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中間レビュー評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：タイ王国 案件名：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の形成プロジェクト 

分野：社会福祉 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：タイ事務所 協力金額（評価時点）：約1億9,000万円 

 

 

協力期間 

（R/D）：2007年11月8日～ 

2011年11月7日（4年間） 

先方関係機関：保健省、社会開発・人間の安全保障省

（延長）： 日本側協力機関：厚生労働省他 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

タイ王国（以下、「タイ」と記す）においては、わが国が経験した以上の速さで高齢化が進ん

でいる。今後増加する高齢者を支える制度的及び財政的受け皿の整備が不十分な状況にあり、

こうした状況のなか、高齢化対策に係る技術協力がわが国に要請された。独立行政法人国際協

力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は2006年に「高齢化対策プロジェクト形

成調査」を実施してタイの高齢化の基礎的な調査・検討を行い、また2007年の事前調査を通じ

てプロジェクトの基本的枠組みについて合意し、同年11月より4年間の予定で技術協力プロジェ

クト「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（Project on the Development of a Community Based Integrated Health Care and Social Welfare 

Services Model for Older Persons in the Kingdom of Thailand：CTOP）」を実施している。 

本プロジェクトは、タイ保健省（Ministry of Public Health：MOPH）及び社会開発・人間の安全

保障省（Ministry of Social Development and Human Security：MSDHS）の2省7局をカウンターパー

ト（Counterpart：C/P）機関とし、それぞれ2省が所管するコミュニティにおける高齢者対象の保

健医療と福祉サービスの統合モデルの構築に対する支援を行っている。本プロジェクトでは、

パイロットサイトとして、北部のチェンライ、東北部のコンケン、中部のノンタブリ、南部の

スラタニ4県から、それぞれ1つずつタンボン（行政区）を選定し、各種委員会の立ち上げ、高

齢者のニーズ調査を実施してきた。その調査結果を基に、各サイトにおけるモデル活動案を作

成し、その試行を進めている段階にある。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

「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）」が全国で活用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

モデルが全国での活用に向けて発信される。 

 

（3）成果 

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。 

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。 

成果3：モデル案が策定され、試行される。 

成果4：最終的なモデルが策定される。 
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成果5：高齢者向け保健医療・福祉サービスに従事する人材の能力が強化される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣   延べ2名 

短期専門家派遣   延べ6名 

研修員受入     延べ33名 

ローカルコスト負担 約1,950万円 

 

相手国側： 

カウンターパート配置 175名（2省7局の担当者、県保健事務所、県福祉事務所、コミュ

ニティ病院、プライマリケアユニット（Primary Care Unit：PCU）、

老人福祉センター、市町村自治体、保健ボランティア・高齢者

ボランティアのリーダー、老人クラブリーダー、その他地域団

体の代表など） 

施設、研修会場などの提供 

ローカルコスト負担 1,004万1,456バーツ 

 

２．評価調査団の概要 

 調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括 田中 章久 JICAタイ事務所次長 

高齢者福祉政策 江口 隆裕 筑波大学ビジネス科学研究科教授 

協力計画 木下 真理子 JICAタイ事務所所員 

評価分析 駒澤 牧子 （株）アースアンドヒューマンコーポレーション

調査研究部長 

調査期間  2009年8月8日～2009年8月18日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果の達成状況 

成果1：各対象地域において、作業委員会が設立され、その役割と責任が規定された。実際

には各地域の実情に応じて、試行モデル案を形成・試行するために必要なフレキシブル

な枠組みが形成され、機能している。また、作業委員会及び関連する組織のメンバーリ

スト、それぞれの役割と責任に関する文書が完成した。活動計画（Plan of Operation：PO）

が各対象地域で作成されプロジェクト運営委員会で発表された。指標に基づくと成果1は

達成されているといえる。 

成果2：「高齢者調査」と「地域ニーズ及び地域資源調査」が実施され、その分析結果がプ

ロジェクト運営委員会で発表されるとともに、そのデータを活用した試行モデル案の取

り組みが始まっている。また、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）で各

対象地域の分析結果が中央の関係者と議論され、その後開催したワークショップで各分

析結果について更に深い理解と調査の質の向上を図った。指標に基づくと、当初想定さ

れていた成果2は達成されているといえる。 

成果3：現在各対象地域で「試行モデル案」が形成され、適宜試行されている。今後、「モ

デル案」が決定され承認される予定であり、成果3が2009年中に達成される見込みは高い。

成果4：調査データを基にした「モデル案」が今後承認される可能性は高く、その後、「モ
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デル案」の試行と精査が行われ、プロジェクト終了までには「最終モデル」が確定され

る計画である。以上のような進捗から、プロジェクト終了までに「最終モデル案」が確

定される見込みは高く、成果4が達成される見込みは高い。 

成果5：「人材育成ガイドライン」につながる基本的方針が示され、本邦研修によって中央

レベルから現場レベルまでコアになる人材が育成されてきており、タイ側主導の研修に

も弾みとなっている。しかし、「人材育成ガイドライン」の最終版の作成は端緒についた

ばかりであり、タイ側主導で実施されている各種研修の実態把握とその質の向上はこれ

からの検討課題であるところ、現時点では成果5は部分的な達成といえる。 

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

以下の点から、プロジェクト終了までにプロジェクト達成の見込みは高いが、プロジェ

クト目標達成に向けて検討されるべき課題が残されているといえる。 

・現在モデル案が形成され試行されつつあるところで、今後「モデル案」が承認され、プ

ロジェクト終了までには「最終モデル」が確定される見通しは大きい。また、全国レベ

ルでの発表に関する検討状況や取り組み姿勢や現場レベルでの積極的な発信が既に行わ

れていることを推量すると、全国レベルに加えて多様なレベル（県、郡、タンボン）に

対しての発信が期待されるところである。 

・一方で、「モデルの全国普及に向けた提案」に関しては、それをどのような形でまとめて

いくのか、現場の声を踏まえて検討し、文書化することが重要となってくると思われる。

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下の点から本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

・タイ政府は、「高齢化に係る第1次・第2次国家計画（それぞれ1982 ～2001、2002～2021）」

において政府による社会保障制度の充実や体制、人材整備の方向性について掲げるとと

もに、それ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

年に施行されている。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、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、国家

政策・ニーズと合致しているといえる。 

・タイ側が主体的に選定したモデルサイトは、将来的に普及発展させることを考慮し、異

なった特色を有する地域からそれぞれ選定されており、全国展開のモデルをつくるうえ

で、適切といえる。さらに、ある程度の地元の人的・社会的ポテンシャルの存在と、中

央からの交通の利便性もサイト選定にあたり考慮されている。投入の分担については、

中央レベルでの人的・財政的なタイ側の負担だけでなく、各対象地域における活動費も

基本的にタイ側負担となっており、日本側の投入は比較的小規模にとどまっている。こ

の投入の分担も、タイ側の体力に照らして妥当であるといえる。 

・外務省の「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

ているほか、JICA国別援助実施方針においても、重点分野「社会の成熟化に伴う問題へ

の対応」の「高齢化対策プログラム」のなかに、本プロジェクトは位置づけられている

ため、タイに対するわが国のODAの政策、JICAの援助方針と整合している。 

・先進諸国のなかでも特に急速な高齢化を経験し、これに対処するためにさまざまな対策

を講じてきた日本の経験やノウハウは、同様に急速なスピードで高齢化が進みつつある

タイにとっても参考になると考えられる。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方向性や、高齢者保健福祉施策において国と地方の役割分担と連携

などの具体的な点においても日本の仕組みは参考になると考えられる。 
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（2）有効性 

多くの成果が初期に想定されたレベルを達成完了あるいは今後達成予定であり、プロジ

ェクト目標もプロジェクト終了までに達成される見込みは高い。したがって、以下の課題

について適切な取り組みが行われれば、本プロジェクトの有効性は総じて高いと予想され

る。プロジェクト目標の達成については、最終モデル案の発信の仕方の検討及び他のタン

ボンレベルで適用可能な実施手順も含む包括的文書の作成が求められている。また、上位

目標の指標の検証のための基準の明確化と、そのデータ収集が必要である。 

 

（3）効率性 

以下の点から本プロジェクトの効率性は高いと判断される。 

・本プロジェクトはタイ側の強いオーナーシップによって、人、施設、機材、活動費など

ほぼすべての面においてタイ側の投入によって実施されている。その主な財源はMOPH、

MSDHS、基礎自治体の三者にまたがっており、基礎自治体の予算不足や三者での調整不

足などの課題はあったものの、質と量を伴う投入がなされている。プロジェクトにおい

ても「中央と地方の連携メカニズム」を生かし、それを促進することが可能だと思われ

る。日本側投入は長期専門家2名及び本邦研修など、必要最低限な投入に絞られているの

みならず、タイ側の投入フレームワークに合わせた適切な内容とタイミングの日本側投

入がなされている。したがって、投入の妥当性の観点から、本プロジェクトの効率性は

高いといえる。 

・また、他機関との連携という観点では、チェンライのモデル活動におけるチュラロンコ

ン大学からの支援やコンケンにおける精密医療機器メーカーからの支援などが確認され

た。こうした現地のリソースを生かした公的機関以外との連携は、効率性の高さを押し

上げているといえる。 

 

（4）インパクト 

予期された正のインパクトとして、上位目標の達成見込みがあるが、「試行モデル案」が

各対象地域で形成されつつあり、また他地域へ「発信」する活動も行われつつあることか

ら、上位目標が達成される見込みは高いと判断される。ただし、（2）有効性に記述したと

おり指標の検証のための基準の明確化と、そのデータ収集が必要である。 

一方、予期されなかった正のインパクトとして、中央―地方―コミュニティが連携しな

がら対象地域での活動を進めるというプロジェクト実施体制が功を奏し、これまでみられ

なかった県福祉事務所長による現場訪問など縦割りの官僚制度のなかに他省庁、他部局と

協力する土壌ができつつある。また、問題発見・マネジメントサイクル手法の開発・実践

の動きがみられるなど基礎自治体の行政能力にも向上の兆しがみえている。本プロジェク

トを通じ、「根拠に根差した課題解決」や「ニーズに基づくマネジメントサイクル」が行わ

れつつあること、基礎自治体の作成する「3カ年計画総合計画」（ローリングプラン）に、

独自に高齢者保健福祉施策を取り込む動きもみられるなどは、当初予期された以上の変化

であり、正のインパクトと判断される。 

なお、負のインパクトは確認されていない。 

 

（5）自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は、組織面や財政面にやや不安があるものの、中央の2省及

びその他ステークホルダー間での調整機能及び地域のエンパワメントを行うメカニズムが

確立されれば、総じて高いと予想される。具体的には以下のとおり。 

・政策面では、（1）妥当性に記述したとおり、タイ政府の優先順位の高い分野として位置
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づけられており、プロジェクトの方向性は、プロジェクト終了後にも政策的に維持、発

展される可能性が非常に高い。 

・組織面においては、プロジェクトの実施体制が多様な組織・ステークホルダーを巻き込

んで行うものとなっているため、中央レベルでのリーダーシップのみならず、地域全体

のエンパワメントが重要である。プロジェクト終了後にも、リーダーシップと地域全体

のエンパワメントに支えられた｢統合｣をもたらす組織体制が強固に維持されれば、自立

発展性は更に高まると予想される。 

・財政面においては、タンボンレベルでの予算確保に不安が残るものの、中央政府として

の高齢者対策を進める方向性と地方自治体の行政力強化を後ろ支えとして、財政的自立

発展性は総じて高いと予想される。 

・技術的側面では、地域における技術スタッフ（地方行政官、サービス提供者など）の人

材育成が、日本人専門家からの技術移転や本邦研修を通じ進められており、本邦研修の

参加者が他の関係者に本邦研修で学んだことを伝える機会をもったりするなどの動きも

ある。地域における技術面での人材は着実に育っており、かつ今後、彼らが主体となっ

て継続的に人材育成が進められる可能性も高く、技術的側面での自立発展性も高いと判

断される。 

・地域住民が適切なサポートを高齢者に提供できるようになるためには、既にいくつかの

対象地域において確認されているとおり、人材育成、財政面、メカニズムの面において

地域全体がエンパワーされることが重要である。プロジェクト終了時の自立発展性確保

のために、今後もコミュニティの側面を強調し、すべてのステークホルダーと共有し、

地域のエンパワメントを推進していくことが求められる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

もっとも重要な促進要因として、中央政府、MOPH、MSDHS、地方自治体、地域住民の各層

において認められる、タイ側の高いオーナーシップが挙げられる。特に、中央政府、MOPH、

MSDHSにおいては、財源の確保にも現れているようにオーナーシップは非常に高い。 

次に挙げられるのが週例会議で、同会議の定期的開催によって、本プロジェクトの実施部隊

の調整と意思決定を促し、ほぼ計画どおりの進捗を達成することに貢献したといえる。 

3点目に、対象地域において地域の保健･福祉・行政機関及び本省のコーディネーター間に実

践的な運営体制が構築され、有機的に機能している点が挙げられる。 

4点目は本邦研修であり、同研修によって日本の高齢社会対策を目の当たりにした経験、チー

ムワークの重要性を理解した点などが、「試行モデル案」の開発を推進するとともに、日本人の

働きぶりを目の当たりにすることによって仕事に対する態度が変わりモチベーションを高め、

プロジェクトの成果の達成をけん引する要因となっている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

本プロジェクトの広範で複雑な実施体制（中央の2省・7局にまたがり、中央－地方政府－地

域住民まで多種多様なステークホルダーが参画）を動かしていくことはプロジェクトに大きな

労力を課すことともなっている。特にプロジェクト初期においては、関係部局間でのコンセン

サスづくりが困難を極めたり、地方との調整に時間がかかったりして進捗を遅らせる要因とな

ったが、週例会議の設置はこの阻害要因の軽減に寄与している。 

また、現場における財源不足、人材不足も「試行モデル案」を実施・拡大するうえで阻害要

因となっている。財源・人材不足は、最終的には自立発展性にかかる要件でもあることから、

今後、その対応をプロジェクト活動のなかに組み込んでいく必要がある。 

その他、プロジェクト運営上の問題として、現地視察時のインタビューやアンケートの結果



vi 

より、中央からの指示・依頼が遅く負荷となっており、これまではなんとか調整を図ってきた

が、今後の改善が求められる。 

 

３－５ 結論 

現時点までの活動と成果の実績から、本プロジェクトはおおむね当初の計画どおりに進捗し

ているといえる。今後、本中間レビューで指摘された課題を検討し、プロジェクト終了時まで

に解決していくことができれば、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。また、プロジ

ェクト終了時点で、評価5項目の観点からも高い評価が得られることが予想される。 

 

３－６ 提言 

（1）モデルについて 

・より満足度の高いサービスの創出のために「統合モデル」の基本理念のなかに「利用者

本位アプローチ」及び「住民参加アプローチ」が包含されるべきである。 

・「統合モデル」の開発プロセスを関係者が共有しそのモデルを他地域へ普及させていくた

めに、各対象地域において、簡易かつ柔軟な、現場主体のモニタリングメカニズムを開

発するべきである。 

 

（2）実施体制について 

・プロジェクトのゴールを確実に達成するために、タイ側の2省間（MOPH及びMSDHS）・

関係部局内でのしっかりとした調整メカニズムの構築と、地方行政・基礎自治体及び地

域住民のエンパワメントが更に必要である。 

・プロジェクトチームは中央から現場まですべてのプレーヤーに対して、中期的活動計画

を可能な限り早期かつ詳細に周知させる必要がある。 

 

（3）人材育成 

・地方行政・基礎自治体、サービス提供者、地域住民のキャパシティ強化を更に進めるべ

きである。そのために、現在『CTOPプロジェクト：ローカルオーナーシップ強化のため

に』としてまとめられている人材開発指針を、更に具体化し、最終版『人材育成ガイド

ライン』として完成させる必要がある。 

・他地域での経験をお互いに学び合い、「プレーヤー（活動主体）」がモチベーションを高

めるために、各対象地域間の「相互スタディツアー」の実施が効果的である。 

・PDMの指標5-1を実証するために、プロジェクトとしては、タイ側で独自に提供されてい

る研修についても、そのカリキュラムやモニタリングメカニズム（受講者の理解度や満

足度の把握などを含む）を把握し、発展させていくべきである。 

 

（4）モデル普及に向けて 

・プロジェクトが終了してからではなく実施中から、モデルの優れた経験を全国的に紹介

していく必要がある。そのためには、MOPH及びMSDHSで実施している各種研修の機会、

TV・インターネットなどの各種メディア、などさまざまな機会や方法の活用を促進して

いくことが求められる。 

・モデルの全国普及をめざすPDMの上位目標の達成を図るために、実証可能な判定基準を

確立するべきである。そして終了時評価時までに、その基準に基づくデータを収集する

ことが求められる。 

 

 



vii 

３－７ 教訓 

本中間レビュー調査結果より、以下の一般的教訓が導き出された。 

・地域における最終受益者のための“利用者本位のサービス”を開発するためには、「根拠に基

づくサイクル型手法（evidence-based cyclical procedure）（問題分析―計画―モニタリング―

改善）」を取り入れた住民参加型の活動を行うべきである。そのようなメカニズムを推進し

ていくために、中央政府から現場レベルにおけるすべてのステークホルダー間、並びにす

べての関連するセクター間が連携していかなければならない。 

 
 




