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終了時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２ 

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第二課 協力金額：（評価時点）3 億 2,000 万円（概算） 

協力期間 

（R/D）：2010 年 9 月～2014

年 8 月 

相手国実施機関：国民教育省（以下、「教育省」と記

す） 

日本側協力機関：特になし 

他の関連協力：特になし 

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・訓練 10 カ年計画（PDEF）｣を

2000 年に策定し、同計画第２フェーズ（2005～2007 年）では、2011 年までの初等教育総就学

率 96％及び初等教育修了率 70％達成等を目標として掲げていた。初等教育総就学率は 67.2％

（2000 年）から 93.9％（2011 年）となりおおむね目標は達成したものの、初等教育修了率は

66.5％（2011 年）にとどまっている。修了率は家事労働･教員の欠勤･通学距離等の児童の学習

環境に大きく左右されており、この改善が求められている。 

教育開発政策の一環として 2002 年の大統領令により、各地域・学校の主体的な問題発見・

解決による学校運営の改善を目的として、教員・保護者・地域住民からなる学校運営委員会

（CGE）を各学校に設置することが定められた。CGE 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、学習環境等が改善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分からない、などの問題から、CGE が

有効に機能するには至っていなかった。 

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（PAES）」（以下、「プロジェクトフェーズ１」と記す）を実施した。プロジ

ェクトフェーズ１により機能する CGE が設立された小学校では、就学者数がプロジェクト介入

前と比較して 4.4％増加（7 万 7,873 人から 8 万 1,295 人）したほか、初等教育修了資格試験の

合格率が 18％向上（48％から 66％）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１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、教育省初等教育局（DEE）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２」を実施している。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標： 

学校運営委員会（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： 

機能する学校運営委員会（CGE）のモデルが確立され、全州に普及される。 
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（３）成果： 

１．フェーズ１で構築された CGE モデルが見直され、改善される。 

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。 

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。 

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。 

 

（４）投入（評価時点） 

＜日本側＞総投入額：3.2 億円（概算） 

長期専門家派遣：3 名 

短期専門家派遣：4 名 

研修員受入れ（本邦と第三国研修）：19 名 

機材供与：総額 62,596,928 FCFA（約 12,500,000 円） 

現地活動費：総額約 143,525,000 円（2013 年度見込み額を含む） 

＜相手国側＞ 

C/P 配置：国レベル 10 名、地方レベル 16 名 

執務室：教育省内（机、イス、棚、エアコンなどの備え付けあり） 

現地活動費：総額 82,307,621 FCFA（約 16,500,000 円、2013 年度の見込み額を含む） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏名 職位 

総括／団長 橘  秀治 JICA 人間開発部 基礎教育第二課 課長 

協力企画 村岡 隆之 JICA 人間開発部 基礎教育第二課 調査役 

評価分析 長谷川安代 個人コンサルタント 

調査期間 2014 年 2 月 16 日～2014 年 3 月 4 日 評価の種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）成果の達成状況 

成果１：フェーズ１で構築された CGE モデルが見直され、改善される。 

フェーズ１で構築された CGE モデルが「セネガル国教育の質、公平性及び透明性改善プ

ログラム（PAQUET）2013～2025 年」及び世銀の「基礎教育の質及び公平性改善プロジェ

クト（PAQEEB）」指針を統合することなどを目的として見直され、計 5 種の研修ガイド

（CGE 設立研修、CGE 活動計画策定、CGE 運営実務研修、CGE 連合設立研修、CGE/CGE

連合モニタリング研修）と CGE 連合機能強化等に関する 2 種の視聴覚教材が作成され、す

べて教育省により承認されており、成果１は達成されている。 

 

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２に係る活動の結果、パイロット 2 州の 97.7％の小学校で CGE が設立されており、

うち学校活動計画表を県視学官事務所（IEF）に提出した CGE の割合は 75.1％あり、女子

の就学率向上キャンペーン、不足する教室の建設、補修授業の実施など年間平均 3 つ程度
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の活動を住民と共に開催している。CGE 連合（市の単位で CGE の代表が集まったもの）

に関しては、パイロット 2 州の全市/村落共同体で設立済みで、うち 94％が年間活動総括

表を提出し、そのうちの 82.1％が少なくとも年に 3 回総会を開催している。よって、成果

２はおおむね達成されつつあるが、入手可能なデータでは、CGE 連合のモニタリング機関

としての機能度は測られていない。プロジェクトは、CGE 連合の機能強化に向けて、継続

的に取り組んでいるところである。 

 

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。 

2012 年 11 月の会合（承認アトリエ）で、CGE 機能化モデルが承認された。普及に必要

な外部資金については、セネガル政府統合投資予算（BCI）の枠組みで 238 百万 FCFA（2013

年、約 40 万ドル）が、世銀 PAQEEB の枠組みで 2 百万ドルの資金が確保されており、当

初予定されていた世銀日本社会開発基金（JSDF）の獲得が困難となったことから達成時期

に遅れが生じたものの、成果３は達成されている。 

 

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

ニタリングするための体制が強化される。 

CGE 機能化モデルの全国普及計画が策定され、2013 年 6 月の第５回合同調整委員会

（JCC）で承認されている。その後、同計画は資金の利用可能性と執行状況に応じて、更

新されている。成果４に係る活動である CGE 設立研修は、12 州中 11 州（約 7,300 校）で

実施されたが、参加者数等については、2 州（1 州当たり約 800 名）を除いては、集計が

終わっていない。CGE 機能化研修は、12 州中 1 州でしか実施されていない。よって、成果

４は達成されていない。 

 

（２）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：機能する学校運営委員会（CGE）のモデルが確立され、全州に普及

される。 

成果４の達成が遅れているため、当初のプロジェクト期間内にプロジェクト目標を達成

するのは困難な状況にある。他方で、CGE 設立研修及び CGE 機能強化研修が実施された

州においては学校活動計画の策定や CGE 連合設置といった機能する CGE モデルが着実に

確立されつつあることから、今後 CGE への研修が適切に実施された場合、機能する CGE

モデルが全国に普及すると考えられる。 

 

（３）上位目標の達成状況 

上位目標：学校運営委員会（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。 

CGE 活動の直接的効果としての改善では、例えば当初トイレや給食が十分に整備・提供

されていなかった学校において、CGE によるトイレの改修や学校給食の実施・運営がなさ

れているといった状況が確認されており、こうした整備された学校施設や給食の実施は就

学（アクセス）の改善に寄与するものといえる。また、このような CGE 活動によって学習

環境が改善された結果として得られる効果（教員の意識や児童の学習意欲の向上、住民の

学校に対する意識の変化）が確認された。教育指標については、例えば、カフリン州の初

等教育修了資格試験の合格率の順位が 14 州中 13 位（2009 年-2010 年）から 7 位（2012 年

-2013 年）に向上した。CGE 活動として実施した補習授業や模擬試験が合格率に影響を及
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ぼしていると想定されるが、教育指標に影響を与える要素はさまざまであるため、更なる

調査を通じて、CGE 活動による直接的貢献を明らかにしていく必要があろう。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：非常に高い 

本プロジェクトは、全国の小学校に CGE を設置し、機能化させるというセネガルのニー

ズに的確に応えており、かつ「セネガル国教育の質、公平性及び透明性改善プログラム

（PAQUET）2013～2025 年」で目標とされている基礎教育課程の 100％修了にも寄与する

ものである。また、日本の第５回アフリカ開発会議（TICAD V）での行動計画である 2,000

万人の子どもに対する質の高い教育の提供とも合致するものであり、対セネガル国国別援

助方針としても基礎教育向上プログラムが設定されており、本プロジェクトは同プログラ

ム内の教育マネジメント強化を図る中核案件であることから、妥当性は非常に高い。また、

日本がニジェールで実施した「住民参加型学校運営改善計画（みんなの学校）」からの経

験を生かしており、手段としての適切性も認められる。 

 

（２）有効性：中程度 

機能する CGE モデルは確立し、承認されたが、全国普及のための研修が完了していない

ため、プロジェクトの当初計画期間内にプロジェクト目標を達成するのは困難である。と

はいえ、データ入手が可能な 2013 年 7 月以前に CGE 設立研修を終了した 4 州についての

CGE 設立率は 96.3％と高く、研修が適切に実施されれば、機能する CGE が全国に普及さ

れる可能性は高い。一方で、プログラムやプロジェクトによる資金が CGE 機能化研修実施

前に各学校に配賦された場合、CGE の機能を損ないかねない点が懸念される。 

成果１「フェーズ１で構築された CGE モデルが見直され、改善される。」及び成果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。」は、

機能する CGE モデルの確立に寄与する。そして、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。」及び成果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。」は、機

能する CGE モデルの全国普及に貢献する。よって成果１～４が着実に実践されることによ

り、プロジェクト目標である「機能する CGE のモデルが確立され、全州に普及される。」

が達成可能となることから、プロジェクト目標とその達成に必要な成果は適切に設定さ

れ、妥当なものであったといえる。しかしながら、CGE 機能化モデルの全国普及のための

資金の確保と支出の遅れにより成果４に関連する活動の実施が困難となり、CGE 機能化モ

デルの全国普及については引き続き取り組む必要がある。 

 

（３）効率性：中程度 

上記「成果の達成状況」で示したとおり、成果１、２、３はおおむね達成されつつある

が、全国普及のための資金の確保と支出の遅れが、成果４に関する活動の実施を阻み、そ

の結果、成果４は達成されていない。投入については、日本人専門家の数は最小限に抑え

られているが、彼らの高い能力とたゆまぬ努力の結果、高い成果が発揮されている。また

「みんなの学校」群1での経験を生かすことで、機能する CGE の設置を効率的に進めてい

る。その他、機能する CGE モデルでの学校活動計画の実施はコミュニティによる自発的な

                                                        
1 西アフリカのニジェールにおいて開始された住民参加型の学校運営改善プロジェクトは現在、ニジェール、ブルキナファソ、

マリ（中断中）、セネガルにおいて実施されている。 
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貢献を前提としており、このことはプロジェクトコストの効率性に寄与している。 

 

（４）インパクト：やや高い 

上記「上位目標の達成状況」で示したとおり、CGE 活動の直接的な効果としての学校環

境の改善が確認された。こうした改善は、教員が教育に割ける時間の増加、授業の質の改

善につながっており、このことが児童の学びを容易にしている。また、CGE 活動に参加す

ることを通じて、学校はコミュニティのものであるという住民の意識も高まってきてい

る。よって、活動の種類と質に左右されるものの、各 CGE が継続的に活動を実施すれば、

上位目標に到達する可能性は高いと判断される。その他、波及効果として、CGE 連合は、

自治体内の関係者が集い、自治体内のさまざまな課題について話し合う良い機会となって

いることも確認された。 

 

（５）持続性：中程度 

より効率的・包括的なガバナンスを目的とした教育の分権化・分散化の強化は、PAQUET

（2013～2025 年）における 8 つの優先項目のひとつに位置づけられている。また、PAQUET

では、CGE を各学校に配賦される資金の管理を担う機関とし、その役割と責任を明確に規

定していることから、政策的支援はプロジェクト終了後も継続される可能性が高い。一方

で、CGE の機能化に関連する活動の実施体制は、プロジェクト実施期間中は、国レベル（教

育省）、地方レベル（IA/IEF）の双方でプロジェクト担当官を任命することで、明確に定め

られているが、国レベルで CGE を担当する部局はなく、地方レベルでも CGE 担当官など

の職は制度化されていない。ゆえに、プロジェクト実施期間中の実施体制が、プロジェク

ト終了後も維持されるかは不確実である。また、プロジェクトは、CGE 連合がモニタリン

グを担う主要な組織として位置づけているものの、CGE 連合のモデルは終了時評価時点で

は、承認されていない。よって、組織面においては更なる取り組みが必要である。財務面

ではセネガル政府によって児童 1 人当たり 3,500FCFA（約 700 円）の補助金配賦や教育の

ためのグローバルパートナーシップ（GPE）による教育セクタープログラムにより学校運

営改善に関する活動が予算化（2013～2017 年にて 26.7 百万 USD）されていることから持

続性は確保されているといえる。しかしながら、低い予算執行率や学校レベルへの配賦状

況については注視していく必要がある。技術面については、プロジェクトが確立した機能

する CGE モデルはセネガルにおいて評価されており、プロジェクトで策定した研修マニュ

アル（ガイド）は各学校で有効に活用されている。他方で各 CGE における計画策定・実施

能力については徐々に養われてきていると判断されるものの、今後視学官や CGE 連合によ

るモニタリングを通じ、能力が十分でないと判断される CGE に対しては、補完研修の実施

や支援の強化などの対応が必要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）「みんなの学校」群での連携・経験共有 

プロジェクトは、ニジェール、ブルキナファソ、マリといった西アフリカ諸国にて展開

されている「みんなの学校」群の日本人専門家及び現地関係者との各国の取り組みや進捗

状況、今後の課題など各々がこれまでに蓄積してきた経験の共有を図っている。具体的に

は、先行するニジェールで作成された学校への補助金に関する管理の方法をまとめたマニ

ュアルを参考にセネガルに必要となるマニュアルを作成するなど、こうした経験共有は、

セネガル側 C/P が、プロジェクトのアプローチに関する具体的なイメージをもつことに貢
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献している。 

 

（２）プロジェクトの柔軟性 

プロジェクトは、複数回にわたるマニュアル（ガイド）の改訂、地方分権化推進の影響

を受けて CGE のモニタリング方法の確立が困難となった場合にはその部分をいったん切

り離して CGE モデルを最終化するなど、セネガル側関係者・現場の声に耳を傾け、柔軟に

対応してきた。このような対応が、中央・地方政府のみならず学校関係とのコンセンサス

を形成することに寄与し、「機能するモデル」の確立につながった。 

 

（３）プロジェクト事務所の教育省内への設置 

中央レベルの C/P と物理的な距離も近いなか、彼らのオーナーシップを尊重するかたち

で、プロジェクトが実施されてきている。こうしたプロジェクト運営が、マニュアル（ガ

イド）やモデルの教育省による早期承認の実現にもつながったと考えられる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）外部資金獲得に係る労力 

本プロジェクトは、当初は、世銀日本社会開発基金（JSDF）を活用しての、全国普及を

想定していた。しかしながら、世銀と JICA の折衝は不調に終わり、急遽新たな資金の確

保が求められることとなった。新たな資金確保には時間と労力を要し、結果として、研修

開始の時期が遅れるのみならず、専門家チームにとっては、追加的な業務負担となった。

（結果として、世銀 PAQEEB の予算が 2013 年に確保された。） 

 

（２）予算執行の遅れ（中央レベル） 

全国普及のための外部資金が確保された後も、世銀と教育省、教育省内部においても関

係部署間での調整に時間を要し、予算執行までの手続きに時間がかかることが一因となっ

て、支出が遅れている。このことが、適時の研修実施の妨げとなっている。 

 

（３）スケジュール調整の難しさ（地方レベル） 

IA・IEF レベルでは、時間・人・資金面での制約があるなか、さまざまなプログラムの

スケジュール調整を行う必要がある。よって、PAES2 の研修の資金が配賦されるタイミン

グで、既に他の活動が計画されていると、PAES2 の研修が後回しとなっている。 

 

３－５ 結論 

同プロジェクトは教育セクターの分権化/分散化を進めるセネガル政府の政策に合致したも

のであり、プロジェクトで構築した CGE モデルはセネガルのコミュニティからも評価されてお

り、調査団は、CGE の設立による多くの正のインパクトを確認した。また、CGE 設立研修及び

CGE 機能強化研修が実施された州においては学校活動計画の策定や CGE 連合設置といった機

能する CGE モデルが着実に確立されつつある。 

しかしながら、CGE モデルの全国普及に係る研修の全州での実施は、外部資金の獲得及び予

算執行の遅延により完了していない。また、モデルの持続性確保のためには、モニタリング体

制を含む組織面の更なる強化が不可欠である。こうした理由から、2014 年 8 月末までにプロジ

ェクト目標を達成することは困難であると判断し、セネガル及び日本側の関係機関に対し、1

年間の延長を提言することについて、合意した。 
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３－６ 提言 

（１）短期的提言（2015 年 8 月末まで、延長期間を想定） 

１）適時の研修の実施：関係者間での情報共有 

予算執行手続きの遅れなどにより、当初計画よりも研修の実施が遅延している。適切

な時期に必要な予算が執行されるよう教育省内関係部署間〔企画改革局（DPRE）、総務・

設備局（DAGE）等〕及び関係機関との円滑な連絡調整・情報共有の徹底が必要である。

２）モニタリング体制の強化： 

ａ）CGE 連合の強化 

CGE 連合モデルの承認が遅滞なく実施され、パイロット 2 州（ファティック、カフ

リン）及びカオラック州を除く残り 11 州での CGE 機能強化研修実施完了後は CGE

連合の設置及び機能強化がなされることが重要である。機能強化のためには、現在、

先行 2 州において試行中のコミュニティアプローチによる教育フォーラム（地方自治

体、地方教育行政官、教員組合、宗教指導者やローカル NGO など地域のさまざまな

関係者が一堂に会し、教育課題を議論し、その課題解決に向けた活動を設定する会合）

の制度化などを検討していく必要があろう。 

ｂ）実施体制の強化 

① 中央レベルにおける CGE 担当部署の設置 

実施機関及び関係者の役割を明確に定めることで、中央レベルでの CGE 関連業務

の実施体制を確立する必要がある。 

② 州・県レベルにおける CGE 担当者の設置 

CGE、CGE 連合のモニタリングを継続的に実施していくために、州・県レベルに

おいても CGE の担当官を任命することが望ましい。 

ｃ）CGE、CGE 連合のモニタリングの教育省既存体制への統合 

中央レベルでは教育省の総括セミナーや PAQUET の年次レビューなど、州レベルで

は視学官調整会議をモニタリングの機会として活用できる。また、CGE モニタリング

を視学官の業務所掌に組み込むことを提案する。その実現に向け、プロジェクトはパ

イロット州での経験に基づき、全体的なモニタリング体制の文書化を確実に行う必要

がある。 

① 質改善モデルの試行 

世銀の PAQEEB による学校交付金の交付開始が予定されている。この学校交付金

は教育の質改善を目的としたものである。他方、これまでの CGE による活動はアク

セスや学習環境の改善が中心であり、教育の質改善に関する活動は限定的である。

このため、教育の質改善に資する活動を試行（パイロット 2 州における算数補助教

材の試行）することを提案する。 

 

（２）中・長期的提言（2015 年 9 月以降） 

１）各レベルにおける CGE 担当者によるモニタリングの強化 

中央レベルでは教育省の総括セミナーや PAQUET 年次レビューの活用、州・県レベル

では視学官調整会議のほか、教育フォーラムや CGE 連合との連携を通してモニタリング

を継続的に実施していくことが必要である。特に学校交付金による各種活動の成果を分

析するとともに、適切な交付金の配賦、モニタリング方法（地方分権化の中での責任主

体の明確化など）を確立する必要がある。 

２）PAQEEB 資金を活用した教育の質改善の強化 
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本プロジェクト延長期間に実施される教育の質の改善に資する有効な取り組みを他ド

ナー及びセネガル側関係機関で幅広く共有するよう努める必要がある。具体的には CGE

による補修授業や家庭学習の推進を行い、より教育の質（学力等）に関する取り組みを

推進していく必要がある。 

 

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）ベースライン調査及びエンドライン調査 

学校運営改善プロジェクトの直接的な目的は、学校運営の改善にあるので、一義的には

それが達成されたかどうかを成果として示す必要があるが、「学校運営改善」は、最終的

に学習環境を改善し、更にはアクセスや生徒の学力を向上させるための「手段」であるこ

とを考えると、「手段」の成否のみならず、それによって何が変わったのかを併せて提示・

説明していくことが重要である。このためには、適切な指標を設定するとともに、適切な

タイミングでベースライン調査とエンドライン調査を実施することが不可欠となるため、

当初の活動計画（PO）の中にこれらの調査を組み込んでおく必要がある。 

 

（２）外部資金の活用 

本プロジェクトは、プロジェクトにおいて確立された機能する CGE のモデルが、世銀・

GPE 共同融資による大型プロジェクト（PAQEEB）及びセネガル側の予算により着実に全

国普及しつつある成功事例といえる。昨今の ODA 予算の現状を踏まえると、今後も日本

の技術協力により有効なモデルを形成し、他ドナーの資金でスケールアップを図っていく

というアプローチが求められる。本プロジェクトでは、プロジェクトで確立したモデルが

セネガル政府から公式モデルとして承認されたことが成功要因のひとつであると考えら

れる。 

 

 

 

 

  


