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Ⅰ 案件概要 

国名 中華人民共和国 

事業期間 2004 年 7 月～2006 年 1月 

実施機関 中華人民共和国 国家人口・計画生育委員会 

事業費 E/N 限度額:279 百万円 供与額:265 百万円 

施工・調達 (調達)丸紅株式会社 
案件従事者 

コンサルタント インテムコンサルティング株式会社 

基本設計調査 2004 年 1 月 04 日～1月 21 日 

関連案件 
中華人民共和国中西部リプロダクティブヘルス・家庭保健サービス提供能力強化プロジェクト(技術協力
プロジェクト) 

事業背景 

中国政府が従来の人口抑制に主眼を置いた管理・監督的な政策から、住民の健康的な生活の質の向上を重
視する方針へと転換する状況にある中で、財団法人家族計画国際協力財団が提唱する「インテグレーショ
ンプロジェクト」(IP)が導入されるようになった。これは、衛生改善などリプロダクティブヘルス(性と
生殖に関する健康)に関連するプロジェクトや人材、手法等を広く統合し、住民の意識を向上させること
により、住民による自発的な家族計画に結び付けようとするものである。中国政府は、同プロジェクト推
進に必要な人材育成のため、太倉市に「中国リプロダクティブヘルス家庭保健研修センター」(以下「CTC」)
の建築を計画した。但し、財政的な問題から、適切な機材などの調達が困難だったため、日本政府に研修
用機材等の調達に関して無償資金協力の要請を行った。 

事業目的 
中西部地域を中心とした全国 IP 地区の IP 活動要員を養成、再訓練するため、新センターにおける研修用
機材を調達する。 

アウトプット 
(日本側) 

1.江蘇州太倉市のリプロダクティブヘルス・家庭保健研修センターに設置するための実習用医療機材 
講堂用視聴覚機材(プロジェクター、スクリーン、音響機器など)、国際交流室用視聴覚機材(プロジェク
ター、スクリーン、音響機器など)、閲覧室用視聴覚機材(VTR、TV、ブースなど)、コンピュータ訓練用情
報機材(PC、プロジェクター、プリンターなど)、教材作成用機材(ビデオ編集用機器、印刷機、コピー機
など)、実習用機材(人体模型、食品模型など)、児童保健実習用診療機材(児童体重・身長検査機材、弱視
鏡、検眼鏡など)、児童保健用視聴覚機材(VTR、TV など)、婦人保健実習用機材(婦人科検診台、胎児監視
装置、血圧計など)、婦人保健用視聴覚機材(VTR、TV など)、画像診断実習用検査機材(超音波断層装置、
赤外線乳腺検査装置など)、老年保健と男性生殖保健実習用診療機材(血圧計、牽引ベッド、心電計など)、
X 線撮影実習用機材(一般 X 線沿撮影装置、自動現像器など)、生殖保健手術実習用診療機材(婦人万能手
術台、無衛灯、ヒステロスコープなど)、検査実習用機材(全自動生化学分析装置、ELISA システムなど)、
車両(胸部 X線検診車、ミニバス、マイクロバス)、補助設備(オートクレーブ) 
2.鎮サービス所(4 ヵ所:沙渓鎮家庭保健サービス所、浮橋鎮家庭保健サービス所、瀏河鎮家保健サービス
所、璜泾鎮家庭保健サービス所)に設置するための機材 
児童体重・身長等検査機材、小児血圧計、婦人科診察台、顕微鏡、血圧計、携帯式超音波診断装置、赤外
線乳腺検査装置、胎児ドップラー、心電計 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

 本事業の中国側の政策及びニーズ並びにわが国の援助政策との妥当性は高い。中国側による機材設置対象施設(CTC)の建設
地の変更と運営体制の形成による事業期間の変更が生じたものの、必要な期間変更であり、効率的に進められたといえる。
有効性については、得られた数値データから推考すると、定量的効果指標は目標年次には達成されなかった可能性が高い。
他方、間接的効果は限定的ではあるが発現しているといえる。体制、技術、財務、および維持管理状況から見ても、懸念材
料は見られず、持続性も高いといえる。 
<評価の制約> 
 本事業は、基本設計調査時と事業実施時では、先方負担で建設された CTC の施設規模とその運営体制に大きな変更が生じ
た。本評価に使用している計画時の目標値と実績値の乖離はこの変更に起因するものと考えられ、効率性及び有効性の評価
においてはこの点に留意する必要がある。 

 
1 妥当性 

1.中国開発政策との整合性 
 2000 年に中国政府が発表した「中国 21 世紀の人口と発展」白書において、①母子保健の発展を通じた女性と児童の健康水
準の向上、リプロダクティブヘルスの強化を通じた育児方法の改善、②農村での健康教育活動の実施を通じた農民の健康意
識改革、③住民の年代(思春期、妊娠期、周産期、更年期、高齢期)に応じた健康サービスの強化を通じた生活の質の向上、
に努めることが明記されている。また、2002 年施行の「人口及び家族計画法」では、国家人口計画生育委員会(以下、人口
計生委)の業務が、家族計画から思春期教育に至るリプロダクティブヘルス、STI/AIDS 予防、家族計画奨励のための社会保
障業務へと拡大された。更に、第 11 次 5 ヵ年計画(2006～2010)においても母子保健サービスの強化、地域保健サービス展
開促進、保健・医療サービス提供システムの改善が謳われていることから、実施期間中、本事業は一貫して中国開発政策と
の整合性を有していたといえる。 
2.中国開発ニーズとの整合性 
 計画時、中国では、家族計画・母子保健・寄生虫予防・栄養改善等を包括的に含む健康推進サービス活動が推進されてい
たが、経済発展の立ち遅れた中西部地域での活動は限定的であり、特に貧困地域の住民に対する基礎的なサービスの提供や、



健康教育を通じて衛生環境や健康状態を改善させることが急務となっていた。これら地域において包括的な家庭保健サービ
ス提供に従事する家族計画部門のスタッフの育成と、サービスを提供する拠点となる家庭保健サービスセンターの強化が必
要であった。 
 事後評価時においても、HIV 等の感染症の蔓延、流動人口の増加、急速な高齢化等、近年新たに浮上してきた問題を含めて、
家庭保健サービス提供機関が果たす役割は大きく、ニーズは高い。よって、本事業は計画時、及び事後評価時において、中
国の開発ニーズと整合しているといえる。 
3.日本の援助政策との整合性 
 わが国の「対中国経済協力計画」(2001 年)では、中国内陸部の民生向上や社会開発、人材育成、制度作り、技術移転など
を重点分野としている。中でも「貧困克服のための支援」として、貧困層を対象とした草の根レベルの保健・教育分野の支
援、貧困人口を多く抱える地域の民生向上に向けた協力が挙げられている。更に、「環境問題など地球的規模の問題に対処
するための協力」として、感染症対策(HIV/AIDS、結核)を重点分野として挙げていることから、本事業はわが国の援助政策
との整合性を有するものであったといえる。 
 以上より、本事業は中国の開発政策、開発ニーズ及び日本の援助政策と十分に合致している。 

2 効率性 

1.アウトプット 
 日本側のアウトプットは概ね計画どおりであった。 
 中国側の責任で実施された CTC の建設については、大幅に設計規模が拡大され、建設地も変更されたが、完工時期に遅れ
はなかった。(本事業コンサルタント提供情報)。 
2.事業期間 
 計画事業期間約 12 ヵ月のところ、実際の事業期間は 19 ヵ月であった(計画比 158%)。本事業を実施したコンサルタントに
よれば、本事業の供与機材の搬入時期の計画時と実績との差異は、CTC のオペレーション体制の形成状況を確認しつつ、搬
入時期を調整した結果とのことである。 
3.事業費 
 事業の計画額 279 百万円に対し、実績額は 265 百万円で(計画比 95%)で実施された。 
 以上により、本事業は事業期間に一部変更が見られるものの、アウトプットの発現に必要な変更であり、適切なインプッ
トが効率的に行われたといえる。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
 本事業計画時に設定された定量的効果に関する指標は、CTC における研修の設置コース数(27 コース/年)と、研修参加者数
(1,780 名/年)であり、目標年次は 2006 年であった。今回の調査ではこれに関する数値データは得られなかった。参照でき
る実績値として、JICA 技術協力プロジェクトにより 2007 年に実施された研修が 10 コース、参加者 231 名であり、2005 年
10 月～2007 年 9 月(約 2 年間)に実施されたその他研修が 18 コース、参加者数 956 名+α*である(関連する技術協力プロジ
ェクト「中間評価報告書」)。 
 単純に比較検討することは出来ないが、目標年度において目標値は達成されていない可能性が高いといえる。 
 目標が達成されなかった一因として、本事業計画時に想定されていた、太倉市家庭保健サービスセンター(研修センターを
併設)と太倉市母子保健サービスセンターの統合(CTC として統合)が実現せず、計画されていた臨床・技術部門が設置されな
かったことが考えられる。 
 供与機材の使用状況については、CTC に設置された機材および鎮サービス所に設置された機材について、使用頻度は概ね高
いとの回答を得た(実施機関からの回答)。他方、一部機材については、使用頻度が高いとは言えないものも見受けられる(例:
教材作成用機材等は、ニーズが高くないため使用頻度は低い)(実施機関からの回答)。 
*1 コースについて参加者数が不明。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 想定された間接的効果の 1 つは、「中西部地域を中心とする IP 実施地域の IP 要員の質が向上し、この地域における IP 活
動が活性化・質が向上する」であった。定量的な判断は困難であるが、CTC によれば、実施された研修・訓練を通じて中西
部地域の家庭保健サービス機関の技術と能力が大幅に向上したとのことである。また、もう一つの指標、「IP 実施地域にお
ける保健医療レベルの向上」について、中西部地域 7省(山西、江西、河南、湖南、重慶、雲南、甘粛)**の母子保健に関す
る項目を調査した結果、妊産婦死亡率や周産期死亡率(胎児や新生児の死亡率)、性病の罹患率について改善している傾向が
見られた。よって、技術協力プロジェクトを含めた、その他の要因との相乗効果により、一定程度の効果が発現していると
評価できる。 
本事業実施に関する住民移転・用地取得については、中国側の責任で実施された当初の CTC 建設の建設予定地には不法居
住者がおり、彼らの移転手続き後に建設工事を開始する計画となっていた。しかし、中国側の意向で CTC 施設の建設規模拡
大が決まったため、B/D 後に別の用地が確保された。同用地には居住者はなく、結果的には本事業に関し問題は生じていな
い(本事業に従事したコンサルタントへのヒアリング)。 
 その他、マイナスのインパクトについての報告はされていない。 
**関連する JICA 技術協力プロジェクト「中西部リプロダクティブヘルス・家庭保健サービス提供能力強化プロジェクト」
のモデル地域の一部 
 以上より、本事業の実施により期待された目標の達成度は限定的であったが、一部効果の発現が見られる。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 CTC からの回答によれば、CTC は国家人口計画生育委員会を上部組織とし、CTC の方針は、中央、江蘇省、蘇州市、太倉市、
の各レベルの人口計画生育委員会の代表者と太倉市政府の代表者で構成される委員会で決定される。研修や実習、保健技術
等については、太倉市家庭保健サービスセンター他、国家人口計画生育委員会の関連組織、関連研究所、大学等、多方面か
らの協力を得ていることから、運営維持管理体制は十分に確立しているといえる(実施機関からの回答)。 
2.運営維持管理の技術 
 機材管理に関しては、各機材の維持・管理担当者が管理を行っている(実施機関からの回答)。他方、供与機材は、アフタ
ーケア体制を確保するために、出来るだけ中国国内に代理店を持つ機器メーカーの機材を選定したが、故障した際の中国国



内の代理店の保守・修理技術レベルは十分でないとのことである(実施機関からの回答)。また、研修の運営と実施に関する
人材については、専門家による研修や、内部での学習活動を通じて育成に努めている(実施機関からの回答)。 
3.運営維持管理の財務 
 CTC の運営維持管理コストは、政府からの支給と研修による収入により賄われている。内訳に関する詳細な資料は得られな
かったが、2006 年以降、十分な資金を得ているとの回答があった(実施機関からの回答)。他方、収入総額に占める研修によ
る収入(自己収入)の割合は、2007 年度、2008 年度は約 66％程度に達したが、2009 年度は減少傾向にあり、2010 年度は 45％
まで低下する見込みである(収入総額も 2010 年は 2008 年の 6 割程度の見込み)(実施機関からの回答)。何れにしても、CTC
は国家人口計画生育委員会下の組織に位置づけられていることから、必要な予算措置が継続してとられていくものと考えら
れる。 
4.運営維持管理状況 
 供与機材については、太倉市の技術監督局が定期的な検査を実施している他、CTC においても毎年一度、全ての機材点検を
実施している(実施機関からの回答)。昨年実施された JICA 中華人民共和国事務所の調査でも、「管理状況は良好」と評価さ
れており(「事業完了時資料」)、維持管理状況に問題は無いと判断できる。また、CTC における研修状況についても、近年
では国連人口基金(UNFPA)、中国紅十字基金などの他ドナーや、商務部、省人口計画生育委員会など政府機関の協力による
研修やセミナー、国際会議等、活発に開催されていることから(実施機関からの回答)、今後も本事業の効果は継続されてい
くものと考えられる。 
 以上より、本事業は、運営維持管理機関の体制、技術、財務状況ともに問題は見られず、本事業で発現した効果の持続性
は高い。 

 


