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ナイジェリア 

小学校建設計画 

 

外部評価者：ｱｰﾝｽﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ﾔﾝｸﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ㈱ 高橋久恵 

０．要旨 
初等教育へのアクセス改善を目指し、基礎教育の無償化等に取り組むナイジェリア

では、生徒数の急増に対して教育施設の不足が課題となっており、小学校施設の増設・

整備を行った本事業は、基礎教育を重点分野に掲げたナイジェリアの国家政策に合致

したものである。本事業の実施状況についても、アウトプット、事業費、事業期間全

て予定通りであった。予想を超える就学人口の増加や環境の変化もあり、教室の混雑

状況の緩和や周辺校への維持管理体制の波及、近隣で水を確保できる学校数等、基本

設計調査時に想定された学習環境の改善を示す一部の事業効果は計画値に満たなかっ

た。その一方で、就学児童数の増加、女子児童の就学率・衛生状況の改善、さらに戦

略的に実施された技術協力支援、草の根無償資金協力との連携支援による児童の成績

向上等、同国の基礎教育分野における開発課題の改善に資する幅広いインパクトが認

められた。持続性についても、多くの対象校では維持管理に関する意識に変化が見ら

れるが、一方で事業の効果を確保するための体制や維持管理状況に若干の懸念が残る。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。  

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

      事業地域の位置図        カドゥナ州 Gwangwada小学校 

 

1.1 事業の背景 

1999年 5月に誕生したオバサンジョ政権は、全児童に対する基礎教育へのアクセス

の提供や非識字率の減少を目標とした「基礎教育普遍化計画」を策定し、9 年間の基

礎教育（初期及び前期中等教育）1の無償・義務化、質的改善、教員養成の改善等に必

                                                   
1ナイジェリア国の教育制度は、初等教育 6年、前期中等教育 3 年、後期中等教育 3 年、高等教育
4年の日本と同じ 6-3-3-4制である。初等教育から前期中等教育の 9 年間を「基礎教育」と位置づ
け義務教育としている。 

カドゥナ州 

ナイジャー州 プラトー州 

ナイジェリア 

=対象地域 
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要な施策を実施した。その結果、同国の初等教育就学人口の年間増加率は 14.0％とい

う高い伸び率を示していた。 

一方で、同国では学校施設の老朽化が著しく、全国で約 54万教室が不足していると

いわれていたが、原油依存の経済体質と放漫な経済運営による慢性的な国家財政の赤

字、巨額の累積債務等の問題を抱え、基礎教育就学人口の急増等にともなう施設整備

に対応できない状況にあった。このような背景のもと、我が国は同国の教育施設整備

の重要性を認識し、特に教室不足が顕著な北部 3州（ナイジャー州、プラトー州、カ

ドゥナ州）において、小学校の教室建設及び付帯施設の整備に係わる支援を実施する

に至った。 

 
1.2 事業概要 

ナイジェリア北部の 3州の既設小学校において、教室の増設、教育用家具・備品(黒

板、児童用の机・椅子)の調達、便所の建設、深井戸施設の建設を行うことにより、対

象地域の基礎教育環境の改善を図る。 

 
E/N限度額／供与額 1,647百万円 ／ 1,636 百万円 

交換公文締結 2004年 8 月 (1/3期)、2005年 7月 (2/3期)、 
2006年 7月 (3/3期) 

実施機関 連邦教育省 全国基礎教育委員会（UBEC） 

事業完了 2006年 1月 (1/3期)、2007年 1月 (2/3期)、 
2008年 2月 (3/3期) 

案件従事者 本体 施工業者：株式会社 ユアテック 

コンサルタント 八千代エンジニアリング株式会社 

基本設計調査 2003年 11月~2004年 3月 

関連事業 （技術協力）「初等理数科教育強化プロジェクト

（SMASE）」（2006年‐2009年）：対象地域 3州（パイ
ロット州）における現職教員研修、「SMASE フェーズ
2」（2010 年-現在）：対象地域 3州（パイロット州）及
びパイロット州以外の 34州における現職教員研修。 

（草の根・人間の安全保障無償資金協力）「ナイジャー州

12 小学校における初等理数科教育向上計画」（2008
年）：理数科教材の配付。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 高橋 久恵（アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー㈱） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 
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 調査期間：2010年 11月～2011年 12月 

 現地調査：2011年 2月 2日～2月 20日、2011年 6月 26日～7月 4日 

 

2.3 評価の制約 

 本事業の対象地域に含まれるプラトー州では 2010年 12月に宗教対立による抗争事

件が発生し、80人以上が死亡する等、治安が不安定であったため、現場視察を行うこ

とが出来なかった。そこで、評価を実施するに当たり、首都アブジャにおいてプラト

ー州の州基礎教育委員会(State Universal Basic Education Board：SUBEB）の職員に聞取

り調査を実施し、必要最低限の情報の収集・確認を行った。しかし、受益者調査の結

果に同州の受益者は含まれない為、一部の定性的効果やインパクトにはプラトー州の

対象校 26校への支援による影響は反映されていない。また、本事業ではナイジャー州、

プラトー州、カドゥナ州の 70校が支援対象となっていたが、時間の制約によりナイジ

ャー州・カドゥナ州の 44校のうち 27校を選択し2、実地調査、受益者調査を実施した。 

 

 
3．評価結果（レーティング：B 3） 

3.1 妥当性（レーティング：③4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 ナイジェリアでは、2004 年に貧困削減戦略文書(Poverty Reduction Strategy Paper: 

PRSP)に相当する中期国家開発計画「国家経済強化開発戦略  （National Economic 

Empowerment and Development Strategy: NEEDS）」（2003-2007）が策定された5。同戦略

は 4つの国家開発基本戦略6より構成され、その一つである「社会憲章の実施」で基礎

教育分野は貧困の撲滅を進めるために最も振興の必要性の高い分野であることが明言

された。現在の開発政策である「ビジョン 20: 2020」（2008-2020）においても、教育

は国民の潜在能力を高める重要分野と定め、「2015 年までに男女とも 100％の初等教

育完了、2020 年までに 100％の前期中等教育完了」することを目標に掲げている。こ

のように同国では、計画時以降現在まで、一貫して教育が貧困の撲滅や国民の能力の

最大化のために必要性の高い分野であることが打ち出されてきた。 

 また、基本設計調査時には「基礎教育普遍化計画（Universal Basic Education: UBE）」

                                                   
2 実地調査を行った 27校は、本事業で井戸を建設した学校を含むこと、都市の中心部・地方部を
含むことを条件に、実施機関及び現地コンサルタントと協議のうえ選択した。 
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
5 PRSPは、途上国政府のオーナーシップの下、幅広い関係者が参画して策定される貧困削減に焦
点を当てた 3年間の経済社会開発計画である。1999年 9月の IMF・世界銀行年次総会時に策定に
ついての国際的な合意を得て以来、従来の国家開発計画に代わって実質的に「新しい形態の国家開

発計画」としての位置付けを占める国も多い。 
6 1) 政府及び公共セクターの改革、2) 民間部門の振興、3) 社会憲章の実施、4) 富の再配分、の 4
項目。 
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が策定され、9年間の基礎教育が無料・義務化された。UBEでは、全国民への教育機

会の提供が目標とされ、教室・施設の量・質の改善が必要であると述べられている。

その後、2009年に策定された「教育セクターロードマップ」においても、初等教育の

環境改善に向けた教室・便所・給水・衛生施設の整備に関し、具体的施策や期限が示

されている。本事業は教室、便所、給水施設の整備を支援し、政策・施策の具現化に

資するものであり、高い整合性が認められる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 計画時、同国は基礎教育の無償・義務化に努めていたが、小学校施設の老朽化・教

室不足が深刻な問題となっており、UBEの実施に伴う生徒数の急増への対応が困難な

状況にあった。さらに、同国の教育分野に向けられる予算比率は国内総生産比の 7%

弱と低いうえ、教員給与に同予算の大半が支出され、UBE実施に不可欠な施設建設に

十分な予算が配分されずにいた。このような状況のもと、教室の増設、付帯施設の整

備、教育用家具・備品の調達を実施したことは、教室不足の緩和と基礎教育環境の改

善という点でその意義が認められる。なお、本事業は同国におけるわが国初の教育セ

クターへの支援であることを考慮し、対象地域には首都に近接しモニタリングが容易

である北部地域の中心的な 3州が選択された。対象校は教室不足が著しく不足してい

る地域において「教室建設の必要性・緊急性があること」、「必要な教室数が 2を超え

ること」等を選定基準とし、3州の 70校が対象校となった7。 

 現在も同国には小学校に通えない約 1千万人の児童がおり、彼らの通学を可能にす

るためには約 25 万の教室が必要と考えられている8。したがって、小学校の教室の増

設やそれに伴う家具・用具供与の必要性は引き続き高く、本事業の実施は同国の開発

ニーズに整合するものである。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 1999年 8月の経済協力政策協議において、我が国の対ナイジェリア政府開発援助の

重点分野は、①保健医療、②水供給、③基礎教育、④地方電化、の 4点とすることが

合意された。また２００５年の政策協議では農業が加わり、２００７年の政策協議で

はこれらの分野を重点分野として継続していくことが確認された。基礎教育の分野で

は、初等教育施設の整備、教員の質的・量的拡大を重視した支援を実施していく方針

が掲げられ、本事業の対象地域においては無償資金協力による初等教育施設の整備（本

事業）、技術協力「初等理数科教育強化プロジェクト」による現職教員の研修、さらに

ナイジャー州での草の根無償資金協力「初等理数科教育向上計画」による教材配布等

の支援が展開された。これらの包括的な支援の実施は、同国の基礎教育における開発

                                                   
7 70校の内訳は次の通り。ナイジャー州 12校、プラトー州 26校、カドゥナ州 32校。 
8 UBECの試算による。 
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課題9の解決に向けた取り組みとして、その整合性が認められるとともに、当時の日本

の援助方針に合致したものであったといえる。 

 

以上より、本事業の実施はナイジェリアの開発政策、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。 

 

 

3.2 効率性（レーティング：③） 

3.2.1 アウトプット 

 本事業は、学校施設の整備及び家具・教具の調達、さらに施設の維持管理に係わる

関係者を対象としたソフトコンポーネント（コンサルタントによる実地訓練）を実施

したものである10。その計画と実績は以下表 1及び表 2に示す通りとなった。 

 

表 1 アウトプット（施設・主要機材）の計画と実績 

州名 項目 計画 実績 計画と実績の差異 

ナイジャー 
（12校） 

施設（数） 
教室 78 78 

なし 

校長室・倉庫 5 5 

便所ブース 68 68 

家具・備品（セッ

ト） 
机・椅子（2人用） 1,794 1,794 

黒板 78 78 

深井戸（本） 深井戸 4 4 

プラトー 
（26校） 

施設（数） 
教室 147 147 

なし 

校長室・倉庫 4 4 

便所ブース 144 144 

家具・備品（セッ

ト） 
机・椅子（2人用） 3,381 3,381 

黒板 147 147 

深井戸（本） 深井戸 10 10 

カドゥナ 
（32校） 

施設（数） 
教室数 265 265 

なし 

校長室・倉庫 4 4 

便所ブース 170 170 

家具・備品（セッ

ト） 
机・椅子（2人用） 6,095 6,095 

黒板 265 265 

深井戸（本） 深井戸 5 5 
出所：基本設計調査及び事業完了報告書 
 

                                                   
9 同国の基礎教育分野の開発課題には①教育サービスへのアクセス改善、②初等理数科分野を中心
とする教育の質の向上、が明示されている。詳細は以下のサイトを参照。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/jigyou/pdfs/nigeria.pdf 
10 同国では公共物を大事にする、維持管理をするという文化・習慣が不足しており、施設だけ増
築しても日常の清掃・維持管理活動の重要性について理解を促さない限り、本事業で建設整備する

施設が破損、劣化する危険性が非常に高いとされた。そこで、学校設備の維持管理に関わる関係者

にオーナーシップ意識を持ってもらい、維持管理が持続的に行われる素地を作ることを目的とした

ソフトコンポーネントが実施された。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/jigyou/pdfs/nigeria.pdf
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表 2 ソフトコンポーネントの計画と実績 

項目 
実施内容 計画と実

績の差異 計画 実績 

期間 ７M/M ７M/M なし 

内容 

コンサルタントによる実地訓練の実施 
内容：  
①実施ガイドライン原案の作成 
②現地側カウンターパート機関への説明 
③現地タスクフォースの設置 
④モデル校の決定および実施スケジュー
ル作成 
⑤対象校に対するオリエンテーション 
⑥小学校維持管理マニュアル作成 
⑦モデル校における維持管理活動の実践 
⑧ワークショップの準備・実施 
⑨施設維持管理モニタリング・マニュアル
作成 

コンサルタントによる実地訓練の実施 
内容：  
①実施ガイドライン原案の作成 
②現地側カウンターパート機関への説明 
③現地タスクフォースの設置 
④モデル校の決定および実施スケジュー
ル作成 
⑤対象校に対するオリエンテーション 
⑥小学校維持管理マニュアル作成 
⑦モデル校における維持管理活動の実践 
⑧ワークショップの準備・実施 
⑨施設維持管理モニタリング・マニュア
ル作成 

なし 

出所：基本設計調査及び事業完了報告書 

 

学校施設の整備及び家具・備品の調達は計画通り実施されており、現在も十分に活

用されていることが実地調査及び SUBEB 職員への聞取り調査を通じて確認された。

教室の建設に使用する一部の鉄筋の種類を同国の鉄筋の規格強化に伴い変更したが、

これは同国の規則に即したものであること、軽微な変更であること、効果の発現や安

全性の確保に対しても影響は生じていないことから、変更の内容は妥当と考えられる。 

ソフトコンポーネントは、学校施設の維持管理活動の主な担い手となる校長、教員、

コミュニティーリーダー等がオーナーシップを持ち、施設の維持管理を自ら継続的に

行うための素地を作ることを目的として表２の通り実施された。 

  具体的には、各州で SUBEB職員がコンサルタントと共に、各対象校のタスクフォ

ース(TF)メンバーを対象とした①衛生管理、②施設維持管理、③学校運営方法等の講

義・ワークショップを行い、実際に児童とともに清掃・

衛生活動を行った。ワークショップはモデル校11におい

て実施されたが、全対象校に設置された TFメンバーが

各地域で実施されたワークショップに参加することで、

全対象校において意識啓蒙を図り、そこで学んだ内容を

各学校内やコミュニティで普及できるよう工夫が図られ

た。さらに、施設維持管理のマニュアルや啓蒙用の資料

が作成され、参加者のオーナーシップや啓蒙用の資料の

活用度を高める為、小学生に解り易い絵や写真を織り交

ぜたポスターを作成する、カドゥナ州では同地域のコミ

ュニティでより広く使われているハウサ語版のポスター

を作成する等の工夫も図られた。 

                                                   
11 モデル校は各州で対象校の立地状況を勘案し、各対象校から比較的アクセスが容易である学校、
本事業により深井戸が設置された学校を中心に選定された。 

写真：現地語（ハウサ語）で
作成した学校施設の維持管
理のための啓蒙用ポスター 
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活動の投入量・内容が適切であったかを受注コンサルタント及び実施機関に確認し

たところ「実施期間内で実施する内容、投入量としては適切であった」との回答を得

た。一方、ソフトコンポーネントについては、事業実施後に瑕疵検査等を通じた状況

確認が行われないため、瑕疵検査時にソフトコンポーネントに関連する項目のモニタ

リングを組込む等の工夫が望まれるとの意見が挙げられた12。 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

 本事業の事業費は交換公文（E/N）限度額 1,647百万円 に対して、1,636百万円と計

画内に収まった（計画比 99％）。これは、E/N 限度額と受注企業（コンサルタント及

び施工業者）の落札額の差額によるものである。なお UBEC 及び SUBEB の職員によ

れば、日本による建設費は同国の建設費よりも高めであるものの、質の高い優れた仕

様が用いられ、補修・修繕の費用を抑えることが可能になったため、関係者から非常

に高い評価を得ている。 

 

3.2.2.2 事業期間 

 本事業の事業期間13は 44ヵ月の計画に対して、2004年 8月～2008年 2月の 42ヵ月

で計画内（計画比 95%）に収まった。 

   

 以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。 

 

 

3.3有効性14（レーティング：②） 

3.3.1 定量的効果(運用効果指標) 

(1) 一教室当たりの児童数 

 本事業で新たに教室を増築することにより、計画時には一教室当たり平均 121名で

あった児童数を 45名に減少することが想定された。事後評価調査の結果では、本事業

の対象校における同指標は平均して 69人となり、計画値である 45人は満たされてい

ない（表 3参照）。主な理由は、対象地域を含む同国全体で就学児童人口が予想以上に

増加したこと15、人口増に対してナイジェリア側により適宜教室を建設又は増設する

ことが困難であったためと考えられる16。また、本事業により新しい教室が増設され

                                                   
12 受注コンサルタントへのインタビュー調査より。 
13 事業期間には、詳細設計、入札期間、据付工事期間を含む。 
14有効性判断にあたり、インパクトも加味してレーティングを行う。 
15 2004年には 236万人であった対象 3州の初等学校の総就学生徒数は、2009年には 279万人とな
り、5年間で約 43万人も増加した。 
16 実施機関へのインタビュー調査より。実施機関の担当者は、設計時に想定以上の人口増を想定し
た教室建設を計画することは現実的でないため、児童数の増加に対してはナイジェリア側がフォロ

ーアップすべき課題であるとしている。 
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たことで、コミュニティ等が児童の就学を呼び掛け、児童数が増加した例等も確認さ

れた。同指標は、計画値には至らなかったものの、予想以上の就学児童人口の増加に

反して事業実施前の平均 121名から事後評価時には 69名に減少しており、同事業の実

施により対象校における教室の混雑状況は一定程度緩和したと判断できる。しかしな

がら、基本設計調査では、計画教室の面積（56m2）は 45 人を収容し教育を行うのに

十分な広さであると判断し計画値を設定した。したがって、一教室当たりの児童数が

45人を超える現状の学習環境には未だ改善の余地があり、教室の混雑状況の緩和にさ

らに取り組むことは、ナイジェリア側の今後の課題と考えられる。 

 
表 3 対象校（70校）における一教室当たりの児童数 

 基準値（2004年） 計画値 実績値（2010年） 
平均 121人 

45人 

69人 
ナイジャー州 109人 80人 
プラトー州 117人 60人 
カドゥナ州 128人 68人 

    出所：UBEC 及び各州 SUBEB 提供資料より作成。 

 

(2) 校長室・倉庫のない学校数 

 計画時には対象校 70校のうち 13校において、教員の執務スペースや教具・教科書

の保管場所がなく、学校運営に支障をきたしていた。そこで、本事業により校長室や

倉庫のない対象校を無くし、学校運営・教育環境の改善に寄与することが期待された。

表４に示す通り、対象校全てに必要な施設（校長室、倉庫等）が整備され、実地調査

及び各 SUBEB職員への聞取り調査の結果においても、本事業により建設された全て

の校長室や倉庫は教材の保管や教員の授業の準備、PTAの集会、コミュニティの打合

せの場として有効に活用され、特に教員にとって指導環境の改善に貢献している点が

確認された。 

表 4 校長室・倉庫のない学校数 
 基準値（2004年） 計画値 実績値（2010年） 

合計 13校 

なし 

なし 
ナイジャー州 5校 なし 
プラトー州 4校 なし 
カドゥナ州 4校 なし 

    出所：UBEC 及び各州 SUBEB 提供資料より作成。 
 

(3) 便所のない学校数 

 本事業の計画時、調査対象校のほぼ全校には便所がない、または使用に耐えないほ

ど破損していた。そのため、女性教員等は近所の民家の便所を借りること、児童は草

むらで用を足すことを余儀なくされ、学校の敷地内やその周辺地域では劣悪な衛生状

況が問題となっていた。 

本事業では、「全対象校に男女別の便所が設置される」という目標を達成するため合

計 382ブースの便所が建設された。便所の未整備は高学年になるにしたがって就学率
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が落ち込む一要因とも言われているため、全ての対象校に便所が設置されたことは学

校環境の改善に貢献したと判断できる。 

 

表 5 便所のない学校数 
 基準値（2004年） 計画値 実績値（2010年） 

合計 51校 

なし 

なし 
ナイジャー州 9校 なし 
プラトー州 25校 なし 
カドゥナ州 17校 なし 

    出所：UBEC 及び各州 SUBEB 提供資料より作成。 
 

(4) 近隣からも安全な水の得られない学校数 

 事業実施以前、対象校の中には敷地内に給水施設がなく、近隣からも水を得ること

ができない学校が 19校確認されていた。これらの学校では、清掃や手洗い、便所に必

要な水の入手を遠方の給水施設や河川水などに頼っていた。そこで、本事業ではこれ

ら 19校に深井戸を整備し、水の入手に困っている学校に安全な水が供給されるよう支

援した。本事業では全対象校において、学校内もしくは近隣から水が得られることを

目標としていたが、事後評価調査時に確認したところ、ここ数年の間に過去には利用

可能であった複数の井戸の故障や水の枯渇等の問題が生じている。そのため、対象校

70 校のうち本事業で井戸を設置しなかった 19 校で水の入手が困難な状態になってお

り、便所の清掃に必要な水が得られないケースも確認されている。上記の理由から、

基本設計調査時に想定された「近隣からも水の得られない対象校数を０とする」状況

は現時点では達成されていない。 

 

表 6 近隣からも水の得られない対象校数 
 基準値（2004年) 計画値 実績値（2010年） 

合計 19校 

なし 

19校 
ナイジャー州 4校 6校 
プラトー州 10校 13校 
カドゥナ州 5校 なし 

    出所：UBEC 及び各州 SUBEB 提供資料より作成。 

 

3.3.2 定性的効果 

 (1) 対象校の衛生状況の改善（受益者調査の結果） 

 本事業の対象校のうち、本事業実

施以前に便所が整備されている学校

はわずかであったため、多くの児童

が空き地や学校の草陰等で用を足す

等、対象校の敷地内及び周辺地域の

衛生状況が問題となっていた。受益

BOX 1: 
便所が建設される以前、児童は 

敷地内の草陰等で用を足してい 
た。そのため、清潔な状態を 

維持できず、深刻な問題となっ 

ていた。便所がないために登校 
しない（できない）女子児童も 

多くみられた。今では学校の敷 

地内も清潔に保たれ、本事業の便所の設置が対象校の衛生状
況の改善に繋がった。 
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写真（右）：本事業で家具が調達され
た教室 

者調査17の結果でも、本事業実施前に学校が抱えていた課題について、4割強の回答者

が「トイレがないことによる劣悪な衛生状況」を挙げた。本事業では便所のない全て

の対象校に便所を設置し、その清掃に不可欠な水の入手が困難な学校については深井

戸の建設を実施した。その結果、約 9割の回答者が上記の問題が本事業後には改善し

たと回答している。聞き取り調査においても BOX に示したような衛生状況の改善に

ついての意見が多く聞かれたことから、本事業の便所、井戸の設置が対象校の衛生状

況の改善に貢献したと考えられる。 

 

(2) 対象校の就学・指導環境の改善（受益者調査の結果） 

基本設計調査では、新たな学校施設の建設、机・椅子等の家具の調達により、就学

環境及び指導環境が改善されることが想定されていた。受益者調査によると、就学環

境が改善したという回答が 150名中 116名、指導環境が改善したという回答が 150名

中 108名で、ともに約 7～8割の回答者が就学及び指導環境が改善したと回答している。   

聞き取り調査の際にも、訪問したほぼ全ての対象校で以前に比べて快適な環境で就

学・指導が行われるようになったという報告がなされている。例えば、「事業実施前に

は教室数が足りず、多くの児童が木の下で授業を受けていた」、「机や椅子も無く、床

に座って授業を受けていた」、「気温が高い日や雨の日には授業を行うことが出来ず、

授業の実施は天候に左右されていた」といった就学環境に悩まされていたが、本事業

実施後は椅子や机も配置され、雨の日でも授業を行える等、就学・指導環境は大幅に

改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 維持管理体制の波及 

本事業では、ソフトコンポーネントの実施により、協力対象校で学校施設の維持管

理体制が改善され、その効果が 3 州の他校に対して波及する効果が期待された。対象

校に関しては、全校の TF メンバーがワークショップに参加することで、意識啓蒙が

図れるよう工夫が図られた。そのため、ワークショップに参加した各学校の校長やコ

                                                   
17 受益者調査はナイジャー州及びカドゥナ州の対象校のうち 16校で実施され、合計 158名の関
係者から回答を得た。回答者の内訳は、校長・副校長計 33名、教員 45名、PTAメンバー39名、
コミュニティメンバー35名、警備員 6名となっている。 

写真（左）：椅子・机等が整備されていな
い教室(同国ではこのような環境の教室が
現在でも非常に多い) 
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ミュニティメンバーは地方政府教育委員会（Local Government Education Authority ：

LGEA)や SUBEB との連携のもと、より良い維持管理に努めていることが実地調査の

際に確認されている。受益者調査の結果でも、回答者の約 7割が本事業で開催したワ

ークショップに参加しており、そのうちの 98%がそこで学んだ知識が学校施設のより

良い維持管理やその維持管理体制の改善に貢献していると回答した。 

上記の通り、維持管理の重要性・方法を指導したソフトコンポーネントの実施は、

対象校においては維持管理体制の改善に繋がったと考えられる。一方で、対象校以外

の学校への波及については、LGEA 主導によるワークショップの開催等が期待された

が、実施されている地域は僅かであった。現状、対象校とその他の周辺校で維持管理

に関する知識や体制が共有される機会はなく、基本設計調査時に想定された波及効果

は現時点では達成されていない。 

 

以上より、人口の増加や環境の変化もあり基本設計調査時に想定された学習環境の

改善を示す一部の事業効果は計画値に満たなかった一方で、同国の基礎教育分野にお

ける開発課題の改善に資するインパクトが認められたため、本事業の実施による有効

性は中程度である。 

 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

(1) 就学率の向上 

 本事業では同国の北部 3州の小学校 70校において、教室施設の整備をすることで、

教室不足の緩和や就学環境の改善を通じ、間接的な効果として同地域の就学率の向上

が期待された。 

表 7に示す通り、現在の対象地域の就学率は事業実施前のものと比較すると、平均

して 10％程増加していることが確認できる。また、就学児童数に占める女子の割合も

平均で 5%程増加した。計画時には便所が整備されていないことを理由に女子の不登

校が多いことが問題となっていたが、本事業で便所ブースを設置したことで、女子児

童の通学意欲阻害原因が緩和され、女子就学率の向上に貢献したと考えられる。 

 

表 7 対象地域における総就学率と女子の占める割合 

州名 
就学率 女子の割合 

2002/03 2009/10 2002/03 2009/10 
平均 71% 81% 42％ 47％ 
ナイジャー州 71% 68％ 38％ 45％ 
プラトー州 74% 94％ 47％ 48％ 
カドゥナ州 69% 80％ 40％ 48％ 

  出所：UBEC及び各州 SUBEB提供資料より。 
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なお、受益者調査の結果においても、回答者全員が事業実施後に就学率が増加した

と回答した。学校関係者によれば、教室の新設が教育環境を改善し、その状況を確認

した両親が積極的に子どもを就学させるようになったことが最も大きな要因であった

という。女子児童の就学に関しても、98％の回答者が事業実施前に比較して増加した

と回答している。特にイスラム教が多数を占める地域では、女子のプライバシーの確

保は非常に重要とされており、便所の設置はより多くの女子児童の就学に有効であっ

たと考えられる。また、LGEA やコミュニティが独自に行っている啓蒙活動も女子の

就学状況の改善に貢献していることが確認された。 

 

(2) 教室のデザインの工夫と維持管理費の軽減 

 基礎設計調査時の資料によれば、同国の既存の教室は耐久性が低いことに加え、施

設を粗雑に扱う傾向があるため、その補修やメンテナンスに多額の費用が必要とされ

ていた。そのため、本事業では設計の段階からその課題に対応するための様々な工夫

が凝らされた。例えば、教室の壁の材質をコンクリートブロックから塗装が不要なレ

ンガ18に変更したことは、塗装費用の軽減に繋がっている。カドゥナ州 SUBEB職員へ

の聞取り調査でも、実際に塗装費約 20万~25万ナイラ19（一学校/年間）の節約が可能

となっていることが確認された。 

本事業の設計・仕様の検討に際しては、「現地調達が容易で、安価・品質の良い資材

を選定する」、「基準は同国のスタンダードを準拠しつつ改善すべき点は改善する。（例

えば、窓・ドアを締め切った状態では暗いため明り取りを設ける）」、「空間を十分に活

用するため、天井は設けない。」等、維持管理の容易さと耐久性を考慮した設計・仕様

が採用されたという。これらの工夫による費用の軽減効果は高く評価され、現在カド

ゥナ州 SUBEB は全ての小学校の建設に本事業のデザインを採用している（右の写真

参照）。材料が現地で調達可能である点、地元の業者自身が設計・施工を担える点等も

十分考慮され、且つ、維持管理費用も軽減できる

仕様であったことから、カドゥナ州自身が近隣の

ナイジャー州から資材を調達し、地元の業者が同

じ質の施設を建設することが可能となったという。 

また、UBEC によれば、現在他の地域で教室建

設の支援を検討している他ドナーが日本の建設し

た小学校のデザインを参考にする等、そのデザイ

ンと耐久性が高い評価を得ている。 

 

                                                   
18コンクリートブロックを壁に使用した場合、定期的に塗装をする必要があるが、本事業で採用し

た焼成レンガは、次項の写真（SUBEB（カドゥナ州）が JICA様式を採用して建設した教室）で確
認できる通り、土の中に入っている鉄分の影響により赤褐色をしているため、塗装が不要とされて

いる。 
19 日本円で約 10万円～13.5万円程度。 

写真：SUBEB（カドゥナ州）が JICA
様式を採用して建設した教室 
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3.4.2 その他、正負のインパクト 

本事業で整備された施設は既存校における増設であり、事業実施に伴う住民移転、

用地取得は発生していない。また、実施機関及び学校での聞き取り調査、現地視察の

結果、事業実施前後において環境への影響も発生していないことが確認された。 

  その他の間接的な効果としては、技術協力・草の根無償資金協力案件との相乗効果

が挙げられる。本事業対象地域全 3州では、技術協力“SMASE”による現職教員研修

を通じた教員の質の向上を図っている。教育省の職員によれば、本事業の対象州で

“SMASE”が実施された背景には、本事業の実施により受入れ児童数の増加が見込ま

れる 3州を対象に教員の質を向上することで、教育のアクセスと質の向上を目指すと

いう戦略があったとされている。ナイジャー州では草の根・人間の安全保障無償資金

協力「ナイジャー州 12 小学校における初等理数科教育向上計画」も実施され、理数

科教員の研修に合わせて、理数科教材の配布も支援された。対象地域では中学校への

進学人数（小学校の卒業前に実施される全国統一試験の合格者数）、つまり児童の成

績が増加した。表 8に示す通り、対象州における中学校への進学人数は本事業の実施

後に約 60%、同国の全体では約 35%程度の増加しており、他州と比較し本事業の対象

州における進学人数の増加率は相対的に高いことが確認できる。これは、無償資金協

力による小学校施設の整備、技術協力による現職教員研修、草の根無償資金協力によ

る理数科教材の供与、といった異なる協力スキーム、ハード面（教育施設建設）とソ

フト面（教員研修）の有機的な連携が、教育の質向上に貢献した可能性があると考え

られる。 

 

表 8 対象州および同国における中学校への進学人数の増加 
 事業実施前（2005/06）実績（2009/10） 増加率(％)注 1 

対象州における中学校への進学人数 85,717名 137,120名 60％ 
ナイジャー州 
カドゥナ州 

37,684名 
48,033名 

66,555名 
70,565名 

77％ 
47％ 

同国の中学校への進学人数 1,002,691名 1,351,083名 35% 
 注：プラトー州に関しては、事後評価時の数値が入手できなかったため含めない。 
 注１：2005/6年~2009/10年の変化(%)を示す。 
 出所：連邦教育省“Nigeria, Digest of Education Statistics (2006-2010)” 

 
 

 以上の通り、本事業の実施を通じ、学校施設の整備を通じた対象地域における就学率の向

上、デザインの工夫とそれに伴う維持管理費用の軽減、また複数のスキームの戦略的な活用

による相乗効果の発現等、幅広いインパクトが認められた。 

 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

 基本設計調査では、本事業で建設された小学校の運営・維持管理に関して、以下の
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通り役割分担が計画された。 

・UBECの指導のもと、対象州の各 SUBEBが所管する。SUBEBは対象校の立地

する LGEAと連携し、各学校の監督・モニタリングを行う。 

・実際の維持管理、行政ではなく学校が所在するコミュニティ・PTAが担う。 

 

事後評価調査で確認したところ、カドゥナ州では、日常の清掃やマイナーな破損個

所の修理等は各学校に設置されている学校運営委員会（School Based Management 

Committee：SBMC）が担っていること、各学校で対応できない比較的規模の大きな修

復については、LGEA や SUBEB が所管するという役割分担が明確になっていること

が確認された。 

一方、ナイジャー州では、事業終了後に適切な引き継ぎが実施されないまま、一部

の学校長や SUBEB スタッフが離任をしたため、施設の維持管理の重要性が十分に伝

わっていないほか、学校で対応できない規模の修復についてどう対応すべきか、どこ

に報告すべきかといったレポートライン等が不明確になっている学校が一部に見受け

られた。UBEC では既にこの状況を把握しており、新たに赴任する学校長への指導を

行うことを検討している。また、プラトー州 SUBEB の職員に確認したところ、同州

でもナイジャー州と同様の問題が一部の学校で確認されている点が認められた。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

 学校施設や家具などの維持管理の内容は、高度な技術を要するものではなく、日課

としての整理整頓や自発的な清掃、公共施設に対する価値観の醸成等道徳教育的なも

のである。その育成には習慣づけが必要であり、計画時の各学校の状況から、維持管

理指導には長い期間を要すると想定されたため、「3.2.1 アウトプット」で述べた通

り、施設・維持管理の重要性・方法を指導するソフトコンポーネントが実施された。

ソフトコンポーネントの活動を通じて作成された施設維持管理マニュアル、啓蒙用ポ

スターは、現在も各対象校で有効に活用されており、関係者への聞取り調査において

も、高度な技術を必要とする、または技術面で問題とされる点は見受けられなかった。

また、受益者調査の結果によれば、回答者のうちソフトコンポーネントのワークショ

ップ参加者（85名）の 95％が受講により学校施設の維持管理に関する新たな知識が得

られ、習得した能力や知識を実際の維持管理活動に繋げていることが確認された。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

 対象校での施設の維持管理費用は、窓の破損等比較的規模の小さな修理費用につい

ては各学校の PTAの支援により賄われる。PTA等から支援が集まらない場合、窓の破

損等の補修は先送りとなるが、ナイジャー州ではそのような状況が散見された。一方

で、屋根の破損やドアの交換等、比較的規模の大きなダメージは各州の SUBEB や

UBEC の予算により支払われる。UBEC の予算は毎年連結収益基金（Consolidated 
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Revenue Fund：CRF）の 2%が割り当てられる20ことが決められており、その金額の推

移は表 9に示す通り徐々に増加傾向にある。 

 
表 9 UBEの予算規模 

 単位：10億ナイラ     
 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 
UBEの予算規模 24.3 30.5 35.3 44.0 42.6 
出所：UBEC, “40 Frequently Asked Questions on Universal Basic Education Programme”, Central Bank of Nigeria, 
“Statistical Bulletin. 

  

 この予算の約 7割~8割がマッチングファンドプログラムとして、各州の SUBEBに

配賦されている。2009年に配布された各州への配布予算は一律 530百万ナイラで、さ

らにその 7割を教室建設及び家具調達費用に振り分けることが義務付けられている。

カドゥナ州、ナイジャー州の SUBEB の職員に確認したところ、この費用の大半は施

設の建設に向けられ、維持管理費用はごくわずかな金額となっているという。もとも

と同国では校舎に大規模な修理が必要となった場は、修理を行わずに放置するケース

が多く、施設の維持・管理の重要性があまり認識されていないのが現状である。本事

業で建設された施設は建設後さほど年月がたっていないこと、同国の状況を配慮し維

持管理費用の負担を考慮した設計となっていることから現時点で財務的に深刻な問題

は発生してない。しかし、対象州全体としては維持管理に向けた十分な予算は確保で

きておらず、適切な学校施設の維持管理の費用の確保は今後の課題とされている。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

 ソフトコンポーネントの実施を通じ、カドゥナ州では現在も SUBEB や LGEA の管

理のもと各校が施設補修と良好な環境づくりに努めており、ほとんどの学校施設や

机・椅子等の家具は良好な状況を維持していることが実地調査を通じて確認された。

ナイジャー州においては、LGEA や SUBEB により施設維持管理状況、学校環境衛生

状況のモニタリングはなされているが、維持管理の行き届いていない学校、特に窓ガ

ラスの破損、ヒンジ部分の破損、椅子の破損、落書き等が散見された。同州の一部の

学校で維持管理が徹底されていない要因は、SUBEB担当者や一部学校関係者の離任時

に適切な引き継ぎが行われず、維持管理の重要性が伝わっていない点にある。「3.5.1 

運営・維持管理の体制」で記した通り、 UBEC及びナイジャー州 SUBEBも問題は認

識しており、今後の新たに赴任する学校長への説明、研修の実施等、今後の改善策を

検討している。 

以上より、本事業の維持管理は体制や財務状況に軽度な問題があり、本事業によっ

て発現した効果の持続性は中程度である。 

 

 

                                                   
20 UBEの予算配賦(CRFの 2％)は、2004年に議会で条例として正式に決定されている。 
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4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 

初等教育へのアクセス改善を目指し、基礎教育の無償化等に取り組むナイジェリア

では、生徒数の急増に対して教育施設の不足が課題となっており、小学校施設の増設・

整備を行った本事業は、基礎教育を重点分野に掲げたナイジェリアの国家政策に合致

したものである。本事業の実施状況についても、アウトプット、事業費、事業期間全

て予定通りであった。予想を超える就学人口の増加や環境の変化もあり、教室の混雑

状況の緩和や周辺校への維持管理体制の波及、近隣で水を確保できる学校数等、基本

設計調査時に想定された学習環境の改善を示す一部の事業効果は計画値に満たなかっ

た。その一方で、就学児童数の増加、女子児童の就学率・衛生状況の改善、さらに戦

略的に実施された技術協力支援、草の根無償資金協力との連携支援による児童の成績

向上等、同国の基礎教育分野における開発課題の改善に資する幅広いインパクトが認

められた。持続性についても、多くの対象校では維持管理に関する意識に変化が見ら

れるが、一方で事業の効果を確保するための体制や維持管理状況に若干の懸念が残る。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 十分な引き継ぎの実施による維持管理活動の周知・強化 

ナイジャー州の一部の小学校では、清掃が行き届いていない、施設や備品の一部が

破損している、学校現場から SUBEB へのレポーティングラインが明確になっていな

い等の問題が確認された。主な原因は、対象校の校長や SUBEB 職員の離職時に引き

継ぎが実施されないことで、施設や備品の適切な扱い方や維持管理の重要性が現在の

担当者に十分に認識されていない点にあると考えられる。そのため、適切な維持管理

活動を継続するためには、新たに着任する学校長やスタッフに指導を行う、現在引き

継ぎを受けずに着任した学校長や SUBEB 職員も含めた研修等を行うことが必要と考

える。また、着任者への引き継ぎに併せ、定期的に各地域の学校関係者を招集し、維

持管理活動の周知徹底、さらに学校・LGEA・SUBEB・UBEC の役割分担、レポーテ

ィングラインを明確にしていく場を設けることが持続性の確保に繋がると考えられる。 

 

(2) 学習環境の把握とフォローアップの実施 
同国における大幅な人口増加と同様に、対象地域の就学人口は大幅な増加傾向にあ

る。その結果、「一教室当たりの生徒数」は基礎設計調査時に計画した 45人 を上回っ

ており、現状のままでは今後状況はますます悪化していくことが予想される。計画時

に予想以上の就学生徒数の収容を可能にする施設を設計することは現実的でないため、

適切な学習環境を維持するためには事業終了後の各州 SUBEB のフォローアップが不

可欠である。今後は UBEC 及び SUBEB の責任のもと、就学人数の増加や必要となる
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教室数の把握に努め、学習環境の改善に向けた適宜教室の増設等の対応に取り組むこ

とが求められる。 

  
4.3 教訓 

(1) 開発課題の解決に向けた包括的な支援の実施  

本事業では同国の北部 3 州を対象地域とした教育施設の整備を行った。その

後、同地域を対象に現職教員研修（技術協力：現在活動中）、対象地域に含ま

れるナイジャー州での理数科教材配布等（草の根無償資金協力）の支援も戦略

的に展開された。このような包括的な取り組みにより計画時には想定していな

かった“中学校への進学児童数の向上”等、教育の質向上に貢献した可能性が

あると考えられる。このように戦略的にハード面とソフト面の両面から支援を

実施することで、同国の対象分野の開発課題の解決に向けた幅広い相乗効果の

発現に繋がることが期待される。  

 

(2) 施設のデザインの工夫による持続性の確保  

計画時には同国の維持管理に関する意識の低さや維持管理活動を継続する

難しさが指摘され、事業では維持管理活動の技術支援を組み込むと共に施設の

デザインに関して「維持管理費が抑えられる」「長期間にわたり施設を活用で

きる」ための工夫が凝らされた。例えば、教室の壁は塗装が不要なブロックを

使用し、天井が落ちないよう吹き抜けタイプの屋根を採用することで維持管理

費の軽減に役立っている。さらに全ての資材は対象地域内で入手可能なものを

利用したため、現在カドゥナ州 SUBEB は本事業の施設のデザインを採用し校

舎を建設している。このように、負担の少ない維持管理や高い汎用性を考慮し

たデザインを取り込むことは、持続性の確保や普及の観点から有効と考えられ

る。  

 

以上  


