
中間レビュー調査結果要約表 
１. 案件の概要 
国名：ネパール連邦民主共和国 案件名：小学校運営改善支援 
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グループ 

基礎教育第一課 
協力金額（レビュー時点）：109,965 千円 

協力期間 (R/D): 2007 年 10 月 17 日 
（2008 年 2 月～2011 年 2 月）

先方関係機関：教育省教育局 

１-１ 協力の背景と概要 
 ネパールの小学校の純就学率は全体で86.8％であり、女子に限れば83.4％にとどまってい

る（2005年、School Level Educational Statistics of Nepal）。また、小学校1年生の50.7％が1年
生修了時点で留年・中退している（2006年、Flash report 1）。この初等教育の完全普及を阻

害している要因については、教員の質の低さや学校施設の不足などだけでなく、貧困や親の

教育に対する意識の低さ、少数民族やカーストの問題なども挙げられる。 
 ネパール教育・スポーツ省（MOES、現教育省）は、初等教育の完全普及と教育の質の向

上を目的とした「万人のための教育（EFA）プログラム」（2004年～2009年）のなかで、教

育行政の地方分権化と住民参加による学校運営を重要戦略と位置づけている。その具体的な

手段として、各学校において地域住民によって組織された学校運営委員会（SMC）が、学校

改善計画（SIP）を作成し、SIPに基づき学校を運営する制度が導入されている。この方向性

は後継プログラムである「スクールセクターリフォーム計画（SSRP）」（2009年～2015年）

にも引き継がれている。 
しかし、現実にはSMCメンバーや校長・教員等の学校関係者の能力が十分でないために、

制度が十分に機能していない状況にある。また、地域の教育データや教育計画に基づく予算

配賦が行われておらず、学校改善に必要な教育予算が確保できない状況が生じている。さら

に、教育行政の分権化は、学校や行政の資金動員の能力の差などにより、学校間、地域間の

格差を生じさせており、国全体で就学率・中退率を改善するうえでの阻害要因となっている。

 このような状況から、ネパール政府から日本に対し、地方教育行政と学校運営の能力強化

についての技術協力の要請が行われた。この要請に基づき、2007 年に第 1 次・第 2 次事前評

価調査団が派遣され、案件形成に必要な情報の収集・分析や同国政府とプロジェクトの実施

についての協議・合意が行われた。そして、2007 年 10 月に JICA ネパール事務所長と MOES
計画局次官との間で実施協議の討議議事録（R/D）が署名・交換された。 
１-２協力内容 
（１）上位目標 

プロジェクト対象地域における初等教育の就学率及び中退率が改善する。  
（２）プロジェクト目標 

プロジェクト対象地域において、政府の支援と住民参加により学校運営が改善される。

（３）成果 

1.住民参加による SMC の学校運営能力が向上する。  

2.郡開発委員会（DDC)、村落開発委員会（VDC)、郡教育事務所（DEO）が技術・財政面

で学校ベースのマネジメントを支援する能力が改善される。  

3.教育・スポーツ省（MOES）、教育局（DOE）が全国的に最低限の教育の質の確保を 

達成するために採用すべき措置（施策・基準）についての提言が策定される。 

（４）投入（評価時点） 
日本側： 
専門家派遣      延べ 6 名 31.46M/M 
ローカルコスト負担  約 21,464 千円  機材供与 約 4,503 千円 



研修員受入       7 名     
相手国側： 
カウンターパート配置 延べ 10 名 執務室・光熱費等   約 700,000 円 

２. 評価調査団の概要 
 調査者 JICA 人間開発部基礎教育グループ次長 
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調査期間 2009 年 7 月 12 日～2009 年 7 月 23 日 
（コンサルタントは 2009 年 7 月 5 日より）

中間レビュー 

３. 評価結果の概要 
３-１ 実績の確認 
3-1-1 成果の達成度 

ほとんどの対象校で住民参加により SIP が作成されており、住民の意識やオーナーシップ

も醸成されている。また、作成した SIP のなかでも費用のかからない活動や低予算でまかな

える活動を実施し始めている対象校も多く、なかにはすでに郡の DEO、DDC、VDC や他 INGO
などに対して、SIP を活用して予算申請を始めている学校もある。この点から、成果１は十

分に達成されつつあるといえる。一方、成果２に関しては、村落教育計画（VEP）と郡教育

計画（DEP）の提出はこの 7 月末の予定であり、学校改善を支援するための SIP、VEP、DEP
の連携強化は進行中であるため、産出はこれからといえる。成果３に関しても、政府への具

体的な提言は、成果１と２の活動を反映して来年度から行われる見通しである。 
 
成果 1:  住民参加による SMC の学校運営能力が向上する。 
（１）不利な立場にいる住民を含めた SMC メンバーを選出している SMC の数 
内部中間評価によると、ジャナジャティやダリットのような不利な立場にいる住民は SMC

メンバーの 42%から 47％を占めており、この割合は両郡にて前年と変わらない。しかし、女

性のメンバーは両郡ともに 20％に満たず、ジェンダーバランスには改善の余地がある。  
（２）コミュニティにおける初等教育の実状を理解している SMC の数 

この指標は測定が困難である。しかしながら、中間レビューチームの現地調査によると、

対象校では、SIP 作成のために、SMC を中心に子どものいる家庭のマッピングや学校の問題

分析を行ったため、コミュニティの教育の実状を把握した内容になったという声が多い。 
（３）コミュニティのニーズを適切に反映した SIP を作成できる SMC の数 
この指標も測定が困難である。しかしながら、過去の SIP は、教室建設や教師の雇用など

学校環境の整備が多かったが、SMC がプロジェクトの研修を受けた後は、費用のかからない

活動や低予算でまかなえる活動が、SIP の内容に加えられるようになった。 
（４）SIP 作成ワークショップへの保護者と地域住民の参加度 
過去においては、学校運営を考え SIP を作成するのは校長だけであった。中間レビュー調

査では、プロジェクトによって、SMC メンバーや PTA メンバーが、SIP の作成過程に参加す

るようになってからは、メンバーが学校運営の重要さに気づき、自らの意見や考えを述べる

ようになっていることがわかった。多くの対象校で、SMC メンバーや保護者たちは、RP や

パートナーNGO の指導のもとに、村のデータを集め、自分たちの問題を分析し、それを解

決するための方法を考え、資金源を探す活動を自分たちで始めるまでになっている。 
（５） 学校の活動を適切に実施、モニター、評価できる SMC の数 

現在、学校は SIP の実施を始めたばかりのところであるため、実施、モニター、評価の適

切性については今後の測定となるが、SMC のミーティング数の頻度自体は、両郡で増加して

いる。また、内部中間評価のサンプル校のすべてが、現在の SIP の実施レベル（18%～44％
が実施済み）に満足している。中間レビュー調査では、ほとんどの学校が、費用のかからな

い活動や低予算でまかなえる活動は始めているものの、予算のかかる活動はまだ実施できて

いないことがわかった。   



（６）保護者会に参加した保護者（と地域住民）の数 
内部中間評価によると、全サンプル校で、保護者会のなかでも、SMC と PTA のミーティ

ングが最も頻繁に開かれている。また、SIP ミーティングも保護者会の一部となっており、

サンプルの 6 校のうち 5 校では、年 3 回開かれている。  
（７）不利な立場にいる住民の保護者会への参加度 

内部中間評価によると、不利な立場にいる住民の保護者会への参加度は、その出席率と発

言率ともに、以前は非常に低かったが、近年、ダリットと女性の参加が増加する傾向にある。

（８）学校の活動への貢献の意志がある保護者と住民の数 
「貢献の意志」については確認が難しいが、この成果は、プロジェクト目標３の指標であ

る「実際の貢献度」によって測定することができる。  
（９）不就学児童と中退児童のための活動を計画・実施した SMC の数 

中間レビュー調査では、多くの学校で、SMC メンバーや親たちによって、不利な立場にい

る子どもたちのために家庭訪問や啓発活動、就学キャンペーンが行われていることがわかっ

た。ダリットの子どもに奨学金を給付するための学校収入活動を行ったり、教育の重要性を

啓発すべく退学した児童の母親を対象にノンフォーマル教育への参加を呼びかけたりして

いる学校もある。  
 
成果 2: 郡開発委員会（DDC）、村落開発委員会（VDC）、郡教育事務所（DEO）が技術・

財政面で学校ベースのマネジメントを支援する能力が改善される。 
 対象地域において、VEP、DEP は作成過程にある。対象 VDC、DDC、DEO において VEP、
DEP の重要性については意識向上がみられるが、VEP、DEP の更新に関する能力開発が今後

必要となる。 
（１） DEO のスクールスーパーバイザー（SS）やリソースパーソン（RP）が教育状況を把

握するために行った集会や学校訪問などの機会の数 
プロジェクトによる影響はまだ確認できない。ただし、内部中間評価によると、ダディン

郡、ラスワ郡とも、DEO が校長会議、SS/RP 会議、スタッフ会議、教員組合会議を開催して

いる。中間レビュー調査では、RP による学校訪問の数はプロジェクト活動開始以降、顕著

に増加しており、ラスワ郡では、以前の 3－4 倍の頻度で学校訪問を行っている RP もいる。

（２）DEO（SS/RP）が不利な立場にいる学校へ行った訪問や助言の数  
内部中間評価によると、SS と RP による不利な立場にいる学校への訪問数は、2008 年、ダ

ディン郡では全校の 43.8%を占めており、ラスワ郡では 27.3%を占めている。SS/RP は、学

校活動をモニターし活性化するために、特に僻地の学校や教師の欠席数の目立つ学校、SMC
活動が機能していない学校、インフラ整備が欠如している学校を訪問している。  
（３）村落開発計画（VDP）における初等教育への予算配賦の割合 
プロジェクトの影響は確認できない。ただし、両郡ともに、VDC 予算の教育に占める割合

が増加傾向にあることは明らかである。特に初等教育への予算割り当ては、2008 年には前年

の 2 倍となっている。  
（４）DEC の会議数 
ダディン郡では、DEC は 4 名のメンバーで結成され、昨年は年 3 回、本年は 12 回の会議

が開かれた。しかしラスワでは、DEC は結成されたものの機能しておらず、本年も昨年も会

議は開かれていない。 
（５）DDC の初等教育への予算配賦の割合 

プロジェクトの影響は確認できない。ただし、国家の識字キャンペーンのため、DDC 予算

内の教育予算は顕著に増加しているが、初等教育に対する予算額はまだ確認できていない。

（６）教育分野のステークホルダー（DDC、DEC、VDC、DEO、他ドナー）の定期的ネット

ワーク会議の数 
内部中間評価によると、ダディン郡では、教育セクターのステークホルダー会議は、

2007/2008 年には、教育関連機関、NGO や INGO、政党代表を招いて年に 2 回開催されてお

り、この状況は、2008/2009 年も同様である。ラスワ郡では、NGO やダリット組織、障害者

組織を招いてのネットワーク会議が、奨学金給付のために 2007/2008 年には年に 1 回開かれ

ている。中間レビューチームは、両郡ともに、DDC/DEO、 VDC/VEC、 DEO 、他関係機



関間のネットワーク活動は定期化しておらず、十分に行われていないことを確認した。  
 

成果 3: 教育・スポーツ省（MOES）、教育局（DOE）が全国的に最低限の教育の質の確保

を達成するために採用すべき措置（施策、基準）についての提言が策定される。 
（１）提案された施策の数、フィージビリティ、質 

プロジェクトによって技術的に支援された「DEPガイドライン」は、すでに全国75郡に配

布されている。このように、今後プロジェクトが開発する「RCプロファイル」や「SIPトレ

ーニングガイド」「VEPファシリテーターガイド」などのマニュアルやフォーマットも改訂

され、DOEにより活用されることが期待される。また、提言には、メディア団体や教員組合、

市民社会を学校改善に巻き込んでいくことが含まれる予定である。 
中間レビュー調査では、プロジェクトはパイロット活動を行うことによって、提言に反映

するべき課題を発見していることがわかった。たとえば、DOEによって学校に供与されるSIP
グラントは、児童数に応じた額で経常経費や教科書代、総務に割り当てられ、ミニマムコス

トが保障されてはいるものの、SIPの全活動を実施するには十分でない。また、SIPとVEP、
DEPの活用の明確な運営方針が中央レベルで決定されておらず、特にVEPの位置づけは明ら

かでない。DEOとDDC、VDCの連携は、SIP実施のためにさらに強化されなければならない

が、それぞれの予算は戦略的に配分されていない。来年度、プロジェクトはネパールの有効

な学校運営のために、これらの状況を改善するための具体的な提言を策定する予定である。
 
3-1-2 プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト対象地域において、政府の支援と住民参加により学校運営が改善される。 
プロジェクト目標は、現時点では達成される見込みがあると判断される。パイロット校と

して 8 つの VDC から 92 校が選定されており（ダディン郡は対象 5VDC の全 68 校、ラスワ

郡では対象 3VDC の全 24 校）、これらの対象校では参加型により SIP が作成され、すでにコ

ミュニティの貢献により、費用のかからない活動や低予算でまかなえる活動が実施され始め

ている。DEO や DDC/DEC と VDC/VEC による技術的財政的支援が今後強化されれば、対象

校は予算を必要とする活動を実施するための資金源を得て、学校改善を推進することができ

よう。 
 
（１）事業期間に計画された年次 SIP の目標が達成された対象地域の学校数 

現時点では、対象校の SMC やコミュニティは年次 SIP の実施を始めたばかりであるため、

まだデータは確認できない。 
（２） 学校運営についての保護者と地域住民の満足度 
内部中間評価のサンプル校である 6 校の調査によると、ダディン郡・ラスワ郡ともに、保

護者と地域住民の満足度は増加している。学校が校長のものではなく、自分たちの学校にな

ったという意識の変化が大きく、住民たちは環境や教師の態度、ミーティングの改善など、

様々な学校の変化に満足している。 
（３）保護者と地域住民からの学校での活動への貢献度（資金、労働力、物資） 
内部中間評価によると、ダディン郡では 2008 年には、資金、労働力、物資ともすべて貢

献が増加している。他方ラスワ郡では、労働力だけが増加し他は減少しており、この理由に

ついてはさらなる分析が求められる。中間レビューチームの現地調査では、プロジェクトに

よるコミュニティ動員により、住民からの資金、労働力、物資の提供は顕著に増加している

様子がみられた。 
（４）学校運営の透明性（学校予算・決算の公表など） 

内部中間評価によると、ラスワ郡では、RPがソーシャルオーディット（コミュニティ、お

もにSMCが行う学校や教師の活動・業績・支出などのチェックを指す）の研修を校長とSMC、
PTAを対象に開始したばかりであり、今のところ学校による監査は行われていない。ダディ

ン郡の1RCでは、すべての学校にソーシャルオーディット委員会が結成されている。とはい

え、サンプル校ではどこも年に1回保護者会を開き、会計報告を公開していることがわかっ

た。中間レビューチームの現地調査によると、SIP活動内に活動のレビュー会合を設けてい

る学校もみられ、正式な監査ではなくとも、簡易な活動レビューを支出報告とともに行って



いる学校もあった。 
（５） 中央・地方政府が技術・財政面において学校運営を支援するためにとった行動の数

政府によってとられた行動の数は、いまのところプロジェクトにより収集・分析はされて

いない。中間レビュー調査では、中央や地方政府による技術的財政的支援はいまだ十分では

なく、多くの学校が予算の必要な活動を実施できていないことがわかった。特に DEO の学

校改善を支援する役割が十分に果されておらず、DDC/DEC や VDC/VED と協働しながら、

教育の質を向上する取り組みがなされていない。ただし、RP の学校訪問の回数は増えてお

り、RP によって資金源の確認やアクセスのための助言が行われている。 
 
3-1-3 上位目標の達成見込み  
プロジェクト対象地域における初等教育の就学率や中退率が改善する。 
データ収集は進行中であり、まだ上位目標の達成について結論を出すには時期尚早であ

る。とはいえ、対象校では不利な立場に置かれた子どもたちの就学を奨励するキャンペーン

や様々な支援活動がコミュニティの貢献により実施されており、これらのプロジェクト活動

は、対象地域における就学率や退学率の改善に資するものと思われる。ほとんどの対象校で

は、SMC や教師、親、児童が率先し、学校に来られない子どもに対し、家庭訪問による両親

の説得、奨学金の配布、文房具の供与などを行っている。 
 
３-２ 評価結果の要約 

5 段階評価の結果は以下のとおり。  

評価基準 評価結果 
 

妥当性 
 

高い 

・ 妥当性は以下の理由から高いと判断される。 
・ EFA 達成は、ネパールと日本双方の政策に打ち出されており、ネパー

ル「スクールセクターリフォーム計画（SSRP）)（2009 年～2015 年）
の基礎教育の章では、教育への平等なアクセスと教育の質の向上が明
記されている。この目標を達成するために、SSRP はコミュニティ参加
による SMC の学校運営能力の強化に力を入れる方針であり、同プロジ
ェクトのアプローチと一致している。 

・ 対象校は、教育の質を高め、未就学・不登校の子どもを減らすために、
学校運営能力を向上する必要があるため、ターゲットグループのニー
ズは、プロジェクト目標と一致している。 

・ プロジェクトの活動から引き出された教訓やグッドプラクティスが、
SSRP の戦略や実施に反映されることが期待される。  

・ プロジェクトの対象地域は、他の JICA 案件や SSRP とのシナジー効果
を考慮して、適切に選定されている。対象 VDC は、地域のニーズや他
地域への普及の広がりを考慮して、郡の関係者により選定された。 

・ 中央、地方、コミュニティレベルの能力開発によるシナジー効果を考
慮した手法は、日本の支援の特徴といえる。コミュニティ活動におけ
るローカル NGO とのパートナーシップと連携も、同プロジェクトの特
筆すべき点である。 

 
有効性 
（予測） 

 
高い 

・ 有効性は以下の理由から、現時点では高いと判断される。  
・ 対象校では、SMC はすでに作成した SIP をもとにコミュニティの貢献

と自助努力により資金のかからない活動や低資金でまかなえる活動を
実施し始めており、今後、地方政府によって、技術的財政的支援が強
化されれば、対象校が資金を得て、SIP のなかで予算を必要とする活動
を実施できる可能性は高いと考えられる。今後の SIP 実施とモニタリ
ングによって、SMC の学校運営能力が高まることが期待されるため、
プロジェクト目標が達成される見込みは高いといえる。  

・ プロジェクトは、コミュニティの参加により SMC が SIP を計画し、資
源を明らかにし、実施、モニタリングしていくことによって、SMC の
学校運営能力が向上することを目指しており、成果とプロジェクト目
標の関係は整合性がある。  

・ コミュニティ啓発活動により、ほとんどの対象校でコミュニティの貢
献は顕著に増加しており、結果として学校の環境や教育の質が向上し



始めている。   
・ プロジェクトは、既存の研修システムで用いられる教材の改善を試み

ており、修正されたマニュアルや教材は、今後、他地域でも DEO や SS、
RP、SMC の能力強化のために有効に活用される見通しである。  

・ 対象郡でのローカル NGO との連携は有効に機能しており、このパート
ナーシップの手法や経験が SSRP の戦略に提言しうるものである。  

・ プロジェクト目標達成のためには、SIP 実施支援や VEP の改定支援、
DEP の改定に重要な役割を果す DEO、SS、RP の能力が、今後の活動
のなかでさらに強化される必要がある。DEO については、対象校の抱
える教育の質の問題を解決するために、学校に技術的支援を行い学校
間の格差を埋める努力がさらに求められよう。  

 
 

効率性 
 

適正 
 
 
 

・ 投入量と成果達成の関係から、効率性は適正であると判断される。 
・ 成果 1 は、SMC の意識向上によりほとんどの対象校でコミュニティの

ニーズを反映した現実的な SIP が作成され、すでに資金のかからない
活動や低資金でまかなえる活動から実施が開始されている。資金源を
求めて積極的に動く学校もあり、十分に成果の産出が行われている。
成果２は、SIP、VEP、DEO の連携と整合性の強化をはかるべく活動中
であり、対象地の VEP と DEP は改定の過程にある。成果３は、成果１
と２の結果をもとに、来年から具体的に提言がはかられる予定である。

・ SIP を実施するための財源にアクセスする機会や技術が、SMC にはい
まだ不足している。DEO による SIP のレビューとフィードバック、
DEO、DDC、VDC による SIP 支援のためのネットワーク活動、学校間
での情報交換と SIP 実施のグッドプラクティスの共有などの活動が、
今後の効率性の向上のために求められる。 

・ コストパフォーマンスの点では、 専門家、機材、研修、先方からの施
設提供の量、質、タイミングともに適切であった。パートナーNGO の
現場での DEO、SS、 RP との協働も、プロジェクト活動の効率性に大
いに貢献した。ただし、特に郡レベルでキーとなるカウンターパート
の異動は、プロジェクト活動に影響を与えている。  

・ 子どものためのコミュニティ主体型ノンフォーマル教育支援プロジェ
クト（CASP）、学校保健・栄養改善プロジェクト（SHNP）、学校建設
案件など他の JICA 案件との情報交換や協働が、プロジェクトの効率を
上げている。DEP 支援に関しては、ワールド・エデュケーション（World 
Education）と対象郡を同じくするため、密な情報交換を行っている。 

 
インパクト 
（予測） 

 
中程度 

・ インパクトは、上位目標の達成見込みからみて、現時点では中程度と
判断される。対象校が作成した SIP には、不利な立場に置かれた子ど
もたちを学校に通わせるための様々な活動が計画されており、多くの
学校が、SMC や教師、PTA による就学キャンペーン、家庭訪問、奨学
金供与、文房具の配布などをすでに実施している。この点からみて、
対象校による活動は現地の就学率や退学率の改善に貢献することが予
測される。しかし、対象地域の貧困状況や地方分権化の動向を考慮す
ると、上位目標を達成する見込みは不確実である。  

・ 上位目標を達成するためには、学校運営改善を支援し、VEP と DEP を
作成する役割を果すはずの DDC/DEC や VDC/VEC が十分に機能して
いない。  

・ SSRP 開発予算の 3.5% が地方レベルの能力開発に割り当てられること
になっており、プロジェクトの学校運営の能力開発のアプローチがこ
こに反映されることが期待される。  

・ 他のドナーに対しても、現場の経験をふまえたプロジェクトの SMC 能
力強化のアプローチが影響を与えることが期待される。  

・ コミュニティでは、すでにプロジェクトによるポジティブなインパク
トが発現している。例えば、住民の教育意識が上がり、将来の展望に
ついて考えるようになったこと、教師と親の関係が良好になり、教師
の職務態度が改善されたこと、児童たちも、不登校児の家庭訪問、学
校改善活動などに参加するようになり、より規律が守られるようにな
ったこと、などである。プロジェクト・デザインに社会包摂が統合さ
れているため、現在のところ、コミュニティに対する負のインパクト



は見受けられない。 
 

自立発展性 
（見込み） 

 
中程度 

・ 自立発展性は、以下の理由から現時点では、中程度であると判断され
る。  

・ SSRP2009-2015 がプロジェクトのアウトカムを支援していく見込みで
ある。 

・ MOE と DOE は、プロジェクトのモデルを他地域に普及していくこと
を考えており、DOE はすでに、プロジェクトの支援した DEP ガイド
ラインを承認し、全 75 郡に配布している。  

・ RC レベルと学校レベルで、RP や SMC の運営能力や組織能力は向上し
ているが、DEO の指導能力はさらに強化が求められる。SIP の支援に
加えて、VEP と DEP の連携推進に関しても、DEO の働きは十分ではな
い。DEO や SS の学校改善支援は十分とはいえないが、RP のなかには、
自分の担当 RC のプロジェクト対象外の学校に対して、プロジェクトで
開発された SIP の研修教材やフォーマットを配布している者もいる。 

・ RC レベルと学校レベルでは、住民や教師などが学校運営の改善を十分
に認識し始めたため、オーナーシップは醸成され始めている。しかし、
DOE や DEO からの技術的財政的支援はいまだ十分とはいえない。 

・ DOE による SIP 予算は、ノンサラリー経常経費などの名目で今後増加
され、継続的に学校の児童数に応じて配布されていく見込みである。 

・ 対象郡では、DDC や VDC の教育に対する予算割り当ては増加してい
く傾向であるが、SIP 実施のために同予算を使えるかどうかは、それぞ
れの学校の SMC の能力にかかっているのが現状である。 

 
３-３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 
・プロジェクトは既存の研修システムで用いられる教材の改善を試みているため、プロジェ

クトの経験をもとに修正されたマニュアルや教材は、ネパールの他地域でも十分に有効に活

用できるように計画されている。 
（２）実施プロセスに関すること 
・ローカル NGO と協働してコミュニティ動員を行うことにより、対象校の学校改善のため

に非常に有効に機能している。 
 
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 
・地方分権化が進行中であり、DDC、DEC、VDC、VEC が完全に機能しておらず、コミュ

ニティによる学校運営改善に対する支援が有効に行われていない。 
（２）実施プロセスに関すること 
・郡レベルで DEO と SS、RP の異動が行われ、経験の蓄積が行われにくい状況がうまれて

いる。 
 
３-５ 結論 
今回の調査結果に基づき、合同レビュー調査団は特にコミュニティレベルにおいて、参加

型の SIP 作成を通じて、学校運営改善に対するオーナーシップの醸成やコミュニティの貢献

が増え、SMC、コミュニティの能力が確実に高まっていることを確認した。また、コミュニ

ティによる学校改善を進めていくうえで、コミュニティに一番近い存在である DEO、SS、
RP がキーパーソンであり、彼らのさらなる能力強化こそがコミュニティと行政が協働でプ

ロジェクト目標を達成していくうえで重要であることが再確認された。しかしながら、プロ

ジェクトの活動（研修やモニタリング活動）を通じて DEO、SS、RP の能力向上は行われて

いるものの、DEO、SS、RP の人事異動や人員配置の不足、柔軟な予算の不足が組織として

の能力を生み出すには至っていない。 
ネパールは地方分権化に向かう過程にありその機運が高まっているが、選挙が行われてい

ないことから、DDC、DEC 、VDC、VEC が完全には機能しておらず、コミュニティが学校

を改善していこうとするボトムアップのニーズに必ずしも応えることができていない状況

にある。 



しかしながら、プロジェクト後半の活動において、プロジェクト前半で作成されてきた SIP
の実施、モニタリングに向けたさらなる SMC やコミュニティの能力強化、SMC やコミュニ

ティをファシリテーションする DEO（SS/RP）の能力強化、DDC/DEC、VDC/VEC との連携

強化が行われることにより、プロジェクト目標は達成されると合同調査団は考える。 
折りしも本合同レビューが開始された時に、2009 年から 7 カ年の教育セクターの方向性を

定める SSRP が承認された。このプログラムにおいて、SMC の能力強化や DEO による技術

的なバックストップの重要性が指摘されており、本プロジェクトの成果がこのようなネパー

ル政府の重要課題に資することを合同レビュー調査団は期待する。 
 
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）グッドプラクティスの共有 
 今般の調査を通じて、SIP の実施に向けた活動（特にお金のかからない活動）が行われて

いることが確認できた。これら活動のグッドプラクティスを DEO（SS/RP）が中心となって

収集、分析し、彼らの日常のスーパービジョンに活用するとともに、SMC 間での学びあいの

場を設定することが提言される。 
（２）地方自治体との連携強化 
 お金のかからない SIP の実施が進むなか、SMC のやる気を高めるためにも今後お金のかか

る活動（主に教室や衛生施設など）についての資金手当が重要である。地方分権化の過程に

おいて、地方自治体におけるこれら予算は増加する傾向にあり、今後は DEO、SS、RP を中

心に SMC がこれら資金にアクセスできる道筋をつけることが重要である。したがって、SIP、
VEP、DEP の計画のリンケージの強化とともに、実際にお金がコミュニティに配賦されるよ

うさらに DOE と地方自治体との連携強化が行われていくことが提言される。 
（３）SISM の成果を生かした研修内容の改善に向けた取り組み 
 SISM で行われた研修はコミュニティの意識向上に大いに役立ち、SIP の質の改善や SIP 実

施に向けたコミュニティによる貢献の度合いが増している。MOE と DOE は SSRP 実施の枠

組みにおいて、これら成果、特に研修プログラム、予算手当て、研修に従事するスタッフの

養成について検討することが提言される。 
（４）SIP 実施支援に向けた DEO、SS、RP の取り組み 
 SMC、コミュニティによる SIP 実施が進むなか、教育の質の問題など、コミュニティ間に

共通し、コミュニティだけでは解決できない事項（技術的、財政的）については、DEO、SS、
RP による介入が必要となる。よって、本プロジェクト期間でこれら事項への取り組みにつ

いて、DEO、SS、RP の役割を明確にするとともに、パイロット事業の実施を通じて、彼ら

の能力をさらに強化することが提案される。 
（５）DOE、DEO の役割 
 地方分権化政策において、教育開発における地方自治体の役割が大きくなり、コミュニテ

ィが学校運営改善において積極的な役割を果たすことは自明のことである。しかしながら、

引き続き教育の質や平等を確保するにあたって、DOE、DEO が果たすべき役割や責任は重要

かつ大きい。その意味で、DEO がコミュニティのニーズを十分分析し、DOE がそれらを中

央のビジョン、政策、ガイドラインに反映させ、DOE から DEO に、DEO からコミュニティ

に具体的なメッセージとして提示していくことが望まれる。そこで、本プロジェクトの実践

を通じた現場での学びを着実に蓄積、分析し、今後予定されている成果３に反映されること

が提言される。 
（６）教育省内や教育セクターのドナーコミュニティとの SISM 成果の共有 
 SSRP が開始されるにあたり、ネパール政府と各ドナーの間ではキャパシティディベロッ

プメントへの関心が高まっている。そのような状況下、SISM で取り組んでいるキャパシテ

ィディベロップメントの成果が関係者間のディスカッションにおいて共有され、今後策定さ

れるキャパシティディベロップメントプランに反映されることが肝要である。したがって、

MOE、DEO が中心となりプロジェクトの情報や教訓、知見を MOE 内、その他関係政府機関

やドナーと共有していくことが提案される。 
（７）制度化について 
 プロジェクトの経験が制度化されていくには、人事異動を克服してプロジェクトの経験が



確実に引き継がれていくことが肝要であり、中央レベルでの学校運営に関与する他部署のさ

らなる関与が増えることも提言される。 
 
 




