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　　事業事前評価表 
 

３－１ 案件名 

国名：ニジェール共和国 

案件名（和名）：みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクト 

（英名）：“School for All”：The project on support to educational development through 

community participation 

 

３－２ 事業の背景と必要性 

(1) 当該国における教育セクターの現状と課題 

ニジェール共和国（以下、「ニジェール」と記す）は、2003 年 10 月に基礎教育のセクタープ

ログラム｢教育開発 10 カ年計画（PDDE）2003～2012｣を策定し、EFA（Education for all「万人

のための教育」）達成に向けた取り組みを行ってきた。PDDE ではアクセス、質、制度改善を柱

として就学前教育の充実、農村部における教育サービスへのアクセス改善などに重点的に取り

組んできた。 

これらニジェール政府の取り組みにもかかわらず、同国の教育指標は依然として低く、初等

教育就学率は 2011 年現在 76％にとどまっているほか、修了率も 49％（2010 年）と著しく低い。

また PASEC（仏語圏アフリカを対象とした共通学力テスト：Programme d’Analyse des Systemes 

Educatifs de la CONFEMEN）や国内標準テストの結果から、学習達成度が低いことも確認され

ている。他方ニジェールの教育に要するユニットコストは他のアフリカ諸国と比較しても高額

（約 2 倍）であり、対 GDP 教育予算は 3.7％と近隣諸国平均の 3.4％を上回り、公共支出に占め

る割合も 27.8％と高いレベルを維持している。教育セクターへの高いリソース配分にもかかわ

らず、高い退学率や留年率といった著しく低い内部効率（教育投資に比して教育された人材が

輩出されない）及び教育の質の問題を抱える背景には、教員の質や少ない授業時間のほか、教

育システムのマネジメントの問題が存在する。また、小学校への教育アクセス改善は一定の成

果がみられる一方で、中等教育の普及が急務（就学率 23.9％）となっている。 

ニジェールは PDDE 開始以降、教育セクターの地方分権化を進めるとし、学校運営委員会

（COGES）の設立、制度化を進めてきた。JICA はこれまで｢住民参画型学校運営改善計画（み

んなの学校プロジェクト）フェーズ I｣を通じて COGES 設置のモデル確立を、同プロジェクト

のフェーズ II により、そのモデルの全国普及を支援してきたが、その結果全国のすべての小学

校（約 13,700 校）において COGES による教育改善活動が行われるに至った。学校レベルにお

ける教育マネジメント改善に COGES が果たす役割は大きく、COGES はこれまでも学校活動計

画の策定・実施を中心に、補習を通じた授業時間の確保や、コミュニティのリソース動員によ

る施設改善など、教育改善に貢献してきた。これら取り組みを通じて、生徒の卒業試験合格率

の向上などの成果がみられつつある。 

他方、予算や資機材といった教育開発に必要なリソース配分の分権化は進んでおらず、学校

レベルで活用できる教育リソースは極めて限られている。教育の質とアクセスの更なる改善の

ためにはフェーズ II までに全国に確立された COGES を通じて学校レベルで活用できるリソー

スを拡大し、その適正な活用に向けた COGES の能力強化を含む制度の確立が必要である。最

終的な教育指標と学習達成度の改善に向けては、フェーズ II までに全国に確立された COGES
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を通じて、教育の質改善に資する取り組みのより一層の充実が必要である。カウンターパート

である国民教育・識字・国語推進省は、州、県以下に教育事務所を設置のうえ、行政官を配置

し、COGES による活動を支援、モニタリングする役割を担う。 

 

(2) 当該国における教育セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ニジェールでは、2005 年に法令により全校への COGES 設置が義務化され、2006 年 PDDE 年

次計画にて COGES 全国普及の実施計画が作成された。JICA は｢住民参画型学校運営改善計画

（みんなの学校プロジェクト）フェーズ I｣を通じてこの具現化を支援し、その結果 JICA が支

援したモデルが 2007 年に正式な COGES モデルとして承認されている。 

現在 PDDE を引き継ぐ 2012 年以降のセクタープログラム（2012－2020）を形成中であり、

2011 年 9 月には、その戦略ペーパーの草稿が作成されている。次期セクタープログラムは基礎

教育に加え、職業技術訓練、高等教育・科学技術研究を含む包括的なセクタープログラムをめ

ざしており、①教育分野における包括的な取り組みと教育制度の効率化（技術・職業訓練との

一体性）、②教育の質と効率性の確保、③教育セクターの一体性をその戦略としている。次期セ

クタープログラムでも地方分権化による教育システムの改善が課題として取り上げられてお

り、COGES を通じた教育改善は同国の政策課題に合致する。 

 

(3) 教育セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国の対アフリカ支援の基軸である「アフリカ開発会議（Tokyo International Conference on 

African Development：TICAD）」プロセスにおいては、教育は優先項目の 1 つとされており、2008

年 5 月に採択された TICAD IV 横浜行動計画の中では、西部アフリカにおいて「みんなの学校

（School for All）」モデルを基礎とした学校運営改善のためのプロジェクトの対象校を 1 万校に

拡大することが言及されている。本技術協力プロジェクトはその達成に向けたプロジェクトの

1 つとして位置づけられる。 

また、ニジェールに対する支援については、人間開発指標 187 国中 186 位（2011 年）という

大変厳しい貧困状況を踏まえ、人間の安全保障の観点から絶対的貧困の緩和に焦点を当て、社

会開発分野への協力を中心として行うことを方針としており、同国の事業展開計画では基礎教

育分野は重点支援分野の 1 つとなっている。コミュニティ開発支援無償により小中学校教室の

整備（「ドッソ県・タウア県小学校建設計画」2003 年、「マラディ州及びザンデール州小中学校

教室建設計画」2006 年）を進めており、加えて、教員や行政官の能力強化を通じた教育の質の

改善をめざした技術協力プロジェクトを 2006 年から実施している（「理数科教育改善プロジェ

クト（PREMST）」2006 年 10 月～2009 年 9 月及び「中等数科教育強化計画プロジェクトフェー

ズ II（SMASSE）」2010 年 3 月～2013 年 9 月）。今後ともニジェールの教育の質の向上に総合的

に貢献していく方針である。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

ニジェールの教育セクターを支援する主要なドナーは、世界銀行、フランス開発庁、ベルギ

ー、ドイツ、UNICEF、EU 等である。これら主要ドナーの多くは同国のセクタープログラム PDDE

に対する財政支援を行ってきた。このうち特に世界銀行は地方分権化政策の推進に取り組んで

きた。COGES 設置の法令化など政策レベルへの働きかけを重点的に行ってきたが、JICA はそ
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の具現化に連携して取り組んでおり、フェーズ II では、カウンターパートの活動に必要な資金

に世界銀行が融資する Basic Education Project の予算が活用された。 

JICA を含む主要ドナーは技術的・財政的な開発パートナー（Partenaires Techniques et 

Financiers：PTF）として定期的に情報共有を行うとともに、ニジェールセクタープログラムの

レビューを合同で実施している。 

 

３－３ 事業概要 

(1) 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ニジェールにおいて、パイロット地域を対象とした COGES 活動への補助金導入、

全国の初等学校及び中等学校を対象とした中央・州・県レベルの行政官による自立発展性の高

い COGES モニタリング体制の確立及び COGES を中心とした地方分権化への政策提言、計画

立案を行うことにより、COGES が学校レベルにおける教育改善活動に取り組むための機能と

能力の強化を図り、もって基礎教育の質とアクセスの向上に寄与するものである。 

 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

全国 8 州〔ニアメ（人口約 131 万人）、ティラベリ（人口約 258 万人）、ドッソ（人口約 208

万人）、マラディ（人口約 320 万人）、タウア（人口約 292 万人）、ザンデール（人口約 292 万人）、

アガデス（人口約 52 万人）、ディファ（人口約 49 万人）〕 

 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

・教育省カウンターパート 約 20 名 

・州レベル COGES 担当/監督官 約 60 名：州監督官 8 州×各 1 名＋COGES 担当官 8 州×

各 6～7 名 

・州レベル視学官 約 80 名：8 州×各約 10 名 

・校長 約 14,500 名（全国 初等学校約 13,700 校及び中等学校約 800 校） 

・コミュニティ代表、親、校長、生徒等から構成される COGES の代表：約 14,500 名：1 校

×1 名×約 14,500 校 

 

(4) 事業スケジュール（協力期間）2012 年 4 月～2016 年 3 月（計 48 カ月） 

 

(5) 総事業費（日本側 4 億円） 

 

(6) 相手国側実施機関 

国民教育･識字･国語推進省（Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la 

Promotion des Langues Nationales：MEN/A/PLN） 

 

(7) 投入（インプット） 

1) 日本側 

長期専門家 4 名〔COGES モニタリング、COGES 能力強化、COGES 普及（中等分野）、業

務調整〕、短期専門家（チーフアドバイザー/教育アドバイザー及び教育評価等必要に応じ）、
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モニタリング用車両、事務用機器（コピー機、コンピュータ、プリンタ、電話/FAX 等）、研

修実施・マニュアル作成等にかかる費用、本邦/第三国研修経費 

 

2) ニジェール側 

カウンターパート人件費、プロジェクト執務室及び執務室維持経費、モニタリング経費 

 

(8) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）上、環境への

望ましくない影響は最小限であると判断されるため、カテゴリ C に該当する。 

2) ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

3) その他 

 

(9) 関連する援助活動 

1) わが国の援助活動 

・2004 年 1 月～2007 年 7 月｢住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）

フェーズ I｣ 

・2007 年 8 月～2012 年 1 月｢住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）

フェーズ II｣ 

・2006 年 10 月～2009 年 9 月「理数科教育改善プロジェクト（PREMST）」 

・2010 年 3 月～2013 年 9 月「中等数科教育強化計画プロジェクト（SMASSE）フェーズ II」 

 

2) 他ドナー等の援助活動 

ニジェールの教育セクタープログラム｢教育開発 10 カ年計画（PDDE）2003－2012｣に引き

続き、「教育・訓練セクタープログラム（Programme Sectoriel de l’ Education et de la Formation

（2010－2020）：PSEF）」の開始が予定されている。PSEF を支援するドナーと情報共有・連

携しつつ、本事業を進めていく必要がある。 

 

３－４ 協力の枠組み 

(1) 協力概要 

1) 上位目標 

住民参加型の学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する 

 

なお、以下に記載する各指標については、プロジェクト開始後半年以内にベースライン調

査を実施し、現在値と目標値を設定する。 

 

＜指標＞ 

・ 教育指標（就学率、留年率、中退率、修了率など）の向上 
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・ 学習達成度の改善 

 

2) プロジェクト目標 

ニジェールの教育開発（教育のアクセス及び質）に向けて、COGES の学校運営の役割と

能力が強化される 

 

＜指標＞ 

・ COGES が COGES 連合及び国民教育・識字・国語推進省に学校改善計画の年間レポート

を提出する割合が増加する 

・ パイロット対象地域において COGES が管理・運営する資源の割合が増加する 

 

3) 成果及び活動指標 

成果： 

成果 1： 教育開発（教育のアクセス及び質）に貢献する COGES の活動が継続して実施さ

れる制度が確立される 

成果 2： パイロット実施対象地域において、リソース管理・運営のための COGES の役割

と能力が強化される（なお、パイロット対象地域は安全管理上の制約を考慮のう

え、案件開始段階で先方政府と協議のうえ決定する予定） 

成果 3： 教育行政分権化において、COGES を生かした関連政策が策定され、実施される 

 

＜指標＞ 

成果 1 指標： 

・ 州レベルで開催されるフォーラムに参加した 95％以上の COGES 連合が、フォーラム

後に少なくとも 1 度以上の連合総会を開催する 

・ 80％以上の COGES が学校改善計画を教育の質の改善を重視した活動（学習達成度の

向上に効果がある補習授業等）を含むものに改訂する 

・ 中央、州、県で実施される行政官による連絡会議の回数が増加する 

・ COGES による活動のモニタリング制度が国民教育・識字・国語推進省に正式に承認

される 

・ 90％以上の中等学校で、匿名方式の選挙等民主的な方法で選出したメンバーで構成さ

れる COGES が設立される 

・ 80％以上の中学校で、1 つ以上の学校活動計画が実施される 

成果 2 指標： 

パイロット実施対象地域において、 

・ リソース管理・運営の研修を受けた COGES の割合が増加する 

・ COGES により管理・運営されたリソースの割合が増加する 

・ 学校改善計画における教育の質の改善を重視した活動割合の増加 

成果 3 指標： 

・ COGES に関連した政策が作成される 

・ COGES に関連した政策を反映した教育省の年間計画が作成される 
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・ リソース管理・運営における COGES の機能強化を含む教育省の政策ないしは計画の

有無 

 

＜活動＞ 

成果 1 活動： 

1.1 州教育フォーラム開催の支援 

1.2 教育の質改善に貢献するミニマムパッケージ開発の支援 

1.3 中央/州/県各レベルにおける連絡会議及び COGES モニタリング活動の実施支援 

1.4 COGES モニタリング体制の評価 

1.5 COGES モニタリング体制制度化に向けたセミナー開催支援 

1.6 中等学校における機能する COGES とそのモニタリング体制の導入支援 

1.7 教員研修（プレサービス）への COGES モジュール導入への支援 

成果 2 活動： 

2.1 COGES のリソース管理能力及びリソース管理・運営にかかる能力開発のニーズア

セスメント調査実施 

2.2 COGES のリソース管理能力開発のための研修モジュールの開発 

2.3 COGES のためのリソース管理・運営研修実施支援 

2.4 COGES によるリソース管理・運営活動実施支援 

2.5 リソース管理・運営にかかる取り組みの評価実施 

2.6 教育リソース管理・運営における COGES 役割についての政策提言策定 

成果 3 活動： 

3.1 PTF ドナー会合等において、プロジェクト成果の広報、共有を行う 

3.2 COGES を通じた教育開発に向けた政策・計画策定支援の実施 

3.3 中央レベルの COGES 施策実施のための能力強化支援 

 

4) プロジェクト実施上の留意点 

プロジェクト目標「ニジェールの教育開発（教育のアクセス及び質）に向けて、COGES

の学校運営の機能と能力が強化される」の達成に向けては、成果 1 により COGES が継続し

て活動を実施するための行政による支援・モニタリング制度の確立を図り、成果 2 により補

助金等 COGES が活用できる予算・教育資機材等リソースの拡充に取り組み、これらの取り

組みから得られた知見を成果 3 によりニジェールの教育政策に反映させ、制度化することで

実現を図る。 

プロジェクト活動の実施にあたっては、ニジェールの安全情報に十分留意のうえ進める必

要がある。本案件の先行案件についても、専門家が活動できる地域に制約があったため、先

方政府の地方行政を通じた事業モニタリングを実施してきたが、本案件の実施においても同

様の体制により、安全上プロジェクト関係者が入れない地域の事業モニタリングを実施する。 

プロジェクトが採用するアプローチの効果を検証するため、補助金導入のパイロットにつ

いて無作為化比較実験（RCT）を用いた定量的なインパクト評価を行うことする。 
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３－５ 前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

(1) 事業実施のための前提 

COGES 学校運営に関する教育地方分権化政策が継続される 

(2) 成果達成のための外部条件 

多数のカウンターパートが短期間において異動しない 

経済、治安状況が著しく悪化しない 

(3) プロジェクト目標達成のための外部条件 

経済、治安状況が著しく悪化しない 

(4) 上位目標達成のための外部条件 

各学校に必要な教員の措置が適切に行われる 

国民教育・識字・国語推進省の予算が確保される 

 

３－６ 評価結果 

本事業は、ニジェール教育セクターの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致し

ており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

３－７ 過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

(1) 先行案件（フェーズ I）が策定したモデルは世銀との連携の下、フェーズ II においてパイ

ロット地域を越えて全国的に展開された。その理由として、フェーズ I ではプロジェクトの

アプローチをミニマムパッケージ（民主的選挙による学校運営委員会設置研修、学校運営計

画策定研修、モニタリング研修）として内容と費用の両面についてわかりやすく整理したこ

と、以降フェーズ II で現地 NGO やニジェール教育省関係者などを効果的に巻き込み経験の

蓄積を図ってきたこと、プロジェクト実施過程で成果を広報、共有することで他ドナーの理

解を促したこと、などが指摘されている。本案件についても同様のアプローチでもって取り

組む。 

(2) 先行案件（フェーズ II）の評価時には、州、県レベル以下の行政の分権化が進むなか、FCC

〔コミューン（日本の村に相当）レベルの COGES 連合〕とコミューンが教育改革の促進の

ために協働していく必要性が指摘された。今後 FCC の活動計画とコミューンの開発計画、教

育事務所の取り組みに相乗効果がみられるよう、関係を深めていくことが必要である。本案

件はこの点に留意して進めていく。 

(3) 先行案件は開始時に定量的評価（インパクト評価）を実施するための枠組みを定めていな

かったことから、結果的に正確な定量的評価を行うことに制約が生じた。新しい介入やアプ

ローチを導入するにあたっては、介入開始以前より定量的評価を案件のデザインに組み込む

ことが妥当であることから、本案件では当初より定量的評価枠組みを設定し、評価を行う。

また、定量的評価結果を効果的に政策に生かしていくためには、相手国側がその意義や、プ

ロセスに関与していくことも重要であることから、これに取り組む。 

 

３－８ 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

３－４（1）のとおり。 
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(2) 今後の評価計画 

ベースライン調査：2012 年 6 月頃 

中間レビュー調査：2014 年 2 月頃 

終了時評価調査：2015 年 9 月頃 

事後評価：2018 年 

 

 

 

 




