
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成19年8月3日
担当：タイ事務所

1．案件名

タイ国「コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成」プロジェク
ト

2．協力概要

（1）プロジェクト目標と成果の概要

本プロジェクトは、タンボン1において、高齢者対象の保健医療・福祉サービスを統合して提供するた
めの標準的なモデルを構築し、同モデルの全国での活用に向けた提案を行うことを目標としている。
具体的には、パイロットサイトとして特徴の異なる4県（コンケーン、チェンライ、ノンタブリ、ス
ラタニ）の中で対象となるタンボン（以下、対象地域とする）を一箇所ずつ選定し、コミュニティ2に
よる高齢者への保健医療及び福祉サービス提供のモデルを構築し、全国での活用・普及に向けて発信
をする。プロジェクトの成果として、1）各種関係機関が参画して上記統合サービスの提供における
計画策定を行う枠組みの構築、2）サービスの枠組みと内容を適切に検討するための地方自治体の技
術・財政能力、保健医療・福祉サービス提供者、高齢者のサービスに対するニーズ等の状況の把握・
分析、3）「コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル（以下、モデ
ルとする）」の案とその試行結果に基づく改善、4）全国的な展開に向けたモデルの策定、5）関係者
の能力向上、がなされる。

なお、モデルとは、高齢者向け保健医療・福祉の統合型サービスに関し、1）組織的な枠組み
（Structure）、2）具体的なサービスの内容（Contents）、3）サービスの管理方法
（Management）を国家・県・郡・タンボンの各レベルでどのように実施すべきか、また、各レベル
間の連携をどのように行うべきかということをそれぞれガイドライン（実施要綱）の形にとりまとめ
たものと想定している。
1 タンボンは複数の村を束ねた行政単位のこと。全国に7225ある。英語では“sub-district”と呼ばれることも多い。

2 ここで言うコミュニティとはタンボンより末端の地域社会、共同体を指す。

（2）協力期間

2007年11月～2011年10月（4年間）

（3）協力総額（日本側）

約1.9億円

（4）協力相手先機関

保健省（Ministry of Public Health）

社会開発・人間の安全保障省（Ministry of Social Development and Human Security）

（5）国内協力機関

厚生労働省 他

（6）裨益対象者及び規模、等

直接裨益者 中央・地方レベルで高齢者行政に従事する行政官、対象地域における高齢者向け保健医
療・福祉サービス従事者（約300人）

間接裨益者 対象地域の高齢者（注：タイにおける高齢者の定義は60歳以上）



3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

タイは2005年に「高齢化社会」3の領域に達し、更に今後25年の間に大幅に高齢者の数が増加すると
予測されている。高齢者人口の増加が極めて速く、1960年に高齢者人口（65歳以上）の総人口に占
める割合が2.9％（77万人）であったのが、2000年には6％（530万人）にまで増加し、さらに
2030年までにその比率は15％となり、人数は1100万を超えると予想されている。また、タイにお
ける高齢化の進行速度は、他国に比べて非常に速いという特徴もある。例えば、高齢者の人口比率が
7％から14％に増加する（「高齢社会」化する）のに、フランスでは115年（1865年～1980年）を
要し、米国では72年かかると予測されているが、タイでは2005年から2027年までのわずか22年と
予測されている。4

このように急速に高齢化が進むタイにおいては、所得水準が十分に向上しないうちに高齢社会に移行
するという困難に直面することが想定されており、それは政府による社会保障や福祉事業関連の財源
が限られた状況下で「高齢社会」を迎えることを意味する。また、タイ国家経済社会開発庁の推計
（2005年）によると、60歳以上の高齢者が総人口に占める比率は約10％であるのに対し、タイの貧
困層全体の15％（114万人）が高齢者であり、貧困状態にある高齢者の割合が高いと推測される。ま
た、核家族化、労働者の都市への流出等の社会変化により、家庭における高齢者ケアが難しくなって
いること、公的施設における高齢者ケア・サービスの提供が限定的でありながら在宅ケアのシステム
も発達していないこと等が課題として挙げられる。

なお、事前評価調査時に中央省庁および対象県の関係者（高齢者クラブの代表を含む）の参加を得て
ワークショップを開催し、コミュニティにおける高齢者対象の保健医療・福祉サービスに関する問題
分析を行ったところ、主な問題点として1）関係機関の役割が不明確で連携が行われていない、2）
サービスを統括して主管する部署が不在である、3）高齢者が自分自身の権利について理解していな
い、4）高齢者の多くが経済的に困窮している、5）介護に従事する人材が不足している、6）保健医
療面でのサービスが十分でない、7）高齢者に関する情報が関係機関間に分散しており共有できてい
ない、が挙げられ、保健医療および社会福祉の各分野において、サービス内容、実施体制、人材に課
題があることが確認された。
3 国連データによる。定義は「65歳以上の占める割合が7％を超えた社会」。「65歳以上の占める割合が14％を超えた社
会」は「高齢社会」と定義されている。

4 日本は1970年から1994年にかけての24年。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

タイ政府は、急速に進む高齢化を社会経済の発展に重大な影響を及ぼす問題として認識しており、高
齢化に関する国家計画を打ち出している。具体的には、「高齢化にかかる第一次国家計画（1982-
2001）」において家族によるケアを中心に据えた戦略が策定され、「高齢化にかかる第二次国家計
画（2002-2021）」では、個人の備えの重要性と、それを支援する家族、コミュニティ、地方行政
の責任について触れ、政府による社会保障制度の充実や体制・人材の整備の方向性について述べられ
ている。さらに、同第二次国家計画で提案された内容を実施するための法的根拠として「高齢者法
（Act on Older Persons）」が2004年に施行された。なお、包括的な開発計画である「第10次国家
開発計画（2007-2011）」においても、社会開発戦略の一環として、高齢者を含む社会的弱者に対
する福祉サービスに関わる記述があり、サービス提供におけるコミュニティの役割の重要性が強調さ
れている。

（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付け（プログラムにおける位置付
け）

対タイ経済協力計画において、高齢化は同国の重要な問題として述べられている。また、少子高齢化
は、日本においても先行的試みや経験を有していながら解決を見ていない社会問題であり、両国が共
に考え、共に取り組む姿勢の意義は高く、社会の成熟化に備えた制度整備及び人材育成に対し、協力
を行うとしている。



JICA国別事業実施計画において、重点分野「社会の成熟化に伴う問題への対応」の「社会保障制度設
計プログラム」の中に、本案件は位置づけられている。

4．協力の枠組み

〔主な項目〕

（1）協力の目標

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

「コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル（以下、モデルとする）
が全国での活用に向けて発信される。

指標・目標値：

A．モデルが国家レベルの会合で発表される。

B．国家高齢化対策委員会、保健省、社会開発・人間の安全保障省、内務省に対し、モデルの全国普
及に向けた提案がなされる。

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

モデルが全国で活用される。

指標・目標値：

全国各県の15％以上のタンボンでモデルが活用される。

（2）成果と活動

［成果1］対象地域において高齢者に対する保健医療・福祉サービスに関係する機関が計画策定に参
加する枠組みが構築される。

指標：

A．Working Committeeの会合が定期的に開催される。

B．Working Committeeに参加する機関の役割と責任が明記されたリストが作成される。

C．各対象地域の活動計画がSteering Committeeで承認される。

活動：

1-1．4県においてモデル案試行の対象地域とするタンボン（以下、対象地域とする）をそれぞれ一つ
ずつ選定する。

1-2．各対象地域においてWorking Committeeを設立する。

1-3．Working Committeeに参加する関係機関の役割と責任を明確にする。

1-4．各対象地域においてプロジェクト実施のための計画を策定する。

［成果2］対象地域における高齢者向け保健医療・福祉サービスの状況が分析される。

指標：

A．対象地域における分析結果が中央政府に提出される。

B．各対象地域より提出された分析結果が中央レベルにおいて包括的に分析され、取り纏めた文書が
作成される。

活動：

2-1．高齢者向け保健医療・福祉サービスに関する情報を収集するための質問票／情報収集シートを
作成する。



2-2．関係するスタッフに対しオリエンテーションとトレーニングを行なう。

2-3．地方自治体の財政的能力を調査する。

2-4．地方自治体の技術的能力を調査する。

2-5．高齢者および保健医療・福祉サービスに関する情報収集の責任を負うべき機関を決定する。

2-6．各対象地域において高齢者に対する保健医療・福祉サービスを提供するリソースとメカニズム
を明確にする。

2-7．コミュニティにおける情報共有メカニズムを明確にする。

2-8．各対象地域において保健医療・福祉サービスに関する高齢者のニーズを確認する。

2-9．調査結果を分析する。

2-10．モデル案の枠組みを設計する。

［成果3］モデル案が策定され、試行される。

指標：

モデル案及びその実施結果、評価がJoint Coordinating Committee（JCC）に提出される。

活動：

3-1．Community Committeeを設置し、高齢者支援の活動計画を策定する。

3-2．高齢者に対する保健医療・福祉サービスの内容を具体化する。

3-3．関係機関の役割および連携方法、メカニズム、マネジメントに関するガイドラインを策定し、
実施する。

3-4．高齢者向け保健医療・福祉サービスを提供するための方法と手順（県と郡レベルの連携を含
む）を明確にする。

3-5．コミュニティで提供されている保健医療・福祉サービスの評価をコミュニティのメンバーによ
り実施する。

3-6．高齢者向け保健医療・福祉サービスに関する情報を関連するコミッティ、組織に発信する。

3-7．モデル案を対象地域において試行する。

3-8．試行の状況に関するモニタリングを行い、モデル案を改訂する。

［成果4］最終的なモデルが策定される。

指標：

最終モデルがJCCによって承認される。

活動：

4-1．モデル案を評価する。（対象地域における成功例、困難や対応策の分析を含む。）

4-2．モデルを完成するための会合を外部有識者の参加を得て開催する。

4-3．モデルを完成させる。

［成果5］高齢者対象の保健医療・福祉サービスに従事する人材の能力が強化される。

指標：

A．トレーニング受講者がトレーニングの内容に満足する。

B．人材育成ガイドラインが作成される。

活動：



5-1．トレーニングの対象となるグループを確定する（地方行政官、サービス提供者、ケア・コー
ディネーター、Community Committeeのメンバー等）。

5-2．上記グループのトレーニングのニーズを把握する。

5-3．人材育成ガイドラインを策定する。

5-4．上記グループに対するトレーニングを実施する。

［補足］プロジェクトの実施体制

本プロジェクトは効率的な実施のために下記の委員会を立ち上げる。

［Joint Coordinating Committee（JCC）］中央レベル

プロジェクトの活動計画を承認し、進捗や成果を確認するとともに、プロジェクトの実施に関する重
要な事項について協議するべく会合を年2回以上開催することとする。参加者：保健省、社会開発・
人間の安全保障省、国家経済社会開発評議会、タイ国際開発庁、4県の代表、JICA。

［Steering Committee］中央レベル

プロジェクトの進捗をモニターし、Working Committeeに対する助言を行うべく3ヶ月ごとに開催す
る。タイ側からは、保健省、社会開発・人間の安全保障省の関係部局、対象4県の代表から構成され
る見込みであるが、具体的な構成員はプロジェクト開始までにタイ側で検討する。

［Provincial Committees］県レベル

対象4県のそれぞれにおいて設置される県レベルの委員会。役割や会合頻度、構成については、プロ
ジェクト開始までにタイ側で検討する予定。本プロジェクトのモデル試行はタンボンのレベルで行わ
れるが、県や郡レベルの関係機関との連携が重要になることから、各県ごとに委員会を設置し、県の
機関の協力を得る体制を整備することとなった。

［Working Committees］タンボン・レベル

モデル試行の対象となるタンボン（プロジェクト開始後に選定予定）において設置される委員会で、
行政やサービスの提供に携わる機関および高齢者クラブの代表等が参加することが想定される。具体
的な役割や会合頻度、構成については、プロジェクト開始後早い時期に決定する。Working
Committeeが中心となり、それぞれの対象タンボンにおける状況の分析やモデル案の内容の検討を行
う予定。

［Community Committees］村レベル

モデル試行の対象タンボンを構成する各村においても別途委員会を設置し、広くステークホルダーを
巻き込んで活動を実施したいとの提案がタイ側よりなされた。詳細はプロジェクト開始後に決定する

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額 約1.9億円）

長期専門家 2名（チーフアドバイザー／高齢者保健医療・福祉、業務調整員）
短期専門家 2～3名／年（高齢者社会福祉、高齢者保健医療、生活習慣病対策、老人病学、統
計・調査等）
本邦研修 8～10名×年1回
現地国内研修開催費用（会場費、通訳、講師等）
在外事業強化費
機材供与（専門家の活動に必要な機材）
中間評価調査団

2）タイ国側



カウンターパート及び担当スタッフ
専門家用の執務室および付帯設備（保健省及び社会開発・人間の安全保障省）、会議室等
タイ職員出張旅費
現地国内研修出席者旅費（交通費・日当・宿泊費）
上記ファシリティーの維持管理に要する費用
他事務経費
現地コンサルタント（必要に応じ）

（4）外部条件

1）活動から成果に至る外部条件

研修参加者がプロジェクトに継続して参加する。

2）成果からプロジェクト目標に至る外部条件

高齢化政策を重視するタイ政府の政策に大きな変更が生じない。

3）プロジェクト目標から上位目標に至る外部条件

全国各レベルの関係行政機関でモデルの重要性が認識される。

（5）前提条件

関係者がプロジェクト実施に合意する。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

以下の理由から、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。

タイでは高齢化が急速に進んでおり、所得水準の向上、社会保障制度の整備が十分なされないう
ちに、高齢化率が14％を超える「高齢社会」に移行することが見込まれている。このような状
況に対応すべく、政府は「高齢化にかかる国家計画」（一次・二次）を策定し、その実行のため
の「高齢者法」を施行するとともに、「第10次国家開発計画」においても、高齢者に対する支
援の重要性が認識されている。また、タイ政府は「高齢者法」のもと、国家高齢化対策委員会
（National Commission on the Elderly）や、高齢者基金を設置するなど、省庁を横断する枠組
みを形成した上で高齢化対策を進めようとしており、政策の策定および実施に向けた活動計画や
体制作りに注力している。
対タイ経済協力計画において、高齢化は同国の重要な問題として述べられている。またJICA国別
事業実施計画において、重点分野「社会の成熟化に伴う問題への対応」の「社会保障制度設計プ
ログラム」の中に、本案件は位置づけられている。
65歳以上の人口比率による高齢化の進行速度（高齢化率が7％から14％に倍加する年数）の国
際比較を行うと、欧米先進国に比してタイの高齢化は極めて速く、日本における高齢化のスピー
ドとほぼ同じ速さで進展する。先進諸国の中でも特に急速な高齢化を経験し、これに対処するた
めに様々な対策を講じてきた日本の経験やノウハウはタイにとって参考になると考えられる。具
体的には、コミュニティ・ベースの高齢者に対するケア・サービスを重視するタイの戦略的方向
性は、近年の日本における在宅医療・在宅福祉サービスの重視と健康づくり・介護予防の推進と
いう方向性と軌を一にするものである。また、異なるレベルの関係機関の連携ネットワーク構築
という課題については、国と地方の役割分担と連携が明確であり、財政的にも法令や予算に基づ
き両者が重層的に支えあう日本の仕組みはタイにおける国と地方の関係機関の役割を整理するう
えで参考になると考えられる。
保健省と社会開発・人間の安全保障省はそれぞれ保健医療分野と福祉分野において高齢化対策の
政策・計画立案、公的サービスの供給を所管しており、本プロジェクトの実施機関として適切で
ある。また、本案件の要請時より、両省の連携により本プロジェクトを実施することが想定され



ており、案件形成の段階から、両省の関係部局参加のもと、案件の内容および実施体制について
検討が重ねられた。さらに、事前評価調査時には、両省に加えて、対象県の社会開発・人間の安
全保障省事務所、病院、高齢者クラブ等の関係機関が参加して合同ワークショップを実施し、問
題分析を参加型で行った。プロジェクトの枠組みは、その結果をふまえて策定されており、関係
機関の問題認識および意向を反映している。
本プロジェクトのモデルサイトとして（コンケーン、チェンライ、スラタニ、ノンタブリ）の4
県が選定されたが、プロジェクトで最終的に作成したモデルが全国で普及されるためには、各地
域における特色が反映されている必要がある。これらの県は各地域の特色を反映したものであり
（社会保障のカバー率が低い、山岳民族（マイノリティ）が多い、イスラム教徒の割合が高い、
都市型問題を抱えている等）、またモデルサイトの多様性を確保するように配慮がされている。

（2）有効性

本プロジェクトの有効性は高いと予測される。

本プロジェクトは、対象県各1箇所のタンボンにおいて、高齢者対象の保健医療・福祉サービス
を、関係機関の連携の下で統合的に提供するモデルを構築し、同モデルの全国での活用に向けた
提案を行うことを目標としている。この目標達成を測るために設定されている指標として、同モ
デルの全国での普及に向けた提言が中央省庁のレベルで会合や提案書の形で行われることが明確
に示されている。なお、保健省および社会開発・人間の安全保障省は高齢化対策を含む保健医
療・福祉分野の政策・計画の策定やサービスの提供を所掌しており、かかる提言を行う適切な立
場にある。
本プロジェクトは直接裨益者を中央・地方レベルで高齢者行政に従事する行政官および対象地域
における高齢者向け保健医療・福祉サービス従事者と設定し、間接裨益者を対象地域の高齢者と
設定している。前者については、関係機関の役割と連携のあり方が明確になる、また優先度の高
いターゲット・グループに対してトレーニングが実施されることにより、高齢者対象の保健医
療・福祉サービスに関する知識および実施能力の向上が見込まれている。後者については、モデ
ル案の試行により実際にサービスの提供を受けるほか、前者の能力向上により、サービスの質の
向上が見込まれる。従って、本プロジェクトは、直接・間接裨益者に便益をもたらす内容となっ
ている。
本プロジェクトでは、特色の異なる4つの地域から対象タンボンを選定し、それぞれの地域の社
会・経済的特徴やリソースの状況をプロジェクトで作成するモデル案に反映させる。同モデル案
の試行によりその内容を検証したうえで、コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉の統
合型サービスを全国的に展開する上で基本となる共通モデルや提言を導く。このような方法でモ
デルの形成を行うことで、地域の状況に適した個別モデルと共通事項を抽出した標準モデルが作
成され、プロジェクト対象地域以外で実施する際に標準モデルに併せて参考となる事例や工夫も
提示できることが見込まれる。

（3）効率性

プロジェクトの実施段階において、活動計画の詳細や具体的な投入を確定するため、現段階において
効率性の程度を判断することは難しいが、以下の事項に配慮することにより、効率性を高めることが
できると予測される。

事前評価調査の段階において、モデルの概要（「有効性」に前述）についての認識が中央省庁レ
ベルの関係者間で共有されたが、対象地域における幅広い関係者との認識共有を今後行う必要が
ある。また、モデルの具体的な構成や精緻さのレベルについては現時点で未定である。さらに、
モデル案の策定過程において、関連情報の収集・分析や提供されるべきサービスの内容や実施手
順等の検討といった活動が予定されているが、これらの具体的な内容についても、プロジェクト
活動を通じて検討することとなっている。本プロジェクトは、これらの事項の検討に関係機関が
参画し、協働して活動を実施することでモデルの有効性と自立発展性を高めることを重視してい
ることから、事前評価の段階では各対象地域における活動の詳細を確定しないが、実施段階にお
いて、各対象地域のリソースやニーズの分析と並行して、短期専門家の分野や派遣のタイミン
グ、研修の対象者や内容等について検討を行い、適切な投入を行うよう留意する必要がある。



事前評価調査時の協議において、タイ側より、対象地域の調査や調査結果の分析、モデルの内容
の検討を行う際には、タイ人のコンサルタントや有識者の参加を得ることとし、その費用はタイ
側が負担するとの提案がなされた。個々の対象地域の状況を把握し、タイの社会・経済的状況に
適したモデルを策定するためには、当該分野に関する知見を有するタイの人的リソースを活用す
ることが効果的かつ効率的であると考えられる。

（4）インパクト

本プロジェクトの実施により、以下のようなインパクトが見込まれる。

タイ側は本モデルを段階的に全国に展開することを計画しており、保健省及び社会開発・人間の
安全保障省の中で、普及の責任を担う部局が任命され、プロジェクト終了時から目標年次である
2014年10月までの3年間で、各県において比較的大きな15％のタンボンでの活用を目指し、以
降、他のタンボンへの普及を進める意向である。これらのタンボンが各県における参考事例とな
り、さらに長期的には、他のタンボンにおいてもモデルが活用され、高齢者対象の保健医療・福
祉サービスの質が向上し、より多くの高齢者が受益することが期待される。
モデルの有効性が対象地域において検証されたうえで国家高齢化対策委員会を含む中央の関係省
庁に対して提案されることにより、高齢化に関する政策を検討する際にモデルの内容が考慮され
る可能性があるほか、高齢化対策を課題とする多くの地方自治体に対する参考事例となることも
期待される。さらに、現時点において明確でないとされている高齢者対象の保健医療・福祉サー
ビスの内容や基準、連携体制が整備され、改善につながる可能性がある。

（5）自立発展性

本プロジェクトの自立発展性は高いと見込まれるが、モデルが本プロジェクトの対象地域以外でも広
く活用されるように配慮するなど、自立発展性を高める工夫が必要である。

保健省、社会開発・人間の安全保障省はいずれも各県に事務所を設置しており、モデルの策定お
よび実施にはこれら県レベルの事務所が関わる予定となっている。保健省は現時点でタンボンレ
ベルにおいてもサービスを提供できる機能5を有しており、社会開発・人間の安全保障省は、こ
の機能を活用することで、効率的に福祉サービス提供を強化していくことが期待されている。
本プロジェクトでは各対象地域でワーキングコミッティを形成し、高齢化に携わる計画、運営、
実施については各地域のコミッティが責任を有するようデザインされている。加えて、対象地域
が存在する県レベルではプロビンシャルコミッティ、村6レベルではコミュニティコミッティが
形成され、それぞれのコミッティが相互に協力する体制が築かれる。これらコミッティの活動は
プロジェクト終了後も自らで継続実施することになっており、自立存続性は高いと考えられる。
保健省、社会開発・人間の安全保障省の両省において、高齢化対策に関わる予算が継続的に増加
しており、高齢化対策を重視する政策と予算措置には一貫性が見られる。高齢者に対する保健医
療サービスの予算は2005年の約92億バーツから2007年には約128億バーツに増加している。
また、社会開発・人間の安全保障省の高齢者福祉に関する予算（経常費と事業費の総額）は
2003年の8.2百万バーツから2005年には67.7百万バーツ、2007年には85.3百万バーツに伸
びており、2008年予算は117百万バーツとなっている。
タイでは地方分権が進められており、地方自治体に割り当てられる予算や役割が増えつつあるも
のの、現時点では、地方分権のあり方を模索している段階にある。高齢者に対するサービスを国
と地方でどのように分担するかということについては、今後明確にする必要のある課題である
が、地方自治体の財政的・技術的キャパシティが急激に向上することは期待できない。モデル策
定の際には、地方自治体の財政基盤に配慮した現実的なモデルを策定し、低コストで実施できる
内容を検討するなど、多くの自治体で活用できるようなデザインとすることに留意する必要があ
る。
策定後のモデルが長期的に全国で活用されるための取り組みとして、保健省、社会開発・人間の
安全保障省では、モデル試行対象地域における経験を共有すべく、コミュニティ・郡・県・国の
レベルでのワークショップを開催することや他地域からの視察を実施することを計画しているほ
か、国および地方の各レベルにおける高齢化に関する政策にモデルを反映させていくことを考え
ている。このように、実施機関ではモデルの全国での活用に向けた取り組みを既に検討してお



り、プロジェクトの成果を長期的に活用したいという姿勢が見られる。
5 保健省は各地域でヘルスセンターやPCUと呼ばれる簡易な医療施設を有する。

6 地方行政における最も小さな単位。全国に71,864の村がある。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

タイの高齢者の約15％は貧困層に属すとされており、高齢化と貧困は密接に関係した問題であ
る。事前評価調査時に開催されたワークショップにおいても、経済的に困窮している高齢者が多
いという問題が指摘された。コミュニティにおいて提供する高齢者向け保健医療・福祉サービス
の内容や方法を検討する際には、経済的に厳しい状況に置かれている高齢者に対し、どのような
支援を行うべきか、また、そのような高齢者を誰がどのようにして見つけるのか等の観点からの
配慮が必要である。さらに、配偶者に先立たれた女性の高齢者の中には、職や技術を有しておら
ず、特に困窮しているケースも多いとされており、注意が必要である。
高齢化に伴い、身体的機能の低下や各種障害を生じる可能性が高くなり、高齢者の中に占める障
害者の割合は人口全体における割合に比して高いことが予測される。視覚や聴覚障害等により、
公的サービスに関する情報にアクセスするのが困難な場合や、認知症等により、情報の内容が理
解できない場合、さらに、物理的バリアのためにサービス提供施設にアクセスすることが困難な
場合等が想定される。保健省と社会開発・人間の安全保障省は、障害者の登録を協力して実施し
ており、県レベルの病院において診断と登録を行い、その記録が社会開発・人間の安全保障省の
データベースに統合され、地方レベルの行政機関において障害者に対するサービスの提供が行わ
れることとなっている。本プロジェクトにおいても、両省および地方レベルの行政機関のネット
ワークを活用するとともに、サービスへの情報面、物理面のアクセスを制限する要因を取り除く
工夫を行い、障害を有する高齢者が非障害者と同様に便益を受けるように配慮する必要がある。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

高齢者支援に関する協力実績は少なく、少数の集団研修以外には、「チリ国高齢者福祉行政プロジェ
クト（2004.10～2007.9）と「中国農村部社会養老保険制度の刷新と管理の規範化に関する研究開
発調査（2006～2008）」を実施しているのみである。これら二件の協力事業では、日本の高齢者福
祉や年金制度に関する政策や具体的な取り組みについて、それぞれの国にとって参考となると思われ
る事例の紹介や応用を模索している。いずれの分野も日本において未解決の課題が多く、日本が抱え
る課題や失敗を共有することも大切であると考えられる。本プロジェクトについても、日本の経験や
知識の中から、タイでの取り組みに参考になるものは何であるかを検討するとともに、タイから日本
が学ぶ姿勢を持つことも必要であろう。

8．今後の評価計画

中間評価：プロジェクト中間時期（2009年10月頃を予定時期とする。）
終了時評価：プロジェクト終了時の6ヶ月前（2011年5月頃を予定時期とする。）
事後評価：プロジェクト終了後3年目（2014～2015年頃を予定時期とする。）


