
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

人 間

Ｊ Ｒ

13-017

セネガル共和国 

教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ 

中間レビュー調査報告書 

 

 

人間開発部 

独立行政法人国際協力機構 

 

（2013年）  

平成 25 年 2 月 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

セネガル共和国 

教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ 

中間レビュー調査報告書 

 

 

人間開発部 

独立行政法人国際協力機構 

 

（2013年）  

平成 25 年 2 月 



 

 

目     次 
 

目 次 

地 図 

写 真 

略語表 

評価調査結果要約表 

 

第１章 中間レビュー調査団の概要 ····································································································· 1 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 ····································································································· 1 

１－２ 調査団の構成 ························································································································ 2 

１－３ 調査日程 ································································································································ 2 

 

第２章 プロジェクトの概要 ················································································································· 3 

２－１ 基本計画 ································································································································ 3 

２－２ プログラムにおける位置づけ ······························································································ 3 

２－３ プロジェクト・デザイン・マトリックス ··········································································· 3 

２－４ 実施体制 ································································································································ 3 

 

第３章 中間レビュー調査の方法 ········································································································· 5 

３－１ 評価グリッドの作成 ············································································································· 5 

３－２ 評価実施方法 ························································································································ 5 

 

第４章 計画達成度 ································································································································ 7 

４－１ 投入実績 ································································································································ 7 

４－２ 活動実績 ······························································································································ 10 

４－３ 成果の達成状況 ·················································································································· 11 

４－４ プロジェクト目標の達成状況 ···························································································· 17 

４－５ 上位目標の達成状況 ··········································································································· 18 

 

第５章 中間レビュー調査結果 ··········································································································· 19 

５－１ 評価5項目による評価 ········································································································· 19 

５－２ 貢献要因と阻害要因の検証 ································································································ 24 

５－３ 結論 ····································································································································· 26 

 

第６章 提言・教訓・団長所感 ··········································································································· 27 

６－１ 提言 ····································································································································· 27 

６－２ 教訓 ····································································································································· 28 

６－３ 団長所感 ······························································································································ 28 



 

 

付属資料 

１．ミニッツ（英文） ······················································································································ 33 

２．ミニッツ（仏文） ······················································································································ 84 

３．評価グリッド（和文） ············································································································· 133 

４．評価グリッド調査結果（和文） ······························································································ 138 

５．投入実績 ··································································································································· 159 

６．質問票 ······································································································································· 164 

７．インタビュー項目 ···················································································································· 173 

 

 



地     図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セネガル共和国全図とプロジェクト対象地域 

1 年目：ファティック州 

2 年目：ファティック州及びカフリン州 

3 年目：全州 

（フェーズⅠでの対象地域：ルーガ州） 

 



 

写     真 
 

  

CGE（学校運営委員会）での面談の様子 CGE連合の総会の様子 

  

CGE連合の年間総括表（Bilan） CGEの学校活動計画（PAV） 

  

CGEで建設した教員宿舎 ミニッツの交換 

         



 

 

略 語 表 
 

略 語 正式名称 日本語 

AFD Agence Française de Développement フランス開発庁 

AG Assemblée Générale 住民総会 

CGE Comité de Gestion de l’École 学校運営委員会 

CLEF Comité Local de l’Education et de la Formation 地方教育・訓練委員会 

CRFPE 
Centre Régionale de Formation des Personnels de 

l’Education 
教育人材研修センター 

DAGE Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement 総務・設備局 

DEE Direction de l’Enseignement Elementaire 初等教育局 

DPRE 
Direction de la Planification et de la Réforme de 

l’Education  
教育企画改革局 

ETN Equipe Technique Nationale ナショナルチーム 

ETR Equipe Technique Regionale 州チーム 

IA Inspection（Inspecteur）d’Académie 州視学官事務所（長） 

IDEN 
Inspection（Inspecteur）Départementale de l’Éducation 

Nationale 
県視学官事務所（長） 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JSDF Japan Social Development Fund 日本社会開発基金 

MEN Ministère de l’Education Nationale 教育省 

PAES Projet d’Amelioration de l’Environnement Scolaire 教育環境改善プロジェクト 

PAM Programme Alimentaire Mondial 世界食糧計画（WFP） 

PAV Plan d’Action Volontariste （自発的）学校活動計画 

PDEF 
Programme Décennal de l’Education et la Formation du 

Sénégal 
教育・訓練10カ年計画 

PDM Cadre Logique du Projet（Project Design Matrix） 
プロジェクト・デザイン・ 

マトリックス 

PE Projet d’Ecole 学校プロジェクト 

PO Plan d’ Opérations 活動計画 

PRDE Plan Régional de Développement d’Education 州教育開発計画 

PREMST 
Projet de Renforcement de l’Enseignement des 

Mathématiques, des Sciences et de la Technologie 
理数科教育改善プロジェクト

PTF Partenaires Techniques et Financiers ドナー 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

TICAD Tokyo International Conference on African Development アフリカ開発会議 

UCGE Union de CGE CGE連合 
 



 

i 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：セネガル共和国 案件名：教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ 

分野：教育-初等教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部基礎教育グループ

基礎教育第二課 

協力金額（評価時点）：約1億4,880万円 

 

 

 

協力期間 

（R/D）：2010年9月1日～2014

年8月31日 

先方関係機関：教育省 

 

（延長）： 日本側協力機関：なし 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

セネガル共和国（以下「セネガル」と記す）では、教育開発政策の一環として2002年の大統

領令により、教員・保護者・地域住民からなる学校運営委員会（Comité de Gestion de l’École：

CGE）を各学校に設置することが定められた。同委員会が機能することにより、各地域・学校

の抱える問題が主体的に発見され、解決されることが望まれたが、適切な学校運営委員が選定

されない、学校改善計画の適切な策定方法がわからないなどの問題から、CGEが有効に機能す

るには至っていない。 

このような背景から、JICAは2007年5月から2010年5月まで3年間、ルーガ州において、機能す

るCGEによる学校運営改善のモデル策定を目的とした技術協力プロジェクト「教育環境改善プ

ロジェクト（Projet d’Amelioration de l’Environnement Scolaire：PAES）」（以下、プロジェクトフ

ェーズⅠ）を実施した。プロジェクトフェーズⅠにより機能するCGEが設立された小学校では、

就学率がプロジェクト介入前と比較して16.1％増加したほか、初等教育修了資格試験の合格率が

26％向上するなど、アクセス及び質の改善がみられた。 

プロジェクトフェーズⅠの成果をもとに、セネガルが機能するCGEの全国展開に係る技術協

力プロジェクトの要請を行ったことを受けて、JICAはセネガルにおいて、教育省初等教育局を

カウンターパート（C/P）機関として、2010年9月から2014年8月までの4年間の予定で、技術協

力プロジェクト「教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ」を実施しており、現在3名の長期専門

家（チーフアドバイザー、CGE能力強化、業務調整）を派遣中である。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

CGEによる学校運営改善を通じて教育環境と教育マネジメントシステムが改善され、初

等教育のアクセスと質が向上する。 

 

 （2）プロジェクト目標 

機能するCGEのモデルが確立され、全州に普及される。 

 

 （3）成果 

成果1．フェーズⅠで構築されたCGEモデルが見直され、改善される。 

成果2．ルーガ州以外のパイロット州で、改善されたCGE機能化モデルの有効性が実証さ

れる。 

成果3．有効性が実証されたCGE機能化モデルの普及準備がなされる。 

成果4．確立されたCGE機能化モデルにより、全国の小学校に機能するCGEを設置・モニ
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タリングするための体制が強化される。 

 

 （4）投入（2012年7月時点） 

日本側：総投入額 約1億4,880万円 

長期専門家派遣 3名 

短期専門家派遣 2名 

研修員受入（本邦と第三国研修）16名 

機材供与 933万4,000円 

在外事業強化費 5,662万4,000円 

 

セネガル側： 

カウンターパート配置 28名 

機材購入 なし 

土地・施設提供 プロジェクト事務所・設備（家具、エアコンなど） 

ローカルコスト負担 795万FCFA（CFAフラン）（モニタリング費用） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括/団長 丹原 一広 JICA人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課長 

協力企画 羽田野 絹恵 
JICA人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課 

ジュニア専門員 

評価分析 伊藤 治夫 株式会社アイコンズ コンサルタント 

調査期間 2012年7月1日～7月20日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）投入・活動実績 

日本側、セネガル側からの投入は計画どおり実施され、成果の発現に貢献している。2011

年の運営指導調査により、当初1州のみとする計画であったパイロット州にカフリン州が追

加され、2年次までのパイロット州における対象校は1,000校以上と拡大した。このようなパ

イロット州の追加にもかかわらず、プロジェクト活動はおおむね変更されたPO（活動計画）

に沿って計画どおり実施されている。ただし、モニタリング体制の構築については、視学

官の人数の不足、教員昇格試験審査などの他業務、各学校までのアクセスの交通手段がな

いことなどから、視学官によるモニタリングの実施が困難な状況となっている。この状況

に対処すべくCGE連合の導入が進められているが、大統領選挙によるキャンペーンの影響

などにより、その機能化には遅れがみられる。 

 

 （2）成果の達成状況 

【成果1】フェーズⅠで構築されたCGEモデルが見直され、改善される 

フェーズⅠで作成された研修ガイドなどを参考にして、計5つの研修ガイドが作成され

た。さらにガイドを用いた研修結果のガイドへの反映を目的とし、2011年11月にファティ

ック州内の視学官を中心とするCGE研修ガイド改訂ワークショップが開催され、ガイド改

訂に向けた討議と承認が行われた。 
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【成果2】ルーガ州以外のパイロット州で、改善されたCGE機能化モデルの有効性が実証され

る 

成果2にかかわる活動の結果、パイロット州であるファティック、カフリン州の90.8％の

学校でCGEが設立された。一方でCGEの機能化を示す指標となる活動計画の提出率は

66.3％、年間活動総括表の提出率は65.0％とCGEの機能化に関しては改善の余地が残る。さ

らにCGEモニタリング、支援の機能を担うCGE連合の設立は対象となる市町村の38.8％にと

どまる。残りの期間においても、パイロット州におけるCGEモデルの確立に向けた取り組

みの継続が求められる。 

 

【成果3】有効性が実証されたCGE機能化モデルの普及準備がなされる 

現地コンサルタントによる外部評価、JICAによるインパクト評価結果を取りまとめ、CGE

承認ワークショップを開催することにより、CGEモデルの全国普及に向けた承認が行われ

ることが計画されている。しかし、外部評価及びインパクト評価結果は、その取りまとめ

作業が計画に対して遅れていることから早急な対応が求められる。また、全国普及に必要

な外部資金の獲得に関しては、わが国無償資金協力の見返り資金、世界銀行や他の援助機

関の資金が想定され、これらの援助機関への働きかけがプロジェクトにより実施されてい

る。同時に教育省では、CGEモデルの普及に関して、政府の経常予算の活用も検討されて

いるが、現時点では具体的な資金源の確保には至っていない。 

 

【成果4】確立されたCGE機能化モデルにより、全国の小学校に機能するCGEを設置・モニタ

リングするための体制が強化される 

成果4はモデルの全国普及に関する活動の実施により達成される成果である。中間レビュ

ー調査時点では、CGE機能化モデルの全国普及計画の検討がナショナルチーム（Equipe 

Technique Nationale：ETN）により開始された段階にあり、成果を確認することはできない。

 

 （3）プロジェクト目標の達成状況 

【プロジェクト目標】機能するCGEモデルが確立され全州に普及される 

本プロジェクトでは、CGEのモデルが確立され、全国に普及することが目標とされてい

る。モデル確立に向けた進捗は、一部課題はありつつもおおむね順調であるが、本プロジ

ェクトは全州の約8,000校を対象として、目標達成度を測る指標が設定されている。現在の

プロジェクトの進捗状況にかんがみると、現行の期間内ですべての小学校に普及させるた

めには、CGEモデルの全国展開に向けた予算、人員の確保を含む具体的な全国普及計画の

策定と資金確保に向けた取り組みの加速が求められる。 

 

 （4）上位目標の達成状況 

【上位目標】CGEによる学校運営改善を通じて教育環境と教育マネジメントシステムが改善

され、初等教育のアクセスと質が向上する 

パイロット州におけるCGEによる就学にかかわる啓発活動、教育支援、学校施設の増改

築など学校改善活動の結果、教育環境の改善が確認された。一方で就学率、中退率、留年

率、修了率といった教育指標の改善に関しては、プロジェクト開始後、まもないことから、

具体的な成果は確認できない。しかしパイロット州ではCGEの活動の結果、新規登録児童

数の増加、補習授業時間の増加が確認されており、CGEモデルの全国への普及が達成され

ることを前提に将来的な上位目標の達成が期待される。 
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３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性：高い 

1）ターゲットグループのニーズとの整合性 

プロジェクト開始以前より保護者会などの組織があったが十分に機能しておらず、ま

たCGEの設立は政令において定められていたが、機能化が進んでいない状況であった。

地域の抱える教育上の課題をコミュニティからの動員により改善するといったアプロー

チは、政府予算が限定されるなかにおいて有効であることが確認された。 

2）セネガルの国家政策との整合性 

プロジェクト目標と上位目標はセネガルの国家政策に合致している。教育の地方分権

化の一環として住民参画型の学校運営を促進することはセネガル教育セクターの開発枠

組みである「教育・訓練10カ年計画（Programme Décennal de l’Education et la Formation du 

Sénégal：PDEF）」において「教育のマネジメントの改善」とそれを通じた「教育の質の

向上」に重点が置かれている。またセネガルでは、CGEの設置は2002年に政令で定めら

れているが、CGEが期待される役割を果たすための具体的な戦略を明確にするには至っ

ておらず、本プロジェクトによる支援に対する期待が高い。 

3）日本の援助政策との整合性 

2012年5月の対セネガル共和国国別援助方針では基礎的社会サービスの向上において、

教育分野におけるMDGs達成への支援が記載されている。教育分野においては、教育への

公平なアクセスと質の改善のための支援や教育行政の改善などを行うことを示している

援助方針と整合する。 

4）アプローチの妥当性 

プロジェクトの2年次にカフリン州をパイロット州として追加したことにより、ファテ

ィック州からカフリン州へのCGEモデルの普及といった経験がプロジェクト内に蓄積さ

れた。このことは関係者がCGEモデルの全国普及へのイメージを共有することを可能と

した。 

 

 （2）有効性：中程度 

1）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標には、機能するCGEモデルの確立、全州への普及が計画されている。

その指標には、全州におけるCGE、CGE連合の設立及び活動計画の提出の目標値が示さ

れているが、パイロット州である2州の指標をみると、97％の学校においてCGEが設立さ

れているものの、CGE設立からの期間が比較的短いこともあり、CGE連合の設立は39％、

CGEからの活動計画の提出率は59％にとどまっている。今後の活動を通じ、これら指標

を向上させていくとともに、全州普及に向けた取り組みの加速が求められる。 

2）成果のプロジェクト目標への貢献度 

フェーズ1で構築したモデルが改善され（成果1）、そのモデルの有効性が実証され（成

果2）、モデルの普及準備がなされ（成果3）、同モデルに基づくCGEを全国に設置・モニ

タリングするための体制が強化される（成果4）ことによって、プロジェクト目標である

CGEモデルの全国普及の達成につながるといった、プロジェクト目標達成への因果関係

に問題はない。他方、外部条件となる研修を受講した行政官の異動に関しては、ファテ

ィック県のプロジェクト担当官を含む数名を除き、ETNメンバー及び研修を受講した視

学官は業務を継続していることから、外部条件が満たされる可能性は高い。 
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 （3）効率性：中程度 

1）成果の達成度と投入の適切さ 

計画された活動はおおむね計画どおり実施され、成果を発現している。当初計画では、

パイロット州はファティック州のみでありその対象校600校程度であったが、その後順調

な進捗により、カフリン州が2年次から追加されることでその対象校は約1,000校まで拡大

し、限られた投入により計画以上の目標を達成することでプロジェクトの効率性の向上

に寄与している。しかしながら成果3にかかわる活動である、外部評価結果の取りまとめ

及びCGEモデルの承認ワークショップの実施には計画に対して若干の遅れがみられる。

また、全国普及に向けた外部資金の確保に関しては、現時点ではまだ具体的な予算確保

が行われていない。 

2）現地、他国の類似プロジェクトのリソースの活用 

ローカルコンサルタントの雇上をCGE研修のロジ支援のみに限定し、教育省、州、県

視学官事務所のスタッフを中心とした効率的な研修の実施を実現している。さらに、学

校及びCGEに対する財政的な投入はされておらず、コミュニティのイニシアティブ、潜

在能力を最大限に引き出す戦略は有効に機能している。 

3）投入のタイミング 

JICAによる機材調達において、機材仕様書提出後の調達完了まで4カ月の期間を要した

ため、CGE研修、モニタリングの双方において、レンタル機材を使う必要が生じた。ま

た、初年次はプロジェクトと研修委託先コンサルタントの直接契約であったが、第2年次

はJICA現地事務所とコンサルタントの契約になった。そのため、第2年次は現地事務所に

よる精算及び次期概算払手続きの所要時間を踏まえた研修スケジュールの調整が必要と

なり、結果として、初年次に比べて研修に要する期間が増大した。3人目となる日本人長

期専門家（業務調整）のリクルートに遅れがみられた。これは他の2名の専門家の業務過

多につながり、プロジェクト実施を円滑に行うことの阻害要因になった。 

 

 （4）インパクト：中程度 

1）上位目標の達成見込み 

CGEが設立されまだ時間が経っていないため、明確なインパクトは確認できないが、

パイロット州ではCGEが設立された学校において、入学登録者数、試験結果などの学校

レベルでの教育指標には改善がみられると同時に、CGEによる学校改善活動の結果、教

育環境の改善が報告されたことから、CGEモデルの全国普及の実現を前提として、将来

的な上位目標の指標の達成が期待される。 

2）その他の正のインパクト 

JICA理数科プロジェクトであるPREMSTとの連携に関して、同プロジェクトとの会合

及び合同ミッションが実施され、また、いくつかのCGE及びCGE連合が、PREMSTにより

推進されている理数科にかかわる模擬試験や教員の授業研究の参加を支援していること

が確認された。さらに、WFPは学校給食プログラムにCGEを活用することに関心を示し

ており、同プログラムの運営ガイドの策定に本プロジェクトの研修ガイドの教訓を活用

する計画がある。またAFDの支援による住民参加型学校運営プロジェクトの計画、報告

ツールの簡素化を目的として、本プロジェクトの専門家がワークショップに招待される

といった他の援助機関との連携が確認されている。 

 

 （5）持続性：中程度 

1）政策面 

住民参画による学校運営を促進することは、次期PDEF（2012-2025）にも記載される計
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画となっており、政策的な持続性は高い。 

2）組織面 

中央レベルには教育省と日本人専門家からなるナショナルチーム（ETN）、州視学官事

務所（Inspection d’Académie：IA）と県視学官事務所（Inspection Départementale de l’Éducation 

Nationale：IDEN）にはそれぞれ、プロジェクト担当官及び視学官が配置されており、各

州、県の担当視学官は、ETNとの窓口になっており、連絡調整の役割を担っており、CGE

政策を持続的に推進していくための組織体制は整備されている。 

ETNのメンバーには高いコミットメントがみられるが、他の業務との競合によりプロ

ジェクトへの関与が限定されることから今後の全国普及に向けてはチームの増強が必要

となる。IA及びIDENにはCGEに対して研修を行ううえで十分な数の視学官が確保されて

いる。しかし、最も重要な業務であるCGEモニタリングの実施状況は芳しくない。 

3）財政面 

CGEモデルの全国普及に必要となる経費は、研修予算とモニタリング経費であり、世

界銀行のグローバル・パートナーシップ基金（Global Partnership for Education：GPE）の

確保の可能性が検討されている。また、ドイツの復興金融公庫（KfW）及びフランスの

French CooperationはCGE普及支援への関心を示している。しかし、現時点においては、

CGEモデルの全国展開を行う具体的な財源の確保にはつながっていない。 

CGEが実際に活動に用いた平均金額は、CGE当たり17万4,900FCFA（約35,000円）とな

っている。これは計画予算額である30万4,919FCFA（約60,000円）の57.4％であり、保護

者による資金負担が、予想以上に困難な状況にあることが確認された。現地調査におい

ては、児童の保護者による負担額は想定の5割から9割となっており、特に農村部、遊牧

民の居住地域における負担額は低い。 

4）技術面 

ETNのメンバーは、現在、試行中のCGE連合の機能化を除くCGE政策全般について、お

おむね必要な技術的知見を備えている。CGE研修では州、県における講師を担当する視

学官の能力はばらつきがあるものの、州、県の視学官は研修ガイド、研修実施にかかわ

る十分な能力を有していることが確認された。 

視学官にとってCGE連合の機能化は前例のないことであるため、連合の設立後の機能

するイメージをもつことが困難な状況にあり、研修後のフォローができていない。設立

した後、活動のイメージをもたせるための活動として、連合の意義と役割を再確認し、

機能している事例を共有し、具体的な活動計画につなげる州レベルの取り組みが計画さ

れている。 

CGEのメンバーは研修により能力、意欲が向上していることが現地調査において確認

された。一方で視学官によるモニタリング、支援の欠如によるCGEのパフォーマンスの

低下が確認されている。CGE活動予算の確保に関して、多くのCGEが課題を抱えている

ことから、住民への啓発、動員に関する更なる研修のニーズが高い。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

1）類似案件の経験の活用 

経験共有のためのワークショップを他国と共同で実施している。他国の経験を観察す

ることにより、CGE、CGE連合の機能化に関して、カウンターパートが具体的なイメー

ジをもつことに貢献している。 

2）CGE委員、CGE連合委員の民主選挙による選出 

CGEモデルの要素である民主選挙による選出は、組織の透明性を確保するだけでなく、
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CGE委員、CGE連合委員のやる気を高めていることが確認された。特に連合においては、

一般的に民主的選挙が受け入れられやすい傾向があり、今後機能化に貢献する要因であ

るといえる。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

1）教育省の高いオーナーシップ 

本プロジェクトは中央政府の関与が強く、JICAのプロジェクトというよりも教育省が

主体の事業であるといった認識が高い。他国の類似案件と異なり、現地コンサルタント

の活用は研修のロジ支援に限定し、研修講師は担当地域の視学官が担当する。現場に近

い視学官が講師を行うことで効果的な研修を実現している。この教育省の高いオーナー

シップにより、将来的な持続性の担保が期待される。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

1）困難な視学官によるCGEモニタリング 

視学官によるCGEに対するモニタリングはほぼ行われていない。その理由として、1人

当たりの視学官が対象とする学校数の多さ、移動手段の不足、モニタリング活動計画の

未整備など物理的な原因と視学官のCGEモニタリングの優先順位が教員資格試験実施の

ための学校巡回に比べ低いことが挙げられる。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

1）ETNのコミュニケーションの不足 

原則は最低でも月1回のETN会合による情報共有をめざしていたが、主要なメンバーの

昇進にともないプロジェクト以外の業務が増加し、プロジェクト活動に関する関与が減

り、また他のプロジェクトチームメンバーとの情報共有のための会議が減っている。こ

のため、プロジェクト活動のスムーズな実施に支障がでている。 

2）機材、現地コンサルタント契約の遅れ 

JICAによる機材調達において、機材仕様書案の送付から納品完了までに4カ月もの時間

を要したことにより、研修、モニタリングを借用機材にて行う必要が生じ、プロジェク

トの負担につながった。またJICAと現地コンサルタントとの契約にかかわる精算及び次

期概算払手続きの所要時間により、研修に要する期間が増大した。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトが取り組むCGEの全国普及と機能化を通じた教育改善は、セネガルの国家政策

及び裨益者となるコミュニティ、児童のニーズに合致している。活動と投入もおおむね問題な

く実施されているが、視学官によるモニタリングの不足、また、CGEへのモニタリング、支援

の機能を担うCGE連合の設立、機能化が進行中であることから、パイロット州におけるCGEの

機能化は完全ではなく、残りの期間の早い時期にCGEモデルの確立及び全国普及に向けたモデ

ルの承認が求められる。さらに、プロジェクト目標であるCGEモデルの全国普及のためには、

具体的な普及計画の策定、それに伴う予算措置、人員確保の実施及びETNの関与のさらなる強

化が不可欠となる。 

 

３－６ 提言 

下記（1）～（5）の提言を遂行するため、JCCを早期に開催し、内容を共有し、その後定期的

に進捗状況を議論することが必要である。 
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 （1）機能化したCGEモデルの完成 

1）CGE連合の機能化 

関係者にCGE連合の役割や機能の理解を促すため、2012～2013学年度中に3回の会合を

開催する。 

2）研修方法・内容改善 

CGE役員の無記名投票による選出を促すため、校長だけではなく、地域の有力者を設

立研修の参加者に加えたり、住民総会で予想される反対意見を想定したロールプレイを

研修のなかで取り入れたりする。 

3）承認ワークショップに向けた成果の取りまとめと研修ガイドの改訂 

全国普及のためにはモデルの有効性を明示する必要がある。モニタリングの結果や外

部評価、インパクト評価でのモデルの有効性を取りまとめ、研修ガイドもそれに応じて

改訂する。 

 

 （2）全国普及に向けた戦略の策定 

必要予算、人員の配置の可能性を検討し、2012年9月までに実現可能性のある計画を策定

する。また、進捗を定期的にレビュー調査し、2013年3月末までにPDM/PO改訂の必要性に

ついて議論を深める。 

 

 （3）全国普及のための資金獲得の準備 

優先的に予算措置を受けるため、策定中の新しい教育開発計画（PDEF）においてCGEの

全国展開を優先課題として位置づける。また、資金獲得に向けたドナーへのプロモーショ

ンや書類作成などの具体的な準備を迅速に進める。 

 

 （4）ナショナルチームの強化 

全国展開に向け、現在のカウンターパートのより一層の関与とプロジェクトに多くかか

われる人員の増強が必要である。特に予算獲得のために総務・設備局（Direction de 

l’Administration Générale et de l’Equipement：DAGE）、政策的な裏づけのために教育企画改革

局（Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education：DPRE）の関与が不可欠であ

る。また、例えば全員参加による定期的ミーティングを行うなどして迅速な意思決定がで

きるようにする。 

 

 （5）視学官による経験共有ワークショップの開催 

CGEの一層の理解と、機能するCGE及びCGE連合の経験共有をはかるため、中央の教育

省幹部が出席する場で、すべての州の視学官を対象に経験共有ワークショップを開催する

ことを計画することが推奨される。 

 

３－７ 教訓 

 （1）キャパシティ・ディベロップメントを意識した活動 

本プロジェクトでは、教育省内に執務室があることもあり、カウンターパートとのコミ

ュニケーションが非常に密に取られている。地方出張前後にはカウンターパートとの討議

も活発に行われ、地方での会議もカウンターパートや地方の視学官等の主導で行われるな

ど、現地側のイニシアティブが高い。相手の都合ややり方に振り回されることもあるが、

日頃のコミュニケーションを含め、カウンターパート等を巻き込むことによって相手のキ

ャパシティ・ディベロップメントを図ることを意識した活動が行われている。 
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 （2）インパクト評価などの数値的なエビデンス 

本プロジェクトではインパクト評価を行っており、数値的な根拠をもとにCGEモデルを

全国展開することを検討している。客観的根拠としてインパクト評価のようなエビデンス

をもとにプロジェクトのインパクトを示せると、全国展開を進めるうえで一層効果的であ

る。 

 

 （3）現場レベルでの成功事例の共有と地方自治体からの協力 

モニタリング体制の確立が本プロジェクトの課題の1つになっているが、CGE連合を機能

させることがその解決法の1つとして考えられる。多忙な視学官たちに連合の具体的イメー

ジがないなかで連合を設立させ、機能させるには、現場レベルで成功事例を共有すること

が1つの改善策として挙げられる。また、州・県・郡や市町村等、地方自治体を巻き込み、

協力体制を構築することが求められる。 

 

 （4）理想ではなく、実現可能な普及モデルの構築 

本プロジェクトでは、研修ガイドやモデル文書（全国普及モデルとして教育省から承認

される文書）等において、現場の視点を大切にし、「こうするべき」という理想のCGEでは

なく、技術面及び資金面で普及可能なモデルを提唱している。実績を踏まえ、現場ででき

ることに配慮したモデルは、全国展開するうえで現実的な普及モデルとして説得力をもつ。
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第１章 中間レビュー調査団の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）では、教育開発政策の一環として2002年の大統領

令により、教員・保護者・地域住民からなる学校運営委員会（Comité de Gestion de l’École：CGE）

を各学校に設置することが定められた。同委員会が機能することにより、各地域・学校の抱える

問題が主体的に発見され、解決されることが望まれたが、適切な学校運営委員が選定されない、

学校改善計画の適切な策定方法がわからないなどの問題から、CGEが有効に機能するには至って

いない。 

このような背景から、JICAは2007年5月から2010年5月まで3年間、ルーガ州において、機能する

CGEによる学校運営改善のモデル策定を目的とした技術協力プロジェクト「教育環境改善プロジ

ェクト（Projet d’Amelioration de l’Environnement Scolaire：PAES）」（以下、プロジェクトフェーズ

Ⅰ）を実施した。プロジェクトフェーズⅠにより機能するCGEが設立された小学校では、就学率

がプロジェクト介入前と比較して16.1％増加したほか、初等教育修了資格試験の合格率が26％向上

するなど、アクセス及び質の改善がみられた。 

プロジェクトフェーズⅠの成果をもとに、セネガルが機能するCGEの全国展開に係る技術協力

プロジェクトの要請を行ったことを受けて、JICAはセネガルにおいて、教育省初等教育局をカウ

ンターパート（C/P）機関として、2010年9月から2014年8月までの4年間の予定で、技術協力プロ

ジェクト「教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ」を実施しており、現在3名の長期専門家（チー

フアドバイザー、CGE能力強化、業務調整）を派遣中である。 

今回実施の中間レビュー調査では、2012年5月に実施した運営指導調査の内容を踏まえつつ、以

下を目的として実施した。 

 

 （1）これまで実施した協力活動を当初計画に照らし、投入実績、活動実績、計画達成度を評価

グリッドにまとめ、問題点を整理する。 

 

 （2）計画達成度を踏まえ、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点

から、プロジェクトチーム及びセネガル側関係者とともに、プロジェクトの中間評価を行

う。 

 

 （3）上述の評価結果に基づき、プロジェクト終了までの課題と今後の活動計画についてプロジ

ェクトチーム及びセネガル側関係機関と協議し、提言を行う。 

 

 （4）PDMを見直し、必要に応じて変更を行う。 

 

 （5）評価・協議結果を双方の合意事項としてミニッツ（Minutes of Meeting：M/M）に取りまと

める。 
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１－２ 調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 派遣期間 

団長/総括 丹原 一広 JICA人間開発部 基礎教育第二課長 7/14～7/22

協力企画 羽田野 絹恵 JICA人間開発部 基礎教育第二課 ジュニア専門員 7/7～7/22

評価分析 伊藤 治夫 株式会社アイコンズ 6/30～7/22

 

１－３ 調査日程 

現地調査は、2012年7月1日から同年7月20日までの期間で実施された。調査日程の概要は、以下

のとおりである。 

 月 日 曜日 業務行程 

1 7月1日 日 （伊藤団員 ダカール着） 

2 7月2日 月 JICAセネガル事務所との打合せ、専門家面談 

3 7月3日 火 対処方針会議（JICAセネガル事務所）、ナショナルチーム面談 

4 7月4日 水 

ファティック州へ移動 ファティック州視学官事務所面談、ファティッ

ク県視学官事務所面談、CGEサーニュ面談、ジャレールCGE連合面談、

CGEマールット面談 

5 7月5日 木 
ゴサス県視学官事務所面談、CGEンバール面談、CGEマルカ面談、CGE

チャベジェンヌ面談 

6 7月6日 金 
CGEンギディンヌ・セレール面談、タタギンヌCGE連合面談、ダカール

へ移動 

7 7月7日 土 資料整理 （羽田野団員ダカール着） 

8 7月8日 日 団内打合せ、資料整理 

9 7月9日 月 専門家との打合せ 

10 7月10日 火 
カフリン州へ移動、カフリン州視学官事務所面談、カフリン県視学官事

務所面談、CGEカタケル面談、カチョットCGE連合面談 

11 7月11日 水 
マレムホダール県視学官事務所面談、CGEパファ面談、CGEンジョベン

ヌ面談、CGEシワル面談 

12 7月12日 木 
ビルキラン県視学官事務所面談、CGEビルキラン4面談、ジャマルCGE連

合面談、ダカールへ移動 

13 7月13日 金 資料整理、団内ミニッツ案協議 

14 7月14日 土 団内ミニッツ案協議、資料整理 （丹原団長ダカール着） 

15 7月15日 日 団内打合せ、資料整理 

16 7月16日 月 
JICAセネガル事務所訪問、経済財務省表敬、専門家と打合せ、初等教育

局長表敬、教育省事務次官表敬 

17 7月17日 火 専門家と打合せ 

18 7月18日 水 ミニッツ案協議（教育省） 

19 7月19日 木 ミニッツ案協議（教育省） 

20 7月20日 金 
ミニッツ署名、教育省との協議、在セネガル日本大使館表敬訪問・調査

結果報告 （調査団、ダカール発）  
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第２章 プロジェクトの概要 
 

２－１ 基本計画 

名 称 セネガル共和国教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ 

協力期間 2010年9月1日～2014年8月31日 

上位目標 

 

CGEによる学校運営改善を通じて教育環境と教育マネジメントシステ

ムが改善され、初等教育のアクセスと質が向上する。 

プロジェクト目標 

 

機能する学校運営委員会（CGE）のモデルが確立され、全州に普及され

る。 

期待される成果 

（アウトプット） 

 

 

 

 

1．フェーズⅠで構築されたCGEモデルが見直され、改善される。 

2．ルーガ州以外のパイロット州で、改善されたCGE機能化モデルの有

効性が実証される。 

3．有効性が実証されたCGE機能化モデルの普及準備がなされる。 

4．確立されたCGE機能化モデルにより、全国の小学校に機能するCGE

を設置・モニタリングするための体制が強化される。 

 

２－２ プログラムにおける位置づけ 

対セネガルJICA国別事業展開計画（2007年5月改訂）において、援助重点分野である開発課題「基

礎社会サービスの向上」に対応するプログラムのうち「基礎教育の質的向上」に含まれるプログ

ラムとして「教育環境改善」が設定されている。本プロジェクトは同プログラムの中核案件とし

て位置づけられている。 

 

２－３ プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM） 

JICAでは、1990年代前半から、プロジェクト管理手法の一環としてプロジェクト・サイクル・

マネジメント（Project Cycle Management：PCM）手法を導入した。PCM手法において中心的役割

を果たすのは、PDMと名づけられたプロジェクト計画概要表である。これは「目標」「活動」「投

入」などのプロジェクトの主要構成要素や、プロジェクトをとりまく「外部条件」との論理的相

関関係を示したものである。 

本プロジェクトにおいても、2010年6月の討議議事録（Record of Discussions：R/D）締結時にPDM

（第1版）を策定し、R/Dの付属文書として承認した。 

本中間レビュー調査はPDM version 0に基づいて実施された。PDMは付属資料1（ミニッツ別添）

に示す。 

 

２－４ 実施体制 

本プロジェクトのカウンターパート機関は教育省（Ministère de l’Education Nationale：MEN）で

ある。フェーズⅠ実施時と同様、同省事務次官をプロジェクトの責任者とし、初等教育局（Direction 

de l’Enseignement Elementaire：DEE）がプロジェクトの運営技術支援を行っている。また、プロジ

ェクトの実働部隊として、CGEの設置・普及にかかる戦略の策定、研修モジュールの開発、プロ

ジェクト活動の実施、モニタリングと評価の実施を担うナショナルチーム（Equipe Technique 

Nationale：ETN）を以下の構成で設置している。 

ETN（4名）：DEE 2名＋DAGE（総務・設備局）1名＋DPRE（教育企画改革局）1名 
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図１－１ プロジェクト実施体制図 
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第３章 中間レビュー調査の方法 
 

３−１ 評価グリッドの作成 

本中間レビュー調査は、「新JICA事業評価ガイドライン 第1版」（2010年6月）に準拠して実施

した。PDMやその他関係資料に基づいて評価設問（調査すべき項目）を検討し、プロジェクトの

実績、実施プロセス、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）に関する評価

グリッドを作成した。実績、実施プロセス、評価5項目の定義は以下のとおりである。 

本中間レビュー調査に用いた評価グリッドは付属資料4に示す。 

 

 （1）実績 

上位目標、プロジェクト目標、成果、投入に関する達成度あるいは達成予測に関する情報。 

 

 （2）実施プロセス 

活動の実施状況やプロジェクトの現場で起きている事柄に関するさまざまな情報。 

 

 （3）評価5項目 

妥当性 

（relevance） 

開発援助と、ターゲットグループ・相手国・ドナーの優先度並びに政策・方

針との整合性の度合い。 

有効性 

（effectiveness） 
開発援助の目標の達成度合いを測る尺度。 

効率性 

（efficiency） 

インプットに対するアウトプット（定性並びに定量的）を計測する。開発援

助が期待される結果を達成するために最もコストのかからない資源を使って

いることを示す経済用語。最も効率的なプロセスが採用されたかを確認する

ため、通常、他のアプローチとの比較を必要とする。 

インパクト 

（impact） 

開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じる、正・

負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境並びにその他の開発の指標に

もたらす主要な影響や効果を含む。 

持続性 

（sustainability） 

ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを測る。

開発援助は、環境面でも財政面でも持続可能でなければならない。 
注：「評価5項目」は経済協力開発機構開発援助委員会（OECD-DAC）提唱の開発援助評価基準 

 

３－２ 評価実施方法 

評価グリッドに基づいて以下の方法で情報・データを収集し、評価分析を行った。 

 

 （1）文献・既存資料調査 

レビューした主な資料は以下のとおり。 

・セネガル共和国教育環境改善プロジェクト終了時評価調査報告書（平成22年3月） 

・セネガル共和国教育環境改善プロジェクト・フェーズⅡ実施協議報告書（平成23年4月） 

・セネガル共和国教育環境改善運営指導調査団報告書（平成23年7月） 

・セネガル共和国教育環境改善運営指導調査団報告書（平成24年5月） 

・セネガル「みんなの学校」プロジェクト（教育環境改善プロジェクト・フェーズII）のイン

パクト評価：クラスターランダム化比較試験によるモデルの有効性検証（平成24年7月） 
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・その他プロジェクト作成資料（月報、出張報告書など） 

・セネガル共和国教育・訓練10カ年計画（Programme Décennal de l’Education et la Formation du 

Sénégal：PDEF 2012-2025）教育策定要綱（Letter Politique） 

・セネガル国教育統計（2008年～2011年） 

 

 （2）直接観察 

プロジェクト事務所、CGE連合総会、各小学校における活動状況を確認した。 

 

 （3）インタビュー調査 

長期専門家、教育省（ナショナルチーム）、州/県視学官事務所長、州/県プロジェクト担当

官、州/県視学官、校長、CGE、CGE連合メンバー代表を対象にインタビューを実施した。 

 



 

－7－ 

第４章 計画達成度 
 

４－１ 投入実績 

日本側、セネガル側からの投入は計画どおり実施され、成果の発現に貢献している。詳細は付

属資料5参照。 

 

４－１－１ 投入実績 

（1）日本側投入 

日本側総投入額は1億4,880万円（2012年7月まで）であり、日本側投入の詳細は以下のと

おりである。 

1）専門家派遣（2012年7月まで） 

計3名の長期専門家と2名の短期専門家が派遣された（表４－１参照）。 

 

表４－１ 専門家派遣実績 

区 分 役 職 氏 名 派遣期間 

長期専門家 

チーフアドバイザー 國枝 信宏 2010/9/1～2012/8/31 

業務調整/CGE能力強化 佐藤 恵美 2010/9/1～2012/8/31 

業務調整 長田 有加里 2012/5/6～2014/5/5 

短期専門家 
モニタリング/研修教材 内田 貴子 

2011/1/26～3/11 
2011/5/2～6/25 
2011/7/9～8/11 

研修用視聴覚教材作成 仲里 麻也子 2011/11/27～2012/3/5 

出所：プロジェクト資料 

 

2）調査団派遣（2012年7月まで） 

本中間レビュー調査団を含み、これまで調査団が計3回派遣された（表４－２参照）。 

 

表４－２ 調査団派遣実績 

調査団名 氏 名 担 当 所 属 派遣期間 

運営指導調査 
丹原 一広 団長 JICA人間開発部 基礎教育第二課長 2011/7/2～07/8 

原 雅裕 学校運営 セネガル住民参加学校運営改善専門家 2011/7/3～07/8 

運営指導調査 原 雅裕 団長兼協力企画 JICAインハウスコンサルタント 2012/5/26～6/1 

中間レビュー 

調査 

丹原 一広 団長 JICA人間開発部 基礎教育第二課長 2012/7/14～7/22 

羽田野 絹恵 協力企画 
JICA人間開発部 基礎教育第二課 

ジュニア専門員 
2012/7/7～7/22 

伊藤 治夫 評価分析 株式会社アイコンズ 2012/6/30～7/22 

出所：JICA本部資料 
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3）研修員受入れ（2012年7月まで） 

ETNの初等教育局事務局長1名を本邦研修に派遣した。ニジェール「みんなの学校」プ

ロジェクト視察及びブルキナファソで行われた「みんなの学校」案件群経験共有セミナ

ーには ETNメンバー、対象であるファティック州の州視学官事務所（ Inspection 

d’Académie：IA）、県視学官事務所（Inspection Départementale de l’Éducation Nationale：IDEN）

の視学官が参加した（表４－３参照）。（研修参加者などの詳細は付属資料5 ANNEX 1-3

参照）。 

 

表４－３ 本邦国別研修及び第三国研修研修員受入れ状況 

研修コース名 人数 受入れ先 受入れ期間 

アフリカ地域 教師教育（基礎教育分野） 1 JICA大阪 2011/11/14～2011/12/17

ニジェール「みんなの学校」プロジェクト

視察 
7 ニジェール 2010/10/12～2011/10/17

「みんなの学校」案件群経験共有セミナー 8 ブルキナファソ 2011/2/20～2011/2/25 

出所：プロジェクト資料 

 

4）機材供与（2012年7月まで） 

2010年度までに933万4,000円に相当する機材を供与した（表４－４参照）。主な供与機

材は、教育省に対するコンピュータ、プリンター、車両（2台）など、視学官事務所への

コンピュータなどである（機材詳細は、付属資料5 ANNEX 1-2参照）。 

5）在外事業強化費（2012年7月まで） 

在外事業強化費として、2012年度までに5,662万4,000円支出した。2012年度までの供与

機材費を含む年度別支出実績は表４－４のとおりである。 

 

表４－４ JICA側経費支出実績 
（単位：1,000円） 

投入要素 2010年度 2011年度 2012年度* 総額 

供与機材費 9,334 - - 9,334 

在外事業強化費 16,538 31,926 8,160 56,624 

*2012年は4月～7月現在 
出所：JICAセネガル事務所資料 

 

（2）セネガル側投入 

1）施設などの提供 

プロジェクト事務所及び専門家執務スペースとして、ダカールの教育省内の執務室及

び家具、エアコンなどが提供されている。 

2）カウンターパート配置 

教育省事務次官をプロジェクトの責任者とし、DEEがプロジェクトの実施における調整

に責任を負う。また、プロジェクトの実働部隊として、CGEの設置・普及に係る戦略の

策定、研修モジュールの開発、プロジェクト活動の実施、モニタリングと評価の実施を
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担うナショナルチーム（ETN）として、DEEから2名、教育企画改革局（Direction de la 

Planification et de la Réforme de l’Education：DPRE）から1名、PDEFの予算計画策定担当者

である総務・設備局（Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement：DAGE）か

ら1名の計4名を選定した。各パイロット州であるファティック州、カフリン州からはIA、

IDENにおいて担当官をそれぞれ1名配置し、全視学官がプロジェクトの研修、モニタリン

グにかかわる体制を構築した（セネガル側カウンターパート詳細は、付属資料5 ANNEX 

1-4参照）。 

 

表４－５ カウンターパートの配置 

配属先 役 職 プロジェクトでの役割 人数 

教育省 
次官、局長  4 

DEE、DAGE、DPRE ナショナルチーム（ETN） 4 

ルーガ州 州視学官事務所 

JCCメンバー、 

州チーム（ETR） 

2 

ファティック州 
州視学官事務所 2 

県視学官事務所 6 

カフリン州 
州視学官事務所 2 

県視学官事務所 8 

計   28 

出所：プロジェクト資料 

 

一方で実際に講師として研修を受講し、研修に携わる視学官の数は46名となっており、

詳細は表４－６のとおりである。 

 

表４－６ 講師研修を受講した視学官の数 

地域 IA CRFPE IDEN 合計 

ファティック州 2 5 18 25 

カフリン州 4 0 17 21 

計 6 5 35 46 

出所：プロジェクト報告書 

 

3）ローカルコスト負担 

セネガル側のローカルコスト負担額は、IDENによるCGEへのモニタリング経費として、

教育省より795万FCFAが支出された。これは2011年に教育省が計上した予算（3,000万

FCFA）の26.5％であり、IDENによるモニタリングの実施が困難であることを理由として、

予算の執行率が低いことが確認された。 
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表４－７ セネガル側経常経費支出実績 

年 費目 総額 

2011年（1月～12月） ガソリン代、出張旅費 7,950,000FCFA 

出所：プロジェクト報告書 

 

４－２ 活動実績 

本プロジェクトは、期間内に全国約8,000校を対象として、機能するCGEモデルを普及する計画

としている。具体的には1年次にパイロット州において約200校を対象としてCGE設立研修、CGE

活動計画策定研修を実施するとともに、モニタリングの試行を試みる。続く2年次では、1年次の

試行の結果を踏まえ改良したモデルを、パイロット州内のすべての学校（約600校）を対象に普及

し、大規模に拡大した場合に起こる不具合などを確認したうえで最終的なモデルの完成度を高め

ていく。3年目にはこれを公式モデルとして承認し、3年目から4年目にかけて全国普及を行ってい

くことが計画された。 

2011年の運営指導調査により、当初1州のみとする計画であったパイロット州にカフリン州が追

加され、2年次までのパイロット州における対象校は1,000校以上と拡大した。パイロット州の追加

にもかかわらず、プロジェクト活動はおおむね変更されたPOに沿って計画どおり実施されている。

ただし、活動2-5のモニタリング体制の構築については、各県の視学官によるCGEモニタリングの

実施が、視学官の人数の不足、教員昇格試験審査などの他業務、各学校までのアクセスの交通手

段がないことなどから、困難な状況となっている。この状況に対処すべくCGE連合の導入が進め

られているが、大統領選挙によるキャンペーンの影響などにより、その機能化にも遅れがみられ

る。プロジェクト開始の2010年9月から中間レビュー調査時点の2012年7月までの主な実績は表４

－８のとおりである。 
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表４－８ 主な活動の計画と実績（2010年9月～2012年7月 中間レビュー調査時点までの実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 成果の達成状況 

【成果1】フェーズⅠで構築されたCGEモデルが見直され、改善される 

 

指標1-1：CGE設立の研修内容・マニュアルの改訂版が教育省により承認される 

指標1-2：CGE活動計画策定の研修内容・マニュアルの改訂版が教育省により承認される 

指標1-3：CGEモニタリングの研修内容・マニュアルの改訂版が教育省により承認される 

表４－９に示すとおり、計5つの研修ガイドが作成された。CGE設立ガイドは現地コンサルタン

トが土台を作成し、ETNにより手直しが実施された。CGE活動計画策定ガイド及びCGE連合設立ガ

イドは、現地コンサルタントが土台を作成したもののその質に問題があり、ETNが大幅に手直しす

る必要があった。それ以外のガイドはETNにより作成された。さらにCGE研修実施後、2011年11

月にファティック州内の視学官を中心とするCGE研修ガイド改訂ワークショップが開催され、ガ

イド改訂に向けた討議と承認が行われた。改訂ワークショップにおいては、CGE活動計画策定過

程における住民総会の重要性、CGEモニタリング体制に関する理解促進の必要性、CGE連合役員

の選出基準の明確化などが議論された。 

 

年
月

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

PO v1
PO v 2 proposé

CGEモデルの普及計画の策定は、計画に対して遅れ
ている。ETN内で検討が開始された

全国普及に向けた活動は今後計画されている。

【成果1】フェーズ1で構築されたCGEモデルが見直され、改善される

【成果2】ルーガ州以外のパイロット州で、改善されたCGE機能化モデル6の有効性が実証される

【成果3】有効性が実証されたCGE機能化モデルの普及準備がなされる

【成果4】確立されたCGE機能化モデルにより、全国の小学校に機能するCGEを設置・モニタリングするための体制が強化される

第4回目のJCCの開催が延期されている

CGE設立研修ガイドのレビュー及び策定は計画通り実
施された

学校活動計画策定研修ガイドは計画通り策定され承
認された

CGEモニタリングの研修ガイドが計画通り策定され承
認された

講師研修はほぼ計画通り実施された

講師研修はほぼ計画通り実施された

CGE設立研修はほぼ計画通り実施された

CGEモニタリングにかかわる研修はほぼ計画通り実施
された

CGEモニタリング体制の構築は現在も継続して実施さ
れている

外部評価は計画通り実施されたが、取りまとめの時期
が延期された

2012
主な実績

CGEモデル承認ワークショップは2012年7月の予定で
あったが実施されていない

資金獲得に向けた活動は計画通り実施されたが、資
金確保には至っておらず、今後も継続して実施が計画
されている

4.2 CGE機能化モデルの全国普及のための

技術支援を行う

JCC開催

2.4 研修講師が校長及びCGE代表に対し、学

校活動計画策定及びCGEモニタリングにか

かる研修を実施する

2.5 持続的なCGEモニタリング体制を確立す

る

3.1 CGE機能化戦略の外部評価の実施を支

援する

3.2 CGE機能化戦略の承認アトリエ7開催を

支援する

3.3 モデル全国普及資金（JSDFを含む）の獲

得を支援する

4.1 CGE機能化モデルの全国普及計画の策

定を支援する

1.1 CGE設立の研修内容・マニュアルの見直

しを行う

1.2 学校活動計画（PAV）策定の研修内容・

マニュアルの見直しを行う

1.3 CGEモニタリングの研修内容・マニュアル

の見直しを行う

2.1 改善されたマニュアルにより、CGE設立

にかかる講師研修を実施する

2.2 改善されたマニュアルにより、学校活動

計画策定及びCGEモニタリングにかかる講

師研修を実施する

2.3 研修講師が校長に対し、CGE設立にかか

る研修を実施する

2010 2011
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
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表４－９ プロジェクトにより作成された研修ガイド 

研修ガイド 承認時期 

CGE設立研修ガイド 2011年10月 

CGE活動計画策定ガイド 2011年12月 

CGE運営実務研修ガイド1 2011年12月 

CGE連合設立研修ガイド 2011年12月 

CGE、CGE連合モニタリング研修ガイド 2011年6月 

出所：プロジェクト報告書 

 

現地調査による聞き取り調査の結果、研修ガイドの内容に関しては肯定的な意見が聞かれた。

一方でCGE活動計画、活動総括表の簡略化、CGEの設立に関する手続きの簡素化の必要性が指摘

された。また、CGE設立ガイドにはCGEメンバー選定に関して、無記名投票以外の複数の選出方

法が示されており、このことが無記名投票の実施率の低下に影響を与えていることが指摘されて

いる。今後、CGEメンバーの無記名投票による選出を徹底するために、ガイドを更新することが

計画されている。 

 

【成果2】ルーガ州以外のパイロット州で、改善されたCGE機能化モデル2の有効性が実証される 

 

指標2-1：90％の校長がCGE設立研修に参加する 

パイロット州であるファティック州、カフリン州の全学校の95.9％に当たる1,018校の校長が設

立研修に参加した（表４－10参照）。校長の不参加の理由は、人事異動、新設校などで研修実施時

に校長が配属されていない学校があったこと、CGEの設立に意欲的でない私立校（ファティック

州の約600校中、10校が私立校）、アクセスが厳しい僻地の学校などであることが現地調査により

確認された。 

 

表４－10 CGE設立研修参加人数 

  対象校 実績 ％ 

2011 ファティック州（グループ1） 279 265 95.0

2012 
ファティック州（グループ2） 355 340 96.5

カフリン州 428 413 95.9

合計  1,062 1,018 95.9
出所：プロジェクト報告書 

 

指標2-2：80％の学校が民主的なCGE設立にかかる住民総会議事録をIDENに提出する 

パイロット州であるファティック州、カフリン州の全学校の90.8％に当たる964校においてCGE

                                                        
1 初年次では「活動計画策定ガイド」の一部だったものを会計担当の能力強化を目的に、会計研修を別途実施したことから、

別ガイドとして独立させた。 
2 機能化モデルとは、①民主選挙によるCGEメンバーの選出、②学校運営活動計画の策定、③モニタリングの3つの要素をもつ

ことで実際に機能することが実証されたモデル。 
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が設立された（表４－11参照）。一方で校長がCGE設立研修を受講していない学校、CGEが設立さ

れていない学校に関しては、担当地域のIDENが継続して設立を推進する意向であることを確認し

た。 

 しかし、対象校の74.2％のみが無記名投票を用いたメンバーの選定を実施している3など、無記

名投票の徹底には課題があることが指摘されている。無記名投票を用いない理由は、選挙組織者

の能力不足、選挙実施支援説得への支援不足、地域の慣習（村の有力者がリーダーを行うといっ

た考えが根づいているなど）などとなっている。 

 

表４－11 CGE設立数及び無記名投票実施数 

  対象校 実績 ％ 

2011 ファティック州（グループ1） 279 268（248）* 96.1（88.9）

2012 
ファティック州（グループ2） 355 299（289） 84.2（81.4）

カフリン州 428 397（251） 92.8（58.6）

合計  1,062 964（788） 90.8（74.2）

* （ ）内は無記名投票によるメンバーの選定が行われたCGE数及びその割合 
出所：プロジェクト中間総括ワークショップ報告書（2012年5月） 

 

指標2-3：90％のCGE代表者がCGE活動計画策定研修に参加する 

パイロット州であるファティック州、カフリン州の全学校の93.8％に当たる1,993名の委員長及

び書記が学校活動計画（Plan d’Action Volontariste：PAV）策定研修に参加した（表４－12参照）。 

 

表４－12 CGE活動計画策定研修への参加数 

  対象者数 実績 ％ 

2010～-2011 ファティック州（グループ1） 558 513 91.9 

2011～2012 
ファティック州（グループ2） 710 662 93.2 

カフリン州 856 818 95.6 

合計  2,124 1,993 93.8 

出所：プロジェクト報告書 

 

CGE活動計画策定研修の実施にもかかわらず、特に会計分野にかかわる能力の向上が必要であ

ったことから、プロジェクト2年次の2012年からは書記、会計担当に対して、会計にかかわる研修

を別途実施した。その結果、対象者の95.1％に当たる1,490名が研修に参加した（表４－13参照）。 

 

                                                        
3 JICA評価部が実施しているインパクト調査では60％（40校中、24校）、ETNによるモニタリング結果では54.4％（57校中、31

校）が無記名投票を実施しているといった結果となっており、実施率は一般的に低い。 
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表４－13 会計研修への参加者数（2年次のみ実施） 

  対象者数 実績 ％ 

2011～2012 
ファティック州（グループ2） 710 670 94.4 

カフリン州 856 820 95.8 

合計  1,566 1,490 95.1 

出所：プロジェクト報告書 

 

指標2-4：80％のCGEが活動計画をIDENに提出する 

2010年から2012年の平均では66.3％に当たる810のCGEが活動計画をIDENに提出した。特にファ

ティック州のグループ1の2年次及びカフリン州の指標が低くなっているが、これは視学官による

モニタリングや支援が不足していること、大統領選挙のキャンペーンによりCGE活動計画の策定

のための総会へのCGE関係者の参加が困難であったことなどに起因している。 

 

表４－14 CGE活動計画の提出数 

  CGE数 活動計画提出数 ％ 

2010～2011 ファティック州（グループ1） 257 241 93.8 

2011～2012 

ファティック州（グループ1） 268 160 59.7 

ファティック州（グループ2） 299 213 71.2 

カフリン州 397 196 49.4 

合計 1,221 810 66.3 

出所：プロジェクト中間総括ワークショップ報告書（2012年5月） 

 

指標2-5：80％のCGEが少なくとも1年間に1つ以上の教育改善活動を実施する 

年間活動総括表を提出したCGEは少なくとも1つ以上の教育改善活動を実施しているため、指標

2-5は指標2-10の年間活動計画の提出率と同じ数値となる。ファティック州（グループ1）では65.0％

のCGEが年間活動総括表をIDENに提出している。 

一方、CGE当たり平均で3.9件の活動が計画され、実際に実施された活動はCGE当たり3.0件（実

施率78.8％）となっている。いくつかの活動が完了されていない理由は、予算の不足、活動が現在

も継続中であるためとなっている。 

 

指標2-6：80％のCGEが1年間に最低3回の住民総会を開催する 

中間レビュー現地調査の結果からは、10カ所のCGEのうち、6カ所（60％）において年間に3回

以上の総会が実施されたことが確認された。特に設立されてまもないCGEでは住民の動員が困難

となっている。また、雨期が始まる7月頃からの農繁期や遊牧民が多い地域では、総会への住民の

動員が難しいことが確認された。 

 

指標2-7：90％のCGE代表者がモニタリング研修に参加する 

パイロット州であるファティック州、カフリン州の全学校の95.6％に当たる2,031名の委員長及

び書記がCGEモニタリング研修に参加した（表４－15参照）。視学官によるCGEへのモニタリング
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が困難である現状を考えると、CGEの設立及びその機能化が不可欠となる。このような背景から、

モニタリング研修という名称を用いているが、実際はモニタリングの機能を担うCGE連合の設立

にかかわる研修内容となっている。 

 

表４－15 CGEモニタリング研修への参加者数 

  対象者数 実績 ％ 

2010～2011年 ファティック州（グループ1） 558 525 94.3 

2011～2012年 
ファティック州（グループ2） 710 674 94.9 

カフリン州 856 832 97.2 

合計  2,124 2,031 95.6 

出所：プロジェクト報告書 

 

指標2-8：80％の市/村落共同体でCGE連合が形成される 

パイロット州であるファティック州、カフリン州の市/村落共同体の38.8％に当たる26カ所にお

いてCGE連合が設立された（表４－16参照）。2年次（2011～2012年）の対象市/村落においては、

研修後まもないこと、大統領選挙、農繁期の影響により設立のための総会が実施されていないこ

となどを理由として、多くのCGE連合の設立が完了していないことが確認された。 

 

表４－16 CGE連合の設立数 

  対象市/村落数 実績 ％ 

2010～2011 ファティック州（グループ1） 16 16 100.0 

2011～2012 
ファティック州（グループ2） 19 6 31.6 

カフリン州 32 4 12.5 

合計  67 26 38.8 

出所：プロジェクト報告書 

 

指標2-9：80％のCGE連合が総会を少なくとも学年度初め、学年度途中、及び学年度末に開催する

（年3回） 

CGE連合の多くが設立後まもなく、視学官によるフォローアップなどが実施されていないため、

現地時点ではその機能化を示す指標であるCGE連合における総会開催数は確認できていない。し

かしながら設立されたCGE連合のなかには、積極的に活動を実施しているケースも確認された。

このような機能しているCGE連合の事例を共有することにより、他の連合の活性化につなげるこ

とがETNにより検討されている。 



 

－16－ 

 
BOX：機能化されたCGE連合の活動事例〔ファティック州、ゴサス県ンバール（Mbar）CGE連

合〕 

・活動状況 

CGE連合として、6年生の理数科を対象とした模擬試験の支援を実施している。模擬試験

の結果も分析したが、試験結果はとても低く、その結果を受けて教員への能力強化、生徒へ

の理数科の学習意欲の向上をねらった啓発活動を行った。さらに就学率が低いCGEを中心と

して、就学促進の啓発活動、優良児童の表彰などを活動として実施している。 

・分担金の徴収状況 

各CGEから2,500FCFA/年の分担金を徴収しており、傘下の全28CGEのうち12CGEが分担金

を支払っている。分担金以外からの収入としては、住民（地域の民間企業、有力者）からの

寄付となっている。 

・自治体の関与 

自治体の代表はCGE連合の総会に1度、メンバー内のミーティングに2度参加するなど、積

極的に活動にかかわっている。具体的な支援内容としては総会の実施のための食費、模擬試

験にかかわる経費（20,000FCFA）の支援となっている。 

・その他 

同連合では会計書類が適切に作成され、管理されている。病院で会計業務を行っている女

性が連合の会計担当に任命されている。 

 

指標2-10：80％のCGEが、CGE連合に年間活動総括表を提出する 

2010年から2011年にかけて研修が実施されたファティック州（グループ1）のCGEにおいては、

257のCGEのうち、167（65.0％）のCGEが年間活動総括表をIDENに提出している。 

 

表４－17 CGEによる年間活動総括表の提出数 

 対象CGE 実績 ％ 

ファティック州（グループ1） 257 167 65.0 

出所：プロジェクト報告書 

 

CGE連合の年間活動総括表の提出率に関しては、CGE連合が設立されまもないこともあり、現

時点では指標が確認されていない。 

 

【成果3】有効性が実証されたCGE機能化モデルの普及準備がなされる 

 

指標3-1：外部評価が実施され報告書が作成される 

外部評価については、2012年6月に現地コンサルタントを傭上し実施された。外部評価の目的は

主にCGE設立の成果、CGEメンバーを無記名投票により選出することによるCGE機能化への貢献

を定性的に分析し、調査結果を取りまとめることである。同時にJICA評価部を中心としたインパ

クト調査による定量的な研修効果の分析が実施されている。 

 

指標3-2：CGE機能化モデルが承認ワークショップで承認される 

上記の外部評価、インパクト評価結果を取りまとめ、CGE承認ワークショップを開催すること

により、CGEの成果を発表し、全国展開に向けたCGEモデルの承認が行われることが計画されて
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いる。外部評価及びインパクト評価結果は、取りまとめが計画に対して遅れていることから早急

な対応が求められる。 

 

指標3-3：普及に必要な外部資金が獲得される。 

全国普及に必要な外部資金の獲得に関しては、わが国無償資金協力の見返り資金、世界銀行や

他の援助機関の資金が想定され、ETN及びプロジェクト専門家による世界銀行上席教育エコノミス

トに対する進捗状況報告、世界銀行の現場視察受入れ、GPE（旧EFA-FTI）教育専門官、CONFEMEN

（仏語圏教育大臣会合）事務局長へのプロジェクト紹介、WFP（世界食糧計画）学校給食担当技

術顧問へのプロジェクト紹介及びワークショップ参加、Aide et Action（NGO）/AFD主催「学校プロ

ジェクト（補助金ベースの学校活動計画）」広域モデル構築ワークショップ参加といったCGEモデ

ルの全国普及に向けた資金源の確保を目的とした世界銀行をはじめとするドナーへの働きかけが

行われた。 

MEN側としては、MENの先方政府予算による実施も検討している。その際にはプロジェクトと

してではなく、MENの他のプログラムとの相乗効果も図りながらプログラムとして、政府予算を

用いて段階的にCGEモデルの全国普及を行うことも検討されている。 

 

【成果4】確立されたCGE機能化モデルにより、全国の小学校に機能するCGEを設置・モニタリン

グするための体制が強化される 

 

指標4-1：CGE機能化モデルの全国普及計画が策定される 

指標4-2：90％の校長がCGE設立研修に参加する 

指標4-3：90％のCGE代表者がCGE活動計画策定研修に参加する 

指標4-4：90％のCGE代表者がモニタリング研修に参加する 

成果4に関する指標はモデルの全国普及に関する活動により達成される成果となっており、中間

レビュー調査時点では、まだ成果を確認することはできない。現時点ではCGE機能化モデルの全

国普及計画の検討がETNにより開始された段階にある。 

 

４－４ プロジェクト目標の達成状況 

【プロジェクト目標】機能するCGEのモデルが確立され全州に普及される 

 

指標1：全州の80％の学校において民主選挙によりCGEが設立される 

指標2：全州の80％の市/村落共同体でCGE連合が形成される 

指標3：全州の80％のCGEがCGE連合に学校活動計画（PAV）4を提出する 

本プロジェクトでは、CGEのモデルが確立され、全国に普及することが目標とされている。モ

デル確立に向けた進捗は、一部課題はありつつもおおむね順調であるが、本プロジェクトは全州

の約8,000校を対象として、目標達成度を測る指標が設定されている。現在のプロジェクトの進捗

状況をかんがみると、現行の期間内ですべての小学校に普及させるためには、CGEモデルの全国

                                                        
4 学校運営委員会は学校の改善にかかる年間活動計画を策定することになっており、そのなかでは、例えば、トイレの設置、

仮設教室の建設、地域における女子の就学促進活動などが含まれているケースが多い。 
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展開に向けた予算、人員の確保を含む具体的な全国普及計画の策定と資金確保に向けた取り組み

の加速が求められる。 

 

４－５ 上位目標の達成状況 

【上位目標】CGEによる学校運営改善を通じて教育環境と教育マネジメントシステムが改善され、

初等教育のアクセスと質が向上する 

 

指標1：学校・家庭における教育環境の改善（施設・設備、教科書、授業時間数、教員の意識・能

力、校長のリーダーシップ、住民の教育に対する意識の変化など） 

パイロット州におけるCGEによる学校改善活動の結果、教育環境の改善が確認された。提出さ

れたCGE活動計画表からは、表４－18に示すとおり、就学にかかわる啓発活動、教育支援、学校

施設の増改築などが多く実施されている活動となっている。 

 

表４－18 CGEによる学校改善活動の実績5 

CGEによる活動内容 活動実施CGE数 ％ 

就学向上のための啓発 120 83.3 

教育支援（補習授業、模擬試験など） 81 56.3 

教室増改築 44 30.6 

トイレ増改築 28 19.4 

学校設備の購入・修理（ホワイトボード、黒板など） 23 16.0 

教育教材、テキストの購入 22 15.3 

出所：プロジェクト報告書 

 

聞き取り調査の結果からはCGEの設立により、以下のような学校、地域における教育環境の改

善が確認された。 

・教室、トイレ、給食用調理場、学校の柵といった学校施設の向上 

・教員の意欲、能力の向上 

・学校運営にかかわる透明性の確保 

・地域住民や児童の学校活動への参加度の向上 

 

指標2：教育指標の向上（就学率、留年率、中退率、修了率など） 

プロジェクトが2010年から開始されたため、中間レビュー調査時点では、就学率、中退率、留

年率、修了率といった上位目標に関する具体的な成果は確認できないが、現地での聞き取り調査、

インパクト調査の結果からは就学率促進のための啓発活動により、新規登録児童数、補習授業時

間の増加が確認されたことが報告された。このような結果からも、CGEモデルの全国への普及を

前提に、将来的な上位目標の達成の可能性が確認された。 

 

                                                        
5 ETNによるファティック州の1年次（2010～2011年）に設立された144CGEへのサンプル調査結果 
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第５章 中間レビュー調査結果 
 

５－１ 評価5項目による評価 

５－１－１ 妥当性：高い 

（1）ターゲットグループのニーズとの整合性 

プロジェクト開始以前より保護者会などの組織があったが十分に機能しておらず、また

CGEの設立は政令において定められていたが、機能化が進んでいない状況であった。地域

の抱える教育上の課題をコミュニティからの動員により改善するといったアプローチは、

政府予算が限定されるなかにおいて有効であることが聞き取り調査により確認されたこと

からも、CGEモデルの構築及びその全国普及は学校、コミュニティからのニーズに整合し

ているといえる。さらにWFPの支援する学校給食プログラムにおけるCGEの活用など、他

ドナーのプロジェクトへのCGEの活用が計画されており、機能化したCGEモデルの確立に

対するニーズは高い。 

 

（2）セネガルの国家政策との整合性 

プロジェクト目標と上位目標はセネガルの国家政策に合致している。教育の地方分権化

の一環として住民参画型の学校運営を促進することは、セネガル教育セクターの開発枠組

みである「教育・訓練10カ年計画（PDEF）」において「教育のマネジメントの改善」とそれ

を通じた「教育の質の向上」に重点が置かれている。セネガルでは、CGEの設置は2002年6

月14日付の政令2002-652で定められているが、CGEが期待される役割を果たすための具体的

な戦略を明確にするには至っておらず、本プロジェクトによる支援に対する期待が高い。

州レベルにおいては、パイロット州であるファティック、カフリンの両州のIAが州教育開

発計画（Plan Régional de Développement d’Education：PRDE）を策定しており、CGEの設立、

機能化に関する目標値を規定している。さらに2012年にPDEFのレビューが実施され、同レ

ビューにおいてPAES IIがPDEFの達成に貢献するプロジェクトの1つとして記載されている

ことから、教育省からの注目度は高いといえる。 

 

（3）日本の援助政策との整合性 

2012年5月の対セネガル共和国国別援助方針では基礎的社会サービスの向上において、教

育分野におけるMDGs達成への支援が記載されている。教育分野においては、教育への公平

なアクセスと質の改善のための支援や教育行政の改善などを行うことを示している援助方

針と整合する。一方で2008年5月に開催のTICAD IVにて採択された横浜行動計画において、

学校運営改善モデルによる支援対象を西アフリカにおいて10,000校に拡大することを表明

しており、日本の援助政策に合致している。 

 

（4）アプローチの妥当性 

パイロット州として選定されたファティック州は、首都ダカールに近く（州都まで約

160km）プロジェクト効果のモニタリングも容易である。2州目のカフリン州に関しては、3

年前にカオラック州から分離した新しい州であり、教育指標も全国平均に比べ低くドナー

の介入も少ない。また、カフリン州をパイロット州として追加したことにより、ファティ
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ック州からカフリン州へのCGEモデルの普及といった経験がプロジェクト内に蓄積され、

関係者がCGEモデルの全国普及へのイメージを共有することを可能とした。このようなこ

とからもパイロット州の選定及び追加の妥当性は高いと判断できる。 

プロジェクトのCGE機能化モデルの主要なコンポーネントは、①民主的なCGEメンバー

の選定、②学校活動計画の策定及び実施、③CGE連合及び教育行政によるCGE へのモニタ

リングの実施といった他国の類似プロジェクトの成功事例を参考にしたアプローチが取ら

れている。 

 

５－１－２ 有効性：中程度 

（1）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標には、機能するCGEモデルの確立、全州への普及が計画されている。

その指標には、全州におけるCGE、CGE連合の設立及び活動計画の提出の目標値が示され

ているが、パイロット州である2州の指標を見ると、97％の学校においてCGEが設立されて

いるものの、CGE設立からの期間が比較的短いこともあり、CGE連合の設立は38.8％、CGE

からの活動計画の提出率は59％にとどまっている。今後の活動を通じ、これら指標を向上

させていくとともに、全州普及に向けた取り組みの加速が求められる。 

 

（2）成果のプロジェクト目標への貢献度 

プロジェクトで設定された成果1～4はプロジェクト目標を達成するために必要不可欠で

あり、成果と目標の整合性は明確である。すなわち、フェーズⅠで構築したモデルが改善

され（成果1）、そのモデルの有効性が実証され（成果2）、モデルの普及準備がなされ（成

果3）、同モデルに基づくCGEを全国に設置・モニタリングするための体制が強化される（成

果4）ことによって、プロジェクト目標であるCGEモデルの全国普及の達成につながるとい

った、他国の類似プロジェクトの成功事例を参考にしたプロジェクト実施計画が組まれて

おり、成果がすべて発現することにより、プロジェクト目標が達成する因果関係に問題は

ない。他方、外部条件となる研修を受講した行政官の異動に関しては、ファティック州の

プロジェクト担当官を含む数名を除き、ETNメンバー及び研修を受講した視学官は業務を継

続していることから、外部条件が満たされる可能性は高い。 

 

５－１－３ 効率性：中程度 

（1）成果の達成度と投入の適切さ 

計画された活動はおおむね計画どおり実施され、成果を発現している。当初計画では、

パイロット州はファティック州のみでありその対象校は600校程度であったが、その後順調

な進捗により、カフリン州が2年次から追加されることでその対象校は約1,000校まで拡大し、

限られた投入により計画以上の目標を達成することでプロジェクトの効率性の向上に寄与

している。しかしながら成果3にかかわる活動である、外部評価結果の取りまとめ、及びそ

の結果を用いたCGEモデルの承認ワークショップの実施には若干の遅れがみられる。また、

全国普及に向けた外部資金の確保に関しては、現時点ではまだ具体的な予算確保が行われ

ていない。これは、プロジェクト目標の達成に大きく影響を与える点であることが関係者

により共有されており、資金源の確保に向けた取り組みが継続されている。 
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（2）現地、他国の類似プロジェクトのリソースの活用 

ローカルコンサルタントの傭上をCGE研修のロジ支援のみに限定し、MEN、IA、IDENの

スタッフを中心とした効率的な研修の実施を実現している。さらに、学校及びCGEに対す

る財政的な投入はされておらず、コミュニティのイニシアティブ、潜在能力を最大限に引

き出す戦略は有効に機能している。さらに仏語圏アフリカ諸国における学校運営委員会支

援案件である「ニジェールみんなの学校」へのプロジェクト関係者の視察、ブルキナファ

ソにおいて開催された「みんなの学校案件群経験共有セミナー」への参加を通して、他国

の類似プロジェクトの知見、アプローチや研修マニュアル、モニタリング実施方法が活用

されていることが確認された。 

 

（3）投入のタイミング 

JICAによる機材調達において、機材仕様書提出後の調達完了まで4カ月の期間を要したた

め、CGE研修、モニタリングの双方において、レンタル機材を使う必要が生じた。また、

初年次はプロジェクトと研修委託先コンサルタントの直接契約であったが、第2年次はJICA

現地事務所とコンサルタントの契約になった。そのため、第2年次は現地事務所による精算

及び次期概算払手続きの所要時間を踏まえた研修スケジュールの調整が必要となり、結果

として、初年次に比べて、1州での研修に要する期間が大幅に増えることとなった。さらに、

3人目となる日本人長期専門家（業務調整）のリクルートに遅れがみられた。これは他の2

名の専門家の業務量増加につながり、プロジェクト実施を円滑に行うことの阻害要因にな

った。 

 

５－１－４ インパクト：中程度 

（1）上位目標の達成見込み 

CGEが設立されまだ時間が経っていないため、明確なインパクトは確認できないが、パ

イロット州ではCGEが設立された学校において、入学登録者数、試験結果などの学校レベ

ルでの教育指標には改善がみられると同時に、CGEによる学校改善活動の結果、教育環境

の改善が報告されたことから、CGEモデルの全国普及の実現を前提として、将来的な上位

目標の指標の達成が期待される。一方で外部条件となる学校運営に関する教育地方分権化

政策の継続については、次期教育政策であるPDEF（2012～2025年）において政策の優先分

野として位置づけられる計画であることから、上位目標への外部条件が満たされる可能性

は高い。他方、2011～2012年に頻発した教員によるストライキが継続する場合、児童の学

業への負の影響は避けられず、教育の質の改善といった上位目標の達成の阻害要因となる

可能性が現地調査により指摘された。 

 

（2）その他のインパクト 

JICA理数科プロジェクトであるPREMST（Projet de Renforcement de l'Enseignement des 

Mathématiques, des Sciences et de la Technologie）との連携に関して、同プロジェクトとの会

合及び合同ミッションが実施され、また、いくつかのCGE及びCGE連合が、PREMSTにより

推進されている理数科にかかわる模擬試験や教員の授業研究の参加を支援していることが
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確認された。さらに、他ドナーとの連携については、WFPが学校給食プログラムにおける

モニタリングにCGEを活用することに関心を示しており、本プロジェクトの研修ガイドの

教訓を同学校給食プログラムの学校給食運営ガイドに適応することが計画されている。ま

た、AFDの支援を受けているNGO（Aide et Action）の住民参加型学校運営プロジェクトで

ある「学校プロジェクト」の計画、報告ツールの簡素化を目的として、本プロジェクトの

専門家がワークショップに招待されるなど、他の援助機関との連携が確認されている。 

 

 

５－１－５ 持続性：中程度 

（1）政策面 

住民参画による学校運営を促進することは、次期PDEF（2012-2025）にも記載される計画

となっている。また、CGEの設置・機能強化については、政令が発表され、国家レベルで

公式化されており、政策的な持続性は高いと判断される。 

 

（2）組織面 

中央レベルには教育省と日本人専門家からなるETNが設置され、州レベル（IA）、県レベ

ル（IDEN）にはそれぞれ、プロジェクト担当官及び視学官が配置され、各州、県の担当視

学官は、ETNとの窓口として、連絡調整の役割を担っており、CGE政策を持続的に推進して

いくための組織体制は整備されている。 

ETNのメンバーには高いコミットメントがみられるが、他の業務との競合によりプロジェ

クトへの関与が限定されることから今後の全国普及に向けてはチームの増強が必要となる。

このような背景から2012年7月にETNへ初等教育局から2名のスタッフの増員が実現し、現時

点では6名の現地スタッフとなった。 

表５－１にプロジェクトにおいて研修を受講した視学官の人数を示すが、IA及びIDENに

はCGEに対して研修を行ううえで十分な数の視学官が確保されている。しかし、最も重要

な業務であるCGEモニタリングについては、実施しても上司や上位機関からの評価が高ま

るわけでなく、また、追加手当が支給されるわけでもないことから、日々の過大な業務、

なかでも教員昇格試験審査に追われている県視学官にとって負担感が高く、そのため優先

順位も低いため、実施状況は芳しくないのが現状である。 

 

表５－１ 研修を受講した視学官の人数 

州 IA CRFPE IDEN 計 

ファティック 2 5 18 25 

カフリン 4 0 17 21 

計 6 5 35 46 

出所：プロジェクト報告書 
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（3）財政面 

1）全国普及にかかわる予算 

CGEモデルの全国普及に必要となる経費は、研修予算とモニタリング経費であり、当

初日本社会開発基金（Japan Social Development Fund：JSDF）（TICAD IV特別枠）の活用

を想定し、世界銀行に焦点をあてた個別対応がプロジェクト内で実施された。しかしJSDF

の活用が不可能であることが判明した後、同じ世界銀行が事務局を務めるグローバル・

パートナーシップ基金（Global Partnership for Education：GPE）の確保の可能性が検討さ

れている。また、ドイツの復興金融公庫（KfW）及びフランスのFrench CooperationはCGE

普及支援への関心を示している。しかし、現時点においては、CGEモデルの全国展開を

行う具体的な財源の確保にはつながっていない。一方、ドナー資金は申請から承認、そ

して実際の送金及び執行に至るスケジュールなど先が読めないといった問題がある。ま

た、世界銀行をはじめ、他の援助機関はあくまでMENのイニシアティブを重要視してい

るにもかかわらず、その観点からはETNチーム長の意識は低く、日本人専門家中心の個別

対応となっていることが課題となっている。他方、IDENによるCGEへのモニタリング経

費として、2011年には先方政府予算（統合投資予算：BCI）から795万FCFAが1州でのモ

ニタリング経費として支出されており、将来的には先方政府予算を用いた全国普及も検

討される余地があることが教育省関係者から指摘された。 

 

2）CGE負担額 

CGEが実際に活動に用いた平均金額は、CGE当たり17万4,900FCFA（約35,000円）とな

っている。これは計画予算額である30万4,919FCFA（約60,000円）の57.4％であり、保護

者による資金負担が、予想以上に困難な状況にあることが確認された。現地調査におい

ては、児童の保護者による負担額は、想定の5割から9割となっており、特に農村部、遊

牧民の居住地域における負担額は低い。保護者による資金負担は、保護者個人からCGE

が徴収する方式が多くを占めるが、なかには保護者会（APE）が徴収した費用からCGE

が寄付を受ける方式も散見された。 

 

表５－２ CGEにおける活動実績及び予算（FCFA） 

 計画 実績 ％ 

活動実施件数 3.9件 3.0件 78.8 

活動経費 304,919 174,900 57.4 

出所：プロジェクト報告書 

 

セネガルでは地方分権が進みつつあり、制度上は小学校の施設備品の設置などは市町

村が行うこととなっている。CGE、CGE連合の持続的な運営には市町村を巻き込んで支

援を得ることが不可欠となる。 

 

（4）技術面 

ETNのメンバーは、現在、試行中のCGE連合の機能化を除くCGE政策全般について、おお

むね必要な技術的知見を備えている。CGE研修は州、県の視学官が講師を担当している。
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現地調査の結果からも、視学官の能力はばらつきがあるものの各視学官が十分な能力を有

し、CGE研修の参加者の満足度は高いことが確認された。以下の表５－３のプロジェクト

による研修参加者への質問票の結果からも、研修参加者の高い満足度が確認されている。

研修の時間管理に関しては他の要素に比較して満足度が低いことから、改善の必要性があ

るが、州、県の視学官は研修ガイド、研修実施にかかわる十分な能力を有していることが

わかる。 

 

表５－３ 研修参加者の満足度 
（％） 

州 研修コース 内容 教材 
ファシリテ

ーション 

時間 

管理 

ファティック 
CGE連合設立/学校活動計画 99.5 94.3 98.7 79.3 

会計研修 99.4 95.8 97.8 88.0 

カフリン 
CGE設立連合/学校活動計画 97.0 92.4 94.5 66.6 

会計研修 98.7 94.7 97.1 82.0 

平均 98.8 94.5 97.3 79.9 

出所：プロジェクトモニタリング報告 （2011～2012） 

 

視学官にとってCGE連合の機能化は前例のないことであるため、連合の設立後の機能す

るイメージをもつことが困難な状況にあり、研修後のフォローができていない。設立した

後、活動のイメージをもたせるための活動として、連合の意義と役割を再確認し、機能し

ている事例を共有し、具体的な活動計画につなげる州レベルの取り組みが今後、計画され

ている。 

CGEのメンバーは研修により能力、意欲が向上していることが現地調査において確認さ

れた。しかし視学官によるモニタリング、支援の欠如の結果、特に1年次にCGEが設立され

たファティック州においてCGEのパフォーマンスの低下が確認されている。さらに、CGE

活動予算の確保に関して多くのCGEが課題を抱えていることから、住民への啓発、動員に

関する更なる研修の必要性がCGEメンバーから指摘された。 

 

５－２ 貢献要因と阻害要因の検証 

５－２－１ 効果発現に貢献した要因 

（1）教育省の高いオーナーシップ 

本プロジェクトは中央政府の関与が強く、JICAのプロジェクトというよりも教育省が主

体の事業であるといった認識が高い。他国の類似案件と異なり、現地コンサルタントの活

用は研修のロジ支援に限定し、研修講師は担当地域の視学官が担当する。現場に近い視学

官が講師を行うことで効果的な研修を実現している。このMENの高いオーナーシップによ

り、将来的な持続性の担保が期待される。 

 

（2）類似案件の経験の活用 

類似プロジェクトとの経験共有のためのワークショップを他国と共同で開催している。
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他国との経験共有により、CGE、CGE連合の機能化に関して、カウンターパートが具体的

なイメージをもつことに貢献している。 

 

（3）CGE委員、CGE連合委員の民主選挙による選出 

CGEモデルの要素である民主選挙による選出は、組織の透明性を確保するだけでなく、

CGE委員、CGE連合委員の意欲の向上に貢献していることが確認された。特に連合におい

ては、一般的に民主的選挙が受け入れられやすい傾向があり、今後機能化に貢献する要因

であるといえる。 

 

５－２－２ 問題点と問題を引き起こした要因 

（1）視学官によるCGEモニタリングの不足 

視学官によるCGEに対するモニタリングはほぼ行われていない。その理由として、1人当

たりの視学官が対象とする学校数の多さ、移動手段の不足、モニタリング活動計画の未整

備など物理的な原因と視学官のCGEモニタリングの優先順位が教員資格試験実施のための

学校巡回に比べ低いことが挙げられる。 

 

（2）ETNのコミュニケーションの不足 

原則は最低でも月1回のETN会合による情報共有をめざしていたが、主要なメンバーの昇

進にともない、プロジェクト以外の業務が増加し、プロジェクト活動への関与が減り、ま

た、他のプロジェクトチームメンバーとの情報共有のための会議が減っている。このため、

プロジェクト活動のスムーズな実施に支障がでている。今後の全国普及に向けて、ETNのメ

ンバーであるDPREとは教育政策におけるCGEモデル全国普及の位置づけ、ドナーの意向、

関連法令の改訂などについて、そしてDAGEとは先方政府のプロジェクト実施予算について、

それぞれ密な連携が重要となる。 

 

（3）機材・現地コンサルタント契約の遅れ 

JICAによる機材調達において機材仕様書案の送付から、納品完了までに4カ月もの時間を

要したことにより研修、モニタリングを借用機材にて行う必要が生じ、プロジェクトの負

荷の増大につながった。またJICAと現地コンサルタント契約6にかかわる精算及び次期概算

払手続きの所要時間により、初年次に比べて研修に要する期間が大幅に増えた。 

 

５－２－３ その他の特記事項 

（1）全国展開の計画に沿ったPDM、POの変更 

現在プロジェクト目標となっている全国展開にかかわる指標の達成には、相手側による

適切な予算、人員の確保が前提となる。全国展開にかかわる戦略を策定した後、プロジェ

クト目標の達成の可能性を含め、再検討し、必要に応じて、PDM、POの変更が必要となる。

変更にあたっては、全国展開の計画とともに変更点をJCCにおいて関係者と十分に共有する

                                                        
6 現地事務所でのコンサルタント契約に係る規定が、初年次から第2年次にかけて変更となった。初年次はプロジェクトと研修

委託先コンサルタントの直接契約であったが、第2年次は現地事務所とコンサルタントの契約になった。 
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必要がある。 

 

５－３ 結論 

プロジェクトが取り組むCGEの全国普及と機能化を通じた教育改善は、セネガルの国家政策及

び裨益者となるコミュニティ、児童のニーズに合致している。活動と投入もおおむね問題なく実

施されているが、視学官によるモニタリングの不足、また、CGEへのモニタリング、支援の機能

を担うCGE連合の設立、機能化が進行中であることから、パイロット州におけるCGEの機能化は

完全ではなく、残りの期間の早い時期にCGEモデルの確立及び全国普及に向けたモデルの承認が

求められる。さらに、プロジェクト目標であるCGEモデルの全国普及のためには、具体的な普及

計画の策定、それに伴う予算措置、人員確保の実施及びETNの関与のさらなる強化が不可欠となる。 
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第６章 提言・教訓・団長所感 
 

６－１ 提言 

下記（1）～（5）の提言を遂行するため、JCCを早期に開催し、内容を共有し、その後定期的に

進捗状況を議論することが必要である。 

 （1）機能化したCGEモデルの完成 

1）CGE連合の機能化 

関係者にCGE連合の役割や機能の理解を促すため、2012～2013年度中に3回の会合を開催

する。 

2）研修方法・内容改善 

CGE役員の無記名投票による選出を促すため、校長だけではなく、地域の有力者を設立

研修の参加者に加えたり、住民総会で予想される反対意見を想定したロールプレイを研修

のなかで取り入れたりする。 

3）承認ワークショップに向けた成果の取りまとめと研修ガイドの改訂 

全国普及のためにはモデルの有効性を明示する必要がある。モニタリングの結果や外部

評価、インパクト評価でのモデルの有効性を取りまとめ、研修ガイドもそれに応じて改訂

する。 

 

 （2）全国普及に向けた戦略の策定 

必要予算、人員の配置の可能性を検討し、2012年9月までに実現可能性のある計画を策定す

る。また、進捗を定期的にレビューし、2013年3月末までにPDM/PO改訂の必要性について議

論を深める。 

 

 （3）全国普及のための資金獲得の準備 

優先的に予算措置を受けるため、策定中の新しい教育開発計画（PDEF）においてCGEの全

国展開を優先課題として位置づける。また、資金獲得に向けたドナーへのプロモーションや

書類作成などの具体的な準備を迅速に進める。 

 

 （4）ナショナルチームの強化 

全国展開に向け、現在のカウンターパートのより一層の関与とプロジェクトに多くかかわ

れる人員の増強が必要である。特に予算獲得のためにDAGE、政策的な裏づけのためにDPRE

の関与が不可欠である。また、例えば全員参加による定期的ミーティングを行うなどして迅

速な意思決定ができるようにする。 

 

 （5）視学官による経験共有ワークショップの開催 

CGEの一層の理解と、機能するCGE及びCGE連合の経験共有をはかるため、中央の教育省

幹部が出席する場で、すべての州の視学官を対象に経験共有ワークショップを開催すること

を計画することが推奨される。 
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６－２ 教訓 

 （1）キャパシティ・ディベロップメントを意識した活動 

本プロジェクトでは、教育省内に執務室があることもあり、カウンターパートとのコミュ

ニケーションが非常に密に取られている。地方出張前後にはカウンターパートとの討議も活

発に行われ、地方での会議もカウンターパートや地方の視学官等の主導で行われるなど、現

地側のイニシアティブが高い。相手の都合ややり方に振り回されることもあるが、日頃のコ

ミュニケーションを含め、カウンターパート等を巻き込むことによって相手のキャパシテ

ィ・ディベロップメントを図ることを意識した活動が行われている。 

 

 （2）インパクト評価などの数値的なエビデンス 

本プロジェクトではインパクト評価を行っており、数値的な根拠をもとにCGEモデルを全

国展開することを検討している。客観的根拠としてインパクト評価のようなエビデンスをも

とにプロジェクトのインパクトを示せると、全国展開を進めるうえで一層効果的である。 

 

 （3）現場レベルでの成功事例の共有と地方自治体からの協力 

モニタリング体制の確立が本プロジェクトの課題の1つになっているが、CGE連合を機能さ

せることがその解決法の1つとして考えられる。多忙な視学官たちに連合の具体的イメージが

ないなかで連合を設立させ、機能させるには、現場レベルで成功事例を共有することが1つの

改善策として挙げられる。また、州・県・郡や市町村等、地方自治体を巻き込み、協力体制

を構築することが求められる。 

 

 （4）理想ではなく、実現可能な普及モデルの構築 

本プロジェクトでは、研修ガイドやモデル文書（全国普及モデルとして教育省から承認さ

れる文書）などにおいて、現場の視点を大切にし、「こうするべき」という理想のCGEではな

く、技術面及び資金面で普及可能なモデルを提唱している。実績を踏まえ、現場でできるこ

とに配慮したモデルは、全国展開するうえで現実的な普及モデルとして説得力をもつ。 

 

６－３ 団長所感 

 （1）PAESⅡは、これまでに、ファティック、カフリン両州の約1,000校において機能するCGEを

設置し、さらに、CGEをグループ化した連合を市レベルに設置する研修を行ってきた。住民

動員の増加や、就学状況の改善もみられており、比較的短い期間において、量的拡大と実質

的な成果を実現してきたといえる。 

他方、全国普及のためのモデルの構築には、計画―実施―評価とその反映といったプロセ

スを経る必要があるが、前フェーズからの変更・改善点も多く、途中、大統領選挙の影響に

よる活動の停滞もあり、これまでの2年間でこれを完了させることは難しかった。全国普及の

ためのモデルとしての完成度からみると、CGE連合の設置・機能化、CGE委員選出のための

無記名投票の徹底などの点で、依然改善の必要性があり、2012年度いっぱいはモデルの改善

に取り組む必要がある。 
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 （2）本プロジェクトのプロジェクト目標は「機能する学校運営委員会（CGE）のモデルが構築

され、全国に普及される」である。モデル構築（プロジェクト目標の前段）は、2013年3月に

予定されているモデル承認ワークショップをもって完了する予定であるが、モデルの全国普

及（プロジェクト目標の後段）については、実施スケジュールや資金獲得のめどなど、いま

だ十分な見通しが立っていない。 

 

現時点では、セネガル側は、2013年3月のモデル承認ワークショップの後、プロジェクト期

間内（2014年8月まで）に、CGEの全国普及（少なくともCGE設置まで）を了する想定で普及

計画を策定し、これをもとに資金獲得の取り組みを開始する意向である。しかしながら、現

行のセネガル教育省側の人員体制は、短期間に全国普及を進めるには不十分であると考えら

れ、また、普及計画の策定や資金獲得の取り組みも早急に開始する必要がある。 

 

セネガル側としては、現時点ではプロジェクト期間内の全国普及に非常に強い意向を有し

ていることから、中間レビュー調査団としては、全国展開に向けた体制の強化や実施計画の

策定、資金獲得への取り組みの強化について提言し、先方からも合意を得た。実際に、プロ

ジェクトのセネガル側2013年度カウンターパートファンド（約5,000万円）の確保に向けた交

渉もなされているとのことであり、ミニッツ署名直後から計画策定や関係部局との協議も開

始されているが、実施スケジュール、資金ともに楽観視はできず、これらの進捗については、

今後十分にフォローし、進捗を確認する必要がある。特に、本プロジェクトの終了時評価が

2014年2月頃に予定されているので、その1年程度前（2013年3月のモデル承認ワークショップ

前後）～半年前（2013年8月頃）には、全体の進捗を踏まえたPDM改訂の必要性についても議

論する必要があると思われる。 

 

 （3）今後の進捗に応じ、全国普及が現行プロジェクト期間を超えることが見込まれる場合、そ

の期間や先方実施体制、能力、資金獲得の状況・見通し等に応じて、PDM改定を検討するこ

とが必要となる。具体的には、プロジェクト期間の見直し、（延長対応可能な期間で全国普及

を了する見込み・計画が立てられる場合）、あるいは、プロジェクト目標の見直し（本フェー

ズにおいては全国普及に必要なモデル構築と体制整備及び一定の普及進展を目標とする）が

ポイントとなると考えられる。また、特に資金面のみが課題である場合には、先方予算、他

ドナーとの連携などに加え、JICA予算による対応とその方法についても検討していく必要が

あると思われる。ただし、全国普及の推進には、単に資金のみでなく、教育省側の人員・実

施体制やその能力、ロジを含めた実施部隊となるNGOの能力と活用の可能性なども考慮する

必要があり、これらを総合的に勘案し、対応を検討する必要がある。さらに、上記検討にあ

たっては、（例えば、個別専門家の投入も含めた）プログラム化や理数科案件との連携・融合

など、今フェーズ後の基礎教育分野における協力の方向性についても検討し、そのなかで、

CGE全国普及への対応のあり方を考えていくことも重要であると思われる。 

 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ（英文） 

 

２．ミニッツ（仏文） 

 

３．評価グリッド（和文） 

 

４．評価グリッド調査結果（和文） 

 

５．投入実績 

 

６．質問票 

 

７．インタビュー項目 

 































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	表紙
	目次
	地図
	写真
	略語表
	評価調査結果要約表
	第１章 中間レビュー調査団の概要
	第２章 プロジェクトの概要
	第３章 中間レビュー調査の方法
	第４章 計画達成度
	第５章 中間レビュー調査結果
	第６章 提言・教訓・団長所感
	付属資料
	１．ミニッツ（英文）
	２．ミニッツ（仏文）
	３．評価グリッド（和文）
	４．評価グリッド調査結果（和文）
	５．投入実績
	６．質問票
	７．インタビュー項目




