
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト
評価実施部署：タイ事務所（2016 年 4 月）

国名 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形成プロジェクト
（CTOP）タイ王国

Ⅰ 案件概要

事業の背景

タイは 2005 年に 65 歳以上の人口が総人口の 7％以上を占める「高齢化社会」となり、その後 25 年
間で高齢者の人口が急激に増加すると見込まれていた。しかしながら、限定的な社会保障制度、高齢
者福祉の財政資源の不足、公的施設におけるケア提供の不十分さ、縦割り行政等、高齢者の人口が 14％
以上となる「高齢社会」となる前の準備を妨げる要因がいくつかあった。加えて、核家族の増加や都
市部への人口移動等の社会的な変化により、家庭での高齢者ケアが困難となっていた。他方、保健ボ
ランティアや高齢者ボランティア等のリソースがあり、高齢者ケアにおいて更なるコミュニティ参加
が期待されていた。このような状況下、効率的なサービス提供のために様々な機関が協働する、コミ
ュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉（以下、高齢者ケア）サービスの統合型モデル開発が求
められていた。

事業の目的

本事業は、複数のタンボン1における高齢者の QOL（生活の質）を改善するためのパイロット活動を
通じて、CTOP モデルの構築を目指し、全国的な実施に貢献することを目指した。

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（モデル）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。
注：CTOP モデルは、コミュニティ住民の意思に基づいて策定され、タンボン自治体（TAO）によって
主導される、高齢者の QOL を改善するためのコミュニティベースのサービスと定義される。サービス
は高齢者のニーズに基づく、保健医療や社会福祉等、複数領域の統合的な活動である。また、一回の
活動でなく、PDCA（計画、実施、チェック、アクション）サイクルで継続的な活動である。

実施内容

1. 事業サイト：CTOP パイロットタンボン（チェンライ県ヤンホム、コンケン県サアード、ノンタブ
リ県バンシートン、スラタニ県バンナー）

2. 主な活動：1) 高齢者対象の保健医療・福祉サービスに関係する機関の役割の明確化、2) モデル実
施・アクションプラン作成のための 4 パイロット地域の現状分析、3) パイロットタンボンによる
保健医療・福祉サービスのアクションプランの実施、4) 保健医療・福祉サービスのモデルの策定、
5) 保健医療・福祉サービスに関する人材育成（政府職員、ケアコーディネーター2、保健ボランテ
ィア3、高齢者ボランティア4、コミュニティ住民等）等

3. 投入実績

日本側
1) 専門家派遣 23 人
2) 研修員受入 60 人
3) 機材供与 PC、ビデオカメラ、プロジェ

クター、コミュニティ活動用 AV 機器、血
圧モニター、血糖モニター等

4) 現地業務費 旅費、翻訳費等（16,643,459 
バーツ＝43 百万円、2011 年 8 月時点）

相手国側
1) カウンターパートの配置 62 人（中央レベル）
2) 土地・施設提供 執務スペース・備品
3) ローカルコスト負担 4,325,000 バーツ
4) 研修、会議、モニタリング費用（23,389,996 バー

ツ＝61 百万円、2011 年 8 月時点）

事前評価年 2007 年 協力期間
2007 年 11 月～2011 年 11
月

協力金額
（事前評価）190 百万円
（実績）209 百万円

相手国実施機関 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

I 評価結果

1 妥当性

【事前・事業完了時のタイ政府の開発政策との整合性】
高齢者福祉の促進やコミュニティベースのアプローチは「第 10 次国家開発計画（2006 年～2011 年）」および「高齢者に係

る第二次国家計画」（2002 年～2021 年）に掲げられており、タイ政府の開発政策に合致している。
【事前・事業完了時のタイにおける開発ニーズとの整合性】
タイは 2005 年に高齢化社会となり、2030 年までに高齢社会に到達する見込みである。しかしながら、公共ケアサービス

の提供は限定的であり、家庭でのケアのシステムは開発されていなかった。質、量において高齢者ケアの改善に大きなニー
ズがあった。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

「対タイ経済協力計画」（2006 年）では、技術協力の重点分野の一つが社会の成熟化に伴う問題への対応であり、高齢化
対策が含まれていた。
【評価判断】

                                                       
1 タンボンはタイの地方自治体。県、郡に次ぐ 3 番目の行政区分。
2 ケアコーディネーターは MOPH が配置する県の医療職である。患者が必要な医療・福祉サービスを受けられるよう確認するほか、高齢者

や家庭で必要とする人々に対してケアや支援を提供する。
3 保健ボランティアはコミュニティの代表であり、MOPH 下で登録される。MOPH が指定する研修を受講する。主な役割は住民の保健に関

する行動を変容させ、保健に関する情報を提供し、知識を紹介・広報し、保健活動を計画・調整し、いくつかの保健サービスを提供するこ

とである。報奨として月に 600 バーツを受け取る。
4 高齢者ケアボランティアは MSDHS の高齢者の在宅ケア事業のために同省によって配置・登録される。



以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

【プロジェクト目標の事業完了時点における達成状況】
プロジェクト目標は達成された。4 タンボンで現状分析と策定されたアクションプランに基づき保健医療・福祉サービス

のパイロット活動が実施された。これらの経験は CTOP モデルとしてまとめられ、第 2 回全国会議5（2011 年 7 月）と国家
高齢化対策委員会6（2011 年 10 月）に提出された。このように、事業完了時までに CTOP モデルは開発され、全国展開の準
備が整った。
【本事業の効果の事後評価時点における継続状況】

CTOP の経験は複数の国家施策に反映され、地方政府に推奨されている（下表「プロジェクト目標及び上位目標の達成度」）。
MOPH は CTOP の以下の成功事例を普及のためにウェブサイトで公開している7――i）ナコンパノム病院での高齢者調査、
ii）サコンナコン病院での介護プログラム。補足情報として、CTOP の活動は、対象タンボンの 4 箇所全てで継続している。
問題分析とワークプラン作成、保健ボランティア・高齢者ボランティアやケアマネージャー8への研修、デイケアセンター活
動、健康チェック、モバイル・ワンストップ等である。保健省県事務所（PPHO）や社会開発・人間の安全保障省県事務所
（PSDHSO）によると、これらの活動が継続している要因は、多様な予算源（中央政府、国民医療保障事務局（NHSO）、コ
ミュニティヘルスファンド9（CHF））、TAO のコミットメント、タンボン健康増進病院10（THPH）等があることである。ま
た、TAI（イラストを用いた高齢者区分法）のように本事業で開発されたツールが主にケアマネージャーにより高齢者の現
状分析を行う際に活用されている。さらに、CTOP の原理とツールは、全国の THPH を対象としたガイドラインや基準に組
み込まれている。

CTOP 活動の大きな特徴の一つは、コミュニティレベルのボランティアの役割である。タイでは、MOPH 及び MSDHS 下
で登録されたボランティアが 100 万人以上いて、本事業はそのようなボランティアを家庭訪問・ケアといった活動に巻き込
んだ。高齢者や美徳を尊敬する文化もあり、ボランティアはコミュニティにいる一人暮らしの高齢者、要支援高齢者、家族
から見放された高齢者、不当な扱いを受けている高齢者が QOL を向上させるのを支援する強い意志を持っている。彼らは
事業の実施や持続性のカギとなっている。
【上位目標の事後評価時点における達成状況】

CTOP モデルを活用するタンボン数の正確なデータ（計画で設定された指標）は入手できなかった11。MOPH も MSDHS
も事業実施中より同データを管理していないためである。しかしながら、CTOP モデルが幾つかの県に拡大している例があ
る（下表）。第一に、対象タンボンでの本事業の経験が郡内で共有されている。経験の拡大にあたり、高齢者数が増加する
につれてタンボンの役割も拡大している。第二に、CTOP モデルは高齢者ケアサービスの国家施策に反映され、コミュニテ
ィの意思による計画、ニーズに基づく計画、地域資源の利用といったモデルの要素が活用されている。モデルの普及のため
MOPH はコミュニティでのケアや高齢者調査について本事業の対象外の全県・タンボンに対して研修を実施している。また、
地方分権化により地域資源が活用しやすくなったことも普及の促進要因である。
【事後評価時点で確認されたその他のインパクト】

MOPH、MSDHS、PPHO、PSDHSO、TAO によると、以下のインパクトが生じている。第一に、障害のある高齢者や夫を
亡くした女性高齢者にとって正のインパクトがあった。本事業の活動に参加することにより、住居やトイレ等の生活環境が
改善した他、コミュニティレベルのボランティアから頻繁に訪問やケアを受けて、コミュニティリハビリテーションセンタ
ーへ外出するようになった。第二に、コミュニティは高齢者から地域の知恵や文化を学ぶようになった。第三に、高齢者の
家族とボランティアの関係がより密接で協力的なものとなり、高齢者ケアがより効率的になり、家族の負担が軽減した。サ
アード・タンボンの例として、家族がより心を開くようになり、ボランティアが高齢者ケアをよりスムーズに行えるように
なった。第四に、関係機関間のネットワーク構築、データ収集・分析等における本事業の経験が基となり、JICA の「要援護
高齢者等のための介護サービス開発プロジェクト（LTOP）」（2013～2017 年）や他の高齢者福祉の国家施策（高齢者の福祉
増進と権利保護の基準策定等）が形成された。
自然・社会環境面での負のインパクトは生じていない。

【評価判断】
プロジェクト目標は達成され、継続している。つまり、CTOP モデルは構築され、その要素は国家政策・施策に統合され

ている。モデルが複数の県で適用されている例が確認された。しかしながら、モデルを活用しているタンボン数（上位目標
の指標）は入手できず、モデルの全国活用についての確認はできなかった。したがって、本事業の有効性／インパクトは中
程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

（プロジェクト目

標）

モデルが全国での

1. モデルが国家レベ

ルの会合で発表され

る

（完了時）達成

CTOP モデルは 2011 年 7 月の第二回全国会議に提出された。

注：既にモデルは提出済であるため、この指標は事後評価時には検証されなかった。

                                                       
5 全国会議は本事業によって実施したもので、事業内外の関係者がパイロット地域の高齢者ケアの事例を発表・議論することを目的とした

もの。事業期間中に 2 度開催された。
6 国家高齢化対策委員会は高齢者法（B.E.2546）により規定されたもので、首相が議長を務める。高齢者に関わる事柄を扱う。
7 成功事例はタイ語でのみ公開されている。http://110.78.163.74/keling/older/.
8 ケアマネージャーは患者に医療ケアを提供し、医療機関の管理を行う専門職（正看護師またはソーシャルワーカー）。タイにはケアマネー

ジャーの国家認定制度がないが、本事業が設定したカリキュラムを修了している。
9 コミュニティヘルスファンドはコミュニティレベルでの自助を促進するために NHSO によって設立された基金。THPH や TAO は CTOP 関

連の活動を実施するために応募できる。
10 タンボン健康増進病院は各タンボンに設置された医療機関で、住民にプライマリーケアを提供する。
11 MOPH から 2016 年 3 月に提供された情報によると、コミュニティレベルでの CTOP の要素を含んだ高齢者介護に関する活動は全国 12 地

域のうち 6 地域の 20％～60％のタンボンで実施されており、これらの高齢者介護の活動は全タンボンの 16％で実施されていると計算される

とのことである。他方、残りの 6 地域におけるデータは入手できなかった。



活用に向けて発信

される

2. 国家高齢化対策委

員 会 、 MOPH 、

MSDHS、MOIに対し、

モデルの全国普及に

向けた提案がなされ

る

（完了時）達成

CTOP モデルは 2011 年 7 月の第二回全国会議に提出された（MOPH、MSDHS、MOI（内務

省）、国民医療保障庁、地方自治体が参加）。また、2011 年 10 月国家高齢化対策委員会でも

発表された。

（事後評価時）継続

CTOP の主な要素は国家施策に統合されている（下表リスト）――i) コミュニティの意思に

よる計画、ii) ニーズに基づく計画、iii) 地域資源の利用、iv) 保健と福祉の統合活動、v) サ
イクル管理に基づく継続的な活動。CTOP モデルは全国実施のため地方自治体に提案・推奨

されている。

（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（モデル）が全

国で活用される

1. 全国各県の 15％以

上のタンボンでモデ

ルが活用される

（事後評価時）一部達成

CTOP モデルが活用されているタンボン数のデータは入手できなかった。

＜補足情報＞

（1）コンケン県では、サアード・タンボンでの健診（眼科、歯科、整形外科）、慢性疾患診

療、高齢者の知恵の活用、高齢者ケアボランティア研修といった CTOP の経験が、郡内の他

4 タンボンと共有された。

（2）CTOP の要素は以下の国家施策において活用されており、本事業対象地域以外でも CHF
を利用して実施されている（予定含む）。

施策（管轄省） 主な活動 CTOP の要素の

活用*
対象県

コ ミ ュ ニ テ ィ で の 介 護

（MOPH）

高齢者の在宅ケ

ア

i, ii, iii ウドンタニ、ナコンパ

ノム、サコンナコン、

ノンカイ、ブンガン、

ルゥーイ、ノンブララ

ンプー

コミュニティにおける糖尿病

と高血圧症の高齢者ケア

（MOPH）

糖尿病、高血圧

症の高齢者の在

宅ケア

i, ii, iii 同上。

コミュニティにおける白内障

の高齢者ケア（MOPH）

白内障健診と外

科手術

i, ii, iii 同上。

高齢者の福祉増進と権利保護

の基準策定（MSDHS）（策定

中）

高齢者調査、高

齢者の福祉マネ

ジメント計画

iii, 高齢者調査

（本事業策定の

ツール）

今後決定。

*CTOP の要素：i) コミュニティの意思による計画、ii) ニーズに基づく計画、iii) 地域資源

の利用、iv) 保健と福祉の統合活動、v) サイクル管理に基づく継続的な活動。

情報源：MOPH、MSDHS。
3 効率性

事業期間は計画どおりであった（計画比：100％）。事業費は計画を超えた（計画比：111％）。その理由は、2011 年にタイ
で深刻な洪水があった際、タイ側の投入の一部を JICA が負担したこと、終了時評価調査団からの提言に基づいて CTOP モ
デルの普及のための視聴覚資料の作成が追加されたことである。よって、本事業の効率性は中程度である。

4 持続性

【政策・制度面】
コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスは、「高齢者に係る第二次国家計画」（2002年～2021年）や「第

11次国家保健開発計画」（2012年～2016年）等、政府の政策において優先付けられている。MOPHとMSDHSによると、コミ
ュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスに関する政策は継続する。
【体制面】

CTOPモデルに関連した活動は各タンボンのニーズに基づく。MOPHは年に1～2回、コミュニティのボランティアと共に高
齢者調査を実施し、彼らのニーズを把握する。活動の実施にはMOPHとMSDHSの両方が関わる。例えば、保健行政として
MOPHの保健局（DOH）や医薬局がモデルの促進に責任を持ち、次官官房がTAOやTHPHから報告や高齢者の統計情報を受
けて進捗をモニタリングする。PPHOとTHPHは関係機関の調整を担当する。モデルに関連した研修はPPHOとDOHが実施す
る。MOPHによると、これらの人員数は左記の役割を果たすのには十分である。コミュニティにおける高齢者ケアの実施調
整は、作業委員会（TAO、PPHO、PSDHSO、THPH、他保健施設、ボランティア、高齢者クラブ等から構成される）が引き
継いでいる。同委員会は定期的に会合を持って高齢者向け保健医療・福祉サービスの進捗や課題につき共有し、高齢者関連
活動の予算をTAOに申請することもある。
【技術面】
本事業で作成されたCTOPハンドブックは翻訳・改訂され、PPHO、PSDHS、THPH及びTAOに配布されている。THPHはハ

ンドブックを高齢者の介護のガイドラインとして改訂、活用している。コミュニティは活動実施の際に、県政府はコミュニ
ティ支援の際にハンドブックを活用している。本事業で開発された研修ガイドラインも十分に活用されている。THPHは地
方政府の役職員に研修を実施する際に参照している。県レベルの職員に対する研修も実施されている。講師はDOHやMOPH
次官官房の職員であり、MOPHとMSDHSによると講師の人数と技術は研修を実施する分には十分である。ケアコーディネー
ター、保健ボランティア、高齢者ボランティアがコミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスを実施するのに
十分な研修が行われており、調査を実施した県のTAO、PPHO、PSDHSOによると、彼らの知識と技術は十分である。
【財務面】

MOPHの、CTOPに特化した財務データは入手できなかった。MOPHの多様な施策の中からCTOP予算としては分離できな
いためである。複数の部署が異なる施策の下、それぞれの支出を行っている他、PPHO、THPH、TAOといったように複数の
支出ラインがあるためでもある。しかしながら、CTOP普及・実施に主要な役割を持つMOPHの予算は増加傾向にあり、十分
であるとの回答があった。実際、【有効性・インパクト】で述べたように、これまでLTOPやCTOPの要素を含む施策（コミュ



ニティでの介護等）をはじめとして計画した活動は実施してきていることから、財務面での特段の問題はないと言える。同
様の理由から、MSDHSのCTOPに特化した予算額も計算ができなかった。しかしながら、同省の高齢者局は毎年400百万バ
ーツの予算があり、これは計画された活動を実施するのに十分である。TAOの予算は中央政府、NHSO、CHF、コミュニテ
ィ福祉ファンド12、地方税から配賦を受けている。この他、TAOは慈善活動やデイケアセンターの利用料徴収により資金を
得ている。県政府の予算は中央政府から配賦される。このように地方で徴収される分を含めて様々な資金源があり、これに
よりコミュニティでの高齢者関連活動が効率的に実施されている。
【評価判断】
以上より、実施機関の政策制度面、体制面、技術面、財務面に特段の問題はない。よって、本事業によって発現した効果

の持続性は高い。

5 総合評価

プロジェクト目標は達成され、その効果は継続している。つまり、CTOP モデルは構築され、その要素は国家政策・施策
に統合されている。MOPH は県やタンボンレベルの関係者に対して CTOP に関する研修を実施しており、関連した活動は対
象タンボン以外でも実施されている。地方分権化も TAO がコミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスを促
進する要因となっている。しかしながら、モデルを実践しているタンボン数を厳密に確認することはできなかった。モデル
の効果を継続するため、MOPH と MSDHS は十分な予算と人員を有している。コミュニティも資金・人員を動員して CTOP
活動の実践に貢献している。効率性に関しては、洪水時にタイ側予算を日本側が負担したこと、CTOP 普及の資料を作成し
たことから、事業費が計画を超えた。
以上より、総合的に判断すると、本事業の評価は高い。

III 教訓・提言

【MOPH、MSDHS への提言】

1. CTOP モデルは農村部で開発されたものであるが、その要素は国全体に適用可能である。核家族化が進み、住民間のコ

ミュニケーションが比較的限られた都市部においては挑戦的なことかもしれないが、それでも CTOP モデルの利用を提

言する。例えば、コミュニティの福祉に対して強い意思とコミットメントを持った住民を選定したり、各コミュニティ

で可能な形で関係者間のつながり（患者、家族、ボランティア、医療機関従事者、ソーシャルワーカー、行政官等）を

強化したりすることで、CTOP モデルの適用は可能になるだろう。現在実施中の LTOP は対象地域に都市部も含んでい

る。都市部においてコミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスを提供する際の特徴や可能性について必

要な情報を収集する際には、そのネットワークを利用することが可能である。

2. 高齢化社会でニーズが増加するコミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスに従事する人員を研修するた

めの予算を確保し続けることを提案する。

【JICA への教訓】

1. 事後評価時点において、計画時に設定された指標を用いて上位目標を検証することができなかった。同指標は MOPH も

MSDHS も管理していなかったためである。事業の計画時または開始後すぐに、事業完了後に実施機関が設定された入

手手段により上位目標の指標をモニタリングできるかどうかを確認することが不可欠である。国家政策の中で示されて

いる指標の採用を検討することが望ましい。

2. 本事業の対象タンボンでは、CTOP の活動が積極的に実施され、継続している。その鍵となった要因の一つはコミュニ

ティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスにおいて様々な役割を担うボランティアの強いコミットメントである。

これが可能となったのは、タイでは、特に保健分野でコミュニティボランティア制度の長い歴史があったためである。

このように、同様の歴史や文化のある国においては、保健サービスの基本的な技術とコミュニティのために働く強い意

識を持つボランティアのような地域の人材を最大限に活用することは、コミュニティベースの活動の成功とコミュニテ

ィの能力強化にとって見込みある、効果的な手段となる。

（スラタニ県バンナー郡バンナードゥームタンボンでのコミュニ

ティでの健康チェック活動（モバイルユニット））

（チェンライ県クンタン郡ヤンホーンタンボンでの高齢者自宅訪

問）

                                                       
12 コミュニティ福祉ファンドは住民やタンボンによって徴集・管理される。住民からの寄付金であり、コミュニティの福祉活動に充てられ

る。


