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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：インドネシア 案件名：南スラウェシ州地域保健運営能力向上

プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：インドネシア事務所（マカッサル・

フィールド・オフィス） 

協力金額1：3.8 億円 

協力期間：2007 年 2 月 17 日～2010 年 2 月 16 日

（3 年間） 

先方関係機関：保健省、南スラウェシ州政府、

バルー県・ブルクンバ県・ワジョ県政府 

日本側協力機関：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシアは、これまで実施してきた開発政策により、国全体としての国民の生活と福祉

の質の向上に成果を上げつつある一方、地域間の開発格差が顕在化している。特に東西間の開

発格差の拡大は深刻で、大都市への過度の人口集中は、環境破壊・汚染等の誘因となるととも

に、後進地域の社会不安・分離独立運動の背景となっている。東部開発はインドネシア政府の

喫緊の課題である。 

こうした背景を受けて、わが国は東部インドネシアの地域開発を支援すべく、同地域の経済・

物流の中心であり、地域開発の牽引役となることが期待され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」を展開している。このプログラムにおいては①地域の開発を

牽引する都市の開発、②地域全体のバランスの取れた開発、③社会開発の促進を 3 つの柱とし

ている。 

インドネシアの社会開発分野、特に保健分野については、近年改善がみられるものの、主要

な保健指標値が近隣アセアン諸国と比較して低い水準にとどまっている状態が続いている2。ま

た、急速な地方分権化の進展によって、一部地域では保健行政サービスの質の低下や、地域間

格差の拡大が懸念されるようになっている。この状況に対応するため、インドネシア政府は、

地方分権化に対応する地域保健モデルを構築すべく、コミュニティの能力強化を通じた地域保

健サービスの改善に重点的に取り組んでいる。 

こうした状況の下、インドネシア政府はわが国に対して、南スラウェシ州における地域保健

サービス向上のモデル構築を目的とした技術協力を要請し、2007 年 2 月から「南スラウェシ州

地域保健運営能力向上プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）が開始された。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、南スラウェシ州 3 県（バルー県、ブルクンバ県、ワジョ県）において、

研修と実践を通じて、コミュニティ、保健センター、県政府、州政府の各レベルの保健関係者

の能力強化を行うことにより、コミュニティが主体的に地域の保健衛生環境改善に取り組むモ

デルを構築することを目的としている。 

 

 

                                                        
1 協力期間終了時の実績。事前評価調査に関する経費は含まない。 
2 「世界子供白書 特別版 2010」（国連児童基金）によると、乳児死亡率はマレーシア 6、フィリピン 26、タイ 13 に対して、

インドネシアは 31。妊産婦死亡率はマレーシア 62、フィリピン 230、タイ 110 に対して、インドネシアは 420。また改善さ

れた水源の利用率はマレーシア 99％、フィリピン 93％、タイ 98％に対して、インドネシアは 80％。 
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（１）上位目標 

対象県保健関係者のプライマリ・ヘルス・ケアの管理運営能力が向上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

プロジェクト対象県においてコミュニティ指向の健康増進モデルが構築される。 

 

（３）成果 

成果 1：コミュニティ指向の保健活動が住民参加を伴って実施される。 

成果 2：郡及び村プライマリ・ヘルス・ケア改善（Primary Health Care Improvement：PHCI）

チームに対する保健所（Puskesmas）の支援が向上する。 

成果 3：プロジェクト対象県の PHCI 活動実施能力が向上する。 

成果 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。 

 

（４）投入（評価時点）3 

日本側： 

短期専門家派遣  10 名（72.33MM） 

現地コンサルタント雇用 13 名（370.5MM） 

研修員受入れ  12 名 

機材供与   205 万円 

ブロック・グラント 6594 万円 

他ローカルコスト負担 3907 万円 

 

インドネシア側： 

カウンターパート配置 

 プロジェクト・マネジャー（州保健局長） 

 州保健局ファシリテーター 6 名（ファシリテーター研修修了者） 

 県実施チーム 34 名（バルー県 7 名、ブルクンバ県 17 名、ワジョ県 10 名） 

土地・施設提供 

 州プロジェクト事務所（州保健局内） 

 県プロジェクト事務所（各対象県保健局内） 

他ローカルコスト負担 7.8 億ルピア 

 
 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長・総括 富谷 喜一 JICA インドネシア事務所次長 

保健政策 垣本 和宏 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力第二課 

地域保健 定本 ゆとり JICA 人間開発部保健行政課 

協力計画 1 山下 契 JICA マカッサル・フィールド・オフィス企画調査員 

協力企画 2 Sufatma JICA マカッサル・フィールド・オフィス 

評価分析 皆川 泰典 株式会社システム科学研究所コンサルティング部 

調査期間 2009 年 11 月 14 日 12 月 4 日 評価種類：終了時評価 

                                                        
3 2009 年 3 月までの実績額と 2009 年 4 月以降の計画額の合計。 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

本プロジェクトは計画に沿っておおむね順調に進捗しており、期待された成果が発現してい

る。対象地域の 11 郡 124 村でコミュニティ・レベルの保健チーム（PHCI チーム）が組織され、

研修を受講したチームメンバーが中心となってコミュニティが主体となる保健衛生環境改善活

動（PHCI 活動）が実施された。PHCI 活動は計画・実施・評価のサイクルから成り、協力期間

中の 3 サイクルで、トイレや浄水施設、統合保健ポストの建設、保健衛生に関する啓発イベン

トなど、延べ 1,347 の活動がコミュニティ主体で実施された。活動に動員される地域住民からの

寄付金も着実に増加している。また、コミュニティの活動を技術面・制度面から支援する保健

所・県政府職員の能力も強化され、研修を受講した保健所職員 56 名と県政府職員 36 名が PHCI

活動ファシリテーターに認定された。保健所職員は PHCI チームの主要なメンバーとしても

PHCI 活動の実施を技術面から支援している。県政府の担当職員から成る県実施チームは、ガイ

ドラインの開発、啓発ワークショップや成果発表セミナーの開催、モニタリングの実施を通じ

て PHCI 活動の実施を支援している。州政府については、プロジェクト活動のモニタリングが必

ずしも十分ではなく、普及展開に関する具体的な計画策定には至っていないものの、プロジェ

クトのモデルの普及に向けた各種啓発活動に取り組み始めている。 

本プロジェクト活動を通じて、対象県の政府はモデルの有効性を理解し、PHCI 活動の持続・

拡大のための取り組みを開始している。また、PHCI 活動の実践を通じて地域住民の保健衛生環

境に対する知識・態度・行動に改善がみられ、コミュニティは PHCI 活動を継続する強い意欲を

示している。また、対象県において、ガイドライン等が整備され、関係者の能力が強化されて

PHCI 活動を継続的に実施できる体制が整備されつつあることから、コミュニティ指向の健康増

進モデルが構築されるというプロジェクト目標は協力期間中に達成可能であると判断される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

インドネシア政府は 2001 年以降、急速に地方分権化を進め、地方開発における地方政府

の責任と権限を強化するとともに、各セクター、各地域の開発計画策定におけるコミュニテ

ィ参加とボトムアップの実践を重視している。地方政府を協力対象として、コミュニティ参

加によるボトムアップ型開発の実践モデル構築をめざす本プロジェクトは、こうしたインド

ネシアの国家政策に合致している。また、本プロジェクトは対インドネシア国別援助計画に

おける重点分野「民主的で公正な社会造り」に関する開発課題「貧困削減」に対応する協力

プログラム「南スラウェシ州地域開発プログラム」の中核案件に位置づけられており、日本

の援助政策にも合致している。 

 

（２）有効性：高い 

本プロジェクト活動の結果、対象県において、ガイドラインの整備や関係者の能力強化に

よって PHCI 活動を継続的に実施できる体制が整備されつつあり、県政府もコミュニティも

活動継続に意欲を示していることから、コミュニティ指向の健康増進モデルが構築されると

いうプロジェクト目標は協力期間中に達成されると判断される。本プロジェクトではコミュ

ニティ（成果 1）、保健所（成果 2）、地方行政（成果 3、4）のそれぞれのレベルの関係者の

能力強化に複層的に取り組んだ結果、コミュニティが地方行政の支援を得つつ、主体的に地

域の保健衛生環境改善につながる PHCI 活動を実践するモデルが構築されており（プロジェ

クト目標）、プロジェクト目標を達成するための成果の設定も適切であったといえる。 
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（３）効率性：やや高い 

投入・活動はおおむね計画通りに実施され、成果の発現に貢献した。特に、適切な専門性・

能力をもつ日本人短期専門家の派遣、コミュニティが PHCI 活動を実施する機会を確実に担

保するための日本側からの資金投入、有能な現地人材の効果的な活用、他の技術協力案件の

成果と経験の活用は成果発現を大きく促進した。一方で、日本側からの PHCI 活動資金の投

入は協力終了後の財源確保に課題を残した。また、短期派遣を繰り返す日本人専門家の派遣

形態が、専門家による継続的できめ細かな技術支援を困難にし、一部カウンターパートの主

体的な関与を十分に引き出せなかった一因となった可能性が指摘される。 

 

（４）インパクト：中程度 

上位目標の指標の一つである下痢、デング熱罹患率低下について、一部の対象地域では

PHCI 活動実践の結果、清潔な水へのアクセスや家庭のトイレ設置率、デング熱症例等の保

健関連指標の改善が報告されている。また、もう一つの指標であるモデル実践地域の拡大に

ついても、県政府がプロジェクト非対象地域への普及の取り組みを開始しており、近い将来

に上位目標が達成される可能性は十分にある。さらに、その他の正のインパクトとして、活

発に PHCI 活動を実践してきた地域の保健所と統合保健ポストがその取り組みを評価され、

州のコンテストで最優秀賞を獲得した。 

 

（５）自立発展性：中程度 

本プロジェクトは、地方分権化とコミュニティ参加型のボトムアップ・アプローチによる

開発推進に取り組むインドネシアの国家政策に合致しており、政策支援が継続される可能性

は高い。郡・村レベルの PHCI チーム、県レベルの県実施チームの組織はプロジェクト終了

後も維持される見込みである。県政府では、制度面の持続性を担保するため、モデルの既存

の地方行政システムへの内部化に向けた検討も開始されている。一方で、協力期間中は日本

側が投入した PHCI 活動資金について、協力期間終了後の財源確保が財政面の課題となって

いる。技術面では、PHCI チームは PHCI 活動のサイクルを自立的に継続していく能力が備

わっていると評価されるが、それを制度面・技術面から支援する機能を担う県政府、保健所

の職員についてはさらなる能力強化が必要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）実施プロセスに関すること 

１）モデルのシンプルさ 

計画・プロポーザル作成や会計報告等の手順や使用する様式類は、コミュニティが容易

に理解し、実施できることを最優先に考えて設計された。 

２）研修と実践の組み合わせによる関係者の能力強化 

研修だけでなく、研修で学んだことを確実に実践する機会を担保したことで、関係者の

能力強化が促進された。 

３）資金管理の透明性 

資金管理の透明性によってコミュニティの PHCI 活動に対する満足度、参加意欲が高ま

った。 

４）コミュニティ自身によるモニタリング・評価 

PHCI 活動サイクルにモニタリング・評価活動が組み込まれたことにより、コミュニテ

ィが PHCI 活動の成果を自ら実感し、活動に対するモチベーションを高めた。 
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５）コミュニケーション・フォーラム、技術交換事業の実施 

関係者の経験共有や情報交換を通じて相互の学び合いが促進された。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

プロジェクト事務所のあるマカッサル市、対象地域のバルー県、ブルクンバ県、ワジョ県

が相互に離れている地理的分布が、特に州政府にとってプロジェクト活動のモニタリング実

施を阻害する要因となった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

州政府の予算不足が州政府によるプロジェクト活動のモニタリング実施を阻害する要因

となった。 

 

３－５ 結 論 

地方分権の推進と、開発計画策定におけるコミュニティ参加とボトムアップの実践を重視す

るインドネシアの国家政策に対応する本プロジェクトの妥当性は高い。 

ここまでプロジェクトは計画に沿っておおむね順調に進捗しており、期待された成果が発現

している。対象県では、コミュニティ、保健所、地方行政の保健関係者の能力強化によって、

コミュニティが主体となって PHCI 活動を継続的に実施する体制が整備されつつある。対象地域

の一部では PHCI 活動の実践による保健関連指標の改善がみられ、コミュニティと地方行政の双

方が当該モデルの有効性を認識している。こうしたことから、コミュニティが主体となって地

域の保健衛生環境を改善するモデルの構築というプロジェクト目標は達成される見込みである

と評価される。しかし、プロジェクトの自立発展性を確立するためには、コミュニティの PHCI

活動の資金源の確保が課題となっている。また、コミュニティを制度面、技術面から支援する

県政府、保健所の能力強化に継続的に取り組む必要もある。 

 

３－６ 提 言 

（１）保健所と県政府のさらなる能力強化 

対象地域のすべてのコミュニティが PHCI 活動の継続に必要な制度面・技術面の支援が得

られるよう、プロジェクトは州・県政府と協力して、保健所と県政府の担当職員のさらなる

能力強化に取り組む必要がある。 

 

（２）モデルの普及展開に関する計画の策定 

モデルの実践が地域の保健衛生環境改善に有効であることが実証されつつあるところ、州

政府及び県政府は、モデルのプロジェクトの非対象地域への普及展開に関する具体的な計画

を策定し、同計画を早期に実施に移すべきである。 

 

（３）PHCI 活動資金の確保 

コミュニティによる PHCI 活動の継続を財政的に支援するため、州政府、県政府は、地方

行財政制度に照らして、PHCI 活動に活用可能な財源とその予算管理の方法について明確な

指針を示すことが求められている。 
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（４）プロジェクト経験の保健政策への応用 

州・県保健局が、本プロジェクトの経験を応用して、コミュニティのニーズを計画・予算

に反映させるだけでなく、政策や個別のプログラムの実施プロセスにおいても能力強化され

たコミュニティと積極的に協働することで、保健行政サービスの質の向上が期待される。 

 

（５）プロジェクトの経験の他セクターへの応用 

能力強化されたコミュニティと行政の実践的な協働モデルは、保健セクターのみでなく他

のセクターにも応用できるものであり、各セクターの行政サービスの質の改善に貢献する可

能性をもつ。本プロジェクトの関係者（日本側・インドネシア側双方）がこの経験、教訓を

他セクターの開発関係者と広く共有することは、南スラウェシ州のみならず、インドネシア

のあらゆるセクター・地域の開発促進に有効である。 

 

３－７ 教 訓 

（１）ブロック・グラント4を活用したコミュニティの能力強化 

コミュニティの能力強化のためにブロック・グラントを供与する手法は、コミュニティに

よる活動の実践を促し、その活動の有効性を容易に実証する方策としては効果的である。し

かし、このブロック・グラントをドナー等の外部者が供与する場合は、外部者による支援終

了後の持続性を確保するための明確な出口戦略をあらかじめ描いておくことが必要である。

 

（２）複層的なアプローチ 

コミュニティ開発（コミュニティの能力強化）に関する協力では、コミュニティだけでな

く、地方行政も含めた関係者の能力強化に複層的に取り組むことにより、相乗効果が生まれ、

成果の発現を促進するとともに持続性を確保することが可能となる。 

 

（３）日本人専門家の派遣形態 

地方行政官の能力強化、地方行政システムの改善に取り組む協力においては、カウンター

パートの意識変化の進捗や制度・計画に沿って動かないことも多い行政システムに柔軟に対

応しつつ、粘り強くかつタイムリーにきめ細かな技術支援を提供することが不可欠である。

こうした協力の有効性を高めるためには、日本人専門家の派遣について、カウンターパート

との緊密な信頼関係の構築と相手側の状況とニーズに応じた柔軟な技術支援を可能にする

十分な期間を確保することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                        
4 使途を細かく決めず、受け手の裁量に任せる補助金。 


