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Ⅰ 案件概要 
国名 アフガニスタン･イスラム共和国 

協力期間 2004 年 3 月 26 日～2007 年 3 月 31 日(3 年間) 

相手国側機関 アフガニスタン教育省識字局(Deputy Minister of Functional Literacy: DMFL) 

日本側協力機関 (社)日本ユネスコ協会連盟 

協力金額 293.3 百万円 

関連協力 
識字強化プロジェクト(Support for Expansion and Improvement of Literacy Education in
Afghanistan: LEAF) 

上位目標 カブールにおけるノンフォーマル教育を強化する 

プロジェクト目標 
ノンフォーマル教育のモデル CLC(コミュニティ学習センター：Community Learning Center)を構築す
る 

成果 
1.ノンフォーマル教育(識字教育、生活技術・技能訓練)に関する教材が開発される。 
2.識字教員、生活技術教員に研修が実施され、教員が養成される。 
3.CLCが地域住民による運営委員会により運営され、住民がノンフォーマル教育を受ける。 

投入(日本側) 投入(相手側) 

専門家派遣 延べ 12 名 76M/M C/P 配置  5 名 

機材供与 9,502 千円 機材購入 N.A. 

ローカルコスト 120,006 千円(うち CLC 建設費 18,179 千円) ローカルコスト N.A. 

研修員受入 延べ 21 名  7M/M 土地・施設提供 CLC 用地(3 ヶ所)の提供 

その他 N.A. その他 N.A. 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

 本プロジェクトはカブール市内の 3地区(5、8、12 地区)にそれぞれ設置したコミュニティ学習センター(以下、CLC)をベ
ースに「モデル CLC」の構築を目的として実施された。アフガニスタンは長年の紛争により多くの国民が教育を受ける機
会を奪われ、成人識字率は男性 49%、女性 19.6%(2003)と大変低いものであった。従って、これまで教育機会を得られな
かった成人や公教育でカバーしきれない層を対象に識字率や生活技術を向上させる「ノンフォーマル教育」(以下、NFE)
をコミュニティレベルで実践する本プロジェクトのニーズは非常に高いものであった。本プロジェクトでは、住民と協働
とする運営体制、識字のみならず生活技術・技能教室の提供、地域社会を促進させる場、という機能を持った「モデル CLC」
を確立させた。CLC という場ができたことにより、スポーツイベントや塾の運営、女性グループによる女性専用ジムの運
営など、地域コミュニティの形成や多民族間の相互理解に繋がっている。また、現地テレビ放送の NFE 特集の中で CLC が
取り上げられるなどのインパクトも発現している。アフガニスタン政府は、主要教育政策の中で CLC を通じた NFE を非識
字率減少の戦略として挙げ、各郡に CLC を設置するという実施方針も策定している。また、同国は教育省識字局内に CLC
を運営するための CLC 事務局を新たに設置するなど、政策的な面で持続性が担保されている。本プロジェクトによって設
置された 3CLC は、学習者の減少は見られるが、現在も識字教育や技能訓練が実施されており、住民の意向を取り入れな
がら独立採算制をとるなど継続して運営されている。一方、CLC はアフガニスタンにとって未だ新しい概念のため、コミ
ュニティの間で十分に CLC に関する理解が浸透しておらず、また CLC 運営に係る CLC 関係者間(関係省庁、NGO、国際機関、
コミュニティ)の調整にも課題が残っている。そのため、本プロジェクトで「モデル CLC」のあり方は構築されたが、これ
までのところ CLC は新設されていない。識字教育環境の変化に伴った対応が柔軟にできる体制を CLC に持たせる必要もあ
り、今後プロジェクトの効果の高い持続性を保つためには下記提言に記したような努力が必要である。なお、プロジェク
トは実施途中で大統領選挙のため日本人専門家の退避など一時中断はされたが、所期の成果は産出しており、協力期間、
協力金額とも効率的な運営がなされた。 
以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 
<教育省識字局への提言> 
カブール市内の 3CLC のプログラム実施状況をみると、年々識字教育よりも技能訓練に対する需要が高まっている。これ
らの CLC ではカブール市内という都会の立地条件にもよるが、地域住民のニーズによって CLC の提供課目の変更に順応で
きる体制の確保が必要である。また、識字局自身からも CLC 運営の今後の課題として挙げられているとおり、CLC 普及・
拡大のためには、一般市民に対する CLC の啓蒙活動、技能訓練のための教室や専門教員の確保、CLC に関わる国際機関、
NGO、識字局、住民との調整が必要である。 
<評価の制約> 
プロジェクトで実施した CLC それぞれからは質問票の回答が得られなかったため、本評価は、CLC を管轄する教育省識字
局への質問票回答、日本側プロジェクト実施者(日本 UNESCO 協会連盟)へのインタビューおよび関係資料のレビュー等で
分析を行った。 
また、アフガニスタンという国情により入手できた情報は限られており、補足の追加質問・確認も困難であった。 

 

1 妥当性 

1.アフガニスタン国開発政策との整合性 
 非識字者の減少は、アフガニスタン教育省の基本政策「アフガニスタン教育の復興と開発(2002)」および 2004 年 1 月に制
定された新憲法に掲げられている。また、プロジェクト実施中に出された「暫定版アフガン国家開発戦略(2005)」や「国家
教育戦略計画(2006～2010)」においても識字教育の重要性を繰り返し謳っている。中でも識字教育は雇用促進および経済活
動に繋がると重視されていた。 
2.アフガニスタン国開発ニーズとの整合性 



 2003 年の UNICEF 調査によると、成人識字率は男性 49%、女性はその半分以下の 19.6%と非常に低い値であった。非識字者
は貧困層に多く、本プロジェクトは識字教育により経済活動を促進させ貧困削減につなげるという同国の開発ニーズとも合
致していた。 
3.日本の援助政策との整合性 
 日本は 2002 年に「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN)」を発表しており、NFE への支援を重点項目の一つとして
いる。JICA による「対アフガニスタン支援方針」では NFE の拡大を含む教育分野が 5つの開発課題の一つとして挙げられて
いる。 
 以上より、本プロジェクトの実施はアフガニスタン国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、
妥当性は高い。 

2 有効性･インパクト 

1.プロジェクトの成果及びプロジェクト目標の達成度 
本プロジェクトで NFE スタッフ用教材および識字、生活技術、技能訓練に関する 6 教材が計画どおり作成され、ほとんど
がダリ語若しくはパシュトゥン語、または両言語に翻訳されている。予定していた識字局職員および CLC 関係者への研修(計
画 260 名)と、教員および教員資格を有している人への研修(計画 440 名)は、識字教員研修 5回(178 名)、識字局職員研修計
20 回(473 名)、教材開発研修 2 回(92 名)、NFE 関係者と大学生向けセミナー6 回(1,160 名)を実施しており、それぞれ計画
数を上回った。プロジェクトでは環境保全、算数ドリル、収入方法など住民のニーズに基づいた内容の副教材の開発や、現
地で入手できる材料を使った教授法も取り入れつつ実施された。このようなニーズに基づいた教材の使用や副教材の開発に
よって教員の教習能力が向上し、実施機関のモニタリングによると生徒の授業に関する満足度が高まったことが判明してい
る。CLC 運営には、住民と行政が参加する CLC 運営委員会(以下、CLCMC)を設置し、住民のニーズを汲み取り、また技能を持
つ住民がボランティアで技能訓練教員を行うなど、住民参加型の運営基盤が構築された。一方、対象 3CLC で識字教育を受
けた住民総数は 750 人と目標数(1500 人)には達しなかった。これは、学習者の動機付けが弱かったり、また、引越しや、高
額な参加費用が支払われる他 NGO が運営する識字教室への移籍、結婚などが理由として挙げられていた。但し、本プロジェ
クトの目標は対象住民の識字率向上ではなく、「CLC モデル構築」であったため、識字教育を受けた住民数の少なさがプロジ
ェクト目標を損なうものではない。また、識字コースを修了した住民(279 名)は、識字局が実施する識字修了テスト(同国の
識字レベルの基準である小学校 4年生レベル)で 37%が合格し、目標の 35%を上回った。対象 CLC は識字教室以外にも結婚式、
スポーツ大会など地域活動の場としても使われた。 
これらの成果から、プロジェクトで実施した CLC は、①行政と住民との協同運営、②識字教育とニーズに基づいた生活技
術・技能教室の提供、③地域社会の拠点としての機能、という要素を兼ね備えた「CLC モデル」を構築した。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 8 地区の CLC では青年組合が自主的に塾を運営、5地区では女性グループが女性ジムを運営するなど、多民族で構成されて
いる都会の中でコミュニティの形成および相互理解の促進に繋がっている。CLC の学習者の 8 割は女性となっており、識字
率が低い女性へのインパクトがあったと推測される。その他正のインパクトとして、同国民放 TV が国際識字デーに併せた
識字ドキュメントに CLC の存在も取り上げられたことが挙げられる。しかしながら、未だカブール市内に新たな CLC は設立
されていない。識字局からは、CLC 自体がまだ新しい概念であるため、コミュニティへの啓蒙が不十分な点、CLC に関係す
る省庁、NGO、国際機関などとの間の調整が不足している点などが要因となっており、今後 CLC 普及のための課題として報
告されている。また、現在 3CLC では識字教室の学習者が減少しているが、協力機関の事後報告書によると、3CLC はカブー
ル市内という立地もあり、識字活動とカブール市内の公的教育の充実により識字教室の需要が減少しているという識字教育
を取り巻く環境の変化が報告されている。 
以上より、本プロジェクトの実施により、一定の効果発現がみられ、有効性は中程度である。 

3 効率性 

1.成果 
 「有効性・インパクト」の 1.で述べたとおり、本プロジェクトは所期の成果を産出している。 
2.投入要素 
 CLC 建設用地に関し、カブール市から教育省への譲渡手続きに 9ヶ月を要し CLC 建設が遅れた。また、大統領選挙に伴う治
安悪化を懸念して 2004 年 9-12 月に日本人専門家が一時退避した。これらにより投入のタイミングのずれが生じ、予定した
研修などの活動が遅れプロジェクトの効率性はやや下がった。しかしながら、プロジェクト目標達成への影響はなかった。
3.協力期間・協力金額 
計画 36 ヶ月に対して実績 36 ヶ月であり、計画通りであった(計画比 100%)。協力金額は、計画額 315.78 百万円に対して実
績 293.28 百万円であり、計画内に収まった(計画比 92.8%)。 
 以上より、本プロジェクトは成果の達成に対して投入が適切であり、効率性は高い。 

4 持続性  

1.政策制度面 
 「国家教育戦略 5ヵ年計画(2006～2010)」には識字率向上のために NFE の重要性が記してあり、その効率的な手段の一つ
として各郡(全 398 郡)に CLC の設立を掲げている。また、「国家識字行動計画(2008～2013)」において、CLC は住民を参加
させる識字プログラムとして重視されている。さらに、教育省識字局の中に CLC を担当する CLC 事務局が設立されるなど、
政策制度面での持続性が確保されている。 
2.カウンターパートの体制 
 CLC 運営は教育省改革に伴い、新たに教育省識字局内に CLC 運営を担当する CLC 事務局が設置され政府の体制は強化されて
いる。現在 CLC 運営にはプロジェクトで設置した CLCMC と CLC 事務局が並存しているが、CLC によっては CLCMC の活動が不
活発となり、名目上のものとなっている所もある。しかし、CLC 事務局である行政側が中心に運営している CLC でも未だ住
民が自主的に運営に参加しており、これまでどおり住民の意向を汲んだ運営となっている。各 CLC にはプロジェクト実施中
と同様に CLC 所長(住民代表 1 人)、識字教員 8 人、警備員 1 人が識字局より配置されている。一方、CLC のもう一つの機能
である技能訓練は、専門教員が現在各々7-8 人在籍している。しかし、技能訓練用の教室および住民のニーズにあった専門
教員の確保が困難である旨報告されており、技能訓練の開講課目が実際の住民のニーズに基づいた内容よりは教員の有無に
よって決まっている。地区識字分局には、局長と CLC に派遣された識字教員を監督する 2人のスーパーバイザーが配置され
ている。 



3.カウンターパートの技術 
プロジェクトで開発した教材や教員マニュアルは現在も活用されており、またプロジェクト中に実施した「現地で入手で
きるものを使った教材」での授業への取り組みが今も実践されている。具体的には、教員は砂、豆、葉、花など身近なもの
を教材として用い、また、生徒の関心を高めるため詩やフリップチャートを使用するなど教授法を工夫している。CLC の運
営維持管理方法に関しては、識字局が関係者に対してワークショップ、セミナーを通じて研修を行っている。また CLC 教員
に対しては経験豊富な教育省識字局員による訓練も実施されている。 
4.カウンターパートの財務 
 識字局は、分局職員と識字教員の人件費、識字教科書と暖房費を CLC 運営予算に計上している。教育省は 2009 年には 100
万 Afs(約 US$22,000)を全国にある 9 つの CLC に対する機材調達に計上、その他教育省開発予算から 19 万 5,600Afs を教材
費として配分した。各 CLC でも識字以外の収入向上クラスで授業料の徴収や洋裁教室で作った成果品の販売を通して、わず
かであるが自己収入がある。 
5.効果の持続状況 
 日本側協力機関による事後調査によると、2008 年時点で実施されている開講課目は数的には変わりないが、内容は住民の
ニーズに沿って変化が見られる。実施研修回数は CLC によって異なり、5 地区の CLC ではクラス数が半減し、年間卒業生の
数は 2006 年の 1/3 に減少している。他の 2CLC(8、12 地区)については国際治安支援部隊民軍協力センターのトルコ軍より
財政および機材の支援を受けたこともあり、研修回数は維持されている。しかし、卒業生の数はそれぞれ年間 100 名程度減
少している。全体数の減少のうち、識字学習者の減少が影響しているが、技能訓練課目によっては受講生が増加しているク
ラスもあるなど、その地区での学習のニーズ変化が要因の一つであると考えられる。 
 以上より、本プロジェクトは、カウンターパートの体制の一部に軽度な問題があり、本プロジェクトによって発現した効
果の持続性は中程度である。 

 


