では教育行政官のキャパシテ

ィ・ビルディングを中心に置き、実際の建設はコミュニティか他ドナーに依存するという首尾一貫し

ない協力になる。さらに、学校の建設だけではなく、そこでの学習が効果的に行われるように（質的

な向上を図れるように）、建設が完了した学校に対しても、ワレダがきめ細かいケアを行えるような

システムを構築することが重要であろう。 
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第２章 調査結果 

２‐１ 対象地域の概要 
エチオピアは面積 110 万km2（世界銀行）で 6,722 万人（CSA 2002 年推計値）の人口を擁しており、

今後 5 年間も年率 2.3％の人口増加が見込まれている。2002 年の国民総所得（GNI）は 65 億ドル（1
人あたり 100 ドル）、同年の国内総生産（GDP）は 61 億ドル（世界銀行 2003 年）である。 
オロミア州はエチオピアを構成する 12 の州の中で も広く（約 35.3 万km2で全国土の 32％）、

も人口が多い（2,370 万人で全人口の 35.3％、CSA 2002 年推計値）。州の人口増加率は 2.9％と全国平

均よりもかなり高い。わずか 12.3％が都市住民で、残りの 87.7％は農村部に居住している。州の平均

人口密度は 1km2あたり 67 人である。年少人口（14 歳以下）、生産年齢人口（15～64 歳）、老年人口

（65 歳以上）の比は 46.5％、50.0％、3.5％となっており、教育に対する需要が大きい。 
オロミア州は北緯 3 度 40 分から 10 度 46 分、東経 34 度 08 分から 42 度 55 分に位置し、標高 4,000m

級の冷涼高地から 1,000m 以下のリフトバレー半乾燥地まで自然環境は変化に富み、農業、牧畜業が

主産業となっている。オロミア州には 14 のゾーン（県）と二つの特別ゾーン（都市）があり、212
のワレダ（郡）に分割されている。更に、約 6,500 のカバレ（村）と 375 の都市部のカバレ（区）に

別れている。州の初等教育の総就学率（GER）は 66.7％（2002/03 年）と全国平均並みであるが、男

女間の GER は男子 82％に対して女子 51％と格差が大きく、特に地方部で大きな開きがある。 
 
２‐２ オロミア州基礎教育サブセクターの現状と課題 

２‐２‐１ 基礎教育セクター概観 

 エチオピアの教育制度においては、初等教育は 8 年間、中等教育は 4 年間行われることとなってい

る。初等教育（Primary education）は前期（Year 1～4）と後期（Year 5～8）に、中等教育（Secondary 
education）も前期（Year 9～10）と後期（Year 11～12）に分かれる。このうち、エチオピアにおいて

一般的に「基礎教育」とされているのは初等教育、特に前期初等教育の 4 年間である。 
 以下の表 1 に、オロミア州における初等教育関連の基本指標を示す。これらの指標から読み取れる

こととして、以下の点が挙げられる。 
 

 女子の就学状況が悪い（就学者数が少なく、就学率が低い） 
 就学率が依然として低い。初等教育 8 年間への就学率のみならず、 初の 4 年間への就学率

も決して高いとはいえない 
 就学率は農村部においてより低い 
 教員、特に後期初等教育（5-8 年）における有資格教員が不足している 
 クラス（教室）の数が不足しており、1 教室に多くの生徒が詰め込まれている状況が窺える 
 教科書は生徒 1 人 1 人には満足に行き渡っていない 
 退学する生徒（特に 1 年生での退学）が多い 
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表１：オロミア州初等教育関連基本指標 

小学校数 4,576 

学齢児童数* 4,816,810（2,362,074） 

就学生徒数 2,946,790（1,086,554） 

（うち女子生徒割合）（%） 36.9 

GER（%） 61.8（46.0） 

GER（農村部）(%) 49（34） 

GER（1‐4）（%） 86.6（68.3） 

GER（1‐4）（農村部）（%） 75（56） 

NER （%） 53（42） 

NER（1‐4）（%） 49（41） 

教員数 44,905 

教員 1 人当たり生徒数 66 

有資格教員の割合（1‐4）（%） 97.1 

有資格教員の割合（5‐8）（%） 12.9 

1 クラス当たり生徒数 74 

教科書 1 冊当たり生徒数 2.5 

退学率（%） 17.8（18.5） 

1 年生退学率（%） 28.4（29.2） 

留年率（%） 5.3（6.3） 

留年率（5‐8）（%） 7.8（11.4） 
出所：オロミア州教育統計年次概要（2002） 
注：カッコ中は女子の指標。特に表記のないものは初等教育全学年（1-8）に関する指標。 
* 就学生徒数及び GER を使用して概算。 

 
 なお、就学率に関しては、以下の図１に示すように、ここ数年で大幅な伸びを示している。これは

主として、エチオピア政府が各国ドナーと協力して実施した教育セクター開発計画（ESDP）の成果

によるものと思われる。しかしながら、総就学率で 60%台（女子に至っては 40%台）というのは依

然として低いと言わざるを得ず、エチオピア及びオロミア州においては、「初等教育へのアクセスの

改善」が重要な課題となっていることが窺える。 
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図１：オロミア州における総就学率の変化（1996～2001 年） 

出所：オロミア州教育統計年次概要（2002） 

 
２‐２‐２ 教育計画（ESDP‐Ⅱ） 
 前項で述べた ESDP は、1994 年に制定された「教育・訓練政策（Education and Training Policy）」に

沿う形で策定された、1997 年から 2002 年までの教育セクター計画である。この計画の実施により、

エチオピアにおける教育の状況は大幅に改善を見せたものの、その状況にはさらなる改善が望まれる

ことから、エチオピア政府は 2002～2005 年の 3 年間における教育セクター計画、「教育セクター開発

計画Ⅱ（Education Sector Development ProgramⅡ：ESDP‐Ⅱ）を策定した。 
 ESDP‐Ⅱは就学前教育、初等教育、中等教育、技術職業教育・訓練、成人・ノンフォーマル教育、

遠隔教育、高等教育等を含む包括的な教育計画であり、現状分析に基づき、各サブセクターにおいて

必要な活動が列挙されている。例えば「初等教育」においては、「フォーマル学校の建設」「教員再訓

練」「教科書の配布」等のオーソドックスな活動から、「柔軟な補完的初等教育プログラムのモデル開

発」「1 年生向け学習レディネスプログラムの導入」「教育ラジオ・テレビ放送の開発」等までをも含

む、非常に多彩な活動の実施が想定されている。しかしながら、これらの活動には優先順位付けがな

されておらず、また実施のためのタイムフレームも明示されていないため、「活動計画」としての意

義は薄く、「必要な活動をすべてリストアップしたもの」という意味合いが強い。 
 現在エチオピア教育セクターでは「地方分権化」を進行中であり、特に初等教育に関しては、州教

育局がほぼ全ての役割を担っている。そのため、連邦レベルの ESDP‐Ⅱとは別に、州レベルの ESDP
‐Ⅱが各州によって策定されている。その内容は、「学校建設」「教員養成」「教材（教科書）開発・

配布」「ノンフォーマル教育の拡大」等のコンポーネントを含む、連邦 ESDP‐Ⅱと同様な内容のも

のとなっている。「ノンフォーマル教育」については連邦 ESDP‐Ⅱよりも具体的な、詳細な戦略が
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示されており、オロミア州におけるノンフォーマル教育の重要性が窺われる。しかしながら、幅広い

内容の活動が数多く挙げられており、それら活動の優先順位が明確でない点は、連邦 ESDP‐Ⅱと似

通っている。また、「学校建設」に関しては、例えば「1～4 学年のための小学校 316 校が新規に建設

され、120 校が修繕される」といった数字は明示されているが、具体的にどの場所（ゾーン、ワレダ、

カバレ）に学校を建設するのかについては不明であり、学校建設を効率的に実施していくためにはさ

らに詳細な計画の策定が必要とされている。 
 オロミア州 ESDP‐Ⅱにおいては、連邦 ESDP‐Ⅱと同様、計画の実施によって達成されるべき数

値目標が明記されている。例えば、2000 年に 57.6%であった初等教育総就学率を 5 年後の 2005 年に

68%に上昇させることや、1 クラス当たり生徒数を 70 名から 60 名に減少すること等が挙げられてい

る。この目標と、子どもの数や就学生徒数等の予測値を使うことによって、必要とされる学校数やク

ラス数、さらに上に挙げた新規建設学校数や必要となる予算等が算定されている。しかしながら、こ

れらの目標設定がオロミア州の現状、及び 2015 年までの EFA 達成という長期的な目標からみて適当

なものであるかどうかという点については、議論の余地がある。 
予算については、オロミア州 ESDP‐Ⅱでは、実施期間の 3 年間（2002～2005）でキャピタル 5 億

ブル（70 億円）、リカレント 18 億ブル（250 億円）、総計 23 億ブル（320 億円）と算出されているが、

これらの予算がどの程度実際に確保されるのかは不透明である。エチオピア政府による予算の大半が

リカレントコストに消えているという現状から考えて、キャピタル予算についてはそのかなりの部分

をドナー、さらにコミュニティの貢献によって確保する必要があると思われる。連邦レベル ESDP‐
Ⅱにおいては、予算の 64%を政府が、34%をドナーが、2%をコミュニティが負担すると計画されて

いるが、ドナー負担分の 3 分の 2 は未だコミットされていない状況である。そのような現状を踏まえ

ると、コミュニティ参加を政府が重視していることは理解できる。予算が足りない場合の対応策とし

て ESDP‐Ⅱでは「低コスト学校の建設」を挙げているが、ローカルマテリアルを使い現状の 4 分の

1 のコストで建設できるというこの種の学校の建設は、コミュニティの参加を前提としていることが

窺われるため、コミュニティが 終的に負担する割合は上述の 2％を上回ることも考えられる。 
なお、各ドナーは、ESDP‐Ⅱの内容に基本的には合意し、その実施を支援するというスタンスを

共有している。ESDP‐Ⅱが非常に幅広い内容の活動を含むため、ESDP‐Ⅱがドナーの活動を縛ると

いう状況は実際にはあまりないと考えられる。エチオピア政府とドナーは、会合を定期的に開き、

ESDP‐Ⅱの進捗をレビューすることとなっている。2004 年 3 月に行われたレビュー会合では、アク

セス向上に関しては概して順調な進捗がみられること、しかしながら依然として男女差の問題、遊牧

民に対する教育の問題など、重要な課題が残されていることなどが確認された。 
 

２‐２‐３ 情報の収集、管理、運用 

エチオピアでは教育省（Ministry of Education：MOE）による全国的な教育管理情報システム

（Education Management Information System：EMIS）が整備されており、各州教育局により毎年新学

期が始まる 9 月から 10 月にかけて各学校に質問票が配布され、半年ほどかかって回収された情報が

集計・分析された後、州レベル及び全国レベルで教育統計集（Education Statistics Annual Abstract）と

して出版されている。全国版の教育統計集 2002/2003 年版の例では 2003 年 12 月に出版されており、

質問票の配布から 1 年 2 か月を要している。 
オロミア州の EMIS では、MOE が作成した標準質問票に基づきながらも、独自の質問項目も加え

られている。質問票はゾーンデスク、WEO を経由して 4 部が学校に配布され、1 部は学校の控え、1
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部は WEO、1 部はゾーンデスクに残って配布と反対のルートで各州教育局に回収される。専用デー

タベースでの集計・分析は州教育局の EMIS チームで行われるが、WEO、ゾーンデスクにも質問票

の控えが残るため、それらを使って独自に管轄内の集計が行われている。 
EMIS の対象サブセクターは、就学前教育、初等教育、中等教育、職業・技術教育、教員養成学校

（TTI 及び TTC）、識字教育（成人及び 15 歳以下）、夜間初等教育であり、一部のノンフォーマル教

育が含まれている。中心となっているのはフォーマル初等教育で、①就学状況、②教員状況、③教科

書、④施設、⑤ジェンダー及び都市・地方間のギャップ、⑥内部効率及びドロップアウト、⑦外部効

率などの詳細なデータ収集・分析が行われている（オロミア州の質問票は収集資料を参照のこと）。 
しかし一方で、これらは主として各学校へ配布される質問票（A4 版 28 ページ）によるフォーマル

学校の情報であることに注意を要する（フォーマル幼稚園、中学校にはそれぞれ別の質問票が配布さ

れている）。ノンフォーマル教育に関しては、各 WEO が管理上で把握している情報（ノンフォーマ

ル教育センターの箇所数、参加者数等）を集計しているが、各ノンフォーマル学校から直接、EMIS
の質問票によって情報を集めているわけではない。 

統計集における分析はワレダ（郡）を 小単位として行われており、それより小さな単位であるカ

バレ（村）の比較はできない。それは、学校が 1 校もないカバレが少なからずあること、隣接するカ

バレから通う生徒の状況など通学圏情報がないなどが理由である。また、フォーマル学校ベースの情

報収集であることから、あるカバレに何人くらい、フォーマル、ノンフォーマルを含め、学校に通っ

ていない子どもがいるかなど、コミュニティの視点からの情報は欠けている。 
また学校によっては、NGO などの支援により月ごとにドロップアウトの人数、理由などを調査し

ているところもあり、月例報告として WEO が把握しているところもある。これらの情報は、今のと

ころ OEB には上がってきていないようだが、学校レベルでの教育改善に役立つ情報である。 
現在の EMIS は、主として教育セクター開発プログラムの進捗状況モニタリング指標として役立つ

ことを第 1 の目的としており、従ってワレダ間の比較に基づく州レベルの計画立案と教室や教科書、

教員などの各学校単位のニーズ分析にはある程度役立つが、ワレダ内のカバレ間を考慮したミクロな

教育開発計画の立案や実施に役立つ情報は十分には含まれていない。EMIS をそのようなミクロな実

際の計画に役立てるためには、目標とする通学距離3km以内の範囲で各カバレに学校ができること、

当面の目標である 1 学級あたり 60 人以下に沿った教室数が整備されることなど、具体的な目標に対

して役立つデータを包含するように改善することが必要である。 
 
２‐２‐４ 他州におけるスクールマッピング 

エチオピアでは、1997～1998 年にかけて USAID 支援の BESO プロジェクトによる南部緒民族州、

ティグレ州、1998～1999 年にかけてフィンランド国際開発庁（Finish International Development 
Agency：FINNIDA）によるアムハラ州など過去にいくつかのスクールマッピングが行われている。

しかし、これらのスクールマッピングは、地理情報システム（GIS）を用いた学校位置図を含む電子

データベースの作成であり、UNESCO が唱えた教育情報収集とアセスメントを通した教育開発計画

策定を目的としているスクールマッピング・マイクロプランニングとは必ずしも同一の概念ではない

ことに注意を要する。関係者の認識を共通にするためには、学校位置図を中心とした地図である「ス

クールマップ」と、関連情報を含めたアセスメント活動である「スクールマッピング」とを区別して

考えることが必要だと思われる。 
1998 年に南部緒民族州及びティグレ州において BESO プロジェクトの一環として EMIS データと
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補完的なスクールマップが作成された。学校位置に加えて、行政区画、道路網、地形、人口のデータ

が含まれ、各学校の通学圏（G1‐4 は学校から半径 3km、G5‐8 は 5km）等が表示可能な GIS とし

てはごく初歩的な表示機能を使ったマップであった。マップの作成にあたっては、当時は州、ゾーン

が教育整備を実施していたことから、BESO の専門家と訓練を受けたゾーンの行政官が州内の全ての

フォーマル校、保健所などの位置情報を簡易 GPS を用いて実測した。一方、WEO は各学校への道を

案内をしただけであった。収集された位置情報データ等は、州教育局において BESO 専門家が GIS
を用い、アディスアベバから入手した既存のデジタルマップに統合された。マップの作成目的は計画

立案への利用であったが①具体的な利用方法が不明確だったこと、②ゾーン行政官に対する GPS の

使い方を別としてマップの計画への利用方法についての訓練が行われなかったこと、③新設校の追加

などアップデートのメカニズムが構築されなかったこと、④わずかに訓練された州レベルの行政官が

地方分権化に伴う構造改革の影響もあり異動したことなどが原因で、新設校や行政区分変更などのマ

ップ情報が更新されず、現在、これらのスクールマップは事実上使われていない。 
但し、視察したいくつかの WEO では BESO によるスクールマップを下図としたり、既存の行政区

分図を用いて独自に学校位置図を作成して計画や管理目的に使用しているケースが確認された。この

ように、学校位置図が WEO などの教育行政や計画策定において必要なツールであることは否定でき

ない。 
 

２‐２‐５ 学校建設プロセスの現状 

 現在エチオピア及びオロミア州において実施されている学校建設は、その実施主体の違いにより、

①政府による学校建設、②ドナーによる学校建設、③コミュニティによる学校建設、の 3 種類に分類

される。 
 まず「政府による学校建設」は、教育予算のほとんどがリカレントコストでなくなってしまうこと

から、OEB 局がその独自予算によって新規学校建設や既存学校拡充を行うことは、ほとんどないの

が現状である。将来的に政府教育予算が増大し政府による学校建設が行われるようになる可能性もあ

るが、現状では政府予算を使ってWEOが主体となり学校建設を大規模に行うことは難しいであろう。 
 「ドナーによる学校建設」においては、NGO による「住民参加型ノンフォーマル学校」の建設の

場合は、行政を巻き込まず NGO が直接コミュニティにアクセスして学校建設を行うケースもみられ

る。しかし、現在学校建設を支援している主要ドナー（UNICEF、AfDB 等）は、金銭的及び物的支

援を行うことにより、行政による学校建設を側面支援する、というアプローチを取っており、ドナー

が直接学校建設そのものに携わる、というケースは少なくなってきている。その場合にはまず、ドナ

ーの受入窓口となる州教育局により、既存の教育統計情報等をもとに建設対象ゾーン・ワレダが選定

される。さらに詳細な「どのカバレのどの地点に建設するか」という点については、対象となった

WEO により、コミュニティとの協議を通じて 終的に決定される。WEO は、ドナーによる建設費

用及び資材の供給を得て、ゾーン教育デスク（ZEO）及び州教育局から技術的助言を受けながら、学

校建設を行う。この二番目のケースにおいては、まず州教育局が優先ゾーン・ワレダの選定を適切に

行うこと、さらに WEO が建設地、学校タイプ、学校規模を適切に設定することが重要となる。 
 また「コミュニティによる学校建設」は、ESDP‐Ⅱにおいてコミュニティ参加の重要性が明記さ

れていることのみならず、上述した二つのケースによる学校建設が実際はニーズに追いついていない

ことにより、近年増加の一途をたどっている。連邦教育省が制定した「教育行政・機関・住民参加及
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び財政ダイレクティブ」によると、コミュニティの「豊かさ」により 3 タイプの住民参加の方法1が

規定されているが、実際にはコミュニティのタイプ分けは行われておらず、この規定も遵守されてい

ない。各コミュニティが、そのキャパシティに応じて金銭的・物的な寄付を行い、得られたリソース

を活用して学校を建設しているという状況である。本来ならばコミュニティによる寄付は、州議会、

ワレダ議会を通しWEOに配分された政府教育予算を補う存在であるべきはずが、予算の不足により、

コミュニティの寄付によって全ての建設費用が賄われているケースも多く存在する2。したがって、

エチオピア及びオロミア州において今後アクセス改善を面的に実施していく手段のひとつとして、コ

ミュニティによる学校建設は重要な役割を担っているといえる。 
 コミュニティ（カバレ）によって学校が建設される場合はまず、コミュニティ自身が何らかの形に

よって、「学校の必要性」を認識することが第一歩となる。コミュニティが自発的にそれを認識する

こともあれば、ワレダやゾーンが主催する啓発活動（Education Week など）の結果その認識が高まる

というケースもある。学校建設が決定した後、コミュニティは学校建設地、及び学校の仕様を決定す

ると同時に、「金銭的な貢献」「農作物（家畜、卵等）の売却」など、各々のキャパシティに応じた活

動を通じ、学校建設に必要となる物的・人的リソースの確保を行う。リソース確保の目処がある程度

立った時点で、コミュニティは WEO に対し新規学校建設の申請を行い、WEO はその認可を行う。

その後、コミュニティは確保したリソースを使い、独自に、あるいはワレダやゾーンからの技術的サ

ポートを受けつつ、学校建設を行う。学校完成後、WEO は教員及び教材の供給を行うこととされて

いるが、予算が不足しているワレダではそれもままならず、その部分についてもコミュニティが独自

に確保している。 
このように、コミュニティが意外にも大きな貢献をして、学校が順調に建設されている事例もある

ことが確認されたが、コミュニティによるこれらの学校建設には問題も多い。現状ではワレダ教育事

務所にはそれら申請の適切性（場所は適切か、規模は適切か、など）の判断材料もなければ、それを

判断するキャパシティもないため、申請をそのまま認可しているケースがほとんどである。その結果、

周辺コミュニティとの関係を考慮すると建設場所が適切でなかったり、立地を考慮すると学校の規模

が適切でなかったり、といった事例も多い。コミュニティ自身も、学校建設のための技術的知識が不

足しているため、単独で適切な判断を行うことが困難な事項もあることから、ワレダやゾーンは技術

的サポートについても適切に行う必要がある（行政の役割については２‐２‐６参照）。 
なお、以上に述べた学校建設プロセスは「政府校（フォーマル校）」におけるものであるが、政府

校へのアクセスが困難な農村部僻地では「ノンフォーマル校」も多く存在する。フォーマル校と比較

してノンフォーマル校は「修業年限が 1 年少ない（3 年）」、「教員（ファシリテーター）は基本的に

は無資格」、「行政は運営には関わらず、統計も把握されていない」などの特徴がある。しかしながら、

多くのノンフォーマル校は NGO などの支援を受けて建設・運営されていることから、必ずしも質の

悪い教育が行われているわけではなく、むしろフォーマル校よりも良い成績を上げている場合もある。

エチオピア全体、とりわけオロミア州においては、フォーマル教育のシステムがカバーし切れない僻

地において、ノンフォーマル校建設を積極的に推進することにより、初等教育へのアクセス改善及び

EFA の達成を目指す、という方針が明確に打ち出されている。したがって、アクセス改善のための

                                                        
1 農村部のコミュニティを「高キャパシティ」「中キャパシティ」「低キャパシティ」の 3 種類に分類し、コミュニテ

ィによる建設費用の負担割合をそれぞれ 100%、65%、0%と定めている。 
2 例えば、調査団が訪問したアルシゾーンにおいては、現在建設中の 144 校のうち、79 校がコミュニティの寄付のみ

により建設されている、とのことであった。 
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学校建設を考える際には、フォーマル校のみならずノンフォーマル校も対象に入れ、場合によっては

まずノンフォーマル校として建設し、運営が軌道に乗った後にフォーマル校へとアップグレードする、

といった柔軟なアプローチも必要であろう。 
 
２‐２‐６ 地方分権化の現状 
（１）教育セクターにおける地方分権 

 エチオピアでは 2002 年 8 月に教育省にて制定された条例文「Educational Administration Organization, 
Public Participation and Finance Directive」において同国の教育セクターにおける教育省（国家レベル）、

州教育局（州レベル）、ゾーン教育部（ゾーンレベル）及びワレダ教育事務所（ワレダレベル）のそ

れぞれの役割を明確化している。 
 この中で特記すべき事項は、 も教育現場に近いワレダが教育の普及や質の確保に関する実質的な

責任を担うこととしている点である。実際に各ワレダではその責任に基づき、3 年間の教育戦略計画

を策定するなどしているが、制度上は権限が委譲されていているものの、実質的にワレダがこれらの

責任を果たすために十分な能力が備わっているとはいえないのが現状である。特にノンフォーマル基

礎教育学級についてはワレダレベルでもその状況については把握されていないこともあり、具体的な

対策等は検討されていないものと思われる。 
上述の条例（Directive）にて明記されている WEO の主な役割は以下のとおり。 

 
＜ワレダ教育事務所（WEO）の主な役割＞ 

 初等学校、中等学校及び職業訓練校の設置及び管理 
 ワレダ内の（特に）初等教育の普及 
 これまで教育機会のアクセスがなかった地域に対する平等な教育機会の分配の確保 
 政府が新たに学校を建設する際の対象カバレの選定 
 ワレダ・カバレにおける教育の質の維持に係る監理強化 
 教育セクターにおける地域社会の役割の向上 
 ワレダ内のカバレや PTA が各々の経験を共有するためのファシリテーション 
 教育分野において大きな貢献をした団体や個人に対する授賞 
 初等学校の平等な教員配置 
 学校建設や教材の供給に対して地域社会が人的・物的貢献できるような戦略の策定及び実施 

 
 これに対し、州教育局は連邦政府が設定した教育政策の実施に係るモニタリング及びワレダの権限

において実施する活動のサポートが主な役割となっている。なお、ゾーン教育部は州教育局の支部的

な位置づけとなっており、実質的な権限はなく、州教育局の活動の実施や、州からの教材や機材の分

配や情報の伝達などが主な役割となっている。上述の条例（Directive）に明記している州教育局の役

割で主なものは以下のとおり。 
 
＜州教育局の主な役割＞ 

 ゾーンやワレダを支援するための研修や教材の提供 
 初等学校教員研修の提供 
 連邦政府が設定した基準に沿った教育の確保 
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 NGO、国際機関及び二国間政府援助による教育支援にかかる調整 
 全てのワレダに対する教員の配置（ゾーン及びワレダ教育事務所と協調しながら） 
 実際の学校管理を行う（ワレダやカバレ等の）行政の代表者の能力向上及び、行政が各々の

経験を共有するためのファシリテーションを行うための仕組みの構築 
 
（２）教育予算 

 エチオピアでは連邦政府よりブロック・グラントと呼ばれる補助金が各州（Region）に配賦され、

更に州議会より各ワレダの議会へ配賦される。通常ブロック・グラントは多くの割合で教育・保健分

野に活用されるが、ワレダは配賦されるブロック・グラントを教師の給与等のリカレントコストのみ

で使い果たしてしまうため、ワレダの役割として位置付けられている学校建設等に必要な経費は実質

上予算化されていない。このため実際の学校建設及び運営は、各カバレのコミュニティからの寄付等

によって行われており、また政府としても地方分権化の方針のもと、これを積極的に推進している状

況にある。 
 
（３）「学校建設」を踏まえたワレダ（郡）及び州の役割 

上述のとおり、エチオピアにおける地方分権体制において も重要な役割を果たすのはワレダであ

り、学校建設においても同様である。 
学校建設までのプロセスを踏まえれば（「２‐２‐５学校建設プロセスの現状」を参照）、実際の学

校建設においてはカバレのコミュニティが も重要な役割を果たすが、コミュニティの学校建設に係

る計画能力や資金能力については一様ではないため、学齢児童に対して教育機会を公平に提供するた

めにワレダがその調整などの役割を担っている。訪問したヒトサワレダ教育事務所、アルシゾーン教

育事務所、OEB からのヒアリング結果を踏まえると、学校の建設に際してワレダには以下の役割が

あると整理できる。 
 
＜学校建設（教育機会の均等配分）に係るワレダの役割＞ 

 カバレからの学校建設の申請に係る建設サイト、教室数等に係るアドバイスまたはファシリ

テーション 
 承認された学校に対する教員の配置 
 承認された学校に対する文房具等の供給 
 コミュニティが内発的に学校建設・運営を行うようにするための啓蒙活動（特にワレダ内に

おける就学率の低い地域に対して必要と思われる。） 
 カバレのコミュニティが学校建設や教育の質の改善を図るために必要なトレーニングプロ

グラムの開発・実施及び対象者の選定 
 NGO、国際機関、二国間ドナー等が学校建設支援を行う場合の重点カバレの選定（プライ

オリティ付け）及び調整 
 
 また上記のワレダの役割に対し、州及びゾーンが果たすべき役割としては以下が想定される。なお

既に記述したようにゾーンの教育デスクは州教育局の出先機関と位置付けられるため、その役割につ

いては州の役割に含めるものとする。 
＜学校建設（教育機会の均等配分）に係る州の役割＞ 
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 ワレダが上述の役割を果たすためのサポート（トレーニングプログラムの開発・実施等を含

む） 
 ドナーが支援する場合の全州的な優先地域（ゾーン・ワレダ）の選定 
 ドナーからの支援の調整 

 
２‐２‐７ 他ドナーによる教育援助 

 エチオピアの教育分野には主要なドナーが多数入っている。オロミア州において初等教育への支援

を行っている主なドナーとしては UNICEF、USAID、AfDB 等が挙げられる。強力なドナーコミュニ

ティが存在し、教育分野の援助機関会合は頻繁に行われ、情報交換が行われている。また合同レビュ

ーミッションや政府との対話も共同で行われているが、現在のところは財政支援や援助資金のプーリ

ングの主流化といった話は出ていない。各援助機関の良識によりそれぞれの機関が事業を実施してい

る。「ドナー協調」への動きは比較的緩やかである。エチオピア政府は一般財政支援を望んでいるも

のの、ドナーがそれに縛られている現状はない。ESDP‐Ⅱの実施を何らかの形で支援する以上、プ

ロジェクトベースで援助を行うことに問題はないと思われる。 
 
（１）国連児童基金（UNICEF） 
 本開発調査に も関係が深いと考えられるのが、現在 UNICEF が行っている学校建設支援である。

UNICEF は、エチオピア政府と合意した 5 か年計画とその年間実施計画に基づき、オロミア州を含む

エチオピア全土において 10～15％相当のワレダを選定し、トタン、釘などの建設資材供与（州教育

局を経由）と工賃などの資金供与（ワレダへ配分）の組み合わせによるノンフォーマル教育センター

（Non-Formal Basic Education Centre：NFBEC）の建設支援を行っている。オロミア州では過去 2 年半

で 250 校が建設された。今年は現行の 5 か年計画の中間にあたり、この支援は当面は継続されるもの

と思われる。 
また UNICEF は、NFBEC の建設に役立てることを目的とした「スクールマッピング」を、ソマリ

州、アムハラ州の 2 州において計画中とのことである。 
 
（２）アフリカ開発銀行（AfDB） 

 学校建設支援は AfDB によっても実施されている。AfDB によるローンは、エチオピア全土におい

て、政府基準を採用したフォーマル校の建設に活用されている。AfDB はあくまでも「政府による学

校建設を資金面で援助」という位置づけで支援を行っているため、学校建設地選定や技術的支援は行

っていない。1998～2004 年のプロジェクト期間中に全国で 700 校の建設が計画されているが、着工

の遅れにより現在までに 200 校しか完成していない。AfDB は、今後は世界銀行などと同様、ESDP
‐Ⅱなどのセクター計画を全般的に支援する「財政支援」へと移行していく予定だとのことである。 
 
（３）米国国際開発庁（USAID） 
 本開発調査の重要なコンポーネントには「行政官に対するキャパシティ・ビルディング」が含まれ

るが、それに関連したドナー支援として、USAID によるワレダ行政官キャパシティ・ビルディング

が挙げられる。USAID は、基礎教育に対する包括的プログラム「基礎教育戦略目標（Basic Education 
Strategic Objectives：BESO‐Ⅱ）」の活動の一環として、現在エチオピア全州の全ワレダの教育関連

行政官を対象とした、計画策定能力向上のためのワークショップを実施中である。各ワレダから行政
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官が 5 名ずつ選定され、10 日間のワークショップで集中的に計画策定能力の研修が行われている。3
か月で全てのプログラムを終了する予定であり、短期間の「広く浅い」研修内容となっている。 
 
（４）FTI に係る動向 
 エチオピアは世界銀行が中心となって推進するファスト・トラック・イニシアティブ（FTI）の対

象国となっており、エチオピア政府は 2002 年にプロポーザルを世界銀行 FTI 事務局へ提出している

が、内容が不十分であったため、受理されず、その後も今に至るまでエチオピア側で目立った動きは

ない。ちなみに提出された FTI プロポーザルの内容は「教科書の印刷・配布」に高いプライオリティ

をおいており、たとえ FTI により追加的資金が得られたとしても、それをエチオピア政府が教育アク

セスの向上、学校建設へ活用されることは考えにくい。 
またエチオピアでは、FTI が新たに資金を生むわけではないため、その影響力も大きいとはいえず、

関係者間の関心は高くないようであった。世界銀行エチオピア地域事務所の教育担当官によれば、エ

チオピアではドナーによる支援が既に多いにも関わらず問題が解決していない現状を踏まえれば、同

国の問題は必ずしも「資金不足」という単純なものではない、という見解を示した。 
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第３章 本格調査の内容検討に係る確認事項 

３‐１ 調査内容 

 当初のオロミア州からの要請に基づき、オロミア州教育局（OEB）が本調査に求めている具体的な

ニーズを確認するために協議・ワークショップを行った結果、本格調査のスコープに係るオロミア側

の 終的な要請内容を以下のとおり確認した。今後は以下の内容に基づき、更に詳細な調査を行い、

本格調査のスコープを検討していくことになる。 
 
＜上位目標＞ 

 オロミア州において質の確保された基礎教育へのアクセスが改善される。 
 
＜プロジェクト目標＞ 

 ワレダ（郡）教育事務所（WEO）及びオロミア州教育局（OEB）がそれぞれのキャパシティを強

化すると共に、学校の新設、増築、昇格により、特にジェンダーに配慮した公正な学校配置を確保す

ることにおいて、それぞれの機関がカバレに対して必要な支援を行うメカニズムが開発される。 
 
＜成果＞ 

① 対象ゾーンにおいてノンフォーマル基礎教育の情報を含めた（教育）情報の収集及び普及に

係る持続的なシステムが開発される。 
② 収集された情報を効果的に活用することにより、公正な学校の配置に資する適切な判断がで

きるよう WEO の能力が強化される。 
③ ワレダにおいて公正な学校の配置が行われるために、WEO に対して効果的な技術的支援を

行うための OEB の能力が強化される。 
 
＜活動＞ 

① ニーズアセスメントの実施 
② 必要な情報の収集 
③ OEB の既存の EMIS のレビュー及び改善 
④ ワレダ及び OEB による計画策定及びファシリテーションを行うために 大限活用され得る 

適切な形態（例えばデジタル、紙の地図など）の学校位置図の開発。（対象ゾーンのワレダ） 
⑤ ワレダが小学校の新たな建設、増築及び昇格に関する適切な判断をするためのガイドライン

の開発 
⑥ WEO の人材が、小学校建設、増築及び昇格に関する計画策定、公正な学校の配置を行うカ

バレに対して技術的支援を行うための研修の実施。 
⑦ OEB の人材が、ワレダに対して技術的支援を行い、本調査の成果をオロミア州の全ワレダに

対して普及するための研修の実施。 
  
３‐２ 調査対象範囲 

 当初の要請書では「オロミア州全域」を対象地域としていたが、本格調査の活動はワレダレベルの

学校配置図作成・行政能力向上が活動の中心となることとなったため、現実的な対象地域として技プ
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ロ「住民参加型基礎教育改善プロジェクト（ManaBU）」の対象地域である 3 ゾーン（アルシ、北シ

ェワ、西ハレルゲ）に南西シェワ、西シェワ、東シェワの 3 ゾーンを加えた計 6 ゾーンの中の全ワレ

ダを対象地域とすることが OEB より提案された。またスクールマッピングの対象としては初等学校

（フォーマル・ノンフォーマル）及び中等学校を含めたいとの要請があった。 
 今般 OEB より要請のあった開発調査のスコープでは、①必要な教育情報を収集するのはワレダや

カバレが中心となること、②ワレダの教育行政のキャパシティ・ビルディングが重要な要素となるた

め、ワレダの教育事務所に対して直接的な働きかけが必要であることなどから、今般 OEB 側が対象

地域を絞ったことは妥当といえる。また OEB は、本開発調査対象外の地域については、調査の成果

を普及するために OEB 自身でスクールマッピングを行っていくとのコミットメントを得た。 
なお、 終的な対象地域については、今後収集する情報の規模などの詳細な開発調査のスコープを

検討していく中で、現実的な対象地域の範囲や妥当性を検証し、S/W 協議にて決定することで OEB
側と合意した。 

参考までに提案のあった 6 ゾーンにおける基礎教育に係る情報及び想定されるインパクトは以下

のとおりである。右ゾーンにおける学齢人口（推定値）の合計は全州の 46％を占めており、調査の

スコープで対応可能な範囲として認められれば、同地域の推計未就学学齢児童数（約 84 万人）など

を勘案しても本開発調査のインパクトは十分な規模であるといえるであろう。 
 
<要請のあった 6 ゾーンの状況及び想定されるインパクト（カッコ内はオロミア州全体の割合）〉 
 

数字は全てフォーマル校（本統計は Education Statistics Annual Abstract（2001/2002）の統計を基に

調査団が対象ゾーンのインパクトを図るために計算したものである）。 
 

 対象ゾーン：6 ゾーン（N.Shewa、Arsi、W.Harerge、E.Shewa、W.Shewa 及び S.W. Shewa） 
 対象 6 ゾーンにおけるワレダ数合計：81 ワレダ 
 学校数合計（フォーマル）：1,798 校（39.2％） 
 就学生徒数合計：136 万 6,943 人（46.4％） 
 学齢人口（各ワレダごとの GER から逆算した推計値：220 万 6,669 人（46.3％） 
 未就学学齢人口（GER をベースとした 小の推計値）：83 万 9,726 人以上（46.1%） 
 未就学学齢人口を就学させるために必要な教室数：6,998 教室（46.1%） 

（クラスサイズを ESDP‐Ⅱの目標値 60 人と 2 部制での学級運営を想定） 
 全て新規建設校と想定した場合の必要な学校数：1,166 校 

（一つの学校は対象 6 ゾーンの平均学校規模 760 人に近い 6 教室を想定） 
 
３‐３ 先方機関の実施体制 
 OEB は、地方分権化の中でその権限が郡レベルまでに委譲されているため、OEB のスタッフの数

も十分とはいえず、更に異動が頻繁にあったり、スタッフの一部が大学に通ったりと、カウンターパ

ートとしては若干の不安要素がある。しかしながら開発調査の効果的な運営及び自立発展性のために

はカウンターパートをしっかりと確保し、きちんと役割を与えてプロジェクトに巻き込んでいくこと

が重要であるため、その旨先方に申し入れた。協議の末、OEB からは局長及び副局長のほか、計画

部から 低 2 名（うち 1 名は EMIS チームより）の計 4 名、さらに対象ゾーンから各２名（計画担当

と統計担当）をカウンターパートとして確保することで合意した。またワレダ（郡）も開発調査を実
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施していくうえで大変重要な役割を占めることから、各ワレダ（先方から要請のあった 6 ゾーンでは

81 ワレダ）より 1 名フォーカルパーソンをおくこととした。 
 また OEB は技プロ「住民参加型基礎教育改善プロジェクト（ManaBU）」のカウンターパートでも

あるため、先方から技プロのカウンターパートと同じ人材を本開発調査でも配属したい旨要請があっ

た。これを受け、OEB に人材が他にいないこと、技プロと本調査はひとつのプログラムとして位置

づけられること、技プロ専門家チームもこれを了承したことから、先方の要請について承諾すること

とした。 
なお、現在の OEB の組織図は付属資料 6 のとおり。 

 
３‐４ 本格調査への提言 

３‐４‐１ 調査項目 

既述のとおり、本格調査のスコープの詳細を詰めるにあたり、今後は収集する情報の精査、対象地

域のフィージビリティなど更なる調査が必要だが、現時点で想定される本格調査に盛り込むべき調査

項目は以下のとおり。 
 
（1） OEB、WEO、カバレの各レベルでのニーズアセスメントの実施 

（2） OEB と共に質問票の内容及びデータ収集方法の検討 

（3） OEB、WEO などを動員した必要な情報の収集（ノンフォーマル教育、教育施設配置、地理

情報、人口など） 

（4） OEB 既存 EMIS のレビュー及びデータ統合と EMIS 改善による計画支援ツールの開発 

（5） WEO に対する公正な学校配置整備計画（新設、増築、昇格など）のガイドライン作成 

（6） WEO に対する公正な学校配置整備計画の策定トレーニングの実施 

（7） OEB に対するワレダへの技術支援のトレーニングの実施 

（8） トレーニングの成果を利用した WEO によるパイロットプロジェクトの実施 

（9） パイロットプロジェクトの結果を盛り込んだガイドラインなどの改善 

 
ただし、調査の協力期間や対象ゾーン数など調査規模や全体フレームワークに応じ、①(8)～(9)

の実証的なパイロットプロジェクトを調査項目に含めないこと、②(3)～(4)の情報収集と計画支援ツ

ールの作成を 1 年次がいくつかのゾーンないしはワレダでのトライアルとし、2 年次には対象全ゾー

ンでの段階的な適用とすることなどがオプションとして考えられる。 
 

３‐４‐２ 調査内容・範囲 

下記の文中では、調査内容の詳細についての建設的議論に資するため具体的な事例を提示すること

に努めているが、必ずしもこれらの範囲に限定すべきという意図ではない。 
（１）OEB、WEO、カバレの各レベルでのニーズアセスメントの実施 
ジェンダー及び都市・地方部の格差に配慮しながら、就学、内部効率、教育の質などの阻害要因を

検討し、公正な学校配置整備を行うためには情報やツールとして何が必要となるかを各レベルごとに

分析し、把握する。各レベルの役割は、現在地方分権化が進行中のため実情とは異なる部分もあるが、
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教育省の条例（Educational Administration Organization, Public Participation and Finance Directive）が参考

になる。 
予備調査におけるインタビューでは、①通学距離が遠い、②子どもの労働、③親の理解不足、④干

ばつのための食料不足・空腹などが主たる就学の阻害要因としてあげられた。ジェンダー間の就学状

況の格差については、女子の方が①水汲みなど家庭の労働力として多く期待されている、②慣習的に

略奪婚や誘拐があるため特に遠距離の通学を避ける、③親の理解不足などがあげられた。子どもの労

働では、干ばつのため遠くへ水汲みに行かなくてはならないことが学校へ通う阻害要因となっている

という意見もあった。 
また、予備調査における観察では、1 学級に 150 人以上が入り、ただ復唱するだけの授業、2 部制

の学級運営のため授業時間以外に勉強をする場所や機会がない、机・いすが無い上に混雑により空気

の澱んだ教室、教材・ポスターのほとんどない教室、現職教員研修の機会がほとんどない教員、3～5
人の生徒に 1 冊しかない教科書など、教育の質や内部効率に大きな影響を与える要因がたくさん見ら

れた。 
これらの全てが質の確保された公正な学校配置整備だけで解決されるわけではないが、特に WEO、

カバレ、カバレの下部にありガダと呼ばれるコミュニティ、そして PTA も主体となって、それぞれ

の問題に対する解決手段を考え、対策を講じることが必要である。 
 
（２）OEB と共に質問票の内容及びデータ収集方法の検討 
上記（１）で把握された問題に対する効果的な解決手段を検討し、そのために必要な情報やデータ

の種類、収集方法などを検討する。以下の表２にその一例を示す。 
 

表２：ニーズアセスメントで把握された問題と必要な情報・データ（例） 

問 題 解決手段・対策 必要な情報・データ 収集方法 

通学距離が遠い 学校や NFEC の新設 
生徒の通学距離 
集落の分布、学齢人口

学校、NFEC への質問
票 
WEO、カバレから 

子どもの労働 
身近な距離に授業時間がフレキシ
ブルな NFEC を新設 

未就学児童の人数 
集落の分布、学齢人口

カバレから 
WEO、カバレから 

親の理解不足 啓蒙活動 未就学児童の分布 カバレから 
空腹 給食プログラム 干ばつ被害の状況 WEO 
女子の労働（水汲み
など） 

近くに水場の確保 
学校に井戸の設置 

井戸などの分布 カバレから 

女子の誘拐 
通学が安全な距離に学校や NFEC
の新設 

生徒の通学距離 
集落の分布、学齢人口

学校、NFEC への質問
票 
WEO、カバレから 

教室内の過密 教室の増築 
生徒数、 
潜在需要（学齢人口） 

学校、NFEC への質問
票 
WEO、カバレから 

自習場所の不足 図書室の設置など 特になし 特になし 
教材、ポスターの不
足 

リソースセンター、学校クラスターな
ど 

学校、NFEC の分布 WEO、カバレから 

現職教員研修 同上 同上 同上 

教科書不足 教科書の印刷・配布 
既存教科書数、生徒数
学校、NFEC の配置 

学校、NFEC への質問
票 
WEO、カバレから 
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ただし、ここで検討されたものを全て対象とするわけではなく、情報やデータの効果的な利用可能

性に応じて優先度を判断し、収集を行う情報、データ及び収集方法を決める。 
また、３‐４‐１（４）で作成される計画支援ツールには、地理情報システム（GIS）を用いたデ

ータベースが想定されるが、そこに盛り込まれるべき空間データの内容も検討する。人口、学齢人口、

生徒数など、既存の EMIS または上記で収集される表形式のデータは、GIS を介して空間データと関

連付けられることになる。 
 

表３：ベースマップのデータ構造と入手ソース（例） 

空間データ データ構造 備  考 ソース 
集落 多角形 個別の建物は不可能 WEO、カバレからアナログデータ 

行政区画 多角形 州、ワレダ、カバレの境界
CSA または州の関連機関からデジタル

データ 

地形・標高 メッシュ 100m ピッチの DTM 
（Digital Terrain Model） 

1/50,000 地形図からスキャン 
または 2 次ソースからデジタルデータ 

道路網 線 幹線道路からコミュニティ

道路まで適当なクラス分け
道路公社からデジタルデータ 

多角形 湖水 1/50,000 地形図からスキャン 
または 2 次ソースからデジタルデータ 

水面 
線 河川 1/50,000 地形図からスキャン 

または 2 次ソースからデジタルデータ 
座標 点 標準点 地図公社からデジタルデータ 

公共施設 点 学校、保健所、教育事務所

等 WEO、カバレからアナログデータ 

 
上の表３に掲げた例は、これまでの南部緒民族州、ティグレ州における BESO プロジェクトによ

るスクールマップ、アムハラ州における FINNIDA によるスクールマップ、道路公社が行った Rural 
Travel and Transport Program（RTTP）のデジタルマップなどから現実的で実施可能と判断されるが、

公共施設の位置情報をフィールドサーベイによって GPS データを取得するのか、或いは上記の表内

で想定したように、WEO、カバレから紙の地図上へのマークなどによりアナログデータとして入手

するのかは精度とマンパワーに影響をもたらすので検討を要する。対象ゾーン内には、フォーマルの

小学校だけでも約 1,800 校があり、より交通の便の悪い所に立地しているであろうノンフォーマル学

校はその 2～3 倍にのぼると思われる。簡易 GPS を使った場合の誤差は 10～15m 程度で、地元の人

材からのアナログ情報の場合、ほとんどのケースで誤差は 10～50m を越えないと思われるが信頼性

は情報提供者次第である。しかし、限られたエキスパートを育てて包括的、完璧なデータベースとす

るよりも、地元の人材を積極的に動員しながら、利用される支援ツールの目的に沿った必要十分なレ

ベルのものとすることが、経済性やシステムの持続性の観点からも重要であると思われる。 
また、行政区画のように、信頼性や精度の観点から、後々の変更を OEB が責任をもって修正して

いくことが好ましくないデータもある。データソースの供給先は、そのようなデータに対する維持管

理責任を考慮しながら決められるべきであろう。本来は、それぞれのデータの維持管理責任を各機関

が分担し合うことで将来の更新に対応すべきであり、例えば地図公社等が調整役を果たす調整機関の

設置が望ましいが、そこまで調査対象とすることは本調査の目的を逸脱してしまうので個別のデータ

間での取り決めに留めておくことが現実的であろう。すなわち、学校関連データの維持管理責任は
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OEB が受け持つが、行政区画の維持管理責任は州のどこの機関が受け持つ、ということを相互に確

認しておくことである。 
 
（３）OEB、WEO などを動員して必要な情報の収集（ノンフォーマル教育、教育施設配置、地理情

報、人口等） 
上記（２）で検討された内容に沿って、必要な情報の収集を行う。既存の EMIS の質問票は毎年、

新学期が始まる 9 月から 10 月にかけて、ゾーンデスク、WEO を経由して各学校に配布される。各学

校やノンフォーマル教育センターから定期的な情報収集を必要とするものは、この EMIS のメカニズ

ムに乗せて行われるべきであろう。 
情報収集の進捗状況をゾーンデスク、WEO、カバレ、学校などでモニタリングし、必要な改善事

項があれば検討する。 
 
（４）OEB 既存 EMIS へのレビュー及びデータ統合と EMIS 改善による計画支援ツール開発 
収集された質問票による EMIS の追加データと GIS を利用する地理情報とを統合させ、調査の目的

に沿った計画支援ツールを開発する。 
南部緒民族州、ティグレ州における BESO プロジェクトによるスクールマップ、アムハラ州にお

ける FINNIDA のスクールマップでは、学校の分布状況の把握が目的と思われるほど実際の計画への

利用方法が不明確であった。本調査では、その

点に十分な配慮が必要である。 
 右の図は、予備調査で入手した地図公社発行

の 50,000 分の 1 地図を用い、現地調査を行った

ヒトサワレダ周辺の学校分布状況の演習を行っ

たものである。南北に幹線道路が走るが、既存

の G8（1 年生～8 年生）学校（■で表示）はそ

の道路沿いの比較的大きな集落に整備されてき

た。予備調査で訪問した今年からノンフォーマ

ル教育センターからフォーマルの G4（1 年生～4
年生）学校に昇格したジャウィグチチャ学校は、

図の中央やや左にある丸印（●で表示）の学校

である。この図からわかることは、これまで幹

線道路沿いに整備されてきた三つの学校の空洞

部分を昇格したジャウィグチチャ学校は効果的

に埋めているということである。しかし、更に

北西には集落が点在しているにも関わらず、3km
という通学距離の目安の範囲には学校がないこ

ともわかり、これらのコミュニティに対するニ

ーズの把握やファシリテーションが WEO に求

められる。 

幹線道路

ジャウィグチチャ学校

この図のように物理的な学校分布を示したも

の以外に、人口データから割り出した就学状況

図２：ヒトサワレダ周辺の学校分布状況 

出所：地図公社 
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あるいは未就学学齢人口の状況をカバレごとに表示することや、カバレごとに教室の過不足の状況な

ども表示することが可能であると思われる。 
 

（５）WEO に対する公正な学校配置整備計画（新設、増築、昇格など）のガイドライン作成 

上記で開発されるツールは、管轄内のカバレを受け持つ WEO に対して供給され、公正な学校配置

整備計画に役立てられるものである。通学距離・時間が短縮され、教室内の過密度が緩和されれば、

間接的に教育の質や効率の改善にも結びつく。 
WEO に対するガイドラインに関しては、どのようなケースで G8 のフォーマル校を新設（或いは

既存校を昇格）すべきか、どのようなケースで先ずノンフォーマル教育センターを設けるべきなのか、

という点について記載する。例えば、以下の表４のような項目を含むことが考えられる。 
 

表４：WEO に対するガイドライン（例） 
現  状 対 応 策 備  考 

特に女子の未就学学齢人口

が多く、近くに学校がない

カバレが存在する 

ノンフォーマル教育セン

ターの設置 
PTA を通して啓蒙活動 

WEO はカバレへのファシリテーションを行

う 

同 学齢人口が 300 人を超

える 
G4フォーマル学校の設置

WEO はカバレへのファシリテーションを行

う、OEB へドナー支援の可能性を打診する

生徒数 300 人を越えるノン

フォーマル教育センター 
G4フォーマル学校への昇

格 
WEO は周辺の学校の通学圏情報を調査して

判断する 
学級に 100 人以上の生徒が

いる過密状況で教室不足が

原因のもの 
教室の増築 

WEO は周辺の学校の通学圏情報を調査し、

当該校の教室増築で対応可能かどうかを判

断する 
G8 卒業生の進学率が他の

ワレダよりもはるかに低い 
中学校の新設 
新設する候補地の提案 

WEOはOEBにワレダ内に中学校の新設を申

請 

研修により教員の質の向上

が必要 

学校クラスターのコア学

校にリソースセンター設

置 

WEO は学校分布状況からクラスターの構成

を検討し、コア学校を決める 
OEB にドナー支援の可能性を打診 

 
また、実際に建設、増築などの実施に結びつけるためには、資金源に応じた資金の流れを含めて、

現在の建設プロセスをよく理解し、それらに適合した形でのガイドラインとすることが重要であろう。 
現在、小学校の整備に係る資本予算は、教育省や OEB を経由せずに各ワレダの財務事務所

（WOFED）へブロック・グラントとして直接配分され、保健分野、農業分野などのセクター別の優

先度に応じて配分されている。しかし、ブロック・グラントが限られているため、教育セクターの配

分は、全てが教員の給与をはじめとした経常費だけで終わってしまったり、毎年 1 校分の予算（約 3
～4 万 ETB）程度しか資本予算に向けられていないのが現状である。多くのワレダでは、1 校分の予

算を分割するなど、コミュニティの負担に依存して学校建設を行っている。 
また、世界銀行、AfDB などのローン、UNICEF などの資機材供与は、OEB を通して各ワレダに配

分されるため、WEO には各カバレに対するファシリテーションやサポート以外に、OEB との効果的

な連携を図ることが求められる。 
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（６）WEO に対する公正な学校配置整備計画の策定トレーニングの実施 
以上の作業で作られた計画支援ツールとガイドラインを用いて、対象ゾーン全てのWEOに対して、

WEO が具体的なニーズを把握し、ジェンダー間の格差の緩和、質や効率の改善も視野に入れた公正

な学校配置整備計画のトレーニングを実施する。トレーニングは、各六つのゾーンにおいてワークシ

ョップ形式で行われることが想定される。 
 
（７）OEB に対するワレダへの技術支援のトレーニングの実施 

OEB の人材が、ワレダに対して技術的支援を行い、本調査の成果をオロミア州の全ワレダに対し

て普及するため、職場内訓練（OJT）形式で継続的に訓練を行われることが想定される。 
 
３‐４‐３ 調査実施上の留意点 

（１）実用性 

既存 EMIS の改善と GIS による計画支援ツールは、包括的な内容を含むものではなく、ジェンダー

間の格差是正への配慮や、教室の過密改善による質や効率の改善も視野に入れた公正な学校配置整備

計画のツールとしての実用に重点をおいた必要十分な 小限なものとすべきである。 
その上で、実際に質の確保された教育へのアクセス向上に結びつくよう、調査のアウトプットを利

用して技術面、財政面、組織・体制面でも現実的なワレダレベルの実施計画の策定が行われることに

努力を傾注すべきである。 
 
（２）持続性と経済性 

既存 EMIS の改善と GIS による計画支援ツールは、容易に定期的な情報の更新が行われるメカニズ

ムを提案し、確立するべきである。特に、既存の EMIS 運用との統合、学校配置情報などの追加・変

更に対する WEO などからのデータ取得のメカニズム、行政区画や人口データなど外部の機関からの

更新データ取得のメカニズムは計画支援ツールの持続性にとって重要な要素である。 
また、計画支援ツールが計画の実施に比べて、開発や維持管理にはるかに高い費用を必要とするも

のであればツールとしてほとんど意味をもたない。ここで採用されるメカニズムは経済性にも十分な

配慮が必要であろう。 
 
（３）OEB、ゾーンデスク、WEO の連携強化 
地方分権化の流れの中、今後、WEO は、今のところごく限られた財源しか配分されていないがブ

ロック・グラントによる資本予算、コミュニティからの負担を効果的に組み合わせ、教育インフラ整

備を含むフォーマル及びノンフォーマルの初等教育の実施を中心となって担っていくことは間違い

ない。一方、OEB は中学校、教員養成学校（TTI 及び TTC）を含む中等教育を管轄し、また、初等

教育に関しても有償、無償を含むドナーからの窓口となっている。2003/04 年度の OEB の資本予算は

約 8,000 万 ETB（約 10 億円）で、その内、政府からの中学校の建設や機材調達等に向けられる予算

が 1/3 強を占めているが、残りの 2/3 弱は UNICEF やイタリアからの無償援助による資機材調達、世

銀などのローンによる小学校建設に充てられるべき予算である。これらの OEB の資本予算が適切に

ワレダに分配されることが求められる。 
また、地方分権化に沿ってティグレ州では中間のゾーンが廃止されたが、オロミア州のように広大

な面積の州では非現実的であろう。ゾーンデスクは今後も OEB の出先機関として存続していくもの
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と思われる。この調査の実施により、OEB、ゾーンデスク、WEO の間の役割分担が明確になり、計

画の策定と実施を通してそれぞれの連携が円滑化・強化されることが望まれる。 
 

３‐５ 本格調査開始までの懸案事項 

予備調査においては OEB 側からのプレゼンテーション、それに対する討議、そして数回にわたる

ワークショップを通して OEB 側の要望の内容が明らかになった。 
しかし、調査内容の詳細、六つの対象ゾーンの可否については、OEB 側と S/W 協議を行うには以

下のような判断材料が不足している。 
 
① 計画支援ツールの詳細内容として、主として GPS データを使うのかアナログ情報をデジタル

化するかなどについて、まだ OEB 側と認識が一致していない、 

② 同支援ツールに包含される各々のデータの入手可能性、入手方法、それに伴うコスト、収集作

業のフローと要する期間などが未確認である、 

③ 予備調査で訪れたアルシゾーン、同ヒトサワレダは、交通の便も良く経済的にも恵まれた地域

であったが、そうでない地域でも同じように、特にノンフォーマル教育に関して、支障なく

WEO を通してカバレの情報収集活動が行えるかどうか未確認である。 

 
現在、技術プロジェクトにおいてラピッド・スクールマッピングが対象の 3 ゾーン、6 ワレダで実

施されている。その結果によっては上記の確認が取れる部分もあるだろう。
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