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２．事業の概要と成果 
１）上位目

標の達成度 
 本事業は上位目標を「事業対象地域の社会福祉・保健状況が改善する」とし、終了から 3～5 年

後に達成されることを目指した。本事業の事業終了時点で発現している成果は、上位目標が達成

傾向にあることを示している。具体的には、住民の基礎保健知識調査の正答率が 12%から 51%
へ、適切なトイレ（ハエ防止型トイレ）の普及率が 12%から 77%へ向上し、事業期間中に住民の間

で応急手当が施された件数は 11,292 件（平均して 1 村あたり 145 件/年）に上った。また、生計向上

に関しても、研修を受けた住民の間で、肥料の葉面散布について知識のある人が 0%から 98%へ、

牛の交配における注意点を知っている人が 57％から 96％へ向上している。 
さらに、すべての活動分野で、知識の向上とともに行動に変化が生じた例が確認されている。例

えば、6 か月に満たない乳児に水を与えていたのを控えるようになった、米だけでなく豆や野菜も

摂るよう気を付けるようになった（保健）、ハエ防止型トイレを使うようになった、頻繁に体を洗うよう

になった（水と衛生）、軽微な傷を負った時に応急手当を受けるようになった、病気の際は医療従

事者による診察を求めるようになった（医療アクセス）、家畜の予防接種について知り、実施するよ

うになった（生計向上）、等である。 
また、対象全 39 村において、建設総額の 30％以上を自ら負担する形で小規模インフラ建設（学

校、水供給施設、電化など）を完了することができたことは特筆に値する。 

２）事業内

容 
 

 本事業は、ミャンマー連邦共和国中央乾燥地に位置するパコク郡の西部 39 村（受益者約 34,700
人）で、住民が理想とする「Healthy Village」の姿を具現化する過程を支援することで、対象地域の

保健状況が改善することを目指した。下記の流れで、3 年計画を実施した。 
 【3 年間の流れ】 

1 年次（下地づくり）：村の現状把握・問題分析を通じた解決課題の優先付け 
・ 全村で Village Health Development Committee （以下 VHDC）と副委員会（保健教育、

水と衛生、応急手当・患者搬送、生計向上の 4 チーム）を結成 
・ 全村でチームごとに課題解決のための活動計画（アクションプラン）策定 

2 年次（能力強化）：研修を通じた各チームメンバーの能力強化 
・ 各チームによるアクションプランの実行 

3 年次（総仕上げ）：各チームのアクションプランの実行と評価 
・ 村々の個別ニーズを満たす活動（以下特別コンセプト活動）の実施と評価 

 
本事業（3 年次）期間中に予定していた活動は、すでに変更報告/申請したとおり、一部の必要な

計画変更を除き、以下のとおり、概ね当初の計画通りに実施された（詳細は別添 1 参照）。 
（ア）住民参加による「Healthy Village」を推進するためのマネージメント体制の構築および強化  

 39 村の VHDC は、計 571 回（1 村あたり平均月 1 回以上。参加者のべ 7,460 人、うち男

性 53%、女性 47%）の会合を開いて活動の進捗を確認し、その都度重点的に取り組むべき

作業内容について話し合いながら活動を進めた。また、事業終了にあたって開催した

VHDC 年次総会では、全村の VHDC がそれぞれの村の活動の達成度や課題、今後の計

画等を共有した。 
（イ）住民の基礎的な保健知識の向上 

住民への保健教育を担当する保健教育チームの委員 146 人に対し、保健教育研修（結

核、母子保健などに関する基礎知識）を開催した。同チームの委員は、1 年次に作成したア

クションプランに基づいて計 492 回（平均月 1 回以上）の保健教育を実施し、住民のべ

26,312 人（男性 37％、女性 63％）が参加した。 
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 対象村にいる全准助産師は 21 人だったが、3 年次に引っ越しや学校へ通い始めた等の理由で 3 人が活動できなくなった。 

（ウ）安全な水と衛生に関する環境の改善 
村の環境衛生の改善を推進する水と衛生チームの委員 166 人に対し、水と衛生研修

（水因性疾患に係る知識、フィルター浄水の方法など）を開催した。同チームの委員はアク

ションプランに基づき計 290 回（平均 2 ヶ月に 1 回以上）の環境衛生活動（ごみ収集所の設

置、村内清掃など）を実施し、住民のべ 18,339 人（男性 50％、女性 50％）が参加した。ま

た、委員がハエ防止型トイレを推進した結果、1,519 世帯が同トイレを設置し、村の衛生環

境の改善が進んだ（同トイレの普及率は 1 年次 12%から 3 年次終了時 77%に向上）。 
（エ）基礎ヘルスケアへのアクセス強化 

村の救急患者に対応する救急処置・患者搬送チームの委員 185 人に対し、基金管理研

修（現金出納帳や台帳の作成方法）を開催した。同チームの委員はアクションプランに基づ

き、住民のべ 5,347 人（男性 56％、女性 44％、平均 11 人／月）に応急手当を施し、のべ 188
人（男性 49％、女性 51％、平均 5 人／年）の病院搬送を支援した。また、実演を通して応急

手当の技術を住民に伝える知識共有セッションを全 75 回開いた。公的保健ボランティア

（准助産師）181
人は出産の介助、妊産婦や新生児の病院搬送のほか、助産師による妊婦

健診を手助けした。また、各チームによる保健教育や環境衛生活動に参加し、助産師とと

もに母子保健の知識を住民に伝えるなど、積極的に活動に取り組んだ。 
（オ）生計活動に関する知識と技術の向上 

 生計向上に関する知識を学び、住民に伝える生計向上チームの委員を対象に、農業・

畜産研修（肥料や有機殺虫剤の作り方、養鶏・養豚方法など）を開催した。農業に 111 人

（男性 60％、女性 40％）が、また畜産に 98 人（男性 59％、女性 41％）の計 209 人が参加し、

基礎ビジネス技術研修（コスト計算方法や事業計画など）には 205 人（男性 53％、女性

47％）が参加した。なお同チームの委員達は、アクションプランに基づき、研修で学んだ知

識・技術を普及する知識共有セッションを計 228 回（平均 2～3 ヶ月に 1 回）開催し、のべ

8,780 人（男性 42％、58％）の住民が参加したほか、畜産担当の委員は郡畜産局と協働し、

31 の村で 4,377 頭の家畜（牛、羊、ヤギ）に予防接種を実施した。 
（カ）住民参加による各村の個別ニーズの具現化活動  

VHDC が中心となり、住民とのワークショップで策定した具体的な計画（建設許可申請、

住民説明、集金など必要な活動とそのタイムラインなど）に沿って、建設総額の 30％以上を

住民が負担して、学校建設（7 村）、コミュニティセンター建設（6 村）、発電機設置による村

内電化（15 村）、給水設備設置（3 村）、電柱修繕による村内電化（3 村）、電線修繕による村

内電化（2 村）、ソーラーパネルによる村内電化（2 村）、放水路建設（1 村）を実現した。 
 

（３）達成さ

れた成果 
 期待していた成果は、以下のとおり概ね達成された。 
 
（ア）住民参加による「Healthy Village」を推進するマネージメント体制が構築され、強化される  

下記の通り各指標の成果が達成されたことに加えて、VHDC のメンバーからも以下のよ

うな声が寄せられるなど、コミュニティとしての問題解決能力が向上したことが確認できた。 
「事業前は村の生活をよりよくしよう、などと考えたこともなかった。事業を通して、どうし

たら村人がより健康になるか、どうやって保健教育に村人を動員しようか、などと考え

るようになった」 
「以前は多くの人と接する機会はなかったが、事業を通して多くの住民の前で話をしたり



（様式４） 

- 3 - 

知識共有セッションをしたりする経験をし、自信がついた」 
「活動の多くが人々の協力なしには達成できないものだったので、事業を通して村の団

結力が強くなった」 
1-1. 全対象村において VHDC 及び副委員会が形成される （達成） 

対象全 39 村で VHDC と副委員会（4 チーム）が結成され、計 931 人（男性 53％、女性

47％）が「Healthy Village」実現に向けた活動を推進した。 
1-2. 対象地域において 3 年次終了時までに VHDC の役割及び活動を認識している世帯の

割合が 80%となる （達成） 
VHDC が特別コンセプト活動実施の中心的な役割を担ったことで住民からの認知がい

っそう進み、ほぼ全世帯にその役割が認識された。住民の多くは農民で、多くの VHDC
は収穫期前の村人から建設費を集金する上で困難に直面することもあったが、資金の使

用状況について書類を見せて説明するなど地道な説得を続け、建設が進むにつれて村

人からの信頼を得ていった。そうした信頼関係は他の活動にも良い影響を及ぼし、建設

活動を進めた 3 年次は、前年に比べ、副委員会による健康教育や清掃活動の場で、より

多くの住民の参加が見られるようになった。 
1-3. 形成された VHDC 及び副委員会の 70%が 3 年次終了時までにアクションプランに沿

って活動を完了する （概ね達成） 
29 村（74％）の委員会が保健教育分野および衛生活動分野において、当初定めた実

施回数の目標値を達成した。そして全 39 村（100％）が搬送基金を設立し、30%の建設費

を負担して小規模インフラ建設を完成させるなど顕著な成果が見られた。一方、ハエ防止

型トイレの建設目標数を達成したのは 23 村（59％）だったが、①一部の世帯に対し他援

助機関によるトイレ建設の支援が入った、②主要換金作物の 1 つである玉ねぎの市場価

格が例年より低くなり、建設資材の調達が困難になった等、外部からの負の影響を受け

た村が多かったことが原因として考えられる。 

1-4. 明確な村の将来像「Dream Map」が 3 年次終了時までに各村で描かれ、住民に共有さ

れる （達成） 
Dream map は 1 年次開始時に VHDC が中心となって住民とともに作成し、3 年次に再

度検討し、事業を通して生じた変化等を反映した内容に更新した。 
 
（イ）住民の基礎的な保健知識が向上する 

2-1. チームメンバーの教育スキルが 3 年次の終了時までに 1 年次開始時に比べ平均 25
ポイント向上する （概ね達成） 

保健教育チームに対する研修で実施した事前事後テストで、正解率の向上は平均

26.7 ポイント（1 年次 38 ポイント、2 年次 18 ポイント、3 年次 24 ポイント。下表参照）で、

目標を達成した。 
 1 年次* 2 年次* 3 年次 

事前 56% 68% 70% 
事後 94% 86% 94% 

          *3 年間のまとめをするにあたり再確認をしたところ、若干の計算ミスが見つかった。正しくは

上記のとおり。 
全トピック内容を網羅した 3 年次研修の事後テスト正答率が 94％に達しており、委員の

知識は十分に向上したとみなせる。また、事業スタッフによるモニタリングを通して、技術
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（適切に教材を使えるか等）、コミュニケーション（わかりやすい言葉づかい等）、知識（参

加者の質問に答えられるか等）、マネジメント（時間等）の観点から技術を測定し、平均 33
ポイント（平均スコア 1 年次 32%から 3 年次 65%へ）の向上が見られた。その他にも、委

員が時期や参加者に応じてトピックを選ぶ（雨期には下痢やデング熱、女性の参加者が

多い時には母子保健等）、参加者が質問しやすいよう一つのセッションを小規模にする、

村で起きた経験談を交える、など保健教育の質を高める工夫を施すようになっていったこ

とを確認した。 
2-2. 全世帯の 80%が、2 年次から 3 年次終了時までに最低 5 回、保健教育に出席する 

（達成） 
全 39 村で 6,476 世帯（85.3％）が、2 年次から 3 年次にかけて 5 回以上、保健教育に出

席した。 
2‐3. 活動で取り上げられたトピックに関する住民の理解度が、1 年次開始時に比べ平均25
ポイント向上する （達成） 

対象村全世帯の約 16％にあたる 1,231 世帯に対し基礎保健知識調査を行い、正答率

が 1 年次の 12％から 3 年次終了時には 51％へと、39 ポイント向上した。 
 
（ウ）安全な水と衛生に関する環境が改善する 

3-1. 全世帯の 80％以上が 3 年次終了時までに自分たちの飲用水の安全性が改善したと

実感する（達成） 
対象村全世帯の約 16％にあたる 1,211 世帯に対し 1 年次の事業開始時と 3 年次終了

時に水と衛生に係る調査を行った。どんな水が安全なのか（匂いがない、化学物質やバ

クテリアが入っていない等）全く答えられなかった人の割合が 62％から 6.5％に減少した

ほか、水の浄化にフィルターを使う人は 77％から 97％へ、煮沸する人は 7％から 68％

へ、貯水釜（桶）にふたをする人は 46％から 99％に、それぞれ増加しており、多くの住民

が事業を通して飲用水の安全性を高める方法について知識を得、行動に変化が生じたこ

とが窺える。結果、飲用水に満足していると回答した住民の割合も 70％から 94%に増加

した。 
3-2. 全世帯の 80％以上が、2 年次～3 年次終了時までに最低 3 回の衛生活動に参加する

（達成） 
全 39 村で 6,659 世帯（88％）が、2 年次から 3 年次にかけて 3 回以上、環境の改善活

動（ごみ収集所の設置、村内清掃、道路修繕など）に参加した。 
3-3. 事業を通して建設されたトイレのうち 90％以上が、3 年次終了時までに適切に使用さ

れる （達成） 
ハエ防止型トイレがなかった 5,051 世帯が、事業を通してトイレを建設し（所有率は事業

の開始前後で 12％から 77％へ向上）、本事業スタッフがモニタリングを通して 99％が適

切に使用されていることを確認した。また、トイレの使用効果を示す次のような声も住民

から多く聞かれた。「以前は夜中にサソリや毒蛇を気にしながら草むらで用を足していた

が、いまは安心」、「以前は人目を気にして遠くまで行っていた。特に雨期には快適に感じ

る」、「トイレを使うことで人としての尊厳を保っていると感じる」、「村がきれいになった」 
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2 この地域の日雇い労働による収入は、需要（農繁期か否か）や性別により 1 日 500~3,000 チャット（約 50 円～300 円）程度。 

（エ）基礎ヘルスケアへのアクセスが向上する 
4-1. 救急処置/患者搬送チームメンバーの応急手当の知識と技術が 3 年次終了時までに、

1 年次開始時に比べ 10％向上する （達成） 
救急処置/患者搬送チームに対して行った応急手当研修で、事前事後テストの正答率

が 39％から 84％へと 45 ポイント向上した。 
4-2. 患者搬送数が 3 年次終了時までに、1 年次開始時に比べ 10％増加する（達成） 

搬送数は 2 年次の 9 か月間に 131 人（1 ヶ月あたり 14.5 人）、3 年次の 11 か月間に 188
人の計 319 人（1 ヶ月あたり 17 人）であった。したがって、2 年次から 3 年次にかけて 1 ヶ

月あたりの患者搬送数は 17％増加した。また、事業を通じて村内に迅速に搬送を行う仕

組み（救急処置/患者搬送チームの組織と搬送基金）が確立されたことと、住民が保健教

育によって病院に行くべきケースの知識を得たことによって、事業開始前では手遅れにな

っていたような妊産婦や子どもが搬送され一命を取り留めた例が、複数確認されている。 
また 3 年次に搬送された 188 人のうち 100 人は、事業を通して全村に設立された搬送

基金から無利子で支援を受けた。その後、返済されなかった例はない。貧しい世帯には

委員らが返済を肩代わりしたり、村で寄付を募ったりする例がみられ、将来的に貧しい世

帯に対しては搬送支援金を貸与でなく支給しようと計画している村もあるなど、社会的弱

者に配慮した運営がなされている。 
4-3. 事業による研修を受けた准助産師の理解度テストの点数が、研修前に比べ平均 25 ポ

イント向上する （概ね達成） 
2 年次に実施した准助産師研修において、事前事後テストの正答率が 51％から 75％

へと、24 ポイント向上した。 
 
（オ）生計活動に関する技術や知識が向上する 

5-1. 研修を受講したチームメンバーの知識が 1 年次開始時から平均 20 ポイント向上する 
（達成） 

生計向上チームを対象とした農業及び畜産研修では、事前事後テスト結果の正答率

が、農業で 24％から 65％に（41 ポイント）、畜産で 45％から 68％に（23 ポイント）向上し

た。3 年次に実施した基礎ビジネス技術研修では、委員は全く新しい知識を学ぶ状態だっ

たため事前テストを実施しなかったが、事後テストの正答率は 90％に達した。 
5-2. 研修を受講した住民の 20％が 3 年次終了時までに修得した技術と知識を活用する

（達成） 
農業研修に参加した住民のうち、88％が病気の作物を判別できるようになり、75％が

有機肥料を活用し、32％がボカシ肥料を活用し、47％が尿素の葉面散布を、いずれも研

修で学んだ知識をもとに実行した。キノコ栽培を始めて 20,000 チャット

2
（約 2,000 円）の利

益をあげた例もあり、研修を受講していない住民にも技術の採用が広がり始めている。畜

産研修に参加した住民のあいだでは、96％が交配用の牛を選ぶ際に、また 69％が交配

用の豚を選ぶ際に研修で学んだ知識を活用し、85％が牛に炭疽病の予防接種を、また

83％が黒脚症の予防接種を受けさせた。 
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（カ）住民参加により各村の個別ニーズが満たされる  

6-1. 全対象村の 80％で、3 年次終了時までに特別コンセプト活動にかかるコストの 3 割を

住民が負担する （達成） 
全対象村（100％）が総建設費の 3 割を負担して、特別コンセプト活動を完了した。 

6-2. 想定される受益者の 80％が、特別コンセプト活動の成果物を活用する（達成） 
38 村（97％）で、想定した受益者のほぼ全員が成果物（学校、発電機や電線整備によ

る電化、水供給施設等）を活用している。残り 1 村（Chan Thar Gyi 村）では、資材価格の

高騰により、費用を賄えない世帯が生じ、成果物（ソーラーパネル）を全員が備えることは

できなかった。 
 

（４）持続発

展性 
本事業は、住民がコミュニティの課題に自身で対応する力を身につけることを目指したプロジェ

クトである。活動の実践を通じ、VHDC や副委員会は、ニーズ把握と問題分析、地域資源を用いた

解決方法の決定、実施といった一連のプロセスを経験した。住民が本事業で得た知識と教訓は、

事業が終了しても消えることはなく、継続して村の発展に資すると考える。また、保健局や農業局、

畜産局などの地方行政機関と住民との連携を促進することにより、また既存の社会システムを活

用することにより、将来に向けて活動を持続できるよう配慮した。各成果の持続発展性について

は、下記の通り十分期待できると考える。 
 

住民の基礎保健知識の向上 
住民の基礎保健知識が向上し、疾病の予防に努めたり、適切な治療を求めたりするなど、住民

の行動変容が確認されており、今後も、健康維持に努める住民の継続的な活動が期待される。 
 

水と衛生に関する環境改善 

事業を通じて、建設や修繕の技術を学んだ人材により、建設されたトイレの維持管理が可能で

ある。また、金銭的な理由により事業期間中の建設がかなわなかった世帯も、経済的な余裕がで

きた際にはこのような村人と協力し、自分たちでハエ防止型トイレを建設することができる。 
 
基礎ヘルスケアへのアクセス強化 

全対象村で患者搬送システム（迅速な搬送を手助けできる人材と搬送資金を援助する基金）が

構築され、各村独自の規定に基づいて運用されている。基金は一定額を有利子の小口融資に充

てることで原資が枯渇せず持続的に運用できるよう工夫されており、長く維持されていくことが期待

できる。また、搬送支援・小口融資ともに返済されなかった例は生じておらず、適切に運営されてい

る。なお、融資の利子収入は、本事業で配布した応急処置キットや准助産師キットの消耗品の補

充購入等に充てられており、サービスの維持に貢献することが期待できる。 
また、准助産師のいる村の過半数で、准助産師が積極的に住民と公的医療機関スタッフ間の橋

渡しの役割を担い、ミャンマー保健行政が理想とする保健医療サービス提供の仕組みが機能する

ようになった。このことで、より多くの住民が基礎ヘルスケアサービスにアクセスし易くなることが期

待される。 
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生計向上に関する知識と技術の向上 
住民の多くは農業・畜産を主な収入源としているが、事業前は、経験から得た知識が散在してい

た状態（肥料は使うが、適切な使用時期や使用方法、作物の種類を把握していなかった）だった。

本事業を通して、住民は新たに系統立てた知識とそれに基づいた技術を身につけ、活用し始め

た。こうした適切な知識や効果的な技術の活用が、今後の収入向上、生計改善、環境保全に繋が

り、世代を超えて引き継がれていくことが期待される。 
 
個別ニーズの具現化 

住民が当事者意識を持ち、主体性を発揮しながら地域の個別ニーズを見定め、その解決策とし

てプロジェクト（建設案件）を立案し、その実施にあたり費用の 30%以上を負担し、資材の購入や建

設作業に携わり、成功に導いたことは高く評価できる。また建設終了後も、全村が独自の維持管

理ルールを設定し、例えば電化を行った村では使用料金に燃料費だけでなく将来の修理費を少し

加えて徴収したり、学校を建設した村では校舎内に関係機関や技術者の連絡先一覧を貼って、い

つでも連絡できるようにしたりするなど、成果物を長く使用するための工夫が既に始まっている村も

ある。なお、すべての学校案件は、村の委員、郡教育局、当法人の参加のもとで郡教育局への引

き渡しが完了しており、今後は公的機関の管轄の下で活用される。 


