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評価調査結果要約表 

 

１. 案件の概要  

国名：インドネシア 案件名：インドネシア国地方教育行政改善計画 
分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部 協力金額（中間評価時点）：613,889,850 円 

先方関係機関： 国民教育省、宗教省、対象州・県の教育事

務所 
協力

期間 
(R/D): 2004 年 9 月～2008 年 9 月 

日本側協力機関： 東京工業大学等 

他の関連協力：開発調査「地域教育開発支援調査、地域教育計画立案研修 

１-１ 協力の背景と概要 

 インドネシアは 2008 年に 9 年制義務教育の完全達成を目指しているが、未だ中学校総就学率は

72％にとどまっている。また、インドネシアインドネシア政府は、2001 年に教育行政全体を地方分

権化したが、十分な移行準備過程がなく進められたため、各学校へ配分される教育予算が急減する、

行政官・校長・教員間で権限が混乱し学校運営に支障が生じる等、地方の教育行政が適切に機能し

ていない状況にあった。 
 インドネシアの教育行政分権化に対し、わが国はこれまで、開発調査「地域教育開発支援調査」

や、現地国内研修「地域教育計画立案研修」を実施し、各コミュニティや学校の個別ニーズに柔軟

に対応すべく、住民／学校主体の教育改善モデル（通称 REDIP モデル）の開発を試験的に導入して

きた。REDIP モデルの具体的特徴は、①郡中学校開発委員会、②プロポーザル方式の教育事業であ

る。同モデルをパイロット地域に導入した結果、アクセス面では、中学校進学者の急増や中退者の

減少などが多くのパイロット郡で確認された。また、質の面では、パイロット地域の中学校校長お

よび教員による学校・授業運営の活発化、生徒の学習意欲向上などが確認された。 
 対象県政府も中央政府（国民教育省）も、REDIP モデルをインドネシアの現状に適した教育支援

として高く評価している。しかし、本モデルを地方教育行政官が真に自律的に実施していくために

は、さらなる行政能力強化と経験の蓄積が必要である。また、REDIP モデルの地域的拡大を図るた

め、インドネシアは①開発調査サイトにおける地方教育行政官の計画・管理能力強化、②中学校就

学率の低い他地域に対する本モデルの展開、に係る技術協力プロジェクトの実施をわが国に対し要

請した。 
 これを受け、本プロジェクトは、対象地域において住民／学校主体の地方教育行政システムの普

及を目的として開始された。現在プロジェクト実施期間の中間点を過ぎ、本調査において中間評価

を行うものとする。 
 
１-２ 協力内容  

(1) 上位目標 
プロジェクト対象県の中学校教育のアクセスおよび質が向上する。 

 
(2) プロジェクト目標 
プロジェクト対象県の中学校に住民／学校主体の地方教育行政システムが普及する1。 

                                                        
1 インドネシア政府との間で交わされたミニッツに添付されている PDM0 の原文（英語）においては、プロジェクト目標は、「REDIP 
model (School-based management with community participation) is established and extended in the educational administration system at junior 
secondary level in the target districts/ municipalities」であり、これに対応する和訳として事前調査報告書では「プロジェクト対象県の

中学校に住民／学校主体の地方教育行政システムが普及する」とされているが、より原文に近い和訳として、本報告書では「プロ

ジェクト対象県の中学校に REDIP モデル（コミュニティ参加による学校主体の教育行政モデル）が確立し、既存の教育行政システ

ムに融合される。」との和訳を念頭に置いている。 
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(3) アウトプット 
1. 中部ジャワ州ブレベス県、ペカロンガン県、北スラウェシ州ビトゥン市において、県行政官によ

り住民／学校主体の地方教育行政が実施される。 
2. バンテン州セラン県、パンデグラン県で、各県の社会ニーズに応じた住民／学校主体の地方教育

行政モデルが開発される。 
 

(4) 投入（中間評価時点）  
【日本側】    
 専門家派遣 9 名（57.28 人月） 機材供与 2,885,000 円 
  ローカルコスト負担          円 
 研修員受入 11 名（5.5 人月） その他           円 
【相手国側】    
 カウンターパート配置 23 名 機材購入   

土地･施設提供  ローカルコスト負担 1億 3727円（104億 4671
ルピア） 

その他  
 

  

 
２. 評価調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名 職位）  
(1) 団長/総括：花里 信彦（JICA インドネシア事務所 次長） 
(2) 教育政策：水野 敬子（JICA 国際協力総合研修所 国際協力専門員） 
(3) 教育評価：菅原 貴之（JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 1 チーム職員）

(4) 評価分析：喜多 桂子（グローバルリンク・マネジメント（株）） 
(5) 協力企画：舘山 丈太郎（JICA インドネシア事務所 所員） 

調査期間  2006 年 11 月 12 日～11 月 29 日 評価種類：中間評価 
３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 (アウトプットの達成度) 

(1) アウトプット 1 
本アウトプットは、継続県を対象としたものである。県教育行政官（KIT および指導主事）を対象

にしたファシリテーション研修がインドネシア人コンサルタントを講師として実施され、研修後は

インドネシア人コンサルタントが指導主事に OJT を実施している。県教育行政官の多くは、REDIP
のコンセプトを理解し、プロポーザル事業におけるマネジメントサイクルの各業務を独力で実施で

きると自己評価をしていることから一定の成果は認められるが、JICA 専門家チームは今後更なる能

力強化が必要であるとの見解である。 
 

(2) アウトプット 2 
本アウトプットは、新規県を対象としたものである。新規県における REDIP モデルの確立の状況

については、すべての対象郡をカバーする数の郡中学校開発委員会（TPK）が設立されていることお

よび、REDIP に関する広報活動やファシリテーション研修もこれまでに各県 12 回実施されるなど、

モデル確立のための基盤は整えられつつある。 
 
３－２評価結果の要約 

(1) 妥当性 
上位目標およびプロジェクト目標は、インドネシアの教育政策、日本の対インドネシア政策、現地

ニーズに照らし合わせて整合性が認められる。教育は、インドネシアの国家政策上の優先分野であ
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り、新国家教育開発戦略計画（National Education Development Strategic Plan：2005-2009）では、2009
年までに総就学率および粗就学率をそれぞれ 96.6％および 69.9%に増加するとの目標が設定されて

いる。REDIP の上位目標は、こうした国家開発政策/戦略に沿ったものである。また、プロジェクト

目標も、地方分権化政策の一環としての、コミュニティ参加による学校を主体とした運営に関する

国家政策に沿ったものである。 
上位目標およびプロジェクト目標は、日本の教育分野に関する上位計画である「基礎教育に関す

る成長とイニシアティブ（Basic Education Growth and Initiatives：BEGIN）との整合性も認められる。

プロジェクトは直接的（短期的）には「マネジメントの改善」に、また、間接的（長期的）には「質

の改善」に貢献するものであり、両者は共に BEGIN の優先分野である。また、プロジェクトは日本

の対インドネシア援助政策との整合性もある。対インドネシア国別援助計画（外務省）では、教育

は優先分野の１つとされており、とりわけ、地方教育行政の改善、教育の質の改善（教員の質と学

校運営の改善）、教育のアクセスの向上、がその重点とされている。 さらに、JICA の対インドネシ

ア援助戦略では、教育分野では中等教育に重点が置かれており、地方教育行政の能力強化と学校運

営の改善を通じて教育のアクセスの向上と質の改善を援助の目的としている。 
インドネシアの教育政策における 優先事項は、９年間の義務教育の達成である。本プロジェク

トはアクセスの向上よりも質の向上にその重点が置かれているものの、上位目標にも示されている

ように、アクセスの改善にも貢献するものである。プロジェクト対象県の総就学率は、比較的低い

地域が選択されていることから、長期的にはプロジェクトの実施はアクセスの向上に貢献すること

が期待されるものである。  
 

(2) 有効性 
プロジェクトは目標達成に向けて順調に進捗している。プロポーザル事業において、透明性とア

カウンタビリティを伴う資金配賦のメカニズムはほぼ完成している段階にある。他方、プロポーザ

ルの質の確保と地方行政官のキャパシティ・ディベロップメントが今後の課題である。資金投入に

よって実施される活動が教育の質の向上に繋がるものとなるためには、計画策定からモニタリン

グ・評価に至る一連のサイクルをマネジメントする県行政官の能力の育成が不可欠であり、特に問

題分析に始まる計画策定プロセス（プロポーザル策定に係るファシリテーションとプロポーザルの

審査）は重要である。 

中間評価では、プロジェクト目標として示されている「REDIP モデルが確立した」とする指標を

改めて設定した上で指標に基づき評価を行った。「モデルが確立された」とする指標として、(1) 各
ステークホルダーを結ぶメカニズムが確立されていること、（2）各ステークホルダーが REDIP マネ

ジメントサイクルを独自で実施できる能力を身に付けていること、とした。 (1) については、学校

とコミュニティを結ぶメカニズムは、TPK が設立されており順調に機能しているが、地方教育行政

（県）と現場（学校/住民）を結ぶメカニズムとして当初予定していた指導主事への技術移転の状況

に問題がみられる。(2) については、KIT は財政面のマネジメント能力はあると見なされるが、特に

計画策定に関するファシリテーションのスキルが不十分である。TPK については、継続県では全般

的に能力を習得しているようであるが、新規 2 県については、特にプロポーザル策定能力の向上が

今後の課題として挙げられる。 
 

(3) 効率性 
日本側の投入は総じて効果的に活用されている。特に、プロポーザル事業の JICA 負担分を徐々に

減少させ、継続県についてはプロジェクト終了までに全額県負担とすること、および新規県による

継続県へのスタディ・ツアーを実施する点にプロジェクトの効率性を高める工夫が見られる。他方、

プロジェクトの実施を、開発調査時より REDIP の活動に係わってきたインドネシア人コンサルタン

トを中心として行うとの実施体制は、プロジェクトを円滑に進める上では評価できるものであるが、
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インドネシア人コンサルタントは技術移転の対象となるカウンターパートではなく、プロジェクト

終了後にインドネシア側に引き続き活用される確証もないことから、こうした人材に長年に渡って

投入を続けることは、カウンターパートのキャパシティ・ディベロップメントを主な目的とする技

プロの観点からは必ずしも望ましい方法とは言い難い。インドネシア人コンサルタントによる技術

移転の対象として指導主事が位置づけられているが、指導主事の巻き込みは順調とは言えない状況

にある。 
 

(4) インパクト 
入手データからは、プロジェクトによるインターベンションと総就学率の変化との間に因果関係

は認められないが、中退率の減少には貢献しているようである。他方、プロジェクトが 2006 年 2 月

～4 月に実施した中間調査（インパクト調査）をベースライン調査時と比較すると、生徒の学習達成

度、教員のパフォーマンス、学校運営等、教育の質の向上を測る指標に一定の向上が見られる。 
予期せぬインパクトとしては、2005 年度にインドネシア政府の予算によって REDIP-G が開始され

たことが挙げられる。REDIP-G の主な目的の１つは、従来の REDIP モデルが既存のインドネシアの

システムにおいて有効に機能するかを検証することであり、プロジェクト終了に向けて自立発展性

確保の観点から、今後は本プロジェクトとのコーディネーションが望まれる。 
 
(5) 自立発展性 
政策的、財政的、組織的な自立発展性の見込みは、継続県であるビトゥンおよびブレベスにおい

ては高いが、ペカロンガンについては、県教育事務所のイニシアティブとオーナーシップの強化が

必要である。新規県についてはプロポーザル事業開始後間もないが、自立発展性の確立に向けて順

調に進展している。他方、技術面での自立発展性については、対象県すべてにおいて、地方行政官

とその他の主要ステークホルダーに対するキャパシティ・ディベロップメントのための一層の努力

を要する。 
 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 
プロポーザル事業における学校および TPK へのブロックグラント配賦の県負担分をプロジェクト

終了に向けて徐々に増加させる方法は、インドネシア側のコミットメントとイニシアティブを喚起

するのに有効である。 
新規県による継続県へのスタディ・ツアーは、経験を共有することよって新規県におけるプロジ

ェクト実施に活かそうとする試みであり、効率的かつ効果的な方策であると言える。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 
開発調査の頃よりローカルコンサルタントとして実質的にプロジェクトの活動を担ってきたイン

ドネシア人コンサルタントを引き続き本技プロでも採用することで、継続県におけるプロジェクト

の実施が円滑に行われている。 
 

３-４ 問題点および問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 
本技プロを開始するにあたって、「REDIP モデル」の定義およびプロジェクト目標の解釈に関する

見解がプロジェクト関係者間で必ずしも統一されていなかった。また、設定された指標は、明確さ、

入手可能性、内容の適切性などの観点から不十分なものもみられる。 
計画当初は、プロジェクト終了後に REDIP 実施の中心的役割を担う現地人材として、指導主事が

選定され、インドネシア人コンサルタントによる技術移転の対象とされてきたが、中間評価時点に
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おいてそのフィジビリティが疑問視されていることが明らかになる等、ベースライン調査の不十分

さは否めない。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 
プロジェクト初年度（2004 年 9 月～2005 年 8 月）と REDIP2（2002 年 1 月～2005 年 3 月）の終了

時期に半年間の重複があったこと、および 2005年 4 月～6月には緊急支援の一環としてREDIP-Aceh 
が実施されたこともあり、JICA 専門家チームは本技プロの当初 PDM0 にはない業務を同時並行で実

施していた。 
2005 年度に、中部ジャワ州において JICA 負担分のプロポーザル事業費が凍結され、その後の対応

の確定にも時間を要した結果、2006 年春に予定されていた技術交換事業が見送られた。 
PDM およびプロジェクト運営計画（Plan of Operation）はプロジェクト実施およびモニタリングの

ツールとしてほとんど活用されていない。 
 

３-５ 結論 

本調査では、本プロジェクトがインドネシアの政策と整合性を保っており、妥当性が高いことを

確認した。また、PDM に記述された活動、成果、プロジェクト目標は概ね実施中であり、一部につ

いては達成していることも確認した。REDIP 活動のオーナーシップの移管を進める上で、中部ジャ

ワ州の対象県では、JICA のミニッツに規定されたとおり、県側の資金分担率が増加していることは

特筆すべき成果であると言える。 
しかしながら、REDIP3 が今後の REDIP モデル現地化の参照モデルとなることを鑑みると、品質

保証の仕組みの構築、フィールドコンサルタントの役割の移譲、REDIP-G に対する技術支援など、

いくつかの重要な課題が未解決である。 
 1 年半ほどある本プロジェクトの残りの期間、日本人専門家チームとカウンターパートは、前期中

等教育の質の向上のために、共同で包括的なモデルの構築と REDIP 型プロジェクトの現地化への道

筋を付けることに取組む必要がある。 
 
３-６ 提言  

本調査結果を踏まえ、プロジェクト目標の達成に向けて、以下の点を考慮しつつ、実施強化を図

ることを提言する。 
 
(1) カウンターパート、ローカルコンサルタントおよび主要関係者との改訂版 PDM 共有の徹底 
PDM および PO が、プロジェクト目標の達成に向けての進捗をモニターする共通のツールとして

有効に活用されるよう、カウンターパート、インドネシア人コンサルタントおよび主要なステーク

ホルダーは、改訂された PDM に関して十分理解することが求められる。 

(2) 各県における REDIP 現地化促進への支援 
現地化を促進するためには、REDIP モデルが各県の地方教育行政システムの中に十分統合される

ことが肝要であり、そのためには、制度、組織、人材、地理的あるいは教育的特徴や制約要因など

を含む各県の特殊性に対応させる必要がある。そのためには、専門家チームによる技術支援のもと

に、各県 C/P および主要関係者により、以下の作業を早急に行う必要がある。 
1. 現地化向けた問題・目的分析（制度、組織、財政、人材等）の実施 
2. 1.の分析に基づいた現地化のための各県アクションプランの策定 
 
(3) 質の確保に向けた国民教育省との連携強化 
プロポーザル事業が教育の質的改善に貢献するためには、プロポーザルの質の確保が肝要であり、



 

 －xv－

そのための教育行政官の能力開発が課題となっている。この点においては、教育の質向上のために、

学校、TPK、県教育行政が、プロポーザル事業における各サイクル（形成、審査、実施、モニター、

評価）にて、それぞれの役割を効果的に果たすための 低基準を設定する必要がある。具体的には、

プロポーザル内容の適正を審査するための簡易なチェックリストをカウンターパートと共同開発

し、同チェックリストの活用推進を提案する。 
また、REDIP 型プロジェクトの普及推進においては、REDIP3 の経験、教訓、成果を十分に生かし

た REDIP-G の質的改善への貢献が重要となる。そのためには、専門家チームと REDIP-G を中心とし

た国民教育省との調整メカニズムを確立・強化することが肝要であり、定期的な情報共有の機会の

確保等の対応が必要。インドネシアの既存システムの中で、基礎教育の質とアクセス改善のために

REDIP が効果的に普及していくためには、技プロ終了時までに、専門家チーム、C/P、国民教育省の

共同作業により、REDIP3 および REDIP-G 双方により作成されたツール（マニュアル、ガイドライ

ン、指標など）全てが分析され、普及のためのより効果的なツールとしての統合、改定が求められ

る。 
 
(4) 政治的リーダー等への REDIP の有効性に関するアドボカシー 
これまでの実績、経験から、着実な現地化推進のための主要な鍵となる地方政府の予算面でのコ

ミットメントを確保、増強するためには、REDIP 型プロジェクトの有効性を効果的に広報し、政治

的な関心を喚起することが不可欠であることが示された。引き続き、カウンターパートと共に、政

治家へのアドボカシーを推進、強化することが肝要である。 
 
(5) 関係者における多様な手段を通した経験の共有 
異なる地域やレベル（県、州、国）に属する主要な関係者の間で、プロジェクト実施におけるグ

ッドプラクティス、戦略、課題を共有することは、彼らの間で健全な競争原理の波及効果を創出す

るのに効果的であることが示された。従って、様々なステークホルダーに配布されてきたニュース

レターに加えて、情報共有や相互学習のために、定期的な会合（異なるレベルにおける進捗レビュ

ーワークショップ等）を含めた様々な方法を試みることを提言する。 
 
３-７ 教訓  

(1) インドネシアにおいても REDIP を実施するに当たっては、郡レベルが適切な大きさである。ま

た、対象となる学校も普通中学校だけではなく、マドラサも巻き込むことによって、教育の質の全

体的な向上が図られた。 
 
(2) ブロックグラントの配賦時期は、インドネシアの学校年度に合わせて適切に配賦される必要が

ある。また、配賦の遅延は学校に直接の影響を与えることから、計画された時期に確実に配賦され

ることが望ましい。 
 
(3) ブロックグラントは直接郡 TPK や学校に配賦されるため、現場レベルで事業を実施する関係者

は資金配賦・活用に注視するため、REDIP を実施するそもそもの目的や意義などを見失いがちであ

る。関係者間で本来の実施目的や意義などを適宜確認・共有しておく必要がある。 

 
(4) プロジェクトの進捗にあわせ、PDM の改訂作業を適切に実施し、関係者間でプロジェクト全体

の目的や方向性を共有すべきである。 
 
(5) 業務指示書の作成にあたっては、PDM の論理構成を十分踏まえるとともに、各年次の成果や活

動などを明記することが望ましい。 




