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1 SHPなど公的保健医療機関から遠方に位置する村に SHPスタッフが赴き、基礎保健サービス（子どもの成長モニタリング、予防接種、

妊婦健診など）を提供する活動。 
2 本事業 1期目で形成された母親グループでリーダー的存在にあるメンバーをアクションメンバーと呼ぶ。1つの母親グループには、7

種類のアクションメンバーが存在し、その内の 1つが子どもの成長モニタリング活動を担当するアクションメンバーである。 

２．事業の概要と成果 

（１）上位目標 上位目標：事業対象地における母子の健康が向上する 

事業目標：事業対象地における母子健康増進のための住民の行動変容

が促進される 

（２）事業内容 

 

2013 年 6月～9月末までに、以下の活動を実施した。事業関係者との

調整ならびに各種手続きに時間を要したことから、トイレ建設等に約

2ヶ月の遅れが生じているが、その他の活動は予定通り進捗している。

事業の内容および効果に関する写真は別添①を参照されたい。 

 

活動 0：プロジェクトマネジメントに係る活動 

2013 年 6月 17日～29日にかけて、行政村事務局長やサブヘルスポス

ト（Sub Health Post：以下 SHP）所長ら地元関係者との協議会を各 4

行政村において開催し、これまでの事業進捗状況の確認、ならびに行

政村ごとに異なる地域の優先課題や方針を把握し、それらが活動に反

映できるよう調整を行った。 

また、2013年 8月 18日に、ルパンデヒ郡開発局、郡保健局ならびに

｢水と衛生事業調整委員会（Water, Sanitation and Hygiene 

Coordination Committee：WASH-CC）｣等の関係機関と協議会を開催し、

郡政策と事業活動との整合性について確認した他、活動実施計画の共

有や意見交換を行った。 

 

活動 1：母親グループメンバーの母子保健知識・能力向上に係る活動 

- アウトリーチクリニック（成長モニタリング）の側面支援 

対象全 36のコミュニティにおいて、1期目で形成した母親グルー

プが中心となり、子どもの成長モニタリング活動を計 50回実施

し、延べ 1,686名の乳幼児が参加した。この内 8コミュニティは、

SHPのアウトリーチクリニック（Out Reach Clinic：以下、ORC）
1対象地となっていることから、SHPスタッフが予防接種を行う傍

ら、アクションメンバー2が乳幼児の体重測定を実施する等、より

よい協力関係が築かれている。また、低体重と判断された 87名の

乳幼児の母親に対し、本事業スタッフならびにアクションメンバ

ーが栄養カウンセリングを実施した。 

- アクションメンバーへの保健教育研修 

保健教育研修（リフレッシャー研修）の研修モジュールや利用す

る教材の見直しを行った他、予定講師との打ち合わせを行った。 

- ピア・エデュケーションの側面支援 

「安全な妊娠と出産」「グループ運営」「コミュニティ基金」「乳幼

児の健康」「家族計画」「栄養」「水と衛生」に関するピア・エデュ

ケーションが、担当アクションメンバーにより計 151回実施され、

延べ 3,812名の母親グループメンバーが参加した。ピアエデュケ

ーターであるアクションメンバーが、参加者に対して一方的に講
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義するのではなく、参加者同士が各テーマに係る実体験や学びを

共有する対話型手法を取り入れたことにより、参加者の理解が深

まった。 

- 母子保健に係る各種イベント 

国連やネ国政府が定めた保健関連の記念日に、母親グループメン

バーが中心となりイベントを開催した。8月 1日～7日までの「母

乳育児推進週間」では、生後 6カ月未満の乳児を持つ計 88名の母

親に対し、計 5回のワークショップを開催し、生後 6 ヵ月間は母

乳だけで育てることの重要性について啓発を行った。栄養価が高

く乳児の免疫力を高めるなど母乳育児の意義を説明し、デモンス

トレーションを交えた正しい授乳方法を紹介した他、母親同士が

自らの育児体験を発表し合うセッションを設けるなどして、参加

者同士の交流を促進した。参加者からは「既に水やビスケットな

ど母乳以外のものを与えてしまっていたが、出来る限り母乳で育

て健康に育てたい」という声が聞かれた。 

また 6月 5日～12日の「衛生週間」には、一部のコミュニティで

母親グループや子どもたちが地域の清掃活動を行った他、11日に

はマイナイヤ VDCにおいて、衛生啓発イベントを実施し、トイレ

の利用や衛生習慣の改善を促すメッセージを掲げた母親グループ

や保健ボランティア、児童らが行進を行った。 

 

活動 2：コミュニティにおける衛生環境整備に係る活動 

- 衛生施設（トイレ）設置活動の側面支援 

1期目で資材供与を行った 1,800基のトイレの施工状況をモニタ

リングした。施工状況に大きな問題はなく、2013年 9 月末までに

約 4割が完成した。 

この他、2期目におけるトイレ建設に係る支援実施体制について、

郡関係者との調整を行った。 

 

活動 3：コミュニティ健康基金の継続的運営に係る活動 

- コミュニティ健康基金運営の側面支援 

母親グループによるコミュニティ健康基金の運営を定期的にモニ

タリングし、また必要な技術指導を行った。具体的には同基金の

積立原資となる貯蓄集金日に本事業スタッフが訪問し、貯蓄や基

金からのローン（貸出・返済）記録が正しく帳簿に記録されてい

るか、貸出額と利子率の計算が正しく行われているか等をモニタ

リングし、計算式の修正など必要に応じた技術支援を行った。ま

た、これまでローンの貸出を保健用途（出産時の搬送費用や入院

費用、医薬品購入費等）に限っていたが、2期目以降はメンバー

の要望に応じて、教育費、農業関連資金等を含む幅広い用途への

適用を開始した。尚、2013年 9月末までに、計 336人のメンバー

が基金のローンを活用した。 

- 識字・計算教室の開催 

郡教育局と連携し、読み書きが困難な母親グループメンバーに対

し識字クラスを実施した。識字クラスの教材とプログラムは、3
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3 ネ国保健政策によって監修された「Health Facility Management Strengthening Program (HFMSP)」研修。①課題抽出・計画策定ワ

ークショップ（3日間）、②計画実施中間レビュー（2日間）、③活動レビュー(1日間)、の 3つのコースから構成される。1期目期間

中の 2012年 8月～9月に①を実施し、その後 2013年 3月に②を実施した。 

ヶ月間でネパール語の文字と数字ならびに基礎計算（足し算・引

き算）を学ぶ、郡教育局の識字教育パッケージを採用した。2013

年 9月末までに、16コミュニティの 398人が識字クラス（2013

年 4月～6月）に参加した。 

 

活動 4：公的一次医療機関における基礎保健サービス改善に係る活動 

- SHP管理運営委員会の能力強化研修 

1期目から継続して実施している SHP管理運営委員会（Health 

Facility Operation and Management Committee: HFOMC）の能力

強化研修を、2013年 8～9月に実施し対象者 36人（9 人×4行政

村）の全員が参加した。今回の研修は、研修パッケージ3の第 3回

目（最終回）にあたり、1年前の第 1回目で策定した「（SHP運営

改善に向けた）年間活動計画」の達成状況の確認ならびに次年度

計画の策定を行った。昨年度の計画内容の内、2013年 9月末まで

に達成できた活動として以下のものが挙げられる。 

ダマウリ 

 月例ミーティングの開催 

 結核スクリーニングキャンプの実施 

 「災害時対応基金」の設立 

カマリヤ 

 運営委員会メンバーボードの設置 

 優秀な活動を行った女性ボランティアへの表彰 

マイナイヤ 

 月例ミーティングの開催 

 SHP建物の外壁建設に係る予算の一部調達（建設は未実施） 

ハティバンガイ 

 女性ボランティアへのユニフォーム支給 

- HFOMCの活動サポートとモニタリング 

本事業スタッフが HFOMCの月例会議に参加し、SHP管理体制やフ

ァシリテーション能力について技術面での側面支援を行った。 

- ORCセンターの建設 

ORCセンター建設に向けて郡保健局や地域住民と協議を重ね、建

設予定地の選定と視察を行った。 

 

（３）達成された効果 

 

中間報告時点で、下記の通り成果が確認されている。 

- 成長モニタリング活動を担当するアクションメンバーの中には

読み書きが困難な人もいるが、その場合は体重計の目盛りを読

む、数値を記録する際、読み書きできる他のメンバーや彼女らの

子どもたちが手伝っており、母親グループが主体的に実施できる

よう、互いに協力している様子が確認されている。 

- トイレを設置した住民からは「屋外での排泄は人目が気になる

し、蛇やヒルに咬まれないか心配だったが、今ではいつでも安全
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にトイレを利用することができるようになり嬉しい。健康で暮ら

すためには衛生的なトイレがいかに大切か学んだので、これから

もきれいに使用していきたい」と言う声が聞かれており、少しず

つではあるがトイレを利用する習慣が根付きつつあることが確

認されている。 

- 全ての母親グループの内、34グループにおいては、プロジェクト

スタッフのサポートを必要とせず、基金の管理運営を行うことが

できる。また、2グループにおいては、利子の計算等、必要最低

限のサポートを必要とするものの、ほぼメンバー自身で管理運営

が可能である。 

- 識字クラスに参加した母親の多くが徐々に、ネパール語アルファ

ベットが読める、自分の名前が書ける、また一桁の足し算・引き

算ができるようになっている。同プログラム参加者からは、「文

字が読めないことで、病院に行っても診察を受ける部屋が分から

なかったり、買い物で困ったりすることが多かった。読み書きが

できることで、自分に自信が持てるようになることが分かった」

と言う声が寄せられており、識字クラスの実施が女性のエンパワ

メントにつながっている様子も確認されている。 

（４）今後の見通し 引き続き、プロジェクトタイムテーブルに沿って、以下の活動を実施

していく。 

 

活動 0：プロジェクトマネジメントに係る活動 

本事業関係省庁ならびに地元関係機関との協力体制を維持し、必要に

応じ会合や報告会を開催する。また、ネ国社会福祉協議会と合同で終

了時評価を実施する。 

 

活動 1：MGメンバーの母子保健知識・能力向上に係る活動 

母親グループのピア・エデュケーション活動、子どもの成長モニタリ

ング活動や、保健に関する記念日に開催するコミュニティイベントの

開催を引き続き側面支援する。また、異なる地域の母親グループ同士

の交流イベントを開催し、母親同士の母子保健に係る相互学習ならび

に相互交流を図る。 

 

活動 2：コミュニティにおける衛生環境整備に係る活動 

10 月末から予定しているトイレ建設は 1期目同様、WASH-CCと共同で

必要資材の配布状況をモニタリングする他、各世帯のトイレ建設を技

術的に支援する。この他、ストリートドラマやコミュニティイベント

など衛生環境の改善や適切な衛生施設の使用を促進する啓発活動を、

SHP スタッフら保健行政と協力して実施する。 

 

活動 3：コミュニティ健康基金の継続的運営に係る活動 

ローン貸出・返済状況などコミュニティ健康基金の管理・運営状況を

引き続きモニタリングし、母親グループが自立的に運営できるよう技

術指導を行う。なおコミュニティ健康基金は、将来的に女性協同組合
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へと発展させ、郡行政機関に登録することも視野に入れていることか

ら、母親グループメンバーを対象に協同組合の仕組みや制度について

理解を深める研修を開催する。 

 

活動 4：公的一次医療機関における基礎保健サービス改善に係る活動 

ORC センターの建設について、10月末までに建設業者が選定される見

込みである。業者選定後、遅延なく建設作業が進められるよう、関係

機関との手続き及び調整の効率化に努める。 

HFOMC の活動状況を引き続きモニタリングする他、コミュニティ住民

が HFOMCの役割と活動を理解し、SHPが提供するサービスの利用増加

につながるよう、コミュニティでの活動に HFOMCメンバーを動員する

等して相互関係の強化に向けた取り組みを支援する。 


