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ウガンダ赤十字社       

保健部 リプロダクティブヘルス プログラム 

 

ウガンダ母子保健事業  2010 年活動報告書 
 

1. 概要 

ウガンダ赤十字社（以下：ウガンダ赤）は日本赤十字社（以下：日赤）の支援のもと、ウ

ガンダ北部アチョリ地域で 3 年間（2010 年～2012 年）の母子保健事業を実施している。事

業はアムル県とキトグゥム県の 2 県、計 9 郡の郡保健所で行われている。それらは以下の通

りである。 

県名 郡名 保健所名 

Amuru（アムル） Atiak（アティアック） Bibia（ビビア） 

Pabbo（パボ） Pabbo（パボ） 

Amuru（アムル） Amuru（アムル） 

Lamogi（ラモギ） Kaladima（カラディマ） 

Kitgum（キトグゥム） Kitgum Matidi 

（キトゥグム マティディ） 

Kitgum Matidi 

（キトゥグム マティディ） 

Orom（オロム） Orom（オロム） 

Omiya Anyima 

（オミヤ アニマ） 

Omiya Anyima 

（オミヤ アニマ） 

Mucwini（ムチュウィニ） Mucwini（ムチュウィニ） 

Nam Okora 

（ナム オコラ） 

Nam Okora 

（ナム オコラ） 

 

2. 背景 

ウガンダ北部アチョリ地域は 7 県（アムル、ヌウォヤ、グル、キトグゥム、ラムウォ、パ

デル、アガゴ）からなる。当母子保健事業はこのうちアムルとキトグゥムの 2 県のみで実施

している。アムル県の人口は 143,423 人、キトグゥム県は 215,731 人である。アムル県で

は県全域の 4 郡を支援の対象地域とし、キトグゥム県では 5 郡が対象となり、その人口は

113,689 人である。 
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アチョリ地域で 20 年余りに及んだ紛争は人々の生活に不利益をもたらし、1 日 1 米ドル

以下で暮らす人の割合は 96%と非常に高く、多くの人々が貧困に苦しめられている。2006

年の人口統計調査によれば、ウガンダの合計特殊出生率は 6.7、周産期死亡は 10 万出生あた

り 435 である。アチョリ地域での合計特殊出生率・周産期死亡のデータは不明である。アチ

ョリ地域での施設出産割合は 41%、安全な出産に関する知識は平均的である。 

こうした結果から、紛争からの復興期にあるアチョリ地域において母子保健の大切さを普

及することを目的とし、同地域における妊産婦とそこに住む人々を対象に事業を展開してい

く。  

3.事業目的 
ウガンダ北部アチョリ地域 2 県（アムル県とキトグゥム県）におけるリプロダクティブヘ

ルスの状況を改善する。 
 

4. 事業目標 
3 年間で同地域の妊産婦 6,000 人と地域住民を対象とした母性保護（母親と乳児の健康と

安全を守る）を推進させる。 
 

5. 事業成果 
1. アチョリ地域の妊婦 2,000 人（毎年）が清潔な環境下で出産することができるようにな

る。 

2. 対象地域の妊婦の母性保護に関する知識が向上し、適切な保健行動が取れるようになる。 

3. 事業実施・計画・モニタリング・評価の枠組みを確立・実施することができるようにな

る。 

 

6. 活動報告 

本報告書では 2010 年 1 月～12 月までの活動の要点と主な達成事項を述べる。また、前述

の目標を照らし合わせ、産前検診参加率や施設出産率などの結果・課題・展望などについて

も報告する。 

 

活動状況の概要 

事前調査の結果、事業の効率と有効性を検討して支援対象地域を決定した。本事業は
2010 年 1 月から開始の新規事業であるが、事業立ち上げのための活動に時間がかかり、達
成すべき項目の遅れが生じた。 

しかしながら、事業の対象地域 9 箇所の各保健所と共に働く関係を築くことで、持続可能

な母子保健サービスを確実に行なっていくための基礎固めをすることができた。 

全体的に、事業地である保健所での産前検診と施設出産の数は増加した。 

 

事業の進捗状況  

成果 1. アチョリ地域 2 県の 2,000 人の妊婦が清潔な環境下で出産することができるよう

になる。 

 2,000 人の妊婦が支援を受けるための登録手続きを済ませ、そのうち 1,184 人がママバ

ッグを受け取れる条件である 4 回の産前検診をきちんと受診し、ママバッグを受け取り、

保健所などの施設で出産をした。12 月末の時点においては、残りの 816 人がまだ 4 回目

の産前検診を終えていない。  

 事業対象地の妊婦のうち 86.2%が助産師の介助のもと保健所で出産した。  
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成果 2. 対象地域の妊婦の母性保護に関する知識が向上し、適切な保健行動が取れるよう

になる。      

 2,000 人の妊婦が第一回目の産前検診でマラリア感染予防のための蚊帳を受け取った。

これは妊婦が妊娠中に蚊に刺されないようにするのと、産後も母子ともに蚊に刺されな

いようにするためである。 

 60 人 (34 人の男性、26 人の女性) の村落保健ボランティア（Village Health Team:以下

VHT）が母子保健ボランティアとして養成した。  

 1,234 人 (男性 413 人、女性 821 人) が母性保護に関するメッセージを受け取った。これ

はコミュニティダイアログという 15～20 人で行う対話集会を通じて伝えられたもので

ある。これらのメッセージは VHT が研修教材を使用しながら伝えた。 

 母性保護のメッセージが書かれた 10,000 枚のポスターと 15,000 枚の小冊子、1,000 枚

の T シャツを作成して配布した。 

 VHT が家庭訪問・地域活動で使用するための自転車 60 台を支給した。 

 

成果 3. 事業実施・計画・モニタリング・評価の枠組みを確立・実施することができる。 

 事前調査を実施した結果、事業地を当初予定していた 4 県から 2 県に減らした。また、

最終的に目標に見合った事業効果を測定するための指標なども決められた。 

 事業進捗を評価する会議を 4 回行い、四半期報告書と 2010 年の年次報告書を作成した。

これにより四半期ごとの計画修正も行った。 

 活動内容を整理した報告書・事業計画を作成し、期限内に提出した。 

 

活動による数値達成状況 

事業対象の保健所では、全体的に産前検診・施設出産ともに増加が見られた。例えば、産

前検診では、2009 年に比して、2010 年は 30.8%の伸びが見られた。 

また、事業を実施している保健所の管轄地域では、2010 年の出産件数は 2009 年に比べ、

30.1% の伸びを示し、事業対象地全体の妊婦で助産師の介助による出産を行なった人数は、

2010 年では 86.2%を占めた。これは、本事業が少なからず貢献していると考えられる。 

 
 
 

表 1: 事業対象保健所での 2009・2010 年の産前検診参加数・助産師の立会い出産数 

指標 年  7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 総計 

産前検診参加数 2009 986 897 1,050 1,077 999 853 5,962 

2010 1,244 1,409 1,332 1,369 1,053 1,390 7,797 

出産数 2009 266 249 259 238 212 223 1,447 

2010 194 296 224 385 346 437 1,882 

保健所での助産師の立会

い出産数 

2010 165 181 243 354 328 352 1,623 

 

（注：2009 年 1 月～6 月、2010 年 1 月～6 月の集計データはない） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 

 
表 2: 目標値に基づいた事業進捗状況 

目標 1: 

アチョリ地域 2 県の 2,000 

人の妊婦が清潔な環境下で

出産することができる。 

指標 年間目

標  

到達値 

 

予算  実際の支出 予算執

行率 

4回目の産前検診でママバッグを受け取る

ための登録手続きを行なう妊婦の人数  

2,000 2,744  
233,919,886 

 
220,588,552 

 
94.3% 

ママバッグを受け取るための登録手続きを

行なった妊婦が保健所で出産する人数 

2,000 1,184 

4回の産前検診を受ける妊婦の人数  2,000 1,184 

産前検診で蚊帳を受け取る妊婦の人数 2,000 2,000 

目標 2: 

対象地域の妊婦の母性保護

に関する知識が向上し、適

切な保健行動が取れるよう

になる。 

妊娠可能年齢で母性保護に関するメッセー

ジを受け取る人数  

840 全 体 : 

1,234 

 
140,089,893 

 
119,481,312 

 
85.3% 

男 413 

女
  

821 

 

目標 3: 

事業実施・計画・モニタリ

ング・評価の枠組みを確

立・実施することができる

ようになる。 

締め切りまでに 4半期報告書を提出した回

数 

4 4  
65,065,600 

 
59,457,189 

 
91.4% 

 
 

保健所での出産と 4 回目の産前検診受診という 2 つの指標については、59.2%と言う数字

で目標値に至らなかった。しかし、他の指標は目標達成できている。2 つの指標が達成でき

なった原因は、登録妊婦の出産時期が必ずしも本報告書の報告期間中に出産が行なわれなか

ったためであり、今後、残りの妊婦が出産することにより、指標は達成される見込みである。 

 
 
事業の活動内容  

成果１．アチョリ地域 2 県の 2,000 人の妊婦が清潔な環境下で出産することができる 

 今までに 2,744 人（キトグゥム 1,667 人、アムル県 1,077 人)の脆弱性が高いと判断

された妊婦に対し、支援対象者としての登録を行なった。これは、目標の 2,000 人

を上回っており、目標の 137.2%が登録されたことを示している。744 人の超過した

人に対しては、2011 年に支援を実施する予定である。 

 

 また、妊婦の HIV/AIDS のカウンセリング・検査（Voluntary Counseling and 

Testing ：以下 VCT )への参加は、ムチュウィニ保健所で増加した。ここでは、月に

120 人が VCT を受けるために訪れている。ムチュウィニ保健所の検査技師である

Robinson Olanya 氏は、「VHT たちが妊婦を対象とした VCT への参加の働きかけを

始めてからというもの、VCT にやってくる妊婦の数が増えてびっくりしている。保

健所出産も月に 10%の割合で増えている。このまま続くと良いと思う。」と話して

いた。 

 

 産前検診と保健所出産の数は、2009 年と比較して 30%伸びた。 

 

 アムルとキトグゥム両県で、支援対象者全員に蚊帳を配布した。VHT が支援対象者

である妊婦の家庭訪問を行なう際、VHT は妊婦が蚊帳を適切に使用しているか確認

をしている。  
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 60 人 (男性 34 人、女性 26 人) の VHT を選び、2010 年 6 月に母性保護に関しての研

修を行なった。VHT は、作成した選定基準に基づき、アムル県から 30 人、キトグゥ

ム県から 30人を選考し、地元行政と相談して決定した。 

 

 ママバッグ 2,000 個を用意し、アムル県とキトグゥム県の妊婦に配布した。ママバ

ッグの中身は、国連人口基金（UNFPA）のものを参考に、ウガンダ赤と日赤による

協議を経て決定した。 

 

 1,184 人の登録妊婦に対してママバッグを配布した。残り 816個のママバッグは、出

産時期に合わせて、順次配布する予定である。受け取った妊婦は、ウガンダ赤がこ

うした出産に必要な物品を支援していることを大変喜んでいる。アムル県パボ郡の

妊婦 Achan Mary さんは、「ウガンダ赤が私達母親を支援してくれることに感謝して

いる。たらい、タオル、ベビー服など、たくさんの品々は、赤ちゃんの出産時に役

に立った。赤十字がこのママバッグの支援を続けてくれると良いと思う。」と話し

ている。 

 

      
           登録妊婦と赤ちゃん                             出産を終えたばかりの妻とその夫 

 

 

 

成果 2．対象地域の妊婦の母性保護に関する知識が向上し、適切な保健行動が取れるように

なる。 

 1,234 人 （男性 413 人、女性 821 人)の住民 が 67 の地域住民集会を通じて母性保護

のメッセージを受け取った。 

 

 妊婦の VCT への参加がムチュウィニ保健所で増加した。この保健所では、1 ヶ月に

120 人の妊婦が VCT に参加するようになった。 

 
 

 約 342,467 人 (アムル県の人口 126,736 人、キトグゥム県の人口 215,731人) に対し

て、母性保護に関するメッセージをラジオで放送した。これらの放送は、グル県と

キトゥグム県（アムル県向け放送）にある各 FM放送局から、英語とルオ語（アチョ

リ地域の言葉）で行なった。 

 

  各放送局で母性保護をテーマとしたラジオトークショーを 9 回行った。主な話題は、

「産前検診の重要性、家族計画、妊娠から出産までの夫の妊産婦に対するケアと役

目、母乳栄養」であった。視聴者からは母性保護に関してもっと情報提供をして欲
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しいという反響があった。これは、事業対象地域において、こうした支援を必要と

していることを示している。 

 

 母性保護に関する、情報・教育・コミュニケーションツール（ Information, 

Education and Communication：以下 IEC) のポスター10,000 枚と小冊子 15,000 冊

を作成し、事業地で配布した。母性保護の知識が普及し、夫が妊産婦を思いやるな

どの男性の行動変容につながった。 

 

 T シャツ 1,000 枚がアムル県とキトグゥム県の事業地の対象者に配布された。配布対

象者は、母子保健ボランティア、対象保健所職員、県保健局の事業担当の職員、ウ

ガンダ赤支部長、事業担当職員、各県の事業担当者、妊婦に付き添った夫などであ

る。特に、産前検診の際、妊婦に付き添った夫に対して、その行動を評価し、今後

もこうした認識を持ってもらえるように、夫へも T シャツを配布した。 

 

 VHT が各自の担当地域での活動を推進するために、自転車と長靴を支給した。こう

した VHT に対する支援は、彼らの士気を高めることにつながっている。 

 

 
VHTたちに配布した自転車 

 

 学校や市場、宗教施設などで、VHT による母性保護に関する知識を普及するための

活動を 1,440 回開催することを目標としていたが、実際には 605 回の実施に留まり、

その達成率は 42%であった。この活動を通じ、約 22,500 人に対して母性保護に関す

る知識と情報を伝えた。達成率が 42％にしか及ばなかった理由としては、事業の開

始準備に時間がかかり、活動を開始するのが想定していた時期よりも遅れたことに

よるものである。 
 
 

 VHT による家庭訪問を総計で 3,600 回

実施する計画目標を掲げていたが、実

施できたのは達成率 80％の 2,880 回で

あった。この家庭訪問の実施活動によ

り、事業対象地域における妊婦の産前

検診受診者数を増加させることができ

た。 

 
 

VHTによる家庭訪問の様子。VHTと十代半ばの妊婦 
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成果 3. 事業実施・計画・モニタリング・評価の枠組みを確立・実施することができるよう

になる。 

 事業を開始するにあたり、より現状を把握するため事前調査を行った。事前調査を    

実施する際、まず委嘱事項・業務指示書を作成し、事前調査を委託するコンサルタ

ント業者を入札により決定した。  

 

 事前調査は第 1 四半期に、アチョリ地域のグル、パデル、アムル、キトグゥムの各   

県で行った。調査報告書完成後、報告書を県行政や国際機関と共有した。 

 

 事前調査の開始当初、4県の首長（District Leader）と支部職員に事業調査について   

の説明会を実施し、2 県の行政からは、調査を実施するに当たり様々な面で支援を受

けた。 

 

 各県の事業担当者であるフォーカルパーソン（Focal Person：以下 FP）は 2 県の事 

業実施郡でどのように支援を展開するかの支援図を描いた。これはネットワークや

搬送システムの強化に使用された。また、これは事業対象地の選定にも役に立った。 

 

 予算と事前調査の結果を基に、ウガンダ赤と日赤は事業対象県を当初予定していた 4 

県（グル県・パデル県・キトグゥム県・アムル県）から 2 県（キトグゥム県・アム

ル県）にすることにした。事業対象郡の選定について、選定基準を作り、その基準

に基づいて以下の地域を支援地域として事業に着手した。 

 

県名 郡名 保健所名 

Amuru（アムル）4 郡 Atiak（アティアック） Bibia（ビビア） 

Pabbo（パボ） Pabbo（パボ） 

Amuru（アムル） Amuru（アムル） 

Lamogi（ラモギ） Kaladima（カラディマ） 

Kitgum（キトグゥム）5郡 Kitgum Matidi 

（キトゥグム マティディ） 

Kitgum Matidi 

（キトゥグム マティディ） 

Orom（オロム） Orom（オロム） 

Omiya Anyima 

（オミヤ アニマ） 

Omiya Anyima 

（オミヤ アニマ） 

Mucwini（ムチュウィニ） Mucwini（ムチュウィニ） 

Nam Okora 

（ナム オコラ） 

Nam Okora 

（ナム オコラ） 
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 事業進捗を評価する会議を 3 回、計画修正会議を 4 回実施し、以下のものを作成し   

た。 

- VHT の選定基準 

- 妊婦の登録基準 

- VHT 報告書様式 

- 保健所での情報収集用紙様式 

- 妊婦搬送情報用紙様式 

- VHT 研修教材 

- 2010 年予算中間評価 

- 事業報告 

 

 保健所職員と 25 回（計画では 36 回）の会議を行った。ウガンダ赤と保健所職員の 

良好な関係は、事業進めるのに良い影響を与えた。 

 

 72 回行なう予定としていた事業地視察・モニタリングは、61 回実施した。登録妊婦  

のリストと報告書を基に事業地からの月間報告書の作成に役立てた。 

 県レベルの保健に関する活動を行う団体が集まる月例の会議へ 12 回、保健省母子 

保健分野担当が意見を交わす会議に３回参加した。 

 
 本事業の事務職員 1 名、事業実施地の 2 県における事業サポートをしてもらう FP 2   

名を雇用した。 

 

その他の活動 

 保健所に整備予定の分娩機材の選定は完了したが、調達価格が 2010 年当初の見込み  

を上回っていたため、2010 年予算に 2011 年予算を合算して購入費に当てることに

した。 

 

 グル事務所の事務用品、備品（家具、デジタルカメラ、コンピュータ、プリンタ）   

を調達した。 

 

 2 つの支部における通信・文房具等の整備支援し、活動が実施できた。事業の事務所 

賃借料も 1 年分支払った。 

 

予定外の活動 

 国の母性保護デーである 2010年 10 月に、ウガンダ赤ミティヤナ県支部のボランティア   

が、展示会や救急法実演会、献血者の募集に参加した。 

 

 ウガンダ赤は、2010年 5月 5 日にカンパラ  

のネルソン マンデラ スタジアムで行われた 

アフリカにおける妊産婦死亡減少のためのキ  

ャンペーン（Campaign for Accelerated  

Reduction of Maternal Mortality in Africa ：   

CARMMA)に参加した。 

 

 7 月に日赤本社の職員 2名による事業視     

察が行なわれ、事業地 2県を訪れた。こ  

の訪問でウガンダ赤と日赤はより関係を      

強化することができた。            日赤本社からの事業視察 
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 2010 年 10 月、日本のテレビ撮影班が NHK 海外たすけあいの広報番組作成のために  

アムル県を訪問した。カラィマ保健所とパボ保健所で撮影を行なった。    

 

未実施の活動 

 半期予算見直しで、VHT たちが一年の活動を振り返り、活動内容を共有するための 

行事が追加されたが、実施されなかった。その理由は、事業対象県内で 2010 年 11

月に黄熱病が流行したため、上述の行事を実施しようとした予算を、黄熱病対策を

行なうキトグゥム県のボランティアたちの活動費に充てたためである。 

 

 ボランティアが、母性保護の内容をわかりやすく伝えるための図解説明資料を作成     

させる予定であったが、まだ資料の原案の最終確認をおこなっている。 
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事業進捗ログフレーム 

ゴール／目標／活動 評価の指標 予定されていた結果 実際の結果 残額、コメント 

 

ゴール: アチョリ地域の、脆弱性の高い妊産婦のリプロダクティブヘルス環境を向上させる。 

アウトプット 1: 3 年間でアムル県・キトグゥム県の生殖可能年齢にある女性・男性の母性保護を推進することができる。 

アウトプット 3.1: アチョリ地域の 2,000 人の妊婦が清潔な環境下で出産することができる。 

活動/活動コード:  

RH 3.1.1: アムル県・キトグゥム県の脆弱

性の高い妊婦を選定し、登録する。  

 

・選択・登録された脆弱

性の高い妊婦の数 

・調達・配布されたママ

バッグの数 

・少なくとも 2,000 人の

脆弱性の高い妊婦の登録  

・2,000 個のママバッグ

の調達・配布   

・2,744 人の脆弱性の高い妊

婦が登録された。これは 

137.2% のカバー率である。 

・2,000 個のママバッグが調

達され、そのうち 1,184 個の

ママバッグが妊婦に配布され

た。  

・残額：1,418,394 ウガンダシリン

グはママバッグ輸送費の節約によ

って生じた。全てのママバッグは

保健所へ輸送された。 

・しかしバイクの維持費用・燃料

コストが予算以上だったので上記

残額は相殺された。 

活動/活動コード:  

RH: 3.1.2: アムル県とキトグゥム県で母性

保護に従事するボランティアの研修を行

う。 

・選ばれて研修を受けた

ボランティアの数 

・ボランティアのカテゴ

リー 

60 人のボランティアを選

定し研修を行う。（アム

ル県で 30 人、キトグゥ

ム県で 30 人） 

第 2 四半期に 60 人のボラン

ティア（34 人の男性、26 人

の女性）がアムル県とキトグ

ゥム県で養成された。  

ボランティアたちは現場で活動

中。 

活動/活動コード:  

RH: 3.1.3: ママバッグを運搬し、配布す

る。 

運搬、配布したママバッ

グの数  

2,000 個のママバッグが

運搬され配布された。  

2,000 個のママバッグ全てが

保健所に運搬され、1,184 個

が脆弱性の高い妊婦に配布さ

れた。 

残額：11,789,618 ウガンダシリン

グは、ママバッグ輸送費の節約に

よって生じた。まずアチョリ地域

まで運び、それから県支部まで運

搬した。  

アウトプット 3.2: 対象地域の妊婦の母性保護に関する知識が向上し、適切な保健行動が取れるようになる。 

活動/活動コード:  

RH 3.2.1 地域住民との対話集会を行う。 

・対話集会数 

・対話集会に参加する人

数 

・48 回 

・目標 720 人 

・67 回の対話集会を実施 

・1,234 人 (413 人の男性・ 

821 人の女性) がリプロダク

ティブヘルスに関するメッセ

ージを受け取った。年間目標

残額：4,524,867 ウガンダシリン

グ。これは VHT デーのための予算

だったが、黄熱病流行対応活動資

金に充てられることになり、VHT

デーは次年度へ持ち越しとなっ
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の 139.6%達成。 た。 

活動/活動コード:  

RH 3.2.2 ラジオ番組を制作して放送する。 

・ラジオトークショー放

送の数 

・ラジオスポット放送の

数 

・少なくとも 5 トークシ

ョー、250 ラジオスポッ

ト 

500 ラジオスポット・9 トー

クショー（グル県とアムル県

対象で 4 回、キトグゥム県で

5 回）が放送された。  

予定通り終了。事業について周知

したとともに、産前検診や保健施

設出産の重要性についても広く知

らせた。 

活動/活動コード:  

RH 3.2.3:母性保護に関する IEC マテリア

ルの作成・配布・知識普及を行う。 

・作成・配布したポスタ

ー・小冊子・T シャツの数 

・作成した知識普及教材

の数 

・10,000 部：小冊子 

・15,000 枚：ポスター 

・1,000 枚：T シャツ 

・200 部：ボランティア

が、対象地で、母性保

護の内容をわかりやす

く伝えるための図解説

明資料・400 枚：T シャ

ツ（追加作成分） 

・小冊子 10,000 部 

・ポスター15,000 枚 

・T シャツ 1,000 枚 

を配布した。 

・追加で T シャツ 650 枚が調

達された。 

80%達成。 

・残額：14,956,714 ウガンダシリ

ング。フリップチャートは、まだ

記載内容について日赤と保健省と

の合意を得てから調達する。 

活動/活動コード:  

RH 3.2.4: 家庭訪問を行い、妊娠可能年齢

にある人たちに対し、母性保護に関する知

識を普及する。 

 

・家庭訪問数 

・地域での知識普及活動

の数 

・活動をしたボランティ

ア数 

・調達された自転車と備

品の数 

・3,600 軒の 家庭訪問 

・1,440 回 

 

・60 人 

 

・自転車 60 台と長靴 

・ 2,880 軒 の 家 庭 訪 問 ：

80.2% 

・605 回：42% 

・60 人：100% 

・自転車 60 台と備品：100% 

予定通り実施され、アチョリ地域

の母親とそのパートナーも含めた

保健行動を増進した。 

アウトプット 3.3: 分娩資機材の供与が行える。 

RH 3.3.1 事業地の保健所に分娩必要資機材

が整備できる。 

 

・分娩資機材の調達と供

与 

・支援を受けた保健所数 

9 つの保健所で 85 セット

の分娩必要資機材が調

達・供与される。 

必要資機材リストはできてい

るが、予算の都合上、調達及

び供与の時期は延期。 

残額：3,400,000 ウガンダシリン

グ。保健所の必要とする分娩資機

材が当初予算額を上回ったため、

2011 年予算を合算して調達し、供

与する予定。 
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目標 3.4: 事業実施・計画・モニタリング・評価の枠組みを確立・実施することができる。 

活動/活動コード:  

RH 3.4.1: 事前調査の実施 

調査実施県の数 

 

事前調査を 4 県で実施す

る（グル・キトグゥム・

アムル・パデル県） 

第 1 四半期に 100%達成。  基礎的な情報・モニタリングのた

めの指標が集まった。これは、事

業中間評価・最終評価においても

比較対象する指標として使用可能

である。 

活動/活動コード:  

RH 3.4.2: 計画・モニタリング・評価が行

われる。 

・事業進捗評価会議の実

施数  

・モニタリング実施回数 

・年次事業進捗評価会議

の実施回数 

 

 4 回 事業進捗評価会

議 

 36 回 四半期会議：保

健所職員と行なう  

 72 回 モニタリング  

 1 回 年次事業進捗評

価会議 

・5 回 事業進捗評価会議 

・25 回 四半期会議：保健所

職員・ボランティア達と行な

った 

・61 回 モニタリング 

・未実施：年次事業進捗評価

会議 

残額：3,758,205 ウガンダシリング

は年次事業進捗評価会議用予算。

2011 年 1 月に実施予定。 

活動/活動コード:  

RH 3.4.3: 職員の雇用・研修・報酬 

 

雇用・研修・報酬を実施

した事業関連職員の数 

・1 人 事業担当職員雇用 

・2 人 フォーカルパーソ

ン（アムル県とキトグゥ

ム県） 

・1 人事業担当職員雇用 

・2 人フォーカルパーソン雇

用 

残額：4,953,950 ウガンダシリング

は、職員の雇用を 2010 年 1 月から

ではなく、2 月から開始したために

発生した残額。 

活動/活動コード:  

RH 3.4.4: 事業マネジメントとクロスカッ

ティング 

 
 

・購入した事務所備品の

数 

・活動実施のために支援

整備した支部の数 

・事務所の家具 

・コンピュータ 

・プリンタ 

・カメラ 

・事務所賃借料 

・2 支部の整備 

・事務所備品を調達した（机

2 台・本棚 2 台・プリンタ 1

台・コンピュータ 1 台・カメ

ラ 1 台） 

・グル県支部に事務所賃借料

支払い 

・2 県の支部（グル県・キト

グゥム県）の通信・文房具等

の整備 

・地域統括支部（グル県支部

敷地内にあり）の通信・文房

具等の整備支援  

残額：5,319,157 ウガンダシリング 
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・本社への事務用品、備品の

予算措置は行わなかった。 

活動/活動コード:  

RH 3.4.5: 監査と組織運営費 

 

事務関連手続き 

監査 

・マネジメント部門に対

する支援 

・監査部門に対する支援 

マネジメント部門・監査部門

に対する支援：100% 

予定通り実施。 
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7. 課題 
 各県に VHT は 30 人ずつ、1 郡に平均 6人である。しかし、いくつかの郡、例え  

ばキトグゥム県オロム郡やアムル県アムル郡などでは、行政区の数が多く、かつ

広大なため、一人で担当することが難しい。 

 

 事業の実質的な開始は 2010 年 6 月になってしまったため、年間目標の達成に影響 

を与えた。 

 

 FP の移動手段が十分ではなく、そのためコミュニティレベルでの視察が困難であ   

る。事業実施 9 郡は遠隔地にある。例えばアムル県の一番遠い郡は、アムル県の

中心地から 70km 離れている。キトグゥム県の一番遠い郡は、キトグゥム支部から

80km の距離がある。この対処策としては、バイクを利用するのが良い。 

 

 事業地において、母性保護への男性の参加はまだまだ少ない。 

 

 妊婦にとって、一番近い保健所でもその距離は遠く、大きな課題である。この課 

題は搬送・産前検診・施設出産などにも影響を及ぼしている。特に顕著なのは、

アムル県アムル郡のパガック行政区で、一番近い保健所が 90km 先という状況で

ある。 

 

 保健所での職員不足のために、妊産婦へのサービス提供が十分でない。 

 

 頻繁な妊娠、危険で非合法な堕胎、無資格者による出産などで適切な保健行動を 

取るのが遅れる、という妊婦が多い。 

 

 ほとんどの地域住民は脆弱性が高い。90%の妊婦が脆弱性の高い妊婦なので、そ   

のような状況で支援の対象として登録できる妊婦の優先順位をどのように決める

かは、今後の課題である。 

 

8. 提言 
 より多くの妊婦登録ができるよう配布するママバッグの数を増やす。 

 

 2 人の FP のために 2 台のバイクを調達して、移動手段を確保する。 

 

 事業対象地の広大さと妊婦の多さによって十分な対応ができなかったことを踏ま 

え、2011 年はより多くのボランティアを養成する。 

 

 保健所のそばに住んでいる訓練された伝統的産婆（Traditional Birth Attendant:   

TBA）の助けを借りることは、助産師不足という現状を改善する一案である。 

 

 ウガンダ赤が本事業のために自転車救急車をキトグゥム県支部に配置し、遠隔地 

に住む妊婦が搬送できるようにする。 

 

 ラジオ放送は今後も継続する活動だが、ラジオ放送のための予算は見直しが必要  

である。 

 

 リプロダクティブヘルス分野で活躍するほかの団体との情報を共有することで、2 
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県での事業活動をいっそう強化することができる。 

 

 事業の継続や持続可能性を考慮した計画を立てる必要がある。また、2 県に加え  

  てあと 1 県でも支援を実施するという可能性も考えられる。 

 

 夫である男性が妊産婦に対するケアの大切さを理解してもらうためのきっかけとして、 

妊産婦に付き添って保健センターへ来る男性に物品を提供することで、母性保護によ

り積極的に参加する動機づけとなるだろう。また、男性を劇などの行事に巻き込む活

動も一つである。 

 

9. 結論 
この一年で事業対象地では多くの良い変化がもたらされた。例えば、産前検診参加者数の

増加や施設での出産者数の増加などである。しかしながら、本事業で、継続的に対象地域を

関わっていこうとするのであれば、持続可能性、長期にわたる支援が必要である。加えて、

他の関係機関との協力、チームワーク、継続的な資金援助が重要である。 

 


