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１－１　協力の背景と概要

タイ王国（以下、「タイ」と記す）は、近い将来急速な高齢化社会を迎えると見込まれており、

人口統計においても既に高齢者人口へのシフトが見られ、人口全体の増加率よりも、高齢者人

口の増加率の方が高くなっている。また 2000 年に 560 万人だった高齢者人口は、2020 年には

1,130 万人に増加する見込みである。高齢者人口の増加と同時に、労働人口の減少も見られて

おり、労働人口に対する高齢者の占める割合は、2000 年の 11.6% から 2020 年には、26.1% に

増加する見込みである。これら高齢者は慢性疾患を抱える傾向が強く、日常生活の支援が必要

となっている。

タイ国政府は人間及び社会の質の向上をめざしており、「高齢者に係る第 2 次国家計画（2002
～ 2021 年）」では 5 つの戦略、①質の高い老後についての備え、②健康増進、③社会保障制度

の充実、④関連システム ･ 人材の整備、⑤政策の検証 ･ 施策の実施、を掲げており、社会開発

･ 人間の安全保障省（Ministry of Social Development and Human Security：MSDHS）が事務局を務

める高齢者に係る、国家委員会が対策の責任を有している。保健省（Ministry of Pulic Health：
MOPH）は高齢者の健康面でのケアの技術的サポートを、中央 ･ 地方の公共 ･ 民間団体が実際

のサービスをそれぞれ担っている。

今後、高齢者の生活の質を向上していくために、これまで非効率的になされていたサービス

を統合することで、より効率的に実施することが求められ、高齢化問題に携わる複数機関の効

果的な協力体制を、構築するためのモデルの構築が必要とされている。これらの背景を踏まえ、

JICA は MOPH、MSDHS、パイロットサイト地方自治体等をカンウンターパート（Counterpart：
C/P）とし、2007 年 11 月より「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（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 4 年計画で開始した。

今回実施する終了時評価調査は、2011 年 11 月のプロジェクト終了を前に、今までの協力実

績及び実施のプロセスを確認し、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）

の観点から、プロジェクトの評価を行うとともに、今後のプロジェクト活動に関する提言、及

び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を抽出する。

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：JICA タイ事務所 協力金額（評価時点）：約 2.0 億円

協力期間：

R/D：2007 年 9 月 28 日

2007年11月8日～ 2011年11月7日（4 年間）

先方関係機関：保健省（MOPH）、社会開発・人間の

安全保障省（MSDHS） 

日本側協力機関：厚生労働省、他

終了時評価調査結果要約表
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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

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。

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。

3）モデル案が策定され、試行される。

4）最終的なモデルが策定される。

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。

１－３　投入（評価時点）　総投入額：約 2.0 億円

（1）日本側

長期専門家派遣 延べ 3 名

短期専門家派遣 延べ 20 名

研修員受入 52 名

機材供与 事務所機器、プロジェクト活動に関連する機材の供与

ローカルコスト負担 1,663 万 4,459 タイバーツ　（THB1 ＝ Y2.622）
（2）相手国側

カウンターパートの配置

プロジェクト事務所、会議室、事務所運営費、施設、家具、必要な備品等の提供

ローカルコスト負担（研修、会議、スーパービジョンを含む活動費）

２．終了時評価調査団の概要

調査団

担当分野 氏　名 所　属

総括 / 団長 中村信太郎 JICA 人間開発部 国際協力専門員

高齢者施策 五十嵐久美子 厚生労働省 大臣官房 国際課国際協力室 国際協力専門官

高齢者福祉 江口　隆裕 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 研究科長

協力企画 湯浅あゆ美 JICA タイ事務所 所員

評価分析 佐藤　純子 株式会社タック・インターナショナル主任 研究員

調査期間 2011 年 8 月 7 日～ 8 月 25 日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要

３－１　実績の確認

３－１－１　プロジェクト目標の達成状況

「モデルが全国での活用に向けて発信される。」

プロジェクト目標は、指標の達成度から、おおむね達成されたと判断できる。
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モデルは、2011 年 7 月の第 2 回全国大会に提出された（指標 1）。同大会のパネルディス

カッションでは、保健省（MOPH）、社会保障・人間の安全保障省（MSDHS）、内務省（Ministry 
of Interior：MOI）、国民医療保障庁（National Health Security Office：NHSO）の代表により、モ

デルが支持された（指標２）。国家高齢化対策委員会に対しては、2011 年 10 月に、モデル

が提出される予定である。

３－１－２　成果の達成状況

（1） 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。」

すべての活動が計画どおりに実施され、指標もすべて達成された。Working Committee
が定期的に開催されている（指標１－１）ほか、プロジェクトでは、プロジェクトサイ

トごとに、参加機関の役割と責任を明記したリストを作成した（指標１－２）。また各

対象地域のコミュニティプラン（活動計画）が、2009 年 4 月の第 5 回 Steering Committee
で承認された（指標１－３）。

プロジェクトは、各対象地域のステークホルダーの間の調整に最も時間をかけたが、

これは、プロジェクトが成功裏に実施されるための鍵であった。地元のステークホルダー

を積極的に巻き込んだことが、彼らのプロジェクト活動に対するオーナーシップを高め

た。

（2） 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 2 についても、活動は計画どおりに実施され、指標もすべて達成した。

第 1 回及び第 2 回高齢者調査の分析結果は、2008 年 12 月の第 4 回 Steering Committee、
2011 年 1 月の第 12 回 Steering Committee に、それぞれ提出された（指標２－１）。ま

た、第 2 回高齢者調査結果の分析最終結果は、2011 年 1 月第 7 回合同調査委員会（Joint 
Coordinating Committee：JCC）で報告、承認された（指標２－２）。

プロジェクトは、高齢者調査の実施にあたり、高齢者クエスチョネアの開発を支援

した。この質問票は、短期専門家により紹介された「イラストを用いた高齢者区分法

（Typology of the Aged with Illustration、以下、TAI）」という、根拠に基づく高齢者のアセ

スメントツールとリンクしている。

（3） 成果 3「モデル案が策定され、試行される。」

成果 3 についても、達成された。モデル第一案は、2010 年 7 月の JCC において承認

され（指標３－１）、各サイトにおけるモデル活動は、JCC/Steering Committee で随時進

捗状況が報告・承認されている。

成果 3 の達成において、特筆すべき点は、プロジェクトサイトにおけるモデル活動の

デザイン、オペレーションを文書化したことである。文書化を通して、プロジェクト独

自のアプローチが、他地域とも共有されやすくなり、モデル活動の普及への重要なステッ

プとなった。
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（4）成果 4「最終的なモデルが策定される。」

最終モデルは、2011 年 6 月の第 8 回 JCC において承認され（指標４－１）、成果 4 も

達成した。最終モデルは、4 つのプロジェクトサイトでのモデル活動と、それらのモデ

ル活動から抽出された普遍的教訓とから構成される。

プロジェクトでは、中間レビュー時の提言を受け、自己診断チェックリスト（以下、

「チェックリスト」）を開発した。

5 つに分類されチェックリスト

1）key players、2）project designing process、3）preferable project design、4）operation
（empowerment and encouragement of players）、5）self-evaluation and improvement）、モデル

活動の全工程を評価するツールとして有効である。このチェックリストが、モデルの他

地域への普及に活用されることが期待される。

（5）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。」

成果 5 についても、達成したと判断できる。本邦研修が同じプロジェクトサイト内の、

研修受講者間のチームスピリットを高め、モデル活動により積極的に関与するように

なった。また、自身が計画、実施、管理に関わるコミュニティケアトレーニングを通し

ても、ステークホルダーの能力は強化された。

本邦研修及び、コミュニティケアトレーニングで実施したコース評価によれば、研修

参加者のほとんどが、プロジェクトで実施した研修の内容に満足しているとの結果が出

た（指標５－１）。このことは、本終了時評価におけるインタビュー、及び質問票調査

においても確認されている。また人材育成ガイドラインの作成（指標５－２）について

は、2008 年に、“How to Enhance Local Ownership at CTOP Project”がまとめられたほか、

“Principles”/“Suggestions” 及びチェックリストが、人材育成ガイドラインとしても活

用できるよう開発された。

３－１－３　実施プロセス

総じてプロジェクト活動は、PDM に沿って実施されてきた。プロジェクトの進捗は、

JCC/Steering Committee、週例会議等を通し、ステークホルダーと共有された。

プロジェクト効果発現に貢献した要因としては主に、①プロジェクト活動を常に活性化さ

せてきたこと、②ローカルオーナーシップの推進、③相互学習の機会の提供が挙げられる。

プロジェクト活動を活性化させた一例として、長期専門家による短期専門家派遣の，適切

な計画が挙げられる。短期専門家の高度な専門的知識は、プロジェクトの円滑な運営や，ロー

カルステークホルダーの励ましとなり、エリアワークショップの開催、啓発・普及アイテム

の製作、ビデオ撮影等、プロジェクトのさまざまな努力との相乗効果を生んだ。

また、プロジェクトの戦略は、ローカルオーナーシップの奨励に焦点を当てた。プロジェ

クトは、循環型マネジメントを通じて、さまざまな小さなサイクルの“plan-do-see”を行った。

目に見える形での、小さな変化を実感させたことが、政府関係者、コミュニティのステーク

ホルダーに、より熱意をもってプロジェクト活動へ参加しようとするインセンティブとなり、

彼らのモチベーションの向上へとつながった。

さらに、プロジェクトは、中間レビューの提言を受け、可能な限り、プロジェクトサイト
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での学びの機会を提供してきた。例えば、第 7 回 JCC の翌日に、“mutual study workshop”を

開催し、4 プロジェクトサイト間で、プロジェクト活動の最新情報を共有した。相互にサイ

ト訪問を行った（ノンタブリとスラタニ）のも、相互学習の好例である。これらの機会を通

して、プロジェクトサイト間で互いに刺激しあい、活動を進化させていった。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

プロジェクトの妥当性は、現時点においても高い。

1） プロジェクトは、高齢化問題が優先課題として挙げられている「第 10 次国家経済社

会開発計画（TFY2007 ～ 2011 年）」、「高齢者に係る第 2 次国家計画（2002 ～ 2021 年）」、

「高齢者法（2003）」等、国家政策と整合性がある。さらに、プロジェクトは、「第

11 次国家経済社会開発計画（TFY2012 ～ 2016 年）」にも沿うものと期待される。同

計画では、引き続き、高齢化問題が優先課題に掲げられ、コミュニティベースアプロー

チが提唱される予定である。

2） プロジェクトの上位目標、及びプロジェクト目標は、日本の援助政策及び、JICA の

対タイ援助政策とも合致している。高齢化対策は、上記 JICA 政策のなかでも優先課

題の 1 つに位置づけられる。

3） プロジェクト対象地域の選択も適切であった。対象地域を 4 つの異なる特色を有す

る地域から選択したことは、モデルの全国普及のため、普遍的教訓を導くうえで適

切だったといえる。

4） 日本は、世界で最も高齢化率が高く、コミュニティベースのケアを重んじた、高齢

化社会に対応する政策・戦略の策定において、豊富な経験をもつ。当分野における

日本の優位性は、非常に高い。

（2）有効性

5 つの成果がすべて達成され、プロジェクト目標の達成に貢献したことから、プロジェ

クトの有効性は高いと判断される。

1） プロジェクトは、「統合型サービスモデル」を構築した。4 つのプロジェクトサイト

のモデル活動は、以下の統合型サービスモデルの 3 つの基準を満たしている。

①　組織 / 分野横断的な対応：医療、社会保障、両分野の関係者が協働する。

②　官民パートナーシップ：行政と住民が対等な関係で、互いに役割を果たす。

③　 多様な高齢者への対応：ニーズの異なる高齢者に、その人に合ったサービスと支

援を提供する（例：元気高齢者、要介護高齢者、寝たきりの高齢者）。

2） 特筆すべきは、プロジェクトが週例会議を通して、MOPH、MSDHS の組織間ネット

ワークを強化し、プロジェクトの効果を向上させたことである。

3） “Principles”/“Suggestions”　やチェックリストは、人材育成ガイドラインとして全

国で活用できるよう、4 プロジェクトサイトのモデル活動を基に開発されたもので

ある。これらが、他の地域において、高齢者を支援するためのコミュニティベース

活動を展開、実施するにあたり、中心的な役割を担うステークホルダーの人材育成

において、有効的に活用されることが期待される。
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4） 高齢者質問票、チェックリスト、TAI など、プロジェクトで開発したツールは、ロー

カルステークホルダーに、モデル活動を「どのように行うか」に関する明快な指示

を与え、問題発見に非常に有効なヒントを与えるものである。これらのツール及び

普遍的教訓とあいまって、モデルが近い将来、全国で普及されることが期待される。

5） モデルは、4 プロジェクトサイトのモデル活動と、それらから抽出した普遍的教訓

から構成されるが、それらはタイ語に翻訳され、文書化されており、第 2 回全国会

議で、全国 77 県のうち、65 県の出席者に配布されている。これは、モデルの全国展

開に向け、プラスの材料といえる。

（3）効率性

総じて、プロジェクトの投入は、適切であり、成果達成のために活用されていること

から、効率的であったといえる。すべての活動は計画どおりに実施され、ほとんどの指

標が目標を達成している。

1）日本側の投入

日本側投入は、人員、機材、運営費いずれも適切であった。長期専門家は 2 名と最小

人数ながらも、2 省連携に伴う多岐かつ広範囲にわたる協力に、多大に貢献した。また

短期専門家に対するタイ側の評価も非常に高い。彼らの専門性は、タイ側 C/P の能力強

化と、モチベーションの向上に大いに貢献した。

2）タイ側の投入

プロジェクトの成果を最大限に引き出すため、タイ側は、予算、人員、施設及び機材

の配置のほか、政策面でも強いコミットメントを示した。注目すべきは、自治体レベル

が、主として、各プロジェクトサイトのプロジェクト実施に不可欠な研修、会議、モニ

タリング等の費用を負担していることである。中央政府は、コミュニティベースの活動

の円滑な立ち上げに、強いコミットメントを表明しており、中央政府による活動の立上

げ後には、地元自治体が牽引役として、活動を継続していくことが重要である。

3）他のスキーム、パートナー / 機関との連携

プロジェクトは、タイに派遣されている青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation 
Volunteers：JOCV）との連携や、民間企業との協力実績をもつ。さらに、チェンライでは、

チュラロンコン大学の支援を受け、高血圧プロジェクトの満足度調査を実施した。

（4）インパクト

プロジェクトの実施により、以下の正のインパクトが認められた。

1） プロジェクト成果が、国家政策にインパクトを与えた。プロジェクトが成功裏に進

捗したことは、MOPH においてコミュニティベースの高齢者ケアの重要性・効率性

の認識を高め、それが「第 11 次国家保健開発計画（TFY2012 ～ 2016 年）」の内容に

反映された。

2） プロジェクトサイトのコミュニティが、統合型のプロジェクト活動を実施すること

により、エンパワーメントされ、活性化された。その結果、他の政府機関が、プロジェ

クトサイトを、彼らのプロジェクトサイトとして選択した（例：ノンタブリの障害

者リハビリテーションプロジェクト）。
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3） ボランティアを含むローカルステークホルダーが、プロジェクトサイトにおいて、

サイト訪問をコーディネートし、他の自治体とモデル活動を共有した。

4） プロジェクトは、高齢者の状況、ニーズを把握するための高齢者クエスチョネア

や TAI、4 つのプロジェクトサイトにおけるモデル活動の知見・教訓を表した　

“Mission”/“Principles”/“Suggestions”やチェックリスト等、有効なツールを提供した。

これらの有効活用により、統合型モデルが将来、全国のコミュニティにおいて普及

することが期待される。

5） プロジェクト活動は、メディア報道や他国からの視察により、国内外に広く紹介す

ることができた。

（5）持続性

プロジェクト終了後の持続性は、総じて高いと期待できる。

1）政策面

政策面からの持続性は、極めて高い。

「第 11 次国家経済社会開発計画（TFY2012 ～ 2016 年）」、「高齢者に係る第二次国家計

画（2002 ～ 2021 年）」や「高齢者法（2003 年）」にも明記されているとおり、高齢化は、

タイにおいて喫緊の課題である。特に、第 11 次国家経済社会開発計画においては、コミュ

ニティベースアプローチの重要性が強調されている。

2）組織面

組織面での持続性も高い。

a） プロジェクトは、コミュニティベースアプローチをとり、自治体レベルの地域ス

テークホルダーが中心的役割を果たしている。タイ政府の方針である地方分権化

を考慮すれば、地元当局が、引き続き、コミュニティベースの高齢者サービスを

提供する主たる担い手となることが期待される。

b） タンボン健康増進病院（Tambon Health Promoting Hospital）やコミュニティ病院が、

地元当局と連携し、技術的支援・サービスを提供していく。

3）　財政面

モデル普及の観点から、財政面での持続性は、以下のとおり、一定程度期待できる。

a） プロジェクト活動は、コミュニティの高齢者ケアを支援する活動において、さま

ざまな組織と連携し、既存のリソースの有効活用をめざしたため、財政面で持続

可能である。

b） NHSO が、コミュニティファンドを創設した。同ファンドは、地域の自立を奨励

するものである。

c） 地方分権法（1999 年）により、中央から地方へ一定額の予算配分が定められている。

これにより、自治体の高齢者ケアプロジェクトへの予算措置も、より安定するも

のと思われる。

4）技術面

技術面における持続性は高い。

a） 4 つのプロジェクトサイトは、高齢者サービスに対するニーズ、リソース、社会文

化的背景が異なる。これらのサイトから抽出された普遍的教訓は、他の地域にも
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応用できる。

b） プロジェクトが開発した一連のツール、“Mission”/“Principles”/“Suggestions”、
ガイドライン、マニュアル等がフルに有効活用されれば、モデルはタイ国内の多

くの地域で実施されると見込まれる。さらにプロジェクトの普遍的教訓は、文脈

が異なる他の対象グループへの応用・波及も可能である。たとえ活動の中身が同

じであっても、エリアごとの文脈に配慮し、ツールをさらに発展させていくこと

が可能である。

３－３　結論

終了時評価調査団は、プロジェクトがプロジェクト期間終了までに、プロジェクト目標を達

成すると結論づけた。プロジェクトは、すべての活動を予定どおり実施し、効果的アプローチ

と効率的投入により、目に見える成果をあげることに成功した。さらに、プロジェクトは評価

5 項目の観点からも高く評価された。プロジェクトにより、もたらされた貴重なインパクトは、

コミュニティベースの高齢者サービス向上のため、引き続き、維持されるべきである。

３－４ 提言

モデル普及に向け、以下のとおり提言を行なった。

（1）モデルが全国で活用されるためには、中央レベル、地方レベル等、あらゆるレベルのス

テークホルダーが、モデルの内容を正確に理解することが重要である。モデルに関する関

係者の理解を促進するための各種普及文書（イラスト入りの普及資料、ビデオ等）を作成

する。

（2）プロジェクト成果にかかる、各種文書（ガイドライン、マニュアル、ツール、写真、モ

デル関連文書等）をタイ政府のホームページ（MOH、MSDHS、MOI）にて、オンライン

公開する。

（3）プロジェクトを通じて定着した、統合型モデル形成のための効果的なメカニズムやツー

ル（組織を超えた情報共有・調整方法など）を、プロジェクト終了後も活用する。

（4）全国普及に向けた留意点（十分な事前調整・協議、実現可能な計画の立案、高齢者調査

の定期的な実施、地域ごとの特性の違い（都市部、農村部））を考慮する。

（5）コミュニティにおける高齢者向けサービスの推進主体は自治体であり、タイ政府は、法

律面、予算、人的資源の面で自治体を支援するべきである。

（6）都市部の高齢者に対しても、地方と都市部の特性の違いを踏まえて取り組むことが必要

である。

３－５　教訓

（1）経済成長の陰の部分にも、わが国が支援することが重要である。経済成長著しく中進国
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化しているタイのような国においても、成長から取り残された人々がおり（高齢者、障害

者等）、彼らの支援につながる協力は、「インクルーシブ開発」という JICA のミッション

からも重要である。

（2）本邦研修やウィークリーミーティングで、日本の経験を共有することは C/P の関心を高

めたとともに、理解を深化させた。わが国は、急速な高齢化を最初に経験した先進国とい

う意味で「高齢化の課題先進国」であり、また、高齢者保健福祉での地方分権が進んでい

るという点において、タイの今後の方向性を先取りしているものであり、今後タイで社会

保障協力を行うに当たり、高齢化対策は重要な切り口である。また、高齢化対策に関する

協力は、一方通行の技術協力ではなく、双方の「学び合い」の機会にもなる。

（3）東南アジアの他の中進国しつつある国にも、タイと同様の状況（高齢化の進行、社会保

障における省庁間や中央・地方間等の連携不足、地方機関の能力不足等）が見られること

から、今後 JICA が進めようとしている東南アジア地域における社会保障協力において、

タイの経験は、グッド・プラクティスとして活用できる。


