
評価調査結果要約表 

担当部：人間開発部基礎教育第二課 

１. 案件の概要 

国名: ニジェール共和国 案件名：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 
分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部基礎教育第二課 協力金額（評価時点）：119,663,000 円 

協力相手先機関： 国民教育省 協力期間（R/D）:  
2007 年 8 月 1 日～2010 年 7 月 31 日（3 年間） 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

 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ジェール共和国は、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 年までに 94%へ向上させ

ることを目標としている。また同計画では、学校運営に関する権限を中央省庁から学校運営委員会

（COGES）へ委譲することを骨子とする地方分権化政策が柱の一つとして掲げられている。この政策は

学校を取り巻く地域住民を学校運営の中心的担い手として位置づけ、学校運営計画策定から運営資金の

管理、教員の管理などの権限を委譲し、さらに保護者への就学啓発活動などの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戦略が不在で、COGES は機能していなかった。そこでニ

ジェール政府は日本に対し、COGES 政策を具現化するための技術協力を要請し、この要請に基づいて

2004 年 1 月から 2007 年 7 月まで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Ⅰ

が実施された。 
 フェーズⅠでは、学校運営における住民参画を効果的に促進する COGES モデルが構築された。対象地

域のタウア州とザンデール州においては同モデルの有効性が実証され、2007 年 4 月に国民教育省（MEN）

が主催した国家 COGES 実施戦略セミナーでは同モデルが公式なモデルとして承認された。この承認を受

け、ニジェール政府は同モデルを全国（約 9,000 校）に普及することを決定したうえで、全国普及とモデ

ル発展のための技術協力を日本に要請し、2007 年 8 月から 3 年間の予定でみんなの学校プロジェクトフ

ェーズⅡが開始された。 
現在、長期専門家 4 名（チーフアドバイザー/教育アドバイザー、COGES モニタリング、学校活動計画、

能力強化/業務調整）を派遣中である。フェーズⅡでは、（1）機能する COGES の全国普及に向けた行政

官、校長、教員、住民の能力強化、（2）設置された COGES のモニタリング体制の構築、（3）パイロット

地域（タウア州とザンデール州）において COGES を通じた教育改善活動のモデル構築、を目指している。

 
１－２ 協力内容 

（１）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。 
 
（２）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。 
 
（３）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。 
２．COGES のモニタリング体制が構築される。 
３．パイロット地域（タウア州とザンデール州）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。 
 
（４）投入（評価時点） 

日本側：合計 119,663,000 円 
長期専門家派遣     4 名（65MM）   機材供与        17,599,000 円 
短期専門家派遣     1 名（1.83MM）  ローカルコスト負担  102,064,000 円 
研修員受入       2 名  



 
相手国側： 
カウンターパート配置  12 名       機材購入      なし 
土地・施設提供     なし    
ローカルコスト負担   世界銀行支援による研修費 
 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長・総括 原 雅裕  JICA 国際協力専門員 
教育企画  近藤 奈々 JICA アフリカ部中西部アフリカ第二課特別嘱託 
協力企画  山下 契  JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課 
評価分析  三宅 隆史 社団法人シャンティ国際ボランティア会 

調査期間 2009 年 2 月 7 日（土）～2 月 28 日（土） 評価種類：中間レビュー 
 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１） 成果 

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。 
全国の州国民教育事務所（DREN）所長、COGES 監督官、県視学官、COGES 担当官を対象にワークシ

ョップやセミナーが実施され、地方行政官の能力が強化された。また、フェーズ II から新規に対象とな

った 6 州で、6,579 名の校長（計画の 99.46%）が COGES 委員の民主選挙に関する研修を受講し、13,267
名の COGES 委員（計画の 98.54%）が学校活動計画策定に関する研修を受講した。なお、研修実施経費

は世銀が支援した。 
 
成果 2：COGES のモニタリング体制が構築される。 

COGES 連合の設置、COGES 担当官によるモニタリングに関するマニュアル、ガイドラインが計画通

り作成、改訂された。2008 年 7 月、国民教育省主催のワークショップにて COGES 連合モデルが公式に

承認され、2008 年 10 月に省令が発布された。 
 COGES 連合の設置と機能化については、タウア州、ザンデール州ではフェーズ I 実施中に 99 の COGES
連合が設置された。見返り資金運用開始の遅れによって COGES 担当官によるモニタリングが中断された

期間、COGES 連合の総会・事務局会合の実施回数に低下がみられた。  
新規対象 6 州については 2008 年 10 月から 09 年 1 月にかけて、アガデス州を除く 5 州の 149 コミュー

ンで COGES 連合設置研修が実施され、6,423COGES（計画の 99.4%）が受講、現在までに 5 州で 67COGES
が設置された。なお、アガデス州に関しては治安状況悪化のため、COGES 連合設置研修の実施が見合わ

されている。 
地方行政官によるモニタリングについては、タウア州、ザンデール州では COGES 担当官が定期的に

COGES 連合を巡回し、モニタリングを実施している。COGES 担当官月例会議も定期的に実施されてお

り、COGES 監督官が COGES 担当官を監督・支援している。 
新規対象 6 州では、COGES 担当官が定期的に COGES を巡回し、モニタリングを実施してきた。ただ

し、移動手段となるバイクの供与の遅れのために、モニタリング活動に支障が出ている。COGES 連合設

置研修実施後、COGES 担当官月例会議が実施されるようになっている。 
 
成果 3：パイロット地域（タウア州とザンデール州）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。 

2006 年にタウア州の 3COGES に導入された COGES が運営主体となるコミュニティ幼稚園は、国連児

童基金（UNICEF）との連携のもと、急速に拡大し、タウア州、ザンデール州ともに 55 園に達した。2008
年 8 月には機能する COGES が運営主体となるコミュニティ幼稚園モデルが公式モデルとして承認され

た。 
2007-08 年度の農村部就学前教育就学率において、コミュニティ幼稚園が最初に導入されたタウア州が

全国 1 位となり、そのインパクトが確認された。23 のコミュニティ幼稚園が設置されたイレラ県では、

初等教育入学者の男女比（女子数／男子数）が 0.77（2007-08 年度）から 0.95（2008-09 年度）に改善さ

れた。コミュニティ幼稚園モデルに関する簡易 5 項目評価の結果、妥当性、有効性、効率性、インパク

ト、自立発展性のいずれも高いことが確認された。ただし、自立発展性に影響すると考えられるモニタ



リングについては効果的・効率的なシステムの構築には至っていない。 
 フォーラム・アプローチに基づいた 2 つのキャンペーンが実施され、目覚ましい成果をあげた。ザン

デール州では 2007 年 5 月から、タウア州では 2008 年 4 月から女子就学促進キャンペーンが実施された

結果、女子入学登録者数が大幅に増加し、入学登録者における男女比率（女子数／男子数）は、大きく

改善された。2008 年 1 月から教育の質向上キャンペーンが実施されたザンデール州は、2007-08 年度の初

等教育修了試験合格率が前年度から 13.2 ポイント改善され、全国 1 位となった。 
ザンデール州、タウア州で開始された視学官会議を、国民教育省が 2009 年 1 月に全国において制度化

した。 
 
（２） 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。 

新規対象 6 州において 6,577 校（計画の 97.08%）が民主的に COGES を設置し、COGES 設置に関する

議事録を県視学官事務所に提出した。全国における民主的な COGES の設置が達成された。COGES の機

能度を測る指標となる学校活動計画策定について、2007-08 年度は全国で 6,632 校（計画の 66.41%）が県

視学官事務所に学校活動計画を提出した。しかしながら、インタビュー調査結果によるとドッソ州の

COGES の機能度は、フェーズ I 終了時のタウア州における COGES 機能度と比較すると改善の余地がみ

られる。 
 
（３） 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。 

フェーズ I が開始された 2004 年以降、国民教育省とドナーの協力の結果、ニジェールにおける基礎教

育の質とアクセスに関する指標には、改善がみられる。国民教育省と JICA は、プロジェクトを通じた

COGES の設置と機能化が教育指標の改善に大きく貢献しているという認識を共有した。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：非常に高い 

現地のニーズに基づいた学校運営改善はコミュニティと児童のニーズに合致するものである。 
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ニジェール政府の教育開発 10

カ年計画（PDDE 2003-2012）に明記されており、ニジェールの国家政策の優先度に合致するものである。

日本は、アフリカ開発会議（TICADⅣ）において「みんなの学校」モデルを通じた学校運営改善プロジ

ェクト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、日本の援助政策の優先度に合致

している。 
住民参画による教育開発は、政府のリソースが限られているニジェールにおいて適切なアプローチで

ある。本プロジェクトの学校運営改善モデル（民主選挙による COGES 委員の選出、学校活動計画の策定

と実施、COGES 担当官や COGES 連合によるモニタリング）はフェーズ I において適切性が確認されて

いる。 
 
（２）有効性：高い 

全国のほぼすべての学校（97%）において COGES が民主的に設置された。COGES の機能度を表す指

標となる学校活動計画提出率は 66％にとどまっているが、モニタリング体制の強化による改善が期待さ

れ、プロジェクト目標である COGES の「全国普及」と「機能化」に着実な進捗がみられる。モニタリン

グ体制の構築に遅れが見られるものの、成果は概ね順調に発現しており、プロジェクト目標の達成に貢

献することが期待される。 
一方、プロジェクト目標の指標に目標数値が設定されていないため、目標達成状況を具体的に評価す

ることが困難となっている。 
 
（３）効率性：中程度  

 活動と投入は概ね計画通り実施されたものの、見返り資金運用開始と COGES 担当官用バイク供与の遅

延が、COGES 担当官によるモニタリング体制の構築に遅れをもたらした。 
効率性に貢献した要因として以下の 3 点があげられる。第一に COGES の全国普及に関する研修は世銀

の基礎教育開発支援プロジェクト（PADEB）による財政的支援によって実施された。第二にコミュニテ

ィ幼稚園の普及は UNICEF との連携に基づき、UNICEF が就学前教育局との協力によりコミュニティ幼

稚園の教員の養成研修、教材のミニマムパッケージの供与を行った。第三にコミューンと COGES 連合の



連携が COGES 連合設置に関する教育省省令（2008 年 10 月）に規定されたことで、COGES 連合の活動

にコミューンの積極的な支援が得られている事例が複数報告された。 
 
（４）インパクト：高い 

 COGES の全国普及と機能化が、上位目標である教育のアクセスと質の改善の大きな貢献要因であるこ

とが確認された。 
ポジティブなインパクトとしては次の 2 点が確認された。第一に COGES が就学前教育、中等教育、保

健分野など、初等教育以外の分野の開発に取り組んでいる事例が報告された。第二にニジェールにおい

て有効性が実証された COGES モデルをもとに、セネガル、マリにおいても同様の学校運営改善プロジェ

クトが開始された。ブルキナファソにおいてもプロジェクト実施に向けたパイロット事業を実施中であ

る。これらの国に対して、本プロジェクトがその経験を共有したり、プロジェクトスタッフが技術支援

を行ったりする事例も出てきている。 
 
（５）自立発展性：中程度 

 政策面については住民参画型の学校運営を促進することは教育開発 10 カ年計画（PDDE）に明記され

ている。COGES、COGES 連合のモデルは国家レベルで公式化されており、政策面の自立発展性は高いと

判断される。 
組織・財政面については中央レベルに COGES 推進室、州レベルに COGES 監督官、県レベルに COGES

担当官が配置されており、COGES 政策を持続的に推進する組織体制は整備されている。モニタリング経

費は現在見返り資金から支出されているが、同資金の運用終了後の予算手当てについて今後検討してい

く必要がある。 
技術面については COGES 監督官、COGES 担当官は COGES の全国普及に関する研修を成功させ、研

修実施能力を実証した。COGES 連合、COGES に対するモニタリング能力、技術支援能力については、

COGES担当官月例会議等を通じて強化が図られている。特にタウア州とザンデール州においてはCOGES
連合、COGES がある程度機能していることが確認された。ただし、COGES 担当官によるモニタリング

が中断された期間には機能度の低下がみられ、適切なモニタリングの必要性が確認された。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 COGES 担当官月例会議は COGES モニタリングのシステムとして機能しているだけでなく、COGES
担当官の能力強化にも貢献している。民主選挙による選出は、COGES 連合、COGES の透明性を確保す

るだけでなく、COGES 連合委員、COGES 委員が無報酬にもかかわらず喜んでその任務を果たすモチベ

ーションになっている。COGES 担当官が COGES 連合、COGES の問題解決に貢献した事例が複数報告さ

れ、COGES 連合、COGES の機能化に大きな役割を果たしていることが確認された。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

 コミューン長の COGES 連合設置研修への参加、コミューンによる COGES 連合に対する経済的・物質

的支援など、COGES 連合とコミューンの連携は、COGES 連合の機能強化に貢献し、コミューンレベル

における教育開発を促進している。 
 
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 

 PDDE を支援する世界銀行との調整、モニタリング費用を支援する見返り資金の拠出が COGES 政策実

施上、不確定要因になっている。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

2008 年 2 月頃に見込まれていた見返り資金の運用開始が、2009 年 1 月まで遅れたことにより、COGES
モニタリングシステムの構築に遅れが生じている。世銀の支援によって 2007 年 2 月頃に予定されていた

COGES 担当官用のバイク供与がいまだ実現していないことで、COGES 担当官によるモニタリングの実

施が困難になっている。 
治安悪化によりアガデス州におけるプロジェクト活動実施が不可能になっている。 

 



３－５ 結論 

 COGES の全国普及と機能化を通じた教育改善は、ニジェールの国家政策や受益者となるコミュニテ

ィ、児童のニーズに合致しており、妥当性は非常に高い。活動と投入も概ね問題なく実施されており、

COGES の全国普及はほぼ達成され、コミュニティ幼稚園やフォーラム・アプローチ、視学官会議といっ

た教育改善につながるモデルの構築も進んでいる。ただし、見返り資金の運用開始や COGES 担当官用バ

イク供与の遅延により、COGES モニタリング体制の構築に遅れが生じている。今後のプロジェクト活動

の成功のためには、特にこれらの部分について国民教育省のさらなるコミットメントが必要である。 
 COGES の機能化のためには、COGES 担当官の役割が非常に重要であることが確認された。このプロ

ジェクト目標達成に向けて、今後は COGES 担当官の能力強化を優先課題として取り組んでいくことが求

められる。 
 
３－６ 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） COGES のさらなる機能強化（国民教育省とプロジェクトに対する提言） 

 COGESの機能強化の鍵となるのがCOGES担当官の能力強化である。COGES担当官月例会議がCOGES
担当官の能力強化に大きく貢献していることから、国民教育省が同会議の定期的な開催に必要な予算を

支出すること、プロジェクトが同会議開催を技術的に支援することを提言する。 
 
（２） COGES 担当官の選定基準の明確化（国民教育省に対する提言） 

 COGES の機能強化において COGES 担当官の果たす役割は非常に重要である。能力の高い COGES 担

当官を確保するため、選定基準を明確に設定することを提言する。 
 
（３） COGES 担当官用バイクの早期供与（国民教育省に対する提言） 

 COGES の機能化に不可欠な COGES 担当官による十分なモニタリングを可能にするため、バイクが早

期に供与されるよう必要な手続きの促進を提言する。 
 
（４） 見返り資金の適切な運用（国民教育省に対する提言） 

 モニタリングの適切な実施のためには、見返り資金の定期的な支出が不可欠である。適切な支出を保

障するため、資金運用計画を策定し、関係省庁の承認を得ることを提言する。 
 
（５） コミュニティ幼稚園のモニタリングに関するモデルの構築（国民教育省とプロジェクトに対する

提言） 

 プロジェクト活動を通じて、教育開発におけるコミュニティ幼稚園の有効性が実証されつつあるが、

そのモニタリングシステムは十分とはいえない。幼稚園の運営面、教授面に関する効果的なモニタリン

グを可能にするため、国民教育省に就学前教育指導主事の増員を提言する。また、プロジェクトがイレ

ラ県におけるモニタリングシステム構築に関するパイロット事業の実施を技術的に支援することを提言

する。 
 
（６） フォーラム・アプローチの他州への拡大（国民教育省とプロジェクトに対する提言） 

 タウア州、ザンデール州において目覚ましい成果をあげたフォーラム・アプローチに基づくキャンペ

ーンを、他州でも実施することでニジェール全体の教育開発が促進されることが期待される。国民教育

省による州フォーラムの開催、キャンペーンの計画・実施をプロジェクトが技術的に支援することを提

言する。 
 
（７） 県視学官との関係強化（国民教育省とプロジェクトに対する提言） 

 県レベルの教育開発の責任者である県視学官の能力強化は、プロジェクト活動の促進に大いに貢献す

る可能性を持つ。国民教育省とプロジェクトに、県視学官による COGES 政策の実施に関する経験共有を

促進することを提言する。 
 
（８） プロジェクトの効率的な運営（プロジェクトに対する提言） 

 全国展開によって増大している活動に効率的に対応するため、プロジェクトチーム内の情報共有、業

務分担、活動の優先順位付けを適切に行う取り組みを継続することを提言する。 
 



（９） COGES の能力強化と補助金導入への慎重な対応（国民教育省に対する提言） 

 一部ドナーが COGES に対する補助金交付制度の拡大を提案しているが、COGES に補助金を有効活用

する能力が備わっていなければ COGES の機能低下をもたらす危険性もある。国民教育省が COGES の能

力強化に取り組みつつ、補助金交付制度の本格実施には慎重に対応することを提言する。 
 
（１０） PDM の改訂 

 PDM の一部に現在の活動の優先順位を反映していない部分が生じている。またプロジェクト目標の指

標を含め、具体的な数値目標が設定されていない指標がある。プロジェクトの進捗と目標達成状況を適

切に評価できるよう、PDM に必要な改訂を加えることを提言する。 
 なお、これらの改訂は 9～10 月に開催される予定の合同調整委員会（JCC）までには承認されるよう、

速やかに全州国民教育事務所長の合意を取り付ける必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




