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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ガーナ共和国 案件名：現職教員研修運営管理能力強化プロジェクト 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAガーナ事務所 協力金額（評価時点）：3億6,800万円 

協力期間： 

2009年6月15日～ 

2013年3月14日 

（3年9カ月） 

先方関係機関：教育省ガーナ教育サービス（Ghana Education 

Service：GES）、教師教育局（Teacher Education Division：TED）、

国家INSETユニット（National INSET Unit：NIU） 

日本側協力機関：株式会社パデコ 

他の関連協力： 

 技術協力プロジェクト：ガーナ小中学校理数科教育改善計画（2000年～2005年）、 

現職教員研修政策実施支援計画（2005年～2008年） 

１－１ 協力の背景と概要 

ガーナ共和国（以下、「ガーナ」と記す）は、教育の充実を国家開発における重要課題と位置

づけ、1992年の憲法改正以降、基礎教育の義務・無償化などを通じ、基礎教育を受ける機会に

ついて量的な拡充に取り組んできた。その結果、初等教育における総就学率は、2004年の78％

から2008年には95％に達したが、教育の質の改善については多くの課題が残されている。特に、

公立学校の教員の基礎学力及び指導力不足は深刻であり、児童が学習内容をより良く理解する

うえで妨げとなっている。教員の質の低さの主な要因として、教員の能力強化を体系的に支援

する現職教員研修（In-Service Education and Training：INSET）制度の未構築が挙げられている。

このような状況のなか、わが国はガーナ政府の要請を受け、技術協力プロジェクト「ガーナ

小中学校理数科教育改善計画〔Project of Improvement of Educational Achievement in Science, 

Technology and Mathematics in Basic Education：STMプロジェクト）」（2000年～2005年）及び「現

職教員研修政策実施支援計画（INSETプロジェクト・フェーズⅠ）」（2005年～2008年）を実施し、

全国138郡のうちパイロット10郡を対象として、INSETモデル〔校内研修（School-Based INSET：

SBI）/クラスター研修（Cluster-Based INSET：CBI）〕の開発、INSET実施ガイドラインや教授法

改善マニュアルの作成、実施体制･能力の強化等を行った。 

かかる背景の下、ガーナ政府はわが国に対して、INSETモデルを全国展開するためのプログラ

ムの円滑な実施を支援することを目的とした技術協力の要請をした。わが国はこれを受けて、

INSETの戦略策定・実施を担うガーナ教育サービス（GES）教師教育局（TED）国家INSETユニ

ット（NIU）をカウンターパート（Counterparts：C/P）として、「現職教員研修運営管理能力強

化プロジェクト（INSETプロジェクト・フェーズⅡ）」を、2009年6月から2013年3月までの3年9

カ月の予定で実施している。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、STMプロジェクト及びINSETプロジェクト・フェーズⅠで確立された公立

小学校理数科を対象としたINSETモデル（SBI/CBI）のガーナ政府による全国展開に向け、その

運営を強化するとともに、INSETの質の向上を図るものである。 

 

（1）スーパーゴール ：児童の成績が向上する。 

（2）上位目標 ：理数科分野における公立小学校教員の指導力が向上する。 

（3）プロジェクト目標 ：理数科分野において、体系的かつ質の高い現職教員研修（INSET）

を全国展開するための運営管理体制が確立・強化される。 
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（4）成 果 

1．国家INSETユニット（NIU）のINSETに関する運営管理能力が強化される。 

2．リージョナル・マスター・トレーナー（Regional Master Trainer：RMT）及びディスト

リクト・マスター・トレーナー（District Master Trainer：DMT）のINSETに関する指導

力が向上する。 

3．郡INSET委員会（District INSET Committee：DIC）のINSETに関する運営管理能力、並

びに郡教員支援チーム（District Teacher Supporting Team：DTST）のINSETに関する指

導力が強化される。 

4．INSETの体系化及び質の向上に向けたモニタリング・評価体制が確立・強化される。

5．INSET支援体制が強化される。 

 

（5）投入（評価時点）  総投入額 3億6,800万円 

日本側： 専門家派遣 9名* 機材供与2,110万円 

現地コンサルタント雇用 8名* ローカルコスト5,590万円 

研修員受入＜本邦＞51名 ＜第三国＞ケニア：27名 ウガンダ：8名 

ガーナ側：カウンターパート配置 12名* 施設提供：プロジェクト事務所 

ローカルコスト負担  36万6,000ガーナセディ1 

*延べ数 

２．評価調査団の概要 

調査者 総  括 木藤 耕一 JICAガーナ事務所 次長 

評価企画 西畑 絵美 JICAガーナ事務所 所員 

教育政策 Mama Laryea JICAガーナ事務所 教育アドバイザー 

INSET運営管理 高橋 勉 （株）国際開発アソシエイツ コンサルタント 

評価分析1 鹿糠 説子 （有）アイエムジー コンサルタント 

評価分析2 木村 綾子 JICAガーナ事務所 在外評価専門員 

調査期間：2012年10月30日～2012年11月24日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認（成果及びプロジェクト目標の達成状況） 

（1）成果の達成度 

1）成果1（NIUのINSET運営管理能力の強化）：おおむね達成 

NIUメンバーが実施したINSET関連活動の実績、NIUメンバーのINSET運営管理能力に

関する専門家の評価、NIUメンバーの自己評価、NIUが実施した研修の参加者からのフィ

ードバックなどを総合的に考慮すると、成果1は「おおむね達成」されていると判断され

る。NIUメンバーのINSET活動の計画・実施能力は、本プロジェクトの活動を通じた実地

研修（On-the-Job Training：OJT）や本邦・第三国研修への参加を通じて強化された。他

方、モニタリングデータの分析能力にはまだ改善の余地がある。成果1には、「すべての

郡がINSET関連の項目を含む郡予算を作成する」が指標として設定されているが、INSET

関連項目を含んだ2012年度予算を作成した郡数（85郡）と、同年度にINSET全国展開プロ

グラムに支出をした郡数（140郡）を比較すると、予算の申請・承認と実際の支出は必ず

しも関連していないことが確認された。終了時評価時点では指標は達成されていないも

のの、中間レビューの提言を受けて、郡教育事務所長に対する啓発活動が実施され、そ

の効果は校長や指導主事（CS）、教務主任（CL）を対象としたINSET運営管理研修の実施

                                                        
1 JICA 精算レート（2012年11月）1ガーナセディ＝42.9円 
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件数の増加等から確認されていることから、INSET関連項目を含めた予算を作成する郡数

は今後増加する見通しである。 

 

2）成果2（RMT2及びDMTのINSET指導力の向上）：おおむね達成 

指標の達成度や郡・学校レベル関係者からのDMTの活動に関するフィードバック、SBI

におけるDMTからの指導内容などを総合的に考慮すると、成果2は「おおむね達成」され

ていると判断される。本プロジェクトでは、DMTの指導能力を高めるためにDMT研修を

実施しており、これまでに合計で160郡がDMT研修に全参加または部分的に参加してい

る。DMTによる郡レベルの研修モニタリングについては、2012年8月までに、校長/指導

主事（Circuit Supervisor：CS）対象のINSET運営管理オリエンテーション /研修が98郡

（57.6％）で行われ、教務主任（Curriculum Leader：CL）対象INSET指導オリエンテーシ

ョン/研修は100郡（58.8％）で行われた。このモニタリング実績とDMT配置進捗状況から、

DMTが配置されたあとに実施された研修のほとんどは、DMTによるモニタリングの下実

施されたことが確認された。 

 

3）成果3（DICのINSET運営管理能力及びDTSTのINSET指導力の強化）：達成 

指標の達成度や学校レベル関係者からの郡レベル関係者（DIC、DTST、CS等）の活動

に関するフィードバック、SBIにおける郡レベル関係者からの指導内容などを総合的に考

慮すると、成果3は「達成」されていると判断される。本プロジェクトでは、成果3で計

画されていたすべての研修が計画どおり実施された。DICを対象としたINSET運営管理オ

リエンテーション/研修は、2011年の時点で170郡（100％）で実施されており、2012年に

は全郡を対象としたDIC再研修が実施された。DTSTメンバーを対象にした研修の実施郡

数は、2012年8月時点で、169郡（99.4％）となっている。校長/CSを対象にした研修の実

施郡数は2012年8月時点で164郡（96.5％）となっており、目標値（60％）を大きく上回っ

た。 

 

4）成果4（モニタリング・評価体制の確立・強化）：達成 

指標の達成度や、中間レビューの提言に応じた教育省の教育管理情報システム

（Education Management Information System：EMIS）をはじめとする既存の情報源を活用

したモニタリングシステムの構築に向けたNIUの取り組みなどを総合的に考慮すると、成

果4は「達成」されていると判断される。CLを対象としたソースブック3研修を実施した

郡から提出される年次INSET進捗報告書（Annual INSET Progress Report：AIPR）の提出率

は、2011年は109郡中109郡（100％）、2012年は154郡中153郡（99.4％）であり、目標値（80％）

を大きく上回った。 

 

5）成果5（INSET支援体制の強化）：おおむね達成 

指標の達成度をかんがみると、成果5は「おおむね達成」されていると判断される。INSET

について広く啓発する目的で2010年に2万部の小冊子、2011年に1万5,000部の初版ニュー

スレターが全国の州教育事務所、郡教育事務所、小学校に配布された。また、2012年に

第2版のニュースレターが作成され、今後、全国の郡・学校レベル関係者に配布される予

                                                        
2 地方分権化が進み、各郡でDMTを2名ずつ任命するようになった。RMTやDMTのINSET活動経費は各郡が負担することにな

っているが、郡の財政を考慮すると、各郡に配置されており学校現場に近いDMTの能力強化に重点を置くことが、質の高い

INSETの運営管理体制構築に資するとNIUが判断し、プロジェクト活動もDMTの能力強化に集中したため、本終了時評価で

はDMTのみを成果2の評価対象とした。 
3 ソースブックはINSETプロジェクト・フェーズⅠで開発された研修教材である。モジュール1～2（郡関係者用、合冊版）、モ

ジュール3～6（学校関係者用）の5冊で構成される。 
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定である。政策面では、教育セクターの主要な政策文書である「教育戦略計画（Education 

Strategic Plan：ESP）2010年～2020年」にINSETに関する記述が、「初中等教員の資質向上・

管理（Pre-Tertiary Teacher Professional Development and Management：PTPDM）政策（案）」

の一部として組み込まれるとともに、同政策（案）も本プロジェクトモデル（SBI/CBIモ

デル）を含む形で策定された。加えて、INSETに関する記述は「校長ハンドブック」にも

組み込まれ、また教育のためのグローバル・パートナーシップ基金4により実施される3

年間プロジェクト〔教育のためのガーナ・パートナーシップ基金（Ghana Partnership for 

Education Grant：GPEG）〕が対象とする貧困57郡においてINSET関連の活動予算が確保さ

れた。 

 

（2）プロジェクト目標の達成度：達成見込みは高い 

指標の達成度をかんがみると、プロジェクト目標（理数科分野における体系的かつ質の

高いINSETを全国展開するための運営管理体制の確立・強化）がプロジェクト終了時までに

達成される見込みは高いと判断される。SBI/CBIの質を左右する各学校のCLの能力を強化す

るためのソースブック研修を実施した郡の数は、2012年9月には90.6％に達しており、目標

値の60％を大きく上回った。終了時評価時点では、CLがソースブック研修に参加した学校

のうち、目標とされた回数以上のSBI/CBIを実施した学校は57.7％であり、目標の80％には

達していない。しかしながら、SBI/CBIを実施する学校数の割合は校長/CS/CL向けの研修を

実施した郡数の割合に比例して伸びることが確認されており、それに基づいて推計すると、

2013年9月には約90％に達することが見込まれる。また、SBI/CBIの質については、サンプ

リング調査で全国から選定された学校においてSBI/CBIに関する教員の満足度（1-4段階レー

ティング）が、2012年8月時点で平均2.9点となっており、目標値の2.8点を上回っている。

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

本プロジェクトの妥当性は「高い」と評価される。ガーナ政府の開発政策、日本政府の

援助政策との整合性が高く、本プロジェクトのアプローチも教員の指導力を向上するため

に適切である。 

ガーナでは、就学率の急激な上昇に応じ、教員数も大幅に増えたが、十分な訓練を受け

ていない教員の割合が増加し、教育の質の改善が急務となった。この状況を受けて、ガー

ナ政府は、「中期国家開発計画2010-2013年」において、INSETの制度化が初等教育レベルの

教員の指導力と学習の成果を向上するために必要な政策だと謳っており、「ESP2010年～

2020年」ではINSET全国展開プログラムの制度化を規定する「初中等教員の資質向上・管理

政策（案）」が教育セクターの政策として明記されている。わが国の対ガーナ共和国国別援

助方針（2012年）には、「保健・理数科教育」が重点分野のひとつとして位置づけられてお

り、本プロジェクトは「日本の教育協力政策2011-2015年」及び「横浜行動計画（2008年）」

の内容とも合致している。加えて、低コストで実施できるSBI/CBIは、予算確保が困難なガ

ーナの教育セクターの状況に合った適切なアプローチであり、SBI/CBIが促進する「児童中

心の教授法」は教育の質を向上させる戦略として適切である。 

 

（2）有効性：比較的高い 

本プロジェクトの有効性は「比較的高い」と評価される。プロジェクト目標（体系的か

つ質の高いINSETを全国展開するための運営管理体制の確立）の達成見込みは高く、成果と

                                                        
4 旧「万人のための教育」（Education for All：EFA）ファースト・トラック・イニシアティブ（EFA-FTI） 
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プロジェクト目標の因果関係も明確であるものの、INSETの質を更に高めていくには、SBI

の研修材料、トピック、授業案等の提供や経験共有、リフレッシャー研修などを通して、

NIUや郡関係者の教科知識等を継続的に改善していく必要性がある。 

指標として設定されているCL研修の実施率及び教員のINSETに対する満足度は、終了時

評価時点で目標値を上回っている。また、CLがソースブック研修に参加した学校のうち、

必要とされる回数以上のSBI/CBIを実施した学校は終了時評価時点で57.7％であり、目標の

80％には達していないものの、1年後の2013年9月には推計で約90％に達することが見込ま

れる。 

本プロジェクトの5つの成果は、体系的かつ質の高いINSETを全国展開するための運営管

理体制の確立に必要なすべての要素（中央レベルのINSET運営管理及び指導能力：成果1、

郡レベルのINSET運営管理及び指導能力：成果2と成果3、モニタリング・評価体制：成果4、

制度面及び組織面のINSET支援体制：成果5）を網羅しており、成果の産出はプロジェクト

目標の達成に直接つながっている。成果達成度の項で述べたとおり、期待された成果はお

おむね達成されており、INSETを全国展開するための運営管理体制を確立するための行政

面、技術面での確固たる基盤が整っている。 

 

（3）効率性：中程度 

本プロジェクトの効率性は「中程度」と判断される。プロジェクト活動実施に必要な投

入はおおむね適切に実施され、有効活用され、成果達成に寄与したが、郡・学校関係者の

高い離職率や予算拠出の遅延など、成果達成の阻害要因がある。 

本プロジェクトではNIUメンバーやDMT、DICメンバーをはじめとする多くの関係者が本

邦研修や第三国研修に参加したことにより、INSET実施の能力が強化された。インタビュー

調査によると、研修参加により得られた知識は、適切に関係者と共有され、INSET全国展開

プログラムにおける各自の役割や責任を果たすために有効活用されている。INSETプロジェ

クト・フェーズⅠで開発された教材等が本プロジェクトで有効活用されていることや、モ

ニタリング・評価体制の確立にあたり、中間レビューの提言に応じ既存の統計情報システ

ムとの連携や、各郡所属のCSの学校レベルでのモニタリングへの活用を成功裏に進めてい

る点も、本プロジェクトの効率性を高めている。一方、郡・学校関係者の高い離職率や予

算拠出の遅延、不十分な予算配賦が本プロジェクトの効率性を低下させる要因となってい

る。 

 

（4）インパクト：中程度 

本プロジェクトのインパクトは「中程度」と判断される。指標の達成度をかんがみると、

上位目標が完全に達成されるのは、プロジェクト終了後から少なくとも5年以上かかること

が見込まれる。一方で、他ドナーがINSET全国展開プログラムを支援する動きや、理数科以

外の他教科へのINSETの広がりなどの波及効果が確認されたものの、高い離職率と予算拠出

の遅延がインパクトの阻害要因となっている。 

本プロジェクトの上位目標（理数科分野における公立小学校教員の指導力の向上）には、

教員の指導力に関する児童の満足度及び教員の指導力の2つの指標が設定されている。サン

プリング調査として全国12郡の3,000人の児童を調査した結果、児童の満足度は2009年の

85.3％から2012年の88.4％に徐々に向上しており、目標値の90％をプロジェクト終了後3年

から5年で達成する見込みは高い。教員の指導力（1-5段階のレーティング）については、全

国12郡の平均値で2009年の2.6から2012年の2.8に増加しており、また郡や学校関係者のイン

タビューやSBI観察からも、INSET全国展開プログラムの実施により、教員の指導力が向上

したことが確認できたため、今後も継続的に向上していくことが見込まれる。しかしなが

ら、目標値（3.5）を数年で達成することは難しいと見込まれる。なお、教員の指導力の評
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価は3.0以上が児童中心型授業であり、わが国での平均的教員像が3.0～4.0であることから、

3.5という数値は野心的な目標値である。 

 

（5）持続性：中程度 

本プロジェクトの持続性は「中程度」である。INSET全国展開プログラムの制度化を規定

する「PTPDM政策（案）」が「ESP2010年～2020年」において教育セクターの政策として明

記されたことから、制度面での持続性は確立された。組織面では、INSETの研修資料（ソー

スブック）に各関係者の役割及び責任が明記されており、これらINSETの行政構造は他のド

ナーにも広く認識されており、類似プロジェクトを実施する際に有効活用されている。組

織面での持続性を高めるには、「PTPDM政策（案）」の実施への取り組みを教育法778（2008

年）に基づき設置された国家教員評議会と協力して進めていく必要がある。財政面での持

続性は、教育のためのグローバル・パートナーシップ基金のプロジェクト対象57郡に関し

ては確保されているものの、他の郡に関しては必要な予算が拠出されるか見通しは不明瞭

である。技術面では、さまざまな研修（OJTを含む）を通じて、体系的かつ質の高いINSET

を全国展開するための運営管理体制の確立に係る技術基盤が確立されたものの、NIUメンバ

ーのモニタリングデータ管理・分析能力や、郡・学校レベルの関係者におけるLOSの正しい

使い方などには改善の余地がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

・ 本プロジェクトが採用したSBI/CBI方式による教員の能力強化は低コストであるため、

予算拠出の遅延が深刻であるにもかかわらず、実施数は大幅に伸びた。 

・ わが国による技術協力が2000年より継続的に実施されているため、前フェーズで開発

された研修資料などの成果品が十分に活用された。 

・ INSET全国展開プログラムのSBI/CBIでは、教員同士の助け合いが学校内で促進される

ため、学校でのチーム精神が醸成され、教員同士で学び合う環境が整いつつある。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・ C/PであるNIUメンバーや多くの郡・学校レベル関係者のINSETに取り組む意欲が高い。

・ プロジェクトは、郡数の増加（138郡から170郡）及び地方分権化に伴うINSET予算の郡

への移譲などの大きな変化に対し柔軟な対策を講じ、成果を上げた。 

・ 年次INSET進捗報告書のデータから郡ごとのINSET実施状況をランクづけし、それを郡

研修担当官が参加するワークショップで発表した。その結果、郡の間で競争意識が高

まり、INSETの実施数が増加した。 

 

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 

・ 高い離職率と予算拠出の遅延は、INSET運営体制全般に影響した。離職率が高いために

定期的に郡関係者に対するINSET関連の研修を行う必要がある。一方で、INSET実施の

ためのガーナ側予算は、英国国際開発省（Department for International Development：

DFID）による教育セクター財政支援に大きく依存しているため、これら研修は、NIU

が郡教育事務所と綿密なコミュニケーションをとり、DFIDのセクター財政支援が郡に

拠出されるタイミングに合わせて実施時期が調整された。また、プロジェクト活動の

円滑な実施、特に中央レベルのINSET関連活動を促進するため、日本側が追加的な投入

を行った。 
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（2）実施プロセスに関すること 

・ 急速な地方分権化による予算の郡への移譲により、INSET活動の予算作成は郡教育事務

所の責任となった。この変更によりNIUの郡レベル予算に対するコントロールが難しく

なったため、郡以下への研修が当初一定期間停滞した。INSETの予算確保の鍵を握る郡

教育事務所長（District Director of Education：DDE）に対する啓発活動が中間レビュー

の提言で挙げられ、これに応じプロジェクトではDDEに対する啓発ワークショップを

実施した。また、中間レビューでの提言を受け、SBI/CBIの実施実績に基づきモデル郡

を選定し、国別研修への参加など集中的な投入を行うことで、郡レベル関係者のモチ

ベーション・オーナーシップの向上を働きかけるとともに、経験共有を促進した。こ

れらの取り組みが功を奏し、2011年から2012年にかけて郡レベルのINSET研修の実施率

が急激に増加した。 

・ 郡数の増加により、INSETに関連した研修対象者数やモニタリングの対象となる郡数が

増加し、効率性が低下した。当初全国138郡のうちINSETプロジェクト・フェーズⅠの

パイロット10郡を除いた128郡を2バッチに分け2年間でINSET全国展開プログラムを導

入予定であったが、郡数が170郡に増えたため、プロジェクトは全郡を3バッチに分け3

年で導入することに計画変更し、対応した。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは郡数の増加、地方分権化による予算の郡への移譲などの大きな変化にも柔

軟に対応し、総じて優れた成果を産出している。政策やニーズとの整合性の高さ、及びプロジ

ェクトアプローチの適切性から妥当性は高い。プロジェクト目標の達成が見込まれ、成果が目

標達成に資することも明確であるが、INSETの質を更に高めていくには郡関係者等の教科知識を

継続的に高めていく必要性があり、またプロジェクト目標の達成は、今後INSETをとりまく環境

に予算拠出状況の悪化のような大きな変化がないことが前提となることから、有効性は比較的

高い。一方、プロジェクトの効率性、インパクト及び持続性は、予算拠出の遅延、郡関係者の

高い離職率などの阻害要因があり、中程度である。 

プロジェクト目標は達成が見込まれることをかんがみて、本プロジェクトは予定どおりに終

了することが妥当であると、調査団は結論づけるものである。 

 

３－６ 提言（プロジェクト終了後にガーナ政府側が実施すべき事項） 

・ INSET全国展開プログラムの制度化が規定されている「PTPDM政策（案）」について、2013

年上半期までに教育省と国家教員評議会が共同で正式に施行することを提言する。加え

て、NIUが同政策の実施計画をドラフトし、ガーナ教育サービス（GES）、教師教育局（TED）

及び国家教員評議会が最終案を確定させ、その過程でGES（TED）と国家教員評議会の

INSETに対する責任と権限が明確化されることが重要である。各種研修の内容について

は、TEDが中心となり、他の関連組織の協力を得ながら開発を進めることを提言する。

・ 必要かつ十分な予算が適切なタイミングで拠出されることは、INSETが持続的に行われる

ために重要であることから、INSET全国展開プログラムに十分な予算が確保されるよう

に、教育省/GESが財務経済計画省に適切な予算の配賦に向けた継続的な働きかけを行う

ことを提言する。 

・ 郡職員の離職率の高さはINSETの持続性に対する阻害要因であるため、NIUは継続的に郡

レベルの関係者の配置状況をモニタリングし、必要に応じて、適宜、新しい関係者対象

の研修及び既存関係者対象のリフレッシャー研修を実施・促進することを提言する。 

・ ソースブックを教員が活用できるように保管できていない学校もあるため、郡教育事務

所（District Education Office：DEO）が学校に対して状況の改善を働きかけることを提言

する。また、GESは、郡や学校の増加などの必要に応じてソースブックを増刷、配布する
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ことが望まれる。さらに、ソースブックの内容については、カリキュラムの改訂あるい

はINSET実施の行政構造の変化などを踏まえ必要に応じて、NIUが中心となり改訂作業を

行うことを提言する。 

 

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 SBI/CBI方式は、カスケード方式と比べて低コストで実施できる。そのため、予算拠出の

遅延があった場合でも、校長や教員が個人的に立て替えられる範囲で実施されており、

SBI/CBIの実施数は大幅に増加した。このことから、既存の限られた予算の中で実施可能

なモデルであることは実証された。しかしながら、予算拠出の遅延が続いた場合、立て

替える意欲とともにSBI/CBI自体への意欲が低下する可能性があることにも留意する必

要がある。 

② 地方分権化により郡レベルのINSET予算のほとんどは中央から郡に移譲されたため、郡教

育事務所長（DDE）がINSET実施を左右するキーパーソンとなった。そこで、プロジェク

トは郡教育事務所長の啓発ワークショップを2回開催し、その結果、郡レベルのINSET関

連研修の実施数は大幅に増加した。このように、推進する活動を実施する際に中心とな

るアクターを特定し、その意識を高めることは、技術協力を円滑に実施するうえで必須

である。 

③ 本プロジェクトのINSET実施体制は、必要に応じて新たな役割・責任を加えることにより、

できる限り既存の行政組織・人材・情報源を活用した。このことにより、コストが抑え

られるとともに、強化された行政組織はプロジェクト終了後も残る。また、技術協力に

よって能力強化された人材は、公的機関での本来業務にもそのスキルを反映させるため、

既存の人材・組織の活用は、プロジェクトで強化した活動の持続性を担保し、また波及

効果も期待できる。 

 




