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ブルキナファソ国 
第三次小学校建設計画 

外部評価者：佐野総合企画株式会社 十津川 淳 

０．要旨 
教室数の不足ならびに教室あたりの過密状況が深刻化していた本事業対象地において、

新規の教室建設は本事業対象国・地域のニーズに極めて整合したものであった。本事業の

実施を以って、教室あたりの生徒数は平均 102 人から 59.8 人に減少し、就学環境は著しく

改善した。また、同時に建設した教員宿舎は教員の定着度改善を促し、且つ学校井戸も水

衛生環境の改善に貢献した。さらに、本事業は子供の就学を促すインセンティブ効果や、

生徒の学習意欲向上、留年率の軽減といったプラスのインパクトも発現させている。 
他方、持続性の観点においては、学校の維持管理の責任所掌がコミューンに移行したこ

とにより、行政からの支援体制が弱体化している。日常的な維持管理については、父母会

を中心とした独自の対応が可能であるため、比較的高い持続性があるが、大規模な修繕対

応については体制面のみならず財務面からも将来課題となる可能性がある。 
以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

１．案件の概要 
 
 

 
タングイン小学校外観（ブルキエンデ県） 
 

     プロジェクト位置図             
 
1.1 事業の背景 
ブルキナファソ国は、初等教育の改善と普及を国家開発の重点課題と位置付け、教育環

境の大幅な改善に努めた結果、1990 年から 2002 年までに初等教育の総就学率は 30％か

ら 47.5％まで上昇した。しかしながら、サブサハラアフリカ諸国の平均 86％と比較して、

依然はるかに低い就学率であり、同国は更なる教育環境の改善が求められる状況にあった。 
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そのため同国は、「基礎教育開発 10 カ年計画（PDDEB）2001－2010 年」を上位計画と

して、他ドナーの支援を得ながら教室の建設・改修、教員養成等、教育環境の改善に取り

組んできたが、同 10 カ年計画の目標を達成するためには、更なる投資を上積む必要があっ

た。2001 年を起点とした 10 ヵ年計画の試算によれば、2001 年時点で 42.7％であった初等

教育就学率を目標年の 2010 年に 70％に向上させ、かつ識字率を 26％から 40％に高めるた

めには、更に 2 万教室、4 千棟の教員宿舎、7 千本の学校井戸を建設することが必要とさ

れていた。 
また、教室数の不足は同時に教室内の過密状況にも直結しており、本事業の対象地では、

教室あたりの生徒数が平均で100人を超えるなど、就学環境は非常に厳しい状況にあった。 
そのため、本事業では特に過密状況が著しく、かつ仮設教室などで授業を行なわざるを

得ない厳しい環境の学校を対象として、教室ならびに教員宿舎、給水施設（学校井戸）な

どを建設したものである。 
 
1.2 事業の概要 
協力対象地域 7 県において、学校施設および教育家具を整備することにより、基礎教育

環境の改善を図る。 
 

E/N 限度額／供与額 1,732 百万円 ／1,731 百万円 

交換公文締結 第 1 期 2005 年 7 月、第 2 期：2006 年 9 月 

実施機関 基礎教育識字省（現 国民教育・識字省） 

事業完了 2008 年 2 月 

案件従事者 本体 株式会社鴻池組 

コンサルタント 株式会社福永設計・アイシーネット株式会社（共同

企業体） 

基本設計調査 2004 年 12 月 

関連事業（if any） 第一次小学校建設計画[無償資金協力：1995 年] 

第二次小学校建設計画[無償資金協力：1997-98 年] 
 
 

2．調査の概要 
2.1 外部評価者 

十津川 淳 （佐野総合企画株式会社） 
 

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。 
調査期間：2010 年 10 月～2011 年 10 月 
現地調査：2011 年 1 月 31 日～2 月 19 日 
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2.3 評価の制約 
  ブルキナファソ国の治安情勢が悪化したために、2011 年 5 月に予定していた第二次現

地調査を取り止めた。そのため、受益者調査結果の最終確認ならびに追加情報の収集に

ついては、ローカルコンサルタントに依頼する形態を以って進めた。 
 

3．評価結果（レーティング：A1

3.1 妥当性（レーティング：③

） 
2

3.1.1 開発政策との整合性 
） 

 本事業計画時のブルキナファソ国では、教育セクターの基本政策として「基礎教育開発

10 カ年計画（PDDEB）」が定められていた。同計画はブルキナファソ国の初等教育発展に

かかる行動計画および具体的な数値目標を示したものであり、2001 年から 2010 年までの

10 年間を視野に入れた計画である。 
 同計画は 1)基礎教育の質の向上および量の拡大、2)教育システムの地方分権化、3)基礎教

育識字省の計画、実施、監督能力の向上を主たる重点三項目として掲げているが、そのな

かでもとりわけ 1)の「基礎教育の質・量の向上」が最優先事項として謳われていた。 
 本事業は教室建設および付随する教員宿舎やトイレ建設などを行なうものであり、同 10
カ年計画が掲げた「基礎教育の量の拡大」に直接的に資する内容となった。また、教育環

境の整備は間接的に教育の質を向上させるインパクトの発現も期待できるものであり、そ

の点において本事業は同国の教育政策が掲げた主目標ときわめて整合していたものと判断

できる。 
以上の点から、本事業はブルキナファソ国政府の政策に極めて整合していたと判断でき

る。 
 なお、事後評価時の 2011 年時点においては上記の 10 カ年計画に続く次期計画が議論さ

れている段階にあり、具体的な内容は未だ正式に定められていない。 
 
3.1.2 開発ニーズとの整合性 
(1) 計画策定時の開発ニーズ 

ブルキナファソ国の初等教育の就学率は、1990 年から 2002 年の間に 30％から 47.5％
にまで上昇したものの、その数値はサブサハラアフリカ諸国の平均値 86％に比して、なお

著しく低い状況にあった。 
同国は、世界銀行のファスト・トラック・イニシャチブ(FTI3

                                                   
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 

)対象国に認定され、上述の

「基礎教育開発 10 カ年計画」を基本計画としながら、基礎教育の環境改善に取り組んでい

2 ③：「高い」、②「中程度」、①「低い」 
3 Fast Track Initiative の略。2015 年までに初等教育の完全普及を目指した国際的な枠組みであり、資金、

キャパシティ、データ、政策の 4 つの側面に対して支援を行なう。参加国は日本を含む 19 カ国ドナーから

構成される。 
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たが、児童の就学環境は特に地方部において厳しく、1 クラスあたりの児童数が 100 人を超

えていたり、教室のすべてが茅葺仮設教室であったりするなど、ハード面における環境改

善には十分に対応できていない状況にあった。 
以上の点から、教室の新設、改築および付随施設の整備など就学環境の改善に資するこ

とを目的とした本事業は、ブルキナファソ国の開発ニーズに極めて整合していたと考えら

れる。 
 
(2) 事後評価時の開発ニーズ 

「基礎教育開発 10 ヶ年計画」開始後、教室の改築・新設ならびに全国の総就学率は順調

に推移しており、同 10 カ年計画が掲げた 2010 年達成目標値である総就学率の 70%およ

び新規 2 万教室の増設は、同国ならびにドナーによる支援によって達成された。 
 ただし、地方部を中心に茅葺などの仮設教室によって授業が行なわれている小学校も

未だ数多く、教室の新設・改築のニーズは依然として大きい。また同時に就学率が向上

してきたことによって、必要とされる教室数も増加の一途をたどっており、現状では新

設された教室数がそのまま就学率の増大による生徒数の増加で相殺されている状況であ

る（そのため、下表では教室数の増加にもかかわらず教室あたりの生徒数に大きな変化

は見られない）。今後、就学率は更に増大することが予想されているため、その点からも

小学校の教室ならびにその他付随施設の建設は依然として同国の大きなニーズである。 
 

表 1 生徒数および就学率の推移 
  2000/'01 2005/'06 2006/'07 2007/'08 2008/'09 2009/'10 

生徒数 901,291 1,390,571 1,561,258 1,742,439 1,906,279 2,047,630 

  うち公立 792,880 1,200,681 1,349,228 1,514,217 1,635,036 1,757,568 

 生徒増加率 

（前年比） 
- - 12.3% 11.6% 9.4% 7.4% 

総就学率％ 42.7 60.7 66.6 72.5 72.4 74.8 

純就学率％ 34.3 47.7 53.1 59.4 57.9 57.4 

出所：基礎教育統計および基礎教育省資料 

 
表 2 教室数の推移および教室あたりの生徒数 

  2000/'01 2005/'06 2006/'07 2007/'08 2008/'09 2009/'10 

教室数   17,456 26,444 28,425 31,809 35,129 40,056 

  うち公立 - 22,088 24,203 26,694 28,946 31,492 

  うち私立 - 4,356 4,222 5,115 6,183 8,564 

増加数 (全教室数) - - 1,981 3,384 3,320 4,927 
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教室あたり生徒数 

(全国平均) 
51.6 52.6 54.9 54.8 54.3 51.1 

出所：基礎教育統計および基礎教育省資料 

 
3.1.3 日本の援助政策との整合性 
本事業の内容は、日本国の『政府開発援助大綱』（2003 年 8 月）の重点課題のひとつで

ある「教育分野」に該当する支援である。 
また、当時のブルキナファソ国に対する日本の支援は「同国の厳しい貧困状況に鑑み、

同国民の生活改善に直接寄与するものとして、教育、水、保健を中心とした協力を重視す

る」としている 4

以上から、教育セクターにかかる支援はわが国の対ブルキナファソ国支援の中心的項目

のひとつであり、本事業は日本の援助方針と整合していたと判断できる。 

。 

 
 以上より、本事業の実施はブルキナファソ国の開発政策、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。 
 
3.2 効率性（レーティング：③） 
3.2.1 アウトプット 
本事業はブルキナファソ国の中央、北部、西部に位置する、ロロム県（Loroum）、ゾン

ドマ県（Zondoma）、パソレ県（Passore）、バム県（Bam）、サマテンガ県（Sanmatenga）、
コルウェゴ県（Kourweogo）、ブルキエンデ県（Boulkiemde）の計 7 県における小学校 52
校において教室建設等を行なった。 

 
表 3 本事業によるアウトプット 

 計画 実績 
協力対象校 53 校 52 校 

建設教室数 168 156 
校長室(倉庫つき) 37 35 
教員宿舎 105 96 
給水施設 41 41 
便所棟 40 39 

教育家具 協力対象全校 協力対象全校 
学校用給水施設維持管理マニュアル 協力対象全校 協力対象全校 
井戸運営維持管理委員会の設立もしく

は既存委員会の強化 
41 箇所 41 箇所 

                                                   
4 政府開発援助国別データブック 2004 年より。ブルキナファソ国別援助方針は定められていない。 
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【計画と実績との差異】 

計画対象校のうち、コミューンの予算によって先行着手された学校が一部あったため、

協力対象から除外した。そのため協力対象校数が減少した。 
 
3.2.2 インプット 
3.2.2.1 事業費 
本事業における事業費支出の予定と実績は下表のとおりであり、事業費は計画内に収ま

った。 
 

表 4 事業費支出の予定と実績 
 予定 実績 

第一期 866 百万円 865 百万円 

第二期 866 百万円 866 百万円 

事業総額 1,732 百万円 1,731 百万円 

(計画比 99.9％) 

 
【事業費支出の予定と実績の差異】 
事業費は予定額から約 1,000 万円減額となった。協力対象規模の減少に伴う余分の事業

費は、事業計画時に比して、屋根材やセメント等の原材料が高騰したこと、ならびに計画

時と事業実施時において為替レートに差異（約 8％の円安ユーロ高）が生じたことによって、

相当部分が吸収され、結果としてはほぼ同額の支出となった。 
 
【参考～従前事業および他ドナーとの比較】 
1) 本事業と従前計画（第一次・第二次小学校建設計画）との比較 
事業費(建築建設工事費)について、本件の第一次計画（1995 年）および第二次計画

（1997-98 年）を比較すると、建設コストは必要な仕様を維持しながらも縮減がなされてい

ることが分かる。 
縮減に貢献した主たる要因としては、第一次・第二次計画まで使用していた輸入資材（ガ

ラスブロック等）の利用を取りやめ、第三次からは全資材を現地購入に拠った点が挙げら

れる。また、第二次までは RC 工法（鉄筋コンクリート造り）を採用していたが、現地では

地震等の危険性が少ないことから、現地基準であるコンクリートブロック組石造（組積造）

の工法を採用することとした。本工法の採用もコスト縮減に貢献する結果となった。 
 

表 5 事業費の比較（日本による事業～第一次計画－第三次計画） 
 床面積あたり 

総事業費 
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（千円/㎡） 
第一次計画 77.4 
第二次計画 91.4 
第三次計画（本事業） 73.0 

   注 1）：第一次計画および第二次計画の数値は、EN 金額を基本設計時の教室等の建設面積から算出

したものであり、実際の数値とは若干異なる可能性がある。 
   出所：基本設計調査資料 
 
2) 本事業と他ドナー事業およびブルキナファソ国政府による事業との比較 
当時、他ドナーは全てバスケットファンドに拠出し、ブルキナファソ国政府が同ファン

ドを利用して学校建設を行なっていたため、他ドナーが独自に建設した類似の小学校は無

い。 
また、ブルキナファソ国政府による学校建設コストとの比較においては、部材の品質＝

コストが異なるため単純なコスト比較はできない。たとえば、ブルキナファソ国政府によ

る学校は、本事業のもの 5

 

とは異なり、屋根が一面のみのスロープ形状（片流れ）となって

いる。この仕様は部材が少なくてすむためにコスト面では安価になるが、一方で風には脆

弱かつ雨漏りが多くなる欠点を有する。更に、同国政府の学校は使用されているアルミ材

等の部材品質が悪いために、短期間で損壊するケースが多い。本調査においても強風によ

って屋根が剥離した小学校を多数実見している。 

3）その他 
 本事業では従前計画において問題となっていた、天井裏に住み着くコウモリへの対策と

して教室の天井板を取り払い、防虫網を設置する構造とした。事業コスト面においては天

井板の不採用と防虫網の追加で相殺される形となったが、コウモリ対策自体は功を奏して

おり、仕様面での現地の評判は概ね高い（他方で室内が暑い、隣室の声が聞こえるという

声もあるため、「概ね」と評価）。 
 
3.2.2.2  事業期間 
本事業における事業期間の予定と実績は下表のとおりであり、事業期間は計画内に収ま

った。 
 

表 6 事業期間の予定と実績 
項目 予定 実績 
第一期 2005 年 7 月-2007 年 3 月 

(21 ヶ月) 
2005 年 7 月-2007 年 3 月 
(21 ヶ月) 

第二期 2006 年 9 月- 2008 年 3 月 
(19 ヶ月) 

2006 年 9 月-2008 年 2 月 
(18 ヶ月) 

                                                   
5 本事業の屋根は切り妻屋根のタイプである（冒頭ページの小学校校舎写真を参照）。  
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工期全体 2004 年 8 月-2008 年 2 月 
(全体：33 ヶ月) 
(期別合算月数：40 ヶ月) 

2004 年 8 月-2007 年 11 月 
(全体：32 ヶ月) 
(期別合算月数：39 ヶ月) 
(計画比：それぞれ 96％、98％) 

 
【事業期間の予定と実績の差異】 
事業期間については、予定とほぼ同期間をもって事業は完工しており、差異は実質上な

い。なお、本事業対象地の多くは舗装道路が無いため、雨季には道路が埋没し、アクセス

が非常に困難となる地域である。本事業期間中には想定以上の大雨によって事業進捗が遅

延した時期もあったが、最終的には本体施工業者ならびに地元業者等の努力や調整により、

事業期間は遵守された。この点、本事後評価調査期間中に同国政府および地元政府関係者

等からの謝意があった旨あわせて付記する。 
 
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（レーティング：③） 
3.3.1 定量的効果 
 本事業による現在までの運用指標にかかる実績値は下表のとおりである。 
 定量的効果については、当初の目標年度（2008 年）と事後評価時最新のデータ（2010
年）の双方によって、その達成状況を検証した。 
後述インパクトの項にも記すように、本計画によって建設された小学校は地元で高い評

判を得ており、当初想定以上の児童が入学するようになっている。そのため、竣工時の 2008
年（本計画の目標年）には教室あたりの生徒数目標値を達成できたものの、事後評価時点

においては再度目標値を上回る状況となっている。他方、教員宿舎充足率については、計

画時の目標値算定根拠と同様の数値を入手できないため、同一条件下での比較はできない

が 6

 

、生徒数の増加に伴って教員数も増加しており、教員宿舎充足率も目標値をやや下回っ

ている可能性があると推察される。 

表 7 運用効果指標の達成状況 
指標 基準値 

(2004 年) 
目標値 

（2008 年） 
実績値 

（2008 年） 
実績値 

（最新:2010 年） 
対象校全体の 
生徒数 

12,223 人  17,423 人 20,035 人 

対象校における 
生徒数／教室 

102 人 61 人 59.8 人 66.3 人 

対象校における 
教員宿舎充足率* 

18% 
（27/150） 

88% 
(132/150) 

82.2% 
（148**/180） 

75.1% 
（151/201） 

                                                   
6 計画時に設定した基準値および目標値の分母（150）は、対象校において必要となる教室数としている（政

府の学校建設にかかる基本方針として教室数＝教員宿舎数を示しているため）。必要教室の判断にあたって

は、基本設計調査団が対象の全小学校教室を実見した上で、継続使用の可否を判断し算定している。一方、

基礎教育省は本事業後において、同様のデータを持っていないため同一条件下での比較はできなかった。 
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＊：教員宿舎充足率にかかる実績値の分母（2008 年：180 および 2010 年：201）は教員全数を示す。 
＊＊：148 宿舎のうち、本事業によって建設された宿舎が 96 宿舎、残る 25 宿舎はブルキナファソ政府も

しくはドナー支援による。 
 
3.3.2 定性的効果 
 本事業の実施によって期待された定性的効果は以下の五項目であり、それぞれ効果の発

現が確認できる。なお、このうち項目⑤についてはインパクトとして整理することがより

適切と考えられるため、次章インパクトの項において記載する。 
 
① 教室の増設・建て替えによる 1 教室当たりの生徒数の改善による教室環境が改善

される。 
② 教員宿舎建設により教員の定着性が改善される。 
③ 便所施設の整備により衛生環境が改善される。 
④ 給水施設（学校井戸）の設置により水環境が改善される。 
⑤ 校長室、倉庫つき教室棟の建設により教材等の適切な管理が可能となり、学校運

営が改善される。 
 
 上記①の「教室環境（過密状況）の改善」については、定量的効果に上げた数値が改善

している事実からも、その効果が発現していることは明らかである。また、本調査が実施

した受益者調査 7

 

においても、回答者の大多数にあたる約 9 割が「以前に比して教室の過密

状況は改善された」と回答している。 

表 8 過密状況の改善についての認識（教員および PTA による回答） 
 大変よく改

善された 
概ね改善さ

れた 
あまり変

わらない 
悪化した 分からな

い 
合計 

回答数 64 34 5 1 4 108 
％ 59.3 31.5 4.6 0.9 3.7 100.0 
注：教員 81 名、PTA27 名による回答 
出所：受益者調査結果 

 
②の教員宿舎建設による教員の定着は、本事業計画時から効果の発現が期待されていた

項目のひとつであった。本対象地のような地方部の学校には、通常若手の教員が配置され

ることが多いが、その住環境と希望のギャップが大きいために、配置転換を希望する例や

離職といった問題が散見されていた。そのため、新設の教員宿舎が教員の定着度向上を促

すモチベーションになるものと期待されていたが、実際に受益者調査の結果からもその効

                                                   
7 受益者調査は対象学校の半数に値する 27 学校を選択して実施した。対象学校の内訳は以下のとおり。北

部州：12 校（24 校のうち）、中北部州：8 校（16 校のうち）、中央台地州：4 校（8 校のうち）、中西部州：

3 校（5 校のうち）。受益者調査の対象は 1)校長、2)父母会代表、3)教員 2 名、4)井戸運営維持管理委員会、

5)生徒(クラス全体)であり、合計で 135 本および生徒 1,367 本の標本数を得た。 
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用は確認されている（全体の 7 割以上が改善と回答。「よく分からない」を除くと 9 割以上

が改善と回答。）。 
 

表 9 教員宿舎の建設による教員定着度について（教員および PTA による回答） 
 大変よく改

善された 
概ね改善さ

れた 
あまり変

わらない 
悪化した 分からな

い 
合計 

回答数 56 25 4 4 19 108 
％ 51.9 23.1 3.7 3.7 17.6 100.0 
注：教員 81 名、PTA27 名による回答 
出所：受益者調査結果 
 
定性的効果のうち、③の「便所施設の整備による衛生環境の改善」についても、従前の

小規模かつ不衛生な施設と比して明らかに改善しており、衛生環境が改善されたことは明

らかである。また、便所施設が整備されたことに並行して、衛生教育が促進されたことも

副次的な効果として挙げられる。 
便所の仕様面においては、従前の一次計画、二次計画の教訓を反映して、仕様の改善を

図ったことも効果を支えた要因として挙げられる。従前計画までは、便所に外扉がなかっ

たために地域住民も度々利用するなど、便所棟の管理が困難であった。そのため、本事業

では外扉をつけたり、便房が暗いために利用することを躊躇する児童に配慮して、天井を

開放型にしたりするなどの工夫を取り入れた。これらの仕様変更も定性的効果の発現に寄

与したといえる。 
 
表10 便所施設整備による衛生環境の改善についての認識（教員およびPTAによる回答） 

 非常に高ま

った 
まあまあ高

まった 
あまり変

わらない 
悪化した 分からな

い 
合計 

回答数 65 15 6 4 18 108 
％ 60.2 13.9 5.6 3.7 16.7 100.0 
注：教員 78 名、PTA18 名による回答 
出所：受益者調査結果 
 
④の「給水施設の設置による水環境改善」の効果については、本事業で設置された給水

施設(学校井戸)のうち、二箇所を除いて適正に利用されており、給水施設の設置が対象学校

全体の水環境改善に貢献していることがうかがえる（ただしロロム県のKelembali小学校お

よびSourgoubila小学校の井戸については、稼働状況を確認できなかった。現地関係者の言

では枯渇しているために使用できない状態とのこと）。なお、水環境改善の詳細については

水因性疾患における変化として次項のインパクトで記載することとして、本項では給水施

設の設置に関連して実施したソフトコンポーネントの効果について述べる 8

                                                   
8 ソフトコンポーネントは第一期、第二期の二回にわたり、本邦コンサルタント 1.0MM＊2 回、現地コン

。 
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本事後評価調査において、給水施設にかかるソフトコンポーネントの成果を検証した結

果、以下の三点において実施の効果が見とめられた。すなわち、1）井戸運営維持管理委員

会の設立を確実に行なったこと；2）学校井戸の利用に関して地域住民とのコンセンサス獲

得を支援したこと；3）維持管理にかかる積立金を確保したことの三点である。 
 
1）井戸運営維持管理委員会設立および 2）コンセンサス獲得の成果 
井戸運営に関する独立の委員会を設立することによって、井戸の維持管理における責任

所掌が明確になった（一般に委員長、副委員長、会計、技術担当、衛生担当など、計 6-10
名程度から成る）。学校井戸は、本来学校教員および児童が優先的に利用できる決まりであ

るが、多くの学校ではコミュニティ住民との重複利用が問題になっていた。そのため、本

ソフトコンポーネントにおいて開催した住民集会を通して、学校井戸の利用方法に関して

住民との間で利用規則が設定され、理解が促進されたことは大きな成果といえる（例えば、

コルウェゴ県の Gantin 小学校では学校時間外には井戸に鍵をかけているが、住民との間で

争議等はみられない）。 
 
3）維持管理基金の確保 

井戸運営に関する基金の確保も短期的にはその効果が高い。不要不急と見られる用途に

対しては、積み立てへの賛同が得られ辛い現地の文化において、半ば井戸設置の前提条件

として維持管理への積立金を確保したことは意義が大きい。実際に、井戸を敷設して以来、

積立金を利用して修繕を行なった学校は数多く見られる。 
 
なお、ソフトコンポーネントで作成した「学校用井戸運営維持管理マニュアル」は、委

員会の構成や役割、基金積み立ての重要性、衛生面での留意事項、維持管理の必要性等に

ついてまとめた、約 10 ページ程度のペーパーである。そのため、本マニュアルは技術面へ

の疑問に回答を与えるような類のマニュアルではないが、同国農村部においては成人の識

字率が低いため、マニュアルの効用がそもそも大きくは期待できなかったと考えられる。

マニュアルの内容自体は必要最低限のレベルに抑え、むしろ住民との直接のワークショッ

プなどに注力した対応自体は妥当と考えられる 9

 
。 

（参考～支援効果の検証） 
 上記 1）から 3）の点について、受益者調査を利用して、『ソフトコンポーネントによる

                                                                                                                                                     
サルタント 1.7MM＊2 回の人的投入によって実施された。活動は井戸運営維持管理委員会の設立を柱とし

ながら、運営規則の策定、基金の確保支援、ポンプ業者との連絡体制確立などを行なった。なお、中央・

地方の政府系実施機関に対する技術支援は含んでいない（実施機関が住民ワークショップに参加するとい

った協同での活動はあり）。 
9 住民啓蒙ワークショップは 7 小学校を対象。対象校が分散する 7 県それぞれから 1 校を選び、各県局職

員を同伴する形で実施した。なお、啓蒙ワークショップとしての対象は 7 校であるが、委員会設立等の活

動は井戸支援対象の 41 校全てで行なった。 
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支援が無かった場合、現在の学校井戸運営は如何なる状況になっていたと推測するか』と

の質問を、井戸運営委員会の役員に対して行ない、ソフトコンポーネント効果の検証を試

みた。 
 結果としては、ソフトコンポーネントが実施されなかったと仮定した場合、「運営にかか

る規則が無い、もしくは規則があっても運営は混乱しているはず」（約 60％回答）、また「積

立金は設けられていない、もしくは設けられたとしてもソフトコンポーネントが設定した

75,000CFA には満たず運営は混乱を招いているはず」(約 80％回答)との回答が得られた。

他方で、委員会の設立については現在政府がコミュニティ内の井戸を含め、如何なる井戸

に対しても委員会の設立を促しているため、回答数値としては比較的低い数値を示す結果

となった（約 40％が「ソフトコンポーネントが仮に無くとも、委員会は設立されていたは

ず」との回答）。 
ただし、総じては、ソフトコンポーネントによる後ろ押しによって、学校井戸の運営に

かかる資金面および体制面が整備されたと評価する声が大勢とはいえるであろう 10

 
。 

表 11 （ソフトコンポーネントが実施されていなかったと仮定した場合の） 
井戸運営維持管理委員会の設立および運営状況にかかる推察 

 設立されていな

い(だろう) 

設立されていた

が、組織能力は低

い(だろう) 

設立されており、

現状と能力も変

わらない(だろう) 

設立されており、

現状よりも能力

が高い(だろう) 

合計 

回答数 13 2 1 11 27 

％ 48.1 7.4 3.7 40.7 100.0 
注：井戸運営維持管理委員会の役員による回答 
出所：受益者調査結果 
 

表 12 井戸運営にかかる規則の設立および運営状況にかかる推察 
 規則はなく、運営

が混乱している

(だろう) 

規則はないが、運

営に問題はない

(だろう) 

規則があるが、運

営は混乱してい

る(だろう) 

規則があり、運営

に問題はない(だ

ろう) 

合計 

回答数 10 4 8 5 27 

％ 37.0 14.8 29.6 18.5 100.0 
注：井戸運営維持管理委員会の役員による回答 
出所：受益者調査結果 
 

                                                   
10 表 12－14 に関して、ソフトコンポーネントの支援が仮に無くても独力で対応できたであろうとの回答

も少なからず見られる。回答の背景としては、委員会役員はプロジェクトの活動を通して「選ばれ」、且つ

「訓練を受けた」ことで、自らの能力に対する自信が高まっており、そのため「独力で対応できる」とい

った回答があったものと推察される。ただし、一部の父母会では「過信」とみなす声もあり、必ずしも裏

づけのある自信とは言えないであろう。ただし、いずれにせよ、以上のような背景が表に見られるような

回答に結びついたと推察される。 
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表 13 井戸運営にかかる積立金および運営状況にかかる推察 
 積立金はなく、運

営が混乱してい

る(だろう) 

積立金はないが、

運営に問題はな

い(だろう) 

積立金はあるが、

75,000CFA 未満

であり、運営は混

乱している(だろ

う) 

積立金があり、運

営に問題はない

(だろう) 

合計 

回答数 8 4 13 2 27 

％ 29.6 14.8 48.1 7.4 100.0 
注：井戸運営維持管理委員会の役員による回答 
出所：受益者調査結果 
 
 以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 
 
3.4 インパクト 
3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業の実施によって、以下のインパクトが発現している。 
 

(1) 就学へのインセンティブ効果 
本事業による学校建設を通して、これまで子供の就学に対して関心がなかった親が、子

供を小学校へ通わせるようになった例が多数みられる。現地調査においても多数の父母か

ら「整備された学校を見て、子供を就学させる気持ちが高まった」等のコメントを受けて

いる。この点は下表のとおり、本事業対象校が全国平均よりも高い児童数の増加率を示し

ていることからも確認できる 11

 
。 

表 14 受益者調査対象 27 校と全国の生徒数推移の比較 
 2006/07 年 

(事業実施前) 
2009/10 年 

（最新データ） 

対象 27 校 5,178 8,402 
増加率（2002/03－2009/10 年） ― 62.3% 

対象 7 県の小学校総計 282,281 377,104 
増加率（2002/03－2009/10 年） ― 33.5％ 

全国 1,561,258 2,047,630 
増加率（2002/03－2009/10 年） ― 31.2% 

出所：受益者調査および基礎教育省資料 

 
                                                   
11 就学率を向上させた要因として、こうした父母の意識変革に加えて、給食制度が定着してきたことによ

るインセンティブ効果も重要な背景として挙げられる。なお、現在の学校給食は政府の補助と児童が持ち

寄る穀類等を父母会(もしくは母親会)が調理している形式が大半である。 
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(2) 生徒の学習意欲向上 
学習環境の改善は生徒の学習に対するモチベーションとなっており、9 割以上の生徒が学

校施設の改善によって学習意欲が高まったと回答している。 
 
表 15 学習環境の改善による生徒の認識 

 非常に高まっ

た 

まあまあ高ま

った 

あまり変わら

ない 

低下した 合計 

学校施設の改

善による学習

意欲の高まり 

1,205 
（88.1％） 

113 
（8.3％） 

7 
（0.5％） 

42 
（3.1％） 

1,367 
 

注：本事業実施前後の比較が出来るように、すべて最上級生からの回答による。 
出所：受益者調査結果 

 
(3) 初等教育修了試験合格率の改善および留年率の推移 

本事業対象校の初等教育修了試験の合格率が、全国平均に比してやや高い数値を維持す

るとともに、事業完工後から僅かであるものの上昇傾向を示している。また、留年率につ

いても同様に全国平均よりもやや良好な数値を維持している。 
 

表 16 初等教育修了試験合格率の推移（バム県対象 9 校の平均値） 
 2007 2008 2009 2010 
対象 9 校（バム県） 71.3% 71.2% 76.1% 76.0% 
全国平均 66.8% 58.5% 72.7% 65.9% 
注：バム県以外はデータ取得ができなかった。 
出所：基礎教育省資料 
 

表 17 留年率の推移（受益者調査対象 27 校の平均値） 
 2008 2009 2010 
対象 27 校 10.9% 10.4% 6.9% 
全国平均 11.6％ 10.9% 8.7% 
出所：受益者調査結果、基礎教育省資料 
 
（4）書類/教材等管理体制・能力向上へのインパクト 

書類/教材用倉庫が整備されたことによって、教材や書類の適切な保管と活用が可能とな

り、学校の書類等の管理体制・能力も一定程度向上したものと考えられる。教員に対する

受益者調査においても、9 割以上の教員が書類/教材管理の体制および状況が改善したと回

答している。また、書類/教材用倉庫のみならず、教室内に配置されたロッカーも書類管理

に大きな効果を挙げていることが現地教員から報告されている。 
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3.4.2 その他、正負のインパクト 
(1) 自然環境へのインパクト 

自然環境に対する正負のインパクトは見られない。 
 
(2) 住民移転・用地取得 

住民移転・用地取得は行なわれていない。 
 

(3) その他 
 1）人気・知名度の高まりによる入学者数の増加 

上述のとおり、本事業を通して就学者数が増加した正のインパクトも大きいが、他方で

当初の計画以上の児童が入学しており、教室あたりの生徒数があらためて増加している学

校も見られる。 
なお、現在のブルキナファソ国では 80 人を教室あたりの上限生徒数としており、上限

を超えると優先的に同地区内に新たな学校もしくは新規教室を建設することが定められ

ている 12

 

。そのため、中長期的には教室あたりの生徒数は再度緩和されてゆくことが期待

できるが、短期的には地域内になお点在する藁葺き屋根の仮設教室などへの対応が優先さ

れるため、本事業対象校における本傾向は暫くの間は継続すると予想される。 

 2）水因性疾患減少へのインパクト 
  本事業による給水施設（学校井戸）が、生徒の水因性疾患の減少に貢献していると推

察できる。生徒の生活範囲は学校内のみならず、通学路や自宅近隣等の広範に及ぶため、

学校の給水施設のみを水因性疾患の直接的な因果関係とする根拠は希薄とならざるを得

ないが、少なくともこのような認識が教員および父母の多くから表明されていることは特

記すべきと考える。本事業の実施以前は学校近隣の浅井戸の水を飲用していたり、通学途

中に不衛生な水を口にしていたりといった状況が報告されていることからも、本事業が水

因性疾患の減少に少なからぬ貢献をしたということは言えるであろう。 
 

表 18 水因性疾患の推移にかかる教員・父母の印象 
 減少した ほぼ同じ 

(以前から

少ない) 

ほぼ同じ 

(以前と同

様に多い) 

増加した 分からない 合計 

回答数 58 6 14 4 13 95 

％ 61.1 6.3 14.7 4.2 13.7 100.0 
出所：受益者調査結果 
  

                                                   
12 ブルキナファソ国の教育施設設置基準では、教室あたりの生徒数を最大 80 人、標準 60 人、最小 30 人

と設定している（つまり、本事業は標準生徒数を目標としたことになる）。 
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以上より、本事業は就学へのインセンティブ効果や学習意識の向上などに正の影響を与

えており、そのインパクトは大きい。 
 
3.5 持続性（レーティング：②） 
 持続性については、教室等の学校施設と給水施設（学校井戸）を別途検証する。 
 
3.5.1 運営・維持管理の体制 

1）学校施設 
（政府における体制） 
2010 年から学校施設の維持管理にかかる責任所掌体制に変更があり、学校施設の維持管

理および修繕については地方自治体であるコミューンが基礎教育省に代わって責任を担う

体制となった。しかしながら、コミューン職員の人材層および能力は非常に限られている

ため、基礎教育省から支援のために短期間派遣される職員の存在なしには、業務が進捗し

ない状況にある。 
一方、派遣されてくる教育省職員の支援業務は予算作成や申請書作成といった業務が主

であり、日常的な学校施設への維持管理支援や指導といった活動は優先順位が低いのが実

情である。そのため、現時点の状況から判断するに当たり、学校施設の維持管理への指導

や継続的なモニタリングを行なう体制は、高い持続性を有しているとはいえない。 
 

（学校における体制） 
日常的な施設の維持管理は学校および父母会が行なっている。父母会の組織力について

は、基本設計調査時に学校間で差異があると報告されていたが、今次現地調査ではほぼ全

ての父母会が自らの会費を以って、独力で教員宿舎の塀を敷設しているなど、積極的なか

かわりを持っていることが確認できた。その他にも父母会による教室建設の例なども見ら

れる。これら実績から判断すると、多少の差異こそあれ、多くの父母会が一定レベルの組

織力、行動力を有していると判断できる。 
加えて、2008 年からは父母会に加えて、学校運営委員会（COGES）を各学校に設立す

ることが定められた（法令 2008-236 COGES設置にかかる法）13

 

。今後、COGESと父母会

のシナジー効果が発揮されることによって、より堅実な体制が整備されることが期待され

るが、評価調査時点においてはCOGESの設置はまだ一部地域に限定されており、効果の発

現は確認できなかった（本事業ではコルウェゴ県が該当）。 

2）学校井戸 

                                                   
13 COGES は「住民参加の促進」、「住民と学校の関係改善」、「コミュニティの活性化」などを目標として

設立されている。特色としては、COGES の構成メンバー選出において透明性の高い広範な選挙を行うこ

と、住民自身による学校活動計画を策定することが挙げられる。つまり、現状の父母会の枠を超えて、コ

ミュニティ全体を学校運営に関与させる戦略を持っていることが最たる特徴といえる（JICA 技術協力「住

民参画型学校運営改善プロジェクト」資料より）。 
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学校井戸は井戸運営維持管理委員会が維持管理の責を負っている。組織としての構成（委

員長、副委員長、会計、技術担当など、計 6-10 名程度）については妥当と考えられる。次

項の技術面においても一部記載するとおり、井戸運営維持管理委員会の役割は井戸破壊・

略奪行為の防止、外部の修理業者へのコンタクト、必要な修理コストの集金などに力点が

置かれており、これらの主たる役割に対しては現状の体制で対応が可能と考えられる。 
 

3.5.2 運営・維持管理の技術 
1）学校施設 
日常的な維持管理については、学校ならびに父母会で技術的な修理対応が可能である。

大規模な損壊等に対する修繕は、現地業者への業務委託が必要となるが、建設業を担って

いる現地業者は比較的多く、かつ本事業の仕様は現地仕様に準拠しているため技術的な対

応は可能と考えられる。 
 
2）学校井戸 
井戸運営維持管理委員会は非常に簡易な補修は行なうが、基本的には外部への業務委託

によって対応することを基本方針としている。井戸の修理業者は数多く、大概の修理につ

いては地元もしくは地元周辺の中心都市で対応できる業者を見つけることができる。 
なお、この基本方針とは政府の給水施設の維持管理にかかる方針であり、端的にいえば、

「井戸の維持管理において地域住民に過大な技術的責任を負わせない」と要約できる。こ

れまでの経験から、技術的なバックグラウンドを持たない住民による維持管理が逆に状況

を悪化させる例が頻発していることに対して現実的な対応を政府が決めたものであり、こ

の方針は政府の「給水施設維持管理リフォーム 2000-5/4/PRES/PM/MEE 令」として発効

している。 
以上の点から、井戸運営維持管理委員会が技術的に求められるものは、極めて基本的な

作業と外部業者とのコンタクトを保持することであり、この点については実績から判断す

るに当たっても大きな問題はないと考えられる（下表 16 参照）。 
 
3.5.3 運営・維持管理の財務 

1）学校施設 
小規模・日常的な修繕、維持管理については父母会費で対応しており、今後も小規模な

場合については、父母会費での対応が可能と考えられる 14

                                                   
14 ただし、父母会費の不払い者も少なからず存在していることは事実であり、公平な会費徴収の困難さを

父母会運営上の懸念事項として考えている父母会も多い（受益者調査では 27 の父母会のうち、8 つの父母

会が懸念事項として挙げた）。 

。他方、大規模な修繕について

はコミューンの予算に拠る。授業を実施できないほどの大規模な損壊についてはコミュー

ンからの予算が期待できるが、現在、多くのコミューンでは未だ見られる茅葺教室などの

改築に優先順位を置いているため、対象校への予算充当は修繕緊急度の比較に拠ることと

なる。しかも、多くのコミューンでは独自の歳入が非常に限定的であり、実質的には国家
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予算およびドナーによるプログラム予算から構成されている 15

 

。このような予算状況から

判断するにあたり、現時点において大規模な損壊修理までを視野に入れた場合は、財務面

での持続性があるとは評価できない。 

（参考：コミューンとしての取り組み) 
 地方分権化が進行している現在、学校および井戸の維持管理は学校およびコミューン行

政が担うこととされている。コミューンの規模は都市近郊と地方で差異はあるが、本事業

対象地では、概ね 100-300ｋ㎡、5-15 村落程度、人口 1-3 万人程度の規模がひとつの目安

と考えられる。 
本事業対象のタングイン小学校が位置するビンゴ・コミューン（ブルキエンデ県）の例

を下記に示す。下表にある教室建設および井戸リハビリにかかる予算は、世界銀行による

National Program of Land Management の予算であり、2011 年が最終年となる。そのた

め、コミューン予算に占める割合の大きかった同予算が 2012 年からは消滅すると予想され

る。なお、教室リハビリについてはコミューン独自の予算が充当されている。 
 

表 19：ビンゴ・コミューンの支出実績（教室・井戸関連）   単位：CFA 
 2008 2009 2010 

全セクター投資額 7,696,377 29,741,196 36,485,547 

 うち教室建設 0 4,917,379 4,375,561 

 うち教室リハビリ 0 992,970 992,970 

 うち井戸設置 0 0 0 

 うち井戸リハビリ 0 1,958,000 1,882,100 
注：上段の全セクター投資額とは、教育のみならず、コミューンが管轄する全セクターを含む。 
出所：ビンゴ・コミューン資料 
 

2）学校井戸 
対象の学校井戸については、敷設から 3 年以上を経ているため、今後は故障頻度が増加

する可能性が高い。実際にこれまで軽微なレベルではあるものの、多くの井戸で補修がな

されてきた（大半はペダル部分のジョイント、ネジ補修）。そのため、ソフトコンポーネン

トで積み上げた 75,000CFA（約 13,000 円）は殆どの井戸運営時管理委員会で既に減少して

いる。 
ソフトコンポーネントでは、継続的に維持管理基金を維持することを奨励したが、この

点についてはごく一部を除いて遵守されていない。しかしながら、これは現地の文化にお

いて、修繕の必要に迫られた際に必要経費を徴収することが一般的であり、ある程度やむ

を得ない現実といえる。 

                                                   
15 コミューン独自の歳入は、コミューン内市場における出店税および家畜移動や車両通行に伴なうチェッ

クポイントでの通行税が主たる財源である。 
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表 20 学校井戸の修理回数実績 
 0 回 

(必要なか

った) 

0 回 

(必要だっ

たが出来

なかった) 

1 回 2 回 3 回 3 回以上 合計 

回答数 4 0 6 6 6 2 24 

％ 16.7 0.0 25.0 25.0 25.0 8.3 － 
出所：受益者調査結果 
 

表 21 井戸運営維持管理基金の残高（単位：CFA） 
 0-10,000 10,000- 

30,000 
30,000- 
75,000 

75,000- 分からない 合計 

回答数 3 6 9 3 6 27 
％ 11.1 22.2 33.3 11.1 22.2 100.0 
注：残高の最低は 4,500CFA、最高は 105,000CFA であった。 
出所：受益者調査結果 
 
今後、故障した際に必要経費の徴収が現実に可能か否かについては、学校井戸と代替の

効くコミュニティ井戸との位置関係や学校、父母会の組織力等に拠る部分が大きいと思わ

れる。そのため、重大な故障が生じた際には必要な修理経費を確保できるか不明であり、

一定のリスクがあると考えられる。 
 
(参考) 
上記の観点において、試みに受益者調査において代替井戸の位置関係について情報を収

集した。教育省および学校関係者からの聞き取りによると、一般に 500m が給水に行く手

間を厭わない境界であると考えられるため、500m 以遠にしか代替井戸がない場合は父母会

を中心に修理費用を拠出し、修繕する可能性が比較的高いであろうとの推測コメントを受

けた。 
 

表 22 学校井戸に代替しうる井戸までの距離（単位：メートル） 
 0-300 300-500 500-700 700-1500 合計 
回答数 2 14 8 3 27 
％ 7.4 51.9 29.6 11.1 100.0 
出所：受益者調査結果 
 
3.5.4 運営・維持管理の状況 
学校施設については、予想される自然災害に耐えうる構造を採用するとともに、現地の

建設技術で維持管理が可能な仕様が取られている。特に、学校施設が損壊する典型的なパ
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ターンとして、強風による屋根の損壊が挙げられるが、本事業では屋根の鋲ピッチを短く

しているため、その耐久性は一般的な学校に比して高くなっている。また、仮に施設にお

いて修繕が必要となった場合でも、全て現地調達が可能な資材であり、資材の入手手段に

おいて問題が生じる可能性は低い。 
また、学校井戸についても他の形式と比較して、故障しにくく、且つスペアパーツが国

内において入手できるペダル式ポンプが採用されている。 
以上の点からは、学校施設および学校井戸ともに耐久性ならびにスペアパーツの入手と

いった観点からは問題が少なく、持続性は高いと判断できる。 
 
以上より、本事業の維持管理は体制および財務状況に問題があり、本事業によって発現

した効果の持続性は中程度である。 
 

4．結論及び教訓・提言 
4.1 結論 
教室数の不足ならびに教室あたりの過密状況が深刻化していた本事業対象地において、

新規の教室建設は本事業対象国・地域のニーズに極めて整合したものであった。本事業の

実施を以って、教室あたりの生徒数は平均 102 人から 59.8 人に減少し、就学環境は著しく

改善した。また、同時に建設した教員宿舎は教員の定着度改善を促し、且つ学校井戸も水

衛生環境の改善に貢献した。さらに、本事業は子供の就学を促すインセンティブ効果や、

生徒の学習意欲向上、留年率の軽減といったプラスのインパクトも発現させている。 
他方、持続性の観点においては、学校の維持管理の責任所掌がコミューンに移行したこ

とにより、行政からの支援体制が弱体化している。日常的な維持管理については、父母会

を中心とした独自の対応が可能であるため、比較的高い持続性があるが、大規模な修繕対

応については体制面のみならず財務面からも将来課題となる可能性がある。 
以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 
4.2 提言 
4.2.1 実施機関への提言 
学校施設の維持管理にかかる業務責任が近年コミューンに移管されたが、現在のところ

コミューン職員の能力は極めて限定的であり、基礎教育省の派遣職員による支援が無けれ

ば業務の円滑な進捗は非常に困難な状況にある。そのため、中長期的な視野に立ち、教育

セクターに携わるコミューン職員の能力強化が必要である。また、その前段として、視学

官 16

 

事務所とコミューン職員の業務所掌を明確にすることが必要である。職員に求めるべ

き業務内容とレベルを設定したうえで、上述の能力強化にかかる取り組みが行われること

を提言したい。 

                                                   
16 地方教育行政官。 
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4.2.2 JICA への提言 
 特になし。 
 
4.3 教訓 
１．本事業が実施された地域の識字率は概して低い。このような状況において、本事業

のソフトコンポーネントでは 10 ページ程度の「学校用井戸運営維持管理マニュアル」を作

成した。本マニュアルは必要最低限の情報を網羅したものであり、技術的な疑問に回答を

与える類のものではないが、識字率の低い事業実施地においては現実的な対応であったと

考えられる。また、このような状況を勘案して、ワークショップ等を通じたデモンストレ

ーションによる技術移転により注力した対応も妥当であった。 
ソフトコンポーネントでは一般的にマニュアルの作成が成果項目の柱のひとつとして挙

げられることが多いが、地域の識字率等によっては、本事業のようにマニュアル作成業務

を柔軟に取り扱い、限られたソフトコンポーネントの時間をデモンストレーションに当て

るといった臨機応変な対応が効果的と考えられる。 
 
２．本事業対象の小学校施設は完工から現在まで 3-5 年程度が経過したにすぎない。深井戸

の場合、一般的に使用開始から 5 年程度を過ぎた後に様々な故障に見舞われ始め、持続的

な運営能力が問われるといわれている 17

                                                   
17 ブルキナファソ国におけるコミュニティ井戸の運営維持管理支援を行なっている、「ブルキナファソ国中

央プラトー地方給水施設管理衛生改善プロジェクト」の専門家からの聞き取りによる。 

。そのため、『井戸』にかかる運営の持続性を見定

めるうえでは、事後のメンテナンス・修理状況を評価判断できるタイミングを見極めて事

後評価や事後のモニタリングを行うことが重要であろう。 
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