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インドネシア 

地方教育行政改善計画プロジェクト 

外部評価者：株式会社アイコンズ 伊藤治夫 

０．要旨 
本プロジェクトは住民・学校主体の地方教育行政システムの強化を図るための

REDIP モデルの普及を目的として、既に REDIP モデルを実施していた北スラウェシ

州・中部ジャワ州の計 3 県/市（継続県）、そして新たに導入を行うバンテン州の 2 県

（新規県）を対象に実施された。本プロジェクトの内容と開発政策・ニーズとの整合

性に問題はなく、妥当性は高いといえる。 

プロジェクト完了時は、一部の指標が未達であったものの、REDIP モデルに則った

ブロック・グラントを用いた学校主体のプロポーザル事業（教育改善活動）が実施さ

れていた。事後評価時点では、REDIP の一部のアプローチが世界銀行の支援による国

家プログラムである BOS1に活用され、インドネシア政府による PSBM2（参加型学校

運営）として活動が実施されている。しかし、プロポーザル事業による住民参加の推

進、宗教校を含めた学校間の連携といった REDIP モデルの重要な活動が十分に実施さ

れているとは言えず、当初の目的である REDIP モデルの確立、既存の教育システムへ

の融合には至っていない。他方、REDIP-G3、REDIP-P4における REDIP モデルの活用、

BOS 等の他のプログラムへの影響といったインパクトが確認されている。これらのこ

とから、有効性・インパクトは中程度である。効率性は、プロジェクトの協力期間は

計画通りであったが、協力金額が計画を上回っているため中程度である。 

持続性は、BOS の資金を用いて実施されている PSBM において、学校計画策定への

住民参加が限定的であるといったカウンターパートの体制、および学校改善活動に十

分な予算配分ができていないといった財務面で課題があるため中程度となる。 

以上より、本プロジェクトの評価は一部課題があるといえる。 

  

                                                  
1 9 年間の義務教育の完全普及を目指し、各学校の生徒数に応じた補助金を直接配賦している。普

通校、宗教校、公立、私立全てが対象であり、2010 年の中学校における生徒一人あたりの配賦金額

は 710,000 ルピアとなっている。 
2 Participatory School-Based Management の略。 
3 インドネシア政府が 2005 年より自主的に実施している REDIP をモデルとしたプログラム。G は

Government の略。 
4 インドネシアの州政府が自主的に実施している REDIPをモデルとしたプログラム。Pは Province 
の略。 



 2

１．案件の概要 

 
 

 

 

 

 

 

プロジェクト位置図          教科教員研究会の様子 

 

1.1 協力の背景 

インドネシア共和国（以下、インドネシア）では、1990 年代初めまでに初等教育の

普及をほぼ達成したものの、前期中等教育（我が国の中学に相当）については、就学

率は低水準にとどまり（1993 年時点の就学率はそれぞれ、93.5％と 40.2％と推計5）、

2003 年までに前期中等教育を義務化することを目標として、就学率の向上や質的改善

のために様々な施策を講じてきた。しかしながら、1997 年以来の経済危機の影響を受

け、教育分野においても交通費、文房具、制服などの直接コストの上昇が家計を圧迫

し、就学率の低下、中退率の増加を惹起した。インドネシア政府は、2001 年に教育行

政全体を地方分権化6することにより、各地域の社会文化的多様性や各学校のニーズを

教育行政に反映し、学校や地域の主体性向上を図ったものの、十分な移行準備過程が

なく進められたため、各学校へ配分される教育予算が急減する、行政官・校長・教員

間で権限が混乱し学校運営に支障が生じる等、地方の教育行政が適切に機能していな

かった。 

同国の教育行政に対し、日本はこれまで、「地域教育立案研修」(COPSEP、1997～1998 

年)、「地域教育開発支援調査」（REDIP71/2、1999 年～2004 年）を実施し、住民・学

校主体の教育改善モデルである地方教育行政改善計画（以下、REDIP モデル）の開発

を試験的に導入してきた。その結果、中学校進学者の急増や中退者の減少、中学校に

おける校長と教員による学校・授業運営の活発化、生徒の学習意欲向上などが確認さ

れた。本プロジェクトは同国の要請に基づき、REDIP モデルの地域的拡大を図るため

の①地方教育行政官の計画・管理能力強化、②中学校就学率の低い地域に対する REDIP

モデルの展開を目的として 2004 年 9 月より 4 年間の協力期間で開始された。 

                                                  
5 インドネシアにおける教育・人材開発の現状と改革の動向（外務省） 
6 インドネシアの行政区分は州＞県・市＞郡という構成となっており、県と市は同等のレベルとな

っている。 
7 本プロジェクトは、事前に実施された開発調査「地域教育開発支援調査（REDIP1/2、1999 年～2004
年）を通じた「REDIP モデル」の開発・試行的導入をもとに実施されている。本文では事後評価対

象プロジェクトを「REDIP」、開発調査フェーズ 1 を REDIP1、フェーズ 2 を REDIP2 と記載してい

る。 

北スラウェシ州 

バンテン州 

中部ジャワ州
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1.2 協力の概要 

上位目標 プロジェクト対象県/市8の中学校教育のアクセスと質が向上す

る。 

プロジェクト目標

プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデル（コ

ミュニティ参加による学校主体の教育行政モデル）が確立し、既

存の教育行政システムに融合される。 

成果 

成果 1 （共通）REDIP 型地方教育行政モデルの普及のための方策が講

じられる。 

成果 2 

（REDIP2 からの継続県）中部ジャワ州ブレベス県、プカロンガ

ン県、北スラウェシ州ビトゥン市において、関係者（県教育局、

郡、学校、コミュニティ等）が REDIP 型地方教育行政モデルを

自立的に実施することができるようトレーニングされる。 

成果 3 
（REDIP3 からの新規県）バンテン州の 2 パイロット県（セラン
9、パンデグラン）の社会経済状況に応じた REDIP 型地方教育行

政モデルが開発される。 

投入実績 

【日本側】 
1. 専門家派遣 延べ 9 人 
2. 研修員受入 延べ 17 人 
3. 機材供与  289 万円 
4. 現地業務費 781 百万円 
5. その他（含、調査団員派遣） 
【インドネシア側】 
1. カウンターパート配置（MONE、州、県教育局:計 23 名） 
2. 施設提供 プロジェクト事務室 
3. ローカルコスト負担（ブロック・グラント 275 百万円） 

協力金額 8 億 8,571 万円 
協力期間 2004 年 9 月～2008 年 9 月 
相手国関係機関 国家教育省、プロジェクト対象の県教育局 
我が国協力機関 東京工業大学 

関連案件 

現地国内研修「地域教育計画立案研修」(COPSEP)（1997～1998）
開発調査「地域教育開発支援調査（REDIP フェーズ 1）」（1999
～2001） 
開発調査「地域教育開発支援調査（REDIP フェーズ 2）」（2002
～2005） 
技術協力プロジェクト「前期中等教育の質の向上計画」(PELITA)
（2009～2013） 

 

 

 

 

 

                                                  
8 REDIP2 からの継続県：中部ジャワ州ブレベス県、プカロンガン県、北スラウェシ州ビトゥン市、

新規県：バンテン州セラン県、パンデグラン県 
9 プロジェクトの対象地域であったセラン県は 2009 年にセラン市とセラン県に分かれた。 
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1.2.1 REDIP モデル 

REDIP モデルの 4 つのコンポーネントとその仕組みは以下のとおり。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：REDIP モデルの 4 つのコンポーネント 

 
REDIP モデルの特徴は、①郡中学校開発委員会10（TPK：一般校と宗教校との連携、

郡の教育ニーズの把握、活動プロポーザルの策定、活動の実施、学校への技術支援、

モニタリング等を行う）及び学校が、②活動ニーズや優先項目に基づいたプロポーザ

ルを、県/市実施チーム11（KIT：教育局、宗教省県/市事務所との連携、プロポーザル

の審査、活動のモニタリング評価等を行う）に提出し、承認されるとプロポーザルに

応じた活動の予算としてブロック・グラントが TPK と学校に配賦されるという、ボト

ム・アップ型の教育改善である。学校と TPK は、③コミュニティを巻き込んで計画策

定を行い、それぞれのニーズ、優先事項に応じてどのような活動も申請することがで

き、配賦されたブロック・グラント（各校平均 30 万円/年程度）を用いてそれら活動

を行う。例えば本プロジェクトにおいては、対象の TPK、学校により、コミュニティ、

                                                  
10 TPK のメンバーは郡長オフィス、教育局郡支部（UPTD）、校長、教員、学校委員会メンバー、

コミュニティ指導者/宗教指導者、村長から構成された。 
11 県・市教育局、宗教省県・市事務所、県・市地域開発計画局からのメンバーで構成された。 

④計画から評価までの

一連の KIT によるマネ

ジメントサイクル 

②プロポーザル事業に

よるブロック・グラン

トの配賦 

① 学校間及び学校と県

教育局を結ぶ役割と

しての TPK の設立 

③コミュニティ参加

によるボトム・アッ

プの計画策定 
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学校間の関係を強化する活動、教員研修、就学率/中退の防止、学校運営等の活動が行

われた。KIT は、④学校と TPK による教育改善活動の計画・立案・評価という事業サ

イクルを管理する役割を担う。 

 

本プロジェクトの資金を用いたブロック・グラントの配賦は、あくまでシード・マ

ネー（立ち上げ資金）という位置づけであり、将来的には県/市予算にプロポーザル事

業へのブロック・グラントを計上することを目標としていた。本プロジェクトのブロ

ック・グラントの資金源に関しては、国際協力機構（JICA）と県政府との間で拠出割

合に関する合意文書を取り交わし、プロジェクト完了後のブロック・グラント配賦に

継続が期待された。このブロック・グラントに加えて、住民から資金を徴収し、活動

費用に充てるマッチング・ファンド方式を併用し、学校と TPK が必要に応じて主体的

に活動費用を集めることも期待された。 

TPK、学校へのプロポーザル、会計報告、活動報告の作成にかかわる技術指導には、

本プロジェクトで雇用されたインドネシア人のフィールド・コンサルタント12が携わ

った。これらフィールド・コンサルタントの役割と権限は、プロジェクト終了時まで

に、県教育局の指導主事13とそれを補佐するローカルファシリテーター（REDIP 事業

に理解の深い TPK のメンバーや校長で構成）が引き継ぐことを計画していた。 

 

1.3 終了時評価の概要 

 1.3.1 終了時評価時の上位目標達成見込み 

上位目標である就学率と中退率、全国統一卒業試験の改善と REDIP の効果との因果

関係は統計を見る限り断定はできない。一方でエンドライン調査14の結果から教師の

能力や学校運営の向上が明らかとなった。他のインパクトとしては、インドネシア政

府の予算によって REDIP-G が開始されたこと、同国政府の基礎教育政策に影響を与

えたこと、同国政府による学校補助金の財務管理、会計報告システムの透明性や説明

責任が改善したこと、県レベルの教育行政機関（県教育局）と宗教行政機関（県宗教

事務所）の連携、協力が促進されたことが挙げられた。 

 

 1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

REDIP2 からの継続地域においては、協力期間の 終年度に対象県/市がブロック・

グラントを 100%拠出したこと、自主的に REDIP を実施できる能力を有する県/市教育

局職員、指導主事、あるいは代替人材が養成されたこと、対象校と TPK がプロポーザ

ル事業を実施したことから、指標はほぼ達成された。また、本プロジェクトからの新

                                                  
12 プロジェクトでは、学校、TPK、教育局への支援のためフィールド・コンサルタントを雇用し

技術移転を行った。 
13 県/市教育局及び宗教省県事務所とも指導主事を配置しており、学校運営の監督、カリキュラム

実施の指導にあたっている。 
14 2007 年 11 月 
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規県においても、全対象郡において TPK が設立されたこと、全対象校で REDIP モデ

ルを取り入れていること、自立的に REDIP を実施できる能力を有する県/市教育局職

員、指導主事が育ってきていることから、プロジェクト目標は概ね達成される見込み

があると判断された。 

 

 1.3.3 終了時評価時の提言内容 

プロジェクトの残り期間の短期的な取り組みとして以下の提言がなされた。 

① バンテン州におけるプロジェクト活動を独自に継続・維持するための実現可能な

出口戦略の策定 

② プロポーザル型の学校・TPK 活動の継続のためのフィールド・コンサルタントか

ら指導主事とローカルファシリテーターへの技術移転の実施 

③ 対象州の他県への REDIP モデル普及のための州政府による調整、ファシリテーシ

ョンの実施 

④ ワークショップ、セミナー、ドナー会合の場を利用したインドネシアの関連教育

機関や他の援助機関との REDIP モデルの有効性の共有 

 

プロジェクトの終了後の長期的な取り組みへの提言としては以下がなされた。 

① REDIP 継続を目的として、REDIP を実施してきた異なる地域やレベル（県、州、

国）の関係者間でのグッドプラクティス、戦略、課題の共有を行う REDIP フォー

ラムのような場の設立 

② プロポーザル式活動の質を確保するための REDIP モデルの各サイクルに対する

基準の設定 

③ 主体的学校経営改善や地方教育行政強化のための国家戦略・政策や中央レベルの

REDIP モデルプロジェクトをモニタリングする機能の強化 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 伊藤治夫（株式会社アイコンズ） 

 

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：2011 年 10 月～2012 年 12 月 

 現地調査：2011 年 11 月 19 日～12 月 13 日、2012 年 4 月 1 日～4 月 7 日 

 

2.3 評価の制約 
新規県においては、現在 REDIP の後継案件にあたる「前期中等教育の質の向上計画
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15（PELITA）」における参加型学校運営にかかわるコンポーネントが実施されており、

JICA 日本人専門家、プロジェクト雇用のフィールド・コンサルタントによる技術移転

が実施されていることから、本事後評価に際して、REDIP の効果のみを抽出すること

には限界がある。 

 

3．評価結果（レーティング：C16） 
3.1 妥当性（レーティング：③17） 

 3.1.1 開発政策との整合性 

インドネシアの開発政策は教育セクターに高い優先度を与えており、国策大綱

（GBHN）及びこの実施内容を詳述する国家開発計画（PROPENAS：2000-2004 年）で

は、前期中等教育の機会均等、質の向上、運営効率の向上が掲げられていた。さらに

1999 年 5 月に制定された「地方自治法」により、インドネシアの地方教育行政の分

権化が進む中で、特に運営効率向上の戦略の一つとして地域/学校ベースの運営システ

ムに基づく地方教育行政モデルを開発することが目標とされたことから、本プロジェ

クトの実施は、プロジェクト開始時点の国家開発政策に沿ったものであった。さらに

プロジェクト完了時点においても、新国家教育開発戦略計画（National Education 

Development Strategic Plan：2005-2009）で地方教育行政の強化と前期中等教育の機会

均等、質の向上、効率的な学校運営が目的とされていることから、開発政策との整合

性が維持されていたと判断できる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本プロジェクトの対象地域である北スラウェシ州、中部ジャワ州及びバンテン州は、

就学率の低さ、教員の質の低さ、学校運営における住民参加の不足といった教育状況

の課題を抱えていた。特に新規県を含むバンテン州は 2001 年に西ジャワ州より独立し、

地方教育行政も脆弱であり、前期中等教育の純就学率は全国平均と比べて非常に低い

状況にあったことから18、本プロジェクト前に実施された開発調査（REDIP2）におい

て高いニーズが確認され、教育省からも同州への地方行政支援への要望を求められて

いた。 

 

プロジェクト完了時点の 2008 年には、対象地域の前期中等教育の粗就学率はバンテ

ン州が 91.8、北スラウェシ 98.7、中部ジャワ州が 99.1 であり、全国（95％）を下回っ

                                                  
15 本プロジェクトは、参加型学校運営と授業研究の全国普及と実施に向けた、中央・地方教育行政

と学校の能力の強化を目的として、2008 年 12 月から 4 年間の予定で実施されている。この内バン

テン州では、REDIP が実施された県・市において、参加型学校運営の自立的実施に向けた支援が継

続している。 
16 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
17 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
18 2007 年の粗就学率データしか得られなかったが、その当時でも全国平均が 92.5％に対してバン

テン州では 88.8％となっている。 
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ている。また同国内の経済格差によって、12％の貧困層が初等 終年度である 6 年生

に達することができず、特に前期中等教育においては純就学率に富裕層と貧困層の間

に 37％（国家統計局 2007 年）もの格差が生じている。このことから、依然として教

育のアクセスと質の改善が求められている。 

本プロジェクトでは、普通中学校のみならず宗教省(Ministry of Religious Affairs：

MORA)が所管する宗教学校も対象としていた。新規県を含むバンテン州は国内でも特

に宗教学校が多く、宗教省からの教育支援が十分でなかった宗教校に対するアクセ

ス・質にかかわる改善は、プロジェクト完了以降も引き続き高いニーズであることが

現地調査により確認された。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

日本の対インドネシア国別援助計画（2004 年）では、教育は優先分野の一つとされ

ており、とりわけ、地方教育行政の改善、教育の質の改善（教員の質と学校運営の改

善）、教育のアクセスの向上がその重点とされている。この国別援助計画に基づいて

2005 年に策定された対インドネシア援助戦略では、教育分野で中等教育に重点が置か

れており、地方教育行政の能力強化と学校運営の改善を通じて教育のアクセスの向上

と質の改善を援助の目的としている。また、日本の教育分野に関する上位計画である

「基礎教育に関する成長とイニシアティブ」（Basic Education Growth and Initiatives: 

BEGIN）においても、教育の質向上における学校管理・運営が重点分野として掲げら

れており、本プロジェクトの実施は日本の援助政策との整合性が認められる。 

 

以上より、本プロジェクトの実施はインドネシア政府の開発政策、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 有効性・インパクト19（レーティング：②） 

3.2.1 有効性 

 3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

  1）成果 1 

（継続県・新規県共通）： REDIP 型地方教育行政モデルの普及のための方策が講じ

られる。 

プロジェクト完了時点までに成果 1 は達成された。 

 

指標 1-1 は本プロジェクト対象地域と非対象地域へ配布されたプロジェクトの内容、

成果に関するニュースレターの数であり、以下の表に示す通りニュースレターが各地

域に配賦された。 
 

                                                  
19 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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表 1：ニュースレター配賦数 
  部数 
対象地域 北スラウェシ州 248 

中部ジャワ州 2,121 
バンテン州 1,661 

非対象地域 REDIP-G 895 
北スラウェシ州南ミナハサ県 600 
中部ジャワ REDIP-P 対象県 595 
バンテン州 REDIP-P 対象県  90 
セラン県版 REDIP 対象県 230 
パンデグラン県版 REDIP 対象県 195 

出所：終了時報告書 
 

指標 1-2 は各県/市でのプロポーザル審査のためのチェックリストについてであり、

プロジェクト完了時点までに各県の事情に即して全対象県で作成され、審査業務に活

用された。 

 

指標 1-3 は対象県における REDIP モデル現地化のためのアクションプランであり、

「REDIP Mandiri20ガイドライン」が 2008 年に継続県であるブレベス県、プカロンガ

ン県、ビトゥン市において完成した。新規県では、プロジェクト完了時ではアクショ

ンプランが完成しなかった。 

 

指標 1-4 は REDIP モデルが導入された州/県/郡の数である。2005 年以降、本プロジ

ェクトで導入した REDIP モデルを独自に発展させた REDIP-G、REDIP-P の普及が中

央政府もしくは州政府の独自予算により、本プロジェクトで対象外であった地域で実

施されている。本プロジェクトによる REDIP-G、REDIP-P への支援内容は、「3.2.2.3 そ

の他のインパクト」において述べる。 

 

表 2：REDIP モデルが導入された本プロジェクト対象外の州/県/郡 
プログラム 州 県/市 対象郡数 対象となる学校 対象校数

REDIP-G 西ジャワ ボゴール 8 郡 非常に高い水準の学

校と追加対象郡の宗

教中学校を除くすべ

ての中学校 

84 
ブカシ 7 郡 98 

バンテン タ ン ゲ ラ

ン 
8 郡 121 

REDIP-G 小計 23 (99 郡中) - 303 
REDIP-P 中部 

ジャワ 
レンバン 4 郡 各郡で中心となる学

校を 2 校ずつ選抜 
8 

テガル 2 郡 4 
スマラン 2 郡 4 
スラゲン 2 郡 4 
ブロラ 2 郡 4 

バンテン ルバック 5 郡 普通中学校  と宗教 48 

                                                  
20 Mandiri とはインドネシア語で「自立した」という意味。 
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中学校、公立と私立

すべての中学校 
REDIP-P 小計 17 郡 - 72 
県版 REDIP バンテン セラン 5 郡 普通中学校  と宗教

中学校、公立と私立

すべての中学校 

36 
パンデグ 
ラン 

6 郡 27 

北 ス ラ ウ

ェシ 
トモホン 5 郡 20 

県版 REDIP 小計 16 - 83 
合計 56 郡 - 458 
出所：終了時報告書 

 

  2）成果 2 

（継続県）：中部ジャワ州ブレベス県、プカロンガン県、北スラウェシ州ビトゥン市

において、関係者（県教育局、郡、学校、コミュニティ等）が REDIP 型地方教育

行政モデルを自立的に実施することができるようトレーニングされる。 

 継続県において、REDIP モデルの自立的実施を達成するため、プロジェクトで雇

用されたフィールド・コンサルタントにより、地方教育行政官に対してトレーニング

が実施された。他方、トレーニングは完了したものの、プロジェクト目標に後述する

ように完了時点においてはフィールド・コンサルタントによる支援なしで業務を実施

することが困難であるとされている。 

 

指標 2-1 は地方行政官に対する REDIP 型行政の計画・実施に関するトレーニング回

数であり、表に示す通り地方教育行政官に対して、十分な回数のトレーニングが実施

された。 

 

表 3：トレーニング実施回数及び内容 
プロジェクト年次 実施回数 内容 

1 年次 24 このうちアチェ地震緊急支援のために 3 回 
2 年次 8 県をまたがる技術交換活動は 1 回に数える 
3 年次 25 このうち REDIP Mandiri 会合が 9 回、REDIP-G 関連

が 2 回） 
4 年次 26 このうち REDIP Mandiri 会合が 15 回、REDIP-G 関

連が 1 回、SISTTEMS 視察が 1 回 
出所：プロジェクト完了報告書 

 

さらに、下記表に示すフィールド・コンサルタントによる能力評価結果からも、地

方行政官がプロポーザル事業を自ら行う上で必要な質の高い研修が実施されたと判断

できる。 
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表 4：フィールド・コンサルタントによる行政官の能力評価結果21 
 ブレベス県 プカロンガン県

REDIP についてよく理解している 4.4 4.5 
学校改善計画づくりのプロセスをファシリテート

できる 
4.2 3.2 

学校、TPK によるブロック・グラントのプロポー

ザル作成をファシリテートできる 
4.0 4.0 

学校と他の教育分野ステークホルダーの間のコミ

ュニケーションを促進できる 
4.0 3.7 

REDIP の活動をモニタリングできる 4.3 4.0 
活動・会計報告書作成プロセスをファシリテート

できる 
4.2 3.8 

平均値 4.2 3.9 
出所:REDIP 専門家チームによるエンドライン調査データ（2007 年） 
 

指標 2-2 は、プロポーザル事業のために提出されたプロポーザルのうち、 初の審

査で承認されたものの割合である。KIT に提出されたプロポーザルのうち、 初の審

査で承認されたものの割合はビトゥン市が 60％、ブレベス県・プカロンガン県が 95

～98％であり、TPK、対象校によるプロポーザルの質は概ね確保されたといえる。ビ

トゥン市におけるプロポーザルの承認率が 60％と低い理由は、他の対象県/市に比べ、

プロポーザル承認を担当する行政官が審査を厳しく実施していたためである。プロポ

ーザルの修正、再提出後はほぼ全てが承認された。 

 

指標 2-3 の継続県におけるプロジェクト費用総額に対する県の負担の割合は、年ご

とに増加し、プロジェクト 終年には全県/市において 100％を達成した。このことは

プロジェクト完了時点において、継続県/市の教育局により REDIP モデルの財務的な

自立が可能となったことを示す。 

 

表 5：プロポーザル事業のための資金額（総額）、その総額に占める県/市予算の割合 

(単位：百万ルピア) 

プロジェクト年次 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 
ビトゥン市  578.00 

(100%) 
664.70  
(100%) 

425.60 
(100%) 

800.40 
(100%) 

ブレベス県 4,120.92 
(46.4%) 

2,300.00 
(60.8%) 

3,050.00 
(80.7%) 

3,650.00 
(100%) 

プカロンガン県 2,494.54 
(40.0%) 

1,496.97 
(60.1%) 

2,131.60 
(81.0%) 

2,561.25 
(100%) 

出所：終了時評価報告書 

 
 
 

                                                  
21 フィールド・コンサルタントによる、5 段階（1=全くそう思わない、5=非常にそう思う）評価

の結果。 
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  3）成果 3 
（新規県）：バンテン州の 2 パイロット県（セラン、パンデグラン）の社会経済状

況に応じた REDIP 型地方教育行政モデルが開発される。 
新規県では、REDIP モデルの導入を目標とした。以下の通り、新規県における各

学校におけるプロポーザル作成能力に関する指標は一部未達であり、新規県におい

てプロジェクト期間内に各県に即したプロポーザル事業のマネジメントサイクルが

整備されたとは判断できず、成果 3 に関しては達成されたとは言えない。 

 

指標 3-1 は新規県での TPK の活動の定着を示す指標である郡レベルでの学校間活動

が年々増加することである。ブロック・グラントを用いたプロポーザル事業として、

TPK 主催による郡内のすべての学校を対象とした校長協議会（KKKS）22と教科別現職

教員研修（MGMP）23が学校間活動として実施された。 

 

指標 3-2 は学校レベルでのプロポーザル事業の実施状況を示す指標として、学校と

保護者とのコミュニケーションを促進する活動の数（家庭訪問、ソーシャリゼーショ

ンなど）が設定された。新規県のプロポーザル事業の内容は、コミュニティとの関係

強化を促進することを目指していた。終了時評価時に実施した調査において、教師に

よる家庭訪問、保護者による学校訪問、学校と保護者とのコミュニケーションの回数

が増加していることが分かり、REDIP による活動がコミュニケーション促進に一定の

効果があったことが確認された。 

 

指標 3-3 は 初の審査で承認されたプロポーザルの割合である。下記の表に示すと

おり、平均で 68％と低い。現地調査の結果からも、新規県における各学校でのプロポ

ーザルの作成能力は郡によってばらつきがあり、課題が残ることが指摘された。 
 

表 6： 初の審査で承認されたプロポーザルの割合 
県 郡 合格率 

セラン県 Taktakan, Serang 60% 
Bojonegara, Puloampei, Kramatwatu 60% 
Padarincang, Ciomas, Tunjung Teja 80% 
Waringinkurung, Mancak, Anyar 60% 
Tirtayasa, Carenang, Cikande 20% 

パンデグラン県 Pandeglang, Mandalawangi 80% 
Karangtanjung, Cimanuk, Cipeucang 100% 
Seketi, Menes 70% 
Jiput, Labuan 60% 
Panimng 85% 

平均 68% 
出所：終了時評価報告書 

                                                  
22 学校間で学校運営に関する情報交換を行うことで、就学率向上や中退の防止の取り組みを促進さ

せようとする取り組み。 
23 学校間で研修を実施し、教育の質を向上させる取り組み。 
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 3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 
プロジェクト目標：プロジェクト対象県/市の中学校教育において REDIP モデルが確

立し、既存の教育行政システムに融合される。 
 

1）指標 1：フィールド・コンサルタントの支援なしで REDIP 関連業務を行うことの

できる県教育行政官（KIT、指導主事）の割合 

プロジェクト完了時における KIT、指導主事の能力に関する指標 1 は、表 7、8 に示

す通り継続県において、一部未達であった。 
 

表 7：フィールド・コンサルタントの支援なしで業務が行える県行政官の割合 
 県教育行

政官人数

FC の支援なしで業

務が行える人数 
割合 目標値

継続県 
ビトゥン市 7 4 57% 60% 
ブレベス県 6 4 67% 
プカロンガン県 6 3 50% 

新規県 
セラン県 6 4 67% 40% 
パンテグラン県 6 3 50% 

出所：終了時評価報告書 
 

表 8：フィールド・コンサルタントの支援なしで業務が行える指導主事の割合 
 指導主事

人数 
FC の支援なしで業

務が行える人数 
割合 目標値 

継続県 
ビトゥン市 13 8 61% 60% 
ブレベス県 10 4 40% 
プカロンガン県 4 2 50% 

新規県 
セラン県 14(6 人) 24 14(6 人) 57% (100%) 40% 
パンテグラン県 5 3 60% 

出所：終了時評価報告書 

 

2）指標 2：プロポーザル事業のための資金に占める県/市からの独自の予算の割合が

年々増加する 

プロジェクト完了時点での独自の予算の割合は、継続県では 100%となった一方、

新規県では 20～25%程度であり、県/市から十分な予算措置が行われたとは言えない。 

 

表 9：プロポーザル事業への県/市負担の費用負担の割合25 
 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

継続県 
ビトゥン市 100% 100% 100% 100% 
ブレベス県 46.4％  60.8%  80.7% 100% 
プカロンガン県 40.0% 60.1% 81.0% 100% 

                                                  
24 宗教省県事務所の指導主事 8 名を含む、そのうち 2 名は REDIP 業務を行える能力を備えている。

カッコ内は県職員のみ。 
25 セラン県とパンデグラン県の 4 年次年については、REDIP の完了年次であることから JICA 資
金は存在しない。よって、前年の JICA 資金をベースに県予算のコストシェアリングの割合を推定。 
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新規県 
セラン県 ― 0% 3.9% 26.7% 
パンテグラン県 ― 5.3% 8.8% 22.9% 

出所：終了時評価報告書 

 

3）指標 3：プロポーザル事業を計画通りに実施した学校と TPK の割合が、継続県で

少なくとも 80%、新規県で少なくとも 60%に達する 

プロジェクト完了時点の TPK や学校での活動の実施率は、継続県・新規県共にほ

ぼ 100%であった。 
 

4）指標 4：新規県であるセラン県、パンデグラン県の全対象郡において、TPK が設立

される 

プロジェクト完了時点（2008 年 5 月）においては、対象郡であるセラン県 12 郡（全

28 郡）、セラン市 2 郡（全 6 郡）、パンデグラン県 10 郡（全 35 郡）全てに TPK が設

置された。  
 

5）指標 5：新規県対象郡の全学校への REDIP モデルの導入 

プロジェクト完了時点（2008 年 5 月）には、全学校（セラン県 103 校、セラン市 41

校、パンデグラン県は 107 校）が REDIP モデル導入の結果、プロポーザル事業を実施

した。 

 

3.2.2 インパクト 

3.2.2.1 上位目標達成度 
上位目標：プロジェクト対象県/市の中学校教育のアクセス及び質が向上する。 
 

(1) 指標 1：中学校就学率と中退率が改善される 

就学率、中退率については、数値の改善が見られるものの、本プロジェクトとの明

確な因果関係は確認できないが、学校単位では KKKS 等の教育改善活動が継続されて

いることから将来的な改善も期待される。 
 

表 10：全国及び REDIP 対象州の純就学率の推移 
 2008 年 2009 年 2010 年 

全国平均 71.60% 73.62% 74.52% 

継続県 
ビトゥン県 81.56% 84.15% 85.65% 
ブレベス県 70.83% 68.41% 73.02% 
プカロンガン県 68.57% 74.70% 74.19% 

新規県 
セラン県 68.31% 68.17% 73.28% 
パンデグラン県 54.09% 54.27% 58.35% 

出所：インドネシア中央統計庁、国民教育省 
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表 11：REDIP 対象校及び全国平均の中退率26(%) 
 2008 年 2009 年 2010 年 

全国平均* 3.94% 2.49% 2.06% 

継続県 
ブレベス県 1.94% 2.04% 2.54% 
プカロンガン県   2.06% 2.06%  2.15% 

新規県 
セラン県 1.67% 1.71% 1.93% 
パンデグラン県 2.10% 2.17% 2.03% 

出所：受益者調査27 
*国民教育省 

 

(2) 指標 2：教育の質の向上を測る主な指標（生徒の学力、教員の能力、学校経営等）

が向上する 

校長に対する受益者調査の結果、継続県、新規県共に REDIP 対象校の教員の授業実

施能力について、校長の満足度が高かった。教員への受益者調査からも、REDIP の活

動経験を有する教員の授業への取り組み姿勢が高いことが分かった。REDIP 活動経験

を持つ教員と持たない教員28との回答には、以下に示す通り特に教材の活用、授業計

画の作成、グループワーク、生徒の理解度の確認において統計的な有意差（5％水準）

が確認され、MGMP による教員の能力向上への一定の効果があることが推定される。 

 
表 12：教員の能力に関する校長への質問結果 

設問 平均値29 
教員の能力に満足している 3.8 
教員の授業態度に満足している 3.9 
出所：受益者調査 
サンプル数 109 校 

 
表 13：授業の取り組みに関する教員への質問結果 

設問 REDIP 経験 平均値30 有意差

私は授業で教材（地図、地球儀、模型、写真等）

を活用する 
無 2.6 

** 
有 3.5 

私は授業計画を準備する 無 3.9 
** 

有 4.7 
私は授業の前に活動（グループ、ペア、個人等）

に応じた座席のアレンジを考える 
無  3.5 

 
有 3.9 

私は授業で使うための教材（ワークシート、模

型、チャート等）を工夫して作る 
無 3.8 

 
有 3.6 

                                                  
26 北スラヴェシ州は受益者調査に含んでいないため、プロジェクト対象のビトゥン市の結果は含ま

れない。 
27 受益者調査においては、プロジェクト対象地域からブレベス県 26 校、プカロンガン県 25 校、

セラン県 35 校、パンデグラン県 25 校の計 103 校を無作為抽出で選定した。 
28 プロジェクト完了以降に採用された教員が多く含まれることが想定される。 
29 教員の能力についての質問を 5 段階（1：全くそう思わない、2：そう思わない、3：どちらでも

ない、4：そう思う、5：とてもそう思う）で質問した平均値。
30 教員の授業への取り組みに関する設問を 5 段階（1：全くそう思わない、2：そう思わない、3：
どちらでもない、4：そう思う、5：とてもそう思う）で質問した平均値。
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私は授業の後、生徒の理解度をチェックする 無 4.0 
* 

有  4.4 
私は定期的に生徒の理解度を評価する 無 4.0 

 
有 4.2 

私は授業後、生徒の理解度をチェックする。自

分の教え方について振り返る 
無 4.0 

 
有 4.2 

出所：受益者調査 
**1% 水準で有意、*5% 水準で有意 
サンプル数：REDIP 経験なし教員 41、経験あり教員 174、計 215 

 

聞き取り調査の結果、REDIP モデルのコンポーネントであるコミュニティ参加によ

るボトム・アップの計画策定の取り組みにより、学校と住民とのコミュニケーション

が増え、学校のアカウンタビリティの向上や、住民からの協力の促進が確認された。

表 14 に示す通り、教員に対する受益者調査結果からも、REDIP 対象校においては、

学校運営に対し教員が肯定的な意見を有していることがわかる。 
 

表 14：学校運営に関する教員への質問票結果 
設問 平均値 

校長は学校経営（方針や計画の策定、会議等）においてリーダーシップ

を発揮している 
4.5

校長は教職員が学校経営に参加することを後押ししている 4.4
私は学校の方針や計画の策定に参加している 3.9
私は学校の会議に積極的に参加している（質問をする、情報共有をする、

問題点を明らかにする、反対意見を言う等） 
4.0

私の学校では、教員研修は も重要視されるものの 1 つである 4.0
私は学校で、定期的に他の教師と教え方についてのアイディアや教材に

ついて情報共有したり議論したりする 
4.0

出所：受益者調査 
サンプル数：212 名 

 

生徒の学力の向上については、プロジェクトとの明確な因果関係は確認できないも

のの、本プロジェクト対象校における全国統一卒業試験の成績向上が確認された。プ

ロポーザル事業のひとつとして、教員の能力向上を目指した教科別現職教員研修

（MGMP）等が行われたことから、生徒の成績の向上は同研修が寄与していると想定

されるが、他ドナー等による教育の質の向上にかかわる支援等も対象地域にて実施さ

れていることから、REDIP による直接的なインパクトとは断定できない。 
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表 15：REDIP 対象県及び全国平均の全国統一卒業試験結果31(%) 
 2008 年 2009 年 2010 年 

全国平均* 6.47 5.95 6.26 

継続県 
ブレベス県 6.84  6.99  7.02  
プカロンガン県 6.25  6.44  6.60  

新規県 
セラン県 6.57  7.26  7.03  
パンデグラン県 6.77  7.24  7.49  

出所：受益者調査 
*国民教育省 

 

3.2.2.2 プロジェクト完了後の REDIP モデルの継続状況  

継続県では、プロジェクト完了後、予算不足に伴って教育予算の配分を学校インフ

ラ重視としていることから、TPK 及び学校への継続的なブロック・グラントの配賦が

行われていない。さらに、プロジェクトで研修を受講した地方行政官の人事異動によ

り、KIT によるプロポーザルの審査、活動のモニタリング等のマネジメントサイクル

が実施されなくなっている。TPK に期待された学校と県教育局を結ぶ役割も意義を失

い、その機能は停止している。これに伴い、学校におけるプロポーザル事業の実施や

KIT によるマネジメント等の REDIP モデルの 4 つのコンポーネントが、実質的に機能

していないことが確認された。プロジェクト完了時点においては成果、プロジェクト

目標の一部の指標が未達成であり、同時に上記に示す通り、事後評価時点においては、

REDIP モデルの機能は限定され、プロジェクト目標のモデルの確立は 終的には未達

であったと判断する。 

プロジェクト完了後は本プロジェクトで導入を目指した REDIP モデルに則った活

動サイクルは継続していないが、BOS 資金を用いた PSBM で学校改善活動が行われて

おり、プロジェクト完了後は、REDIP モデルそのものではなく、BOS を軸とした PSBM
（参加型学校運営）政策に統括していく方向性がインドネシア政府とドナー間で確認

されている。実際に BOS 運営において、学校参加型アプローチ、経理管理、会計報告

といった一部の REDIP アプローチが採用されている。 

学校レベルでの学校運営改善は BOS を用いた活動が継続しているが、BOS の予算

の大部分が教員への給与を含む学校運営費として使用され、REDIP で実施されてきた

学校改善活動に十分な予算配分ができないといった制限がある。 

 

さらに、BOS の申請には REDIP のプロポーザル作成のような詳細かつ住民参加型

での活動計画策定は求められていないことからも、REDIP において開発調査の段階か

ら重視された PSBM の重要な要素である住民参加による学校運営改善を必ずしも促進

していないことが確認された32。 
                                                  
31 同じく、北スラヴェシ州は受益者調査に含んでいないため、プロジェクト対象のビトゥン市の結

果は含まれない。 
32 後継案件の PELITA、「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（2007 年 12 月～

2010 年 11 月）」および「インドネシア国復興期の地域に開かれた学校づくり（マルク）プロジェク
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さらに、郡レベルでの学校間（宗教校も含めた）及び学校と県教育局を結ぶ役割と

しての TPK の機能が教育局郡支部（UPTD）に移管されているが、REDIP において重

視された TPK へのグラントの配賦によるプロポーザル事業、コミュニティ、宗教校を

巻き込んだ活動の実施は限定されている。BOS を用いた PSBM に REDIP のアプロー

チが十分に融合されたとは言えないことから、プロジェクト目標である REDIP モデル

の既存の教育行政システムへの融合は事後評価時点において達成されているとは言え

ない。 

 

 3.2.2.3 その他のインパクト 

(1) プロジェクト対象県以外への REDIP の普及 

2005 年以降、本プロジェクトで導入した REDIP モデルを独自に発展させた REDIP-G、

REDIP-P が、本プロジェクトで対象外であった地域で実施されるようになった。 

REDIP-G は、国民教育省初中等教育運営総局主導の下、2005 年よりジャカルタ近郊

の 3 県（ボゴール県、ブカシ県、タンゲラン県）の 9 郡 126 校で本プロジェクトの

成果をきっかけに開始された。 

本事業において、REDIP-G への支援として、関係者の能力強化、ガイドラインの作

成支援等の投入が実施され、REDIP-G の普及を後押した。 

REDIP モデルとの違いは、プロポーザルの作成、提出を求めない簡略化したプログ

ラムであること、また普通中学のみ33を対象としている（REDIP では宗教中学校も対

象）点である。2009 年～2012 年の REDIP-G の実施範囲は 4 市 415 校となっている。

REDIP-G は、実施 2 年目より PSBM34/REDIP-G35という名称となり、コミュニティ主

体の中学校開発の促進を目指した国家及び県/市の中期開発計画の一環として取り組

まれている。REDIP-G 対象県における現地調査では、本プロジェクトで実施したコミ

ュニティ参加によるボトムアップの計画策定、予算の透明性と説明責任の確保という

要素が活用され、PBSM の推進に寄与していることが確認された。REDIP-G の予算は

主に国民教育省により継続的に確保されており、一部の経費が県/市によって負担され

ている。 

他方 REDIP-P は、本プロジェクトで REDIP モデルを導入した県を有する州が、独

自予算により本プロジェクト対象以外の県へ REDIP モデルを普及することを目的に

実施した取り組みである。本プロジェクトの成果を報告した州政府対象ワークショッ

                                                                                                                                                  
ト（2008 年 12 月～2011 年 12 月）」といったインドネシア国内での JICA 案件においては、住民参

加によるニーズにもとづく学校計画策定を取り入れた REDIP のアプローチが活用されている。 
33 REDIP-G においても 2005~2006 年は宗教校への援助を実施した。 
34 Participatory School-Based Management の略。 
35 PSBM/REDIP-G は 2012 年 12 月 10 日現在、School-based Quality Improvement Program (PPMBS)と
呼ばれている。 
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プをきっかけに開始され、本事業からもローカル・コンサルタントによる技術支援が

州関係者に対して実施された。 

 
表 16：REDIP-P 実施状況（2011 年時点） 

 州 対象県 郡数 

継続県 

北スラウェシ シタロ県 
北ミナナサ県 
ミナハサ県（2010 年～） 
ボルティム県（2010 年～） 

1 
1 
1 
1 

中部ジャワ 2007～2009 年までブロラ県、レン

バン県、スマラン県、スラゲン県、

テガル県で実施されたが、2009
年以降は実施されていない 

 

新規県 バンテン レバック県（2010 年より県予算で

実施） 
5 

出所：事後評価現地調査結果 

 

北スラウェシ州教育局は、ビトゥン市において本プロジェクトの REDIP 活動を実施

し、その成果を元に新たに 4 県で州予算を用いて REDIP-P を開始した。学校と TPK

もしくは教育局郡支部（UPTD）36へブロック・グラントを配賦しており、今後も継続

的に予算措置が実施されることが期待される。同じくバンテン州教育局は、本プロジ

ェクトでの REDIP 活動の経験に基づき、2007 年より新たにレバック県の 45 校を対象

に、独自の州予算で REDIP-P を実施した。2010 年からは、レバック県が独自の予算

で実施している。同州は 2010 年に新たに南タンゲラン県での REDIP-P 実施を計画し

たが、予算承認が取れず実施されなかった。 

現在、REDIP-P への州予算が確保できず、バンテン州内での REDIP-P の実施は停滞

している。中部ジャワ州については、2007～2009 年までブロラ県、レンバン県、スマ

ラン県、スラゲン県、テガル県で REDIP-P が実施されたが、予算不足のため 2009 年

以降は実施されていない。 

 

(2) 他ドナーによる学校補助金プログラムへの影響 

前述の通り、BOS の経理管理、会計報告において、REDIP アプローチの要素が活用

されていることが確認された。また一部の地域では、中央政府から配賦されていた従

来の BOS に応じて、県/市政府がグラントの一部を負担するカウンターパート・ファ

ンド方式を用いた BOSDA37が導入された。さらに学校のニーズに応じて柔軟な金額を

申請できる形とした Variable BOSDA38が試行されるなど REDIP におけるブロック・グ

                                                  
36 REDIP-P においても TPK の設置を義務付けているが、いくつかの郡では TPK が設置されておら

ず、UPTD がその機能を担っている。 
37 BOSDA (BOS Daerah)はプロジェクトではなく、BOS の受領条件として、国が州・県地方に命じ

た、地方を財源とする学校運営交付金のプログラムの呼称。 
38 Variable BOSDA は REDIP と同様に学校のニーズに合わせてグラントの配賦額を変動する方式を
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ラントのモデルを活用した BOS を用いたプログラムが開始されるといったインパク

トも見られる。一方で前述の通り、BOS による学校補助金プログラムは必ずしも住民

参加による学校運営改善を促進するものではなく、また REDIP モデルを取り入れた

BOSDA/Variable BOSDA に関しても実施されている地域が一部の地域に限定されてい

る。 

 

(3) 宗教私立校（マドラサ）への影響 

マドラサは、本プロジェクト実施前、主にコミュニティからの寄付に運営資金を頼

っていた。本プロジェクトの支援を受けたマドラサは、プロポーザル事業により、教

材、施設整備がなされ、教育の質の改善をもたらしたことが指摘された。また、中学

校を平等に支援するというアプローチは、当初、縦割り行政により連携が少なかった

県教育局と県宗教事務所（宗教省の県レベルの行政機関）の間の関係にも正のインパ

クトを与えた。さらに宗教省が 2011 年よりバンテン州の 24 校の宗教校に対して、

REDIP で実施してきたブロック・グラントの配賦を開始するといった正の影響も見ら

れる。39 

 

 以上より、REDIP モデルは BOS を通じて PSBM として一部のアプローチが実施さ

れている。しかし、宗教省を含めた学校間の連携、住民参加による学校改善といった

REDIP モデルの重要な点において、プロジェクト完了後に十分な活動が実施されてい

るとは言えず、REDIPモデルの確立、既存の教育システムへの融合には至っていない。

他方、REDIP-G、REDIP-P における REDIP モデルの活用、BOSDA 等の他のプログラ

ムへの影響といったインパクトが確認された。これらのことから、総合的に判断して、

有効性・インパクトは中程度である。 

 

3.3 効率性（レーティング：②） 

3.3.1 投入 
投入要素 計画 実績（プロジェクト完了時） 

（1）専門家派遣 
総括/教育開発計画 
地方教育行政 
教育統計 
地域コミュニティ開

発 
教員研修 
経済財務評価等 

総括/教育開発計画 
副総括/地域開発 
地方教育行政/マイクロプランニング 1-1 
地方教育行政/マイクロプランニング 1-2 
地方教育行政/マイクロプランニング 2-1 
地方教育行政/マイクロプランニング 2-2 
教育統計/インパクト調査 
学校運営 
研修計画 （計 9 名） 

                                                                                                                                                  
用いているプログラムの呼称。そのガイドライン作成に当たっては、REDIP 支援に従事した日本人

コンサルタントが世銀に採用され、REDIP で用いていた各学校へのブロック・グラント配賦額の算

定式が Variable BOSDA に導入された。 
39 PELITA 業務進捗報告書 6 
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（2）研修員受入 年間 5 名程度 延べ 17 人 
（3）機材供与  デジタル・ビデオカメラ、デジタル・カメラ、

コンピューター、プロジェクター等(総額 289
万円) 

（4）協力金額合計 650 百万円 885.71 百万円* 
*JICA 提供 

（5）相手国政府投入額  ブロック・グラント 275 百万円 

出所：プロジェクト完了報告書。ただし相手側政府投入額のみ終了時報告書から転記。 

 

3.3.1.1 協力金額 

協力金額については、計画を上回った（計画比 136%）。その理由としては、中部ジ

ャワにおけるプロポーザル事業の監理業務による契約金額の増加、活動結果の共有の

ためのワークショップの開催、インドネシア政府による REDIP-G 実施への技術支援等

であることが確認されているが、すべての詳細は把握できなかった。 

また、スマトラ島沖地震、ジャワ島中部大地震の被災地に対する REDIP のアプロー

チを用いた緊急支援にも協力金額が用いられた。住民が参加した計画策定や、事業サ

イクル全般における学校関係者と住民との協力により、教室修復、備品整備、カウン

セリング活動などが実施され、授業再開の迅速化に貢献した。 

 

3.3.1.2 協力期間 

協力期間については、計画どおりであった（計画比 100％）。 

 

以上より、本プロジェクトは、成果の産出に対し、協力期間が計画内に収まったが、

協力金額が計画を上回ったため、効率性は中程度である。 

  

3.4 持続性（レーティング：②） 

3.4.1 政策制度面 

政府が 2010 年に発表した中期開発計画（RPJM2010-2014）は、教育政策における地

方分権化の強化、信頼性の高い予算管理システムの導入による、予算管理における透

明性・効率性・説明責任の確保、住民参加型学校運営の強化が重点分野として示され

ていることから、本事業で取り組まれた REDIP アプローチであるボトム・アップ型の

教育改善活動は、上位目標の達成手段として、RPJM の方針と合致している。さらに

REDIP の対象となった各県/市における開発戦略計画（RENSTER：2011-2016）には、

教育設備の整備、生活レベル・健康状態の改善、住民参加、教師の能力向上といった、

REDIP のコンポーネントである住民参加を伴うボトム・アップによる学校運営、質の

改善の推進に関連する項目が述べられており、政策と本事業の目的との整合性は現在

も高い。 

 他方、本プロジェクトの対象外県で REDIP-G が実施されており、またインドネシア
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政府の実施する BOS に一部 REDIP の要素が組み入れられるといった動きが見られる

ものの、様々な取り組みが整理されておらず、今後 REDIP アプローチを政府としてど

のように取り入れ、普及する方針であるのかといった将来計画については、本事後評

価における国民教育省との協議においても、明確には確認できなかった。この点につ

いては、政府として政策方針を整理すべき事項と言える。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

REDIP で実施されていた学校改善は BOS を用いて学校レベルにおいて一部継続さ

れている。しかし、BOS を用いた活動では、REDIP で実施されていた住民参加による

プロポーザル作成（ボトムアップアプローチ）は求められていないことからも、PSBM

の重要な要素である住民参加を伴う学校改善計画の策定は必ずしも実施が継続されて

いない。また、KIT については、プロジェクト完了後その機能が県・市教育局に引き

継がれ、BOS を含めたプログラムの運営、学校へのファシリテーションに元 KIT の人

材が活用されている。しかし、現在の県/市教育局による活動には、宗教省のメンバー

が含まれないことや、元 KIT メンバーの人事異動等により、継続県における REDIP

本来の KIT の体制の継続状況は限定的である。新規県（バンテン州）では、後継案件

である PELITA が実施されており、教育局、宗教事務所からの人材配置が継続してい

る。 

同じく継続県では、学校と県教育局を結ぶ役割を期待された TPK の機能はプロジェ

クト完了後ブロック・グラント配賦が停止し、プロポーザル事業が行われなくなった

ことにより、その機能は事実上、停止している。KKKS、MGMP といった従来 TPK が

担っていた一部の活動は UPTD に移管され、BOS の資金を用いて継続されているが、

UPTD には従来 TPK に含まれていた住民、宗教校関係者が含まれないことからも

REDIP で目指したコミュニティと教育との関係強化、宗教校を含めた学校間の関係強

化といった PSBM にかかわる活動の継続は限定的である。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

KIT メンバーの技術に関しては、対象県により違いが見られるが、一部課題が残る

と判断される。北スラウェシ州のビトゥン県、中部ジャワ州のプカロンガン県におい

ては、元 KIT のメンバーである県行政官が BOS を含めた他のプログラム等のリソー

ス・パーソンとして計画策定、会計監理等の学校へのファシリテーション、関係者に

対するソーシャリゼーションを継続している。しかし、ブレベス県では、REDIP に関

わっていた職員の異動により、カウンターパートの技術の活用は継続していない。ま

た、新規県は人材能力不足に直面し、後継案件である PELITA でもプロポーザル事業

の実施にかかわる KIT メンバーの更なる能力向上が指摘されており、プロポーザル審

査、モニタリングの実施に関して、プロジェクトが雇用しているローカル・コンサル

タントへの依存体制が課題となっている。 
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TPK メンバーの技術に関しては、BOS を用いた REDIP の活動として、元 TPK のメ

ンバーによるスポーツ大会、芸術祭、KKKS、MGMK といった学校間活動および学校

レベルでの学校改善活動が継続しており、本プロジェクト実施中に、TPK のメンバー

として UPTD の行政官、校長の能力向上が行われたことで、UPTD により現在も継続

されている学校間活動にカウンターパートの技術が活用されている。 

また学校レベルにおいても、プロジェクトで能力強化が実施された学校委員会のメ

ンバーを中心として年間活動計画立案、明瞭な会計、アカウンタビリティの確保が

BOS の資金を用いて現時点でも継続して実施されていることから、対象校における学

校委員会のメンバーの技術は保持されているといえる。 

全国レベルでは、国家教育省および宗教省は 2012 年 2 月に全国の REDIP および

RELITA の実務経験者である教育行政官、フィールド・コンサルタント、KIT、TPK、

学校関係者からなる PSBM リソース・パーソンを認定し、その効果が期待される。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

プロジェクト実施期間中は、継続県において、JICA との合意により取り決めたブロ

ック・グラントの県負担分を 100％確保した。しかし 2008 年のプロジェクト完了後は、

各対象県/市の予算の不足により確保されておらず、REDIP モデルに則ったプロポーザ

ル事業は継続していない。現在、各学校レベルでの教育改善活動は世界銀行支援によ

る BOS や住民からの寄付によりその一部が継続されている。新規県においても予算不

足により、各県/市からの負担金額の確保が困難な状況にあるがプロジェクト完了後は、

BOS および県/市政府がグラントの一部を負担するカウンターパート・ファンドにより

持続性を確保する BOSDA を軸として、インドネシアの PSBM 政策として推進する方

向性が示されていることからも、財務的な持続性は確保されているといえる。しかし

BOS の予算の大部分が教員への給与を含む学校運営費として使用され、REDIP で実施

されていた学校改善活動に多くの予算配分ができないなど、学校レベルでの活動には

制約がある。これに対して、学校のニーズに応じて柔軟な金額を申請できる方式を採

用した Variable BOSDA といった REDIP における財政モデルの BOS への活用が開始さ

れているが、その適応はまだ一部の地域に限定されている。 

 

以上より、本プロジェクト対象県において実施されている PSBM の運営においては、

主に体制、財務の点で課題があるため、本プロジェクトの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 

本プロジェクトは住民・学校主体の地方教育行政システムの強化を図るための

REDIP モデルの普及を目的として、既に REDIP モデルを実施していた北スラウェシ
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州・中部ジャワ州の計 3 県/市（継続県）、そして新たに導入を行うバンテン州の 2 県

（新規県）を対象に実施された。本プロジェクトの内容と開発政策・ニーズとの整合

性に問題はなく、妥当性は高いといえる。 

プロジェクト完了時は、一部の指標が未達であったものの、REDIP モデルに則った

ブロック・グラントを用いた学校主体のプロポーザル事業（教育改善活動）が実施さ

れていた。事後評価時点では、REDIP の一部のアプローチが世界銀行の支援による国

家プログラムである BOS に活用され、インドネシア政府による PSBM（参加型学校

運営）として活動が実施されている。しかし、プロポーザル事業による住民参加の推

進、宗教校を含めた学校間の連携といった REDIP モデルの重要な活動が十分に実施さ

れているとは言えず、当初の目的である REDIP モデルの確立、既存の教育システムへ

の融合には至っていない。他方、REDIP-G、REDIP-P における REDIP モデルの活用、

BOS 等の他のプログラムへの影響といったインパクトが確認されている。これらのこ

とから、有効性・インパクトは中程度である。効率性は、プロジェクトの協力期間は

計画通りであったが、協力金額が計画を上回っているため中程度である。 

持続性は、BOS の資金を用いて実施されている PSBM において、学校計画策定への

住民参加が限定的であるといったカウンターパートの体制および PSBM にかかわる活

動に十分な予算配分ができていないといった財務面で課題があるため中程度となる。 

以上より、本プロジェクトの評価は一部課題があるといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 カウンターパートへの提言 
1. 現在、PSBM にかかわるプログラムに関して、REDIP アプローチを活用した

REDIP-G、REDIP-P や BOS を用いて実施されている BOSDA、Variable BOSDA

といったプログラムが乱立している。今後はより効果的な PSBM の実施を目指

し、これらのプログラム（アプローチ）を整理する必要がある。 

2. 国家教育省および宗教省により REDIP およびその後継案件の PELITA の関係者

を中心として、PSBM リソース・パーソンが組織されたが、このような組織の

活用方法を含め、PSBM 普及のための具体的な活用方向にかかわる戦略を策定

する必要がある。 

 

 4.2.2  JICA への提言 
BOS の活用による REDIP アプローチの PSBM への融合を目的として、県・市から

のマッチング・ファンドを用いた BOSDA および、学校のニーズに合わせたグラント

の配賦を行う Variable BOSDA といった国家プログラムの効果的実施、全国普及に向

けた政策に対して、REDIP モデルの経験、教訓が反映されることのモニタリングを継

続する必要がある。 
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4.3 教訓 

REDIP の県/市レベルでの KIT 及び郡レベルでの TPK といった本プロジェクトで新

たに立ち上げた組織の持続性に関しては、開発調査の段階からその継続性につき課題

が指摘されてきた。プロジェクトによる投入（本プロジェクトにおいてはブロック・

グラントの配賦は県の独自予算ではなくプロジェクト資金に依存していた）が組織の

存続、継続的な活動の前提条件になっていないことを確認し、もしそのような前提条

件になっている場合は、プロジェクトの活動を既存の組織の本来業務として行うこと

の制度化を行った上で可能な限り既存の組織を活用するなど、持続性の確保に向けた

取り組みが求められる。 

 

開発調査を始めとする REDIP モデル導入の取り組み後、インドネシア政府及び他ド

ナーの支援により PSBM にかかわる様々なアプローチが実施されてきている。本

REDIP プロジェクトにおいては、これらのアプローチへのインプットを行うと共に、

後続の PELITA において、BOS を利用した PSBM 政策に REDIP アプローチが抱合さ

れることを目指すとの方向性をインドネシア政府と確認している。類似の案件では、

事業計画時から実施中においても、地方のみならず、影響を与える中央政府及び他ド

ナーとの調整を積極的に実施することにより、全体として整合性のとれた取り組みに

つながるものと考えられる。 

（以 上） 


