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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ネパール連邦民主共和国 案件名：学校保健・栄養改善プロジェクト 

分野：保健・医療/基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA 人間開発部保健第二グ

ループ 保健第四課    

協力金額：総額  2.億 6,100 万円（日本側）（終了時

評価調査時） 

協力期間：

 

2008 年 6 月～ 2012 年 5 月

（4 年間） 

R/D 締結：2008 年 4 月 3 日

先方関係機関：保健人口省保健サービス局、教育省

教育局、Shindupalchowk 郡保健事務

所、Shindupalchowk 郡教育事務所、

Syangja 郡保健事務所、Syangja 郡教

育事務所、国立教育開発センター  

他の関連協力：日本医師会実施の「学校・地域保健プロジェクト」（1992～2004 年）に関連し

た個別専門家派遣、「小学校運営改善支援プロジェクト」（2008～2011 年） 

１－１ 協力の背景と概要 

 ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）の子どもには栄養不良や発育不良が多

くみられ（女学生の鉄分欠乏症貧血率 64％、学童児童の甲状腺腫保有率 40％、腸管寄生虫有体

率 66％、潜在性ビタミン A 欠乏率 33％）、子どもの学校出席率や学業成績にも悪影響を与え

ているとされている。これらは、栄養価の少ない食習慣、ごみの不適切な処理やトイレなど公

衆衛生上の問題、衛生観念の不足、安全な水資源の不足、窓のない屋内での調理による煙害な

どが原因と考えられ、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。 

ネパール政府は、2006 年に「国家学校保健・栄養戦略」を発表し、コミュニティの中で住民

の身近な社会施設として存在する学校を保健活動の場としても活用し、各家庭・コミュニティ

の健康と栄養状態を改善することを重視することを明らかにした。しかし、国家学校保健・栄

養戦略を実施する体制が整備されておらず、本格的な取り組みが遅れていることから、ネパー

ル政府は同戦略の具現化を図るため、2006 年度に日本政府に協力を要請した。 

１－２ 協力内容 

 本プロジェクトは、対象 2 郡の Shindupalchowk 郡と Syangja 郡で、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、プロジェクト終了後も国家学

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、保健人口省と教育省

による実施体制を整備することを目的としたものである。 

 

(1) 上位目標 

対象郡において学齢児童の健康と栄養状態が改善する。 

 

(2) プロジェクト目標 

・ 対象郡において学齢児童による学校保健サービスの利用が増加する。 

・ 保健人口省と教育省において「国家学校保健・栄養戦略」の実施体制が強化される。 

 

(3) 成果 

成果 1 対象校において、学校保健サービスミニマムパッケージの提供が改善される。

成果 2 学校保健活動を通じて、対象校における学齢児童の保健に関する知識が向上

し、態度や習慣が改善される。 
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成果 3 対象郡において、学校保健活動が関係機関、委員会、その他の関係者によって

体系的かつ協力的に実施・管理される。 

成果 4 プロジェクトの経験に基づき実践的なモデルが開発され、「国家学校保健・栄

養戦略」に沿った当該モデルの普及計画が中央レベルで策定される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

日本側  総投入額：2 億 6,000 万円 

長期専門家派遣 累計 4 名（79.6M/M） 短期専門家派遣 累計 14 名 （15.5M/M） 

機材供与 約 1,249 万円        ローカルコスト負担 約 7,415 万円 

研修員受入 48 名（本邦研修：27 名、第三国での研修：プロジェクトスタッフを含む

21 名） 

ネパール側 

カウンターパート配置 19 名（累計 33 名） 

ローカルコスト負担  約 6 億 440 万ルピー（保健人口省と教育省の学校保健に関連

するプログラム予算のうち、対象 2 郡の予算。プロジェクト

の協力範囲でない校舎建設、学校給食などの費用も含む） 

プロジェクト執務室（保健人口省保健サービス局、教育省教育局の 2 カ所）の提供  

２．評価調査団の概要 

団 員 

団長/総括 

協力企画 

評価分析 

花田  恭 

稲垣 良隆 

島田 俊子 

JICA 人間開発部 課題アドバイザー/国際協力専門員 

JICA 人間開発部 保健第二グループ保健第四課 職員 

アイ・シー・ネット株式会社 

調査期間：2012 年 1 月 11 日～2012 年 2 月 2 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 

(1) 成果（アウトプット） 

1) 成果 1：対象校において、学校保健サービスミニマムパッケージの提供が改善される。

成果 1 は学校保健・栄養基礎ガイドラインの開発、各種研修の実施が順調に行われ、

指標のほとんどが目標値に届いており、ほぼ達成できていると判断できる。 

指標 1-1 である学校保健サービスミニマムパッケージのガイドラインは、日本人専門

家と保健サービス局、教育局のカウンターパートによって 2010 年に作成された。同ガイ

ドラインは、対象 2 郡の 12 村落にある公立校での学校保健活動の導入結果やフィード

バックをもとに学校保健・栄養基礎プログラム（パッケージ）実施ガイドライン（以下、

「学校保健・栄養基礎ガイドライン」と記す）として改訂され、2011 年、カウンターパー

ト機関である 2 局の承認を得た。終了時評価時点においては、第 3 版への改訂中であっ

た。指標 1-2 の同ガイドラインに関する研修受講者数は目標値の 7,500 名を超えて 9,583

名に達した。指標 1-3 の年 1 回の身体測定を実施する学校の割合は約 74％だったが、適

切な記録管理を行っている学校の割合は、目標値の 70％をやや下回る平均 63.8％であっ

た。指標 1-4 の寄生虫駆除薬の学校での年 2 回配布は 97％の調査対象校で実施されてお

り、適切な記録管理が行われている学校の割合についても目標値の 70％を上回り、約

90%に達した。指標 1-5 の救急箱の常備は調査対象校すべてにみられ、適切な記録管理

を行う学校の割合についても全体平均で目標値の 60％を超え 63.8%だった。プロジェク

トの第 3・4 年次に新規対象校となった学校では、目標値を大幅に下回っているケースも

みられた。 
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2) 成果 2：学校保健活動を通じて、対象校における学齢児童の保健に関する知識が向上

し、態度や習慣が改善される。 

学校保健に関連する行動変容が子どもにみられるものの、清潔な爪の保持と寄生虫に

関する知識、毎月の学校チェックリストの記録管理面で、指標が目標値に届いていない

ため、期間内の成果 2 の達成は見込まれない。 

指標 2-1の清潔な爪をもつ児童の割合は、Syangja郡では目標値の 70%を超え達成済み

であるが、Shindupalchowk 郡では、調査対象校平均で 47.1%と協力対象期間にかかわら

ず低かった。爪が伸びていない児童の割合は、Syangja 郡で約 90%、Shindupalchowk 郡

で約 75%に達していた。指標 2-2 のトイレ清掃を毎日行っている学校の割合は、ベース

ライン調査時の 33.3%から 75.8%に増え目標値の 50%を超えていた。指標 2-3 である寄

生虫の知識をもつ 4・5 学年の児童の割合は、ベースライン調査時の 27.1%から 30.7%に

やや増えただけで、協力対象期間と対象郡にかかわらず目標値の 60%には達しなかった。

これは、質問の難易度が高かったことが一因であり、駆虫薬の重要性は十分に認識して

いるとのことであった。学校チェックリストは毎日、毎週、毎月と 3 種類あり、指標 2-4

はこれらの記録管理を適切に行っている学校の割合だった。毎日と毎週の学校チェック

リストの記録管理を適切に行えている学校の割合が、それぞれ 2 郡平均で 95.7%、73.9％

と目標値の 60%を超えたが、毎月については 58.0%と目標値に届かなかった。

Shindupalchowk 郡は、毎週と毎月の学校チェックリストの記録管理を適切に行えている

学校の割合が、新規対象校で目標値を大幅に下回っていた。指標 2-5 の子どもクラブを

設置している学校の割合は、エンドライン調査の自己申告で 8 割以上、郡教育事務所の

データで 9 割以上に達していた。PDM 指標にはないが、食前やトイレ後の手洗いの習慣

が子どもたちの間で身についていることが、ベースラインとエンドライン調査の結果か

ら判明している。こうした行動変容が子どもにみられるものの、清潔な爪の保持と寄生

虫に関する知識、毎月の画工チェックリストの記録管理面で、指標が目標値に届いてい

ないため、期間内の成果 2 の達成は見込まれない。 

 

3) 成果 3：対象郡において、学校保健活動が関係機関、委員会、その他の関係者によっ

て体系的かつ協力的に実施・管理される。 

成果 3 は、郡学校保健・栄養調整委員会（District School Health and Nutrition Coordination 

Committee：DSHNCC）の会合開催頻度を除き、達成される見込みである。 

プロジェクトでは、2009 年 12 月と 2011 年 5 月に学校保健・栄養週間を実施しており

（2011 年 5 月は、2010 年 12 月から実施時期が移行されたもの）、指標 3-1 の年 1 回のヘ

ルスプロモーションの実施は達成されている。指標 3-2 の指導主事による月 3 回のモニ

タリングを受けた学校の割合は、69.6%で目標値の 60%を超え達成済みである。ただし、

Shindupalchowk 郡の新規対象校では、目標値を大幅に下回っているケースも見受けられ

た。指標 3-3 の年 4 回学校保健栄養委員会の会合を開催している同委員会の割合につい

てはデータが取れておらず、代わりに郡教育事務所から入手した。毎月会合を開催して

いる学校保健・栄養委員会の割合は 43.5%（Shindupalchowk 郡で 60%、Syangja 郡で 26.5％）

だった。指標 3-4 の郡学校保健・栄養調整委員会の会合は、年 4 回実施の目標値には届

かなかったものの、これまで Shindupalchowk 郡で 9 回、Syangja 郡で 12 回の開催実績が

ある。指標 3-5 の学校運営計画に学校保健活動を含めた学校の割合は、目標値の 60%を

大きく上回り、89.9%となった。指標 3-6 に設定されている学校保健関連データが郡保健

事務所と郡教育事務所で集計されることについては、指標どおりに達成されている状況
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がそれぞれの事務所で確認できた。以上のとおり、成果 3 は、郡学校保健・栄養調整委

員会の会合開催頻度を除き、達成される見込みである。 

 

4) 成果 4：プロジェクトの経験に基づき実践的なモデルが開発され、「国家学校保健・

栄養戦略」に沿った当該モデルの普及計画が中央レベルで策定される。 

成果 4 については、達成が困難であると判断する。 

国家学校保健・栄養戦略は、短期専門家を派遣してその内容をレビューし改訂すべき

点を提言したが、指標 4-1 の国家学校保健・栄養アドバイザリー委員会（National School 

Health and Nutrition Advisory Committee：NSHNAC）に同戦略のレビューが承認されると

いう状況には至っていない。これは、中間レビュー以降、学校保健に関する法的枠組み

の整備などネパール側が取り組むべき提言にも積極的に取り組み、活動範囲が拡大した

ことが起因する。指標 4-2 の他郡への実践的モデル普及のためのアクションプランの開

発は、実践的モデルが何を指すのか関係者間で合意形成できていないものの、学校保健・

栄養基礎ガイドラインに記載している活動を中心に教育省と保健人口省のカウンター

パートが共同行動計画を策定・改訂している。実践的モデルの中身と同計画の最終版を、

関係者間で協議、合意できればこの指標が達成される見込みは高い。しかし成果 4 全体

でみると、国家学校保健・栄養戦略のレビュー内容が国家学校保健・栄養アドバイザリー

委員会によって残りの期間で承認される見込みが低いため、達成が困難である。プロジェ

クト残り期間も考慮し、今後は実践的モデルの明確化を図ることが肝要である。 

 

(2) プロジェクト目標：対象郡において学齢児童による学校保健サービスの利用が増加す

る。保健人口省と教育省において「国家学校保健・栄養戦略」の実

施体制が強化される。 

対象郡の学校サービス利用増加という目標は達成される見込みが高いが、国家学校保

健・栄養戦略の体制強化については、指標 1 と指標 3 の目標値達成が困難なため、一部達

成にとどまる。 

指標 1 の国家学校保健・栄養アドバイザリー委員会によって実践的な学校保健モデルが

承認されることについては、実践的な学校保健モデルの内容を関係者で協議、明確にする

必要があるがプロジェクト期間中に同委員会に承認される見込みは低い。指標 2 にある学

校保健・栄養基礎ガイドラインの承認は、第 2 版までは保健人口省と教育省からの承認を

受けているため達成されている。第 3 版は現在改訂中で、期間内の完成、承認の可能性は

まだ残されている。指標 3 の学校保健・栄養活動のモニタリング・監督シートが保健人口

省と教育省で集計されることについては、同シートが現場でほとんど活用されていないこ

と、短期専門家が 2011 年に提言したコミュニティを活用したモニタリング手法の導入に関

しフォローや進捗がないことから、期間中の達成見込みは低い。これは、既存のモニタリ

ングシートと様式が異なったため、担当者にとってモニタリングを実施する負担が大きい

ことが起因しており、今後、既存のモニタリングシートの利用を検討する必要がある。一

方で指標 4 の学校保健関連データが保健人口省と教育省で集計されることについては、そ

れぞれの郡事務所から 2 省に身体測定と寄生虫薬投与の実績データが報告されていること

を確認できた。指標 5 の寄生虫罹患率の割合は、ベースライン調査時の 25.1％から大幅に

減少してエンドライン調査では 2.9%だった。指標 6 の子どもクラブの学校保健活動の実施

回数については、データはプロジェクトで収集されていなかったが、子どもクラブの設置

率が高いことからほぼ達成されていると推定できる。 
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(3) 上位目標：対象郡において学齢児童の健康と栄養状態が改善する。 

指標 1 の低体重児の割合はエンドライン調査時 31.8%で、ベースライン調査時の 29.7%

に比べ増加、やや悪化している。指標 2 の出席率は 72.2%から 80.9%に改善がみられた。

ただし、これらの指標も、学齢児童ではなく学校に通っている学童を対象にした調査結果

であり、学校に通っていない子どもも含む学齢児童の実態を反映しているかどうかは判断

できない。また、それぞれの指標値の数値変化と本プロジェクトの介入効果との相関性に

ついては、プロジェクト以外の要因が大きく影響していると思われ、プロジェクトが実施

したエンドライン調査でも特段分析していないため特定は困難である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

本プロジェクトは、「万人のための健康」と「万人のための教育」を実現できるアプロー

チとして位置づけられた国家学校保健・栄養戦略（2006 年）を、中央、郡、学校レベルで

の具体的な実践を通じて、学校保健・栄養プログラムの実施体制の強化をめざし、同戦略

を包括的に網羅する協力内容になっており、ネパール政府の政策とニーズに合致した協力

だと判断できる。日本の事業展開計画（2010 年 8 月）では、「地方の貧困削減」が 3 つの

援助重点分野の 1 つに位置づけられており、そのなかには学齢児童も対象に含む「人々の

健康改善プログラム」が協力プログラムとして位置づけられている。そのため、本プロジェ

クトは日本の援助政策との整合性が高いと判断できる。本プロジェクトは、対象 2 郡で郡

保健事務所と郡教育事務所を中心とした既存の行政制度を活用しながら、包括的な学校保

健・栄養活動を行うアプローチがとられており、行政機関のカウンターパートに直接技術

協力を行う日本の協力の強みと知見が十分生かされている。プロジェクト・デザイン・マ

トリックス（Project Design Matrix：PDM）には活動に含まれていない学校給食に関する指

標が設定されたため、協力内容をめぐって関係者間の解釈が食い違うなど、計画の適切性

にはやや問題があったが、総合的に判断して、本プロジェクトの協力実行内容は妥当性が

高い。 

 

(2) 有効性：やや高い 

本プロジェクトでは、既存の行政制度を活用してカウンターパートが学校保健・栄養基

礎ガイドラインの作成や研修に直接関与し、学校での学校保健・栄養活動の経験を踏まえ

て同ガイドラインを改訂するアプローチをとった。こうした実地訓練のプロセスを重視し

たアプローチにより、①カウンターパートや教員が学校保健分野での取り組みの必要性や

責任感を認識し、②包括的かつ実践的な学校保健・栄養基礎ガイドラインが作成され、③

実務面で保健人口省保健サービス局と教育省教育局の連携・協力が促進された。また、爪

切りや手洗いの習慣、衛生概念が学童の身につき、寄生虫疾患率が 25.1%から 2.9%に大幅

に減少するなど、学童の行動変容や健康改善に寄与している点も全般的な有効性を高めた

要因となっている。一方で成果指標の達成にはばらつきがみられ、成果 2 の子どもの知識

と行動の改善、成果 4 の学校保健・栄養プログラムの実践的モデルの構築については、プ

ロジェクト終了時までに達成される見込みは低い。同様にプロジェクト目標のひとつであ

る国家学校保健・栄養戦略の実施体制強化についても、一部指標の達成のみにとどまる。

これらは、プロジェクトの運営管理が PDM に基づいて十分行われていなかったことや、

実現可能性の低い指標や過大な目標値が一部設定されていたことに起因すると考えられ

る。以上の点を総合的に判断すると、本プロジェクトの有効性はやや高いと予測できる。 
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(3) 効率性：中程度 

日本側とネパール側双方からの投入は予定どおり行われ、全般的に活動は計画どおりに

実施された。特にプロジェクト前半は保健サービス局にプロジェクト事務所を構え、教育

局にはプロジェクトスタッフを配置し、保健の専門性をもつ長期専門家が派遣されたこと

から、学校保健・栄養基礎ガイドラインがカウンターパートとの協働を通じて順調に作成

された。既存の教育行政制度のなかで学校保健・栄養プログラムの実施体制を強化する必

要性が出てきたプロジェクト後半には、教育の専門性をもつ長期専門家が派遣され、4 年

目からプロジェクト事務所を教育局に移したことから、現職教員の研修制度に学校保健を

組み込む可能性を議論できるようになった。このような目的に合わせた柔軟な実施体制

が、全体的な効率性を高めた。日本側の投入のうち、カウンターパートを対象にした本邦

研修やタイ王国（以下、「タイ」と記す）やラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記

す）での技術交換研修は、カウンターパートの学校保健に関する知見を深め、学校保健の

普及に向けた意欲を高めることに大いに貢献し、具体的に教育局と保健サービス局 2 局の

研修参加者であるカウンターパートが中心となって共同行動計画を作成するに至った。ま

た当初の計画にはなかったが、これまでの経験を生かして第 4 年次から対象校を大幅に拡

大したことにより、対象 2 郡すべての公立校で学校保健・栄養基礎パッケージプログラム

を導入することになった。しかし、PDM の活動と指標に整合性がない学校給食の支援や

PDM 改訂に関する議論に時間を費やしたことや、PDM に基づくプロジェクト全体のモニ

タリングが不十分であったこと、中間レビュー以降、ネパール政府に対する提言もプロジ

ェクト活動として取り組み、活動範囲が拡大したことなどが原因で、一部の成果達成に影

響を及ぼした。以上を踏まえて、全般的に効率性は中程度と判断できる。 

 

(4) インパクト：高いと予測できる 

上位目標がプロジェクトの介入効果として達成が見込まれるかについては、前述したと

おり、現時点での判断は困難である。プロジェクトの予期しなかった波及効果は、①保護

者や地域住民の学校保健に関する意識向上や行動変容、コミュニティの学校保健・栄養活

動の参加促進、②寄生虫駆除薬の全国配布や救急箱の一部郡への配布、駆除薬配布実績デー

タの保健管理情報システムへの反映など保健サービス局での制度化推進、③新出席簿の全

国導入や、子どもクラブと駆除薬配布実績データの教育管理情報システムへの反映など教

育局での制度化推進、④Syangja 郡での弁当箱供与のための郡開発委員会、村落開発委員会

との連携検討、⑤学校保健・栄養ネットワークの設立、⑥対人コミュニケーションやマス

コミュニケーションを通じた学校保健・栄養プログラムの情報普及推進、と終了時評価時

でも多くの事例を確認できた。したがって、プロジェクトのインパクトは高いと予測でき

る。 

 

(5) 持続性：中程度と見込める 

国家学校保健・栄養戦略（2006 年）という政策的枠組みがあり、郡開発委員会と村落開

発委員会の少なくとも 10%の地方交付金を子ども向けの開発事業に割り当てる優先配分制

度の政策が確立され、プロジェクト終了後もこれらの政策は持続すると考えられる。しか

し教育行政の基礎となる教育法や教育規則、教育省の戦略的政策枠組みである学校セク

ター改革計画（2009～2015 年）には学校保健が含まれていないことから、学校保健を主流

化する政策環境は十分とは言い難く、政策面の持続性は中位と考えられる。財政面は、保

健人口省では寄生虫駆除薬の全国配布や一部郡に対する救急箱の供与、学校保健に関する
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研修やオリエンテーションの実施など関連する活動の予算措置をしており、持続性が高い。

一方、教育省は今年度（2011 年度）の学校保健に関するオリエンテーションやモニタリン

グに関する予算要求が通らなかったこともあり、新出席簿の導入に関するオリエンテー

ションや学校保健を普及するために必要な現職教員に対する研修など、今後の予算確保に

向けた取り組みが必要である。したがって、財政面の持続性は総じて中位といえる。次に

組織制度面については、国家学校保健栄養アドバイザリー委員会や同委員会の局長レベル

の会合などは、学校保健・栄養ネットワークの支援を得ながら、今後も活動を継続してい

くことが見込める。郡学校保健・栄養調整員会や各対象校に設置した学校保健委員会につ

いても、それぞれのメンバーは学校保健活動を支援しようという意欲があり必要に応じて

会合を開いて協議していることから、プロジェクト終了後もある程度、機能していくこと

が予想される。学校で導入された学校保健活動は、救急箱の薬剤は容易に入手・補充可能

であるなど、持続性に配慮してデザインされており、今後の持続性は担保されていると判

断できる。学校保健活動のモニタリングは、郡教育事務所の指導主事や視学官によって行

われる既存の学校モニタリング制度を活用しているため今後も継続されると考えるが、へ

き地の学校に対するモニタリングは今後も課題である。カウンターパートや関係者の間で、

今後、学校保健・栄養プログラムは教育省の主導の下に実施していき、保健人口省は技術

的支援に徹することが望ましいという認識で一致している。その一環で、教育局内に学校

保健を主管する部署を設置すべきという要望が高まりつつあるが、現時点では教育省、教

育局内でも合意形成ができていない状況で進展がみられない。以上の点を総合的に判断し

て、組織面と制度面の持続性の見通しは、中程度と判断した。最後に技術面だが、カウン

ターパートや対象 2 郡のうち 3 年次までに介入した学校の校長や教員は、学校保健活動の

実施で中心的な役割を担ったため、学校保健全体の知識や実践的な技術を身につけること

ができ、今後もこうした知見を活用し活動を継続させることが可能と判断できる。一方で

エンドライン調査の結果から、一部の新規介入校では身体測定や救急箱の記録管理など不

十分な面もうかがえる。また、学校保健・栄養プログラムを継続・拡大するためには既存

の現職教員研修に組み込むことが必要不可欠だが、終了時評価時点では、同プログラムの

予算権限のある教育局と現職教員研修の実施を担当する国立教育開発センターで具体的な

取り組みを十分協議・合意できていないように見受けられ、技術面の持続性は中程度と判

断した。以上のことから、持続性は中程度と見込める。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

本邦研修や技術交換研修が実施されたことは、カウンターパートが各国で実践されてい

る学校保健プログラムを体験的に学び、ネパールの事情に合わせた学校保健・栄養基礎ガ

イドラインを作成するうえで非常に役立ち、一部の成果の達成や有効性を高める要因にも

なった。また、カウンターパートの多くはプロジェクト開始直後からプロジェクトの効果

をいかに持続発展させるか問題意識をもっていたことが、インタビューや質問票調査で明

らかになっており、上記研修のほか、プロジェクト目標に保健人口省と教育省での国家学

校保健・栄養戦略の実施体制の強化が盛り込まれていたことも一部起因していると推察で

きる。2008 年の本邦研修参加者が中心となって作成した 2 省の共同行動計画は、成果 4 に

も関連するためプロジェクトでもたびたび改訂が議論され、結果的に学校保健・栄養プロ

グラムの一部の活動が政府プログラムとして制度化されるインパクトの発現や、財政面や

制度面の持続性に貢献したといえる。 
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(2) 実施プロセスに関すること 

本プロジェクトは、保健人口省保健サービス局と教育省教育局の 2 省をカウンターパー

ト機関とするものだった。そのため、それぞれの局にプロジェクトスタッフを配置し、プ

ロジェクト事務所を開始直後は保健サービス局に、4 年次からは教育局に設置し、両カウ

ンターパートとの密な連携に努めてきた。また本プロジェクトは、学校保健・栄養基礎ガ

イドラインの開発と研修が主な活動だったため、非政府組織（Non-Governmental 

Organization：NGO）などには委託せずに既存の行政制度のなかで活動を推進するアプロー

チをとってきた。カウンターパートや教員は直接活動に関与し、現場の活動から得られた

経験や教訓を学校保健・栄養基礎ガイドラインの改訂に反映させた。このようなカウンター

パートや教員の実地訓練ともいえるプロセスを重視したアプローチにより、彼らが学校保

健の重要性を十分認識し、必要な技術やスキルを身につけ、学校保健活動に主体的に取り

組むことを可能にした。このことは、プロジェクトの妥当性、有効性、効率性、インパク

ト、持続性のすべてを高めることに貢献した。 

 

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 

計画時に作成された PDM は、学校で学童の健康向上を実施する考え方と学校を拠点に

した地域保健の考え方が混在した国家学校保健・栄養戦略（2006 年）を踏まえて作成され

たため不備があり、プロジェクト関係者間で協議・改訂するまでに時間がかかった。とり

わけ PDM 上の活動と指標の整合性がとれていなかったことは、プロジェクト開始直後か

ら問題を引き起こした。最も顕著な例が学校給食で、PDM の活動に含まれていないにもか

かわらず指標の一部に設定されていたため、プロジェクトからの学校給食支援に対する期

待が高まり、プロジェクトで対応可能な活動を見い出し、関係者間で合意に至るまでに多

くの時間を割くこととなった。また、PDM は一度改訂されたものの、実現可能性の低い指

標や成果の計測に適切でない指標は十分に改訂されなかった。そのため、一部の成果やプ

ロジェクト目標の達成が困難という事態をもたらしたと考えられる。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

プロジェクト全体のモニタリングやフィードバック体制が不十分だったことが、実施プ

ロセス上の阻害要因として挙げられる。PDM 指標のモニタリングが不十分なため、PDM

改定後に前述した不適切と思われる指標や目標値が見直されることがなかったと考えられ

る。このほか、中間レビュー以降、学校保健に関する法的枠組みの整備などネパール側が

取り組むべき提言にも積極的に取り組み、活動範囲が拡大したため、本来プロジェクトが

優先的に取り組むべきモニタリングに関する活動や実践的モデルの特定が十分行われない

など、成果とプロジェクト目標の達成に影響を及ぼした。 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトは、保健人口省と教育省の主導で行った、ネパール初の包括的な学校保健・

栄養プログラムに対する取り組み支援である。国家学校保健・栄養戦略を具現化するため、既

存の行政制度を活用しながら、カウンターパートが専門家との協働や直接活動を担いながらそ

れぞれの能力を向上できる、いわゆる実施訓練を重視したアプローチをとった。そのため、①

関係者の学校保健分野に関する意識や能力の向上、②現場経験や教訓が反映された実践的な学

校保健・栄養基礎ガイドラインの開発、③教育省と保健人口省の連携促進に貢献した。対象 2
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郡では、すべての公立校 1,113 校で学校保健活動が実施され、児童に爪切りや手洗いの習慣等

の行動変容や寄生虫罹患率の減少等の健康改善がみられた。このように現場と実施プロセスを

重視した日本の技術協力の強みが十分生かされ、プロジェクトの妥当性や有効性、効率性を全

般的に高めることにつながった。このほか、プロジェクト活動と直接関連した内容の本邦研修

や技術交換研修の実施は、カウンターパートの能力向上や主体性の醸成だけでなく、寄生虫駆

除薬の全国配布や救急箱の一部郡での供与、新出席簿の全国導入など学校保健・栄養プログラ

ムの一部制度化の実現に貢献したと考えられる。すなわち、正のインパクトの発現や、財政・

制度の持続性にも貢献した要因と判断できる。 

一方で、計画時に作成された PDM の不備や、PDM によるプロジェクト管理が不十分だった

こと、中間レビュー以降に活動範囲が拡大したことは、円滑なプロジェクト実施の阻害要因と

なり、一部成果とプロジェクト目標の達成、計画の妥当性、効率性、有効性に一定の影響を及

ぼした。学校保健・栄養プログラムの拡大、主流化には、政策面や財政面、制度・組織面、技

術面すべての持続性を高める努力が今後とも必要である。本プロジェクトは当初の目標をおお

むね達成したことから、予定どおり 2012 年 5 月末で終了する。 

 

３－６ 提言 

(1) プロジェクト終了までの残された期間で実施すべき事項 

1) 学校保健コンポーネントを既存のモニタリング様式に組み込む 

プロジェクトで開発されたモニタリング様式は、煩雑という理由からほとんど使われ

ていなかった。この点を踏まえ、指導主事や視学官が学校モニタリングの際に使用して

いる、既存のモニタリング様式に学校保健コンポーネントを組み込むことを検討する必

要がある。また関係者間での検討結果を、改訂中の学校保健・栄養基礎ガイドラインに

反映させるべきである。 

 

2) 学校保健基礎ガイドラインの改訂に際し、有用なモニタリング手法を採り入れる 

中間レビューで提言されたコミュニティによる学校保健活動のモニタリングや、郡学

校保健・栄養調整委員会による共同モニタリングの実施など、既存の学校モニタリング

制度を補完するアプローチを検討し、改訂中の学校保健・栄養基礎ガイドラインに採り

入れる必要がある。 

 

3) 学校保健の実践的モデルの内容を明確にする 

成果 4 とプロジェクト目標に記載のある「実践的モデル」とは、対象 2 郡の学校で導

入した学校保健・栄養基礎パッケージプログラムの優良事例を指すという意見や、学校

保健活動のモデル校を示す最低限の指標を設定することだという意見など、関係者間で

さまざまな意見が出されている。プロジェクト関係者間で早急に協議し、「実践的モデル」

が指す内容を明らかにする必要がある。 

 

4) 本プロジェクトの出口戦略を策定する 

現場のプロジェクト関係者は、プロジェクト終了直後からの活動に関する役割分担を

整理すべきと考えている。プロジェクトの介入の程度や活動の進捗は、プロジェクト開

始直後から順次対象となった 2 郡の各 15 村落開発委員会と第 4 年次に対象となった村落

開発委員会では異なることが推察される。学校保健は学校セクター改革計画（2009～2015

年）には含まれていないため、教育省は本プロジェクトが終了する 2012 年から次の教育
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セクターの戦略的枠組みを策定する 2015 年までは、学校保健を推進する予算が十分確保

できないことが危惧される。以上を踏まえて、プロジェクトの効果持続と学校保健・栄

養プログラムの拡大を実現するため、各プロジェクト関係者と協議しプロジェクトの出

口戦略を策定する必要がある。 

 

5) 学校保健・栄養プログラムの共同行動計画を完成させる 

共同行動計画は 2 省のカウンターパートを中心に改訂作業が行われているところ、早

急に完成させる必要がある。 

 

6) 教育局の学校保健・栄養プログラムの主管部署を決定する 

中間レビューの提言を受けて、本プロジェクトでは教育局に学校保健・栄養プログラ

ムの主管部署を設置するよう要請していた。新規部署の設置ではなく、教育局管理課教

材運営班の業務内容の変更で対応できるといった意見も教育省関係者から出されている

ため、プロジェクトは教育局が早急に関係者と協議し主管部署を決定できるよう支援す

べきである。 

 

7) 現職教員研修の講師育成研修の実施から得た学びを共有する 

本プロジェクトは国立教育開発センターと連携し、2012 年 3 月までに学校保健に関す

る現職教員研修のための講師育成研修を行う予定である。プロジェクトはこの研修から

得られる教訓や経験を関係者間で共有し、プロジェクト終了後、学校保健を現職教員研

修にどのように組み込むか協議できるよう支援する必要がある。 

 

8) 対象郡間で、学校保健・栄養基礎パッケージプログラムの実践経験や教訓を共有する 

対象 2 郡のプロジェクト関係者からは、2 郡の相互訪問などの活動を望む声が出てい

た。よって、2 郡のそれぞれの経験や教訓を共有するための成果の普及セミナーを少な

くとも 1 回開催すべきである。 

 

9) 残された課題の進捗を確認する 

終了時評価時点では、協議中あるいは承認待ちの活動や課題が見受けられた。プロジェ

クトは、①開発した学童の身体成長曲線の承認、②国家学校保健・栄養戦略の見直し、

③学校保健に関する法的枠組みの整備、について、その進捗状況を確認し、最終報告書

に記載すべきである。 

 

(2) プロジェクト終了後に実施すべき事項 

1) 共同行動計画に基づいて実施、モニタリング、評価を行う 

教育省と保健人口省は、2 省が作成した共同行動計画に基づいて今後、学校保健・栄

養プログラムを実施、モニタリング、評価する必要がある。JICA の事後評価の際は、同

計画を参照し、①本プロジェクトの持続性、②学校保健・栄養プログラムの対象 2 郡か

らの拡大状況、③学校保健・栄養プログラムの制度化の進展状況、を評価する必要があ

ると思われる。このように、共同行動計画は今後の学校保健・栄養プログラムの基礎と

なる重要な文書のため、毎年見直しを行い、必要に応じて改訂すべきである。 
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2) 国家学校保健・栄養戦略及び実施ガイドラインの見直しを完了させる 

本プロジェクトでは、国家学校保健・栄養戦略及び実施ガイドラインを 2011 年に見直

し、結果を提言にまとめているが、終了時評価時点ではそれらが国家学校保健・栄養ア

ドバイザリー委員会で十分議論、承認されるには至っていなかった。したがって、教育

省と保健人口省は、プロジェクトが提言した改訂事項を踏まえて、同委員会での協議を

はじめ、改訂作業を支援する必要がある。 

 

3) 現職教員研修に学校保健コンポーネントを組み込む 

学校保健・栄養プログラムの普及のためには、現職教員の研修が必要不可欠である。

教育省、教育局、国立教育開発センターは、保健人口省やカリキュラム開発センターな

どその他の関連機関と協力し、2012 年 3 月に行われる学校保健に関する現職教員研修の

ための講師育成研修の結果も踏まえて、学校保健を同センターで実施されている教員職

能開発モデルによる現職教員研修にどのように組み込むか検討すべきである。 

 

4) 学校保健・栄養プログラムを教育セクターの枠組みに組み込む 

学校セクター改革計画（2009～2015 年）に学校保健が含まれていないことが、教育局

での関連活動に対する十分な予算措置を阻害する要因となっている。教育省は、同計画

後の次期教育セクターの枠組みに学校保健・栄養プログラムを組み込むべきである。 

 

5) 教育法、教育規則に学校保健コンポーネントを組み込む 

本プロジェクトでは、教育法や教育規則に学校保健コンポーネントを組み込むことを

提案したが、終了時評価時に教育省内で合意形成はなされていなかった。将来的に学校

保健を教育セクターで主流化していくために、教育省は学校保健関連法制度の整備につ

いて引き続き検討すべきである。 

 

6) 学校保健・栄養プログラムにおける地方開発省、郡開発委員会、村落開発委員会/市役

所との関係を強化する 

教育省と保健人口省は、子どものプログラムも対象となる地方交付金の活用を含め学

校保健・栄養プログラムの推進のために、地方開発省、郡開発委員会、村落開発委員会

と市役所が同プログラムの必要性を理解し、積極的に協力するよう働きかける必要があ

る。 

 

7) マルチセクトラル栄養計画との連携促進 

終了時評価の際、国家計画委員会が中心となって、母親や子どもの栄養・健康を改善

することを目的としたマルチセクトラル栄養計画が検討されていた。教育省と保健人口

省は、国家計画委員会と連携協調し、同計画に学校保健を組み込めないか検討すべきで

ある。 

 

３－７ 教訓 

(1) PDM の活動と成果指標は整合させる必要がある。 

学校給食は最初に作成された PDM の活動には含まれていなかったにもかかわらず、成

果指標に設定されていた。プロジェクトの学校給食に対する支援について関係者間で異な

る期待をもつようになり、解決までに多くの時間を費やすことになった。PDM の成果指標
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は活動と関連づけて設定することが必要である。 

 

(2) PDM はプロジェクトの運営管理ツールとして利用する必要がある。 

本プロジェクトの PDM は関係者間でのたび重なる協議を通じて、一度改訂された。し

かし、PDM に沿ったプロジェクト活動のモニタリングは十分行われていなかった。これは、

終了時評価まで成果の測定に不適切な指標や過大な目標値が修正されていなかったことが

一因であり、また一部の成果やプロジェクト目標の達成にも影響を及ぼしたと考えらえる。

プロジェクト全体のモニタリングは PDM 指標に照らし合わせて行うべきである。終了時

評価の時点で、成果やプロジェクト目標の達成が十分確認できない事態を避けるため、必

要に応じて PDM の修正は早期に行うべきである。 

 

(3) 評価を想定したベースライン調査を実施する必要がある。 

ベースライン調査はプロジェクト 1 年目にローカルコンサルタントによって実施された

が、PDM 指標や評価のためのデータ収集というよりは、学校保健・栄養分野の現状調査と

いう側面が強かった。その結果、一部調査結果が PDM 指標にも使われたが、十分活用さ

れたとは言い難い。また、プロジェクトと同調査では 2 郡を対象にしているにもかかわら

ず、報告書ではほとんどすべてのデータが 2 郡平均でまとめられ、郡ごとのベースライン

データが特定できず、エンドライン調査との比較が十分できなかった。ベースライン調査

は、プロジェクトの効果を測定できるよう、PDM 指標に照らし合わせて調査設計・実施す

べきである。 

 

(4) プロジェクト事務所を各カウンターパート機関に設置することは、同機関との連携促進

に有用である。 

本プロジェクトは、保健人口省と教育省の 2 省をカウンターパートと設定している。初

年度は保健人口省保健サービス局に事務所を構え、教育局にはプロジェクトスタッフを配

置させ、第 4 年次に事務所を教育局に移し、保健サービス局にはプロジェクトスタッフを

配置させた。このようなアプローチにより、カウンターパートとの円滑なコミュニケーショ

ンや連携が可能になった。カウンターパート機関が複数の場合、プロジェクト事務所を各

カウンターパート機関に設置しプロジェクトスタッフをそれぞれに配置することは、それ

ぞれの機関との連携促進に有用である。 

 

(5) カウンターパートのなかからフォーカルパーソンを任命することは、プロジェクト活動

の実施や関係機関との連携に有用である。 

本プロジェクトでは、対象 2 郡の郡保健事務所と郡教育事務所のカウンターパートの中

で、郡レベルでのプロジェクト活動の調整等を行うフォーカルパーソンを任命した。フォー

カルパーソンは活動の進展とともに、郡レベルで行うプロジェクト活動の中心的な役割と

調整役を果たすようになった。特に関係者が多いプロジェクトの場合は、カウンターパー

トの中からフォーカルパーソンを任命することは、円滑な活動実施や関係者間の連携に有

用である。 

 

 


