
 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 18 年 8 月 3 日 

担当部署：インドネシア事務所 

1. 案件名 

 「すこやか親子インドネシア（母子手帳による母子保健サービス向上プロジェクト）」 

 

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 

インドネシアにおいて、母子手帳を活用した母子保健サービスが量的・質的に向上し、自立

的に発展するための「制度構築」を行うことを協力の基本方針とする。 

具体的には、(1)住民の母子手帳へのアクセス度向上、(2)医療従事者を対象とした母子保健に

係る研修制度の構築、(3)母子保健のモニタリング・報告に係る制度強化、(4)母子手帳の有効利

用に係るモデルの形成、(5)母子手帳の母子保健改善効果に係る調査・評価結果の保健省の政策

策定・実施過程への反映、(6)母子手帳を使用した母子保健改善の経験を効果的に共有する制度･

能力の強化、を成果（アウトプット）とする活動を行うことにより、プロジェクト目標である

「母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能するとともに、母子手帳を使った母子保

健サービスを継続するためのシステムが確立する」ことを達成する。 

 

(2) 協力期間 

2006 年 10 月 1 日～2009 年 9 月 30 日（3 年間） 

(3) 協力総額（日本側） 

約 3.2 億円 

(4) 協力相手先機関 

インドネシア保健省地域保健総局 

(5) 国内協力機関 

特になし 

(6) 裨益対象者及び規模、等 

(a) 中央レベル：保健省、内務省、母子保健に関係する専門家団体（産婦人科医協会、小

児科医協会、助産師協会、全国看護師協会、栄養師協会等） 

(b) 地方レベル：モデル活動実施 5 州（西スマトラ州、西ジャワ州、東ジャワ州、西カリ

マンタン州、西ヌサトゥンガラ州）の州・県政府保健局、実際のモデル活動が行われ

る県の妊産婦・5 歳未満児・父親、及び医療従事者（助産師、栄養師、看護師、産婦

人科医、小児科医） 

 

3. 協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

・インドネシアの母子保健の現状・課題 
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インドネシアの保健医療の全般的な水準は過去 30 年間にかなり改善してきており、母子保健

についても同様のことが言える。例えば、乳児死亡率（IMR）をみると、1967 年は出生 1,000

人に対し死亡数 145、1990 年 63、1995 年 46、2000 年には 51、2003 年で 35 と年々改善され

て来ている。 

しかし、近隣の ASEAN 諸国に比べると、マレイシアでは出生 1,000 人対 8、フィリピンは

29（なお日本は、3.4）となっており、インドネシアの数値は未だ改善の余地が大きいことが分

かる。また地域別（州別）にみると、 高の西ヌサテンガラ州と、 低のジョクジャカルタ州

では 5 倍の差が見られる。また、5 歳未満児死亡率は出生 1,000 対 45(2001 年)となっており、

同数値も他 ASEAN 諸国に比較して高い。乳幼児死亡の死因割合(2001 年)をみると、男女とも

周産期の原因によるものが も多く、2 位は肺炎、次いで下痢症、破傷風、ジフテリア・麻疹と

なっているが、周産期によるものが も多いということは妊娠後期の健康管理の重要性を、ま

た、乳幼児の呼吸器感染症による死亡が多いのは親の育児や保健衛生知識に係る啓発の重要性

を示唆している。 

妊産婦死亡率（MMR）についても、対出生 10 万件で 2001 年は 307 であり、他 ASEAN 諸国

（マレイシア 39、ベトナム 95、フィリピン 240）の状況と比すると状況の深刻さが歴然として

いる。妊産婦死亡の死因をみると、出血によるものが も多く、45.2 ％、以下子癇（妊娠中毒

症）12.9 ％、流産の合併症 11.1 ％、産褥熱 9.6 ％などとなっている。このような妊産婦死亡

率の高さは、地域での妊産婦の危険な兆候に対する｢発見の遅れ｣、地域から保健医療施設への

｢搬送の送れ｣、保健医療施設における「適切な処置､治療の遅れ」の三つの遅れや、妊娠出産に

係る基礎的な知識が母親（及び家族）に不足していることが上げられる。 

 

・母子保健に関する JICA の現在までの協力 

上記のような母子保健に係る深刻な状況に対し、JICA は母子保健を保健医療分野における一

つの重点分野として協力を行ってきた。具体的には、1989 年～1994 年まで『家族計画・母子

保健プロジェクト』を実施し、インドネシア版母子手帳の開発と試行を行った。さらに、1998

年～2003 年まで『母と子の健康手帳プロジェクト』を実施し、母子保健改善の手段として母子

手帳を活用し、母子手帳を通じた妊婦と母親への保健教育と保健医療記録を持つことによる、

健康意識の向上と行動変革につながる活動を展開した。その結果、母子手帳は、妊産婦及び子

供の健康記録や基礎的な保健情報の媒体として、利用者・医療従事者双方のニーズを捉え、プ

ロジェクト対象州を始め多くの地域への普及に貢献した。同技術協力プロジェクトの貢献もあ

り、2003 年には妊産婦総数に対する母子手帳の充足率は全国で 48%に達し、更に 2004 年に母

子手帳に係る保健大臣令の発布や、2006 年の保健省に特別予算措置（Deconcentration Fund）

や地方政府による独自予算確保により、同充足率は 62.4%に達する見込みであるなど、母子手

帳の「量的」な拡大は順調に進捗してきている。 

 一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布された母子手帳の妊産婦や保健医療従事者によ

る効果的な利用をより一層進める必要があり、そのために、母子手帳の活用モデルの構築、母

子手帳の既存の保健医療システム内の位置づけや各種の母子保健サービス統合のツールとして

の活用、保健医療従事者への研修体制・内容の確立などが課題として残っている。さらに、「量
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的」側面についても、保健省の特別予算措置は 5 年後には終了する見込みであることから、母

子手帳の安定的な供給・配布を確保するためには、地方分権体制下で保健サービス提供の責任

を担う地方政府による母子手帳の供給・配布の促進、母子手帳の裾野を広げるために健康保険

制度や出産登録制度との連携、母子保健に関係する専門家団体による母子手帳の活用促進、な

どを推進することが重要な課題となっている。 

 以上のような現在までの協力の経緯と成果を踏まえ、インドネシアにおいて、母子手帳を

活用した母子保健サービスが量的・質的に向上し、自立的に発展するための「制度構築」につ

いて、インドネシア政府より協力の要請がなされた。 

 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

・ 国家開発計画：母子保健については、「国家中期開発計画(RPJM)：2005～2009」の 5 つの

基本的目標の一つである「国民の福祉向上」の中で、「質の高い保健サービスの向上」に係

る目標として位置づけられている。同計画では、「2009 年までの健康開発の目標として、(1)

乳児死亡数が出産 1,000 人に対し 35 から 26 に低下すること、(2)出産時の母親死亡数を出

産 10 万人当たり 307 から 226 に低下すること、 (3)5 歳以下の幼児栄養失調率が 25.8%か

ら 20.0%に低下すること」が掲げられている。 

・ 保健省の中長期計画：保健省は 1999 年に保健医療の長期的な政策目標として『Healthy 

Indonesia 2010』を公表して、今後 10 年間の長期展望に立って新しい「保健パラダイム」

として政府の保健政策の目標を示した。同政策を実施推進するための優先事項 10 項目の一

つとして、リプロダクティブヘルスの向上が掲げられており、これら優先事項に対する予算

配分を増額が謳われている。 

・ 保健省の母子保健に係る政策：2004 年に母子手帳に関する保健大臣令を発布し、母子保健

において母子手帳を活用することを政策決定した。また、2006 年には母子手帳の印刷用の

特別予算措置（Deconcentration Fund）を行っており、同予算措置は今後 5 年程度継続され

る見込みである。 

 

(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付け 

対インドネシア国別援助計画においては、保健医療分野は重点分野の三つの柱のうち、「民

主的で公正な社会造り」に位置づけられており、同セクター支援にあたっては、乳児死亡率、

妊産婦死亡率、マラリア及び結核などの感染率の高さに着目して、①基礎的保健･医療サービス

の向上及び②感染症対策を中心とした支援を行うことが掲げられている。 

また、JICA 国別事業実施計画においては、保健医療分野は援助重点分野「貧困削減」、開発

課題「社会開発」、協力プログラム「シビルミニマム・MDGｓ支援（保健医療の改善）」に位置

づけられおり、同セクター支援にあたっては、「母子保健」のほか、「保健医療政策と制度の整

備」「地域保健医療体制の強化」「感染症対策」の 4 つを重点的に支援する方針となっている。
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4. 協力の枠組み 

〔主な項目〕 

(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 

1) プロジェクト目標 

母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能するとともに、母子手帳を使った母

子保健サービスを継続するためのシステムが確立する。 

2) 指標・目標値 

1. 母子手帳の供給システムの安定性（供給量、制度、予算）が増す。 

2. 母子手帳の有効利用に係るモデルを採用する地方政府が出てくる。 

3. 保健省が収集するモニタリング指標の中に、母子手帳に係る指標が含まれるように

なる。 

 

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 

1) 上位目標 

1. 全ての保健関係施設で母子手帳を使った母子保健サービスが提供されるようにな

る。 

2. 全ての妊婦と 5 歳未満児の母親が健康記録を持つ。 

2) 指標・目標値 

1. 母子手帳を使った母子保健サービスを提供する保健関係施設数が増加する。 

2. 妊婦と 5 歳未満児の母親への母子手帳の配布率が 80%を上回る。 

3. 出産前ケア・アクセス率（初回妊婦検診率、4 回目妊婦検診率）、適切な訓練を受け

た医療従事者介助による出産、母乳哺育率を含む関係指標が改善する。 

 

(2) 活動及びその成果（アウトプット） 

① 成果 1: 住民の母子手帳へのアクセス度が高まる 

1) 活動 

1-1  母子保健関係者にそれぞれの業務で母子手帳を活用するように、保健省の各担当

部局を通じて促進する。 

1-1-1 貧困者向け健康保険が母子手帳を活用することを促進する。 

1-1-2 専門家団体（産婦人科医協会、小児科医協会、助産師協会、全国看護士協会、栄

養士協会）が構成員に母子手帳の業務での活用を奨励することを促進する。 

1-1-3 内務省が出産登録の推進をするために母子手帳を活用することを促進する。 

1-1-4 母子手帳の供給に係る地方政府の役割を促進する。 

1-2   保健施設への母子手帳の配布を増加させる。 

1-2-1 公的医療施設における母子手帳の配布を促進する。 

1-2-2 民間保健施設（助産師診療所等）における母子手帳の配布を促進する。 

1-3   母子手帳改善への技術的検討を行うために保健省内の作業部会を形成･運営す
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る。 

2) 指標・目標値 

1-1 貧困者向け健康保険、民間医療施設、専門家団体、中央省庁（保健省以外）、地方

政府などの関係者により準備される母子手帳の数が増加する。 

1-2 母子手帳の公的・民間医療機関での配布率が増加する。 

1-3 関連の中央レベル委員会や作業委員会が母子手帳の利用可能性向上のために設

置、開催される。 

 

② 成果 2: 関連医療従事者を対象とした母子保健に係る研修制度が強化される。 

1) 活動 

2-1  助産師向けの母子手帳の定期的研修を強化する。 

2-2  関係する医療従事者養成過程へ母子手帳に係る紹介を導入する。 

2-3  医療従事者に対して保健省の関係部局が行う事業において、母子手帳に係る研修

が盛り込まれることを促進する。 

2-4  民間セクター（助産師協会）が母子手帳ファシリテーターのリソースとなること

を促進する。 

2) 指標・目標値 

2-1  母子手帳が保健省子供局以外の関係組織・プログラムにも導入され、研修メニュ

ーに加えられる。 

2-2  医療従事者への母子手帳の導入を行う公的・民間保健施設の数が増加する。 

 

③ 成果 3: 母子保健のモニタリング・報告に係る制度が強化される。 

1) 活動 

3-1  保健省が実施する他事業においても母子手帳の活用状況をモニタリングするよう

促進する。 

3-2  母子保健に係る全国報告制度に母子手帳に係る項目を含むように促進する。 

2) 指標・目標値 

保健省の年次報告システムの指標に母子手帳の配布率が含まれる。 

 

④ 成果 4: 母子手帳の有効利用に係るモデルが形成される。 

1) 活動 

4-1  子供の健康に係る母子手帳のモデル活動（育児学級コンテンツの開発を通じて母

親学級が母子保健を網羅するようにする）を保健省地域栄養局及び子ども保健局

が中心になって形成する。 

4-2  出産登録など他のプログラムが母子手帳を活用することを促進するモデルを、保

健省子ども保健局が中心となって内務省などと連携しつつ形成する。 

4-3  村落アラートプログラム、助産師のコミュニケーション･カウンセリング研修、

Birth Preparedness などと母親学級などとの統合を通じて、妊娠期及び産褥期に
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おける母子手帳の活用モデルを保健省母親保健局が中心となって形成する。 

4-4  保健ボランティア(kadar)への母子手帳の紹介を保健省保健増進促進センターが中

心となって促進する。 

4-5  病院及び私立診療所における母子手帳の活用を保健省医療サービス総局が中心と

なって促進する。 

2) 指標・目標値 

4-1  有効活用のための母子手帳の補助活動（母親学級など）のモデルが利用可能にな

る。 

4-2  他の機関が所管するプログラムと母子手帳の連携モデルが利用可能になる。 

 

⑤ 成果 5: 母子手帳の母子保健改善への効果に係る調査・評価の結果が保健省の政策策定・

実施過程に反映される。 

1) 活動 

5-1  調査・評価の計画・立案を行う。 

5-2  母子手帳の母子保健改善への効果にかかるインパクト調査を行う。 

5-3  モデル活動の評価を行う。 

5-4  調査・評価結果を全国年次報告会議にフィードバックする。 

5-5  実証的アプローチに基づく母子手帳の改訂を支援する。 

5-6  プロジェクトの経験と成果を関係者に普及する。 

2) 指標・目標値 

5-1  出産前ケア・アクセス率（第 1 妊娠期の 1 回目検診、第 2 妊娠期の 4 回目検診）、

適切な訓練を受けた医療従事者介助による出産、等の母子手帳の母子保健への効

果に関する調査結果が得られる。 

5-2  調査結果が保健省の政策と実施に反映される。 

 

⑥ 成果 6: 第三国研修および現地国内研修を通じて、保健省と地方政府の、母子手帳を使用

した母子保健改善の経験を効果的に共有する制度･能力が強化される。 

1) 活動 

6-1  母子手帳に係る中央レビュー会議（※）を開催する。 

（※）1998 年から始まった母子手帳の普及状況をレビューする会議。現在は隔年開催

なので、未開催の年は別途隔年で保健省が主催する会議のトピックに含め、毎

年普及状況をモニタリングする予定。 

6-2  第三国研修および現地国内研修を実施する。 

2) 指標・目標値 

6-1  母子手帳を使用した母子保健改善の経験が適切に集約され、第三国研修および現

地国内研修に反映される。 

6-2  第三国研修および現地国内研修が効果的・効率的に実施される。 

 

6 



 

(3) 投入（インプット） 

① 日本側（総額 3.2 億円） 

1) 専門家： 

a) 長期専門家：3 名（リーダー、母子手帳活用促進、業務調整） 

b) 短期専門家：年間 2～3 名（運営指導、教材開発、連携促進等） 

2) C/P 研修：年間 6 名程度×2 週間×4 年度 

3) 携行機材：研修・IEC 機材等 

4) 現地活動費： 

a) 日常経費 

b) 特別事業経費（研修・セミナー開催経費、母子手帳ガイドラインセット・母親学級セ

ットの印刷・配布費等） 

5) その他：第三国研修：年間 15 名（技術協力プロジェクトとは別枠） 

 

② インドネシア国側 

1) カウンターパート配置 

2) C/P 経費：会議費（JCC, Working Group, National Review Meeting 等）、C/P 旅費、研修

講師（省職員） 

3) プロジェクト事務所スペース、電気代 

 

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

成果達成のための外部条件 

 保健省が母子手帳の系統的モニタリングと研修に係るリーダーシップをとる 

 保健省内の複数関係部局のカウンターパート予算が確保される 

プロジェクト目標達成のための外部条件 

  保健省が母子手帳を使用した母子保健改善の政策を継続する 

複数の関係機関に対して地域保健総局が充分なリーダーシップを発揮する 

  複数の関係機関が関係プログラムの中に母子手帳を位置づける 

  地方分権化のトレンドが変わらないこと 

上位目標達成のための外部条件 

複数の関係機関が予算の裏づけをもって母子手帳を活用し続ける 

5. 評価 5 項目による評価結果 

 以下の視点から評価した結果、本プロジェクトの実施は適当と判断される。 

 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

・ ニーズとの合致：インドネシアでは、ASEAN 各国に比較して乳児死亡率や妊産婦死亡率が

高く（特に妊産婦死亡率は飛び抜けて高い数値である）、母子保健サービスの向上が喫緊の

課題となっており、母子保健改善に係る支援の妥当性は極めて高い。 

・ 相手国政府の開発計画との整合性：インドネシア政府は、上記 3.(2)のとおり、「国家中期開
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発計画(RPJM)：2005～2009」の中で乳幼児死亡率、妊産婦死亡率、5 歳以下の幼児栄養失

調の改善に係る明確な目標を設定しており、また、保健省は中長期計画である『Healthy 

Indonesia 2010』の優先事項 10 項目の一つとして、リプロダクティブヘルスの向上を掲げ

ている。2004 年には保健大臣令により母子保健において母子手帳を活用することを政策決

定しており、さらに、2006 年には母子手帳の印刷用の特別予算措置（Deconcentration Fund）

を行っている（今後 5 年間程度継続予定）。以上のようにインドネシア政府における母子保

健及び母子手帳に係る政策優先度は高く、本プロジェクトとの整合性は非常に高い。 

・ 我が国の援助政策との整合性：「対インドネシア国別援助計画」において、高い乳児死亡率、

妊産婦死亡率へ対応するため、基礎的保健･医療サービスの向上が掲げられている。また、

JICA「国別事業実施計画」においては、保健医療分野は援助重点分野「貧困削減」、開発課

題「社会開発」、協力プログラム「シビルミニマム・MDG 支援（保健医療の改善）」に位置

づけられているが、保健医療セクター支援戦略の中でも母子保健は、保健医療制度整備、地

域保健医療改善、感染症対策と並び、優先課題となっており、我が国の援助政策と整合性が

非常に高い。 

・ 支援手段としての適切性：母子保健サービス向上にあたって、母子手帳は、妊産婦への母子

保健に係る情報提供、出生記録、妊産婦・5 歳未満児の健康記録（定期健診、既往症、予防

接種等）などを含む情報集・記録簿であり、(1)妊産婦(及びその家族)の母子保健に係る知識

不足への対応、(2)一つの手帳により関係する医療従事者（医者、看護婦、助産師、栄養士、

保健ボランティア等）が同一の情報を共有して該当する母子へ「統合的な」保健サービスを

提供するツールとなりうること、などから有効な手段となりうるものである。また、上記の

ように保健省も保健大臣令にて母子手帳を母子保健サービス向上の主要手段の一つとして

指定しており、母子手帳を通じた母子保健改善を行うことは適当である。なお、他ドナーも

同保健大臣令に基づき、母子手帳を活用しており、例えば UNICEF は母子手帳を出生登録

への試行を行っており、本プロジェクトではこのような他ドナーの経験を活用しつつ、母子

手帳の量的・質的な自立的発展に係る制度作りを推進することが期待できる。 

・ ターゲットグループの妥当性、波及効果：本プロジェクトは母子手帳に係る包括的な政策・

制度構築を目的としたプロジェクトであることから、ターゲットグループを母子保健に係る

政策決定者である保健省（及び内務省）、及び政策実施上の重要なステークホルダーである

母子保健に関係する専門家団体とすることは妥当である。また、地方レベルにおいて、モデ

ル活動実施 5 州を設定し、州・県政府保健局、医療従事者（助産師、栄養士、看護士、産婦

人科医、小児科医）、同地域の妊産婦・5 歳未満児を含めた活動を行うことにより、将来的

に間接裨益者であるインドネシア全土の妊産婦及び乳幼児に適用可能な現実的な政策・制度

の構築が期待できる。 

・ 日本の技術の優位性：母子手帳については、1942 年(昭和 17 年)に日本において創設され、

現在まで、時代や必要性に応じた記載内容改訂を経つつ、60 年余に亘り実施されてきた制

度であり、世界にこのような経験を持つ国は他にない。また、UNICEF が推進している成長

カードに比較して、出産後だけでなく出産前の記録も行えること、母子保健サービス統合の

ツールとなりうるなどの優位性がある。さらに、インドネシアにおいては、JICA が 1992
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年から母子手帳の開発・導入･普及に係る支援を行ってきており、約 15 年に亘る経験・ノウ

ハウが蓄積されている。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトは以下の理由から高い有効性が見込める。 

・ プロジェクト終了時の協力効果としてのプロジェクト目標の達成可能性：プロジェクトの 6

つの成果については、母子手帳へのアクセス確保から、活用促進、人材育成、モニタリング・

報告、調査評価の政策立案・実施へのフィードバック、蓄積した経験・知識の共有体制まで、

包括的な政策・制度として構築するものとなっており、同成果の達成により、プロジェクト

目標である「母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能するとともに、母子手帳を

使った母子保健サービスを継続するためのシステムが確立する」が達成される見込みであ

る。 

・ プロジェクト目標達成の阻害要因：本プロジェクトは、母子保健に係る包括的な政策・制度

の構築を支援するものであることから、保健省内の多数の部局及び、地方政府、専門家団体、

医療従事者等の保健省外部団体・個人が多数関係することになるため、関係者の調整と意思

決定プロセスに多くの時間を費やすものと想定される。このため、Project Director である

保健省地域保健総局長、Project Manager である同総局子供保健局長のイニシアティブ、調

整力、意思決定の速度が非常に重要な要素となる。現在の地域保健総局長及び子供保健局長

ともに本プロジェクトに係るイニシアティブ・オーナーシップは高いと考えられるが、調整

力及び意思決定の速度については、保健省側が外部者としての JICA をうまく活用するよう

に働きかける必要がある。 

 

(3) 効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が期待できる。 

・ コスト：本プロジェクトでは、母子手帳の供給から活用まで包括的な政策・制度支援を行う

が、総投入額は 3.2 億円、長期専門家 3 名体制と想定的に小規模な投入となっており、費用

対効果は高いと思料される。 

・ プロジェクトへの投入は、前プロジェクトの経緯やインドネシアの母子保健・母子手帳に係

る状況を十分に把握した長期・短期専門家の派遣及び、同様の人材からなる国内支援体制の

構築、さらに、インドネシア国内の母子保健・母子手帳に係るリソースパーソンを傭人・活

用することなどにより、効率的な投入を図る予定である。 

 

(4) インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のとおり想定できる。 

・ 因果関係（上位目標がプロジェクトの効果として発現が見込まれるか）：現状としてインド

ネシアにおいて、母子保健サービスは公立サービスあるいは私立サービス、病院サービスあ

るいは保健所サービス、また保健医療従事者の職種などの違いによって、連携のとれた母子

保健サービスが提供されているとは言えない。プロジェクト目標にあるように、連携の手段
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として母子手帳が位置づけられ、それを制度として継続することが達成できれば、インドネ

シアにおいて母子保健サービスを連携して提供されることが可能となる。プロジェクト目標

で確立された制度が機能すれば、上位目標である、連携した母子保健サービスの提供という

意味で、どの保健医療施設においても母子手帳がりようされ、どの妊産婦及び 5 歳未満児も

その恩恵を得るということに繋がると考えられる。 

・ 上位目標以外の正負の影響・効果：プロジェクト目的である統合的な母子保健サービスの提

供と持続的な母子保健サービス体制の確立により、乳児死亡率や妊産婦死亡率が低下するこ

とが期待される。（ただし、同効果については、医療技術の向上、地域保健医療体制の整備、

栄養状態の改善、住民経済の向上など多くの要素により影響を受けるため、直接的な因果関

係とその度合いの測定は困難である。）負の影響については、特に予想されない。 

 

(5) 自立発展性 

本プロジェクトによる効果は、以下のとおりインドネシア政府によりプロジェクト終了後も継

続されるものと見込まれる。 

・ 組織面：保健省については、母子手帳に係る保健大臣令で母子保健に係る記録媒体として母

子手帳を活用することが規定されたことにより、組織として母子手帳の活用促進する体制と

なっている。主カウンターパートである保健省地域保健総局長をはじめ、同子供保健局長、

栄養局長など母子手帳活用推進に係る強いイニシアティブがあり、本プロジェクトの協力終

了後も組織面については自立的発展が見込まれる。また、保健省だけでなく、母子保健に関

係する専門家団体（産婦人科医協会、小児科医協会、助産師協会、全国看護士協会、栄養士

協会等）との連携を深めることにより、公的組織・民間組織の双方での自立発展性の強化が

期待される。 

・ 財政面：保健省本省においては、2006 年に母子手帳の印刷に係る特別予算措置

（Deconcentration Fund）を行っており、今後 5 年間程度継続予定であることから、財政面

に係る当面の自立発展性は既に確保されている。今後、財政面での自立発展性を確保するた

め、本プロジェクトでは、ASKESKIN（貧困者向け健康保険）や内務省の出生登録制度、専

門家団体などとの連携に母子手帳を組み込むことで、母子手帳の供給に係る予算措置を確保

しやすくすることで、自立発展を促していく。 

・ 技術面：母子保健サービスの向上にあたって母子手帳の活用すること自体については、日本

の母子手帳をそのまま適用したものではなく、1994 年からの一連の技術協力によりインド

ネシアの社会・文化に即した内容で開発されており、保健大臣令に見られるように、既にイ

ンドネシア自身の制度となっており、技術的な受容素地は既に形成されている。また、本プ

ロジェクトにおいては、インドネシア政府のイニシアティブを「後押し」する形で、母子手

帳の量的・質的拡大のための政策・制度形成支援を行うものであり、形成される制度の自立

発展度は高いと思料される。 

・ 社会・文化・環境面：自立的発展を阻害する要素は特に想定されない。 

 

6. 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
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・ 本プロジェクトは母子保健の改善を目指すものであり、直接的効果として女性（妊産婦）の

健康改善、及び、間接的な効果として、開発における女性の役割向上の効果が期待できる。

・ また、母子手帳は母親のみを啓蒙対象とするものではなく、父親に対する産前産後・育児に

係る啓蒙媒体となるものであり、同プロセスにおける父親の役割を拡大する効果が期待でき

る。 

・ さらに、母子の健康状態が特に深刻な状況にあるのは、貧困層であり、本プロジェクトによ

り母子保健サービスの向上により、貧困層の母子の健康改善の効果や、さらに現在まで母子

の健康問題により生じていた経済的損失（医療費等）の減少及び新たな経済的機会（雇用等）

の獲得が期待される。 

 

7. 過去の類似案件からの教訓の活用 

インドネシアでは、1998 年から 2003 年まで、インドネシアにおける母子健康手帳の普及を

通し、母と子が質の高い母子保健サービスを享受し、母親の健康な生活のための意識や行動が

改善されることを目的に、「母と子の健康手帳プロジェクト」が実施された。終了時評価におけ

る同プロジェクトが得た業務実施上の教訓としては、（１）事前評価調査の充実による的確な指

標を設定すること、（２）カウンターパートのコンセンサスを得るため、プロジェクトの計画時

から実施、モニタリング、評価の各段階で、参加型の手法を導入した運営管理を行うこと、（３）

定量的な指標では適切に目標の達成度を測れない場合には、代替的な評価手法を検討または調

査すること、（４）プロジェクトの計画の大幅な変更に対応するため、必要性が生じた場合は、

詳細な分析調査とともに、関係者の間で十分な協議を行うこと、（５）技術協力プロジェクトの

効果的な実施、広域的な展開のため、積極的に他の JICA スキームと連携を行うこと、という５

点が挙げられる。これらの教訓は、本案件によりインドネシアにおける母子手帳の自立発展性

を確保するという協力の 終フェーズにおいて、充分に配慮すべき貴重な教訓である。 

 

8. 今後の評価計画 

・終了時評価調査：2009 年 2 月～3 月頃 

 ・事後評価：2012 年 9 月頃 
 


