
１－１　協力の背景と概要

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）は、これまで実施してきた開発政策の

実施により、国全体としての国民の生活と福祉の質の向上に成功した一方で、地域間の開発格

差が顕在化している。特に西部と東部の地域間の開発格差の拡大は深刻であり、東部開発は政

府の喫緊の課題となっている。このような状況を踏まえ、わが国は東部インドネシアの開発を

支援するため、特に東部インドネシア開発を牽引する南スラウェシ州において「南スラウェシ

州地域開発プログラム」を展開することとした。このプログラムにおいては、①地域の開発を

牽引する都市の開発、②地域全体のバランスのとれた開発、③社会開発の促進を 3 つの柱とし

た。

インドネシアの社会開発分野のうち、教育に関して政府は 9 年制義務教育の完全普及を重点

目標に掲げているが、その達成は、特に東部地域においては困難視されている。東部地域の経

済・物流の中心である南スラウェシ州も例外ではなく、前期中等教育の総就学率は 76％（2005 
年）と全国平均を下回っている。この要因としては、家庭の困窮、地方政府が提供する行政サー

ビスと地域住民のニーズの相違等が挙げられている。そのため、包括的な地域開発を通じた貧

困削減の視点に立ち、地域ニーズに即した教育の総合的改善に取り組むことが必要となってい

る。また、教育の質の面の改善は、教育へのアクセス面での改善に比べ、更に遅れている。

インドネシア政府は 2001 年 1 月から行財政の地方分権化を施行し、中央政府〔国民教育省

（MONE）〕が政策を立案し、地方政府が基礎義務教育の提供と財源確保の責任を負うようになっ

た。南スラウェシ州内の市・県を含め、インドネシアの地方政府はこの新たな責務をどう果た

すべきか試行錯誤をしているが、現在までのところ、行政能力・経験ともに限られているため

にまだ十全な結果を出せていないのが実情である。

地方分権化の時代においては、地域社会や学校レベルの人々こそが、地域や学校の抱える

ニーズや問題、その解決策を一番よく分かっているとの認識の下、地域社会や学校の改善に対

応する際にはボトムアップ型のアプローチを適用することが効果的である。ボトムアップ型ア

プローチの有効性は、国際協力機構（JICA）が 1999 年から 2008 年にかけてインドネシアの北

スラウェシ州、中部ジャワ州、バンテン州で実施した「地方教育行政改善計画プロジェクト」

（Regional Education Development and Improvement Program：REDIP ）においても示されている。

基礎教育に関しては、南スラウェシ州政府は、2009 年までに 9 年制義務教育を実現するとい
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う国家目標を達成するために 1 年ごとの目標を定めている。しかし、南スラウェシ州の 2005 年

の前期中等教育粗就学率は 76.32％であり、国の平均より約 10％も低く、今後かなり急速に改

善することが必要となっている。実際、JICA マカッサル・フィールド・オフィス（MFO）が

2006 年 9 ～ 10 月に南スラウェシ州の 23 の県・市で実施した基礎教育と地域保健に関するベー

スライン調査によると、中学校に通っていない中学校就学年齢の子供が一定数存在することが

確認されている。南スラウェシ州の 2005 年の全国統一卒業試験の平均点は全国平均よりも若干

高いものの、教育の質の向上のためには現職教員研修を実施することが必要となっている。

このような背景の下、南スラウェシ州政府はボトムアップ型アプローチを使って前期中等教

育を改善する必要性を認識し、インドネシアの他の地域で REDIP によりボトムアップ型の前期

中等教育改善に成功してきたわが国に対して、南スラウェシ州の前期中等教育の総合的改善を

目的とした技術協力の要請があり、2007 年 12 月から本「南スラウェシ州前期中等教育改善総

合計画プロジェクト（PRIMA-Pendidikan）」が開始された。

１－２　協力内容

本プロジェクトは、前期中等教育における住民参加の仕組みと、教授・学習プロセスを改善

する仕組みを構築し、教育行政官の教育改善事業を運営管理する能力形成を行うことにより、

南スラウェシ州の対象県の前期中等教育の質、量、マネジメントの総合改善モデルを構築し、

これにより南スラウェシ州の前期中等教育の改善を図るものである。

（１）上位目標

前期中等教育を量・質及び運営の面から総合的に改善するためのモデルが南スラウェシ

州内の他県・市に普及される。

（２）プロジェクト目標

対象県において前期中等教育の質・量・マネジメントの総合改善モデルが構築される。

（３）成果

成果１：前期中等教育における住民参加の仕組みが構築される。

成果２：教授・学習プロセスを改善する仕組みが開発される。

成果３：対象県と州の教育行政官の教育改善事業を運営管理する能力が形成される。

（４）投入（評価時点）

日本側：総投入額　2 億 2,500 万円

長期専門家派遣 0 名　　機材供与（コピー機、PC 等）　　2 億 534 万 500 ルピア

短期専門家派遣
1
　　9 名　　ローカルコスト負担　　4,400 万円

研修員受入 0 名　　ただし、青年研修（教育、基礎教育行政）に計 16 名が参加

相手国側：

カウンターパート（C/P）配置　　州レベル 17 名、県レベル 78 名

執務スペース・施設の提供

ローカルコスト負担　　3 県合計で 9 億 9,600 万ルピア（約 916 万円）

1
　 総括（教育計画／社会開発）、地方教育行政／マイクロプランニング、アクションプラン事業管理／住民組織開発、教員研修　等
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３－１　実績の確認

（１）アプトプットの達成状況

１）アウトプット１（前期中等教育における住民参加の仕組みが構築される）：達成

指標 1.1〔郡チームおよび学校チームの学校外からのメンバー数の割合（20％以上）〕、

及び指標 1.2〔郡チームおよび学校チームの活動のうち、学校とコミュニティの関係強

化活動の割合（10％以上）〕は達成された。指標 1.3（郡チームおよび学校のアクション

プランにより申請された保健教育活動の数）については指標に目標値が設定されていな

かったため判断はできないが、プロジェクト期間内で当該活動に増加傾向がみられるこ

とから、「達成」されていると判断される。

２）アウトプット２（教授・学習プロセスを改善する仕組みが開発される）：ほぼ達成

指標 2.1（学習プロセス改善戦略の策定）、指標 2.2〔郡レベルにおける教科別教員研

修（MGMP）の開催頻度（月 1 回以上）〕が達成され、指標 2.3〔研修受講後、学習プロ

セスを改善させた教員の割合（50％以上）〕がほぼ達成となったことから、「ほぼ達成」

されていると判断される。

３） アウトプット３（対象県と州の教育行政官の教育改善事業を運営管理する能力が形成

される）：ほぼ達成

指標 3.1（県チームの設立、県チームの運営のための県予算確保）、及び指標 3.2〔県

チームのモデルに対する理解度（県レベル関係者およびその他関係者への説明能力）〕が

達成され、指標 3.3（モデルの普及における州政府の役割と責任に関する州レベル関係

者およびその他プロジェクト関係者の合意形成）が部分的に達成されていることから、「ほ

ぼ達成」されていると判断される。

（２） プロジェクト目標（対象県において前期中等教育の質・量・マネジメントの総合改善モデ

ルが構築される）達成の見込み：達成の見込み

プロジェクト目標の指標１（アクションプラン活動のガイドラインが開発、実施される）、

指標２（アクションプラン活動のための対象県政府負担額の割合が年々増える）、指標３（対
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象県政府がプロジェクト終了までに対象／非対象郡におけるモデル実施のための資金を確

保する）のいずれもが終了時評価時点で達成されていることから、プロジェクト目標は終

了時に達成の見込みであるといえる。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性

本プロジェクトの妥当性は「高い」と判断される。本プロジェクトは、インドネシアの

国家政策「中期国家開発計画（RPJMN）」（2004 ～ 2009、2010 ～ 2014）や「国民教育省戦

略計画（RENSTRA）」（2004 ～ 2009、2010 ～ 2014）」と整合しているとともに、南スラウェ

シ州の地域並びにターゲット・グループ（州・県教育局、学校、コミュニティ等）のニー

ズに合致し、また、日本の「対インドネシア国別援助計画（2004）」と整合している。

（２）有効性

本プロジェクトの有効性は郡・学校を含む県レベルで高いといえる。プロジェクト目標

は県レベルに焦点をあて、学校・コミュニティを包括する効果的なモデルであり、プロ

ジェクト目標が達成される見込みである。インドネシア側 C/P の頻繁な交替があったが、

プロジェクト目標の達成を阻害するような深刻な問題とはならなかった。

（３）効率性

アウトプット１～アウトプット３については、アウトプット３の指標 3.3 が部分的に達

成となっている以外は達成、あるいは、ほぼ達成となっている。日本側投入は、現地の

フィールド・コンサルタント（FC）を効果的に活用しながら、量、質、タイミングともに

おおむね適切に行われ、インドネシア側も、州教育局の予算負担が不十分であった点をの

ぞき、おおむね適切に投入された。プロジェクト開始約 2 年後のサイクル 3 から、インド

ネシア側予算とのコスト・シェアリングが行われたことがプロジェクトの効率性を高めた。

（４）インパクト

本プロジェクトのモデルが州教育局により対象県以外の県へも紹介されているなど、上

位目標は既に部分的に達成されている。また、プロジェクトで作成されたフォーマットが

県教育局の行政の効率化に貢献し、プロジェクトの核となる原則が教育政策のガイドライ

ンに反映されるなどの正のインパクトもみられる。

（５）持続性

本プロジェクトの持続性は、「技術支援が行われれば高い潜在性がある」と判断される。

「（１）妥当性」に記載のとおり、本プロジェクトは国や地方政府の基本的な政策と合致し、

州レベルでは対象県以外の県への拡大の動きがみられ、県レベルではプロジェクトのチー

ムが教育行政組織内に制度化されるなど、政策面、組織面では持続性が期待できる。技術

面では、本プロジェクトのモデルを十分に理解しているものの、県から学校への技術支援

や授業研究活動の継続した向上についてはまだ十分ではない。財政面では 2010 年度では予

算が確保され、2011 年度向けにも必要な申請が行われている。
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３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

１） 国民教育省（MONE）の政策や教員資質向上とマネジメント改革を通じた教育向上プ

ロジェクト（BERMUTU）

授業研究を全国的に展開するという MONE の政策や、教員能力開発をめざす BERMUTU
（Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading）政策などが、

PRIMA-P サイトに授業研究を導入する機運を高めることに貢献した。

（２）実施プロセスに関すること

１）他プロジェクトのリソース・経験の活用

PRIMA-P はインドネシアでの先行教育支援プロジェクトである、REDIP〔（参加型学

校運営改善（PSBM）〕や前期中等理数科教員研修強化プロジェクト（SISTTEMS）の長

期にわたる経験を活用することができた。また、現在実施中の前期中等教育の質の向上

プロジェクト（Program for Enhancing Quality of Junior Secondary Education：PELITA）の

成果を PRIMA-P の C/P が具体的に実践することにより、PRIMA-P モデルを考察するう

えでの洞察力などを得る機会を提供している。

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

１）サイクル 1 の時間的制約

本プロジェクトは、討議議事録（R/D）の計画より 3 カ月遅れの 2007 年 12 月より開

始されたため、サイクル 1 は短期間に実施された。インドネシアの学校暦
2
に合わせて、

初年度は実質 7 カ月という短期間に県チーム、郡チーム、学校チームの立ち上げを含め、

ひと通りの工程を実施することとなった。その結果、ソーシャライゼーションが不十分

となり、PRIMA-P のコンセプトや哲学がサイクル 1 では関係者に十分理解されなかった。

（２）実施プロセスに関すること

１）「無償教育」に係る誤認

「無償教育（Free Education）」における住民参加のあり方に関し間違った認識があっ

た。住民は「住民参加は不必要である」という間違ったメッセージを受け取ったのである。

そのような誤解のために、プロジェクトが住民参加を促進するうえで負の影響があった
3
。

２）州レベルのコミュニケーション不足

JICA 専門家チームと州レベルの C/Ps のコミュニケーションは十分ではなかった。こ

のため、州教育局がプロジェクト終了後に PRIMA-P モデルの継続・普及を行ううえで

リーダーシップをとることを遅らせる結果となった。もし、両者がより緊密に連携でき

ていれば、州政府はもっと早い段階でアクションを取ることが可能であったであろう。

2
　 インドネシアの学校暦は 7 月～ 6 月である。

3
　 2008 年より導入された州無償教育プログラム（FEP）により、「教育は無償である」という理念が、「教育に住民が参加すること

は不必要である」という間違ったメッセージを広めた。中間レビューでも指摘されているように、この誤解を解消するため、州

政府並びにプロジェクトでも誤解の解消に努めて改善がみられるものの、まだ完全に払しょくされていないなど、プロジェクト

の実施に影響を与えた要因として JICA 専門家チームは認識している。
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３－５　結　論

プロジェクトの各アウトプットはおおむね達成されていて、プロジェクト終了時にプロジェ

クト目標は達成される見込みである。評価５項目による評価に関しては、プロジェクトの妥当

性及び効率性、インパクトは高いといえる。プロジェクトの有効性は、プロジェクト目標が焦

点を当てていた県レベル、また郡、学校、コミュニティで高いといえる。またプロジェクトの

自立発展性は技術支援が行われれば高いと判断された。

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）

調査団と関係者は、次の事項を提言事項として協議を行った。

（１）対象県に対し

１ ）今後の PRIMA-P のグッドプラクティスの継続・拡大を計画しているが、これを行うに

あたり、能力に見合ったプログラムの規模について、また、経験のある郡と経験のない

郡に対して、それぞれどれだけの技術支援が必要で、それをだれが担うのか、という点

について、慎重に分析する必要がある。

（２）南スラウェシ州に対し

１ ）住民参加、ボトムアップの計画づくり、そしてあらゆるステークホルダーの巻き込み

といった点が、州政府からみた場合に本プロジェクトの強みである。本プロジェクトで

の好事例は他地域でも実現可能性が高いと思われ、州教育局によって、3 県の政府及び

フィールド・コンサルタント（FC）というリソースパーソンを活用しながら、普及活動

を継続することが強く期待される。

２ ）州教育局が、プログラム予算のより効果的・適切な活用のために、プログラムの集中

的なソーシャライゼーションを行うことが、強く勧められる

（３ ）JICA に対し

１ ）技術支援によって県や州における活動の自立発展性が確実なものになるという認識の

下、3 県それぞれ及び州において、関係者とともに FC の活用の可能性を検討、促進して

いくことが期待される。

２ ）授業研究に関して、前期中等教育の質の向上プロジェクト（PELITA）も含めた関連プ

ロジェクトとともに、活動成果の活用の可能性も含め今後のプロジェクトの進捗をモニ

ターしていくことなどが期待される。

３－７　 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄）

（１ ）プロジェクトの対象 3 県において、就学率の向上、中途退学率の低下、全国統一卒業試

験の点数アップ、教育・学習プロセスの改善、学校レベルでのマネジメントの改善（民主

的な意思決定、財政の透明化、コミュニティの参加拡大、モチベーションとオーナーシッ

プの向上、普通中学校と宗教中学校の連携促進）、県レベルでのマネジメント改善（モチ

ベーションの向上、県教育関係者の連携促進、計画立案能力の向上）等がみられた。また、

改善事項として、学校・郡レベルに対する介入、普通中学校と宗教中学校が協働するメカ

ニズムの構築、ブロック・グラントを研修ツールとして活用、予算管理に関連する規則と

透明性の強化、ソーシャライゼーションと技術支援がみられているが、これらもプロジェ
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クトで採用したメカニズムに起因するといえる。

（２ ）プロジェクト初年度に行われたソーシャライゼーションが不十分であったために、住民

を含めた関係者のなかにプロジェクトに対する理解が不十分なままである人がいるなど、

調査時に至るまで負の影響をもたらしている例も確認されるなど、ソーシャライゼーショ

ンの重要性が確認された。

（３ ）本プロジェクトでは、ファシリテーションや技術支援によって、関係者のマインドや姿

勢に明らかな変化をもたらしたことを示したなど、ファシリテーションや技術支援の重要

性が確認された。

（４ ）本プロジェクトでは当初保健分野のプロジェクトと一体化して実施していく計画であり、

意図的に同じ対象県を設定し、両セクターの連携と、県のボトムアップの計画策定メカニ

ズムが促進された。しかしながら、マネジメントや予算措置の一本化が不可能であること

が判明し、最終的に一体化したプロジェクトとして行うことは断念された。有効なモデル

やアプローチを異なるセクターにおいて活用することは促進されるべきではあるが、その

際には各セクターの状況を慎重に確認する必要がある。

（５ ）本プロジェクトでは、アクションプラン活動（PSBM）に取り組んだあとで、授業研究を

導入したが、このコンビネーションにより、学校や教師のオーナーシップ向上、学校の開

放性やコミュニティや生徒の保護者に対する責任感の増加、学校を越えた教師間の連帯感

の醸成、校長のマネジメント能力の向上、学校の問題への深い理解の促進、等のインパク

トが確認された。

（６ ）県レベルの成功が州レベルに認知され、十分に理解されるまでには、通常長い時間を要

するため、プロジェクト期間内で州による強いイニシアティブを期待するためには、ファ

シリテーターとしての州の役割を支援するための活動が計画に含まれるべきであった。

（７ ）プロジェクト目標を達成し、効率性も高いと評価できるが、プロジェクトのエッセンス

が完全に制度化されるレベルには至っていない。これを期待するには、プロジェクト期間

はより長く設定されるべきである。
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