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評価グリッド評価グリッド評価グリッド評価グリッド    （実績と５項目）（実績と５項目）（実績と５項目）（実績と５項目）                                                                                        平成 22年 12月 31日作成 

事業名（実施期間）：雲南少数民族地域での学校を中心とした健康・環境衛生改善プロジェクト（2009年 5月 28日～2011年 3月 31日：1年 9カ月間）100万回の手洗

いプロジェクト 

対象地域：中国雲南省 建水県岔科鎮白云村(白云村小学校学校圏、イ族)、福貢県匹河郷果科村(果科小学校学校圏、独龍族・怒族)、福貢県架科底郷阿达村（籐誼小学校

学校圏、リス族）受益者層（ターゲットグループ）：3学校圏の人口 14,428人、3小学校の生徒数 630人、教師・学校保健関係者 50人 

実績とプロセス実績とプロセス実績とプロセス実績とプロセス    

 

調査項目調査項目調査項目調査項目 

 

指標指標指標指標 

 

結果結果結果結果 

 

プロ目プロ目プロ目プロ目 
実績実績実績実績 

プロジェクト目標プロジェクト目標プロジェクト目標プロジェクト目標（Project Purpose）： 
 

1 小学校の健康・環境衛生に対する対
処能力が高まる 

 

 

 

1-1 小学生の望ましい衛生意識・態度・
行動が 30%増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2009年 9月実施のベースライン調査と 2010年実施のエンドライン調
査の比較によると、「ほとんど」・「いつも」以上の頻度を習慣化の判断
基準とした場合、食事前の手洗い（68%→73%）、学校での食事前の手
洗い（53%→71%）、トイレ後の手洗い（60%→75%）、学校でのトレ
イ後の手洗い（62%→78%）、石けんでの手洗い（41%→42%）、手洗
いについての会話（32%→45%）、寄生虫予防の知識（73%→94%）、
寄生虫の治療知識（54%→84%）がそれぞれのプロジェクト開始時と
プロジェクト終了時を比較して増えた。30%以上の増加は寄生虫の治
療知識でのみ。それぞれの学校で条件が異なるため、単純な比較はで
きない。例えば、もともと白雲小学校と匹河中心小学校の食事前の手
洗い習慣はプロジェク実施時で共に 70%程度であるのに対し、籐誼小
学校は 38%、トイレ後の手洗い実践は 28%と低かった。籐誼小が校は、
学校での食事前の手洗いが 21%から 70%に、トイレ後の手洗いが 28%

から 52%となり、それぞれ 49%と 24%の増加であり、プロジェクト
目標で期待していた指標の良化に近い。手洗いと寄生虫の知識に関す
る白雲、籐誼、匹河のすべての項目に対する統計的有意差が認められ
た項目割合は 15/27（56%）であった。プロジェクトデザインの段階
でベースラインを把握していなかったので、統計的有意差を示した項
目割合は、望ましい衛生意識・態度・行動が 30%増加という指標の代
替として合理的と思われる。したがって、この指標は達成したと考え
る。なお、石けんの使用で統計的有意差が認められたのは籐誼小学校
のみ。 
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1-2 学校衛生環境チェックの適合項目
が 30%増加 

 

 

 

 

 

 

1-3 自分自身と同様に同僚（同級生）も
健康・環境衛生に対する対処能力を
高まったと自覚する参加者が 50%

以上 

� 白雲小学校と籐誼学校（果科小学校をのぞく）に関する衛生施設改善
の要求項目の中で適性化した項目は 2007 年 12 月の基礎調査時の
28/79（35%）から 2010年 3月には 46/79(58%)となり、23%の良化に
つながった。その他、白雲小学校が独自にゴミ捨て場を設置したこと
や籐誼小学校のゴミ箱の設置など、トータルで見ると学校の衛生環境
はプロジェクトが想定した程度の良化があったと見て良い。 

 

� 白雲小学校（５年生）と籐誼小学校（６年生）、匹河小学校（６年生）
での挙手による簡易調査では、自分自身が衛生に対していままでより
もよりよい行動ができると答えた子どもが 119/129(93%)、隣の同級生
も同じようによい行動を身につけたと答えた子どもが 66/129(51%)で
あった。 

 

� 2010 年 11 月に実施した白雲、籐誼、匹河、遠福での先生方とのグル
ープディスカッションでは、自分自身の手洗い行動や衛生授業への取
り組みが以前と変わったとほとんどの出席者の共通意識だった。また、
研修に参加しなかった同僚たちも、学校としての取り組みで衛生に対
する意識が強くなったと答えている、とのことである。 

 

成果成果成果成果 
実績実績実績実績 

成果成果成果成果（Output）：           
 

1. 教師・学校保健関係者の健康と衛生
に関する実践的な指導能力が高ま
る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 小学校 5・6年生の健康・環境衛生
に関する対処能力が高まる 

 

 

 

 

 

 

1-1 パネルシアター・ペープサート・ポ
スターを使った授業時間数（出席者
数） 

 

1-2 自分で企画したポスター授業計画、
またはパネルシアター、ペープサー
ト授業計画・シナリオ数 

 

 

1-3 研修終了後の健康・衛生指導に関す
る自己評価(研修参加者の 50%以上
が肯定評価) 

 

 

2-1 小学校 5-6年生が作成したパネルシ
アターを見た全生徒数の割合 

 

 

 

 

 

 

� 2009 年、 それぞれの学校でパネルシアター、ペープサート、ポスタ
ーを教材とした授業を 5-11時間程度実施し、延べ 2200人程度の児童
がそれらの授業を直接・間接的に受けた。 

 

� 研修で作成した教材と授業計画のキット－「衛生授業スターターキッ
ト」を基に各学校独自にパネルシアター、ペープサート、ポスターの
授業計画を作成できるようになったが、オリジナルの教材づくりとな
ると匹河中心小学校と遠福中心小学校に留まっている。 

 

� 第 1回教育者研修とフォローアップ研修（２回目）の参加者の 90%以
上はその研修方法、内容理解、実践可能性（応用性）、有益性に肯定的
な評価を行った。 

 

� 全生徒数の数は把握できなかった。2010年実施のエンドライン調査の
対象となった 355人の中の 5年生 250人（匹河、白雲、遠福の 5年生
で 2010 年 8 月まで 4 年生だった。籐誼の回答者は全員 6 年生なので
含まれない）によると、パネルシアターを見たことがあると回答した
子どもが 250人(100%)、ペープサートを見たことがあると回答した子
どもが、250 人、ポスターを見たことがあると回答した子どもが 245

人(98%)であった。 
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3. 小学校の衛生環境向上のための施
設が改善される。 

 

 

 

 

 

4. 健康と衛生に関する小学校と小学
校圏の住民との関係が構築される 

 

 

 

5. 小学校の健康と環境衛生プログラ
ムを支援する資源センターが構築
される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 チェックリストを用いた小学校 1-4

年生の衛生に対する態度、行動が
30%向上 

 

 

3. 施設の基本的改善と個々の仕様に関す
る要求項目の 50%以上が改善される。 

 

 

 

 

 

4. ポスター展覧会、パネルシアター発表
会、オリジナル曲発表を行った地域・学
校のイベントへの参加数 

 

 

5-1 ネットアクセス数 

5-2 ニューズレター発行数 

 

� 匹河小で行った教室での挙手調査ではクラス 36人中 24人が下級生や
兄弟に衛生について学んだことを教えたと回答。匹河小学校では全校
生徒を対象とした衛生教育大会を開いている。トータルで少なくとも
60%以上が衛生教育で作ったパネルシアターやペープサートを見てい
る、と判断する。 

 

� 実施していないので、不明。 

 

 

 

� 基本的改善に関する9つの要求項目のうち、6項目が改善された(66%)。
白雲小学校(2/3)、果科小学校(1/3)、籐誼小学校(3/3)。このうちの 2項
目は中国側によって実施された。また、果科小学校については分校の
完全学校への統合政策により、プロジェクト費用では実施しないこと
になった。 

 

 

� 匹河小学校では校内のポスター貼り付けや校内イベントが実施され
た。すべての小学校でポスター授業が実施されたが、両親へのポスタ
ーを見せるという活動は白雲小学校、匹河小学校、籐誼小学校のみで
あった。 

 

� 衛生教育教材の作り方を共有できるように、衛生教育者研修に参加し
た教師に「衛生教育スターターキット」を配布した。ネット上での中
国語の公開はまだ実現していない。ニューズレターに代わる「100 万
回の手洗いプロジェクト」中国版を教育局、僑務弁公室に配布。尖閣
諸島の問題が関与しているのか不明だが、中国のサーバーから、プロ
ジェクト情報を発信することが手続き上、非常に困難になった。 

 

 

投 入投 入投 入投 入 実実実実
績績績績 

投入：投入：投入：投入：日本側日本側日本側日本側 
 

・プロジェクトマネジャー（日本人）1

名 

・プロジェクト調整スタッフ（日本人）
1名 

・現地調整員 1名（中国人）1名 

・健康・衛生教育専門家（日本人）1

 投入投入投入投入実績実績実績実績：日本：日本：日本：日本 
人的資源（現地） 

・プロジェクトマネジャー（日本人）1名 3.0 MM  

・プロジェクト調整スタッフ（日本人）2名 0.9MM+1.0MM=1.9MM 

・現地調整員 1名（中国人）2名 6.53  + 0.7MM=7.23MM 

・ 健 康 ・ 衛 生 教 育 専 門 家 （ 日 本 人 ） 2 名 (イ ン タ ー ン 1 名 ) 

1.4MM+0.7MM=2.1MM 

・現地ボランティア 22人 
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名 

【資材】 

・教師・学校研修に必要な資材 

・白雲村小学校、籐誼小学校、果科小
学校に対して体温計や救急箱、先生と
児童の活動にかかる教材 

【施設】 

・白雲村小学校、籐誼小学校、果科小
学校の安全な水の安定的な供給、共同
トイレ改善にかかる建設資材の提供 

・白雲村小学校、籐誼小学校、果科小
学校の太陽熱温水器の提供 

 

 

 

人的資源（国内） 

・プロジェクトマネジャー（日本人） 1名 2.0 MM以上 

・プロジェクト調整スタッフ（日本人）2名 1.54 以上 

・翻訳ボランティアなど 5名以上 

 

資材 

・研修資材：施設借り上げ、画材、文具など 

・現地活動資材：画材、文具など 

施設資材 

・白雲村小学校、籐誼小学校の共同トイレ改善、給水と手洗い場、太陽熱
温水器・シャワー建設費 

 

投入：中国投入：中国投入：中国投入：中国側側側側 
 

【人材】 

・リーダー1名 

・サブリーダー1名 

・調整・連絡要各県１名 

・調整・連絡要各鎮・郷１名 

・白雲村小学校、籐誼小学校、果科小
学校校長 各 1名 

・建水県岔科鎮と副貢県匹河郷、架科
底郷の中心小学校の連絡係 各 1名 

・教育局調整 各県１名 

・学校の小規模施設設計専門家各県 1

名 

 

【研修参加者：教師・学校保健関係者】 
40名 

 

【施設】 

・白云村小学校、籐誼小学校、果科小
学校の安全な水の安定供給、共同トイ
レ改善、太陽熱温水器の設置にかかる
資機材の運送費と建設費 

そのほか 

【研修講師】 

バイオガス施設と環境衛生(YEN)3名 

 

 投入実績：中国投入実績：中国投入実績：中国投入実績：中国 
人的資源 

・雲南僑務弁公室 

・福貢県教育局局長級、建水県教育局長級 

・福貢県教育局担当、福貢県統一戦線部、建水県教育局 

・白雲小校長、匹河小校長、遠福小校長、籐誼小校長、果科小校長 

研修講師・専門技術 

・エコネットワーク(5人) 

研修と現地活動 

・研修参加者（56人） 

 

施設 

・施工監督 

・籐誼小学校（福貢県教育局）：給水タンクと手洗い場、校庭のコンクリー
ト化、ゴミ箱 

・白雲小学校：ゴミ捨て場 

・果科小学校（自治体）：給水タンク 
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プ ロ ジプ ロ ジプ ロ ジプ ロ ジ
ェ ク トェ ク トェ ク トェ ク ト
の プ ロの プ ロの プ ロの プ ロ
セスセスセスセス 

1. プロジェクトチームと組織はどの
ように運営されたか 

2. パートナー組織はどのように関わ
り運営に貢献したか 

3. パートナー組織との関係 
4. プロジェクトのモニタリング 
5. 受益者グループの反応 

 1. プロジェクトのデザイン段階では、雲南省華僑連合会が実施パートナ
ーとなっていたが、プロジェクトの申請段階で雲南省政府の行政組織
であり、国際支援の窓口を担う雲南省僑務弁公室となった。昆明での
研修や実施のための手続き、バックアップに僑務弁公室のトップダウ
ンの力を借りながら、現場訪問の際（モニタリングなど）は、僑務弁
公室を通じて教育局担当、統一戦線部、校長らと合う手続きをとった。
しかし、白雲小学校の場合、華僑連合会が窓口として建設された経緯
もあり、僑務弁公室のチャンネルが機能せず、プロジェクトが直接、
小学校と連絡を取らざるを得なかった。 

2. プロジェクト側は開始当初から建水県教育局を巻き込むために、現地
訪問の際には、直接教育局に出向き、プロジェクトの進捗を説明した
が、建水県教育局は受け身的な対応に終始した。白雲の中心小学校が
研修に参加しなかったのも、背景には中国側の組織の後押しがなかっ
たから。その一方で、白雲小学校とは直接、コンタクトを図り、プロ
ジェクトの進捗をモニターした。プロジェクト以外でも、日本の大学
生ボランティアによる運動会の開催など、継続的な関係維持が協会を
通じて図られた。福貢県は統一戦線部が教育局と各学校に指導力を発
揮した。 

3. 僑務弁公室や教育局、統一戦線部から、プロジェクトの技術面に対す
る具体的な意見はあまりなかった。学校保健などについて、組織体制
がない、ということも一因かと思われる。 

4. プロジェクトモニタリングは、エコネットワークによる技術モニタリ
ングを含め、3 ヶ月に一度の頻度で現地訪問を実施した。白雲小学校
を除いた福貢県の小学校には必ず教育局担当と統一戦線部担当が随行
した。研修に参加した先生に対して、衛生教育に関する活動を記録す
るよう依頼していたが、これは総じて励行されなかった。 

5. 研修に参加した教師たちの多くは、プロジェクトが提案した教材や教
育法に肯定的な評価を行った。また、先生たちが実施した参加型授業
で教材づくりを体験した子どもたちの反応も肯定的なものだった。 
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評価５項目評価５項目評価５項目評価５項目    

 

 

評価項評価項評価項評価項

目目目目 

評価設問評価設問評価設問評価設問 

 

必要な情報・データ必要な情報・データ必要な情報・データ必要な情報・データ 

 

結果結果結果結果 

 

妥当性妥当性妥当性妥当性 
 

1. 上位目標とプロジェクト目標は対
象地域の小学生や研修参加者、学
校保健関係者のニーズに合致して
いるか？ 

 

2. 本プロジェクトは雲南聯誼協会や
JICA 草の根技術協力事業の方向
と合致しているか？ 

3. 本プロジェクトは雲南省の少数民
族地域の開発計画や教育局の事業
計画と合致しているか？ 

 

4. プロジェクトの戦略・アプローチ
の適切さに変わりはないか？ 

1-1 学校保健へのニーズ 

1-2 疾患対策へのニーズ 

 

1-3 環境対策へのニーズ 

 

2-1 協会事業の位置づけと展開 

2-2 JICA草根の根事業としての適切さ 

 

3-1 雲南省少数民族の開発方針と合致
しているか？ 

3-2 建水県・福貢県の各教育局の意向・
整合性 

4-1 Child –to-child、保護者への働きかけ
の選定 

4-2 目的-手段（目的と成果内容）、シナ
ジー（施設と研修）としての有効性 

4-3 地域の選定 

・ 少数民族地域に新しい理念を注いでくれる存在は貴重であり、日本の
衛生や環境に関する先進的な考え方を学ぶことは貴重である。 

・ 教育局は学校の衛生面の充実を重視している。しかし、大部分を占め
る農家の収入だけでカバーするのは難しく、基礎教育へのインフラは
校舎や宿舎に行きがちである。プロジェクトは、不足する資金を埋め
てくれた。また、衛生に対する意識改革は必要で、プロジェクトによ
る研修はその点を埋めてくれた。 

・ 福貢県では分校の完全学校への統合を進めており、衛生教育の教科は
体育や音楽とともに、教師も教材も不足している分野だった。研修の
内容は相応しいものだったが、これからは分校の低学年が入学してく
るので、より簡単で適切な内容が必要だろう。 

・ 2009年のインフルエンザ流行時には、研修で学んだ手洗いステップや
ペープサートが匹河小や白雲小学校で導入された。これらの活動は教
育局のインフルエンザ対策を先取りするものであった。 

 

有効性有効性有効性有効性 
1. プロジェクト目標 － 小 学 校 の

健康・環境衛生に対する対処能力
が高まる - は現時点でどの程度、
目標が達成されたか？ 

2. プロジェクト目標の達成は、プロ
ジェクトの「アウトプット」によ
って引き起こされた効果である
か？ 

3. プロジェクト目標に至るまでの外
部条件の影響はあるか？ 

4. プロジェクトの有効性に影響を与
えた貢献・阻害要因は何か？ 

1-1 「実績とプロセス」の目標達成度と
同じ 

 

 

 

2-1 妥当性の4.プロジェクト戦略での目
的-手段と同じ 

 

3-1 「実績とプロセス」の外部条件と同
じ 

4-1 「実績とプロセス」の貢献・阻害要
因と同じ 

・ 当初設定したプロジェクト目標の指標目標をいずれも上回っており、
プロジェクト目標は達成した、と判断する。 

・ プロジェクト目標は先生の教師研修と施設改善、小学校高学年の体験
型衛生教育への参加によって達成したと判断される。住民との関係構
築、情報の共有についてはもともとプロジェクト目標への貢献度はも
ともと小さく、投入も非常に少ないので、手段として妥当な割り振り
であった。 

・ 新型インフルエンザの流行により、研修終了者が地元で学んだことを
実践せざるを得ない状況があった。 

・ ある程度想定できたことではあるが、福貢県へのアクセスが天候等に
左右され、プロジェクトの進捗をやや阻害した。 

 

効率性効率性効率性効率性 
1. アウトプットを得るための活動に

必要な投入の規模や質は適切か？ 

 

1-1 カウンターパートの専門性、従事時
間、人数 

1-2 機材・施設の量と質 

・ 当初想定していたよりも日本人の投入規模が多くなった。 

・ 施設の質・規模は適切だった。ただし、白雲小学校の校内敷地に制限
があり、シャワー室は規模が小さく、子どもたちの利用の阻害要因と
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2. 活動に必要な投入のタイミングは
適切であったか？ 

 

 

 

 

3. もっと早く効率的に実施できる代
替手段はなかったか？ 

4. 活動からアウトプットに至るまで
の外部条件の影響はあるか？ 

1-3 日本側の専門性、従事時間、人数 

2-1 カウンター側の投入タイミング 

 

2-2 機材・施設の投入タイミング 

2-3 日本側の投入タイミング 

 

 

3-1 手段選択・優先づけと管理の効率性 

 

4-1 外部条件の影響 

なっているのではないかと、危惧する。 

・ プロジェクト着手時に雨で怒江にある籐誼小学校に行けなかったた
め、籐誼小学校の施設改善への取り組みが、やや遅れた。 

 

イ ン パイ ン パイ ン パイ ン パ
クトクトクトクト 

1. 上位目標 - 学校保健関係者が健
康と衛生の実践教育として、プロ
ジェクトの成果を取り入れる、と
小学校圏の住民が衛生に関する知
識・態度・行動に関心を持つよう
になる- の達成見込みは、今後ど
のように予想されるか？ 

2. 上位目標に至るまでにどのような
外部条件の影響が考えられるか？ 

3. 現時点で予期しなかったプラスマ
イナスの影響・波及効果（上記の
上位目標以外）はあったか？ 

4. 上位目標の達成に影響を与えた貢
献・阻害要因は何か、また今後予
想される貢献・阻害要因は何か？ 

1-1 上位目標達成の見込み 

1-2 プロジェクトの上位目標への貢献
度 

 

 

 

 

2-1 外部条件の存在と確からしさ 

 

3-1 上位目標以外のプロジェクトによ
る影響 

 

4-1 貢献・阻害要因 

・ プロジェクト終了時の時点ではプロジェクト対象となった小学校以外
に活動は広がっていない。ただし、これについては、プロジェクトの
成果と研修内容を再利用できる形にしておくことで、今後の展開への
可能性は残っている。 

・ プロジェクト活動による住民との関係構築、さらには衛生への働きか
けは非常に限られていた。今後とも、住民へのインパクトは見込めな
い。 

・ 協会の活動に、プロジェクトで培った資源－衛生改善に関するものが
たりや紙人形、衛生教育スターターキットの普及を組み入れることで
可能性は高まる。 

 

自 立自 立自 立自 立 発発発発
展性展性展性展性 

1. プロジェクトが開始した活動は継
続して行われるか？ 

 

 

2. 投入された機材、技術移転を受け
た人材・組織は今後も有効に活用
されるか？ 

3. 自立発展性に影響を与えた貢献・
阻害要因は何か、また今後自立発
展性に影響を与えるであろう貢
献・阻害要因は何か？ 

1-1 プロジェクト活動運営の受け継ぎ 

1-2 成果の活用と展開 

1-3 技術移転の継続性 

1-4 関係生の継続 

2-1 対象学校の体制、人材、技術の継続
性 

2-2 対象学校の施設の維持管理と活用 

3-1 貢献・阻害要因 

3-1 白雲小学校によると、盆科鎮にある他の学校からは衛生教育実践のモ
デル校と見られているので、できる限りその名誉を保ちたい。 

3-2 福貢県では、教育局が主体となって籐誼小学校で完成した施設の見学
や衛生教育のノウハウについて交流会を行いたい。 

3-3 すでに衛生教育の教科があるので、パネルシアターやペープサートを
それに組み入れていきたい（匹河）。 

3-4 ただし、借金があり、他の学校へ衛生インフラへの展開は資金確保は
難しい（福貢県、建水県）。 

 


