
                                                   
1 2015 年 7 月に承認された変更申請により、事業対象地域は 6 村区から 7 村区に変更となったが、申請時の数値を記し

た。 
2 ここでは水供給システムおよび深井戸の水を指す。 
3 当法人ベースライン調査(2015 年 5月)およびフォローアップ調査(2015 年 12 月)より。 
4 水をろ過するための陶器製フィルター。 
5 当法人ベースライン調査(2015 年 5月)およびフォローアップ調査(2015 年 12 月)より。 
6 当法人ベースライン調査(2015 年 5月)およびフォローアップ調査(2015 年 12 月)より。 

２．事業の概要と成果 

（１）上位目標

の達成度 

上位目標：事業対象 6 村区1において住民の水・衛生環境と健康状態が改善される。 

1 年間の活動を通じ、水供給システムの使用率が 25%から 59%、安全な水2の使用

率が 41％から 69％、ハエ防止型トイレが使えるようになった人の割合が 8％から

49％に改善された3。また、衛生環境改善の啓発活動により、安全な水の重要性が

住民に浸透し、セラミックフィルター4を 500 個設置した結果、同フィルターを使

用する住民の割合が 11％から 31％へ 182％増加した5。その結果、過去 1 週間に下

痢症を発症した学校児童・生徒の割合は 21％から 4％へ 81%減少し、過去 1 ヵ月

間に皮膚病を発症した住民の割合も 16％→12％へ 25％減少した6。さらに、手洗

いなど衛生習慣の改善や、医療従事者の介助による出産が増加傾向にあり、疾病

予防行動にも改善が見られている。以上のことから、上位目標は達成傾向にある

と考える。 

 

（２）事業内容 

 

「水と衛生施設へのアクセス改善」、「対象村・学校における水と衛生・保健に関する知

識の改善」、「公的保健医療施設におけるサービスの質の改善」という３つの目標を掲

げ、以下のとおり活動を計画、実施した。 

 

【活動準備】 

活動 0-1 現地スタッフの雇用およびトレーニング 

本事業では、15 名の現地スタッフを雇用し、専門家による 5 日間のコミュニティ開発

研修を実施して能力強化を図った。また、啓発活動を実施するにあたり、保健知識

の向上を図るための所内トレーニングを実施した。 

 

活動 0-2 アドボカシーミーティングの開催（タウンシップレベル） 

2015 年 2 月、地元行政を対象にミーティングを開催した。タウンシップ行政局職員、

保健局職員、教育局職員等 43 名の参加者に対し、先行事業「シャン州ナムトゥ郡

における健康希求行動改善プロジェクト」の成果と教訓、本事業の計画について共

有し、相互連携・調整体制の構築について協議した。（なお先行案件は、本事業が

対象とする地域とは異なる 34 村において実施された。） 

 

活動 0-3 広報ツールの作成 

本事業について周知するため、事業の内容や保健衛生に関する知識を記載した年

間予定表 500 部を作成し、各対象村に配布した。 

 

【成果 1 に対する活動】 

「成果 1：対象村において改善された水と衛生施設へのアクセスが向上する。」                                       
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活動 1-1 アドボカシーミーティングの開催および水と衛生・保健委員会の設立 

2015 年 2 月に対象 19 村で導入ミーティングを開催し、村区長、村長、長老、保健局

職員、教育局職員を含む 606 名の参加を得た。ミーティングでは、事業のコンセプト

および水と衛生・保健の重要性を住民と共有し、各対象村で 5～7 名から構成され

る『水と衛生・保健委員会（WHC）』を設立した。 

 

活動 1-2 水と衛生施設のアクセスに関する調査の実施（活動 2-1、3-1 と同時開催） 

対象村における水と衛生施設へのアクセス状況、水と衛生・保健の知識と行動、公

的保健医療施設におけるサービスの質を調査するために、本事業スタッフが 11 名

のボランティアと共にベースライン調査を実施した。調査前には、2 日間の調査手法

トレーニングを実施し、調査内容の理解を促進するとともに、インタビュースキルの

向上を図った。また、2015 年 12 月に事業対象 19 村においてフォローアップ調査を

実施し、ベースライン調査との比較を通じて改善状況を確認した。 

 

活動 1-3 水質検査の実施 

地域住民が利用する水質を調査するため、38ヵ所の水源よりサンプルを入手し、ヤ

ンゴンの国立保健研究所（National Health Laboratory : NHL）で検査した結果、有

害物質は検出されなかった。この結果を参考にセラミックフィルターの設置場所を

選定した。 

 

活動 1-4 WHC 向けスタディツアーの開催 

当初の計画に沿って、先行事業「シャン州ナムトゥ郡における健康希求行動改善プ

ロジェクト」の対象村を訪問するスタディツアーを開催する予定であったが、治安の

悪化のため中止を余儀なくされた。そこで他団体の活動を知る機会を設けるべく、

住民と地方行政の連携強化ワークショップ（活動 3-4）に現地 NGO 3 団体を招き、

参加した WHC メンバーが各団体の活動内容や地域社会に根差した活動方法等を

学ぶ格好の機会を提供した。 

 

活動 1-5 活動計画（建設活動）作成ワークショップの開催（活動 2-2 と同時開催） 

各村で活動計画作成ワークショップを開催し、298 名の住民の参加を得て、水と衛

生・保健委員会メンバーが中心となって、水と衛生施設へのアクセスを改善するた

めに必要な活動計画を策定した。 

 

活動 1-6 WHC 向けトレーニングの開催（建設活動） 

WHC メンバーを対象に、本事業スタッフ（水と衛生技師）が水と衛生トレーニングを

実施した。参加した 87 名の WHC メンバーおよび地域住民は、水と衛生施設の建

設に必要な知識や技術、建設後の点検・修繕方法や適切な使用方法について学

んだ。 

 

活動 1-7 モデルトイレの建設 

ハエ防止型衛生施設（トイレ）の使用を促進するため、本事業スタッフ（水と衛生技

師）指導の下、WHC メンバーが中心になって各村にモデルトイレを 1 基建設した。 
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7 自然流下方式の水供給施設、水濾過システム、手洗い場。 

活動 1-8 共用ハエ防止型衛生施設（トイレ）の建設 

本事業スタッフによる指導の下、WHC メンバーが中心となって共用ハエ防止型トイ

レを 19 村で 437 基建設した。トイレの積極的な利用を促すため、ハエ防止型トイレ

の使用に関する啓発活動を行い、370 人の住民が参加し、使用方法や維持管理に

ついて学んだ。 

 

活動 1-9 水供給施設の建設・修復および共用セラミックフィルターの設置 

安全な水へのアクセスを改善するため、本事業スタッフによる指導の下、各対象村

の WHC が中心となって、水供給システム 10 基を建設・修復した他、共用のセラミッ

クフィルターを 500 基供与した。なお、これら水供給施設の建設及び修復について

は、実施した 10 村すべてが、住民により建設費の一部（約 10～33％）を負担した。

また、WHC が建設後の施設を維持管理できるように共通のガイドラインを作成し

た。 

 

活動 1-10 学校用貯水槽の建設・修復 

安全な水へのアクセスを改善するために、地域住民やナムトゥタウンシップ教育局

と協力し、対象地域の小学校 2 校に対し学校用貯水槽を 2 基建設した。その結果、

児童 121 人が安全な水にアクセスできるようになった。また、これらの建設について

も、地域住民が建設費の一部（約 32％）を負担した。また、小学校 1 校に対し、水供

給システム7を修繕した結果、児童 51 人が安全な水にアクセスできるようになった。

この修繕には、地域住民が建設費の一部（約 8％）を負担した。 

 

活動 1-11 学校用衛生施設（トイレ）の建設・修復 

衛生施設へのアクセスを改善するために、学校用トイレを対象地域の小学校 1 校

に建設した。その結果、児童 25 人が改善された衛生施設にアクセスできるようにな

った。この建設には、地域住民が建設費の一部（約 11％）を負担した。 

 

活動 1-12 水と衛生施設の譲渡 

活動 1-7～1-9 の成果物を、各村の水と衛生委員会に譲渡した。譲渡式では、建設

した施設が住民の健康に寄与するものであることや維持管理の重要性などについ

て住民の理解を深めることに努めた。また、活動 1-10～1-11 の成果物を、ナムトゥ

郡教育局に譲渡し、各学校で行われた譲渡式では、建設した施設が子どもたちの

健康に寄与するものであることや、施設の維持管理を行政機関と住民が協力して

行っていくことを確認した。 

 

【成果 2 に対する活動】 

「成果 2：対象村・学校において水と衛生・保健に関する知識が改善される」 

 

活動 2-1 水と衛生・保健の知識と行動に関する調査の実施（活動 1-2、3-1 と同時開

催） 

活動 1-2 を参照。 

 



（様式４） 

                                                   
8 "5-Clean"とは、ユニセフミャンマーとミャンマー演劇協会（Myanmar Theatrical Association or MTA）が開発した衛

生改善ツールで、5つの衛生（手、トイレ、食、水、環境）に関するメッセージを演劇等を通じて教育するものである。 
9 当法人ベースライン調査(2015 年 5月)によると、医療従事者の介助を受けて出産したと回答した女性は 38%だった。ま

た、生後 6ヵ月間の完全母乳保育を実施した女性は 25%、産前健診を 1回以上受診した女性は 64%であった。 

活動 2-2 活動計画（啓発活動）作成ワークショップの開催（活動 1-5 と同時開催） 

各村で活動計画作成ワークショップを開催し、298 名の住民とともに、村や学校にお

ける水と衛生・保健に関する啓発活動計画を策定した。その計画に沿って、2015 年

5 月から村における啓発活動が開始された。 

 

活動 2-3 WHC 向けトレーニングの開催（啓発活動） 

本事業スタッフにより、WHC メンバーを対象にした 3 日間のトレーニングを 2 回開

催した。同トレーニングには対象 19 村、延べ 168 人のメンバーが参加し、コミュニテ

ィ開発、水と衛生、母子保健、結核、その他健康問題に関する基礎知識を学んだ。 

 

活動 2-4 水と衛生・保健促進活動の実施 

各村で策定した活動計画に基づき、各対象村の WHC が中心となってコミュニティ

および学校を対象にした保健衛生教育を 302 回開催し、延べ 6,994 人の住民・児童

生徒が参加した。トピックとして、個人衛生、5Clean8、下痢症、急性呼吸器感染症、

母子保健、マラリア、結核、デング熱を扱った。特に母子保健の指標が低かった9た

め、母子保健教育を 2 度に分けて計 63 回実施し、延べ 1,000 人以上の住民が参加

した。参加者は、産前産後検診、医療従事者の介助による出産、生後 6 ヵ月間の完

全母乳保育の重要性や、予防接種プログラムについて学んだ。また、栄養教育や

料理コンテストを 72 回開催し、延べ 968 人の地域住民が参加した。 

 

活動 2-5 水と衛生・保健に関する教育教材の作成 

保健・衛生に関する教育内容の理解を促進し効果を高めるため、手洗いのパンフ

レットを 5,000 部、栄養に関するパンフレットを 5,000 部、デング熱に関するパンフレ

ットを 3,000 部、衛生に関するポスターを 40 部作成し、各対象村に配布した。 

 

活動 2-6 水と衛生・保健促進イベントの開催 

衛生・保健に関連する国際デー（「世界環境の日」、「世界手洗いの日」、「世界エイ

ズデー」）に啓発イベント（クイズ、ゲーム、展示、ディスカッションなど）が各村で開

催され、2,600 人以上の地域住民が参加した。これを通じて、事業対象村を越えた

地域や学校に対しても広く水と衛生・保健改善の重要性を啓発することができた。 

 

【成果 3 に対する活動】 

「成果 3：対象村において既存の保健医療施設が提供する医療サービスの質が向上す

る」 

 

活動 3-1 保健医療サービスの質に関する調査の実施（活動 1-2、2-1 と同時開催） 

活動 1-2 を参照 

 

活動 3-2 医薬品・医療用器具等の調達 

タウンシップ保健局と協議した結果、これまでに行政以外から支援を受けていない
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10 ハイタウン村には、カチン族とパラウン族の二つの少数民族が居住しており、ハイタウン村（カチン族）とハイタウ

ン村（パラウン族）にわかれている。 

ハイタウン地域補助保健センターに対し、血圧計、聴診器、尿検査キットなどの医

療用器具や、高血圧抑制薬、胃酸抑制薬など、不足している医薬品を供与した。 

 

活動 3-3 医薬品・医療用器具等の譲渡 

活動 3-2 で調達した医薬品・医療用器具をタウンシップ保健局に譲渡した。供与品

はタウンシップ保健局の責任の下で適切に管理されていることを確認している。 

 

活動 3-4 住民と地方行政の連携強化ワークショップの開催 

地域住民と地方行政機関の連携体制を強化するためのワークショップを開催し、

WHC から 75 人、地方行政機関から 4 人、HIV/エイズ、結核、薬物使用者のリハビ

リテーションの分野で活動している現地 NGO や能力開発トレーニングを実施してい

る現地 NGO から 8 人が参加し、各機関の活動内容や、コミュニティに対するサービ

スの内容が共有された。これを受けて、WHC の代表者が各機関と連携して活動を

実施していくことを表明した。 

 

活動 3-5 基礎保健スタッフ向け能力開発トレーニングの開催 

タウンシップ保健局の協力の下、基礎保健スタッフを対象とした能力強化トレーニン

グを開催し、地域の保健センター等で勤務する基礎保健スタッフ全 57 人およびタウ

ンシップ病院に勤務するスタッフ 32 人が参加した。同トレーニングでは、参加者に

対して、予防接種プログラムや母子保健について学ぶ機会を提供した。 

 

（３）達成され

た成果 

   

 

 本事業は事業目標として「対象村において水と衛生・保健に係るアクセスと疾

病予防行動が改善される」ことを掲げ、その達成度は以下 3 つの指標を用いて測

定することとした（指標はすべて当法人調査により取得）。結果、いずれも達成ま

たは達成傾向にあることから、本事業の目標は達成されたと考える。 

 

指標 1）直接受益者の 50％以上が改善された水供給施設および衛生施設を利用で

きるようになる。【達成】 

1 年間の活動を通じ、水供給システム 10 基を建設・修復し、施設の使用に関す

る啓発活動を実施した結果、水供給システムの使用率が 25％から 59％に改善さ

れた（達成度 118％=59/50）。また、モデルトイレ 19 基、ハエ防止型トイレ 437

基を建設した結果、直接受益者の 49％が改善された衛生施設を利用できるよう

になった（達成度 98％=49/50）。さらに、「ハイタウン村10（パラウン族）」では、

本事業で水供給施設が建設された「ハイタウン村（カチン族）」から水供給施設

の建設方法について学び、住民が自主的に水供給施設の建設を始めた。このよ

うに水供給施設建設のインパクトは徐々に周辺地域にも波及し始めている様子

が窺える。また、建設された水供給施設から溢れ出た水を灌漑用水に使用し、

野菜を育てる取り組みを行っている村が 3 村あり、建設された水供給システム

は生計向上にも役立っている。 
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指標 2）直接受益者の 50％以上が水と衛生および保健に関して適切な疾病予防行

動を取る。【達成】 

本事業で目的としていた疾病予防、リスク回避等の行動について、以下のよう

な改善が確認されており、本指標は達成したといえる。 

・ 79％の住民が、セラミックフィルターや布を使用して濾過した水や、沸騰さ

せた水を飲用水として使用している。（プロジェクト開始時 65％） 

・ 5 歳未満の子どもを持つ母親の 50％が、直近の出産で、医療従事者の介助を

受けて出産したと答えた。（プロジェクト開始時 38％） 

・ 住民の 77％、学校児童・生徒の 100％が、食事の前に石鹸で手を洗っている

と答えた。（プロジェクト開始時：住民の 59％、学校児童・生徒の 71％） 

・ 住民の 81％、学校児童・生徒の 94％が、トイレ使用後に石鹸で手を洗って

いると答えた。（プロジェクト開始時：住民の 62％、学校児童・生徒の 84％） 

・ 5 歳未満の子どもを持つ母親の 71％が、直近の妊娠で、産前健診を 1 回以上

受診したと答えた。（プロジェクト開始時 64％） 

・ 5 歳未満の子どもを持つ母親の 71％が、最後に生まれた子どもに 3 種混合の

予防接種を受けさせたと答えた。（プロジェクト開始時 64％） 

・ 5 歳未満の子どもを持つ母親の 74％が、最後に生まれた子どもに B 型肝炎の

予防接種を受けさせたと答えた。（プロジェクト開始時 63％） 

 

指標 3）医療が必要な時に公的保健医療施設を利用する直接受益者が、事業開始

前と比較して 20％増加する。【達成】 

健康を害した際に公的保健医療機関にて受診した人の割合が、プロジェクト開

始時と比較して 31%増加し（62％→81％）、目標である 20％の増加を達成した。 

 

（４）持続発展

性 

（ア）水と衛生施設へのアクセス改善に向けた活動 

住民自身が給水施設と衛生施設の建設に参画し、さらに住民が労働や建設費の

一部を負担することにより、住民のオーナーシップを高めた。また、これらの

施設が長期的に利用されるように、WHC メンバーに対して施設の修繕方法等に

関する研修を行い、維持管理能力の向上を図った。さらに、村レベルでは水と

衛生施設を持続的に利用するための工夫が行われている。例えば、建設した水

と衛生施設の維持管理費を確保するために、4 村でコミュニティ基金が設立さ

れた。また、コンカヤ村とパンハット村では、水源の周りに植樹やフェンスを

設置する計画を立てており、自主的に水源を保護しようとする様子が窺える。

このように、住民の主体的な活動を通じ水源保護や施設の維持管理が行われる

ことにより、水と衛生施設へのアクセスが今後も改善されることが期待できる。 

 

（イ）対象村・学校における水と衛生・保健に関する知識の改善に向けた活動 

WHC メンバーを対象に、必要な知識・スキルの向上を目的としたトレーニング

を実施し、能力向上を図った結果、WHC メンバーが中心となり、地域住民を対

象に保健衛生教育を実施することが可能となった。さらに、住民と地方行政の

連携強化ワークショップに参加した現地 NGO が開催する能力開発トレーニン

グに WHC メンバーが自主的に参加するなど、メンバーが知識や能力の改善に

進んで取り組んでいる様子が窺え、事業終了後も様々な機関と連携して水と衛



（様式４） 

 

                                                   
11 地図上にはハイタウン地域補助保健センターが存在するが、施設は実在しない。 

生・保健知識の改善に取り組むことが期待される。また学校児童・生徒を対象

とした衛生教育を実施したことにより、地域住民と教育局の連携が強化された

だけではなく、「学校で衛生教育を受けた子どもから、適切な歯磨きの方法を学

んだ」等、「子どもから学んだ」という声も多く聞かれ、家族の中で保健衛生知

識が普及している様子が窺える。さらに、WHC の定例ミーティングに学校教員

や学校運営委員会メンバーが参加し、WHC メンバーと共に活動を計画・実施す

るなど、地域が一体となって疾病予防行動に取り組む様子が窺えた。今後も地

域住民が行政機関や NGO と連携することにより、水と衛生・保健改善活動のイ

ンパクトが継続して地域全体に波及していくことが期待される。 

 

（ウ）公的保健医療施設におけるサービスの質の改善に向けた活動 

基礎保健スタッフを対象とした能力強化研修や、住民と地方行政の連携強化ワ

ークショップで、WHC が基礎保健スタッフや行政機関と連携して、保健医療サ

ービスの質の改善に取り組んでいることが確認された。例えば、ハイタウン村

では、民家を間借りして保健サービスが提供されている11ため、WHC と地域住

民が基礎保健スタッフと協議し、保健局に施設の建設を要請した。その結果、

県病院長がハイタウン地域補助保健センターを訪問し、現在保健局が施設建設

を検討するまでに至っている。このように、WHC と基礎保健スタッフが今後も

協議を重ね、住民が衛生的な保健施設環境下において基礎的な保健サービスを

受けることができるよう、自らも積極的に取り組むことにより、サービスが向

上し、結果としてより多くの住民が利用するようになることが期待される。 

 


