
案件別事後評価（内部評価）評価結果票：技術協力プロジェクト
評価実施部署：インドネシア事務所（2015 年 4 月）

国名
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（PRIMA-P）

インドネシア

I. 案件概要

事業の背景

インドネシア政府は、2009 年までに 9 年間の義務教育を実現するという国家政策を掲げたが、特に東
部地域ではその達成は難しい状況にあった。東部地域のハブである南スラウェシ州は、同地域の社会的経
済的発展に重要な役割を果たしていたが、同州の前期中等教育の粗就学率は 76.32％（2005 年）であり、
全国平均より約 10％も低い状況であった。このため、前期中等教育のアクセス、質、運営を改善するため
の総合的な試みが求められていた。

事業の目的

1.  上位目標：前期中等教育を量・質及び運営の面から総合的に改善するためのモデルが南スラウェシ州
内の他県・市に普及される。
2.  プロジェクト目標：南スラウェシ州の対象県において、前期中等教育を量・質・運営の面から総合的
に改善するためのモデルを開発する。
*PRIMA-Pモデル：先行する2つのJICA支援

1
が開発した各アプローチを組み合わせたもので、2つのコンポーネントか

ら構成されており、一つは、県政府から配賦される使途を定めない助成金（ブロック・グラント）を用いて、学校チ

ーム及び郡教育開発チーム（TPK）が作成したアクションプランを実施すること、もう一つは、現職教員による教科

別授業研究である。

実施内容

1. 事業サイト： 南スラウェシ州のバルー、ジェネポント、ワジョの 3 県
2. 主な活動：

- アクションプランの計画・管理に関する研修実施（学校チーム
2
・TPK3

対象）
- 授業/学習プロセス改善に関する研修実施（学校長・教員対象）
- 県実施チーム（KIT）に対するアクションプラン管理を通した OJT

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）：

日本側
1) 専門家派遣 9 人
2) 研修員受入れ なし
3) 機材供与 オフィス機器、携帯電話等
4) 現地業務費 142 百万円（国内研修、ロー

カルコンサルタント・NGO 契約
4
等）

インドネシア側
1） カウンターパート配置 95 人
2） 土地・施設提供 事務所スペース
3） ローカルコスト負担 996 百万ルピア（ブロック・

グラントを含むプロジェクト運営費用）

事前評価 2007 年 協力期間 2007 年 12 月～2010 年 11 月 協力金額 371 百万円
相手国実施機関 国家教育省、南スラウェシ州政府

日本側協力機関 一般財団法人国際開発センター

II. 評価結果
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1 妥当性

本事業は、事前評価時及び事業完了時ともに、「中期国家開発計画」（2005～2009 年、2010～2014 年）、「南スラウェシ州開
発計画」（2003～2008 年、2010～2014 年）に掲げられている教育の質・量・運営の改善という開発政策に整合し、また、全
国平均よりも前期中等教育の粗就学率が低い南スラウェシ州において、その改善に向けた総合的な取り組みを行うとの開発ニ
ーズにも対応するものである。さらに、「対インドネシア国別援助計画」（2004 年）では、民主的で公正な社会の構築が援助
重点分野となっており、貧困削減と教育セクターが同分野に位置づけられていること、「JICA 対インドネシア国別援助計画」
（2006 年）では貧困削減の重点地域として東部地域が挙げられていることから、事前評価時の日本の ODA 政策とも十分に合
致している。

したがって、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本事業では、学校チーム及び郡教育開発チーム（TPK）への研修実施を通じて、アクションプラン（現職教員による授業研
究の実施等）の作成・実施に関する能力向上を図るとともに、アクションプランの内容審査や活動の技術指導、モニタリング
を行う県実施チーム（KIT）6

の運営管理能力を確立・強化することで、南スラウェシ州の対象県における前期中等教育の総合
的な改善のためのモデル（PRIMA-P モデル）の開発が目指された。さらに、州政府が同モデルを州内の他地域に普及すること
が目指された。

事業の実施を通じて、i）前期中等教育へのコミュニティ参加が促進され
7
（成果 1）、ii）授業/学習プロセス改善に取り組む

                                                  
1 (1) 「地方教育行政改善計画プロジェクト（REDIP）」（技術協力、1999～2008）では、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、②プロポーザル事業によるブロック・グラントの配賦、③コミュニティ参加によるボトム・アップの計画策定、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、を 4 つの柱とする住民参加型の学校運営モデルを導入することで、住民参加型の教育改
善活動の促進を目指した。（2）「前期中等理数科教員研修強化プロジェクト（SISTTEMS）」（技術協力、2006～2008）では、日本で行われ
ている「授業研究」を導入し、教員同士の学び合いを通じた授業改善を目指した。
2
既存の学校委員会（教員、保護者、地域住民から構成される組織）に学校長を含めたもの。本事業によって組織化された。なお参加意識

向上の一手段として、アクションプランの実施にあたって、供与されるブロック・グラント額の 3～10%に相当する額の資金を地域住民の
協力を得て集めることとされた。
3
本事業において各対象郡に新しく設立され、メンバーには郡役所職員、校長、教員、保護者、住民、村長などが含まれることとなってい

る。
4
アクションプラン実施に用いられるブロック・グラントの配賦支援も含む。

5
本事後評価では、バルー、ジェネポント、ワジョ、ゴワ（非対象県）の 4 県の現地踏査と、県教育局職員、学校長、教員へのインタビュ

ーを通じて得られた情報を分析し、評価判断を行った。
6
対象県における PRIMA-P 実施機関であり、教育局、地域開発局、宗教省県事務所の職員から構成される。

7
事業期間中に実施されたアクションプランの例：[TPK 活動] 教科別教員会（MGMP）の開催、体育大会や教員向け研修などの学校間活動



メカニズムが強化され（成果 2）、iii）各県で PRIMA-P モデルを推進するための KIT の組織化と能力強化、またモデル普及を
担う州政府関係者の合意形成が図られた。事業完了時にはアクションプランのガイドライン（PRIMA-P ガイドライン）

8
が作

成され、それに沿って各チームは活動を実施していた。また、事業最終年には対象 3 県政府によるアクションプラン実施向け
ブロック・グラントを配賦するための予算が確保されるようになり、また県内の他郡にも PRIMA-P モデルを実施するための
予算も確保されるようになったことから、プロジェクト目標は達成したと言える。

事業完了後、学校チームに期待された機能は学校委員会
9
が担い、学校レベルのニーズ・アセスメント等の活動を継続し、学

校年間計画（アクションプランに相当する学校活動計画が含まれる）へのインプットを行っている。ただし、2005 年に全国
レベルで始められた学校運営資金助成プログラム（BOS）10

が、小規模な金額から年々規模を拡大していったこと、2008 年に
南スラウェシ州で開始され 2009 年に制度化された教育無償化プログラム（Free Education）11

が進められたことから、対象県
では、これらの他の施策とは別途 PRIMA-P のための予算を確保の上、学校や郡レベルで作成したアクションプランを県が審
査し、予算を配賦する、という仕組みは継続していない。また、アクションプラン活動の実績に関する情報は十分に得られて
いない。KIT については、事業期間中に研修を受講した県教育局職員の人事異動もあり、本事業で導入したモデル実施へのコ
ミットメントが薄れており、活動のモニタリング等も十分に実施されていない。TPK の機能は停止したが、活動計画の策定や
その活動実施の機能は学校委員会と MGMP が引継いでいる。また教科別授業研究は、郡内の複数の学校間で協働する活動と
しては継続していないが、1 つの学校内の活動として継続されており、教員の授業計画・実施の技術が向上し、教材をより興
味深く多様なものにするようになった。以上のことから、PRIMA-P モデルが事業期間と同様の形で継続しているとは言いがた
いが、対象 3 県の県教育局へのヒアリングでは、対象校における活動計画策定への教員やコミュニティの関与の増加、MGMP
会合での意見交換を通じた教員の授業計画・準備のスキル向上、対象校から提出される財務報告の質の向上

12
などが報告され

ており、これら改善の理由として本事業の貢献が挙げられた。
上位目標である「前期中等教育を量・質及び運営の面から総合的に改善するためのモデルが南スラウェシ州内の他県・市に

普及される」について、PRIMA-P モデルが州内の他県への普及がなされたという情報は入手できなかった
13
。南スラウェシ州

政府によると、モデル普及を目的としたセミナーを実施したとのことだが、その回数、内容、対象者等は確認できなかった。
事業期間中に取り組んだ PRIMA-P モデルの方針と戦略は、その
ままの形では州の教育政策に直接反映されてはいないが、BOS や
Free Education 等の教育政策の発展する中で、学校委員会の作成
した計画に対する予算配賦、学校から政府への報告システムや参
加型学校運営の考え方が採り入れられている。

なお、本事業による自然環境への負のインパクトは確認されて
おらず、住民移転・用地取得は発生していない。

このように、事業完了時までにプロジェクト目標は達成された
ものの、完了後は PRIMA-P モデルが事業期間と同様の形で対象
県において継続しているとは言いがたく、また、州内他県・市へ
の同様の形での普及についても確認されなかったが、州の教育政
策へは、参加型学校運営の推進や学校委員会が作成した計画に対
応する形での予算配賦の実施など、本事業の取り組みが一部反映
された。

以上より、有効性・インパクトは中程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の実績

目標 目標 目標

（プロジェクト

目標）

南スラウェシ州

の対象県におい

て、前期中等教育

を量・質・運営の

面から総合的に

改善するための

モデルを開発す

る

1）アクションプラン

活動のガイドライン

が開発、実施される

（事業完了時）達成

アクションプラン活動のガイドラインが開発され、事業最終年には前年以上の数のアクシ

ョンプラン活動が実施された（実績活動件数については情報なし）。

（事後評価時）事業完了後、アクションプラン活動のガイドラインは改訂されていない。

2011 年にバルー県では対象郡を１郡、ワジョ県では 2 郡増やした。同年には、バルー県

の TPK が 1 件、ワジョ県の TPK が 2 件のアクションプラン活動を実施したとの情報があ

るが、2012 年以降の情報はない。

2）アクションプラン

活動のための対象県

政府負担額の割合が

年々増える

（事業完了時）達成

事業 1、2 年目ではゼロであったが、最終年にはアクションプラン活動のための予算（ブ

ロック・グラント）の 5.6％を対象県政府が負担した。

[アクションプラン活動のための対象県政府負担額の割合（2009/10）（単位：千ルピア）]
県 ブロック・グラント合計 地方政府負担

の割合JICA 負担 地方政府負担

バルー 752,670 696,670 56,000 7.4%
ジェネポント 1,463,500 1,373,500 90,000 6.2%

                                                                                                                                                                                                   
等、[学校活動] 小規模施設修繕、教科書等の購入、教員向け研修、補習授業等。
8
学校チーム、TPK、KIT のメンバーが、アクションプランの立案や運営にあたって行うこととなる作業手順、決まり事、各種書類フォーム

を確認するためのもの。
9
事業完了後、学校チームの機能を引き継ぐ形で、学校委員会には学校長、教員、保護者、地域住民が参加するようになっている。

10
基礎教育レベル（小中学校）の学校に対して、生徒数に応じた使途を定めない補助金（ブロック・グラント）を直接配賦し、義務教育（9

年間）の完全普及を目指す国家プログラム。当初は州政府経由で配賦されていたが 2011 年には県政府経由に変更され、2012 年には州政府
経由に戻された。
11

スラウェシ州の規則に基づき、基礎教育レベル（小中学校）の学校に対して配賦される補助金。
12

事業期間中、事業活動の情報の正確性を確保する観点から、アクションプランの実施の一環として会計報告を求め、また会計研修が行わ
れた。
13

なお、本事業の対象県であったバルー県とワジョ県では、事業完了後、事業での対象郡以外の郡でもブロック・グラントの配賦が行われ
た。ただし、それらの郡におけるアクションプラン活動の実績は十分に得られなかった。

ワジョ県の前期中等学校（対象校）



ワジョ 1,462,540 1,403,540 59,000 4.0%
合計 3,678,710 3,473,710 205,000 5.6%

（事後評価時）事業完了後の負担額の情報は入手できなかった。

3）対象県政府が事業

終了までに対象／非

対象郡におけるモデ

ル実施のための資金

を確保する

（事業完了時）達成

対象県政府は PRIMA-P モデル拡大・継続のための予算を確保した。

[対象県政府のモデル実施のための予算承認状況（千ルピア）]
県 2008 年

（支出額）

2009 年

（支出額）

2010 年

（承認額）

2011 年

（申請額）

バルー 50,000 126,000 204,000 471,500
ジェネポント 0 79,000 190,000 250,000
ワジョ 35,000 112,000 200,000 200,000

（事後評価時）事業完了後の資金確保の状況に関する情報は入手できなかった。

（上位目標）

前期中等教育を

量・質及び運営の

面から総合的に改

善するためのモデ

ルが南スラウェシ

州内の他県・市に

普及される

1）州政府が普及セミナ

ーを定期的に開催する

（事後評価時）一部達成

州政府は PMIMA-P モデル普及のセミナーを実施したが、その内容や回数についての情報は

入手できていない。

2）他県・市がモデル適

用に関心を示す

（事後評価時）未達成

PRIMA-P モデルの事業の対象以外の県への普及状況は確認できなかった。

3）モデルの核である方

針と戦略が州政府の教

育政策に反映される

（事後評価時）達成

PRIMA-P モデルは明文化されていないが、Free Education や BOS 等の教育政策が発展す

る中で、参加型学校運営の促進、学校委員会が作成した計画に対する予算配賦等、本事業

の取り組みの一部が反映されている。

出所：業務完了報告書、関係者へのインタビュー結果（事後評価調査時）。

3 効率性

本事業は、協力期間は計画どおりであったが、協力金額が計画をわずかに上回った（計画比 106％）。よって、効率性は中低
度である。
4 持続性

政策・制度面に関して、「中期国家開発計画」（2010～2014年）、「教育省戦略計画」（2010年～2014年）、「南スラウェシ州開
発計画」（2010～2014）において、教育の質・アクセスの改善は引き続き目標として掲げられ、重要性が強調されている。ま
た南スラウェシ州において実施されているFree EducationやBOSにおいて、参加型学校運営や学校委員会による活動計画の策
定が規定されている。

体制面については、州政府はPRIMA-Pモデルを普及する責務を有するが、実際の普及活動は県政府に委ねられている。県教
育局にはBOSやFree Education等の参加型学校運営や授業研究を普及するための人員は配置されているが、PRIMA-Pモデルの
普及を目的とした人員配置は行われていない。事業により各対象県に設置されたKITによる学校支援は継続している。一方で、
人事異動もあり人数が不足しており、活動のモニタリング等は十分には実施されていない

14
。学校は、学校委員会と協働して

学校年間計画を策定し、その中で学校運営に係る改善策を計画、実施している。
技術面については、事業期間中からの継続メンバーは学校へ授業研究支援を行うのに十分な技術を有している一方、後任ス

タッフの技術は十分でない。他方、州教育局職員はPRIMA-Pモデルへの理解を有し、また各県での参加型学校運営（BOS、Free 
Education等）に係る活動をモニタリングする能力は十分である。KITその他を対象としたPRIMA-Pモデル実施に必要なスキル
の研修（ファシリテーション、アクションプラン計画・審査・実施モニタリング等）は、県政府の予算不足により実施されて
いない。学校長/教員に対しては、授業研究や授業改善に向けて、授業法や教材改善のためのIT活用に係る研修が対象県で継続
して提供されている。

財務面
15
について、州教育局において、事後評価時点ではPRIMA-Pモデルの普及を目的とした予算は確認できなかったが、

州政府の教育分野の支出は、2005年の17億ルピア（州政府予算の21％）から2010年の51億ルピア（同31％）まで伸び、事業
完了以降も同規模・比率が維持され、教育の質、アクセスの改善のために配分されていることが確認できた。ただし、対象3
県における参加型学校運営や授業改善に関する予算の配分に関する情報は得られなかった。バルー県とワジョ県では事業完了
翌年（2011年）にはBOSやFree Educationから得られる資金とは別に、アクションプランに応じて配賦されるブロック・グラ
ント用の県予算が確保されたが、その後、単独の予算として確保されたことは確認されていない。一方、参加型学校運営のた
めに県から配賦される各学校への資金は、BOSやFree Educationを資金源として引き続き予算化されている。他方で、コミュ
ニティからの寄付金を用いて、バルー県やワジョ県の学校では、校舎建設の資材供与や学校緑化のための花木の提供等のアク
ションプランが実施されたことが確認された（支出金額は不明）

16
。

以上より、体制面、技術面、財務面において一部課題が見受けられ、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本事業は事業完了時までに、住民参加による学校運営及び授業研究に関する PRIMA-P モデルの構築というプロジェクト目
標を達成した。事業完了後、対象県では、BOS や Free Education 等の施策とは別途に PRIMA-P のための予算を確保の上、
学校や郡レベルで作成したアクションプランを県が審査し、予算を配賦する、という仕組みは継続しておらず、また州内の他

                                                  
14

なお本事業では、学校チーム、TPK、KIT の活動を支援するためにフィールドコンサルタントを組織した。彼らは県教育局の推薦を受け
た候補者の中から選定され、多くは各地域の出身者である。本事業導入期に、アクションプラン活動支援を主要任務（授業研究は含まない）
として各県 2 名ずつ配置され、ファシリテーターとして事業実施に貢献した。ワジョ県とバルー県のフィールドコンサルタントは、事後評
価時点では、大学教員、NGO スタッフの立場から、県教育局への助言や学校、コミュニティに対して BOS や Free Education のマネジメン
トを支援している。
15

対象県のうち、ジェネポント県の財務状況については、情報を得ることができなかった。
16

ただし、2005 年に中央政府が BOS を開始した際、また、2008 年に教育無償化プログラム（Free Education）が始まった際、教育はすべ
て無料であるとのイメージが普及してしまい、また親からの寄付を禁じる規定があったため、事後評価時点においてもコミュニティからの
資金拠出を認めない県が存在している。他方で、2010 年にはこの規定は完全に廃止され、コミュニティの資源を利用することが制度上は可
能となっている。



県への普及は確認できなかったが、参加型学校運営の方針や手法など本事業の一部取り組みは、Free Education や BOS 等の
教育政策の中で活かされていることが確認できた。効率性については、協力金額が計画を上回った。持続性については、対象
県における PRIMA-P モデルとしての実施や南スラウェシ州内の他県への普及に関する予算は確保されていないが、事業の成
果を活かし BOS や Free Education を通じて、前期中等教育の質、量、マネジメントの改善を進めている。事業によって設置
されたモデル実施のための組織やその人員の配置は、事後評価時点では一部機能が継続しているが、予算不足によって学校レ
ベルを除き研修機会がないなど、技術面で一部課題が見られる。

総合的に判断すると、本事業の評価は一部課題がある。

III. 教訓

JICA への教訓：

事業の目標達成のために新たな枠組みやチームを作ることがある。効果発現を事業完了後も継続するために、それら機能が

維持される必要がある場合、事業完了時までに、事業で設定された枠組み・チームの定着の可能性を見極め、同じ形で継続が

難しい場合は、既存の組織体制の中に組み入れることで通常業務として活動が継続する方策がないかどうか、必要となる予

算・人員も含めて、事業形成段階から検討することも一案である。また、事業完了後に事業で構築した枠組みやチームが解散

したり、メンバーが異動することで活動継続のコミットメントが低下する可能性にも留意し、事前の対策を検討することも重

要である。本事業では、TPK、KIT、学校チームが新たに設置された。事業完了後、それらの機能（の一部）は他の組織に引

き継がれたものの、組織としては定着せず、事業中の取り組みは一部を除いて継続していない。


