
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成19年6月18日
担当部・課：人間開発部第一グループ基礎教育第二チーム

1．案件名

ニジェール国住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）フェーズII

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、ニジェール国（以下「ニ」国）が「教育開発10カ年計画（PDDE）2003-
2012」において目指す、全国の小学校において機能する学校運営委員会（COGES）1を設置する取り
組みに対し、設置されたCOGESが持続的に機能していくために必要な技術支援を行ない、COGES政策
の実施体制を強化することを目標とする。本プロジェクトに先行し、2004年1月より実施されてきた
プロジェクト・フェーズI（2007年7月終了予定）では、タウア州及びザンデール州においてCOGES
による学校運営改善モデルが構築された。これを基に、本プロジェクトでは、機能するCOGESの全国
普及に向けた行政官、校長、教員、及び住民の能力強化、設置されたCOGESのモニタリング体制の構
築、並びにパイロット地域（タウア州及びザンデール州）においてCOGESを通じた教育改善活動のモ
デル構築を目指す。

（2）協力期間

2007年8月1日～2010年7月31日（3年間）

（3）協力総額（日本側）

約3.6億円

（4）協力相手先機関

国民教育省

（5）国内協力機関

特になし

（6）裨益対象者及び規模、等

直接裨益者 全国地方教育行政官約120人、校長約9,000人、住民（COGES代表）約18,000人
間接裨益者 「ニ」国の小学校約9,000校の児童約106万人及び周辺住民

1 機能する学校運営委員会（COGES）とは、以下の要素を持つCOGESを指す。まず、民主的にメンバーが選定されているこ
と。次に住民が参加して学校活動計画を策定し、住民が資源を動員し計画が実施されていること、最後に地方教育行政官のモ
ニタリングが定期的に実施され、委員会の活動が継続的に実施されていること。

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

サハラ以南アフリカ諸国の中でも最貧国の一つである「ニ」国は、「教育開発10カ年計画
（PDDE）2003-2012」において、初等教育総就学率を2002年の41.7％から2012年には94％まで
向上させることを目標としている（2004/05年時点で52％まで上昇）。同計画の柱の一つとして打
ち出されたのが、中央省庁から、校長、教師代表、保護者会代表、母親会代表から編成される学校運
営委員会（以下「COGES」）への学校運営に関する権限の委譲を骨子とする地方分権化政策である。
この政策は住民やコミュニティを学校運営の中心的担い手として位置づけ、計画策定から運営管理、



教員の管理、親への啓発活動に関する責任を持たせるものである。しかし、当初はこの政策を具体化
する実施計画がなく、政策は機能していなかった。そこで、「ニ」政府は日本政府に対し、2003年
にCOGES政策を具現化するための技術支援要請を行ない、これを受けて日本政府は2004年1月よりタ
ウア州を中心として、「ニジェール国住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）」
を実施している。

同プロジェクト・フェーズIは、学校運営への住民参加を効果的に促進した。終了時評価（2006年7
月）では、教育改善活動に必要な資源が各COGESで平均約5～6万円動員され、各学校5～6つの活動
が実施されたことが大きな成果として確認された。フェーズIの成果を非常に高く評価した「ニ」国国
民教育省は、プロジェクトの学校運営モデルを全国に普及するため、普及に必要な技術支援をプロ
ジェクト・フェーズIIとして日本政府に対し要請した。

住民参加を促進した学校運営モデルの構築はフェーズIで達成したものの、右モデルを全国普及するに
は、研修講師となる地方教育行政官の能力強化、国民教育省が持続的に実施できるより効率的なモニ
タリング体制の構築が課題である。また、フェーズIでの地域住民による自発的な教育改善活動の中か
ら、住民に対する啓発活動を通した入学登録者数の倍増や、幼稚園の設置運営を通じた就学前教育の
実施など、国民教育省が掲げる教育開発目標に資する教育改善活動の事例が生まれ、その効果の実証
が進められてきた。これらの活動事例を、機能するCOGESを活用した住民参加による教育開発の成功
事例として蓄積し、モデル化することもフェーズIIに期待される役割となっている。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

上記3．（1）で述べているとおり、「ニ」国は「教育開発10カ年計画」において、初等教育総就学
率の改善を目標として掲げている。また、同計画においては、COGESへの学校運営に係る権限委譲を
骨子とする地方分権化政策が実施戦略の柱の一つとなっており、本プロジェクトの「ニ」国教育政策
との整合性は高い。

（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置付
け）

「ニ」国のJICA国別事業実施計画（平成18年11月改訂版）では、教育を重点分野として選定してお
り、特に「基礎教育の質、アクセス、マネジメントの改善」を開発課題として取り組むこととしてい
る。本プロジェクトは、COGES政策の推進支援を通し、コミュニティのニーズに即して、初等教育の
質、アクセス、マネジメントの改善に対し、包括的に支援することを目的としており、国別事業実施
計画と整合している。

4．協力の枠組み

〔主な項目〕

（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］

全国の小学校に機能するCOGESを設置し、維持するためのCOGES政策実施体制が強化される

［指標・目標値］

民主的選挙によるCOGESの設置数
COGESによって策定・実施される学校活動計画数と内容

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］

COGESによる学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する

［指標・目標値］



入学登録率、就学率、中途退学率、留年率、児童の出席率、教員の出勤率

（2）成果（アウトプット）と活動

［成果1］

機能するCOGESを全国に設置するために様々なレベルの関係者の能力が強化される

［指標・目標値］

COGES政策に関する地方行政官の意識と理解のレベル
COGES政策に関するワークショップに参加する州国民教育局長（DREN）及び県視学官の数
講師養成研修を受講するCOGES監督官及びCOGES担当官の数
各州における研修実施計画の策定の有無及び内容
COGES選挙研修を受ける校長の数
学校活動計画研修を受講するCOGES委員代表の数
COGES政策の改訂の有無及び内容

［活動］

1-1 行政責任者（州国民教育局長、県視学官等）を対象にしたCOGES政策に関する啓発セミナーを実
施する

1-2 COGES監督官及びCOGES担当官が実施する講師研修（民主的選挙、学校活動計画の策定・実施、
財務管理）を支援する

1-3 COGES推進室長、COGES監督官、COGES担当官、及びNGO要員が各州において実施する研修計
画策定を支援する

1-4 COGES監督官、COGES担当官、及びNGO要員が各州において実施するCOGES研修（選挙研修及
び学校活動計画研修）をモニタリングし、技術支援を行なう

1-5 COGES推進室長によるCOGES政策及びCOGES連合戦略の改訂を支援する

［成果2］

COGESのモニタリング体制が構築される

［指標・目標値］

COGES連合の設置とモニタリングに関するマニュアル改訂の有無及び内容
COGES政策におけるCOGES連合モデルの承認の有無
COGES連合が設置されるコミューンの数
各州でのCOGES担当官月例会議の開催頻度
COGES監督官からCOGES推進室への報告書提出の頻度
情報伝達システムを通して学校活動計画に関する情報が収集される頻度

［活動］

2-1 COGES連合の設置とモニタリングに関するマニュアルを改訂する

2-2 COGES推進室が開催するCOGES連合モデルの政策承認に係る全国ワークショップを支援する

2-3 COGES委員に対するCOGES連合設置研修を実施する

2-4 COGES監督官及びCOGES担当官の開催する各州月例会議をモニタリングし、技術支援を行なう

2-5 COGESに関する情報伝達システム（各校から中央へ）を構築し、モニタリングを行なう

2-6 COGESのモニタリングに係る経験共有ワークショップを開催する

［成果3］

パイロット地域（タウア州及びザンデール州）においてCOGESを通じた教育改善活動のモデルが構築



される

［指標・目標値］

モデル活動に関するグッド・プラクティスの収集及びマニュアルの作成の有無と内容

［活動］

3-1 タウア州及びザンデール州における教育改善活動に係るニーズ調査を実施する

3-2 タウア州及びザンデール州のパイロット校に対して、教育改善活動の実施を支援する

3-3 教育改善活動モデルに係る経験を文書化する

3-4 教育改善活動に係る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／教育アドバイザー
b. COGESモニタリング
c. 学校活動計画
d. 業務調整/住民能力強化

2）短期専門家（必要に応じて）

B．機材供与

巡回用車輌、オートバイ、その他（必要に応じて）

C．現地業務費

2）ニジェール側

A．カウンターパートの配置

a. 基礎教育総局長／国民教育省
b. COGES推進室長／国民教育省
c. 調査計画局長／国民教育省
d. 各州国民教育局長
e. 各県視学官

B．事務所の提供

国民教育省内事務所

C．ローカルコスト負担

（NGO業務委託費用）

a. COGES選挙研修及び学校活動計画研修実施にかかる費用
b. COGESのモニタリングにかかる費用

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

COGES政策が維持される
校長もしくは教員等のストライキ等により学校が長期的に閉鎖状態に陥らない
研修の効果に影響を及ぼすような大規模な人事異動（教員及び行政官）等が行なわれない
「ニ」国の教育政策においてCOGESによる学校運営改善が一貫して重要な位置を占める

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非常に高いと判断される。

1）上位計画との整合性

「ニ」国教育開発10ヵ年計画（PDDE：2003-2012年）において、教育セクターのマネジメン
ト改善の一環としてCOGES政策の実施を掲げており、教育省のニーズに合致している。
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の解消を目指すミレニアム開
発目標（MDGs）及び「万人のための教育」（EFA）といった国際目標にも対応している。

2）わが国援助政策との整合性

「ニ」国のJICA国別事業実施計画（平成18年11月改訂版）では、教育を重点分野として選定し
ており、特に「基礎教育の質、アクセス、マネジメントの改善」を開発課題として取り組むこと
としている。本プロジェクトは、COGES政策の推進支援を通し、コミュニティのニーズに即し
て、初等教育の質、アクセス、マネジメントの改善に対し、包括的に支援することを目的として
おり、国別事業実施計画と整合している。

3）現地のニーズ

本プロジェクトが採用する、行政と地域の限られた資源を必要なところに必要な活動を行なうた
めに効果的に活用する戦略は、「ニ」国の教育事情（限られた予算、人的リソース）を鑑みて妥
当である。
対象地域は、プロジェクト・フェーズIでは対象外だった6州を含む全8州（全国）であり、公平
性の観点から妥当である。

4）他ドナーとの連携

プロジェクト・フェーズIが確立した機能する学校運営委員会（COGES）による学校運営改善モ
デルは、以下に述べるように、他ドナーからも高い評価を受けている。
世界銀行が「ニ」国教育開発10ヵ年計画（PDDE）を支援するプログラムとして実施している基
礎教育開発支援プロジェクト（PADEB）第一フェーズ（2003-2007年）につき、最終年次の
2007年度予算についてはCOGESの全国普及、及び行政官によるモニタリングに充当することが
正式に決定している。この支援は、本プロジェクト・フェーズIIが目指すCOGESモニタリング・
システムの確立に向けた重要な土台となることから、「ニ」国国民教育省と事前評価調査団の間
で合意された協議議事録（M/M）において、世界銀行ニジェール事務所の教育専門官に連署人と
して署名を得た。
「ニ」国において就学前教育分野の協力を主導するUNICEFは、COGES主体によるコミュニティ
幼稚園の持続的な運営体制の確立を目指している。プロジェクト・フェーズIにおけるCOGES主
導のコミュニティ幼稚園運営の実績がUNICEFから高い評価を受けた結果、UNICEFとJICAの間
で、目標として30のパイロット幼稚園を対象とするコミュニティ幼稚園支援事業が正式に共同
実施されることとなった。

（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。

COGES主導による学校運営モデルの全国的な普及と定着というプロジェクト目標の達成には、
全国的なCOGES設置はもちろんのこと、それらのCOGESが継続的に機能するような仕組み、そ
してCOGES活動の質を高めるための具体的な知見の提供が必要となる。その意味で、フェーズI
で汎用性が実証されたCOGESモデルの全国普及（成果1）とその自立発展性を担保するモニタリ
ング体制の構築（成果2）、そして各COGESにおける教育改善活動の質的強化を目指すパイロッ
ト事業（成果3）の組み合わせは、プロジェクト目標の達成に有効と考えられる。
モニタリング体制の構築（成果2）に関連して、タウア州とザンデール州を対象とするフェーズI
の終了時評価（2006年7月実施）では「モデル構築の成否はまだ判断できない」との結論が出



された。しかし、プロジェクトのその後の努力により、COGES連合の最低限必要な役割である
COGESのモニタリングに限って言えば、モデル構築がほぼ達成されたと判断できる。フェーズII
においても、COGES連合に過重な役割を義務付けることなく、各COGES連合の与えられた環境
に即した普及を心掛けることで、汎用性の高いモデル構築の可能性が高まるであろう。
教育行政の地方分権化への流れの中で、国民教育省が各小学校のCOGESへ交付金を直接支給す
ることを検討している。その導入として、全国からパイロット校として選ばれる500校に対し
て、一校あたり5万FCFA（約12,500円程度）程度の交付金が試験的に支給されることが決まっ
ている。本プロジェクトによる技術支援を通じて、機能するCOGESが全国に設置されること
で、交付金が有効活用される基盤が整備される。

（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。

住民参画による学校運営の改善を目指す本プロジェクトでは、COGESによる学校活動計画の実
施はもちろんのこと、COGES連合によるCOGESのモニタリング活動など、住民主導の活動につ
いては、プロジェクトからの資金や資機材の投入なしで実施される。
COGESモデルの全国普及は、プロジェクト・フェーズIを含む教育開発の経験が豊富な現地NGO
との協働により進められる。
先に「妥当性」の項で述べたように、本プロジェクトの実施にあたり、COGESの全国普及とモ
ニタリングに関しては世界銀行、コミュニティ幼稚園に関してはUNICEFと、それぞれ連携が実
現することになった。これに伴い、プロジェクト側への費用削減効果、及び政策への影響力と
いった両面で高い効率性が期待できる。
長期専門家の候補者は、全員フェーズIから引き続き携わる予定となっている。「ニ」国の教育
政策や本プロジェクトが全国普及に協力するCOGESモデルに関する理解はもとより、「ニ」国
におけるフィールド活動の経験も豊富である。

（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。

上位目標である「基礎教育の質とアクセスが住民参画による学校運営によって改善される」に関
しては、行政とCOGES連合によるCOGES活動のモニタリングが持続的に行なわれ、また、文書
化される予定の教育改善活動のモデルが期待通りに普及していくことで、実現は十分に可能と見
込まれる。但し、就学児童数の急増により、COGES主導による教育改善活動だけでは質とアク
セスの確保が追いつかない可能性がある。中でも大規模な予算を必要とする教室増改築や教員の
増員については、行政レベルの対応も求められる。
COGES主体の学校運営改善は、学校を中心とする教育環境改善はもちろんのこと、学校を取り
巻く地域社会、ひいてはコミューン（郡）レベルの諸問題（保健医療、環境保全、農牧業など）
を解決するための能力強化にもつながることが期待される。
さらに、学校運営を末端とする教育行政が透明性を高め、説明責任を果たすようになることで、
「ニ」国の長期的なガバナンスの改善にも資するものと期待される。
本プロジェクトでは、先行するフェーズIで確立された住民参画による学校運営改善モデルを、
セネガルやマリなど仏語圏西アフリカの周辺国へと広域的に展開することも視野に入れている。
具体的には、周辺国の関係者も交えた合同ワークショップなどを開催し、関係国間での経験共有
を図っていく。

（5）自立発展性

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。

本プロジェクトにおけるCOGESモデルの全国普及（成果1）にあたり、本プロジェクト・フェー
ズIで一定の汎用性が確認され、すでに国家戦略として承認された、民主的選挙による保護者会
及びCOGES委員の選出、及びCOGESによる学校活動計画の策定と実施の手法を踏襲する。調査
団が視察した複数のCOGESにおいて、プロジェクト・フェーズIによる支援を一切受けずに
COGES主導による教育改善活動が実施されていることが確認され、2006年7月に実施された



フェーズI終了時評価の結果を再確認することとなった。以上のことから、少なくとも各COGES
のレベルでは、COGES活動の持続性は高いと期待される。
COGES活動に係るモニタリング体制の確立（成果2）を通じて、行政及びCOGES連合による
COGES活動のモニタリングが継続的に実施されるようになることが期待される。2008年4月に
は、COGES連合モデルを国家戦略として正式に承認するための全国会合開催が計画されてい
る。それらを通じ、基礎教育へのアクセスと質の向上を目指すCOGES活動が、一定の質を保ち
つつ継続されることが見込まれる。
本プロジェクトは、全国に9,000校近く存在する小学校のCOGESを持続的にモニタリングして
いくために、モニタリングに求められる最低限の内容を見極め、効率化を図る。そしてその成果
は、例えば、COGES連合による活動の「良い実践例」集とともに、COGES連合による活動に係
るガイドラインとして文書化されるため、自立発展性の向上が期待される。
制度面については、国民教育省COGES推進室のナショナル・コーディネータをはじめ、州教育
事務所のCOGES監督官、県視学官事務所のCOGES担当官と、COGES政策の実施に向けて専属の
担当官が配置されていることが「ニ」国の強みとなっている。これらの担当官は、本プロジェク
ト終了後においてもCOGES政策を主導していくことが期待されている。
財源については、本プロジェクトの初年度に関しては「ニ」国国民教育省が世界銀行の資金援助
を受けてCOGESの全国普及に向けた研修費用と活動のモニタリングに関わる経常経費を負担す
ることになっている。本プロジェクトの2年目以降についても、事前評価調査の協議議事録
（M/M）において、国民教育省による予算確保の意思が正式に確認された。しかしながら、
「ニ」国の2008年度以降の予算は現時点では未確定であるため、今後も引き続き、先方による
予算確保に向けて働きかけを行なっていく。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本プロジェクトは、世界最貧国の一つである「ニ」国の全州を対象とし、長期的な貧困削減の鍵とな
る基礎教育分野で活動を行なう。また、ジェンダー配慮の視点として、保護者会及び学校運営委員会
（COGES）などの住民組織の構成員は、選挙によって民主的に選出されることとなっており、男女と
も公平な参加機会が確保されている。それぞれのCOGES及びCOGES連合による活動には、女子の就学
促進に向けた啓発活動や成人女性と男性のための識字教育などが含まれている。以上のことから、
ジェンダーへの配慮がなされていると言える。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

本プロジェクトに先行し、2004年1月より実施されてきたプロジェクト・フェーズI（2007年7月終
了予定）では、タウア州及びザンデール州においてCOGESによる学校運営改善モデルが構築された。
フェーズIの成果の全国普及を目指す本プロジェクトは、フェーズIの成果と経験を基に計画・実施され
るものであり、過去の教訓は十分に活かされるものと期待される。

8．今後の評価計画

中間評価：2009年1月下旬から2月上旬
終了時評価：2010年1月下旬から2月上旬
事後評価：事業終了後3年


