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序     文 

 

 

日本国政府は、エチオピア連邦民主共和国政府からの技術協力の要請に基づき、同国のオロミア州

を対象に「住民参加型初等教育改善プロジェクト」について事前評価調査を行うことを決定しました。 

これを受け、国際協力機構は 2008 年 3 月 2 日から 3 月 12 日にかけて事前評価調査団を同国に派遣

し、関連情報を収集・整理するとともに、協力の枠組みについてエチオピア側関係者と協議し、2008

年 8 月 6 日に討議議事録（R/D）の署名を行いました。 

今般、以上の協議結果を報告書として取りまとめました。この報告書が本プロジェクトの今後の推

進に役立つとともに、この技術協力事業が両国の友好・親善の一層の発展に寄与することを期待いた

します。 

終わりに、本調査に対しご協力とご支援を頂いた両国の関係者の皆様に、心からの感謝の意を表し

ます。 

  

平成 20 年 10 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

エチオピア事務所長 

佐々木 克宏 
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略 語 表 

略語 正式名 日本語 

ABE Alternative Basic Education 代替的基礎教育 

BEGIN Basic Education for Growth Initiative 成長のための基礎教育イニシアティブ 

CRC Cluster Resource Center クラスター・リソース・センター 

ESDP Education Sector Development Programme 教育セクター開発プログラム 

GEQIP General Education Quality Improvement 

Programme 

教育の質向上プログラム 

GER Gross Enrollment Rate 総就学率 

INSET In-Service Teacher Training 現職教員研修 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

ManaBU Mana Barnoota Ummataa (Community School)
住民参加型基礎教育校 

（オロモ語： コミュニティの学び舎）

ManaBU Project 
Community-Based Basic Education 

Improvement Project 
住民参加型基礎教育改善プロジェクト 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MOE Ministry of Education 連邦教育省 

OEB Oromia Education Bureau オロミア州教育局 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PO Plan of Operation 活動計画表 

PRESET Pre-service Teacher Training 新規教員養成研修 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

SMAPP Project on Increasing Access to Quality Basic 

Education through Developing School Mapping 

and Strengthening Microplanning in Oromia 

Region 

オロミア州初等教育アクセス向上計画 

TOT Training of Trainers 講師研修 

TTC Teacher Training College 教員養成校 

USAID 
United States Agency for International 

Development 
米国国際開発庁 

WEO Woreda Education Office 郡教育事務所 

ZEO Zonal Education Office 県教育事務所 
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第１章 調査概要 

 

１－１ 要請背景 

エチオピア連邦民主共和国では、1997年より累次の教育セクター開発プログラム（Education Sector 

Development Programme: ESDP）を策定しており、現在第 3 次プログラム（ESDP Ⅲ）が実施中であ

る。2005/06 年度の総就学率（Gross Enrollment Rate: GER）は、初等教育（G1-8）が 85.8%で代替的

基礎教育（Alternative Basic Education: ABE）を含むと 91.3%にのぼり、前期中等教育（G9-10）が 33.2％

で、全体的にアクセスは向上してきているものの、就学における地域間格差、男女間格差などは未

だに顕著な問題である。児童数の大幅な増加に学校数や教員の養成が追いついておらず、1 教室あ

たりの児童数が 70 人と過密状態にあるほか、有資格教員数の不足（特に G5 以降）、依然高いドロ

ップアウト率（G1 が 20.6%）など、教育の質における課題も多い。教育の質向上を図るために、現

在連邦教育省（Ministry of Education: MOE）は「教育の質向上プログラム」（General Education Quality 

Improvement Programme: GEQIP）を策定中であり、主に①教師教育の拡充、②カリキュラム・教科

書の改訂、③地方教育行政官の能力向上、④学校運営の改善－を中心として教育の質を向上させて

いくという基本方針を掲げている。また、学校活動にコミュニティの参加を奨励、地方教育行政と

協働することで、質の高い教育機会の拡充を目指している。 

JICA はエチオピアの教育機会の拡充に資するべく、オロミア州教育局（Oromia Education 

Bureau:OEB）に対して 2003 年より現在まで住民参加型基礎教育改善プロジェクト（技プロ）、オロ

ミア州初等教育アクセス向上計画（開調）、オロミア州小学校建設（コミ開無償）の各事業を実施中

である。これまでにスクールマップや郡教育開発計画の策定を通した地方教育行政官の能力向上、

パイロット校 20 校の建設を通した行政とコミュニティの協働による学校の計画・建設・運営モデル

の開発を行ってきた。これらのプロジェクトの成果を活用しつつ、教育の質向上の課題に取り組む

協力として、クラスター･リソース･センター（Cluster Resource Center: CRC）の機能を強化しつつ、

学校運営改善を通じた教育の質向上に関する協力要請がオロミア州教育局よりなされた。 

 

１－２ 調査の目的 

 本事前調査ではオロミア州教育局を中心に、エチオピア関係機関との協議を通じて、プロジェク

ト協力分野の妥当性の確認、プロジェクトの枠組みであるプロジェクト･デザイン・マトリックス

（Project Design Matrix:PDM）(案)、活動計画表（Plan of Operation: PO）(案）の作成、ならびにプロ

ジェクト実施体制の検討を行う。 

 

１－３ 調査団構成 

担当分野 所属・職位 氏名 

団長/総括 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム・チーム長 石原 伸一 

教育計画 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム職員 森下 拓道 

学校運営 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム・ジュニア専門員 藤目 春子 
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企画調整 JICA エチオピア事務所企画調査員 山川 由美子 

 

１－４ 調査日程 

2008 年 3 月 2 日～2008 年 3 月 13 日（本邦発着）（石原団長は 12 日以降スーダンへ） 

2008 年 3 月 3 日～2008 年 3 月 11 日（現地調査期間） 

 

 月日 曜日 業務行程 

1 3 月 2 日 日 羽田発  

2 3 月 3 日 月 アディスアベバ着 11:35 （EK 723 ） 

JICA 事務所との打ち合わせ 

財務経済開発省への表敬訪問 

3 3 月 4 日 火 オロミア州教育局との協議 

在エチオピア日本大使館表敬訪問 

団内協議 

4 3 月 5 日 水 オロミア州教育局との協議 

団内協議 

5 3 月 6 日 木 現地調査 

オロミア州アルシ県 

6 3 月 7 日 金 オロミア州教育局との協議 

団内協議 

7 3 月 8 日 土 

 

ミニッツ案検討 

報告書作成 

8  3 月 9 日 日 報告書作成 

9 3 月 10 日 月 オロミア州教育局との協議 

ミニッツ案協議 

10 3 月 11 日 火 オロミア州教育局と協議議事録の署名・交換 

JICA 事務所への報告 

在エチオピア日本大使館への報告 

11 3 月 12 日 水 報告書取りまとめ 

（石原団長）11:30 アディスアベバ発（ET811） 

（森下団員・藤目団員）19:35 アディスアベバ発（EK724） 

12 3 月 13 日 木 （石原団長）スーダン・ジュバ 

（森下団員・藤目団員）羽田着 
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１－５ 主要面談者 

【エチオピア側】 

（１）連邦教育省 

Mｒ.Tizazu Sasare ESDP・計画局長 

（２）連邦経済財政省 

Ms. Ashakech Teferra アジア・中東・オーストラリア担当課長 

Mr. Henock Amha    日本担当 

（３）オロミア州教育局 

Mr. Dereje Asfaw 局長 

Mr. Merga Feyisa 副局長（教師教育課長） 

Mr. Lissanu Lejissa 計画課長  

Mr. Alemayehu Shawel 監督・モニタリング課長 

Mr. Benti Abehale 教師教育課担当官 

Mr. Abebayehu Demise 教師教育課担当官 

   Mr. Abeba Jira 監督・モニタリング課担当官 

  Mr. Girma Tessema 監督・モニタリング課担当官 

  Mr. Teferi Habtamu 計画課担当官 

 

【日本側】 

（４）在エチオピア日本国大使館 

駒野 欽一 大使 

竹中 一行 二等書記官  

（５）JICAエチオピア事務所 

佐々木 克弘 所長 

安藤 直樹 次長 

（６）ManaBUプロジェクト 

野邊 節 専門家 

東谷 あかね 専門家 
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第２章  調査結果 

 

２－１ プロジェクト概要 

（１） プロジェクト目標 

 プロジェクト対象地域において、教育行政（WEO、CRC、学校）とコミュニティの協働を通じて

学校運営が改善される。 

 

（２） 上位目標 

プロジェクト対象地域において、質の高い初等教育へのアクセスが改善される。 

 

（３） 成果 

成果 1：郡（WEO 所長、監督官）やクラスター（CRC 監督官）の学校運営に関する研修実施・

モニタリング能力が強化される。 

成果２：学校運営の分野において CRC が機能する。 

成果３：教育行政機関の CRC 支援体制が確立する。 

 

（４） 活動 

成果 1：郡（WEO 所長、監督官）やクラスター（CRC 監督官）の学校運営に関する研修実施・モ

ニタリング能力が強化される 

1.1 学校運営に関する研修ニーズ調査を実施する。 

1.2 ニーズ調査の結果に基づき、学校活動計画の様式やモニタリング様式・ツールを整備する。 

1.3 学校運営に関する研修教材を作成する（OEB/TTC から WEO/CRC に対する研修と WEO/CRC か

ら学校に対する研修）。 

1.4 OEB/TTC から WEO/CRC に対する学校活動計画、帳簿管理、モニタリングに関する 2 日間の研

修を実施する。 

1.5 OEB から WEO/CRC に対し、学校レベルのニーズを反映した効果的な資源配分に配慮した郡教

育計画策定研修を実施する。 

 

成果２：学校運営の分野において CRC が機能する 

校長や PTA 代表者に対し、CRC 監督官が学校活動計画、帳簿管理、モニタリングに関する研修

を実施する。 

CRC 監督官の学校支援活動（巡回指導、対象校間の定期会合）をモニタリングする。 

学校から CRC や CRC から WEO への効果的な報告の実施をモニタリングする。 

 

成果３：教育行政機関の CRC 支援体制が確立する 

3.1 CRC 間の経験の共有を促進し、その結果を郡教育計画に反映させるために WEO 監督官が開催
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する CRC 定期会合を技術的に支援する。 

3.2 県（ゾーン）が郡間で経験の共有を図るために開催する定期会合を技術的に支援する。 

3.3 連邦レベルで経験共有セミナーを開催する。 

 

２－２ プロジェクト実施体制 

（１） プロジェクト実施体制 

① プトジェクトディレクター（Project Director）：OEB 局長 

② プロジェクトマネージャー（Project Manager）：OEB 教師教育部長 

③ 合同調整委員会（Joint Coordination Committee: JCC）の構成：協議議事録（Minutes of Meeting: 

M/M）参照 

 

（２） 研修実施体制 

M/M 研修実施体制図参照 

 

２－３ 双方負担事項 

【日本側】  

 長期専門家 3 人と必要に応じて短期専門家を派遣することで合意した。 

 現段階で想定される長期専門家のタイトルは下記のとおり。 

 チーフアドバイザー/学校運営 

 地方教育行政 

 住民参加/業務調整 

【OEB 側】  

 現在実施中の住民参加型基礎教育改善プロジェクト（Community-Based Basic Education 

Improvement Project: 通称 ManaBU）と同様に、プロジェクト執務室の提供や OEB 行政官の出張旅

費・日当宿泊については OEB 側の負担となることで合意した。 

 

２－４ プロジェクト対象地域 

 OEB との協議の結果、以下のとおり合意した。OEB は政治的衡平性の観点から当初 ManaBU や

オロミア州初等教育アクセス向上計画（Project on Increasing Access to Quality Basic Education through 

Developing School Mapping and Strengthening Microplanning in Oromia Region: SMAPP）の対象地域以

外の地域で実施することを強く要望していたが、将来の普及・拡大を視野に入れる場合、プロジェ

クト開始当初はまず研修体制を確立する必要があることから、ある程度日本の協力の実績のある地

域で開始することが適当ではないかという当方の提案を受け入れ、 初の研修は ManaBU/SMAPP

対象地域（ホロドグル県を除く）で開始することとなった。一方、第 2 回研修では、これまで教育

セクターでは日本が対象としてこなかった地域において試行することで合意した。 

 なお、今回対象地域として選定したのは県（ゾーン）レベルであり、郡の選定は討議議事録（Record 

of Discussions: R/D）の締結までに、対象 CRC の選定については対象郡が決定した後、プロジェク
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トと OEB が協議のうえで決定することで合意した。 

 

 

【プロジェクト対象地域】 

研修実施年度 TTC 対象県名 県 

（ ゾ ー

ン） 

郡 

（ワレ

ダ） 

CRC 

2009～2010 

（第 1回研修） 

セパタ 

 

（SMAPP 対象地域：ホロドグル県を除く）

北ショア県、
※

西ショア県、南西ショア県、

ホロドグル県 

4 16 32 

2010～2011 

（第 2回研修） 

ジンマ 

 

（SMAPP 非対象地域） 

ジンマ県、イルバボル県、西ウェレガ県、

東ウェレガ県、カラマウェレガ県 

5 20 40 

2011～2012 

（第 3回研修） 

アセラ 

 

（SMAPP 対象地域） 

アルシ県、
※

東ショア県、西ハラルゲ県、
※

西

アルシ県 

4 16 32 

合  計 13 52 104 

注：※は ManaBU/SMAPP 対象地域 

 

２－５ プロジェクトの基本的な考え方 

（１） 現場（学校）レベルの改善の重視 

 本プロジェクトは、学校レベルで学校がコミュニティと協働して学校活動計画を策定し、その計

画を適切に実施していく能力の強化を図ることを目的としている。エチオピアは広大な国土に多く

の人口を抱えていることから、初等教育の完全普及を達成するためには政府の財政能力だけでは限

界があり、コミュニティと行政が協働して学校を支えていくことが政策的に推進されている。実際、

今回の現地調査で訪問した学校では、その運営資金の 99％はコミュニティに依存しているという話

もあり、行政側に財政的な支援が期待できない現状のでは、学校の教室増築、トイレ建設といたイ

ンフラ面だけではなく、現職教員研修（In-Service Teacher Training: INSET）といった教育の質の改

善に直接つながる活動も含めた教育環境の改善を図るうえで、コミュニティの積極的な参画による

学校運営基盤の確立が不可欠であることを確認した。学校運営の計画実施にコミュニティを十分に

巻き込むことで学校レベルの教育環境の改善を図り、行政官の意識の変革を促していくことが必要

である。 

コミュニティと協働して適切な学校運営を行っていくためには、計画段階からコミュニティが積

極的に参画することが必要である。この点に関し、OEB とも基本的な認識は共有しているが、協議

経過で再三にわたって指摘されていた校長のリーダーシップの重要性は、ともすればコミュニティ

をいかに動員するかという思考から語られていたのに対し、いかにコミュニティと協働するかとい

う視点から校長の役割を考えるという視点から捉え直すことが必要と思われる。また、エチオピア
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ではそもそも住民の教育ニーズが高いこともあって、それなりにコミュニティの参画が機能してい

る事例も多いと思われるが、それが可能な限りシステマティックに担保されるよう、校長のリーダ

ーシップのもと、学校とコミュニティが一体となって計画を策定し、実施していくことが不可欠で

あり、そのような観点から計画策定研修を行っていくことが必要である。具体的な計画策定にあた

っては、学校の抱える問題を分析し、実施すべき活動に利用可能なリソースを念頭に置きつつ優先

順位を付け、実施担当者の責任の明確化を図ることで実施状況の評価を行うという一連のプロセス

を確立する必要がある。このプロセスを学校レベルに浸透させていくことが本プロジェクトの主要

なテーマであり、そのためには、①コミュニティレベルで十分に理解されるようにするとともに、

他地域での展開も視野に入れて可能な限り短期間、かつシンプルな研修内容・方法とすること、②

コミュニティのモチベーションを維持していくため成果がすぐに目に見えるよう配慮していくこと、

③プロセスの透明性を確保していくこと、などの点に配慮していくことが必要である。 

 

（２） 現場（学校）の活動を支える行政の役割・機能の強化 

 学校レベルにおける改善を図るためにはコミュニティの積極的な参画は不可欠である。一方で教

育機関としての学校の役割を考えれば、コミュニティの参画だけでも不十分であることは明らかで

あり、コミュニティと学校、そしてそれを支える行政の関与を制度的に確立することも重要な要素

である。初等教育を所掌する行政機関は郡教育事務所（Woreda Education Office: WEO）であるが、

エチオピアは学校数が多く、かつ面積が広大であるとともに行政官の能力不足の問題もあり、WEO

が所轄内のすべての学校を直接モニタリング、指導することは不可能に近い。そのような観点から、

近隣の学校を 5 校程度の単位でひとつのクラスターとしてまとめたクラスター・リソース・センタ

ー（CRC）制度を創設し、CRC に指導主事（CRC supervisor）を配置して日常的な指導・助言を行

っている。CRC 指導主事は定期的に所掌範囲内の学校を 1 週間に 1 回程度の頻度で巡回訪問したり、

定期会合を開催したりして学校が抱える問題の解決に貢献し、その結果を WEO に報告する役割を

担っている。しかしながら、現在のところ CRC には WEO からの予算措置は行われておらず、その

活動経費は各学校からの分担金で賄われているのが現状である。その各学校の活動資金の多くがコ

ミュニティの負担に依存していることを踏まえれば、CRC の機能強化を図るためには、やはり学校

レベルにおけるコミュニティと学校の協働による計画策定・実施能力の強化が不可欠となっている。

また、WEO に行う報告も 2 週間に 1 回程度行われているなど形式的には機能しているが、学校の

問題を整理・分類して報告するなど実質的に役に立つ情報流通が行われているわけではない。加え

て、WEO も SMAPP で行われたマイクロプランニング研修などこれまでの日本の協力の成果もあっ

てひととおりの計画策定能力を身につけており、策定した計画を他ドナーに対する支援要請の根拠

として活用するなど能力・モチベーションともに高まりつつあるものの、各学校現場のニーズを十

分に把握しているわけではないこともあり、必ずしも学校現場の実態を反映した計画とはなってい

ないきらいもある。 

そのため、本プロジェクトでは、まずコミュニティとの協働による学校現場における改善を図り、

その成果や学校レベルでは対応できないニーズが直接学校に指導・助言する CRC を通じて WEO ま

で情報として届くこと、そして WEO がそのような現場の状況に応じた計画策定を行い、財政当局
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や他ドナーによる支援へつなげていくことなど学校現場にフィードバックできるようなシステム構

築の支援を行うことまでをスコープに入れることとし、行政と学校が一体となって問題解決を図る

仕組みとすることを目標としていくこととする。 

 

（３） これまでの JICAの協力成果の反映 

JICA はこれまでエチオピアにおいてスクールマッピングの作成や郡教育計画の策定支援を行う

開発調査（SMAPP）、住民と行政の協働による学校建設・運営を支援する技術協力プロジェクト

（ManaBU）を実施してきた。SMAPP では、117 郡の計画策定担当官にマイクロプランニング研修

を実施し、基本的な計画策定能力の向上のための研修を実施してきた。（２）で述べたとおり、今回

のプロジェクトには郡教育計画に学校現場のニーズを反映して計画の実施可能性を高めることも含

まれていることから、SMAPP で実施した研修内容をレビューしたうえでより簡略化し、将来的な

普及・拡大が可能となるような研修を検討すべきである。また、新たに策定された計画に基づいて

財政当局と必要な折衝を行ったり、ドナーに支援を求めたりといった活動が可能となり、より実践

的なものとなるよう配慮すべきである。一方、ManaBU では、建設した小学校で事前登録制度を導

入したことで就学率の向上や男女格差の是正につながったり、中退率が他の学校に比べて低かった

りといった多くの成果を挙げている。これらの経験は学校運営に関する事例集としてプロジェクト

終了までに取りまとめられる予定であり、本プロジェクトにおいてもこれらの経験を積極的に活用

することが重要である。具体的には、学校活動計画策定研修の講師研修において、WEO や CRC の

指導能力の一項目として研修し、現場で各学校のニーズに応じて CRC が指導できるような能力強化

を行うことなどが考えられ、研修企画の段階で十分に配慮することが必要である。 

  

（４） 将来的な普及・展開を視野に入れたプロジェクト実施体制 

今回のプロジェクトでは将来的な普及・展開を視野に入れたいくつかの仕組みを組み込んでいる。

ひとつはプロジェクトで実施する学校運営強化の経験がプロジェクト対象地域以外にも普及する面

的展開に関する仕組み、もうひとつは学校運営能力の強化から教科に関する現職教員研修（INSET）

への内容面での拡大に関する仕組みであり、それぞれ以下のとおりである。 

 

①教員養成校（TTC）の関与 

プロジェクトの実施に当たっては、将来的な INSET の展開の可能性も視野に入れ、教員養成校

（Teacher Training College: TTC）との連携を企図している。教員養成校は現在のところ新規教員養

成研修（Pre-service Teacher Training: PRESET）を行うことが基本的な役割であるが、将来的には

INSET を展開することも予定されており、すでにアドホックな INSET 研修が実施されているケース

もある。今回のプロジェクトでは TTC で実施する講師研修については学校運営に関する WEO/CRC

の能力強化に焦点を絞っており、現段階で TTC に学校運営に関する知見が蓄積されているとは言い

難いものの、OEB 行政官の協力によって CRC に対する研修実施体制を確立することができれば、

CRC を対象にした INSET を自主的に展開することも期待できる。このため、オロミア州に 7 校あ

る TTC のうち本プロジェクトで研修を行うのは 3 校にとどまるものの、その他の TTC 関係者を研
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修実施時に招待するなど予め研修実施に関する経験の共有を図ることで将来的な展開の足がかりと

していくことを考えている。 

 

②対象地域の選定 

 オロミア州には 17 の県（ゾーン）、約 300 の郡（ワレダ）、約 1700 の CRC があり、本プロジェク

トではそのうち、13 ゾーン、52 ワレダ、104CRC を対象とすることとなった。したがって、1 県教

育事務所（Zonal Education Office:ZEO）あたり 4WEO、1WEO あたり 2CRC 程度が対象となる予定

である。本プロジェクトでは各レベルにおける経験の共有による能力強化を重視していることから、

それぞれ WEO レベルにおける CRC 間、ZEO レベルにおける WEO 間での経験の共有を通じてプロ

ジェクト対象地域以外にもプロジェクト成果が拡大することが期待される。基本的には各 WEO や

ZEO の責任のもとに展開されることが期待されるが、モニタリング活動などを通じてプロジェクト

がファシリテートすることで触媒の役割を果たすことも期待される。 

 

２－６ プロジェクト実施期間 

 当初 3 年間で計画する方向で協議を行っていたが、学校運営を支援するためにはスクールイヤー

に応じてスケジュールを組む必要があり、教材作成期間やモニタリング期間を考慮すると 3 年間で

は適切な活動計画を組むことが困難であること、将来の普及・展開を視野に入れれば、これまで JICA

が支援を行っていない地域で試行することが重要であり、そのためにはきめ細かなモニタリング、

フォローが不可欠であることなどから、プロジェクト実施期間を 4 年間としたい旨 OEB より要請が

あった。調査団としては以上の要請は妥当なものと判断し、これまでの JICA の経験からも学校運

営改善に関する活動（本プロジェクトの文脈では学校活動計画の策定・実施）が定着するまでには

研修実施年度を含めておおよそ 2 サイクル程度の期間が必要であると思われること、ManaBU の経

験からコミュニティとの協働には予測不可能な事態が発生する可能性もあること、将来の普及・展

開は OEB の強い希望によるものであるが JICA としても重要な視点であることを考え、持ち帰って

関係者と前向きに検討することとした。 

 

２－７ 名称変更 

 対処方針会議では必要に応じて英文プロジェクト名称の変更を検討することとなっていたが、

OEB との協議の結果、プロジェクト内容との食い違いもないため口上書で合意されたとおりの名称

とすることで合意した。一方、和文タイトルについては、学校運営の改善や CRC の機能の強化はア

クセスの改善だけではなく教育の質の向上にもつながるものであり、英文タイトルが “Project on 

improving access to quality primary education by community participation” であることも踏まえ、調査団

としてはアクセスと質の双方を改善することを目的としたプロジェクトとして和文タイトルを「住

民参加型初等教育改善プロジェクト」とすることを JICA エチオピア事務所と本部関係者に提案す

ることとした。 

 

２－８ 団長所感（調査総括） 
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 エチオピアでは、地方分権化のなかで郡（ワレダ）に教育計画策定、予算、教員配置などの権限

がおりてきているが、郡予算のほとんどは教員給与などの経常経費に割り当てられており、実態と

しては、PTA 等によるコミュニティの支援が学校活動計画を実施していくには不可欠なものとなっ

ている。本プロジェクトでは、ボトムアップ型でコミュニティと協働して効果的な学校活動計画の

改善に関する取り組みを支援するとともに、郡レベルの教育行政官が現場のニーズを反映した計画

策定・実施能力の強化支援も視野に入れている。その鍵となるのは、学校と郡行政をつなぐクラス

ター・リソース・センター（CRC）制度を機能させることであるが、プロジェクト実施に際し、考

慮していくべき点は以下のとおり。 

 

（１）クラスター・リソース・センター（CRC）の課題と対応（活動経費等） 

 オロミア州では、地区の中心的な小学校に CRC 指導主事（州全体 1700）が配置され、同校のオ

フィスをベースとして 5 校程度を担当し、各校の校長、教員に対し、学校運営や教員研修について

技術的な指導をすることが期待されている。しかしながら、CRC の活動経費の多くは担当地区の学

校の分担金によって賄われており、郡教育事務所（WEO）から活動経費の支援がほとんどなされて

いない状況にあることから、短期的には、CRC の活動経費を担当地区の学校活動計画に含めておく

などの措置を検討する必要がある。そのためには、CRC が担当する学校の校長ならびにコミュニテ

ィの理解を得るとともに、CRC 指導主事は各学校に対し、実践的、かつ、質の高い指導・助言がで

きる能力・技術が必要になると考えられる。   

 また、オロミア州教育局（OEB）から、CRC の活動に 低限必要なタイプライター、手動式複写

機各 1 台をプロジェクト対象 104CRC へ供与してほしいとの強い要望があったが、調査団から、プ

ロジェクト対象 CRC とプロジェクト対象外での CRC での不公平感を助長すると思われること、ス

ケールアップを考えた場合、足かせになる懸念を指摘した。OEB は州全体の CRC に同機材を他援

助機関とも調整しつつ、供与する計画を進めていることから、州の 1700CRC（うち 500CRC 程度は

供与済み）の全体計画を JICA 側に提出のうえ、再協議することとした。調査団としては、現在の

CRC における機材の活用状況を調査するとともに、州全体の計画を踏まえたうえで、本件について

検討する必要があると考える。  

併せて WEO に 低限の業務に必要な活動費を優先度の高い費目として予算に計上し、CRC を支

援できるよう働きかけていくことが肝要である。 

 

（２）学校活動計画（計画段階からコミュニティの参画） 

これまで JICA が各国で実施してきた学校運営改善プロジェクトを分析すると、学校活動計画に

おいては、校長のリーダーシップ、校長とコミュニテイ（PTA）の信頼関係が重要であり、学校活

動計画の初期の段階からコミュニティを巻き込むことが実行可能な計画を策定するのに有効である

ことがわかってきている。今回、視察した学校においても、CRC 指導主事が校長に学校活動計画の

ファシリテーション技術について支援を行い、PTA を学校活動計画の初期段階から巻き込んでいる

学校では、コミュニティが学校の教育改善のために大きく貢献していることがうかがえた。 

したがって、本プロジェクトにおいても、エチオピアの事情を勘案しつつ、学校レベルにおいて
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は、学校活動計画の初期の段階から PTA を巻き込むアプローチをとることが妥当であると考える。 

 

（３） CRC機能強化に関する研修（「標準化」、「実行できる計画」、「過去の協力経験活用」） 

本プロジェクトでは、CRC 機能強化（学校運営を中心として）するために、CRC 指導主事、郡教

育行政官を対象とした研修を軸に支援していくことになる。同研修を通じ CRC 指導主事、郡教育行

政官が有すべき能力・技術は大きく分けて次の 4 つに整理される。 

①（対象：CRC 指導主事）校長や PTA の代表と一緒に学校活動計画を取りまとめていく技術や

進め方（年間スケジュール）に関する指導、並びに、同活動計画に取りまとめるための道具（学

校活動計画様式、モニタリング様式、会計様式などの標準化）を提供できるようになる。 

②（対象：CRC 指導主事）実際に想定される活動計画を解決していくために具体的な事例を用

いて指導できるようになる。この事例については、例えば校舎増築であれば、ManaBU の学校

建設マニュアル、学校運営の事例に関しては、ManaBU の学校運営マニュアルにいくつかまと

められており、これまでの協力経験を活用するとともに、さらに好事例をまとめていくことが

必要である。 

③（対象：CRC 指導主事）WEO に郡の教育計画に資するかたちで学校活動計画を効果的に報告

する能力である。今回、調査した CRC 指導主事の報告書を見たところ、生徒数等の統計的なも

のが中心であり、現場のニーズを WEO の計画に反映できるような内容になってないとの印象を

持った。学校と WEO のつなぎ役である CRC から WEO へ報告すべき内容を再検討し、報告の

標準様式を提供し、CRC 指導主事が効果的な報告能力を高めることが必要であると考える。 

④（対象：郡教育行政官）CRC からの報告内容に基づいて WEO が効果的な資源配分を配慮し

た郡教育計画策定ができるようになる。また、パイロット地区の CRC の経験をパイロット地区

以外の CRC との経験の共有を図り、郡のイニシアティブで拡大していける能力を持つ。これま

で SMAPP を通じスクールマッピングを用いた学校建設計画策定、3 年間の中期計画策定の能力

強化を支援してきたが、郡教育行政官には、現場のニーズに基づいた年間計画・予算策定能力

を強化していく必要がある。すなわち計画のための計画ではなく、実施のための計画策定をし

ていくという意識変革が必要と考えられる。本プロジェクトでは、学校活動計画を実施後に州

専門家チームによる郡教育行政官、CRC 指導主事を対象とした郡教育計画策定支援のためのフ

ォローアップ研修を通じての支援を考えている。 

 

（４）スケールアップを目指しての仕組み 

オロミア州の人口（2655 万人/2005 年）、面積（35 万 Km2）、小学校数（約 9200 校/2008 年）から

すると、平均的なアフリカの国以上の規模である。オロミア州で協力を展開することは、国レベル

のスケールで協力・展開をしていくという認識が必要であり、スケールアップを目指した仕組みを

プロジェクトに内在させることが重要となる。本プロジェクトにおいて、スケールアップを念頭に

工夫した仕組み、留意すべき点は以下のとおり。 

 

①教員養成校の活用 
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オロミア州教育局（OEB）から、州自身には研修実施の予算がないため、将来的に教員養成校

（TTC）のなかの現職教員研修（INSET）の一部として「学校運営」研修を設定する方向で検討

し、TTC を活用してはどうかとの提案があった。この背景には、オロミア州の TTC では、現在、

主に新規教員養成研修（PRESET）を行っているが、今後、INSET にも力を入れていく予定であ

る（OEB は TTC を管轄する立場）。ただし、学校運営分野については、TTC においては専門と

する人材・知見が限られていることから、OEB が中心となって専門家チームを形成し（TTC 人

材も同チームに含め）、TTC と連携しつつ研修を実施するという体制を取ることとした。現在、

オロミア州には TTC が 7 校あるが、本プロジェクトでは 3 校において実施することとした。将

来的には他の 4 校でも州側のイニシアティブにより実施できるようになれば、全国をカバーす

ることが可能となるため、本プロジェクトにおいて、他の TTC の関係者も研修実施時に招待し、

将来の展開の足がかりとすることも視野に入れていく必要がある。 

 

②対象地域の選定 

オロミア州側は州内の教育を平等に見ていくことが重要であるとの観点から、これまで JICA

が協力してきた県以外を対象とするよう強い申し入れがあった。しかしながら、調査団として

は、過去の協力の経験を活用しつつ協力を展開していくことが重要であり、これまで協力して

きた対象県を含める必要があることを主張した。協議の結果、 初の対象県はこれまで JICA が

協力してきた県を対象とし、これまでの経験を活用したかたちで展開し、次の年に JICA が対象

としていない県に研修を段階的に実施することとした。また、スケールアップを念頭に TTC の

3 校で 13 県を対象とすることとした。具体的に１県から 4 郡、１郡あたり 2CRC を対象で設定

し、13 県、52 郡、104CRC を対象とした（オロミア州全体では 17 県＋9 特別市、約 300 郡、約

1700CRC、約 9200 校）。対象郡については、R/D までに選定基準を決めることとし、プロジェ

クト開始までに 初の年の対象郡を選定することを予定しているが、対象校としては 500 校程

度が想定される。対象郡選定にあたっては、現在、コミュニティ開発支援無償で校舎建設を予

定している郡との相乗効果を検討する必要があると考える。 

 また、WEO 管轄のプロジェクト対象以外の CRC と経験の共有を通じインパクトとしてプロ

ジェクト対象以外の学校（500 校以上）に拡大していくことが期待される。 

 

③現地人材の活用 

本プロジェクトでは、広範囲、かつ、これまで実施してきていない県を対象とすることから、

日本人専門家のみでモニタリングをすることは困難であり、ローカルコンサルタント等の現地

人材を活用し、WEO・CRC の活動をモニタリングしていく体制を構築する必要があると考える。 

 

④他援助機関との協調 

これまでイタリアはオロミア州のCRCへタイプライター等の機材供与に関する財政支援をして

きており、イタリアと情報を共有しつつ、プロジェクトを進めていく必要がある。また、オロ

ミア州によれば、米国国際開発庁（USAID）は本年 9 月ごろから、CRC の現職教員研修強化支
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援を計画しているとのことから、USAID とも情報を共有しつつ、対象地域、活動領域のすみ分

けの整理を行い、相乗効果が図れるよう調整していく必要があると考える。さらに、その他の

援助機関とも本プロジェクトがエチオピアの政策、プログラムのもと実施されている点やプロ

ジェクト内容について、十分情報の共有を図っておく必要がある。 

 

⑤全国展開へ向けて経験の共有 

プロジェクト後半の活動には、本プロジェクトの成果を他州とも共有できるよう連邦教育省

（MOE）と協力して、ワークショップを開催するようプロジェクトの計画に盛り込むことにし

ている。また、全国展開も視野に入れつつ、オロミア州から MOE に情報の共有がなされるよう

支援していくことを心がける必要がある。 

 

（５） プロジェクト期間 

 前述したとおりこれまで協力してきた対象地域以外も含めスケールアップの仕組みを内在させな

がら、本アプローチの有効性を実証していくには、3 年間では十分ではなく、調査団としては 4 年

間の協力期間で実施していくことを提言したい。 

 

（６） その他 

後に本調査において、ご支援いただいた日本大使館、現地 JICA 関係者の皆様に感謝申し上げ

るとともに、本プロジェクトが予定どおり開始できるようフォローをお願いしたい。 

 

 

－13－



第３章 事前評価表 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 20 年 4 月 21 日 

担当部・課：エチオピア事務所 

１．案件名 

エチオピア国住民参加型初等教育改善プロジェクト 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

 本プロジェクトは、エチオピアが第 3 次教育セクター開発プログラム（ESDPⅢ）及び「教育

の質向上プログラム」（GEQIP）で目指す質の高い教育へのアクセス改善に関する取り組みに対

し、学校レベルでの運営改善や学校活動を支える行政の役割・機能の強化を重視し、そのため

に必要な技術協力を行うことで、プロジェクト対象地域において、教育行政である郡教育事務

所（WEO）、クラスター・リソース・センター（CRC）、学校の 3 者とコミュニティの協働を通

じて学校運営が改善されることを目標とする。 

 本プロジェクト対象地域であるオロミア州では、先行案件として、2003 年 11 月より 2008 年

3 月まで実施された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）において、対象 20 校への学校運営支援が試行された。また、2005 年 5 月より 2007

年 7 月まで実施された開発調査「オロミア州初等教育アクセス向上計画」（SMAPP）では、郡教

育行政官に対する計画策定能力向上研修が実施された。これら先行案件や、エチオピア以外に

おける学校運営案件の経験や教訓をもとに、本プロジェクトでは、WEO と CRC の学校運営に

関する研修実施・モニタリング能力の強化、学校運営分野における CRC の機能化、教育行政機

関による CRC 支援体制の確立を目指す。 

 

（２） 協力期間 

2008 年 9 月 1 日～2012 年 8 月 31 日（4 年間） 

 

（３） 協力総額（日本側） 

3 億 7 千万円 

 

（４） 協力相手先機関 

プロジェクト監督機関：連邦教育省（MOE） 

プロジェクト実施機関：オロミア州教育局（OEB） 

 

（５） 国内協力機関 

特になし 
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（６） 裨益対象者及び規模、等 

・ 直接裨益者 オロミア州内のプロジェクト直接対象地域で研修対象となる、地方教育行政官

約 150 人（WEO 所長、CRC 監督官、ZEO 行政官、TTC 代表、OEB 関係者）、CRC 指導主事

約 104 人、校長約 520 人、PTA 代表約 520 人。 

・ 間接裨益者 オロミア州でプロジェクト対象となる 13 県において、研修対象とならない地

方教育行政官約 500 人、CRC 指導主事約 1,200 人、校長約 6,200 人、PTA 代表約 6,200 人。

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

 エチオピアは 1997 年より累次の教育セクター開発プログラム（ESDP）を策定し、それを通

じて教育の改善に取り組んできた。その結果、初等教育（G1-8）の総就学率（GER）は 66.7%

（2002/03 年）から 99.6%（2007/08 年）に改善されるなどアクセスは着実に改善しているもの

の、地域間格差、男女間格差などが未だに顕著な問題として残されている。また、児童数の大

幅な増加に伴う環境整備が追いつかず、1 教室あたりの児童数が 70 人と過密状態にあるほか、

特に G5 以降の有資格教員数の不足、依然として高いドロップアウト率（G1 20.6%）など教育の

質に関する課題も多い。このため、連邦教育省（MOE）は ESDPⅢに加えて「教育の質向上プ

ログラム」（GEQIP）を策定し、教育の質の改善にも積極的に取り組んでいくこととしている。

しかしながら、同国は面積 111.9 万㎢（日本の 3 倍）、人口約 7,500 万人を擁しており、限ら

れた行政の能力では十分な取り組みを行うことは困難であることから、学校活動にコミュニテ

ィの積極的な参加を奨励することで地方教育行政と協働し、質の高い教育機会の提供・拡充を

目指すこととしている。 

本プロジェクト対象地域であるオロミア州はエチオピア 大の面積(35 万㎢)を有する州であ

り、人口も 2,655 万人と平均的なアフリカの国以上の規模である。したがって、コミュニティと

協働しつつきめ細かな地方教育行政を展開するには、オロミア州教育局（OEB）や各郡教育事

務所（WEO）よりもより学校に近いレベルで教育行政サービスを提供する必要があるとの観点

から、近隣校をひとつの単位にまとめたクラスター・リソース・センター（CRC）を設置し、

各 CRC に WEO から CRC 指導主事を配置した。オロミア州はこの CRC の能力・機能の強化を

図るため、日本政府に対し、CRC の能力・機能の強化を通じた学校運営の改善を目的とした技

術協力を要請した。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

 前述したように、エチオピアは第 3 次教育セクター開発プログラム（ESDPⅢ）や「教育の質

向上プログラム」（GEQIP）では、コミュニティと地方教育行政との協働による質の高い教育機

会の拡充を目指している。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位
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置付け） 

 2002 年に策定された「成長のための基礎教育イニシアティブ」（Basic Education for Growth 

Initiative: BEGIN）では、地域住民の積極的な参加などを通じた学校の管理・運営能力の向上支

援、特に地方分権化の動きに配慮した教育行政能力向上に向けた支援が重点分野に含まれてお

り、本プロジェクトは日本の援助政策と整合している。 

 JICA 国別事業実施計画（平成 18 年 8 月改訂）では、教育の「へき地農村部における教育へ

のアクセス向上、質の向上」を重点分野としており、①農村部へき地における教育へのアクセ

スと教育環境の改善、②地方教育行政の能力強化と住民参加による学校建設・運営促進を通じ

た基礎教育の改善、を目的として協力を進めることとしている。本プロジェクトは、教育行政

である郡教育事務所（WEO）、クラスター・リソース・センター（CRC）、学校の 3 者とコミュ

ニティの協働を通じた学校運営の改善を目指しており、エチオピア国別事業実施計画とも整合

している。 

 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

＊ 以下、指標の具体的目標値については、プロジェクト開始直後に実施されるベースライン

調査の結果を受け、プロジェクト開始後 6 ヶ月以内に設定する。 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

[プロジェクト目標] 

プロジェクト対象地域において、教育行政（WEO、CRC、学校）とコミュニティの協働を

通じて学校運営が改善される。 

なお、プロジェクトの直接対象は、オロミア州内の 13 県（26 県・特別市中）、52 郡（約 300

郡中）、104CRC（約 1,700CRC 中）、520 校（約 8,500 校中）。 

[指標・目標値] 

・ PTA と協働で策定した学校活動計画の実施校数、活動の内容と数。 

・ CRC や学校のニーズに基づいて、WEO が郡教育計画に反映させ適切に対応した事例。

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

[上位目標] 

プロジェクト対象地域において、初等教育の質とアクセスが改善される。 

[指標・目標値] 

・ （特に女子の）就学率、純入学率、中退率、児童数（教員 1 人当たり、教室当たり）。

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

[成果 1] 

郡（WEO 所長、監督官）や CRC（指導主事）の学校運営に関する研修実施・モニタリング

能力が強化される。 

－16－



[指標・目標値] 

・ 住民参加を伴う学校運営に関する研修教材の作成。 

・ 講師研修（Training of Trainers:TOT）を受講した WEO、CRC の人数、研修に対する理解

度・満足度。 

・ CRC 指導主事が校長・PTA 代表に対して実施した学校運営研修の数。 

・ CRC 指導主事の行う学校運営研修に参加した校長・PTA 代表の数。 

[活動] 

1-1 学校運営研修に関するニーズ調査を実施する。 

1-2 ニーズ調査結果に基づき、学校活動計画フォーマットやモニタリングフォーマット・

ツールを作成する。 

1-3 学校運営に関する研修教材を作成する（OEB/TTC から WEO/CRC への研修と

WEO/CRC から学校への研修とも）。 

1-4 OEB/TTC から WEO/CRC に対する学校活動計画、帳簿管理、モニタリングに関する 2

日間の研修を実施する。 

1-5 OEB から WEO/CRC に対し、学校レベルのニーズを反映した効果的な資源配分に配慮

した郡教育計画策定研修を実施する。 

 

[成果 2] 

学校運営の分野において CRC が機能する。 

[指標・目標値] 

・ PTA とともに学校活動計画を策定した学校の数。 

・ CRC にモニタリング報告を提出した学校の数。 

・ WEO にモニタリング報告を提出した CRC 指導主事の数。 

・ CRC が主催するクラスター定例会の頻度、参加者数。 

 [活動] 

2-1 校長や PTA 代表に対し、CRC 指導主事が学校活動計画、帳簿管理、モニタリングに関

する研修を実施する。 

2-2 CRC 指導主事の学校支援活動（巡回指導、対象校間の定期会合）をモニタリングする。

2-3 学校から CRC や CRC から WEO への、効果的な報告の実施をモニタリングする。 

 

[成果 3] 

教育行政機関の CRC 支援体制が確立する。 

[指標・目標値] 

・ WEO と CRC 指導主事との定例会の頻度、参加者数。 

・ OEB と WEO 監督官との定例会の頻度、参加者数。 

・ OEB へモニタリング報告を提出した WEO の数。 

・ 連邦レベルでの経験共有セミナーへの参加者数。 
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[活動] 

3-1 CRC 間の経験の共有を促進し、その結果を郡教育計画に反映させるために WEO 監督

官が開催する CRC 定期会を技術的に支援する。 

3-2 県が郡間で経験の共有を図るために開催する定期会合を技術的に支援する。 

3-3 連邦レベルで経験共有セミナーを開催する。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

A. 日本人専門家派遣 

1) 長期専門家 

 a. チーフアドバイザー/学校運営 

 b. 地方教育行政 

 c. 業務調整/住民参加 

2) 短期専門家 

 a. 学校活動計画/モニタリング 

 b. その他（必要に応じて） 

B. 供与機材（車両、PC など必要に応じて） 

C. 在外事業強化費（研修経費など） 

D. 研修員受け入れ 

第三国研修や本邦研修の活用（分野は学校運営など） 

② エチオピア側 

A. カウンターパートの配置 

a. オロミア州教育局長 

b. オロミア州教育副局長/教師教育部長 

c. オロミア州教育局各部長 

d. 技術チーム（オロミア州教育局技官、教員養成校教官） 

e. 郡教育事務所代表 

B. 事務所の提供 

オロミア州教育局内事務所 

C. ローカルコスト負担 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 成果達成のための外部条件 

CRC の強化を優先課題とする政策が ESDP Ⅲにおいて維持される。 

② プロジェクト目標達成のための外部条件 

OEB が CRC 強化の政策を変更しない。 

③ 上位目標達成のための外部条件 
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教育活動における住民参加の重要性を強調する政策を、エチオピア政府が変更しない。 

 

５．評価 5 項目による評価結果 

（１） 妥当性 

 本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

① 上位計画との整合性 

・ エチオピアの教育セクター開発プログラム（ESDP Ⅲ）は、初等教育のアクセスと質の改善

や、就学における地域間・男女間格差の是正、学校運営への住民参加の促進を分野横断的な

課題に掲げており、本プロジェクトの方向性と合致している。 

・ 2015 年までに初等教育の完全普及や教育におけるジェンダー格差解消を目指すミレニアム

開発目標（MDGs）や質の高い義務教育へのアクセスの普遍化を目指すダカール行動枠組み

による「万人のための教育」（EFA）へ向けた目標など国際目標にも対応している。 

② 日本の援助政策との整合性 

・ 2002 年に策定された「成長のための基礎教育イニシアティブ」（BEGIN）では、地域住民の

積極的な参加などを通じた学校の管理・運営能力の向上支援、地方分権化の動きに配慮した

教育行政向上に向けた支援が重点分野に含まれており、本プロジェクトの方向性と整合して

いる。 

・ エチオピアの JICA 国別事業実施計画（平成 18 年 8 月改訂）では、教育の「へき地農村部に

おける教育へのアクセス向上、質の向上」を重点分野としており、①農村部へき地における

教育へのアクセスと教育環境の改善、②地方教育行政の能力強化と住民参加による学校建

設・運営促進を通じた基礎教育の改善、を目的として協力を進めることとしている。本プロ

ジェクトは、教育行政である郡教育事務所（WEO）、クラスター・リソース・センター（CRC）、

学校の 3 者とコミュニティの協働を通じた学校運営の改善を目的とした技術協力プロジェ

クトであり、国別事業実施計画の方向性と整合している。 

③ 現地のニーズ 

・ オロミア州の策定した第 3 次教育セクター開発プログラムでは、全体目標として「教育への

アクセスと質の改善」が掲げられており、その実施戦略に CRC の指導監督能力の強化が掲

げられている。また、学校と地域との関係構築も実施戦略に含まれており、学校運営に住民

参加を促進するための行政官能力向上がプログラム内容に含まれている。本プロジェクトは

これらオロミア州の優先課題に合致している。 

・ 本プロジェクトでは初等教育のアクセスと質を改善する観点から住民参加型学校運営を促

進することとしている。教育課題は地域によって多様なニーズ、解決方法があるため、現場

の状況を踏まえた改善を図る観点から妥当な目標である。また、その目標を達成するために

CRC を含めた郡教育行政の能力の強化を図るという戦略は、広大な地域で事業を展開する

同国の現状を考えれば妥当であると判断される。 

・ 広大な面積と多くの人口を有するエチオピアでは、行政があらゆる側面からきめ細かに対応

することは困難であり、学校教育についてコミュニティの積極的な関与を促し、地方教育行
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政とコミュニティの協働によって改善を図るというアプローチが求められている。本プロジ

ェクトのアプローチはこのような同国の現状とニーズを踏まえて設定されており、妥当性は

高い。 

 

（２） 有効性 

 本プロジェクトは以下の理由から有効性が高いと見込まれる。 

・ コミュニティの積極的な関与を促し、行政と協働して初等教育の質の向上を図る本プロジェ

クトのアプローチは、エチオピアの現状とニーズを踏まえて設定されている。したがって、

その基本となる CRC を強化する政策に基づいた本プロジェクトに対する OEB の意欲は高

く、プロジェクトに対する積極的かつ継続的な支援が期待できることから、プロジェクト目

標が達成される可能性は高いと判断される。 

・ 初等教育を所掌する各郡の教育事務所には十分な人的・財政的キャパシティが備わっておら

ず、各学校を指導・監督することは極めて困難な状況である。そのような状況のなか、より

学校現場に近いところで効率的に行政を進める観点から、複数の学校をクラスター単位にま

とめて、クラスター・リソース・センター（CRC）が設置されたところである。CRC は学

校・コミュニティと郡教育事務所（WEO）の中間に位置し、行政の立場から学校レベルの

活動の改善を継続的に促進する立場にあり、本プロジェクトではそのような CRC の機能・

能力の強化に焦点を当てた活動・成果を設定している。CRC が機能することで、学校環境

を改善し、適切に運営していくための学校現場での活動を行政が適切に支援できるようにな

ることが期待できるため、本プロジェクト目標の達成に効果の高いアプローチであると判断

される。 

 

（３） 効率性 

 本プロジェクトは以下の理由から効率性が高いと見込まれる。 

・ 本プロジェクトの対象地域でこれまで JICA が実施してきた教育案件である住民参加型基礎

教育改善プロジェクト（通称 ManaBU）やオロミア州初等教育アクセス向上計画（SMAPP）

が作成したガイドラインやマニュアルなどの成果や経験を 大限に活用することによって

投入が小規模で済むので、コスト面でプロジェクトを効率的に運営することが可能になる。

・ 就学率の改善、男女格差の改善を図るうえで学校運営の改善が有効であることは西アフリカ

で実施してきた JICA 関連プロジェクトを通じて既に実証されており、本プロジェクトにお

いても共通するアプローチを採用することでおおよその成果を予測できる状態にある。エチ

オピアの状況に応じた改良は必要なものの、これまで同国で実施してきたプロジェクトの成

果や経験と併せて活用することで、活動の試行期間を 小限にすることができ、効率的にプ

ロジェクトを実施することが可能になる。 

・ 学校レベルにおける学校運営の改善を図ることがプロジェクトの重要な目的のひとつであ

るが、本プロジェクトではそれを進めるうえで地方教育行政機関（OEB、WEO、CRC）を

直接の能力強化の対象としている。個々の学校だけを対象にするのではなく、広大なオロミ
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ア州、あるいはエチオピア全土における普及・展開を視野に入れた本プロジェクトの実施体

制は、投入に対して大きな波及効果を見込め、効率的である。 

・ コミュニティの学校運営への積極的な参画を目指す本プロジェクトの成果として実施され

る活動は、基本的にコミュニティの自助努力によって負担されることが予定されており、日

本側、エチオピア側に追加的な負担を強いるものではないことから効率性は高い。 

・ 本プロジェクトは既存体制の強化を目標としており、プロジェクトで新たに組織を作り出す

ことによる様々なコストは発生しない。 

・ CRC を支援するイタリア、アメリカ、国連児童基金（UNICEF）などと連携し、財政支援と

技術協力の連携、広大なオロミア州をカバーするための適切なすみ分けなど他ドナーの資源

や協力を有効に活用することにより、直接対象としない CRC の活動環境も整備されるため、

経験共有活動などを通した波及効果を狙う際に、少ない投入で効果を高めることができる。

 

（４） インパクト 

 本プロジェクトは以下の理由からインパクトが大きいと見込まれる。 

・ 本プロジェクトは、学校における様々な活動を実施するうえで基盤となる学校運営の改善を

図ることを目的としている。各学校がそれぞれの課題に応じて適切な計画を策定、実施でき

るようになることで就学率の改善、男女格差の是正などの成果につながることが見込まれ

る。 

・ 本プロジェクトの実施を通じて CRC の研修運営・実施能力が強化されることにより、学校

運営に加えて現職教員の能力向上等に関する研修などが実施されることが期待される。 

・ 本プロジェクトでは CRC を活用した現職教員研修の展開の可能性を視野に入れて教員養成

校との連携を企図している。これによって将来的に、本プロジェクトが対象とする学校運営

だけでなく、州のイニシアティブによって CRC 指導主事に対する現職教員研修の講師研修

が行われることが期待される。また、研修実施予定の 3 校にそれ以外の 4 校の関係者を招待

するなどプロジェクト内で経験の共有を進めることを予定しており、プロジェクト対象地域

以外で同事業が実施されることも期待される。 

・ 本プロジェクトは、オロミア州が広大であることもあって州内の一部の CRC、郡のみを対

象としたパイロット事業として実施されることとなっているが、郡、県、州の各レベルでプ

ロジェクト対象地域を超えて経験を共有していくことを予定している。これら各レベルで実

施される経験の共有を通じて郡行政官や CRC 指導主事の能力が強化されるとともに、プロ

ジェクト対象地域以外でも同様の取り組みを実施する意欲が向上することで、オロミア州内

の全域に本プロジェクトの成果が拡大されることが期待される。 

・ また、同様に、本プロジェクトの成果を他州とも共有できるよう連邦教育省レベルでワーク

ショップを開催することを計画しており、連邦教育省のイニシアティブによる将来的な全国

展開が期待される。 

 

（５） 自立発展性 
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 本プロジェクトは以下の理由から自立発展性が高いと見込まれる。 

・ 本プロジェクトは、コミュニティと行政の協働を進めるうえで CRC の機能強化が不可欠で

あるとのエチオピア側の意向を踏まえた設計となっており、プロジェクトの成功に向けた同

国関係機関の意欲は高い。実施機関の強いイニシアティブのもとでプロジェクト対象地域を

越えた普及・展開が期待される。 

・ プロジェクトの実施を通じて、コミュニティは行政に過度の期待を寄せることなく自ら教育

環境の改善を図る意欲が向上し、自主的な取り組みが維持される可能性は高い。 

・ 郡-CRC、CRC-学校の関係は形式的には既にシステムとして構築されており、本プロジェク

トには新たなシステムを構築することではなく、既存体制の機能化を図るうえで必要な技術

的インプットを行っていくことが期待されている。したがって、本プロジェクト終了後はそ

の強化された既存の実施体制がそのまま維持されることとなるため自立発展性は高い。 

・ 現在エチオピアの教員養成校は主に新規教員養成研修を行なっているが、今後は現職教員研

修にも力を入れていく予定である。本プロジェクトでは将来的な布石として OEB と各教員

養成校が協力しながら研修を実施していくこととなっているが、プロジェクトの実施を通じ

て教員養成校の教員の能力が強化されることにより、将来的に研修が定着していくことが期

待される。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 本プロジェクトはエチオピアの貧困削減戦略を踏まえ、長期的な貧困削減の鍵となる初等教

育分野で活動を行うこととしている。 

就学における男女格差は同国の大きな課題のひとつであり、2003 年 11 月から 2008 年 3 月に

かけて実施された住民参加型基礎教育改善プロジェクト（通称 ManaBU）において、事前登録

制度の導入が有効な対策のひとつであることが明らかになった。本プロジェクトにおいてもそ

の成果を活用し、女子の就学促進にも積極的に取り組んでいくこととしている。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 エチオピアでは、本プロジェクトに先行して ManaBU を実施し、学校運営に関する事例集を

作成した。活動を通じて、就学促進を図るうえでの児童の事前登録制度導入など、学校運営に

関するいくつかの有効な事例が収集されており、本プロジェクトにおける学校活動計画策定研

修においてその成果を反映していくこととしている。また、2005 年 5 月より 2007 年 7 月まで開

発調査のオロミア州初等教育アクセス向上計画（SMAPP）を実施した。郡教育行政官に対して

基本的な計画策定能力向上のための研修を実施したが、実施能力については必ずしも十分な能

力を習得していないことから、本プロジェクトでは実施に重点をおいた能力強化を図ることを

予定している。 

さらに、ニジェール、セネガル、マリ（2008 年 5 月開始予定）といった西アフリカ諸国でも

同様に学校運営の改善に関するプロジェクトを実施しており、就学率の改善、男女格差の改善

を図るうえで住民の積極的な参画による学校運営の改善が効果的であることが明らかになって

いる。エチオピアの個別の状況を十分に踏まえつつも、これら先行プロジェクトから得られた

成果、経験（具体的には、学校活動計画策定・財務管理研修などの研修モジュールや、女子就
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学キャンペーンのノウハウなど）を活用することも可能である。 

８．今後の評価計画 

・ 中間評価： 2010 年 9 月下旬～2010 年 10 月上旬 

・ 終了時評価： 2012 年 2 月下旬～2012 年 3 月上旬 

 

－23－



 



 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料 

 

 

 

１． 事前評価調査協議議事録（M/M） 

 

２.  実施協議討議議事録（R/D） 

 

３.  実施協議にかかる協議議事録（M/M） 



 



－27－

添付資料１.事前評価調査協議議事録（M/M）



－28－



－29－



－30－



－31－



－32－



－33－



－34－



－35－



－36－



－37－



－38－



－39－



－40－



－41－



－42－



－43－

添付資料２.実施協議討議議事録（R/D）



－44－



－45－



－46－



－47－



－48－



－49－



－50－



－51－



－52－



－53－



－54－



－55－



－56－

添付資料３.実施協議にかかる協議議事録（M/M）



－57－



－58－



－59－



－60－



－61－



－62－






	表紙
	大扉
	序文
	地図
	写真
	略語表
	目次
	第１章　調査概要
	１－１ 要請背景
	１－２ 調査の目的
	１－３ 調査団構成
	１－４ 調査日程
	１－５ 主要面談者

	第２章　調査結果
	２－１ プロジェクト概要
	２－２ プロジェクト実施体制
	２－３ 双方負担事項
	２－４ プロジェクト対象地域
	２－５ プロジェクトの基本的な考え方
	２－６ プロジェクト実施期間
	２－７ 名称変更
	２－８ 団長所感（調査総括）

	第３章　事前評価表
	添付資料
	１．事前評価調査協議議事録（M/M）
	２．実施協議討議議事録（R/D）
	３．実施協議にかかる協議議事録（M/M）




