
 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 18 年 11 月 23 日 

担当グループ：ﾏｶｯｻﾙﾌｨｰﾙﾄﾞｵﾌｨｽ（MFO） 

１．案件名  

インドネシア国 南スラウェシ州地域保健運営能力向上プロジェクト 

(Project for Improvement of District Health Management Capacity in South Sulawesi Province) 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

インドネシア共和国（以下「インドネシア」と記す）南スラウェシ州においてモデル県を選定

し、同モデル県においてコミュニティが中心となった保健サービス向上活動（以下「PHCI」と

記す）事業のモデルを築くことを目的している。これはコミュニティのニーズを反映した地域

保健計画を策定・実行できるようなシステム作りを目指すものであり、具体的には、１）各地

域および地域保健の拠点となる保健所において、コミュニティ・ニーズにきめ細かく対応で

きるような活動を住民の参加を得て計画（マイクロ・プラニング）する、２）それぞれの地域

及び保健所で計画された事業(アクションプラン事業)を実施する、３）以上のプロセスにお

いて必要だと考えられるトレーニングを州及び県政府の保健関係者、保健所やコミュニティ

の人材に対し行うとともに、必要に応じてマニュアルやガイドラインを策定するものである。

 

（２）協力期間 

 2007 年 2 月～2010 年 2 月（３年間） 

 

（３）協力総額（日本側）  

約 3.9 億円  

 

（４）協力相手先機関  

南スラウェシ州政府(州保健局及び経済企画局)及びプロジェクト対象県政府（県保健局及

び経済企画局） 

 

（５）国内協力機関 

特になし 

 

（６）裨益対象者及び規模等 

１） 直接受益者： 

 州レベル：南スラウェシ州保健局：約 30 名、経済企画局（BAPPEDA）:約 5 名 
 県レベル：それぞれのモデル事業対象県保健局：約 160 名、経済企画局（BAPPEDA）
関係者約 15 名、県保健審議会（DKK）約 50 名 

 郡レベル：対象県内の4～5郡（合計14郡）にあるそれぞれの保健所（Puskesmas）関係
者及び郡保健審議会（K3）:約 490 名 

 コミュニティ・レベルの保健関係者や住民リーダー：約 1,600～2000 名 
総計：約 2350～2750 名

２） 間接裨益者：南スラウェシ州バル（Barru）県、ブルクンバ（Bulukumba）県、ワジョ（Wajo）県

の住民（総人口）約 90 万人（2005 年）。 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点  

インドネシア国においては、これまで実施してきた開発政策の実施により、国全体としての

国民の生活と福祉の質の向上に成功した一方で、地域間の発展（貧富）格差が生じてい

る。特に西部インドネシア地域（KBI）と東部インドネシア地域（KTI）の間の開発格差の拡

大は顕著であり、政府が早急に取り組むべき重要な課題として顕在化している。後進地域



 

開発推進担当国務大臣府が2005年2月に発表した統計によると、「後進地域」と指定され

た県は全国で 199 県あり、そのうち 62％にあたる 123 県が東部インドネシア地域に存在し

ている。また、貧困者の割合についても、東部インドネシア地域は 23.30％であり、インドネ

シア全国の貧困者層平均 16.66％を大きく上回っている。このような地域間の発展格差

は、ジャワ及びバリ島の大都市への人口の過度の集中、環境破壊・汚染等の問題を生む

とともに、後進地において社会不安・分離独立運動を引き起こす一因ともなっており、東部

インドネシア地域の開発促進が必要な状況にある。 

このため、東部インドネシア開発の牽引役となる南スラウェシ州において「南スラウ

ェシ州地域開発プログラム」を実施することで、現地ODAタスクフォースおよびインドネシア

側関係機関の間で協議を重ねプログラムの基本構想およびローリングプランについて合

意している。現在は同プログラムの基本構想に沿って、セクター毎の視点ではなく、地域の

開発に何が必要なのかという視点で、プログラムの形成･実施を行っているところであり、

本案件も南スラウェシ州地域開発プログラムの社会開発の促進に関する中核的な取り組

みの 1つとして位置づけている。 

 

また、インドネシア国の保健分野については、依然として乳児死亡率、5歳未満児死亡率、

妊産婦死亡率等などの主要な指標は、近隣のアセアン諸国と比べても低い水準に留まっ

ている。また、2001 年の地方分権化以降は、地域保健医療サービスは危機的状況にある

と言ってよい。具体的には、地方分権化以前は予算配分が中央政府によるトップダウンで

決められ、保健セクターに対する予算配分が最低限は確保されていたこともあって、最低

限地域保健サービスは確保されていた。しかしながら分権化以降は予算配分方式が変わ

り、県政府は予算を自由に配分できるようになった反面、必ずしも保健セクターに対する予

算配分を重点としなくなった。その結果、インドネシア政府は保健分野に対する予算配分

を 15％にするという目標を掲げつつも、実態としては 5％未満にとどまっている地域が殆ど

であり、地域保健サービスは崩壊の危機にある。このため、インドネシア保健省の戦略計

画（Strategic Plan of Ministry of Health 2005-2009）においては、コミュニティの活性化とエ

ンパワ－メント、質の高い保健サービスへのアクセスを改善すること、保健に関する調査・

モニタリング・情報システムを改善すること、そして保健財政の改善を主要課題として位置

付けており、南スラウェシの保健分野についても同様である。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

東部インドネシア地域の開発については、過去数次に亘り国家開発計画における重点課

題とされており、新たに策定された「国家中期開発計画 2005-2009」においても、大項目

「国民の福祉向上」アジェンダの一つ「地域開発の格差の是正」において重点事項として定

められており、とりわけスラウェシなどを含む東部インドネシア地域の開発が大きな課題と

なっている。 

また、同中期開発計画においては、保健指標の国内格差が見られること、感染症、質が低

くアクセスも限られている保健サービス、健康で衛生的な行動に関する意識の低さ、質・量

ともに不足する保健従事者、貧困層の健康状態の悪化を主要課題として挙げている。そ

の上で、コミュニティが質の高い保健サービスにアクセスできることを掲げている。 

また、インドネシア保健省の戦略計画（Strategic Plan of Ministry of Health 2005-2009）に

おいては、「2010 年までにインドネシアに健康を（Healthy Indonesia 2020）」のビジョンの

下、コミュニティの活性化とエンパワ－メント、質の高い保健サービスへのアクセスを改善

すること、保健に関する調査・モニタリング・情報システムを改善すること、そして保健財政

の改善を主要課題として位置付けている。 

なお、南スラウェシ州政府の開発計画(短期･中長期ともに)において、住民生活の質向上

(保健および基礎教育の改善)を優先課題としている。 

 

 



 

（３）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

我が国の対インドネシア援助の基本方針を示す「国別援助計画 インドネシア」において、

「民間主導の持続的な成長」、「民主的で公正な社会造り」、「平和と安定」のための支援の

三分野を重点分野（「三つの柱」）としており、貧困削減や保健分野の協力は「民主的で公

正な社会造り」のための重点分野とされている。また、同計画においては、支援分野･地域

の「選択と集中」とモデル地域において各援助スキームの活用による包括的なアプローチ

（モデル地域化）を進めていくことが述べられており、現地 ODA タスクチームにおいては南

スラウェシ州（南スラウェシ州地域開発プログラム）をモデル地域として位置づけている。 

また、JICAの国別事業実施計画においても「社会開発と貧困削減」が重点分野として位置

付けられており、特に、「選択と集中」という観点から、貧困対策のための地域開発につい

ては、基本的に東部インドネシアにて集中して実施するという方針が打ち出されている。こ

の中で東部インドネシア地域の開発を牽引する南スラウェシ州において南スラウェシ州地

域開発プログラムを展開中であり、本案件はこの南スラウェシ州地域開発プログラムの中

核をなすプロジェクトと位置づけられている。 

４．協力の枠組み 

本プロジェクトは「地方行政と地域社会への複層的アプローチ」を行うことにより、コミュニ

ティへの直接的な裨益と地方行政による成果の面的波及を図っていくため、(1)住民参加

型の計画による提案事業(アクションプラン事業)を各コミュニティ(村)と保健所を中心とする

郡レベルで実施し、(2)県単位(モデル県)で、このアクションプラン事業を「保健サービス向

上（PHCI）事業のモデル(システム)」として構築すること、(3)そのためにガイドライン各種マ

ニュアルを整備するものである。 

また、県単位で構築されたモデルの普及･拡大役となる州政府へもそのノウハウを可能な

限りモデル形成段階から共有化することにより、将来的の面的な普及のための下地を併

せて形成しておくものである。各関係機関の位置づけとプロジェクトにおける役割は以下の

とおり。 

 

【州政府：中央政府および州内全体の調整役、中央直轄事業の実施(一部)】 

プロジェクトの責任者、将来的なモデルの普及･拡大役、州全体の開発計画との調整 

【県政府：行政サービスの主体(責任機関)】 

モデル構築のパートナー(直接の技術移転先) 

【保健所/郡レベル：地域保健サービスの拠点】 

プロジェクトにおける役割：アクションプラン事業の実施者、コミュニティ間の調整役 

【コミュニティ：受益者/地域保健サービスの最前線実施者】 

プロジェクトにおける役割：アクションプラン事業の実施者 

 

（１）協力の目標(アウトカム) 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標･目標値 

【目標】 

プロジェクト対象県おいてコミュニティが中心となった保健サービス向上のモデルが築かれ

ること。 

【指標】 

a. コミュニティの参加を得た県レベルのマイクロ・プラニング・システムが制度化される
(例：マイクロ・プラニングに関する明確な政策の存在、改訂されたマイクロ・プラニングに

関するガイドラインやマニュアル) 

b. 対象となった郡の保健サービスの質に対するコミュニティの評価 
c. プロジェクト活動(アクションプラン事業)に向けた県予算措置の有無 
 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標･目標値 

【目標】 



 

対象となる県の保健分野における行政能力と提供されるサービスが向上する。 

【指標】： 

a. ３つの対象県における予防接種拡大計画（EPI）のカバー率 
b. ３つの対象県における 5歳未満の栄養不良児の数(率) 
c. 専門的な訓練を受けた人材による支援を受けた出産数 
d. 主要な感染症の割合(例：下痢、マラリア、結核、急性呼吸器感染症等)。 
e. 対象県における保健分野への予算配分率（保健分野への適当な予算措置） 
 

（２）成果（アウトプット）と活動 

１）アウトプット、そのための活動、指標･目標値 

  【アウトプット 1】 

住民のニーズにあった PHCI が実施される。 

【活動】 

a. 各コミュニティに PHCI チームを設立する。(PHCI チーム：コミュニティ・リーダー、宗教的
指導者、地域婦人会（PKK）、kader、学校教師、Poskesdes 等） 

b. コミュニティ・レベルで PHCI 活動に関するソーシャライゼーション・ワークショップを実施
する。 

c. PHCI チームに対し、PHCI 中期計画や活動に関する提案が立案できるよう、コミュニテ
ィ・レベルで PHCI トレーニング・ワークショップを実施し、アクションプランを作成する。 

d. 作成された計画に基づき PHCI に関するアクションプラン事業を実施する。 
e. アクションプラン事業に関するモニタリング･評価を実施する。 

【指標】 

a. マイクロ・プラニングを通じてコミュニティが策定したプロポーザルの数 
b. 提案された活動のうち実際に実施に移された活動の数と頻度  
c. 活動の計画・実施におけるコミュニティの参加の程度 
d. コミュニティ・レベルでのマイクロ・プラニング（データに基づく状況分析、コンセンサス・ビ
ルディング、プロポーザルの質）の能力と技術 

 

【アウトプット 2】 

プロジェクトの対象となる郡において保健所(Puskesmas)が提供するヘルス・ケア・サービス

の質が向上する。 

【活動】 

a. 郡レベルでPHCI チームを設立する。(PHCI チーム：保健所（Puskesmas）と保健審議会
（K3)) 

b. 郡レベルで PHCI 活動に関するソーシャライゼーション・ワークショップを実施する。 
c. PHCIチームに対し、PHCI中期計画や活動に関する提案が立案できるよう、郡レベルで
PHCI トレーニング・ワークショップを実施し、アクションプランを作成する。 

d. 作成された計画に基づき PHCI に関するアクションプラン事業を実施する。 
e. アクションプラン事業に関するモニタリング･評価を実施する。 
f. コミュニティ及び郡レベルで PHCI 活動を調整・モニタリングする。 

【指標】 

a. 対象となる郡において保健所（Puskesmas）を利用する人数の増加 
b. 保健所(Puskesmas)が実施するコミュニティ・ヘルス・ケア（PHCI）関連のトレーニングの
数 

c. 提案された活動のうち実際に実施に移された活動の占める割合  
 

【アウトプット 3】 

県政府がモデル事業(アクションプラン事業)を実施できるようになる。 



 

【活動】 

a. モデル事業(アクションプラン事業)全体の①計画、②自立発展性、③コミュニティの参
加、④事業の普及に関する戦略を立案する。 

b. アクションプラン事業に関するガイドラインやマイクロ・プラニングに関するトレーニング
のためのマニュアルをつくる。 

c. アクションプラン事業実施に必要となるワークショップ等を実施し、アプションプラン作成
を支援する。 

d. 各 PHCI チームが提出したアクションプランを審査する。 
e. 県保健事務所に対しアクションプラン事業のモニタリングのためのトレーニングを行う。
f. アクションプラン事業のモニタリング･評価を実施する。 

【指標】  

a. 策定されたガイドラインやトレーニング・マニュアルの有無 
b. 県レベルで開催されたソーシャライゼーションの数や頻度 
c. プロポーザル審査への県保健局行政官の参加の程度 
d. コミュニティ・ヘルス・ケア（PHCI）活動に対するモニタリング・評価の数や頻度 
e. 県レベルでのマイクロ・プラニングに対する保健審議会の関与がどの程度制度化され
ているか。 (郡レベルでの PHCI チームへの保健審議会による規則的かつ一貫した参

加、データに基づく状況分析、コンセンサス・ビルディング、PHCI 中期計画とプロポー

ザルの質) 

【アウトプット 4】 

モデル事業を円滑に導入・拡大するための州政府の能力が向上する。 

【活動】 

a. モデル事業形成に関する詳細な計画を作成する。 
b. プロジェクトのインパクトを測定できるようベースライン及びエンドライン調査を立案・実
施する。 

c. 合同調整委員会や運営委員会を開催する。 
d. モデル事業に関するワークショップを開催する。 

【指標】 

a. 南スラウェシ州保健局が活動に対し行うモニタリングの数や頻度 
b. プロジェクトの活動の経験を共有し普及するためのワークショップやトレーニングの数 
c. 南スラウェシ州保健局が、APBD や DEKON の要請といった、活動を促進するために必
要な州や中央政府への働きかけを実施したか否かの有無 

 

《注》アウトプット４についてはプロジェクト目標に直接的には影響しないものの、プロジェクト目標を

実効力のあるものにし、上位目標および将来的な普及拡大のために不可欠な要素であることか

ら、プロジェクト活動に加えるもの。 

 

（３）投入（インプット） 

１） 日本側 

(a) 専門家派遣 
２） 総括/保健開発計画 

３） 副総括/地域開発 

４） プライマリー・ヘルス・ケア) 

５） コミュニティー・エンパワーメント／ジェンダー 

６） 社会開発／リサーチ 

７） 公衆衛生／学校保健 

８） マイクロ・プラニング 

(b) ローカル・コンサルタント 
(c) 研修員受容(年間 4名程度×2年間) 



 

(d) 現地活動費 
 アクションプラン事業費(漸次減額予定) 
 その他プロジェクト経常経費(日本側負担分) 

 

９） インドネシア側(南スラウェシ州政府、県保健局) 

(a) カウンターパート（C/P）の配置と人件費 
(b) プロジェクト活動費 
 研修およびモニタリング費用 
 アクションプラン事業費(漸次増額予定) 

(c)オフィスの提供 

 

（４）外部要因 

１）プロジェクト目標達成のための外部条件 

地方分権に関する国の政策が維持される。 

２）上位目標達成のための外部条件 

(a) 地方分権に関する国の政策が現状のままである。 
(b) 自然災害、経済危機、疫病の発生・蔓延が起きない。 
(c) 対象となる県のプロジェクトに対するコミットメントが急激に変化しない。 

 

５．評価 5 項目による評価結果  

（１）妥当性 

１） 東部インドネシア地域の開発については、過去数次に亘り国家開発計画における重点課

題とされており、新たに策定された「国家中期開発計画 2005-2009」においても、大項目

「国民の福祉向上」アジェンダの一つ「地域開発の格差の是正」において重点事項として定

められており、貧困地域である東部インドネシア地域を支援の対象とする妥当性は高い。

また、同計画において、｢国民の福祉向上｣が重点項目として挙げられており、保健指標の

国内格差が見られること、感染症、質が低くアクセスも限られている保健サービス、健康で

衛生的な行動に関する意識の低さ、質・量ともに不足する保健従事者、貧困層の健康状

態の悪化を主要課題として挙げている。その上で、コミュニティが質の高い保健サービスに

アクセスできることを掲げており、具体的には、平均余命の改善、乳児死亡率や妊産婦死

亡率の減少、乳幼児の栄養失調の改善を目指している。更に、国の地方分権を進める新

自治法32号法8が施行される共に、地方分権の制度を補強する国家開発システム法第25

号9を制定している。25 号法の施行により、プロジェクトのカウンターパートである州政府お

よび県政府は、住民各層のニーズをボトム・アップ的に取り入れて、政策を策定/事業実施

することが求められているが、そのための人材育成を如何に図っていくかが課題となって

いる。 

２） 保健・医療分野に対する支援は、我が国の対インドネシア援助においても重点分野となっ

ている。我が国政府は、ODA 大綱で「人間開発を通じた貧困削減支援」として保健分野の

協力に高い優先度を与えている。また、我が国の対インドネシア援助の基本方針を示す

「国別援助計画 インドネシア」（外務省2003年）においても、同国に対する支援の「三つの

柱」の一つとされる「民主的で公正な社会造り」の下、保険･医療分野に対する支援は重点

分野として位置付けられている。 

３） さらに JICA の国別事業実施計画においても「社会開発と貧困削減」が重点分野として位

置付けられており、特に、「選択と集中」という観点から、貧困対策のための地域開発につ

いては、基本的に東部インドネシアにて集中して実施するという方針が打ち出されている。

更に、ミレニアム開発目標(MDGs)における「貧困削減」「幼児死亡率の削減」や「妊産婦の

健康の改善」にも資する案件である。 

                                                  
8 Law No.22/1999 on Regional Administration及び Law No.32/2004 
9 Law No.25/2004 on The National Development Planning System 



 

（２）有効性 

１） プロジェクトでは地域保健の拠点となる保健所レベルおよびコミュニティ・レベルに直接ア

プローチを行い、具体的な事業を実施するとともに、その結果を地方行政へフィードバック

しながら必要な研修を実施するという複層的なアプローチを取っている。これは、教育分

野において 90 年代後半より開発調査にて開発され、現在インドネシア側から高い評価を

受けているモデルを保健分野に応用しようというものであり、プロジェクト目標が達成され

る見込みは十分にあると考えられる。 

２） また、地方分権化の流れの中、保健･教育セクターにおいてはボトムアプ型の計画策定お

よびそれに伴う事業実施、住民･地域の声を政策に反映されるための保健審議会や教育

委員会がインドネシア側の国策として実施され始めたところであり、時節に即した協力であ

ることからもその有効性は高いと言える。 

３） また、本案件のプロジェクト目標は、住民参加型の地域保健運営モデルをつくることにあ

るが、プロジェクトでは、コミュニティの活用・参加のみならず、コミュニティの活用･参加手

法を県保健局行政官が学び、そして実践するところに主眼を置いている。また、コミュニテ

ィからのアクションプランを実際に活動という形で実現することで、コミュニティの参加が抽

象論に終わらず、実際に目に見える形で保健･衛生サービスの向上に結びつけることで、

コミュニティの参加にインセンティブをもたらすよう配慮している。 

４） 以上 3 点を鑑み、本案件は住民参加型の地域保健運営モデルの確立に際して、住民の

参加に加え、県政府への住民参加手法の技術移転及び住民へ直接裨益する活動を通じ

た複層的アプローチをとることで、プロジェクト目標の効果的な発現に努めている。 

 

（３）効率性 

１） 本プロジェクトで活用するアプローチは、既存の JICA 事業の中で培われ、その実績は評

価等で十分に検証されているものを応用するものであり、インドネシア側も独自の事業とし

て展開しようとしているものである。これらの経験･ノウハウを活かし、現地のリソースを最

大限に活用する無駄のない投入と活動が計画されているため(逆に日本からの投入は最

小限とするようデザイン)、プロジェクトの効率的な実施が見込まれる。 

２） 具体的には、モデル・アプローチを採用することでプロジェクトの効率性を高めることを考え

ている。具体的には、「地域教育開発支援調査（REDIP）」（フェーズ I 及び II）や「インドネシ

ア地方教育行政改善計画」で使用されたモデル・アプローチ（以下、REDIPモデルとする。）

の基本的な考え方を保健分野において応用することを考えている。同モデルを南スラウェ

シ州の3県14郡で集中的かつ試験的に試みることで、成功例や失敗例から成功に必要な

条件を見つけ出し、モデルを完成させることを考えている。限られた資源を選択的かつ集

中的に投入することで、プロジェクトの効率を上げることが狙いである。 

３） さらに、本プロジェクトの対象となる県の選定に当たっては、他ドナーとの重複を避けるべ

く、保健分野で活躍する他ドナーのないもしくは少ない県を選定の対象とした。このように、

ドナー支援の重複を避けることで、本プロジェクトの効率性が向上することが期待されてい

る。 

  

（４）インパクト 

１） 本プロジェクトの上位目標は、対象となる県の保健分野における運営能力と提供されるサ

ービスが向上することであるが、それぞれの対象県内にある半数程度の郡をパイロット・

サイトとすることで、プロジェクト終了後目に見えるインパクトが認識できるように配慮して

いる。また、上位目標の達成に関し、プロジェクト目標を達成した時点で県行政官の実施

能力が育成されていることから、対象である各県が自らの県においてモデル事業を広く推

進することで行政能力の向上につながることが予想される。 

２） 同様にモデル県の取組みが南スラウェシ州内外の各県へ普及･展開していくようモデル形

成段階から州政府を可能な限り巻き込むようなプロジェクトデザインとしている。 

３） さらに、本件は南スラウェシ州地域開発プログラムの１つのコンポーネントとして実施され



 

ることから、当該地域において基礎教育分野の支援や地場産業に関する支援も合わせて

展開される見込みであり、セクター間の有機的な連携による相乗効果が期待できるととも

に、投入の集中により住民の生活向上という地域社会への直接的なインパクトの増大され

ることが見込まれる。 

 

（５）自立発展性 

１） 本プロジェクトでは、州政府および件政府にある既存の行政機構や法制度をそのまま活用

して、地域保健運営能力を向上しようというものである。そのため、カウンターパートである

州政府および県政府は新たな制度や予算の付加をともなうものではなく、この点から自立

発展性は高いと見込まれる。また、技術面においても新たな技術や高度な機材を導入す

るものではなく、プライマリー・ヘルス･ケアの原点に立ち返り、従来の業務の中に欠けてい

た視点や疎かにされていた所を見直し、必要とされている保健サービスを提供していくこと

によって、個人･コミュニティ・行政（組織）の能力向上を図るものである。この点からも本件

による効果は、プロジェクト終了後も継続されると見込まれる。 

２） 具体的には、県行政官の能力向上を通じた持続的な地方保健行政システムの確立と普及

を目標としている。そのため日本側独力による業務実施を最小限にとどめ、オン･ザ･ジョ

ブ･トレーニング（OJT）を通じて県行政官の業務経験蓄積を図り、県保健局が組織としてプ

ロポーザル事業を実施していくためのキャパシティ・ビルディングを目指している。具体的

には、プロジェクト終了までに県行政官が独力で実施可能となるよう技術移転ならびに業

務の簡略化に最大限の配慮を払い、また、データ・マネジメントやモニタリング評価等につ

いても、プロジェクト終了後に外部支援が投入されなくなっても県行政官により継続可能な

水準に合理化することを目指している。 

３） 本プロジェクトはプロジェクト形成時の対象県選定の基準として県政府からのコミットメント

を選定基準の１つとして選定していることからモデル事業が継続されていく可能性も他国

の類似案件に比べて高いと考えられる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトは貧困対策の一環をなすサブプログラムと位置づけられている。具体的には、

「東部インドネシア地域開発支援プログラム」を貧困対策のための地域開発として、基本的に

東部インドネシアにて集中して実施するという JICA の方針の下、特に、これまでもわが国の協

力実績が豊富で東部インドネシア全体の経済拠点でもある南スラウェシ州への支援が、同プ

ログラムの「サブプログラム」として位置づけられている。 

より具体的には、本プロジェクトにおいてはコミュニティを直接の対象としており、中でも社会的

弱者や貧困層のニーズを把握することにも重点置かれており、実施・モニタリングの段階にお

いても引き続き貧困への配慮を継続する。 

また、ジェンダーに対する配慮についても、本プロジェクトはコミュニティに対する母子保健を中

心にプライマリー・ヘルス・ケアの充実に重点が置かれていることから、これまでの事前調査に

おいても、地域婦人会（PKK）、母子保健ボランティア(kader)等女性の経験、意見、ニーズを活

かしている。また、今後プロジェクト活動についても同様である。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

1997 年から 2001 年にかけて南スラウェシ州において実施された「南スラウェシ州地域保健強

化プロジェクト」においては、主な活動として県レベルでの保健計画の策定・実施に関する技術

の向上を目指して「問題解決指向型アクションリサーチ（Problem-oriented Action Research）

（PROAR）」の導入を図った。しかしながら、様々な財政的要因、人材不足、手法の複雑さ等に

より、実際の日常業務、特に現場である保健所（Puskesmas）レベルでは必ずしも有効に利用

されていない。また、ハサヌディン大学における地域保健管理者育成研修は、同大学のカリキ

ュラムが WHO の公衆衛生大学院のカリキュラム要綱に準拠するなど、研究の質も高く評価も

高いが、研修による知識が現場で活かされていないと指摘が見られた。 

このため、本プロジェクトでは、保健計画の策定・実施に際して県レベルだけを対象とするので



 

はなく、地方分権の流れも踏まえつつ直接受益者たるコミュニティも活動の対象/参加者とする

複層的なアプローチを行う予定である。なお、これは教育分野でインドネシア側からも高く評価

されている「地方教育行政改善プロジェクト（REDIP）」のアプローチを保健分野で応用したもの

である。 

８．今後の評価計画 

 ベースライン設定 2007 年 5 月 

プロジェクト開始直後、ベースライン調査を実施予定。  

 中間評価（2008 年 10 月頃）  

 終了時評価（2009 年 11 月頃） 

 事後評価(プロジェクト終了 3年目後を目処)  

 

 


