
 

評価調査結果要約表 
Ⅰ．案件の概要 

国名： エチオピア連邦共和国 案件名：住民参加型基礎教育改善プロジェクト 

分野： 基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

協力金額（評価時点）：  379,055 千円  
所轄部署： 

 
JICA エチオピア事務所 相手国実施機関：エチオピア国 オロミア州教育局（OEB） 

(R/D)： 2003 年 11 月 19 日 日本側協力機関：JICA 
協力期間 4 年間 

(2003.11.19 – 2007.11.18） 
他の関連協力：開発調査 「オロミア州初等教育アクセス向

上計画（SMAPP）」 

1. 協力の背景と概要 

エチオピア連邦共和国では、1997 年より教育セクター開発プログラム (Education Sector Development 
Programme：ESDPI）を実施し、その結果、初等教育の総就学率が実施前の 34.7％から 2001/02 年には

57.4％へと向上し、量的拡大において大きな成果を挙げた。しかしながら、児童数の大幅な増加に学校数

や教員の養成が追いつかず、１教室当たりの児童数が 80～100 人と過密状態にあるほか、教科書不足や

教師不足の問題を抱え、更に教育アクセスの地域間や男女間の格差も依然として是正されていない。 
このような状況を踏まえ、2002 年にエチオピア政府は初等教育の拡充に重点を置く ESDPⅡを策定し

た。そこでは、住民参加により建設・運営費用を節減した廉価なフォーマル教育、さらにカリキュラムや授

業時間の柔軟性を目指したノンフォーマル教育を、従来型のフォーマル教育の重要な代替手段と位置づ

け、その拡充を重点政策の一つに掲げている。しかし、従来の住民参加による小学校建設・運営の多く

は、個々の NGO やドナーの支援に全面的に頼るか、あるいは住民の独力によって実施されてきたため、

地方教育行政にはそのノウハウが蓄積されていない。さらに、地方分権化に伴い、中央政府から郡教育行

政への権限移譲が進んでおり、教育計画の立案や実施に関わる地方教育行政の能力向上が課題となっ

ている。 
2005 年 8 月には、ESDPI/Ⅱでの教訓を踏まえ、教育の質的向上に重点を置いた ESDPⅢ（2005 年 6

月-2009 年 10 月）が策定された。ESDPⅢでは、ジェンダー格差や地域格差の是正を行い、教育の公平性

を確保するために、へき地での就学率の向上（小規模学校や複式学級制度の活用）、特別な配慮を要す

る児童への代替的教育機会の提供など、ESDPⅡまでに改善できなかった課題に臨んでいる。 
そのような教育政策の中で、我が国は、地方教育行政と地域住民の連携による住民参加型基礎教育を

重点サブセクターとして位置づけ、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）を 2003 年 11 月よりオロミア州で実施しており、同州の就学率の大幅な向上が望ま

れる農村部へき地において、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 県 6 郡において、実際に 20 校の小学校（初等教育第 1 サイクル）をパイロット

的に建設・運営することにより、オロミア州教育局（Oromia Education Bureau：OEB）と郡教育事務所

（Woreda Education Office：WEO）の能力向上を図りながら、住民参加型による持続的な学校建設・運営の

良い事例を提示することを目的としている。2006 年 1 月までに 20 校のうち 5 校が建設・開校され、学校運

営が行われている。 
現在、4 年間のプロジェクト実施期間の中間点にあたり、本調査において中間評価を行うものとする。 



2. 協力内容 

１）上位目標 
１．選定された郡において、学齢児童の基礎教育へのアクセスが向上する。 
２．選定された郡において、住民参加型小学校（ManaBU 学校）のモデルが適用される。 

 
２）プロジェクト目標 

住民参加型小学校（ManaBU 学校）のモデルが選定された郡において開発される。 
 

３）成果 

１．オロミア州教育局（OEB）および郡教育事務所（WEO）の行政官の住民参加型学校建設・運営に係

る計画策定・実施能力が向上する。 
２．選定された郡において、ManaBU 学校が建設され、教育環境が整備される。 
３．ManaBU 学校が住民組織、WEO との協力で運営され、維持される。 
４．研修を受けた ManaBU 学校の教員が、質の確保された基礎教育を ManaBU 学校の児童に提供す

る。 
 

４) 投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 延べ 3 名 94M/M 機材供与 17,667 千円

短期専門家派遣 延べ 1 名 2M/M 運営経費等（建築資材費含む） 56,600 千円

研修員受け入れ 延べ 11 名 8M/M    
相手国側： 

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ配置 延べ 3 名 72M/M ローカルコスト負担 
(2005 年までの 2 年分) 

専門家執務室光熱費・電話料

金、C/P 日当 
Ⅱ．評価調査団員の概要 

調査者 萱島 信子   JICA 人間開発部 第 1 グループ（基礎教育）長 
横関 祐見子  JICA 東南部アフリカ地域支援事務所 国際協力専門員 
野邊 節    （株）ユニバーサル・フォレスト・コンサルタント 海外事業部 教育担当主査 
高橋 悟    （有）アイエムジー上席研究員 
徳田 由美   JICA エチオピア事務所 企画調査員 

調査期間 
2006 年 1 月 21 日～2006 年 1 月 31 日 

（コンサルタント団員は 1 月 14 日～1 月 30 日） 
評価の種類：中間評価 

Ⅲ．評価結果の概要 

1. プロジェクト目標の達成状況 

(1) プロジェクトのアウトプット 

① OEB および WEO の行政官の住民参加型学校建設・運営に係る計画策定・実施能力が向上する。 
現在の C/P 数は、OEB 10 名、3 県の県教育事務所（Zonal Education Office：ZEO） 8 名、6 郡の WEO 

14 名である。C/P には頻繁な人事異動と離職があり、能力や取り組む意欲に大きな差異がある。しかし、

JICA 専門家と密に連絡を取り合い共に活動した C/P に関しては、住民参加型の学校建設・運営について

一定の計画策定・実施能力を習得したといえる。なお、計画ガイドラインのドラフトは完成している。 
 

② 選定された郡において、ManaBU 学校が建設され、教育環境が整備される。 
2005 年 9 月に 5 校がほぼ完工・開校し、机・椅子の整備された教室で現在 2,016 名の児童が学んでい

る。また 13 校についてはサイト選定済みで 2006 年 9 月に開校予定である。その他 2 校は行政村選定未



了である。なお、建設ガイドラインのドラフトは 2005 年に作成され、実際の建設において活用された。2006
年はさらに建設作業の中で検証を進め、その過程で得られた新しい知見を盛り込む予定である。 

 

建設進捗状況 
未着工 県 郡 学校建設

目標数 開校
着工後

停止中 サイト選定済み 行政村未選定 
Dodota Sire 4 1 0 3 Arsi Diksis 2 1 1 0 
Chiro 4 2 0 2 West 

Harerge Kunni 4 1 0 3 
Degem 3 0 0 2 North 

Shoa Wuchale 
Jida 3 0 0 2 

2 

Total 6 20 5 1 12 2 
 

③ ManaBU 学校が住民組織、WEO との協力で運営され、維持される。 
開校し運営されている学校は 5 校のみである。うち 4 校は 1 年生のみで全 4 教室を使用中である。2006

年 9 月の新入学生の受け入れに際しては効率的に（例えば 2 部制を導入して）教室を使用するか、教室を

増築する必要が生じる。また児童の増加に伴って教員を増やす必要も生じる。いずれにせよ、将来を見越

して計画的に学校を運営していく必要がある。運営ガイドラインのドラフトは作成されているものの、プロジ

ェクト後半において、さらにその内容を充実させていく必要がある。 
 

④ ManaBU 学校の教員およびファシリテーター（非資格教員）の教授能力が向上する。 
本プロジェクトでは、当初ノンフォーマル教育を対象としていたが、プロジェクト開始後に、ノンフォーマ

ル教育よりもフォーマル教育に対する住民の要望が高いことが判明したため、フォーマル校を建設すること

にした。これに伴って主に正規教員（非資格教員も少数含む）に対する導入研修を実施した。この導入研

修に対する参加者の評価は良好である。なお、教員の変更（プロジェクト開始当初はノンフォーマル教育

を想定しており、非資格教員を雇用する計画であったが、フォーマル校となり、正規教員が郡より派遣され

たため）およびプロジェクトの残り期間を考慮し、現職教員研修の定期化はプロジェクト活動から除外する

こととした。 
 

(2) プロジェクト目標 

開発途上ながらも、本プロジェクトは、行政が住民参加を促進しながら廉価で質を確保した学校建設を

行うモデルを提示している。各地域の自然条件や物価水準によって若干の増減はあるものの、住民抜きの

業者一括型で学校建設を行う際に約 20 万ブルかかっていたところを、住民が約 6 万ブル相当の現地資材

を調達し未熟練労働を提供することによって、行政側の負担を約 10 万ブルに半減できることを示してい

る。 

終成果品であるガイドラインについては、既にドラフトが完成していること、また本プロジェクトの住民

参加型学校建設手法を活用し、自己資金で学校建設を行った WEO もあることから、プロジェクト終了時点

で住民参加型の学校建設運営モデルを構築するというプロジェクト目標を達成することは可能であると思

われる。 
 

(3) 上位目標 

2002/03 年から 2004/05 年にかけて、選定された郡における初等教育の総就学率（GER）と学校数の変

化は以下のとおりであり、2 つの数値とも増加している。この背景には教育の重要性を理解した保護者が子



情がある。ただし、既存の村の集会所を学校に転用した場合も「建設（新規設立）」と見なされるため、ハー

ド的には政府基準からかけ離れた政府校も数多く含まれている。換言すれば、そのような措置を取ってで

も学校数を増やさなければ、増大する需要に応えることができないということである。 
 

1-8 年生 GER (%) 学校数 
県 郡 

2002/03 2004/05 2002/03 2004/05 
Dodota Sire 84.8 101.4 25 31 Arsi 
Diksis 59.1 78.7 11 15 
Chiro 42.7 70.9 51 66 West 

Harerge Kunni 56.5 77.5 23 25 
Degem 51.4 55.4 16 20 North 

Shoa Wuchale Jida 42.0 54.7 27 30 

(NER and Grade1-4 GER: n/a) 

 
West Harerge 県の Kuuni 郡では、ManaBU 学校（Laga Lafto 校）の建設と並行して、独自に ManaBU の

学校建設手法を採り入れながら、新設小学校（Oda-Tuta 校）を建設した。このように、プロジェクト終了を待

たずに ManaBU の手法を適用した郡もすでに存在する。 

 

2. 5 項目評価 

（1） 妥当性：非常に高い 

エチオピアの貧困削減戦略文書（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP）にあたる持続的開発・貧困

削減プログラム（Sustainable Development and Poverty Reduction Programme：SDPRP）は、7 つ重点セクタ

ーの 1 つに「教育」を挙げている。また 2002 年 6 月に連邦教育省が発表した教育セクター開発プログラム

第 2 フェーズ（ESDPⅡ）では、政府財源に限りがあることから住民参加による学校建設の重要性が繰り返し

述べられている。さらに 2005 年 8 月に連邦教育省が発表した ESDPⅢにおいても、建築資材、労働力、現

金をコミュニティが提供することによって学校建設を進めることの重要性が強調されている。 
また、学校建設に際しては郡教育事務所（WEO）が行政組織として主導的役割を果たすことが、教育省

作成の「教育経営、住民参加、教育財政の運営ガイドライン」（2002 年 8 月）に明記されていることから、オ

ロミア州教育局（OEB）は上位レベルの C/P 機関として、WEO は地方（現場）レベルの C/P 機関として、そ

れぞれ適切である。 
他方、開発途上国の基礎教育分野へのわが国の支援は、外務省が 2002 年 6 月に作成した「成長のた

めの基礎教育イニシアティブ」（Basic Education for Growth Initiative：BEGIN）でうたわれており、1998 年と

2003 年のアフリカ開発会議（TICADⅡ、Ⅲ）においてもその重要性が確認されている。 
このように本プロジェクトの目指すものは、エチオピアと日本政府の政策と合致している。 

 

（2） 有効性：高い 

住民参加型の計画、建設、運営に関するガイドラインはすでにドラフトが出来ている。このうち、計画ガイ

ドラインはほぼ完成しており、建設ガイドラインは 2006 年に学校建設を進めながら改定される予定である。

運営ガイドラインは 2005 年に 初の 5 校が開校してから日が浅いため、今後の学校運営の中で見直しが

進められる。 
 本プロジェクトは全期間の半分を過ぎたところだが、すでに以下の点でその有効性が確認されている。 

－住民参加型の学校建設・運営について WEO 行政官の計画策定・実施能力が向上した。 
－ 学校の建設と運営を通じてコミュニティの結束力が高まった。 
－ WEO とコミュニティとの間にパートナーシップが構築された。 



 － 廉価で耐久性のある学校建設の実現可能性が具体的に提示された。 
 － これまで基礎教育へのアクセスが皆無だったへき地に学校が建設された（開校した 5 校で 2,016 人が

就学中）。 
 － 本プロジェクトで実施した行政と住民の協働による学校建設手法を活用し、独自予算で小学校を建

設した WEO がある（西ハラルゲ県クンニ郡）。 
 

（3） 効率性：低い 

  以下の理由により、本プロジェクトの効率性は低いと言わざるを得ない。 
 － OEB 行政官の本プロジェクトに対する当事者意識と参加度の低さ。 
 － OEB、ZEO、WEO 行政官の頻繁な人事異動と離職。 
 － WEO における予算の不足（特に日当やモニタリングのための車両の燃料代）。 
 － 治安悪化による外出禁止（JICA 専門家の自宅待機）。 
 － 長引く雨期による建設の遅延。 
  上から 1～3 番目の点に関し、OEB は善処する旨確約している（ミニッツに明記）。 
 

（4） インパクト：中位 

現時点で本プロジェクトのインパクトを評価することは時期尚早であり、本プロジェクトのインパクトの大き

さは今後の関係者の努力と創意工夫にかかっている。本プロジェクトは次のような可能性と課題を内包して

いる。 
 － 本プロジェクトで実施した行政と住民の協働による学校建設・運営の手法は OEB で採用され、オロミ

ア州の ESDPⅢ内で言及されている。この手法は、州内に留まらず、エチオピア全土における学校建

設を促進する可能性を秘めている。 
 － 他方、現行の ManaBU モデルは WEO と住民の双方が 大限の時間と労力を割かない限り、具現化

（学校建設を完工）することは困難である。またひとくちに現地資材といっても各コミュニティで調達可

能な資材と不可能な資材があり、それによって住民が提供する労働力の内容も異なってくる。したが

って、ManaBU モデルは絶対不変のものではなく、各郡やコミュニティの状況に応じて柔軟に活用し

ていく必要がある。今後はどの程度まで柔軟性を持たせたモデルが開発できるかが課題である。 
 

（5） 自立発展性：中位 

現時点で本プロジェクトの自立発展性を論じることは時期尚早であるが、OEBの主導的役割が極めて重

要であることは論を待たない。OEB としては、今後プロジェクト終了時に向けて開発される ManaBU モデル

を学校建設のオロミア州モデルとして公式承認し、さらなる普及のための戦略を立案していくことが望まし

い。また WEO 行政官の増員・定着・能力向上、交通費（燃料代）の確保に向けた側面支援も必要である。

さらに本プロジェクトによる建設事例では、工業資材購入費と熟練工傭上費（ 低でも合計約 10 万ブル）

は行政が負担しなければならないため、各郡において予算確保が大前提となる。これらの条件が満たされ

ない限り、本プロジェクトの自立発展性は危うく、エチオピアにおいては住民に負担を強いた質の低い学

校建設が連綿と継続されていく危険性をはらんでいる。 
 

 

3. 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

本プロジェクトの C/P 機関は OEB であるが、OEB のオーナーシップの低さについては先に述べたとおり

である。他方、住民参加による学校建設を実際に進めるのは郡の教育行政官であり、彼らが JICA 専門家

と共に活動することによって実践から学び得たものは大きい。本プロジェクトの PDM では WEO 行政官の

能力向上が成果のひとつとして設定されており、彼らはManaBUモデルの開発や計画・建設・運営ガイドラ



イン（案）の作成に大きな貢献を果たしたといえる。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 

 本プロジェクトで支援している「行政と住民の協働による学校建設」はエチオピアで初めての取り組みで

あり、プロジェクト開始以来、試行錯誤の連続であった。しかし、エチオピアの政府基準を満たす 低限の

質の学校を廉価で建設するには、行政と住民の協力が不可欠であることから、関係者間の合意形成を重

視した参加型アプローチは適切なものであったといえる。学校建設に際して行政と住民に求められる負担

は小さくはないが、一連のプロセスを通じてこれら関係者のオーナーシップは十分に醸成されたと考えら

れる。 
 

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 

WEO 行政官を能力向上の対象としたことは、上述のとおり本プロジェクトの効果発現に貢献したが、

WEO では学校建設・運営の実施機関としてキャパシティ不足であることは否めない。ほぼすべての WEO
は慢性的な人員不足の状況にあり、1 人の行政官が多くの仕事を兼務している。したがって、WEO に本プ

ロジェクトの担当官がいないケースや、いたとしても十分な時間を取れず動機付けが十分でないケースが

見受けられた。また WEO のような郡レベルの行政組織では、日常的な活動予算（日当や移動のための交

通費・燃料費）を確保するのも困難な状況にある。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 

実施プロセスに関する阻害要因は、既述のとおり以下の点に求められる。 
 － OEB 行政官の本プロジェクトに対する当事者意識と参加度の低さ。 
 － OEB、ZEO、WEO 行政官の頻繁な人事異動と離職。 
 － 組織編成に伴う郡レベル建設技官職の外部化と主体性の欠如。 
 － WEO における予算の不足（特に日当やモニタリングのための車両の燃料代）。 
 － 治安悪化による外出禁止（JICA 専門家の自宅待機）。 
 － 長引く雨期による建設の遅延。 
 

5. 結論 

本プロジェクトは多くの困難に直面しながらも創意工夫をしつつ、目に見える成果を挙げていることが確

認された。学校建設については遅れが見られるものの、残りの期間で遅れを取り戻すことは可能であり、

終成果品であるガイドラインについてはすでにドラフトが完成していることから、プロジェクト終了時点で住

民参加型の学校建設・運営モデルを完成させるというプロジェクト目標を達成することは可能であると思わ

れる。 
 

6. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1) プロジェクト実施上の課題 

ManaBU プロジェクトはプロジェクト実施上の課題を抱えており、調査団から OEB に対して次の点に関

する善処を申し入れた。 
 C/P の頻繁な異動と離職。 
 モニタリング活動にあたっての旅費の手当て。 
 モニタリング活動にあたってのバイクの有効活用。 

 

(2) OEB のオーナーシップ 
C/P 機関である OEB の ManaBU プロジェクトに対するオーナーシップは非常に低いと言わざるを得な



い。OEB なくしては ManaBU モデルのオロミア州での今後の普及は不可能であるので、専門家と JICA 事

務所が協力して、OEB のオーナーシップの醸成やコミュニケーションの改善に取り組む必要がある。適切

な C/P の配置（今回の調査で申し入れ済み）、定期的なプロジェクト会議の開催（月 2 回以上）、OEB 職員

によるプロジェクトの積極的な運営管理、専門家が黒子に徹することができる状況が徐々にでも実現される

ことを期待する。 
 

(3) 中央政府の巻き込み 

ManaBU モデルの認知や普及を図るには中央レベルでの教育政策や他ドナーの協力との連携を模索

することが重要である。そのためには、次のような可能性を念頭に連邦教育省を一層巻き込んだ活動を行

うことが望ましい。 
 ESDP などの教育政策に ManaBU モデルを採り入れる。 
 オロミア州以外の州へも ManaBU モデルを普及させる。 
 UNICEF による学校建設の資材供与など、他ドナーによる学校建設関連案件との連携を図る。 
 SWAPs も展開していることから、世銀などのドナーによる財政支援資金の活用を図る。 

 

(4) ManaBU モデルの有用性と普及 

ManaBU モデルは大きなポテンシャルを有しているものの、その成否は WEO 行政官の能力とコミュニテ

ィの状況に大きくかかっており、同モデルは学校建設の多様な手段の１つととらえることが重要である。ま

た、ManaBUモデルはエチオピアの教育行政に住民参加という新たな活動を取り込み、廉価で質の確保さ

れた学校建設を可能にするという点において非常に斬新である一方で、普及にあたっては次のような条件

が満たされる必要がある。 
 ManaBU モデルの公式化。 

 WEO の強化。 

 各郡における学校建設予算の確保。 

ManaBU モデルの普及に取り組むためには、同モデルが も有効である条件（郡行政、コミュニティ、立

地など）を明らかにし、オロミア州の教育開発のいずれの部分を担うことが適当であるのかを知る必要があ

る。さらに、ManaBU モデルはまだ完成途上であるので、プロジェクト残り期間において、WEO やコミュニテ

ィの負担の軽減、多様性への対応に関して改善の余地があるか、更なる検証が期待される。 
 

(5) オロミア州初等教育アクセス向上のための協力プログラム 

現在 JICA は ManaBU プロジェクトに加え、スクールマッピングやマイクロプランニングを主たる内容とし

た開発調査「オロミア州初等教育アクセス向上計画（SMAPP）」を OEB と実施しており、さらにオロミア州の

小学校建設の無償資金協力要請（平成 19 年度）も提出されている。無償資金協力については、平成 18
年 3 月 10 日に正式に採択され、コミュニティ開発支援無償として実施される予定であり、平成 18 年度の予

備調査実施を現在計画中である。これらの 3 つの投入を有機的に連携させ、１つのプログラムとして実施

し、一層の効果の発現を目指すことが期待される。 

 




