
 
 

評価調査結果要約表(和文) 

 
Ⅰ．案件の概要 

国名： エチオピア連邦民主共和国 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）： 379,551 千円 所轄部署： 人間開発部 第 1 グルー

プ（基礎教育） 基礎教育

第 2 チーム  
相手国実施機関： 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： 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 
エチオピア連邦民主共和国の初等教育総就学率（GER）は 85.8%（2006 年度）であり、またそ

の男女格差は大きい（男子 92.9%, 女子 78.5%）ほか、ドロップアウト率も 1 年生で 20.6％と依

然として高い。初等教育へのアクセスの拡大を図る一方、男女格差、地域間格差の是正、ドロッ

プアウトの軽減、児童数対クラス比率、児童数対教科書比率など、質や内部効率性の面でも改善

を図るべく、1997 年以降、累次の教育セクター開発プログラム（ESDP）が策定されており、現

在、ESDP III (2005-2009 年）が実施されている。ESDP III では教育の質的向上に重点を置くとと

もに、僻地での就学率の向上、代替的基礎教育（ABE）の活用と拡大、地方分権化の推進に伴う

郡教育事務所（WEO）の教育計画策定能力とマネージメント能力の向上など、ESDP II までに改

善できなかった問題の解決に取り組んでいる。オロミア州は同国（6,534 万人、110 万 k m2）中

央に位置し、人口（2,730 万人）、面積（35 万ｋm2）ともに全国最大で学齢人口も最大であるが、

GER は全国平均並みで、今後 GER を上げるには同州の GER の向上が重要な要素となっている。

 上記状況を踏まえ、エチオピア政府より、地方教育行政と地域住民の協働による住民参加型基

礎教育校の建設及び学校運営モデルの提示、それに関わる地方教育行政官の計画立案・実施能力

の向上支援についての要請がなされ、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）が、オロミア州対象 9 郡に対し、2003 年 11 月より実施されている。 
 
2 協力内容 
 オロミア州内の就学率の大幅な向上が望まれる農村部僻地の対象 3 県（ゾーン）9 郡（ワレダ）

において、実際に 20 校の小学校（前期初等教育、G1-4）をパイロット的に計画・建設・運営す

ることにより、オロミア州教育局(OEB)と郡教育事務所の能力向上を図りながら、住民参加によ

る持続的な学校計画・建設・運営のモデルを策定する。 
 
(1) 上位目標  

• 選定された郡（ワレダ）において、学齢児童の基礎教育へのアクセスが向上する。 
• 選定された郡（ワレダ）において、住民参加型基礎教育校（ManaBU 学校）のモデルが

適用される。 
                     
(2) プロジェクト目標     

ManaBU 学校のモデルが選定された郡（ワレダ）において開発される。 
 

(3) 成果               
1. WEO の行政官の住民参加型学校建設・運営にかかる計画策定・実施能力が向上する。 
2. 選定された郡（ワレダ）において、ManaBU 学校が建設され、教育環境が整備される。 
3. 建設された ManaBU 学校が WEO と住民の協力で運営され、維持される。 
4. 研修を受けた教員が質の確保された教育を ManaBU 学校の児童に提供する。 



 
 

 
(4) 投入（評価時点・一部確定した予定を含む） 
日本側： 

長期専門家派遣 5 名 機材供与 26,712 千円

短期専門家派遣 4 名   
研修員受入 12 名    

相手国側：     
カウンターパ

ート配置 
11 名（州）

9 名（県）

19 名（郡）

計 39 名

ローカルコスト負担 カウンターパート給与、 
出張時の日当 
プロジェクト事務所の提供 

Ⅱ．評価調査団の概要 
調査者 団長     又地 淳         JICA 国際協力総合研修所 国際協力専門員 

教育評価   森下 拓道    JICA人間開発部第 1グループ基礎教育第 2チーム

評価計画     山川 由美子   JICA エチオピア事務所 企画調査員 
評価分析   高橋 悟         有限会社 アイエムジー 上席研究員 

調査期間 2007 年 6 月 24 日～2007 年 7 月 13 日 評価の種類：終了時評価 

Ⅲ．評価結果の概要 

1. 実績の確認（プロジェクトの達成状況） 
 (1) 成果 
① 「WEO の行政官の住民参加型学校建設・運営に係る計画策定・運営能力が向上する」 
• WEO 行政官は、プロジェクト活動を通じて知識、技術、経験を積み重ねており、コミュニ

ティとの協働による計画・運営手法を習得してきている。OEB 行政官も同様である。 
• 計画ガイドライン（第 3 稿）が作成され、現在改訂中である。より使いやすいものにするた

めには追加情報が必要であり、業務を完了するまでにはさらに時間を要する。プロジェクト

終了までにはさらなる普及に資するよう実践的で使いやすいガイドラインが作成され、OEB
によって公式に承認される必要がある。 

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」 
• ManaBU プロジェクトでは、14～17 万ブル（政府負担分が 9～13 万ブル、コミュニティ負担

分が 4～6 万ブル相当）で、連邦教育省（MOE）の廉価型の建築基準を満たす学校の建設を

行った。住民は現地調達可能な資材、非熟練労働を提供している。 
2005 本プロジェクトによる資金的支援（9～11 万

ブル） 
住民負担（貢献）（6 万ブル） 

2006 本プロジェクトによる資金的支援（10～13 万ブ

ル） 
住民負担（貢献）（4 万ブル） 

  （注）本プロジェクトによる資金的支援の中には家具（主に机・椅子）の購入費（3.5～5.5
万ブル）は含まれていない。 

• 2007 年 7 月現在、選定された郡において 18 校が開校している（ただし、未完工の学校も含

む）。また、OEB が ManaBU モデルを適用して建設中の学校（OEB イニシアティブ）も 2 校

あり、2007 年 9 月には完工される見込みである。 
• 建設ガイドライン（第 3 稿）が作成され、現在改訂中である。より使いやすいものにするた

めには追加情報が必要であり、業務を完了するまでにはさらに時間を要する。プロジェクト

終了までにはさらなる普及に資するよう実践的で使いやすいガイドラインが作成され、OEB
によって公式に承認される必要がある。 

③ 「ManaBU 学校が住民と WEO の協力で運営され、維持される」 
• 計画・建設プロセスを通じて、住民は帳簿の付け方、資金の集め方などを学んだ。さらに本

プロジェクトはサイト選定と事前入学登録について研修ワークショップを実施した。 



 
 

• ManaBU 学校は維持管理されており、その状態は概して良好である 
• 運営ガイドラインは未完成である。OEB はオロミア州の学校運営ガイドライン（通称 Green 

Book）を作成済みであることから、本プロジェクトにおける運営ガイドラインの方針を変更

し、Green Book を補完する事例集（Reference Book）を作成することとした。 
④ 「研修を受けた教員が良質な教育を ManaBU 学校の児童に提供する」 
• ManaBU 学校では導入研修、現職教員研修、校長研修が実施されている。また、教科書につ

いては、プロジェクトによって 5 校分（2005 年）、OEB によって 13 校分（2006 年）が購入・

配布されている。 
• オロミア州平均の 20％超に比べて、ManaBU 学校における中退率はほとんどの場合 2～8％と

良好である。 
 
(2) プロジェクト目標「選定された郡において ManaBU 学校のモデルが開発される」 
• ManaBU モデルは WEO が住民とともに学校の計画・建設・運営を行うための効果的な方法

の一つである。同モデルは選定された郡で概ね開発され、その有効性も実証されつつある。

ただし、計画・建設部分が仕上げ段階に入っているのに対し、運営に関してはまだ開発途上

にある。 
• ManaBU モデルの建設部分に関しては、下表に示すとおり 2 つの重要な要素がある。一つは

行政が支援する住民参加型のアプローチ（方法）である。もう一つは学校の建築基準であり、

これは連邦教育省の廉価型の建築基準と同一である。 
ManaBU モデ

ル 
 

特徴 
ManaBU モデルの適用 

（実際の活用パターン） 

ア プ ロ
ーチ 
（方法） 

行政と住民の
協働 

行政と住民による緊密なパートナーシップがあるが、両
者の費用負担の割合は状況によって異なる。 

建 築 基
準 

連 邦 教 育 省
（MOE）の廉
価型 
 

- MOE の廉価型建築基準に沿って建設された学校の品
質は良い。 

- より耐久性を高めるには修正が必要である。 
- WEO と住民にとっては高価で手が届かないため、両者
だけで建設を推し進めることは難しい模様である。 

＜ManaBU モデルの特徴＞ 
(1) 行政と住民（コミュニティ）の協働 
 ManaBU モデルは計画・建設・運営段階を通じた行政による支援とコミュニティに基盤を置い

たアプローチ（government-supported and community-based approach）であり、行政とコミュニティ

がすべての過程に積極的にかかわり、協働することが必要である。行政とコミュニティの参画の

程度は状況に応じて変化するものの、協働が前提であることからどちらか一方が欠けてもこのモ

デルは機能しない。 
(2) 連邦教育省の建築基準を満たした良質で費用対効果の高い学校建設 
 ManaBU 学校の建設基準は MOE が策定した廉価型建築基準に準じており、ManaBU 建設ガイ

ドラインを適用する限り、施設の最低水準は確保される。コミュニティだけによって建設されて

いる多くの低品質の学校に比べて、ManaBU 学校は長期的な維持管理費を最小限に抑えられるよ

う周到に設計されている。 

＜ManaBU 学校と他校との比較＞ 
 行政が建設した学校 ManaBU 学校 住民が建設した学校 
ステークホルダ
ー ほぼ行政のみ 行政と住民 ほぼ住民のみ 
校舎の品質 高品質で耐久性あり

（MOE 基準） 
良質で耐久性あり 
（MOE 基準） 一般的に低品質 

コスト 高価 適正 廉価 
 



 
 

(3) 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改善される」 
学齢児童のアクセスは改善されている。ただし、その改善は本プロジェクトの実施だけによる

ものではなく他のさまざまな要因にも依拠していると考えられる。 
② 「選定された郡においてManaBUモデルが適用される」 

既存の ManaBU 学校 3 校において、行政と住民が本プロジェクトの支援を受けずに ManaBU
アプローチを適用して教室を増設した事例が確認されている。これ以外にも、チロ（Chiro）郡

において少なくとも2校の新設小学校が本プロジェクトの支援を受けずにManaBUアプローチを

適用して建設中である。 
 
(4) スーパーゴール 
① 「オロミア州において学齢児童の基礎教育へのアクセスが改善される」 
 基礎教育へのアクセスは改善されている。ただし、その改善は本プロジェクトの実施だけによ

るものではなく他のさまざまな要因にも依拠している。 
② 「オロミア州の他の郡においてManaBUモデルが適用される」 
 人間の安全保障・草の根無償資金協力で、日本大使館がアルシ県の 4 郡（対象外郡）で ManaBU
モデルを適用した小学校 4 校の建設を支援している。既存の ManaBU 学校から得られた教訓を踏

まえ、計画・建設活動は円滑に行われている。 
 
2. 評価結果の要約（5 項目評価） 
（1） 妥当性：高い 
• 連邦教育セクター開発プログラム（National ESDP II&Ⅲ）とオロミア州教育セクター開発プロ

グラム（Oromia Region’s ESDP III）において、コミュニティの参画促進を通じた教室建設・増
設の重要性が繰り返し強調されている。また、学校建設とその運営費に関して、コミュニテ
ィが一定の割合を負担する新しい方法を開発する必要性も指摘されている。コミュニティは
教育へのアクセスを切望している。 

• 日本政府は 2002 年に発表された「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN)」において
取り上げられているとおり、発展途上国における教育へのアクセス改善を支援することとし
ている。また、JICA も農村地域における初等教育の改善など学習環境の改善支援に取り組む
こととしている。 

 
（2） 有効性：やや高い 
• 1）行政とコミュニティの協働、2）MOE が策定した廉価型学校建設基準に適合した質と費用

対効果の高い学校建設、を特徴とした ManaBU モデルがプロジェクトサイトとして選定され
た郡において開発され、実証された。 

• ManaBU モデルは下記の関係者にとって有効である。 
 OEB、県教育事務所（ZEO）、WEO の行政官は、プロセス重視のアプローチを通じてコミュ
ニティとの密接な協力による計画・建設・運営方法を習得した。 

 コミュニティも同様に、WEO との密接な協力を通じて学校建設・計画・運営に対して自ら
かかわるようになるとともに、この協働アプローチを通じて多くの知識・ノウハウを習得し
た。  

• 一方、このモデルには限界があり、WEO とコミュニティの資金的な制約を考えると、MOE
が策定した廉価型学校建設基準に適合した学校を建設することは困難であると思われる。 

 
（3） 効率性：中位（効率性は以下の要因により減じられた） 
• エチオピア側カウンターパートの高い離職率 
• 日本人短期専門家派遣の遅延 
• 同時進行していた JICA の 2 つのプロジェクト（ManaBU･SMAPP）によるカウンターパート

の重複 
• 運営ガイドラインに対する低い関心 



 
 

• 不十分かつ時宜を得ないモニタリング・施工監理  
• コミュニティ負担（資材・労働）の遅滞 
• プロジェクト対象郡の分割（6 郡から 9 郡へ増加） 
• 雨期が長引いたこと 
 
（4） インパクト：高い（さまざまな関係者に好ましい影響を及ぼしている） 
＜児童＞ 現在、5,109 名の児童が ManaBU 学校に通学し学習している。ManaBU 学校では、男
女の児童数はほぼ同じであり、中途退学率はオロミア州の平均値に比較して低い。 
＜コミュニティ＞ コミュニティが強いオーナーシップを発揮して、学校環境を改善するために
塀や教員宿舎を建設したり、校庭、花壇、学校菜園を整備したりしている。コミュニティはプロ
ジェクトの実施過程を通じて能力が強化されたと感じており、自分たちの高い潜在能力に気づき
はじめた。以前に比べて一体感が生まれ、自信を持つようになっている。 
＜WEO と ZEO＞ WEO の中にはコミュニティと協働して ManaBU 学校内に教室を増設したり、
他の村（Kebele）に新築したりしているものもある。  
＜OEB＞ OEB が ManaBU プロジェクトの有効性を理解するようになり、オロミア州教育セクタ
ー開発プログラムにおいて住民参画による学校建設の重要性を強調している。 
＜ドナー＞ 日本大使館がアルシ県におけるプロジェクト対象外の郡において人間の安全保障・

草の根無償資金協力による 4 校の学校建設を支援している。 
 
（5） 自立発展性：中位 
• 制度面では、ManaBU ガイドラインの承認が幅広い活用にとって重要である。 
• 組織面では、関係機関（OEB, ZEOs と WEOs）の能力強化が必要である。高い離職率などの

問題に対応するためには、知識・経験を共有するために継続的に研修・訓練が実施される必
要がある。 

• 技術面では、郡庁の建設技官の不足、低い関心によりモニタリング・施工監理が十分に実施
できていない。 

• 資金面では, WEO とコミュニティの限られた資源を考慮すると、外部資金の導入がなければ、
ManaBU モデルを適用することは難しいと思われる。  

• 文化・社会面では、コミュニティは ManaBU 学校を高く評価しており、既存教室の維持管理
と新築・増築に強いオーナーシップを発揮している。自らの意思で塀や教員宿舎の建設、校
庭、花壇、学校菜園の整備による学校環境の改善にも取り組んでいる学校もある。 

 
3. 効果発現に貢献した要因 
（1） 計画内容に関すること 
• 政府（行政）のニーズに応える技術協力を行ったこと。政府は住民と協力して耐久性のある

学校を適正価格で建設することにより教育へのアクセスを改善することを望んでいた。 
• 住民のニーズに応える技術協力を行ったこと。住民は、教育へのアクセスを切望していたが、

近隣に学校がなく資金もない状態であった。 
• 政府（行政）と住民を学校計画・建設・運営の初期段階から関与させ、責任分界を明確にす

る新しいアプローチを開発し、両者を結びつけて協働させた。 
 
（2） 実施プロセスに関すること 

①本プロジェクトはローカル人材をフルに活用した。各県に配置されたフィールド・コーディ
ネーター3 名はすべてエチオピア人であった。彼らは現場で活動を推進するにあたって重要な
役割を果たした。 
②コミュニケーション、ブリーフィング及び報告を日常的に行い、これに加えて運営会議を定
期的に行ったこと。これにより OEB と WEO の行政官はプロジェクトの進捗状況を常に把握
できるようになった。 
 

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 
 後述する「教訓」の「プロジェクト設計時において検討すべき事項」を参照。 



 
 

(2)  実施プロセスに関すること 
上述の「（3）効率性」の（阻害）要因を参照。また後述する「教訓」の「ノンフォーマル教育

センターからフォーマル校の建設・運営に方針変更したこと」を参照。 
 

Ⅳ. 提言と教訓 
1． 提言 
（1） プロジェクト終了時までに行われるべき活動 
• プロジェクト終了時までに、残りの活動を完了させる。具体的には、現在建設中である 6 校

の校舎建設の完了、及びガイドラインの完成とオロミア州による承認を得ることが必要であ

る。 
• ManaBU プロジェクトの活動に初めてかかわるような関係者でも困難なく読めるような、プ

ロジェクトの概要や活動の全体の流れなどをわかりやすく編集した「ManaBU ハンドブッ

ク」を作成する。 
• これまでのプロジェクト活動を通して得られた成果を取りまとめて外部（連邦教育省、ドナ

ー、NGO 等）へ発信し、成果の活用を促すために「終了時ワークショップ」を開催する。

• 今後の普及活動にあたって有用な ManaBU モデルを使った学校建設にあたっての各ステー

クホルダーのコスト分担について分析し、明確化する。 
（2） プロジェクト終了後、短期的に取り組まれるべきこと 
• プロジェクトによって開発されたガイドライン、事例集、ハンドブックは、主に郡行政官や

住民によって活用されることを目的としているため、これらをオロモ語（現地語）に翻訳し、

印刷・配布する。 
• ManaBU モデルをより活用しやすいモデルに改良していくために、見返り資金などの外部資

金を活用しながら、ManaBU モデルの普及と検証を図る。 
（3） プロジェクト終了後、中長期的に取り組まれるべきこと 
• 今後、ManaBU モデルを用いた学校建設が行われ、それらの学校が運営される事例を盛り込

むことによって、ガイドラインはより現場のニーズに合ったものになるため、2、3 年ごと

に新しい事例や経験、それらに基づく知見を盛り込みながら定期的に改訂されることが望ま

れる。 
• 住民からの資金拠出のみによる小学校建設に活用されうるガイドラインへの改訂を行う。 
• ManaBU モデルの全国普及を試行することで、農村僻地における就学率の向上を図る。 
 
2． 教訓 
（1） 本プロジェクトに特化したこと 
• プロジェクトが開始してから、現地側ニーズに対応するために、協力の対象分野をノンフォ

ーマル教育センターからフォーマル校の建設・運営に柔軟に変更を行ったことは高く評価で

きるが、その時点で、①教員に関する活動、②ガイドラインの編集方針と内容、③学校建設

基準等、その変更による影響、をさまざまな角度から十分に検討し、公式の場で活動計画・

PDM の変更を議論することが必要であった。 
• プロジェクトの設計時（計画段階）、あるいは実施段階の早期において、住民と行政の協働

について財政面、キャパシティ面の実情分析に基づいたモデルを模索する可能性について検

討する必要があった。 
（2） JICA の今後のプロジェクト設計・運営 
• 「住民参加型」で技術協力プロジェクトを実施する場合には、その特長と限界（利点と欠点）

について事前に十分な検討を行い、住民参加型によるリスクを最小限にとどめる工夫をする

ことが重要である。 
• 異なるスキーム（技プロと開発調査）が同時並行で実施されること、及びカウンターパート

を共有することは、意思疎通が円滑に行われるなどの相乗効果も期待されるが、カウンター

パート機関側の関心や投入が分散されたり、日当・宿泊費の支払いやコンサルタント庸上の

プロセスなどにおいて、異なった対応をしたために先方に混乱を生じさせたりすることがあ



 
 

った。同じカウンターパート機関を対象として同時に複数の JICA 事業を実施する場合は、

同時並行で案件を実施することのメリットとデメリットを十分に検討することが必要であ

る。 
 




