
 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 20 年 2 月 4日 

担当部：人間開発部 

１．案件名 

ネパール国学校保健・栄養改善プロジェクト 

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 

ネパール国（以下、「ネパール」と記す）の保健セクターでは、栄養不良に起因した子どもの

発育不良や公衆衛生上の問題による疾患等が深刻であり、これら子どもの健康状態は、学齢児

童の学校への出席、成績、進級にも悪影響を与えていることから、学校、行政、コミュニティ

間の協働による学校保健活動の強化を通じた学齢児童の健康状態の改善が求められている。 

本プロジェクトは、対象 2 郡において主要な学校保健関係者の学校保健に関する意識と実施

能力の向上、並びに学校における保健サービスの改善を通じて、主に初等教育レベルの学齢児

童の保健・栄養に関する態度や習慣の改善を図るとともに、本プロジェクト終了後も既存の「国

家学校保健・栄養戦略」に基づいた学校保健活動が継続・普及されていくよう保健人口省と教

育スポーツ省の実践的な体制の整備を目的とする。 

 

（２） 協力期間 

2008 年 4 月～2012 年 3 月（4年間） 

 

（３） 協力総額（日本側） 

 3.7 億円（概算） 

 

（４） 協力相手先機関 

ネパール保健人口省保健サービス局及び教育スポーツ省教育局 

 

（５） 国内協力機関 

 未定 

 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

1）直接裨益者 

a）中央レベル：保健人口省保健サービス局子ども健康課及び教育スポーツ省教育局管理課の

スタッフ 

b）郡レベル：プロジェクト対象郡（シンドゥパルチョーク郡及び他１郡*1）の保健事務所及

び教育事務所のスタッフ 

c）村落レベル：プロジェクト対象郡の小学生（49,889 人*2）、ノン･フォーマル学級に通う児



童（プロジェクト開始後ベースライン調査でその人数を確認予定）、教員等

学校関係者（1,365 人*3）、保健医療施設の保健スタッフ（920 人*4） 

 

2）間接裨益者 

全国の小学生（4,418,713 人*5） 

 

*1 他 1郡については、先方政府と協議の結果、パルパ郡、シャンジャ郡、パルバット郡の中から R/D 署名までに選定する。

*2 シンドゥパルチョーク郡内の正規の小学校に通う学童数（2007 年教育スポーツ省統計） 

*3 シンドゥパルチョーク郡内の正規の小学校教諭数（2007 年教育スポーツ省統計） 

*4 シンドゥパルチョーク郡内の医師、看護師、その他保健スタッフ、女性コミュニティ保健ボランティアの人数（2005 年 DHS/

保健省 District Profiles） 

*5 国内の正規の小学校に通う学童数（2007 年教育スポーツ省統計） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ネパール国は人口約 2 千 8 百万人を有するが、人口の 31％が貧困層で占められるなど南西ア

ジア地域で最も所得水準の低い後発途上国である。乳幼児死亡率は 56（対 1000）、妊産婦死亡

率は 740（対 10 万）、女性の成人非識字率は 65％と依然として高い。栄養不良（女学生の鉄分

欠乏症貧血率 64％、潜在的ビタミン A欠乏率 32％、潜在的ヨード欠乏率 39％）に起因して、発

育不良や甲状腺腫を患う子どもが多く見られ、公衆衛生上の問題による慢性下痢疾患も深刻で

ある（思春期女性の腸管寄生虫有体率 40％）。 

これらの問題に対してネパール国保健人口省は、保健・栄養上の様々な対策を講じてきたが

（ビタミン A配布、鉄分補給、寄生虫駆除等）、乳幼児や妊産婦への対策の優先度が高く、学齢

児童の保健と栄養の改善は後回しになっていた。教育セクターでは、国家開発計画の一環で、

学校数を増やし、初等教育の就学率が 80%を超えているが、初等教育レベルの中退率は 21％と

高いままであるなど課題を残しており、この課題を解決していくためには学童の健康・栄養、

性別やカーストによる差別を含めた教育の質の改善が必要となっている。 

 このような状況下、ネパール政府は 2006 年 6 月 FRESH*1を基に、国際機関、政府援助機関、

国際 NGO 等の支援を得て、「国家学校保健・栄養戦略」を作成・発表した。同戦略は、”Education 

for All”と “Health for All”のふたつの大きな目標を同時に達成できるアプローチとして

位置付けられ、保健人口省と教育スポーツ省の二省が署名したものであり、以下 4 つの戦略目

標を掲げている。 

１）学校保健・栄養サービス利用の改善 

２）学校保健環境改善 

３）保健・栄養に関する態度や習慣の改善 

４）地域社会の支援システムと政策的環境の強化・向上 

しかしながら、「国家学校保健・栄養戦略」が発表されたものの、同戦略を実践に移すための体

制が整っておらず、本格的な取り組みが遅れているのが現状である。 



 

*1 FRESH: UNICEF、WHO、WB が連携して提唱する包括的学校保健の枠組み（Focusing Resources on Effective School Health）

 

（２） 学校保健分野に関する他ドナーの協力 

 UNICEF は、15 郡の村落レベルを対象に、子どもの初等教育就学、保健サービスへのアクセス、

妊産婦ケア、衛生環境等の改善を目的として、「子どもと女性のための地方分権化行動（DACAW）

プログラム」を展開しており、村落レベルに配置された村落ファシリテーターとコミュニティ

代表者が協働で、地域住民の健康を含めた様々な問題に関する現状分析と解決に向けた住民自

身のエンパワメント強化を支援している。WFP は、西部及び中西部の 11 郡を中心に“Education 

for All”を目的として学校給食プログラムを支援し、栄養素の高い食物の調達と配布を行って

いる。 

 また、国際 NGO の中では、“Save the Children USA”が平野部のカイラリ郡、カンチャンプ

ール郡、シラハ郡の 6歳から 18 歳までの子どもを対象に、寄生虫駆除、ビタミン A等微量栄養

素の配布、健康診断、教員への研修、トイレ建設、小学校運営委員会（SMC）のキャパシティデ

ィベロプメントなどの活動を支援し、“Helen Keller International”がカイラリ郡とカンチャ

ンプール郡の子どもと母親を対象に、トラコーマ病に関する知識の向上、学校と家庭における

水へのアクセスの向上やトイレ建設の促進を支援している。 

 ネパールでは、このように国連機関や国際 NGO によって個々に学校保健に関連したプロジェ

クトが実施されてきたものの、政府として戦略的に学校保健の推進を図ってきたとは言いがた

く、また各プロジェクトの知見や経験の蓄積と関係者間での共有も十分に行われていないのが

現状である。 

 

（３） 学校保健分野に関する日本のこれまでの協力 

 JICA は 1992 年から 2004 年まで日本医師会との連携で個別専門家を派遣し「学校・地域保健

プロジェクト」を支援した。また、我が国は、2003 年から 2005 年まで、無償資金協力「『万人

のための教育』支援のための小学校建設計画」を実施し、本プロジェクトの対象郡の一つでも

あるシンドゥパルチョーク郡において学校の校舎、トイレ、リソースセンター等の建設及び改

築のために必要な資機材を供与した。 

 近年、JICA は技術協力プロジェクト「子どものためのコミュニティ主体型ノンフォーマル教

育（2004‐2009）」、草の根技術協力事業「公立小学校教育向上計画（2003‐2006）」並びに「保

健行政システムのキャパシティ・ビルディングによるネパールの女性と子どもの栄養改善計画

（2006-2009）」を実施するとともに、技術協力プロジェクト「学校運営改善支援プロジェクト

（2008 年開始予定）」及び無償資金協力「第二次『万人のための教育』支援のための小学校建設

計画」を実施する予定（2008 年開始予定）である。 

 なお、上述した「学校・地域保健プロジェクト」では、カブレパランチョーク郡の 1 市・17

村落の学校の水場やトイレの改築、学童の保健知識の向上、学校・家庭・地域における保健衛

生改善に向けた住民参加型活動の支援を行い一定の成果が達成されたが、中央関係省庁を巻き

込んだ学校保健に関する制度づくり、他地域へ展開していく取組みなどが今後の課題となって



いる。本プロジェクトでは、これらの経験を踏まえ、保健人口省と教育スポーツ省において「国

家学校保健・栄養戦略」実施のための実践的な体制が整備されるよう支援するとともに、対象 2

郡において費用対効果の高い学校保健サービスモデルを開発し、そのモデルの全国展開への準

備も視野に入れて他ドナーを含め関係者と広く情報交換することなどを計画している。 

 

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 

a）プロジェクト目標 

・ターゲット郡において、学齢児童（初等教育レベル）の健康と栄養状態が改善する。 

・保健人口省と教育スポーツ省によって、「国家学校保健・栄養戦略」実施のための実践的な

体制が整備される。 

b）指標・目標値 

・ターゲット郡の学齢児童の栄養不良と慢性的下痢の減少 

・ターゲット郡の学童の早退、遅刻、欠席の減少 

・ターゲット郡の学童の中退率の減少 

・ターゲット郡の社会的に脆弱な立場に置かれている学童に対する他の学童の態度の改善 

・学校保健活動を含む学校改善計画（SIP）や村落教育計画（VEP）の増加 

（可能な限り性、民族、カースト別のデータを集計する） 

 

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 

a）上位目標 

・ネパールの学齢児童（初等教育レベル）の健康と栄養状態が改善する。 

b）指標・目標値 

・ネパールの学齢児童の栄養不良の減少 

・ ネパールの学童の中退率の減少 

（可能な限り性、民族、カースト別のデータを集計する） 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

   [活動] 

0-1 以下の委員会を設置する。 

・郡学校保健・栄養調整委員会 

・学校保健・栄養委員会 

0-2 各郡の郡保健事務所、郡教育事務所、郡開発委員会（DDC）、村落開発委員会（VDC）、

学校にフォーカルパーソンを指名する。 

１）成果１ 

学校保健指導パッケージを使い、学校保健・栄養の指導法が改善される。 



   [活動] 

1-1 ネパールにおいて現在入手可能な保健・栄養教材をレビューする。 

1-2 以下の 2-1,2-2,2-3 及び 3の活動をレビューし、TOT(Training of Trainers)や他の

保健・栄養教育の研修のためのマニュアルとガイドラインを開発する。 

 ２）成果２ 

主要な学校保健関係者の学校保健に関する意識と実行能力が高まる。 

 [活動] 

2-1 主要な学校保健関係者の研修のための TOT を適切な対象者（学校のリソースパーソ

ン等）に対して行う。 

2-2 TOT 研修修了者がカスケード方式で、教師/ファシリテーターに対して研修を行う。

2-3 保健サービス提供者との協力で、教師/ファシリテーターを対象に、保健分野の新し

い情報とサービスを提供するためのフォローアップ研修を行う。 

2-4 郡学校保健・栄養調整委員会による学齢期の子どもと地域住民を対象とした保健・栄

養に関する啓発キャンペーンの計画と実施の支援を行う。 

 ３）成果３ 

学校における保健サービスが改善される。 

[活動] 

3-1 学校における保健サービスのミニマムパッケージを用意する。 

3-2 郡学校保健・栄養調整委員会が学校保健サービスを実施するためのアクションプラ

ンを策定し、実行するのを支援する。 

3-3 郡のプロジェクト対象校が、地域の保健施設と共同で身体測定、寄生虫駆除、破傷

風予防注射、鉄分投与などの学校保健サービスを実施するのを支援する。 

3-4 3-3 で実施する学校保健サービスを通して得るデータが、郡レベル及び学校レベル

で収集・記録されるよう支援する。 

 ４）成果４ 

学校保健活動を通して、学齢児童の保健・栄養に関する知識が向上し、態度や習慣が改

善する。 

 [活動] 

4-1 学校運営委員会または学校保健・栄養委員会がコミュニティレベルで教育･保健の行

政担当者、リソースパーソン、教師、保健サービス提供者、コミュニティ組織など

の関係者を巻き込んだワークショップを開催し、コミュニティの保健･栄養活動のア

クションプランを作成することを支援する。 

4-2 指導マニュアルを使った保健授業の実施を支援する。 

4-3 教師、学童、コミュニティ組織との協力で、学校衛生環境の改善を支援する。 

4-4 子どもクラブの活動促進を支援する。 

 ５）成果５ 

「国家学校保健・栄養戦略」に基づいたアクションプランが、学校と地域の関係者の協

力のもと、郡の関連機関によって体系的に実行・促進される。 



 [活動] 

5-1 ターゲット郡の中で、以下の３つのグループを選ぶ。 

     ・グループ A：モデル開発対象校 

     ・グループ B：モデル普及対象校 

     ・グループ C：正規学校にアクセスできない遠隔地域（ノン・フォーマル学級を含む）

   5-2 学校保健活動を実施するにあたっての可能性と課題を知るためのベースライン調査

を実施する。 

   5-3 学校保健関係者によるワークショップを通して、学校保健活動の実施のためのアク

ションプランを策定する。 

   5-4 学校保健活動の実施を支援する。 

   5-5 学校保健活動のモニタリングツールを開発する。 

     5-6 学校運営委員会、学校保健・栄養委員会による学校保健サービスパッケージを含む

学校保健活動をレビューする。 

     5-7 身体検査のデータを収集し、分析する。 

   5-8 5-6 のレビューに基づき、学校保健活動を含めた学校改善計画（SIP）を策定するよ

う支援する。 

６）成果６ 

国家学校保健・栄養アドバイザリー委員会の指導のもと、「国家学校保健・栄養戦略」に

基づいた実践的なモデルが作られ、その普及のための計画が中央レベルで作成される。

 [活動] 

6-1 ワークショップなどを通じて「国家学校保健・栄養戦略」を広め、州・郡事務所に対して技

術的支援をする。 

6-2 学校保健・栄養改善に関する国際 NGO やローカル NGO などの優れた実践例をレビュー

し、プロジェクトの学校保健・栄養改善活動に反映させる。 

6-3 学校保健指導パッケージを含む既存の学校保健・栄養改善に関する活動を、全国普及に

向けてレビューする。 

6-4 「国家学校保健・栄養戦略」のガイドライン草案をレビューし、プロジェクトや他の開発パー

トナーによる実践的な学校保健・栄養改善活動の経験を基に、修正案を提示する。 

6-5 上記 6-2,3,4 のレビューから得た教訓を、実践的モデルとマニュアルに反映する。 

6-6 実践的モデルを他郡に拡大するためのアクションプランを立てる。 

6-7 学校保健･栄養活動を他郡および他の開発パートナーに普及するためのワークショップを

開催する。 

７）上記成果１～６の指標 

・研修を受けた関係者の数 

   ・研修を受けた関係者の研修前後の知識・技術レベルの比較 

   ・出席簿の記録が改善した学校の数 

   ・手洗い実行を進めている学校の数の増加 

   ・毎日の清掃を実践している学校の数の増加 



・地域の保健施設との協力で保健教育・身体検査を実践している学校の数 

 ・地域と学校の協力で保健キャンペーンを実施している学校の数の増加 

   ・安全な飲料水のある学校の増加 

   ・学校でおやつ（昼食）を食べる子どもの増加 

（可能な限り性、民族、カースト別のデータを集計） 

 

（３） 投入（インプット） 

１）日本側（総額 約 3.7 億円：概算） 

a）専門家派遣 

・長期専門家：チーフアドバイザー、業務調整 

   ・短期専門家：学校保健、研修計画、教材開発、住民参加ほか 

b）供与教材（研修用機材、車輌ほか） 

c）カウンターパート研修（本邦研修、技術交換） 

d） 在外事業強化費（研修実施経費、現地コンサルタント活用費ほか） 

２）ネパール側 

  a）カウンターパート人件費 

  b）ワクチンを含む学校での集団予防接種にかかる経費、IEC 教材、ヨード塩測定器 

  c）プロジェクト事務所スペース、事務所維持費（電気代・水道代等） 

  d）その他プロジェクト活動経費 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

 １）上位目標達成のための外部条件 

a）ネパール政府が「国家学校保健・栄養戦略」の継続的な実施を担保する。 

 ２）プロジェクト目標達成のための外部条件 

a）治安が悪化しない。 

b）政治的・経済的の混乱により、「国家学校保健・栄養戦略」の実施に必要な予算や人事

配置の減少が起らない。 

 ３）成果達成のための外部条件 

a）対象郡において治安が悪化しない。 

b）大きな自然災害が起らない。 

c）政治的・経済的の混乱により、「国家学校保健・栄養戦略」の実施に必要な予算や人事

配置の減少が起らない。 

d）プロジェクトのカウンターパートスタッフが頻繁に変わらない。 

 ４）プロジェクト実施のための前提条件 

a）国家学校保健・栄養アドバイザリー委員会が設置される。 

b）対象郡において治安が悪化しない。 



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できる。 

１）ネパール国の国家政策との整合性 

本プロジェクトは 2006 年に保健人口省と教育スポーツ省が共同で採択した「国家学校

保健・栄養戦略」に沿い、その実践の体制作りに協力するものであり、ネパール国の国

家政策と整合している。保健人口省では予防接種、寄生虫駆除、女児対象の鉄剤投与な

どの分野で学校での保健サービスを一部開始し、教育スポーツ省は「Education for 

All(EFA）プログラム(2004‐2009)」で就学率の向上、退学率減少に力を入れている。学

校保健分野は両省の目的が一致しており、本プロジェクトを通じて両省のそれぞれの活

動について相乗効果が上がることが期待される。 

２）我が国の援助政策との整合性 

日本の対ネパール国別援助計画の重点分野の一つに保健分野を含む社会開発分野への

支援があげられている。JICA の対ネパール国別事業実施計画においても、社会サービス

の充実と住民のエンパワメントを通じた国民生活の改善が援助重点分野の一つとして掲

げられている。中でも本プロジェクトは「人々の健康促進」プログラムに直接貢献する

のみでなく、「公平で質の高い教育機会の普及」プログラム及び「女性・社会的弱者エン

パワメント」プログラムへも貢献し得ることから、日本の援助政策と合致している。 

３）対象地域のニーズから見た妥当性 

本プロジェクトのターゲット郡であるシンドゥパルチョーク郡は中部山岳地域の中で

退学率などの教育指標が最も悪く、女児の人身売買が多い貧困地域である。また同郡は、

2003 年～2006 年に無償資金協力の「『万人のための教育』支援のための小学校建設計画」

が行われた郡であり、特に女児が学校生活を快適に過ごすために重要なトイレの建設の

ための資機材が供与された。また、近隣の郡（ダディン郡、ラスワ郡）では「小学校運

営改善支援プロジェクト」が開始の予定である。これらのプロジェクトとの連携による

相乗効果も期待できる。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。 

１）プロジェクト目標と成果の関係 

本プロジェクトの実施により、学校における保健・栄養の指導法が改善され（成果１）、

主要な学校保健関係者の学校保健・栄養に関する意識と実行能力が高まり（成果２）、学

校における保健サービスが改善され（成果３）、子どもたちの保健・栄養・衛生に関する

知識が向上し、態度や習慣が改善され（成果４）、さらに郡レベルにおけるアクションプ

ランが学校と地域の協力のもと体系的に実行・推進される（成果５）ことで、プロジェ

クト目標であるターゲット郡の学齢児童の健康と栄養が改善されるという目標が達成さ



れる見込みである。更に中央では、「国家学校保健・栄養戦略」に沿った実践的なモデル

が作られ、その普及のためのアクションプランが作られる（成果６）。これにより保健人

口省と教育スポーツ省によって「国家学校保健・栄養戦略」実践のための体制が整備さ

れるという目標の達成に貢献することが見込まれる。 

２）プロジェクト目標の達成可能性 

「国家学校保健・栄養戦略」で設置を計画している「国家学校保健・栄養アドバイザ

リー委員会」は、同委員会の構成メンバーが確定し、その設置について中央省庁内で承

認の手続きが済んでいる。また本プロジェクトでは、保健人口省と教育スポーツ省から

それぞれ１名ずつプロジェクトダイレクター及びプロジェクトマネージャーに任命する

ことが合意された。本プロジェクト開始後は、保健人口省からは本プロジェクトのため

の職員一名が追加で配置され、「国家学校保健・栄養アドバイザリー委員会」の下に事務

局も設置される予定であるなどネパール側の本プロジェクトの実施体制が整いつつあ

る。 

しかしながら、保健人口省も教育スポーツ省も学校保健・栄養改善分野の重要性を認

識しつつも、他に様々なプログラムと業務を抱え、すでに人手と時間が足りていないと

いう現実もある。また、ネパールでは制憲議会選挙が 2008 年 4 月、それに続いて国政地

方選挙が行われる予定であるが、政治的に不安定で先行きも不透明な状況にある。情勢

の変化に伴い、プロジェクト目標達成のための活動の見直しなど柔軟な対応を迫られる

可能性がある。 

 

（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見込まれる。 

１）既存の郡の体制、制度、サービスの活用 

本プロジェクトは、郡教育事務所のリソースセンター、各学校の学校運営委員会（SMC）、

郡保健事務所のヘルスポスト、サブヘルスポストなどの既存の郡の体制および制度を活

用する。保健人口省は、寄生虫駆除、予防接種、鉄剤投与などの投入を学校保健サービ

スの一環として本格的に実施する意向であり、これらの投入については日本側の負担の

必要がない。さらに、無償資金協力の「『万人のための教育』支援のための小学校建設計

画」で建設されたトイレのある学校では、そのメンテナンスや公衆衛生教育という側面

から本プロジェクトの中でフォローアップすることで無償資金協力と技術協力プロジェ

クト間で相乗効果をあげることも可能である。 

２）既存の教材・ガイドラインの活用 

学校においては保健や栄養に関する授業が既にカリキュラムの中にある。また、これ

までに国際 NGO 等が開発した指導法や教材も多種存在する。本プロジェクトはこれらの

既存のテキストやガイドラインをレビューした上で、教材及び指導法に関する指導パッ

ケージを作成し活用する計画である。 

３）他ドナー・国際 NGO との連携・協調 

ネパールにおいては、これまでにも国連機関や国際 NGO が学校及び地域において様々



な学校保健・栄養分野に関連したプロジェクトを実施してきており、多くの知見や経験、

データが蓄積されている。本プロジェクトは、「国家学校保健・栄養戦略」実践のための

実施体制の強化を図るべく、他ドナー・国際 NGO の経験・データの活用、情報共有を通

じた投入の重複の回避、協調または連携を通じた相乗効果を視野に入れている 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。 

１）上位目標達成に貢献するプラスのインパクト 

本プロジェクトの上位目標は「学齢児童の健康と栄養状態が改善する」である。本プ

ロジェクトは対象２郡において学齢児童の健康と栄養の改善を目標としつつ、中央レベ

ルで保健人口省と教育スポーツ省による「国家学校保健・栄養戦略」実践のための実施

体制も目指していることから、プロジェクト終了後もネパール国政府が「国家学校保健・

栄養戦略」を継続的に実践するならば、上位目標の達成が期待できる。 

２）上位目標達成に影響を与えるマイナスのインパクト 

ネパールは政治的に不安定な状況が続いている。2007 年 12 月には暫定議会が第 3次暫

定憲法改正を可決し、連邦共和国となることを宣言したばかりである。こうした国の体

制の変化、選挙、地方分権化の動きは郡やコミュニティにおける活動にも影響を及ぼし、

郡開発事務所、郡教育事務所、郡保健事務所、村落開発委員会等の諸機関の役割分担の

変化もあり得る。こうした要因が本プロジェクトの上位目標の達成に少なからず影響を

与えると予想される。 

 

（５）自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は比較的高いと予測されるが、それを確実にするため下記留意

点に配慮する必要がある。 

１）組織・制度面 

本プロジェクトでは、保健人口省と教育スポーツ省がすでに設置を計画している「国

家学校保健・栄養アドバイザリー委員会」及び郡レベルにおいても同様に設置が計画さ

れている「郡学校保健・栄養調整委員会」の実施体制能力の強化を行う。 

しかしながら、中央・郡双方のレベルにおいて、現時点で担当行政官の人員体制は弱

く、本プロジェクトの計画通りにカウンターパートが時間を割くことができるかが課題

となることが予想される。 

２）技術面 

本プロジェクトは、可能な限り多くの現地関係者に対して、参加型の研修やワークシ

ョップを行い、研修・ワークショップ参加者が、知識と意識の向上を基に、計画・モニ

タリングを主体的に実施できるよう支援する。また、「学校保健・栄養委員会」が主体と

なって学校を支援し、学齢児童が家庭やコミュニティで保健活動を行う（子どもクラブ

活動など）等の住民参加の活動が含まれている。これらの活動の成果は短期間では現れ

にくいが、日常生活の中で学齢児童を始めとした地域住民全体の衛生や栄養に関する姿



勢や行動が生涯にわたって変わっていくことが期待される。 

３）財政面 

本プロジェクトは既存のリソースを活用した低コストで有効なモデルを開発し、将来

的には全国普及を視野に入れているが、ネパール国政府独自の保健予算が限られている

ため、いかに予算（ドナーの資金を含める）を確保して、学校保健活動を継続するかが

課題である。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本案件の裨益対象者は、正規の学校に通う学童のみではなく、貧困等の原因から正規教育に

アクセスできずノン･フォーマル学級(Alternative School)に通う子どもも含めている。また、

対象校を３グループに分け、貧困地域・遠隔地域の学校を優先するためのグループ C（正規校に

アクセス困難な遠隔地域）を設けている。プロジェクトでは、研修、教材内容における社会・

ジェンダー配慮をプロジェクト戦略に含めるとともに、指標となる諸データの集計においても、

可能な限りジェンダー、民族、カーストを区別した数値を用いる。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

1992 年から 12 年間行われた JICA と日本医師会との連携による「学校・地域保健プロジェク

トは、その中間点で行われた外部委託調査報告書などによると、プロジェクト後半においてロ

ーカル NGO や住民グループ等現地リソースを活用し、効率性と自立発展性の改善を図ったとさ

れている。更に同報告書は、保健人口省と教育スポーツ省の連携・協働の重要性を指摘してい

る。本プロジェクトは、中央、郡、学校（地域）などの既存の制度や体制を活用することによ

り効率性と自立発展性を高めるとともに、保健人口省と教育スポーツ省の両省をカウンターパ

ートにすることによって、2省庁の連携と協働がその基本となるように設計されており、過去の

類似プロジェクトからの教訓を積極的に活用している。 

８．今後の評価計画 

（１）中間評価：2009 年 4 月頃 

（２）終了時評価：2011 年 10 月頃 
 


