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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：セネガル共和国 案件名：教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ 

分野：教育-初等教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部基礎教育グループ

基礎教育第二課 

協力金額（評価時点）：約1億4,880万円 

 

 

 

協力期間 

（R/D）：2010年9月1日～2014

年8月31日 

先方関係機関：教育省 

 

（延長）： 日本側協力機関：なし 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

セネガル共和国（以下「セネガル」と記す）では、教育開発政策の一環として2002年の大統

領令により、教員・保護者・地域住民からなる学校運営委員会（Comité de Gestion de l’École：

CGE）を各学校に設置することが定められた。同委員会が機能することにより、各地域・学校

の抱える問題が主体的に発見され、解決されることが望まれたが、適切な学校運営委員が選定

されない、学校改善計画の適切な策定方法がわからないなどの問題から、CGEが有効に機能す

るには至っていない。 

このような背景から、JICAは2007年5月から2010年5月まで3年間、ルーガ州において、機能す

るCGEによる学校運営改善のモデル策定を目的とした技術協力プロジェクト「教育環境改善プ

ロジェクト（Projet d’Amelioration de l’Environnement Scolaire：PAES）」（以下、プロジェクトフ

ェーズⅠ）を実施した。プロジェクトフェーズⅠにより機能するCGEが設立された小学校では、

就学率がプロジェクト介入前と比較して16.1％増加したほか、初等教育修了資格試験の合格率が

26％向上するなど、アクセス及び質の改善がみられた。 

プロジェクトフェーズⅠの成果をもとに、セネガルが機能するCGEの全国展開に係る技術協

力プロジェクトの要請を行ったことを受けて、JICAはセネガルにおいて、教育省初等教育局を

カウンターパート（C/P）機関として、2010年9月から2014年8月までの4年間の予定で、技術協

力プロジェクト「教育環境改善プロジェクトフェーズⅡ」を実施しており、現在3名の長期専門

家（チーフアドバイザー、CGE能力強化、業務調整）を派遣中である。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

CGEによる学校運営改善を通じて教育環境と教育マネジメントシステムが改善され、初

等教育のアクセスと質が向上する。 

 

 （2）プロジェクト目標 

機能するCGEのモデルが確立され、全州に普及される。 

 

 （3）成果 

成果1．フェーズⅠで構築されたCGEモデルが見直され、改善される。 

成果2．ルーガ州以外のパイロット州で、改善されたCGE機能化モデルの有効性が実証さ

れる。 

成果3．有効性が実証されたCGE機能化モデルの普及準備がなされる。 

成果4．確立されたCGE機能化モデルにより、全国の小学校に機能するCGEを設置・モニ
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タリングするための体制が強化される。 

 

 （4）投入（2012年7月時点） 

日本側：総投入額 約1億4,880万円 

長期専門家派遣 3名 

短期専門家派遣 2名 

研修員受入（本邦と第三国研修）16名 

機材供与 933万4,000円 

在外事業強化費 5,662万4,000円 

 

セネガル側： 

カウンターパート配置 28名 

機材購入 なし 

土地・施設提供 プロジェクト事務所・設備（家具、エアコンなど） 

ローカルコスト負担 795万FCFA（CFAフラン）（モニタリング費用） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括/団長 丹原 一広 JICA人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課長 

協力企画 羽田野 絹恵 
JICA人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課 

ジュニア専門員 

評価分析 伊藤 治夫 株式会社アイコンズ コンサルタント 

調査期間 2012年7月1日～7月20日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）投入・活動実績 

日本側、セネガル側からの投入は計画どおり実施され、成果の発現に貢献している。2011

年の運営指導調査により、当初1州のみとする計画であったパイロット州にカフリン州が追

加され、2年次までのパイロット州における対象校は1,000校以上と拡大した。このようなパ

イロット州の追加にもかかわらず、プロジェクト活動はおおむね変更されたPO（活動計画）

に沿って計画どおり実施されている。ただし、モニタリング体制の構築については、視学

官の人数の不足、教員昇格試験審査などの他業務、各学校までのアクセスの交通手段がな

いことなどから、視学官によるモニタリングの実施が困難な状況となっている。この状況

に対処すべくCGE連合の導入が進められているが、大統領選挙によるキャンペーンの影響

などにより、その機能化には遅れがみられる。 

 

 （2）成果の達成状況 

【成果1】フェーズⅠで構築されたCGEモデルが見直され、改善される 

フェーズⅠで作成された研修ガイドなどを参考にして、計5つの研修ガイドが作成され

た。さらにガイドを用いた研修結果のガイドへの反映を目的とし、2011年11月にファティ

ック州内の視学官を中心とするCGE研修ガイド改訂ワークショップが開催され、ガイド改

訂に向けた討議と承認が行われた。 
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【成果2】ルーガ州以外のパイロット州で、改善されたCGE機能化モデルの有効性が実証され

る 

成果2にかかわる活動の結果、パイロット州であるファティック、カフリン州の90.8％の

学校でCGEが設立された。一方でCGEの機能化を示す指標となる活動計画の提出率は

66.3％、年間活動総括表の提出率は65.0％とCGEの機能化に関しては改善の余地が残る。さ

らにCGEモニタリング、支援の機能を担うCGE連合の設立は対象となる市町村の38.8％にと

どまる。残りの期間においても、パイロット州におけるCGEモデルの確立に向けた取り組

みの継続が求められる。 

 

【成果3】有効性が実証されたCGE機能化モデルの普及準備がなされる 

現地コンサルタントによる外部評価、JICAによるインパクト評価結果を取りまとめ、CGE

承認ワークショップを開催することにより、CGEモデルの全国普及に向けた承認が行われ

ることが計画されている。しかし、外部評価及びインパクト評価結果は、その取りまとめ

作業が計画に対して遅れていることから早急な対応が求められる。また、全国普及に必要

な外部資金の獲得に関しては、わが国無償資金協力の見返り資金、世界銀行や他の援助機

関の資金が想定され、これらの援助機関への働きかけがプロジェクトにより実施されてい

る。同時に教育省では、CGEモデルの普及に関して、政府の経常予算の活用も検討されて

いるが、現時点では具体的な資金源の確保には至っていない。 

 

【成果4】確立されたCGE機能化モデルにより、全国の小学校に機能するCGEを設置・モニタ

リングするための体制が強化される 

成果4はモデルの全国普及に関する活動の実施により達成される成果である。中間レビュ

ー調査時点では、CGE機能化モデルの全国普及計画の検討がナショナルチーム（Equipe 

Technique Nationale：ETN）により開始された段階にあり、成果を確認することはできない。

 

 （3）プロジェクト目標の達成状況 

【プロジェクト目標】機能するCGEモデルが確立され全州に普及される 

本プロジェクトでは、CGEのモデルが確立され、全国に普及することが目標とされてい

る。モデル確立に向けた進捗は、一部課題はありつつもおおむね順調であるが、本プロジ

ェクトは全州の約8,000校を対象として、目標達成度を測る指標が設定されている。現在の

プロジェクトの進捗状況にかんがみると、現行の期間内ですべての小学校に普及させるた

めには、CGEモデルの全国展開に向けた予算、人員の確保を含む具体的な全国普及計画の

策定と資金確保に向けた取り組みの加速が求められる。 

 

 （4）上位目標の達成状況 

【上位目標】CGEによる学校運営改善を通じて教育環境と教育マネジメントシステムが改善

され、初等教育のアクセスと質が向上する 

パイロット州におけるCGEによる就学にかかわる啓発活動、教育支援、学校施設の増改

築など学校改善活動の結果、教育環境の改善が確認された。一方で就学率、中退率、留年

率、修了率といった教育指標の改善に関しては、プロジェクト開始後、まもないことから、

具体的な成果は確認できない。しかしパイロット州ではCGEの活動の結果、新規登録児童

数の増加、補習授業時間の増加が確認されており、CGEモデルの全国への普及が達成され

ることを前提に将来的な上位目標の達成が期待される。 
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３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性：高い 

1）ターゲットグループのニーズとの整合性 

プロジェクト開始以前より保護者会などの組織があったが十分に機能しておらず、ま

たCGEの設立は政令において定められていたが、機能化が進んでいない状況であった。

地域の抱える教育上の課題をコミュニティからの動員により改善するといったアプロー

チは、政府予算が限定されるなかにおいて有効であることが確認された。 

2）セネガルの国家政策との整合性 

プロジェクト目標と上位目標はセネガルの国家政策に合致している。教育の地方分権

化の一環として住民参画型の学校運営を促進することはセネガル教育セクターの開発枠

組みである「教育・訓練10カ年計画（Programme Décennal de l’Education et la Formation du 

Sénégal：PDEF）」において「教育のマネジメントの改善」とそれを通じた「教育の質の

向上」に重点が置かれている。またセネガルでは、CGEの設置は2002年に政令で定めら

れているが、CGEが期待される役割を果たすための具体的な戦略を明確にするには至っ

ておらず、本プロジェクトによる支援に対する期待が高い。 

3）日本の援助政策との整合性 

2012年5月の対セネガル共和国国別援助方針では基礎的社会サービスの向上において、

教育分野におけるMDGs達成への支援が記載されている。教育分野においては、教育への

公平なアクセスと質の改善のための支援や教育行政の改善などを行うことを示している

援助方針と整合する。 

4）アプローチの妥当性 

プロジェクトの2年次にカフリン州をパイロット州として追加したことにより、ファテ

ィック州からカフリン州へのCGEモデルの普及といった経験がプロジェクト内に蓄積さ

れた。このことは関係者がCGEモデルの全国普及へのイメージを共有することを可能と

した。 

 

 （2）有効性：中程度 

1）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標には、機能するCGEモデルの確立、全州への普及が計画されている。

その指標には、全州におけるCGE、CGE連合の設立及び活動計画の提出の目標値が示さ

れているが、パイロット州である2州の指標をみると、97％の学校においてCGEが設立さ

れているものの、CGE設立からの期間が比較的短いこともあり、CGE連合の設立は39％、

CGEからの活動計画の提出率は59％にとどまっている。今後の活動を通じ、これら指標

を向上させていくとともに、全州普及に向けた取り組みの加速が求められる。 

2）成果のプロジェクト目標への貢献度 

フェーズ1で構築したモデルが改善され（成果1）、そのモデルの有効性が実証され（成

果2）、モデルの普及準備がなされ（成果3）、同モデルに基づくCGEを全国に設置・モニ

タリングするための体制が強化される（成果4）ことによって、プロジェクト目標である

CGEモデルの全国普及の達成につながるといった、プロジェクト目標達成への因果関係

に問題はない。他方、外部条件となる研修を受講した行政官の異動に関しては、ファテ

ィック県のプロジェクト担当官を含む数名を除き、ETNメンバー及び研修を受講した視

学官は業務を継続していることから、外部条件が満たされる可能性は高い。 
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 （3）効率性：中程度 

1）成果の達成度と投入の適切さ 

計画された活動はおおむね計画どおり実施され、成果を発現している。当初計画では、

パイロット州はファティック州のみでありその対象校600校程度であったが、その後順調

な進捗により、カフリン州が2年次から追加されることでその対象校は約1,000校まで拡大

し、限られた投入により計画以上の目標を達成することでプロジェクトの効率性の向上

に寄与している。しかしながら成果3にかかわる活動である、外部評価結果の取りまとめ

及びCGEモデルの承認ワークショップの実施には計画に対して若干の遅れがみられる。

また、全国普及に向けた外部資金の確保に関しては、現時点ではまだ具体的な予算確保

が行われていない。 

2）現地、他国の類似プロジェクトのリソースの活用 

ローカルコンサルタントの雇上をCGE研修のロジ支援のみに限定し、教育省、州、県

視学官事務所のスタッフを中心とした効率的な研修の実施を実現している。さらに、学

校及びCGEに対する財政的な投入はされておらず、コミュニティのイニシアティブ、潜

在能力を最大限に引き出す戦略は有効に機能している。 

3）投入のタイミング 

JICAによる機材調達において、機材仕様書提出後の調達完了まで4カ月の期間を要した

ため、CGE研修、モニタリングの双方において、レンタル機材を使う必要が生じた。ま

た、初年次はプロジェクトと研修委託先コンサルタントの直接契約であったが、第2年次

はJICA現地事務所とコンサルタントの契約になった。そのため、第2年次は現地事務所に

よる精算及び次期概算払手続きの所要時間を踏まえた研修スケジュールの調整が必要と

なり、結果として、初年次に比べて研修に要する期間が増大した。3人目となる日本人長

期専門家（業務調整）のリクルートに遅れがみられた。これは他の2名の専門家の業務過

多につながり、プロジェクト実施を円滑に行うことの阻害要因になった。 

 

 （4）インパクト：中程度 

1）上位目標の達成見込み 

CGEが設立されまだ時間が経っていないため、明確なインパクトは確認できないが、

パイロット州ではCGEが設立された学校において、入学登録者数、試験結果などの学校

レベルでの教育指標には改善がみられると同時に、CGEによる学校改善活動の結果、教

育環境の改善が報告されたことから、CGEモデルの全国普及の実現を前提として、将来

的な上位目標の指標の達成が期待される。 

2）その他の正のインパクト 

JICA理数科プロジェクトであるPREMSTとの連携に関して、同プロジェクトとの会合

及び合同ミッションが実施され、また、いくつかのCGE及びCGE連合が、PREMSTにより

推進されている理数科にかかわる模擬試験や教員の授業研究の参加を支援していること

が確認された。さらに、WFPは学校給食プログラムにCGEを活用することに関心を示し

ており、同プログラムの運営ガイドの策定に本プロジェクトの研修ガイドの教訓を活用

する計画がある。またAFDの支援による住民参加型学校運営プロジェクトの計画、報告

ツールの簡素化を目的として、本プロジェクトの専門家がワークショップに招待される

といった他の援助機関との連携が確認されている。 

 

 （5）持続性：中程度 

1）政策面 

住民参画による学校運営を促進することは、次期PDEF（2012-2025）にも記載される計
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画となっており、政策的な持続性は高い。 

2）組織面 

中央レベルには教育省と日本人専門家からなるナショナルチーム（ETN）、州視学官事

務所（Inspection d’Académie：IA）と県視学官事務所（Inspection Départementale de l’Éducation 

Nationale：IDEN）にはそれぞれ、プロジェクト担当官及び視学官が配置されており、各

州、県の担当視学官は、ETNとの窓口になっており、連絡調整の役割を担っており、CGE

政策を持続的に推進していくための組織体制は整備されている。 

ETNのメンバーには高いコミットメントがみられるが、他の業務との競合によりプロ

ジェクトへの関与が限定されることから今後の全国普及に向けてはチームの増強が必要

となる。IA及びIDENにはCGEに対して研修を行ううえで十分な数の視学官が確保されて

いる。しかし、最も重要な業務であるCGEモニタリングの実施状況は芳しくない。 

3）財政面 

CGEモデルの全国普及に必要となる経費は、研修予算とモニタリング経費であり、世

界銀行のグローバル・パートナーシップ基金（Global Partnership for Education：GPE）の

確保の可能性が検討されている。また、ドイツの復興金融公庫（KfW）及びフランスの

French CooperationはCGE普及支援への関心を示している。しかし、現時点においては、

CGEモデルの全国展開を行う具体的な財源の確保にはつながっていない。 

CGEが実際に活動に用いた平均金額は、CGE当たり17万4,900FCFA（約35,000円）とな

っている。これは計画予算額である30万4,919FCFA（約60,000円）の57.4％であり、保護

者による資金負担が、予想以上に困難な状況にあることが確認された。現地調査におい

ては、児童の保護者による負担額は想定の5割から9割となっており、特に農村部、遊牧

民の居住地域における負担額は低い。 

4）技術面 

ETNのメンバーは、現在、試行中のCGE連合の機能化を除くCGE政策全般について、お

おむね必要な技術的知見を備えている。CGE研修では州、県における講師を担当する視

学官の能力はばらつきがあるものの、州、県の視学官は研修ガイド、研修実施にかかわ

る十分な能力を有していることが確認された。 

視学官にとってCGE連合の機能化は前例のないことであるため、連合の設立後の機能

するイメージをもつことが困難な状況にあり、研修後のフォローができていない。設立

した後、活動のイメージをもたせるための活動として、連合の意義と役割を再確認し、

機能している事例を共有し、具体的な活動計画につなげる州レベルの取り組みが計画さ

れている。 

CGEのメンバーは研修により能力、意欲が向上していることが現地調査において確認

された。一方で視学官によるモニタリング、支援の欠如によるCGEのパフォーマンスの

低下が確認されている。CGE活動予算の確保に関して、多くのCGEが課題を抱えている

ことから、住民への啓発、動員に関する更なる研修のニーズが高い。 

 

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）類似案件の経験の活用 

経験共有のためのワークショップを他国と共同で実施している。他国の経験を観察す

ることにより、CGE、CGE連合の機能化に関して、カウンターパートが具体的なイメー

ジをもつことに貢献している。 

2）CGE委員、CGE連合委員の民主選挙による選出 

CGEモデルの要素である民主選挙による選出は、組織の透明性を確保するだけでなく、
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CGE委員、CGE連合委員のやる気を高めていることが確認された。特に連合においては、

一般的に民主的選挙が受け入れられやすい傾向があり、今後機能化に貢献する要因であ

るといえる。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

1）教育省の高いオーナーシップ 

本プロジェクトは中央政府の関与が強く、JICAのプロジェクトというよりも教育省が

主体の事業であるといった認識が高い。他国の類似案件と異なり、現地コンサルタント

の活用は研修のロジ支援に限定し、研修講師は担当地域の視学官が担当する。現場に近

い視学官が講師を行うことで効果的な研修を実現している。この教育省の高いオーナー

シップにより、将来的な持続性の担保が期待される。 

 

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）困難な視学官によるCGEモニタリング 

視学官によるCGEに対するモニタリングはほぼ行われていない。その理由として、1人

当たりの視学官が対象とする学校数の多さ、移動手段の不足、モニタリング活動計画の

未整備など物理的な原因と視学官のCGEモニタリングの優先順位が教員資格試験実施の

ための学校巡回に比べ低いことが挙げられる。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

1）ETNのコミュニケーションの不足 

原則は最低でも月1回のETN会合による情報共有をめざしていたが、主要なメンバーの

昇進にともないプロジェクト以外の業務が増加し、プロジェクト活動に関する関与が減

り、また他のプロジェクトチームメンバーとの情報共有のための会議が減っている。こ

のため、プロジェクト活動のスムーズな実施に支障がでている。 

2）機材、現地コンサルタント契約の遅れ 

JICAによる機材調達において、機材仕様書案の送付から納品完了までに4カ月もの時間

を要したことにより、研修、モニタリングを借用機材にて行う必要が生じ、プロジェク

トの負担につながった。またJICAと現地コンサルタントとの契約にかかわる精算及び次

期概算払手続きの所要時間により、研修に要する期間が増大した。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトが取り組むCGEの全国普及と機能化を通じた教育改善は、セネガルの国家政策

及び裨益者となるコミュニティ、児童のニーズに合致している。活動と投入もおおむね問題な

く実施されているが、視学官によるモニタリングの不足、また、CGEへのモニタリング、支援

の機能を担うCGE連合の設立、機能化が進行中であることから、パイロット州におけるCGEの

機能化は完全ではなく、残りの期間の早い時期にCGEモデルの確立及び全国普及に向けたモデ

ルの承認が求められる。さらに、プロジェクト目標であるCGEモデルの全国普及のためには、

具体的な普及計画の策定、それに伴う予算措置、人員確保の実施及びETNの関与のさらなる強

化が不可欠となる。 

 

３－６ 提言 

下記（1）～（5）の提言を遂行するため、JCCを早期に開催し、内容を共有し、その後定期的

に進捗状況を議論することが必要である。 
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 （1）機能化したCGEモデルの完成 

1）CGE連合の機能化 

関係者にCGE連合の役割や機能の理解を促すため、2012～2013学年度中に3回の会合を

開催する。 

2）研修方法・内容改善 

CGE役員の無記名投票による選出を促すため、校長だけではなく、地域の有力者を設

立研修の参加者に加えたり、住民総会で予想される反対意見を想定したロールプレイを

研修のなかで取り入れたりする。 

3）承認ワークショップに向けた成果の取りまとめと研修ガイドの改訂 

全国普及のためにはモデルの有効性を明示する必要がある。モニタリングの結果や外

部評価、インパクト評価でのモデルの有効性を取りまとめ、研修ガイドもそれに応じて

改訂する。 

 

 （2）全国普及に向けた戦略の策定 

必要予算、人員の配置の可能性を検討し、2012年9月までに実現可能性のある計画を策定

する。また、進捗を定期的にレビュー調査し、2013年3月末までにPDM/PO改訂の必要性に

ついて議論を深める。 

 

 （3）全国普及のための資金獲得の準備 

優先的に予算措置を受けるため、策定中の新しい教育開発計画（PDEF）においてCGEの

全国展開を優先課題として位置づける。また、資金獲得に向けたドナーへのプロモーショ

ンや書類作成などの具体的な準備を迅速に進める。 

 

 （4）ナショナルチームの強化 

全国展開に向け、現在のカウンターパートのより一層の関与とプロジェクトに多くかか

われる人員の増強が必要である。特に予算獲得のために総務・設備局（Direction de 

l’Administration Générale et de l’Equipement：DAGE）、政策的な裏づけのために教育企画改革

局（Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education：DPRE）の関与が不可欠であ

る。また、例えば全員参加による定期的ミーティングを行うなどして迅速な意思決定がで

きるようにする。 

 

 （5）視学官による経験共有ワークショップの開催 

CGEの一層の理解と、機能するCGE及びCGE連合の経験共有をはかるため、中央の教育

省幹部が出席する場で、すべての州の視学官を対象に経験共有ワークショップを開催する

ことを計画することが推奨される。 

 

３－７ 教訓 

 （1）キャパシティ・ディベロップメントを意識した活動 

本プロジェクトでは、教育省内に執務室があることもあり、カウンターパートとのコミ

ュニケーションが非常に密に取られている。地方出張前後にはカウンターパートとの討議

も活発に行われ、地方での会議もカウンターパートや地方の視学官等の主導で行われるな

ど、現地側のイニシアティブが高い。相手の都合ややり方に振り回されることもあるが、

日頃のコミュニケーションを含め、カウンターパート等を巻き込むことによって相手のキ

ャパシティ・ディベロップメントを図ることを意識した活動が行われている。 
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 （2）インパクト評価などの数値的なエビデンス 

本プロジェクトではインパクト評価を行っており、数値的な根拠をもとにCGEモデルを

全国展開することを検討している。客観的根拠としてインパクト評価のようなエビデンス

をもとにプロジェクトのインパクトを示せると、全国展開を進めるうえで一層効果的であ

る。 

 

 （3）現場レベルでの成功事例の共有と地方自治体からの協力 

モニタリング体制の確立が本プロジェクトの課題の1つになっているが、CGE連合を機能

させることがその解決法の1つとして考えられる。多忙な視学官たちに連合の具体的イメー

ジがないなかで連合を設立させ、機能させるには、現場レベルで成功事例を共有すること

が1つの改善策として挙げられる。また、州・県・郡や市町村等、地方自治体を巻き込み、

協力体制を構築することが求められる。 

 

 （4）理想ではなく、実現可能な普及モデルの構築 

本プロジェクトでは、研修ガイドやモデル文書（全国普及モデルとして教育省から承認

される文書）等において、現場の視点を大切にし、「こうするべき」という理想のCGEでは

なく、技術面及び資金面で普及可能なモデルを提唱している。実績を踏まえ、現場ででき

ることに配慮したモデルは、全国展開するうえで現実的な普及モデルとして説得力をもつ。

 

 




