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ようこそ 

 

 

本ステップ・バイ・ステップガイドは、おもに下痢性疾患予防のためにコミュニティが自

分たちの環境を改善し、水と衛生設備の管理を自ら行えるようになることを支援する皆さ

んの活動を支えるものです。背景知識を深く学ぶ必要はありませんが、本ガイドの基礎と

なる PHAST1または SARAR2方法論のトレーニングを受ける必要があります。また、下痢性

疾患の感染について、地域住民に伝え、議論へと導くために、ある程度の専門知識を身に

つける必要もあります。 

 

PHAST イニシアチブに用いる参加型手法は、コミュニティとファシリテーターにとって大

変有益で努力が報われるものであることが実証されています。参加型手法による衛生習慣

の改善効果が非常に高いので、初期のパイロット調査に参加したコミュニティワーカーは、

以前の方法に戻るのをためらったほどです。より良い結果が得られるだけでなく、その過

程が楽しいことも参加型アプローチの魅力です。とは言え、それを鵜呑みにするのではな

く、時間をかけて参加型手法の技術を学び、使い方を習得して下さい。トレーニングへの

参加や、参加型アプローチを用いた進行中のプロジェクトへの参加機会を問い合わせて頂

きたいと思います。 

 

また、本ガイドを利用した経験についての感想を積極的に受け付けています。本書に添付

した評価票書式に沿って評価を記入の上、送付して頂ければ幸いです。皆さんのご意見は

次回改訂時の改善に利用させていただきます。 

                                                  
1 UNDP/世界銀行の水・衛生プログラム(WSP)と WHO との協同プログラム。1993 年に、衛生的行動の促

進、環境衛生改善、水と衛生設備のコミュニティ管理を目指す参加型の方法としてアフリカの 4 カ国でパ

イロット調査を開始。1994 年以降、PHAST はジンバブエ保健省の公式プログラムとして採用され、ウガ

ンダ、ケニアでも環境衛生プログラムに導入された。詳細は Simpson-Hébert, Sawyer & Clarke (1996)
を参照のこと。 
2 SARAR は Self-esteem, Associative strength, Resourcefulness, Action-planning, and Responsibility（自尊心、連

帯の力、問題対処能力、活動計画、責任）の略。1970 年代、1980 年代に Lyra Srinivason らにより多様な開

発目的のために作られた。Srinivason, 1990 を参照のこと。 
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評価票：PHAST ステップ・バイ・ステップガイド 

 

 

PHAST ガイドを改善していくために以下の質問にお答えください。 

評価票の送付先は； 

 

Division of Operational Support in Environmental Health  

World Health Organization 

1211 Geneva 27 

Switzerland 

 

氏名：           

役職：           

組織：           

住所：           

１．このガイドには PHAST アプローチを使用するために必要な情報が全て含まれている。 

   はい      いいえ 

「いいえ」を選んだ人は、どのような情報が必要でしたか？     

           

２．このガイドは読みやすく、分かりやすかった。 

   はい      いいえ 

３．このガイドをコミュニティで利用するために他の言語に翻訳しましたか？ 

   はい      いいえ 

「はい」を選んだ人は、どの言語に翻訳しましたか？ 

           

翻訳は難しかったですか？ 

   はい      いいえ 

難しかったと答えた人はその理由を教えてください。     

           

４．このガイドを使ってみて、必要でないと感じたステップあるいはアクティビティがあ

りましたか？ 

   はい      いいえ 

「はい」を選んだ人は、必要でないと思ったステップやアクティビティは何だったか、ま

たその理由を教えてください。        
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５．コミュニティグループの活動にこのガイドを利用した後、生じた変化について簡単に

説明してください。 

設備に関する変化：         

衛生習慣の変化：         

コミュニティの心的態度の変化：        

その他の変化：          

６．今後もこのガイドをコミュニティグループの活動に利用したいですか？ 

   はい      いいえ 

「いいえ」を選んだ人は、その理由を教えてください。    

           

７．水と環境衛生以外の問題にこのガイドを修正して利用しましたか？ 

   はい      いいえ 

「はい」を選んだ人は、どのような問題に利用したか教えてください。  

           

８．このガイドを使う以前に、SARAR や PHAST など、参加型の方法論についてのトレー

ニングを受けたことがありましたか？ 

   はい      いいえ 

「はい」を選んだ人は、どのようなトレーニングを受けましたか？   

           

９．その他の意見、提案などがあれば以下に記入してください。 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価票のご記入ありがとうございました。 

注：評価票のページを切り取りたくない場合、コピーしてご利用ください。 
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序  論 

ガイドの目的と概要 

なぜこのガイドを使うのか 

「もっと早くこのプロジェクトを実施したかったです。我々のチームの誰もが目を見張る経験と

なったからです。恵まれない人々、栄養失調に苦しむ貧しいスラムの人々が直面する健康問題を

身近に観察する機会を得て、私たちはスラムの人々の問題を掘り下げて考えることができました。

スラムの人々は、熱意と理解力があり、生活を変えたいと願っていました。少しのイニシアチブ、

継続的なフォローアップ、僅かなサービスが利用できれば、この参加型アプローチを通して不衛

生な状態をなくし、病気と闘い、環境を改善していけるのです」 

インドで本ガイドの実地試験を行ったコミュニティワーカーの言葉 

 

コミュニティ内における必要性や支持がないまま実施されるプロジェクトは一体いくつあ

るだろうか。そうしたケースは失敗に終わりやすい。本ガイドで説明する参加型アプロー

チは、そんな状況を回避することを目指している。このガイドは、コミュニティ内で何が

求められており、それをどう実現していくか、また、どのように資金を使い、コミュニテ

ィが将来継続していくにはどうすれば良いかなど、段階ごとに住民を導く手助けとなる。 

 

解決策を一方的に提示するよりも、参加型プロセスを用いる方がプログラムの成功する確

率は高い。時間をかけて本ガイドを読み進めれば、その直接的なアプローチが理解しても

らえると思う。 初は多少の時間

がかかっても、将来かかる時間を

大幅に節約することができる。ま

た、よりよい結果が出ることで、

プログラムを実施する人たちの努

力も報われる。活動を共に行うグ

ループ全体が、より強い関心を持

ってアクティビティに参加するの

を実感するだろう。 

 

より具体的には、衛生行動と衛生

設備について、このガイドを通じ

て以下のことを提供したい： 

－ 水の供給と衛生改善に携わ

る人々に、衛生行動を改善す

る新しいモデルを提供する。 
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－ コレラなどの下痢性疾患の予防に携わる人々に、コミュニティが汚れた水や不衛生に

より引き起こされる病気を撲滅できるようなツールを与える。 

－ コミュニティワーカーに、水と衛生設備の管理をコミュニティで担えるようになる方

法を提供する。 

このガイドで説明する参加型アプローチは、コミュニティに知識、力、責任を与えること

になる。つまりこの方法論を使うことで、環境と保健の改善を求める戦いにあなた自身が

大きく貢献できることになるだろう。 

 

誰のためのガイドか 

このガイドを通じ、コミュニティワーカーは、コミュニティの衛生行動を変えるための方

法論を身につけ、水・衛生設備の改善を目指すことができる。これは、PHAST（Participatory 

Hygiene and Sanitation Transformation、参加型アプローチによる衛生行動と環境衛生の変革）

と呼ばれる方法論である。PHAST は SARAR と呼ばれるまた別の参加型方法論に基づいて

いる。SARAR とは、Self-esteem（自尊心）、Associative strength（連帯の力）、Resourcefulness

（問題対処能力）、Action-planning（活動計画）、そして Responsibility（責任）の略（参加型

アプローチ策定の詳しい経緯については裏表紙内面を参照のこと）。 

 

本ガイドの使用に当たっては、事前に PHAST または SARAR トレーニングを受ける必要が

ある（参加型アプローチのトレーニングについては表紙裏を参照のこと）。トレーニング終

了後、各アクティビティの進め方について確認したいときにこのガイドを参照してもらい

たい。アクティビティの一連の流れに慣れるまでの手引きとなる。 

 

コミュニティワーカーのための参加型ワークショップの企画を考えているプロジェクトマ

ネージャー向けとしては、Lyra Srinivasan による「コミュニティ参加型ツール：トレーナー

のための参加型テクニック・トレーニング・マニュアル(Tools for community participation: 

a manual for training trainers in participatory techniques)」があり、詳しい情報が参照

できる。 

 

PHAST の目指すもの 

PHAST の目指すコミュニティ支援： 

－ 衛生行動の改善 

－ 下痢性疾患の予防 

－ 水・衛生設備のコミュニティによる管理の促進 
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上記の実現のための手段： 

－ 環境衛生と健康状態の関係性を実例に基づいて説明 

－ 住民の自尊心を高める 

－ コミュニティが自分たちで環境改善計画を立て、水・衛生設備の所有・運用ができる

ようエンパワーする。 

これらの目標を達成するための手段を参加型アプローチと呼ぶ。 

 

参加型アプローチとは 

参加型アプローチは、年齢、性別、社会的地位、教育レベルに関係なく、住民各個人のグ

ループ活動への参加を奨励する。とりわけ女性（文化によっては意見を述べることに消極

的で、読み書きができない）の参加を促す効果がある。参加型アプローチは、自尊心を芽

生えさせ、自らの決断に対する責任感を育てることを意図している。また、意思決定プロ

セスを簡単で面白いものにするねらいがあり、コミュニティレベルで計画づくりを行うこ

とを企図している。参加者はお互いに学び合い、仲間の知識やスキルを尊重するようにな

る。 

 

なぜ参加型アプローチなのか 

他の戦略がうまくいかない場合でも参加型アプローチは効果を上げている。成人教育の原

理に基づき、実地試験が幅広く行われてきた。 

 

参加型アプローチがコミュニティワーカーに大きな手ごたえを与えていることは、現場で

の経験が実証している。参加型アプローチの効果を実感したコミュニティワーカーは、そ

れまで使っていた手法に戻ることに抵抗を感じている。 

 

本ガイドのアクティビティは、参加型の学習方法を取り入れて環境衛生の改善をはかると

いう考えに基づいている。方針については本シリーズの手引き「PHAST イニシアチブ：参

加型アプローチによる衛生行動と環境衛生の変革。コミュニティと協働するための新たな

ア プ ロ ー チ (The PHAST initiative: Participatory Hygiene and Sanitation 

Transformation. A new approach to working with communities)」に説明されている（参

考資料を参照のこと）。 

 

PHAST とエンパワメント 

PHAST アプローチは、住民に自信を与え、実際に行動を起こして状況を改善する手助けを
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する。エンパワメントと個人の成長を実感することは、生活環境を清潔にすることや便所

を設置するといった物理的変化と同様に重要である。PHAST 参加者による以下の発言は、

個人の成長を大切にする方針をよく表している。 

「これまで、地域の会合に何度も参加してきましたが、一度も発言したことはありませんでした。

読み書きができないので自信がなかったのです。でもこのやり方だと自信を持ってしゃべれます。

自分たちの地域の問題を示す絵を見て、『この問題知っているわ。これについてなら意見が言え

る』と思うのです」 

 

「これまでは、自分の問題ではないから誰かが立ち上がるまで待とうと思っていました。でも今

は違います。すぐに行動したいです」 

 

「生まれてから今までずっと、誰かがやってきて指図されることばかりでした。自分たちの意見

を聞かれたのは初めてです」 

 

環境衛生の改善とエンパワメントの両面から、アクティビティの結果を全体的に評価する

ことが重要である。とはいえ行動の変化、清潔できちんと機能する便所など設備の改善、

設備の効果的な使用についてコミュニティが自己評価するのは難しい場合がある。そのた

めこのガイドには、コミュニティグループが進捗状況を評価できるようなアクティビティ

も含まれている。つまり内部評価ということになる。別のプログラムとの対比などのため、

詳しい情報を得るために外部評価を依頼する場合は、情報収集スキルのある人に報告書を

作成してもらう必要がある。そのような情報が必要かどうかは、コミュニティ・グループ

との活動を始める前に判断しなければならない。情報収集には参加型アプローチのモニタ

リング・評価方法を採用する必要があるので、その作業をする人は、始めから全ての会合

に参加し、他の参加者と同じように扱われる必要がある。情報収集の際はできるだけコミ

ュニティを巻き込むこと。面白く理解できるようなやり方で、全ての結果をグループに報

告することが も重要である。 

 

外部評価の計画については「衛生行動の評価手順：水と衛生に関する行動の評価アプロー

チと方法(Hygiene evaluation procedures: approaches and methods for assessing water- 

and sanitation-related hygiene practices)」を参照のこと（参考資料に掲載）。 
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主要な用語の定義 

ステップ：一つあるいは複数のアクティビティからなる、一つの全体目標を達成するためのも

の。 

アクティビティ：コミュニティ・グループが、何かを理解または決定する上で必要な情報とス

キルを発見するために実施する活動 

ツールキット：アクティビティを促進するために、視覚教材としてファシリテーターが使う素

材のセット（絵など）。下痢性疾患、栄養、AIDS など、課題に合わせていろいろな参加型ツー

ルキットの作成が可能。Part III で具体的なツールキット作成方法を説明する。 

ツール：ファシリテーターがグループのアクティビティを支援するために使う技術や素材。対

象地域のグループの環境や状況に合わせたものにする必要がある。自分の経験に基づいて追加

してもよい。絵のサンプルは Part III を参照のこと。 

 

 

 

ガイドの構成 

本ガイドは７つのステップからなる。 初の５ステップで、水の供給、衛生行動、衛生設

備を改善して下痢性疾患を予防する計画をコミュニティが立案するよう支援する。６番目

と７番目のステップはモニタリング（進捗状況の確認）と評価である。そこで得られた情

報は計画の成否を判断する材料となる。 

 

各ステップには１つから４つのアクティビティが含まれる。以下の見出しに各アクティビ

ティを促進するための指示内容を記す。 

 

－ 目的 

－ 所要時間 

－ 使用する素材 

－ 内容 

－ 注意点 

 

ほとんどのアクティビティで、「ツール」と呼ばれる絵やチャートを使用して議論を促すこ

とが必要になる。 

 

８ページの図に７つのステップの各アクティビティおよび使用するツールの概要を示す。

完了したアクティビティやツールはチェックマークを入れていくとよい。 
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下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 
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本ガイドの使い方 

 

 

開始までの準備 

コミュニティ・グループと活動を始める前にやるべきこと： 

－ ガイドを隅々まで読み、各アクティビティの目的と期待される成果をきちんと理解す

る。 

－ アクティビティに使う絵の見本に特に注意を払いながら Part III を読む。必要になりそ

うな絵のリストを作成する。 

－ 絵を描いてもらうアーティストを探す3。絵の情景や人の描写は実際に活動する地域の

様子に則したものとする。 

－ グループアクティビティに必要な材料を全て揃える。例：アーティストに依頼して作

成した絵、粘着テープ、マーカーペン、カラー用紙、カラーステッカー、新聞紙など

の大きい紙、カード、生地などの断片、コットン、ボタン、小さな石、ビーズ、種、

小石、はさみ、ピン、画びょう、容器（バスケット、帽子、箱など）。 

－ 自信が持てるようになるまで友人、同僚、家族を対象にアクティビティの練習をする。 

 

 

ツールキットの作成 

Part III に、必要なツールセットを作成する際のガイドラインと、必要な絵のサンプルリス

トを掲載する。リストはあくまでも参考である。ツールキットを構成する絵の情景や人の

描写は実際に活動する地域の様子に合ったものでなければならない。絵に描写される習慣、

宗教、階級、衣服、人間関係、生活様式、活動の種類、建物や設備（水源やトイレなど）、

植物、動物を現地の実際の様子に合わせる必要がある。 

 

注記：アクティビティでは、貼り付けた絵をはがし、移動して別の場所で繰り返し使うの

で、くっついてはがれない糊などは使用しないこと。 

 

 

 

 

 

                                                  
3早い段階からアーティストと交渉を行い、ワークショップに一緒に参加してもらう場合がある。Part III、
100 ページを参照のこと。 
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グループを選ぶ 

一般的に、参加型アプローチは自分たちのコミュニティを良くしたいと願う少人数のグル

ープ（15－40 人）で実施されることが多い。どのようなグループを選ぶかは各自の判断に

任せるが、そのヒントとして目的に応じたグループ編成の一般例を以下に示す。 

 

－ 学校で使用する水、衛生設備の改善をコミュニティが希望している場合は、何といっ

ても PTA に参加してもらう必要がある。また、生徒を参加させると関係者全体の声が

よりよく反映できる。 

－ 下痢性疾患予防の支援がコミュニティワーカーに求められる場合は、診療所のスタッ

フおよび村のリーダーと話し合い、村の複数の利益を代表する 30 人程度のグループ

を構成する。 

－ 15 人の委員で構成する水委員会が既に設置されているコミュニティの場合、その委員

会がコミュニティを代表すべきだとコミュニティのリーダーが決定する。 

－ 劣悪な環境で暮らす都市部の不法居住者を環境改善の対象とする場合、地方政府は実

態を把握していないが、通常そのようなコミュニティにも非公式のリーダーがいる。

そうした人達と話をすることで、そのコミュニティを代表するワーキンググループが

編成される。 

 

グループの規模 

本ガイドで説明するアクティビティが も効果を発揮するのは、40 人未満のグループのと

きである。アクティビティによっては、５－８人の小さいグループに分かれた方がお互い

を刺激し、積極的な参加が促されるので理想的である。その場合、小グループの 

メンバーは各回入れ替えていろいろな人たちとアクティビティ 

を体験できるようにした方がよい。また、グループ 

を競い合わせるのも健全で望ましい。小グルー 

プに分けるタイミングは、本ガイドのアク 

ティビティの説明の中で指示する。 

 

小グループに分けた場合、 

アクティビティの 後に 

グループ全体の前で結果 

を発表してもらうとよい。 

発表は各グループにして 

もらうか、一つのグループ 

が発表してそれ以外のグループ 
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は追加コメントを出す形でもよい（後者の場合は毎回違うグループに発表してもらう）。後

者の方が時間はかからない。いろいろな視点を発表してもらうことで、答えは一つでない

ことが理解してもらいやすくなる。 

 

ステップは順番通りに実施するべきか 

本ガイドは複数のステップに分かれ、さらに各ステップは異なるアクティビティに分かれ

ている。各ステップには順番があり、参加者が次のステップでやるべきことや知るべきこ

とが含まれているため、順番通りに実施することが大切である。順番を間違えると次のス

テップのアクティビティに影響する可能性がある。 

どのくらい時間がかかるか 

本ガイドを使ってコミュニティ・グループが活動を完了するまでには２週間から６ヶ月か

かる。学習と変化を促すことに主眼を置いているため、情報共有とフィードバックに十分

な時間をかける必要がある。状況を敏感にとらえ、グループのペースに合わせて進めてい

くようにする。 

 

次のステップに進む 

次のステップに進むときの判断基準 

次のステップに進むかどうかはグループの判断に委ねる。例えば、「ステップ２：問題の分

析」から「ステップ３：問題解決に向けた計画」へ進む場合、明らかになった問題を解決

するためにできることは何かについてグループが自然に議論を始めることがある。 

アクティビティの時間を厳密に守るべきか 

アクティビティに設定された時間は目安である。グループの盛り上がりや雰囲気を見て判

断する。時間がない時や、落ち着きがなくなり飽きている様子であれば、適宜休憩を入れ

るか次の会合を設定する。アクティビティに要する時間を推測して事前に伝えたりしない

こと。 

次のステップに進むときの注意 

前回のステップから時間が経過したときは、どこまで進んだか、何を決定したかをグルー

プに確認する。前回の会合の記録（次ページ参照）をおさらいする。これまでに理解した

ことや決定事項の再確認にもつながる。 

アクティビティを修正してもよいか 

十分に経験を積んで自信がついたら、アクティビティの順番の変更や、省略・追加をして

もよい。 
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アクティビティの成果の記録 

各ステップで分かったことや決定事項はグループで記録に残すようにする。通常は、コミ

ュニティマップ などのアクティビティの成果物から、分かったことや決定事項が見て取れ

ることが多い。アクティビティの成果はコミュニティセンターなどの壁に掲示し、他の住

民と共有する。記録の取り方はグループの識字率などの要素によって異なるが、参加者が

必要な時にすぐ進捗状況を確認できるような記録の仕方をすることが大切である。 

 

書き留めて掲示し、参加者以外にも知らせた方がよい情報もある。一人あるいは何人かの

記録係をボランティアとしてグループが選出できればベストだが、こちらから適任者を指

名してもよい。 

 

記録は毎回会合に持ってきてもらうようにし、これまでの成果を簡単におさらいできるよ

うにすること。特にグループがどうしていいか分からないとき、混乱しているとき、合意

できないとき、参加に消極的なとき、これまでの決定事項や結論を振り返る手助けをする

必要がある。 

 

 

各アクティビティの評価 

アクティビティに対してグループが感じた良い点と悪い点、改善の余地について、フィー

ドバックを行い妥当性を検討することが重要である。各アクティビティの締めくくり、な

るべく次のステップやアクティビティに進む前に評価を行うようにしたい。 
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必要な背景概念 

 

下痢性疾患と病気の感染 

一般的に、下痢は人間の便で汚染された食べ物や水が体内に入ることで起こる。乳幼児の

場合は、汚れた手で食べ物を与えられたり、汚いものを口に入れたりして下痢を起こす。

下の図は、下痢を引き起こす病原体が人の体内に入る一般的な経路を示す。指、ハエ（虫）、

土、水、食べ物の他、直接口に入ることもある。これらはいずれも F で始まる英単語（finger, 

fly, fields, fluids, food）なので、しばしば「F 図（F-diagram）」と呼ばれる。このような下痢

は大部分が予防可能である。下痢性疾患の詳細は下記の表（14 ページ）を参照のこと。 

 

 

 

伝統的な穴式便所 

 VIP か水洗トイレ 

指

ハエ

土 

水 

食べ物

 

イラスト出典：Winblad U & Dudley E, 1997 

 

 

 

 

 

伝統的なピットラトリン 

VIPか水洗トイレ 
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下痢性疾患：詳しい情報 

下痢を引き起こす原因 

人間の便に含まれる病原体が口から体内に浸入する。 

病原体は水、食べ物、汚れた手や物を媒介して伝染する。 

母親の手が汚れていたり、爪にごみが入っていたりすると、その手で作った食べ物を食べた子

供が下痢になる。 

はしかなどの病気も下痢を引き起こす。 

下痢の危険性 

下痢になった子供や大人が脱水症状を起こすと命に関わることもある。 

下痢をしていると以下の理由で栄養失調が悪化する： 

－ 体内の栄養分が失われる 

－ 成長に使われるべき栄養が組織の修復に使われる 

－ 食欲が減退する 

－ 子供が下痢になると、通常母親は食べ物を与えるのを控える 

下痢の見分け方 

下痢になると便が普通より柔らかくなり、血が混じることもある。 

柔らかい、あるいは水っぽい便を一日（24 時間）に３回以上することが、下痢の確定診断とな

る。 

下痢の対処法 

１. 水分を十分に補給する。 

以下の水分のうちどれを与えてもよい： 

－ 母乳 

－ 経口補水液 

－ 水（湯ざまし） 

－ スープ、重湯、ヨーグルト 

－ ジュース、薄めたお茶、ヤシの果汁 

－ 加熱調理した穀物 

２. 食べ物を与える 

３. 下痢の症状がひどいときは訓練を受けた人に診てもらう 

下痢を予防するためにできること 

１．便を安全に処理すること。特に乳児や小児、下痢にかかった人の便の処理。 

２．排便や便の処理の後、食べ物を食べたり、与えたり、触ったりする前に手を洗うこと。 
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３．家庭内に保管する飲料水や水源が便で汚染されないようにすること。 

感染予防 

下痢性疾患予防を目的としたコミュニティプログラムでは、いずれも病原体の感染経路の

遮断をねらいとする。13 ページの図は、衛生面の向上には設備と行動の改善両面に取り組

む重要性が強調されている。 も効果的に下痢性疾患が削減できる、重要な３つの衛生行

動を以下に記す。 

－ より安全に便を処理する。（特に乳児や小児、下痢にかかった人の便） 

－ 手洗い。排便や便の処理の後、食べ物を食べたり、与えたり、触ったりする前には必

ず行う。 

－ 便による飲料水（家庭内に保管する飲料水や水源）の汚染防止。 

 

 

健康に関する意識とコミュニティの変革 

共有の水源でなく家庭内水栓を利用するようになると、住民の生活の質は飛躍的に向上す

る。シャワー、家畜の飲み水、庭の水撒きなどに使える水の量が増え、排泄時のプライバ

シーを確保できるようになる。利便性、プライバシー、ステータスといった利点は理解さ

れやすく、環境を改善する動機になりやすい。 

 

一方、人々は健康と水・衛生環境の関係については明確に理解できない場合が多い。この

点を理解してもらうことが変化を継続する助けになる。本ガイドは、そのための手助けと

して従来のやり方とは異なる手法を提示している。 

 

健康に関する意識の高め方 

自分たちの住む地域の環境や自分たちの行為によって、病気がどう感染するか説明できる

ようになると、人々の健康に関する意識は高まるものである。地域の人たちは下痢性疾患

の感染経路を理解できるし、理解すべきであり、それにより衛生行動を変えたいと思う気

持ちが生じる、というのがこのガイドの基本的考えである。 

 

住民は感染経路を一旦理解すると、いろいろな感染予防方法を考えはじめる。また、どの

程度大変か、時間やお金がかかるのか、どんな利点があるのか、やる価値があるのかとい

った具合に、家庭やコミュニティの中で感染経路を遮断する場合の利点と不利な点を天秤

にかけるようにもなる。このガイドには、理解が大切という基本方針に基づく３つのアク

ティビティが登場する。「衛生的・非衛生的な行動」では、衛生行動の自己評価を促し、「病

気の広がり方」と「病気の感染予防」では感染がどのように起こるのか、どうしたら予防
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ステップ・バイ・ステップガイド 

できるかについて理解を図る。 

 

もう１つの基本的考えは、現在の自分たちの行為や設備を自己評価することが段階的変化

を促す賢い方法であるというものだ。段階的な改善とは、確実に変化を遂げてから（持続

可能な状態）次のステップに移るということである。アクティビティ「改善したい環境衛

生問題の選択」では、衛生行動を改善するステップの定義プロセスを示す（利便性、プラ

イバシー、ステータス、尊厳といった要素も同時に検討すべきである）。 

 

参加型アプローチを通じ、健康が豊かな生活やコミュニティの発展とどのように関係して

いるかが理解できるようになると、コミュニティは環境改善計画を熱心に実践していくよ

うになる。 

 

 

ガイドの応用 

SARAR 参加型アプローチ（4 ページ参照）は様々な目的に応用されている。このガイドは

下痢性疾患予防とコミュニティによる水供給と衛生の管理を目的として作成したものだが、

修正を加えればマラリア、腸内寄生虫、住血吸虫症、デング熱など、環境と密接なかかわ

りのある他の疾患予防に応用することができる。また、AIDS などの環境保健に関係のない

疾患を対象として再編成することも可能である。 
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序  論 

ファシリテーターの務め方：重要な点 

 

 

ファシリテーターにとって も重要なのは、自分は先生ではないと肝に銘じることで

ある。 

ファシリテーターの役割は支援、つまり「促す」こと。本ガイドのアクティビティを通じ

て、コミュニティのグループを以下の点でサポートすることである： 

－ コミュニティにとって重要な問題を特定する 

－ 自分たちの問題について説明する 

－ 自分たちの問題を分析する 

－ 可能な問題解決方法を特定する 

－ 適切なオプションを選ぶ 

－ 特定し合意した解決方法の実施計画を作る 

－ 計画の成果を評価する 

 

避けなければならないこと： 

－ グループに指示する 

－ グループが自分たちで探り出す前に情報を与える 

－ グループにやるべきことを助言・提案する 

－ アクティビティへの正しい反応を想定する 

－ グループの間違いを正す 

 

例えば、問題特定の初期段階で外からの情報を与えてしまうと、グループに指示している

ことになりかねない。ただし、前進するために必要な特定の専門情報をグループが明確に

求めてきた場合と、グループが有する情報が正しくない場合は、唯一の例外として情報を

与えるべきである。分析や計画段階でそのようなことがあるかもしれない。 

 

参加型アプローチはコミュニティワーカーの役割を狭めるものではない。コミュニティの

関与を促すこと、グループが自分たちで情報を発見できる環境を整えることがその役割で

あると再定義しているのである。その過程で参加者は、問題を分析して解決策を導くだけ

の自信と自尊心を身につけていく。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

ファシリテーターは、グループに方

向性を指示するリーダーではない。

グループが自分たちの状況をよく理

解し、改善に向かって確かな情報に

基づいた決定ができるように支援す

る役割を担う。参加者自身が考えた

方法こそが唯一の適切な解決策であ

る。ファシリテーターは外部者であ 

       り、いかに熱心で、大きな関心と心配を

       寄せていても、当事者程に状況を理解すること

     はできない。そのため、ファシリテーターの考えや感じ方

     よりも、グループの意見や情報の方が重要なのである。コミュニ

  ティ全体に対して自分たちの決定事項の正当性を説明し、回答しなけれ

   ばならないのはグループ自身である。 後に、グループ参加者の潜在能力を

 決して過小評価してはならない。参加者自身やおそらくファシリテーターをも驚

 かすチャンスを彼らに与え続けてほしい。 

 
 

参加者は全員平等 

このガイドは、グループメンバー全員の参加が等しく重要であることを前提として作られ

ている。また、ファシリテーターは参加者と同じ立場で接し、権威的に振る舞ってはなら

ない。情報はファシリテーターと参加者の間を双方向に流れる必要がある。情報を共有し、

受けることで対等な立場を維持することができる。言うまでもなく、ファシリテーターに

は人の話を聞く素質が不可欠である。 

 
 

正しい答えは一つではない 

PHAST のアクティビティには決まった答えがない。正しい答えや結果などは存在しない。

そのグループにとって正しいと思われること、責任が取れると思えることがグループの決

定事項になる。 

 
 

雰囲気作り 

アクティビティの優先順位を合意しようとするとき、あるいは衛生行動の改善計画を策定

するとき、参加者間の連携が重要になる。そのため、参加型の会合を始めるときは緊張を

ほぐすために、何か楽しいことをして笑わせることが多い。計画プロセスは終始リラック
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序  論 

スした雰囲気を保つ必要がある。たいがいその土地特有のゲームや歌で連帯感を深めるも

のがあるので、それを利用するとよい。 初のアクティビティ、「コミュニティの実態」も

緊張をほぐす手段として有効である。 

 
 

威圧的な人物の対処法 

SARAR 方法論は、とりわけグループ全員の参加を促すことを目指しており、個性の強い人

がアクティビティで存在感を出しすぎないように意図している。とはいえ、一個人がグル

ープ全体の考え方をコントロールしようとするあまり、グループプロセスが進行しないこ

ともあるかもしれない。 

 

その場合、威圧的な人物がその地域で役職に任命されているリーダーか、グループの支援

や影響力のない単なる攻撃的な性格の持ち主なのかを調べる。後者の場合は脇に呼んでグ

ループプロセスの重要性を説明して納得させるか、別の仕事を与え、その間に残りの人た

ちでプロセスを進める。前者の場合、計画の早期段階で、公式あるいは個人的にプロセス

を説明し、支援を取りつける努力をする。コミュニティの住民の平等かつ十分な参加によ

り個人的成長が促され、コミュニティ全体の改善につながることを説明し、納得してもら

えるのが望ましい。 

 
 

アクティビティ全体に関わる一般的な指示事項 

１. それぞれのアクティビティに必要な素材を事前に全て揃える。 

２. 参加者全員が十分見える大きさに素材が作られていることを確認する。 

３. グループの人数は 大 40 人

程度に抑える。 

４. できれば円陣を作るなどし

てお互いに話しやすい環境

にする。 

５. 新しいセッションに移る時

はゲームや歌を取り入れて

ウォームアップする。 

６. 各アクティビティはステッ

プごとに順を追って行い、本

ガイドの指示に従う。 

７. アクティビティはグループ

の状況に合わせて進行する。
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ステップ・バイ・ステップガイド 

本ガイドで示す各アクティビティの所要時間は目安に過ぎない。 

８. グループに作業の指示を与えるときは、各目的のために本ガイドで示している言葉を

そのとおり正確に使う。 

９. 個人からの意見や情報を奨励し、歓迎する。間違った答えはないのだから。 

１０. グループを促すが、方向を導くことはしない。 

１１. 各個人の積極的な参加を促す。人々が出した意見について欠点を探したり、批判的な

コメントをしたりしないように気をつける。 

１２. 参加者の識字率を考慮し、参加者に議論や合意内容の記録を取ってもらう際はやり方

を工夫する。 

１３. 素材や記録は安全な場所に保管してもらう。 

１４. アクティビティの締めくくりに、そのアクティビティで学んだ内容、良かった点、良

くなかった点を評価してもらう。 

１５. 会合の終わりには参加者の払った努力を称え、次回の会合の内容を簡単に説明する。 

１６. 会合を始めるときは、これまでに実施したこと、決定事項を振り返ってもらう。 

 

 

将来に備えた PHAST 素材の撤去と保管 

将来使用する場合に備えて素材を撤去し、保管する方法をあらかじめ考えておくこと。

後の会合の後、壁に掲示した絵を取り外し、素材を片付けて（ラベルをきちんと貼った大

きな封筒や箱に）収納する責任者のチームをゆとりを持って早めに決めておくこと。素材

の一覧を作っておき、忘れ物や紛失がないかチェックした方がよい。 
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Part II： 

ステップ・バイ 

ステップ 

アクティビティ 
 

ステップ１：問題の特定 

ステップ２：問題の分析 

ステップ３：問題解決に向けた計画 

ステップ４：オプションの選択 

ステップ５：新しい設備と行動変容

の計画 

ステップ６：モニタリング・評価計画 

ステップ７：参加型評価 
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下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 
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ステップ１：問題の特定 

ステップ１：問題の特定 

 
ステップ１ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

 

ステップ１は次の２つのアクティビティで構成される： 

 

１．「コミュニティの実態」は、コミュニティが直面している問題や重要な懸念事項につい

て、グループが話し合う場を提供するよう計画されている。 

 

２．「コミュニティの健康問題」は、健康問題に焦点を当てた議論を目的とする。 

 

２つのアクティビティ終了後には、グループはコミュニティが直面している主な問題を特

定し、下痢対策を優先課題として位置づけるかどうか決めているだろう。また、プロセス

の次のステップへ進むことに関心とやる気を持っていることが期待される。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ１：コミュニティの実態 

 

目的 

 グループのメンバーが、自分たちのコミュニティが直面している重要

な課題や問題を特定できるよう支援する 

 チームの団結と相互理解を助ける 

 グループが自尊心を持ち、創造性を発揮できるようにする 

 

所要時間 

 １－２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：不連続のポスター 

 粘着テープ 

 

 不連続のポスターのサンプル 
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ステップ１：問題の特定 

内容 

１．参加者に５－８人のグループを作ってもらう。各グループに素材の 

  セットを渡す。 

 

２．次の言葉を使ってグループに作業してもらう： 

「素材セットから各グループ４枚ずつ絵を選んで下さい。グループで協

力し、選んだ４枚の絵を使って皆さんのコミュニティに関する話を作っ

て下さい。その話が実際起きている場所の名前と人物の名前を使って話

して下さい。話は、起点、展開、結末で構成して下さい」 

 

３．15－20 分かけて話を作ってもらう。 

 

４．全てのグループの準備が整ったら、選んだ絵を用いてそれぞれのグループに発表して

もらう。発表の仕方はそれぞれのグループに任せる。例えば： 

－ グループが選んだ代表者が 1 人で話す 

－ グループが選んだ複数の人が話す 

－ 話に出てくる人物を何人かで演じる 

 

５．他の参加者からの質問を促し、発表しているグループに答えてもらう。 

 

６．全てのグループの発表が終わったら、各グループの話の要点を話し合ってまとめても

らう。 

 

７．発言が少ない場合は、次のような質問で議論を促すことができる。 

－ 発表にあったような話は、現在コミュニティで起きていることか？ 

－ 発表の話は、コミュニティのどのような問題点を提起したか？ 

－  どうしたらそのような問題を解決できるか？ 

－ 似たような問題やその他の問題がコミュニティにあるか？ 

 

８．グループが水や環境衛生に関する問題点を提起しなかった場合、一般的な絵のセット

ではなく、健康と衛生に直接かかわる問題についての絵のセットを使って、もう一度

初から同じ方法でアクティビティをやり直してみる。 

 

９．グループにアクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティ

の良かった点、悪かった点を挙げてもらう。 

 



 

 26

ステップ・バイ・ステップガイド 

注意点 

１．小グループに自分たちで話を作ってもらうことが大切。どのようなテ 

 ーマにしたらよいか指示・助言をしないように気をつける。 

 

２．このアクティビティの目的は、グループが自分たち自身の懸念事項に 

         ついて話をすることである。健康問題が直接話に出てこなくても心配 

         する必要はない（次のアクティビティでそのための支援をする）。 

 

３．もしグループが環境衛生に関係のない問題に取り組みたいようであれば、適切な機関、

政府省庁、開発機関、非政府組織に紹介することを試みよう。 

 

４．このアクティビティはよい刺激となり、楽しく感じられることが多いので、話を２つ

作るグループや、もう一度やりたいと言い出すグループもあると思う。そのコミュニテ

ィの重要な情報を発見できる可能性もあるので、時間が許す限りそれに応じること。 
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アクティビティ２：コミュニティの健康問題 
 

目的 

 コミュニティ内における重要な健康問題を特定し、その中でもコミュ

ニティ全体の行動を通じて予防可能なものを見つける 

 

 

所要時間 

 １－1.5 時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：タナカ看護師 

 ピン、画びょう、あるいは粘着テープ 

 ペン、紙 

 カラーステッカー（オプション） 

 

タナカ看護師の絵のサンプル
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内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．参加者が 30 人以下ならグループ分けは不要。30 人以上のときは、参加者に絵が行き渡

るようグループ分けした方がよい。 

 

３．保健所と医師や看護師など医療従事者が描かれた絵を貼る。グループに親しみのある

寄りの保健所の名前をつけて呼ぶ。 

 

保健所の他、伝統的な治療を実践している社会もたくさんある。伝統的治療を利用して

いるグループなら、その地域の伝統医の絵を使用する。症状や病気に応じて、普段どち

らに治療を受けに行くのかによって参加者に絵を選んでもらう。 

 

４．いろいろな人物の絵をグループに見せる。 

次の言葉を使ってグループに作業をしてもらう： 

「この人たちは保健所（その地域の保健所の名前を使う）の看護師・医師（その地域で使わ

れている呼び名を使う）に診てもらうところです。一枚ずつ人物の絵を持って保健所の横に

貼り付け、なぜその人が保健所に行こうとしているのかその理由を説明して下さい」 

 

５．人物の絵が全て貼り付け終えられたら、次の質問をする： 

「私たちが忘れている問題は何かありませんか？」 

 

参加者が答えた問題を記録する。 

 

６．参加者が読み書きできる場合、細長い紙を配り、各人物が保健所に行く理由を書いて

その人物の絵に貼り付けてもらう。紙は参加者全員に見える大きさにすること。 

 

７．参加者が挙げた問題それぞれについて次の質問をする： 

「なぜ人々は・・・の問題（参加者が挙げた問題を言う）を抱えていると思いますか？」 

 

グループが希望すれば、忘れないよう問題の横に答えを書きとめてもよい。 

 

参加者に病気になる原因について聞かれたら、他の参加者にどう思うか質問を投げかけ

る。誰も答えられないときは、必要な情報が手に入る方法を調べるよう伝える。 
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ステップ１：問題の特定 

８．参加者に、問題の原因を解決するにはどうしたらいいか意見を聞く。それぞれの原因

について議論する。次の質問をする： 

「この問題の予防方法が分かる人はいますか？」 

 

グループが希望すれば、忘れないよう問題の横に答えを書きとめてもよい。 

 

９．コミュニティの行動で防ぐことが可能な問題と、今後も保健所の治療が必要な問題に

分類してもらう。 

 

１０．水、環境衛生、衛生習慣に関連し、かつ予防可能な問題をグループに特定し、強調

してもらう。 

 

関連する言葉には下線を引き、絵にはカラーステッカーを付けて目立つようにする。病

気や特定の衛生習慣で専門的な言葉が出てくる場合は、その地域の人々が使っている呼

び方をする。 

 

１１．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かっ

た点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

注意点 

１．症状（腹痛、熱など）についての話だけで、具体的な病名や状態が出 

  てこなくても構わない。 

 

 

２．ファシリテーターが重要と思う病気が議論に出てこなくても心配はない。気づくこと

が重要なポイントで、グループが自分たちでその情報に気付くためにどう支援したらい

いかを考えることが大切。自分が知っている病気やグループが忘れている病気を示唆し

てはいけない。グループが自分たちの知識と経験に基づいて提案するように仕向ける。 

 

３．参加者が医師・看護師と伝統医のどちらを選んだらいいか迷っている場合は、誰に治

療を受けるかではなく、どのような健康問題があるのかが重要な点であることを説明す

る。 

 

４．このアクティビティで、グループの健康に関する知識の欠如が露呈するかもしれない。

次のステップで、病気の感染経路；水の扱い方、人間の排泄物の処理の仕方、個人の衛

生行動について、グループが自ら発見できるよう支援する。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 
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ステップ２：問題の分析 

ステップ２：問題の分析 

 

ステップ２ アクティビティ ツール 

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

 

ステップ２は次の４つのアクティビティで構成される： 

 

１．「コミュニティの水・衛生マッピング」では、下痢性疾患につながり得る水と衛生問題

のマッピングを参加者が行うことを支援する。 

 

２．「衛生的・非衛生的な行動」では、一般的に行われている衛生関連の習慣についてグル

ープに注目してもらい、健康にとってどう良いか悪いかを明らかにする支援を行う。 

 

３．「コミュニティの習慣調査」はオプション。参加者は、ポケットチャートを使ってその

コミュニティ内の実際の習慣に関するデータを収集・分析する。人々が実際に行ってい

る行動と、先の「衛生的・非衛生的な行動」で明らかになった健康にとって良い行動・

悪い行動とを比較することができる。 

 

４．「病気の広がり方」では、糞便がどのように環境を汚染し、下痢性疾患の原因となって

いるかについて考える。 

 

ステップ２終了後には、グループは自分たちのいくつかの日常的な衛生習慣が、どのよう

に下痢性疾患の原因となっているかを理解していることになる。それにより、衛生習慣を

改善して下痢性疾患を防ぐためにできることは何かを考えることができるようになる。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

重要なポイント 

このステップのアクティビティを通じ、コミュニティ内で下痢性疾患を引き起こす原因を

参加者自身で突きとめてもらうようにする。 

 

グループが知っておくべきだとこちらが思うことを教え、方向性を先導しないようにする。 

 

グループの判断を信頼すること。世界中のほとんどの地域で、近代的・科学的なメッセー

ジを受け取ることができるようになってから久しい。しかし、与えられた情報について考

え、議論し、健康に関する古くからの考えと比較するチャンスに恵まれていないことが多

い。 



 

 33

ステップ２：問題の分析 

 

アクティビティ１：コミュニティの水・衛生マッピング 
 

目的 

 コミュニティ内の水・衛生状況のマッピングを行い、関連性を指摘す

る 

 コミュニティの共通のビジョンと理解を形成する 

 

所要時間 

 必要なマッピングがどの程度複雑化によるが、１－３時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：コミュニティ・マッピング 

 利用可能なものなら何でも：新聞紙、マーカーペン、布きれ、ボタン、

小石、ビーズ、金属の破片など使えそうな色々な物 

 カラーステッカー（あれば） 

 

 
イラスト出展：Pretty JN et al., 1995.
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ステップ・バイ・ステップガイド 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．次の言葉を使ってグループに作業してもらう： 

「あなたの住むコミュニティの地図を作って下さい。好きなように作って結構です。ここに

ある材料の他にも、好きなものを使って下さい。」 

「地図には次に挙げるものを入れて下さい」 

 

－ 重要な物理的特徴と境界線 

－ 道路、小道 

－ 住宅 

－ 学校、教会、保健医療施設、商業施設などの建物 

－ 農場、野原、森林、プランテーション、公園 

－ 水源 

－ 衛生設備 

－ ごみ処理場 

 

３．地図が完成したら、次の作業を行ってもらう： 

「２つのグループに分かれて下さい。私の左側のグループは、初めてこのコミュニティを訪

れた人たちとします。右側のグループはツアーガイドです。ガイドはコミュニティ内を案内

して下さい。このコミュニティに初めて来た人たちですから、できるだけ多くのことを知り

たがっています。ガイドはこの地図を参考に訪問者を案内します。水の施設、環境衛生・公

衆衛生に関する設備を含むなるべく多くの場所を案内し、住民やその暮らしについて説明し

ながら、ここの生活が理解できるようにしてあげて下さい。訪問者のグループは、見せても

らったものについて質問をし、ガイドがコミュニティの生活のいい点、悪い点の両方を見せ

てくれているか確認して下さい」 

 

この「ツアー」の目的は、自分たちの住むコミュニティを違う視点で見直すことである。

ガイドはコミュニティの良い点に注目して案内するかもしれないが、訪問者は足りない

点を指摘するだろう。 

 

４．水と衛生について、「ツアー」で指摘されたことを引き合いに出しながら議論を促す。

次の点についてグループに質問する： 
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ステップ２：問題の分析 

－ 自慢できる水と衛生の設備（できれば記録する） 

－ 水と衛生の設備に関する共通の問題（できれば記録する） 

－ も重要な問題（マップの上にカラーステッカーを貼って強調してもよい） 

 

５．問題を克服する方法について、この先の会合で議論する機会があることを伝える。ま

た、この先のプログラムで振り返りが行えるように、今回出てきたアイディアを記録し

ておいてもらう。 

 

６．コミュニティの他の人たちも見られるように、地図を適切な場所に展示してもらう。 

 

７．地図は再度利用するので大切に保管するよう伝える。 

 

８．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

注意点 

１．作業進行中は、参加者にファシリテーターの提言やアイディアを与え 

  ないようにする。 

 

２．このアクティビティは大変有意義だが、時間がかかる可能性があるの

でそれを見越しておくこと。 

 

３．コミュニティの地図は、これから実施するステップで大切な基礎資料となる。グルー

プは次の場面で地図をまた参照する： 

 

－ 問題を克服する複数の方法を検討するとき（ステップ４） 

－ 目標設定（ステップ４） 

－ コミュニティに変化を導入する計画の策定（ステップ５） 

－ 進捗のモニタリングおよび評価（ステップ６、７） 

 

４．地図の作成後、コミュニティを実際に歩く計画を立て、地図に追加するポイントを確

認する。 

 

５．参加者から健康に関する具体的な質問が出れば記録し、その先のプログラムでの検討

事項とする。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ２：衛生的・非衛生的な行動 
 

目的 

 一般的な衛生習慣が健康に与える影響の善し悪しについて情報交換・

議論する。 

 

 

所要時間 

 １－1.5 時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：パイル・ソーティング用のカード 

 約 30 枚のパイル・ソーティング用の絵が描かれたカード、３～４組 

 「良い」、「悪い」、「どちらでもない」と書かれた３枚の見出しカード

を３～４組。言葉ではなく３つの言葉を象徴する絵でもよい。 

 パイル・ソーティング用カードの絵のサンプル
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ステップ２：問題の分析 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．５－８人のグループに分かれてもらう。 

 

３．次の言葉を使ってグループに作業してもらう： 

「絵を次の３つの山に分けて下さい： 

－『良い』：健康に良いと思われる活動についての絵 

－『悪い』：健康に悪いと思われる活動についての絵 

－『どちらでもない』：健康に良くも悪くもないと思われる活動についての絵 

（健康に良いかどうか分からないものも含む）」 

 

４．各グループに様々な活動を描いた 30 枚のカード１組と３枚の見出しカードを配る。各

グループに配るカードはどれも同じものでなければならない。 

 

５．20－30 分経過後、それぞれのグループに、どのようにカードを分類したか、また分類

の理由について他のグループに説明してもらう。他のグループの質問にも答えてもらう。 

 

６．グループ毎のカードの分け方について議論を促す。議論には次の点を含むようにする。 

－ 選び方の違い 

－ その理由 

議論することで、参加者が知っていることを参加者全員で共有できる。また、知識の個

人差に気付き、共有する方法を考え始めるかもしれない。 

 

７．自分たちのコミュニティで一般的に見られる行動を考えてもらい、議論してもらう。

それらの行動のうち、先ほどの作業で「良い」、「悪い」と分類した行動に似たものがあ

るか考えてもらう。 

 

８．パイル・ソーティング用の絵を見せ、グループの誰かに活動の記録を取るよう依頼す

る。 

 

９．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

注意点 

１．異なる解釈ができる絵を何枚か混ぜると一番良い。アクティビティを 

  面白くし、議論が盛り上がる。こうした絵を使う目的は、住民の知識 

  を試したり、個人的な習慣を調査・修正したりすることではなく、そ 

  の地域の衛生に対する考えや習慣に関する議論のきっかけを作ること

である。 

 

２．グループがカードを分けるときには促したり、情報を与えたりしない。具体的な質問

を受けたら、グループの他の人の意見を聞くこと。絵の解釈に困っているときは、取り

あえずそのカードは抜かすよう提案する。 

 

３．どのくらいの人が良い行動、悪い行動を取っているか知りたいという意見が出たら、

ポケットチャートを使うとよい（ポケットチャートとその応用方法については次のアク

ティビティと Part III を参照のこと）。 

 

４．ここまでくると、グループは自分たちのコミュニティの悪い習慣を認識し、それを変

える方法について話し合い始めるかもしれない。そのような議論は奨励し、意見を記録

するように伝える。この後の「ステップ３：問題解決に向けた計画」でも議論できる場

面がある。 
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ステップ２：問題の分析 

 

アクティビティ３：コミュニティの習慣調査 
 

目的 

 コミュニティにおける個人の衛生習慣について、情報の収集、整理、

分析を支援する 

 

 

所要時間 

 情報提供する人数、

行動・習慣の数によ

って１－２時間 

 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：ポケットチャート 

 ポケットチャート（もしくは瓶や空き缶など現地で手に入るものを使

った代用品） 

 ポケットチャートに貼りつける絵（パイル・ソーティングの絵が使える

ことが多い） 

 投票に使う物 （例）細長い紙きれ、種、小石など 

 グループが提案した

その他のオプション

を書きとめるための

白紙の紙や筆記道具

など 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．ポケットチャートのサンプルを見せる。以下について説明する： 

－ ポケットチャートとは何か 

－ コミュニティで人々がどのような行動をしているかに関して、プライバシーを守り

ながら情報収集できるその方法について 

 

３．グループに、詳しく知りたい行動や習慣について尋ねる。それらが明確になったら、

それに基づいてポケットチャートを準備する。 

 

４．ポケットチャートに入れる絵が決まったら、自分に該当する左端列の人物と、自分が

取っている行動にあたる 上行の絵を選び、横と縦のラインが重なり合うポケットに票

を入れて見せ、情報収集のやり方を説明する（左端列は女性、男性、男の子、女の子、

老女などの人物の絵が入る。つまり、人物の特徴に応じてどんな行動を取っているのか

が分かる）。やり方を説明するための手本として票を入れて見せた点を強調し、入れた

票をポケットチャートから取り出す。まずは参加者が自分に近い人物を選び、その次に

自分の行動を選ぶよう確認したほうがいいかもしれない。つまりこのプロセスには２つ

の要素がある。まずは自分は誰か、次に自分はどんな行動をしているか（何を使うか）

である。 

 

５．ポケットチャートは、参加者が他人の見ていないところで投票できるように設置する

ことが大切。参加者に票を入れてもらう。 

 

６．参加者全員が投票を終えたら、ボランティアに票の集計と発表をしてもらう。 

参加者に合計数の意味について議論してもらう。例えば： 

－ どのオプションを取っている人が も多かったか（少なかったか）。また、その理由。 

－ 人々の選択にどのような環境要因が影響しているか 

－ その他に好まれるオプションは何か。また、その理由。 

－ これらの選択は、コミュニティの住民の幸せな暮らしに影響しているか。その場合、

どう影響しているか。 

－ 会合に参加していないコミュニティの残りの住民が投票しても、同じような結果が

得られるか。 

－ 実際の習慣は、「衛生的・非衛生的な行動」アクティビティで分類した、健康にとっ
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ステップ２：問題の分析 

て良い習慣、悪い習慣と比べてどうか。 

－ 変えられそうなものは何か。 

－ グループはどのような行動の変化を望ましい／有益だと思うか。どうしたらそのよ

うに変化できるか。 

 

７．情報収集をする場合、代表者の構成についてグループと話す必要がある： 

－ コミュニティの全住民が代表となった方が良いか。 

－ 選出された一部の人がコミュニティの全住民の代表となるのか。 

－ 代表者はどのように選ぶか。 

 

８．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

注意点 

１．このツールを初めて使うときは、混乱を避けるために左端列の絵を一 

  度に一枚ずつ入れ、参加者は自分の行動だけを選ぶようにするとよい。 

  その後人物のオプションを一つずつ下に増やしていく。全ての人物が 

  揃うまで繰り返す。ただし、このやり方は始めから全人物の絵を入れ 

  ておくより時間がかかる。 

 

２．投票の際は、正直に投票する必要性を強調し、学習過程なのだから、収集する情報が

きちんと実態を反映していることが重要だと伝える。 

 

３．このアクティビティでは、票の種類、色、形を変えることで複数の情報を得ることが

できる。例えば、あるオプションを選ぶ頻度を知りたい場合は、頻度の低いオプション

を緑、高いオプションを赤の票で投票してもらうとよい。 

 

４．そのコミュニティに存在するあらゆるオプションの絵が揃っているかを確認する。グ

ループが別のオプションを提案した場合に備えて絵を十分準備するか、絵が描けるよう

に準備する。 

 

５．投票にはかなり時間がかかることがあるので、順番を待つ間にできる活動を準備して

おく。または、休憩を利用してポケットチャートアクティビティを実施する。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

６．票の集計はグループの前で行い、結果の集計が正確なことを確認してもらう。票は別

の紙かポケットチャートにテープで貼り付け、一目で結果がフィードバックできるよう

にする。票は紛失などに気をつけて集計する。透明なビニールポケットを使用すると、

投票のときに外から見えないように覆ったカバーを外せば結果が一目瞭然になる。 

 

７．ポケットチャートは優れた評価ツールである。この時点で分かった情報と後で同じよ

うに収集した情報を比較すると、実際に行動の変化が起きているかどうか確認できる。

ポケットチャートは、ほかの調査やグループが知りたい疑問、検証したい点につき繰り

返し使うことができる。 
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ステップ２：問題の分析 

 

アクティビティ４：病気の広がり方 
 

目的 

 下痢性疾患が環境を通じてどのように広がるかについて参加者の発

見・分析を支援する 

 

 

所要時間 

 １－1.5 時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：感染経路 

 幅広の新聞紙（紙） 

 カラーペン、マーカーペン 

 粘着テープ 

 
感染経路の絵のサンプル 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．５－８人のグループに分かれてもらう。 

 

３．各グループに素材のセットを配り、次の言葉を使ってグループに作業してもらう： 

「野外排泄している（その地域で使われている言葉に直す）／設備的に不適切な便所で排泄

している（そのコミュニティに該当する方を選ぶ）人の絵があります。もう一枚は人の口が

描かれた絵です（絵を見せる）。」 

「残りの絵を使って、この人が糞便（その地域で使われている適切な表現に直す）に接触す

る可能性のある複数の経路を考えて下さい。絵と絵を矢印でつなぎ、どのようにそれが起こ

るか図示して下さい」 

 

４．図が完成したら、その図を見せながら他のグループの人に対して説明してもらう。質

問が出たら発表しているグループに答えてもらう。 

 

５．各グループが作成した図の共通点と相違点を話し合う。 

 

６．今得た新しい知識を基に自分たちの状況を分析できるような議論を促す。 

議論し確認する点： 

－ コミュニティ内にある感染経路 

－ コミュニティ内で人々を感染のリスクにさらしている、問題のある場所と衛生習慣 

 

可能であれば、議論に出てきた問題のある場所を参加者に記録するよう伝える。 

 

７．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

注意点 

１． 初はこのアクティビティの内容にショックを受ける人もいるかもし 

  れない。糞便が口に浸入することに懐疑的な人もいるだろう。なるべ 

  く早くグループの連携を図ることがそのような人々に対する一番の対 

  処法である。受容的な参加者が懐疑的な人を変える助けをしてくれる。 
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ステップ２：問題の分析 

２．グループが糞口感染経路を全て特定できなくても心配することはない。また、図が 13

ページの「F 図」と違っていても問題ない。感染経路のいくつかでも特定できれば十分

である。ただ、今後のアクティビティに活用するためには、各々の感染経路は明確に示

されている必要がある。他のグループが別の感染経路を指摘することもあるので、議論

を通じて完成度の高い図を作ることができる。 

 

３．図の作成中は、催促や指示をしないようにする。 

 

４．グループ全体でも感染経路を明確に特定できないときはその理由を考える。アクティ

ビティの内容についてグループで議論し、評価してからもう一度やってみるとよいかも

しれない。 

 

５．このアクティビティは、腸内寄生虫、住血吸虫症、ギニア虫症、デング熱など他の病

気の調査にも応用が可能。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 
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ステップ３：問題解決に向けた計画

ステップ３：問題解決に向けた計画 

 

ステップ３ アクティビティ ツール 

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

 

このステップは３つのアクティビティで構成される。 

 

１．「病気の感染予防」では、前回のアクティビティで特定された感染経路を基に、下痢性

疾患の広がりを予防・遮断する方法をグループが発見することを支援する。 

 

２．「予防法の選択」では、感染経路を遮断する方法の有効性と難易度を分析し、グループ

に自分たちで実行したい方法を選んでもらうことを支援する。 

 

３．「コミュニティ内の男女の役割」では、下痢性疾患の予防に必要な変化をもたらすのに

要する追加的な作業を、誰が実施できるかを判断することを支援する。 

 

これらのアクティビティ終了後には、グループメンバーがコミュニティで下痢を予防する

さまざまな方法を特定していることになるだろう。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ１：病気の感染予防 
 

目的 

 病気の感染経路を遮断するためにできる活動を特定する 

 

 

 

所要時間 

 30 分－１時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：感染経路の遮断 

 感染経路の遮断の絵（小グループ毎に１セット） 

 前回のアクティビティで作成した感染経路の図 

 紙 

 カラーペン、マーカーペン 

 粘着テープ 

 
感染経路の遮断の絵のサンプル
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ステップ３：問題解決に向けた計画

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．前回のアクティビティで作った小さなグループで活動を続けてもらう。 

 

３．次の言葉を使ってグループに作業してもらう： 

「糞便（その地域で使われている適切な言葉に直す）がどのように拡散するか分ったところ

で、それを防ぐにはどうしたらいいかを考える必要があります。各グループ１セットずつ絵

を持って行って下さい。感染経路の図のどこにこれらの絵を置けば、それぞれの経路が遮断

できるのか、グループで話し合って下さい。絵は次のアクティビティでも使うので、軽く貼

りつけて下さい」 

 

４．30 分経過したところで、各グループに感染予防方法が示された図について発表しても

らう。また、他の参加者の質問にも答えてもらう。 

 

５．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

注意点 

１．このアクティビティは、前回のアクティビティで作成した「感染経路」 

  図の続きであることを強調する。図を作成してから、感染経路につい 

  て議論し、新しい情報を得ているかもしれないので、感染経路の図に 

  変更、追加の要望があるかもしれない。そのような変更は生産的であ 

  る。グループで話し合ったかどうかを確認すること。 

 

２．繰り返すが、どの感染経路にどんな予防方法を取るかにひとつの決まった答えはない。

少なくともグループが特定した感染経路については、全て予防策を考えてもらうこと。 

 

３．準備した絵だけでは、あらゆる状況に対応できないかもしれないので、白紙の紙とペ

ンやマーカーを用意し、グループが自分たちで考えた方法を書けるようするとよい。 

 

４．完成した図は、コミュニティセンターなど地域の集会所に、コミュニティ・マップや

その他の素材と共に掲示するとよい。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ２：予防法の選択 
 

目的 

 予防法の効果、およびその予防法を実現する難易度について分析する 

 

 

 

所要時間 

 30 分－１時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：バリヤチャート 

 グループが作成した、感染経

路の図に「感染経路の遮断」の絵を加えたもの 

 粘着テープ、ピン、画びょう等 

 ペンと紙 

とても効果的 

どちらでもない

あまり効果が

ない 

簡 単 
どちら 

でもない 難しい
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ステップ３：問題解決に向けた計画

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．前回のアクティビティで作った小さなグループで活動を続ける。次の言葉を使ってグ

ループに作業してもらう： 

「感染経路の図に貼ってある『感染経路の遮断』の絵を取り外し、チャート上の当てはまる

場所に貼って下さい（チャートを見せ、必要に応じて説明する）。」 

次の言葉を使ってチャートの見方を説明してもよい： 

「この列（チャートの左端の列を指す）には『とても効果的』『あまり効果がない』『どちら

でもない』のオプションがあります。この予防法（絵を見せる）はとても効果的、あまり効

果がない、どちらでもない、のどれに当てはまりますか（答えに応じて絵を貼って見せる）。」 

「この行（チャートの一番上の行を指さす）には『実施するのが簡単』『難しい』『どちらで

もない』のオプションがあります（それぞれ指さす）。」 

「この予防法が効果的で簡単に実施できる場合（列と行が重なる位置を指す）、ここに貼り

付けます（貼って見せる）。それでは皆さんもやってみて下さい。」 

 

３．作業が終わったら、チャートを見せ合いながら以下の点を議論してもらう： 

－ どの予防策をコミュニティ内で実践したいか 

－ 予防策の実践にあたっての現実的な側面 

 

４．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

注意点 

１．このようなチャートを見るのは初めてかもしれないので、ひとつずつ 

  項目を説明した方がよいかもしれない。チャートに付けて見せたのは 

  あくまでも説明用で、参加者は自分たちの考えた通りに絵を貼って欲 

  しいと説明する。 

 

２．予防策の効果が分からないときは訂正しないこと。参加者が自分たちで判断できるよ

うな質問を投げかけるようにする。 

 

３．この時点で、グループに予防策の効果を判断するための知識がなくても問題ない。判

断能力をつけるために必要な情報を後のプロセスで紹介する。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

４．参加者がアクティビティの内容に混乱しているときは、グループを２つに分け、予防

策のセットをそれぞれに渡す。片方のグループに「効果」についてパイル・ソーティン

グをやってもらう（「とても効果的」「あまり効果がない」「どちらでもない」の山に分

ける）。もう片方にその予防策の「難易度」について同じようにパイル・ソーティング

をやってもらう（「簡単」「難しい」「どちらでもない」の山に分ける）。そして２つの結

果を比較する。 

 

また、別の方法として、まず「効果」についてパイル・ソーティングをやってもらう。

それから「とても効果的」な予防策のカードを選び、それを使って「難易度」について

パイル・ソーティングをやってもらう。同じように「あまり効果がない」、「どちらでも

ない」予防策についても繰り返す。 
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ステップ３：問題解決に向けた計画

 

アクティビティ３：コミュニティ内の男女の役割 
 

目的 

 女性と男性がどのように家庭やコミュニティの仕事を分担しているか

について意識を持たせ、理解を図る 

 仕事の分担を変えられるもの、変えた方がよいものはないか調べる 

 

所要時間 

 １時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：ジェンダー役割分析 

 ３種類の大きな絵（男性／女性／男女２人） 

 最低 12 枚の仕事の絵 

 ペンと紙 

 

 
 

仕事の絵のサンプル 



 

 54

ステップ・バイ・ステップガイド 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．参加者に５－８人のグループを作ってもらう。 

 

３．次の言葉を使ってグループにアクティビティの開始を示す： 

「各グループに男性、女性、および男女２人の絵と、色々な仕事の絵のセットを渡します。

グループで、それぞれの仕事を普段誰がやっているか話して下さい。意見が一致したら、男

性、女性、男女２人のそれぞれの絵の下に仕事の絵を置いて下さい。男女２人の絵は、男性、

女性の両方がその仕事をするという意味です」 

 

４．後はグループに任せ、結果について議論してもらう。他の仕事があれば紙に書いて追

加してもよい。そのための白紙を準備して配る。 

 

５．作業が終わったら、参加者の前で各グループに結果を発表してもらう。選んだ仕事に

ついて説明し、他の人の質問に答えてもらう。 

 

６．次の事項についてグループに議論を促す： 

－ だれがどんな仕事をしているか 

－ 男性と女性の仕事の負担 

－ 仕事の負担をどう変えれば下痢性疾患を克服するための作業分担ができるか 

－ 男性と女性の仕事を変えた場合の有利な点と不利な点 

－ 男性と女性の仕事の分担を変えられる可能性 

 

７．衛生設備や衛生行動の改善のために変更・修正できる仕事を特定してもらい、内容を

記録に残して後のモニタリング（確認）で使用する。 

 

８．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 
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ステップ３：問題解決に向けた計画

注意点 

１．このアクティビティでは、男性が普段行っている仕事の絵が入ってい 

  ないと不満が出るかもしれない。これは、仕事の絵が家庭やコミュニ 

  ティの環境衛生・衛生行動に関わるものからなり、このような仕事は 

  ほとんどの社会で女性が担当することが多いためである。その場合は、 

    男性に普段行っている仕事を書いてもらい追加するとよい。 

 

２．３枚の絵（男性、女性、および男女２人）の他に、男の子や女の子の絵を追加するグ

ループも出てくるかもしれない。それは問題ないが、この分析で注目すべき点は性別で

あり、年齢ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56

ステップ・バイ・ステップガイド 

下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 

 



 

 57

ステップ４：オプションの選択 

ステップ４：オプションの選択 

 

ステップ４ アクティビティ ツール 

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

 

このステップは３つのアクティビティで構成される。 

１．「改善したい衛生設備の選択」では、グループがコミュニティの衛生設備の状況を評価

し、どのように変えていきたいのか判断することを支援する。 

 

２．「改善したい衛生行動の選択」は、グループがコミュニティとどのような衛生行動に取

り組みたいのか決めることを支援する。 

 

３．「質疑応答」では、質問したり他の参加者からフィードバックを受けたりする機会をグ

ループに与え、自信を高めて自立性を強める。 

 

このステップ終了後には、グループが衛生設備や衛生行動を自分たちがどのように変えて

いきたいのか、情報に基づいて選択できるようになることが期待される。 

 



 

 58

ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ１：改善したい環境設備の選択 
 

目的 

次のことができるよう参加者を支援する： 

 コミュニティの衛生設備の状況を説明する 

 衛生設備を改善するためのオプションを特定する 

 改善は段階を追ってできることを発見する 

 

所要時間 

 １－２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：衛生設備のオプション 

 ペン 

 絵を貼り付けるための 

大きな用紙（あれば） 

 粘着テープ 
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ステップ４：オプションの選択 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．参加者に５－８人のグループを作ってもらう。 
 

３．次の言葉を使ってグループに作業してもらう： 

「それぞれのグループに『衛生設備のオプション』の絵を１セットずつ配ります。オプショ

ンを見て、まず最も悪いと思うものを一番下に置き、最もいいと思うものが最後に一番上に

くるよう『はしご』を作って下さい」。 
 

４．各グループに同じ絵のセットを配る。 
 

５．参加者が選びたい方法の絵がない場合、その場で描けるように紙とペンを用意すると

よい。 
 

６．はしご（階段）状に絵を並べるのに、約 20 分与える。それから各グループを回って次

の作業をしてもらう。 

「それでは、皆さんのコミュニティは今はしごのどこに位置するか、今から１年後どの位置

まで進みたいか考えて下さい。はしごのそれぞれの段に登ったらどんな利点があり、登るた

めにはどんな困難があるか話し合って下さい」 
 

７．作業終了後、各グループのサニテーション・ラダー（Sanitation Ladder、衛生設備の「は

しご」）を説明してもらう。 
 

８．発表終了後、全体で次の点を議論してもらう： 

－ オプションの並べ方の共通点と相違点 

－ 各グループが選んだコミュニティの現状と将来目指す状態の共通点と相違点 

－ どのオプションがコミュニティにとって最善か 

－ 各オプションの利点 

－ はしごを登る際の困難な点や障害は何か 

－ どのように判断に至ったか 

－ オプションを効果的に比較するために、どのような情報が必要か 
 

９．１つのサニテーション・ラダーを参加者全員で合意して決めるよう促す。 
 

１０．自分たちが望む状態を実現するための計画づくりに、次のアクティビティが役立つ

ことを説明する。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

１１．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かっ

た点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

情報収集 

現実的な目標を立てやすくなるので、この段階でコミュニティの衛生設備の状況を定量化する

とよい。そのために使えるツールは： 

－ 衛生設備の種類と数と位置が描写された「コミュニティ・マップ」 

－ 個人や家族が使用する設備について情報収集できる「ポケットチャート」 

－ コミュニティセンサス 

「モニタリングチャート」の作成など将来のアクティビティに用いるため、これらの結果は全

て記録しておくこと。 

 

 

注意点 

１．アクティビティ開始前に得ておくとよい情報 

－ 衛生設備の各オプションの設計方針 

－ 各オプションの効果 

－ 各オプションに必要な維持管理と日常的な点検 

－ 各オプションにかかる費用 

－ 運用と維持管理にかかるコスト（時間とお金） 

－ 利用できる補助金 

－ 各システムの構造の耐久性と持続可能性 

 

２．サニテーション・ラダーは、改善が段階を追ってできることを示している。コミュニ

ティがそれぞれのペースではしごを登ればよいというのはグループに大きく訴える力

がある。自分たちにちょうどいいペースで、時間をかけて変わっていけることに気付く

と、グループは意欲を掻き立てられより積極的に参加するようになる。 

 

３．衛生設備のオプションを選ぶ際、それぞれのオプションに必要な水の量を検討するこ

とが大切である。環境や既存の水源への汚染リスクも検討する必要がある。これらの点

を参加者が必ず議論するよう確認すること。 

 

４．オプションの中には同じぐらいの利点を持つものがある。その場合はその２つのオプ

ションを横に並べ、はしごを「枝分かれ」させてもよい。はしごがどのような形になる

かよりも、上に進むことや将来の選択肢があることを示すことが重要である。 
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ステップ４：オプションの選択 

 

 

その他のはしご 

このアクティビティは他の質問や問題にも応用できる。例えば、サニテーション・ラダーはウ

ォーター・ラダー（給水施設のはしご）として転用することができる。アクティビティの実施

方法は同じで、水質、水量、アクセスについて、改善につながる異なる水供給のオプションを

描いた絵を用意する。オプションは、 も簡単なものからより複雑な物まで幅広く用意する必

要がある。さらに、安全でない水、保護されていない水源の水を利用しているコミュニティで

は、それがはしごの一段目となるのでそれもオプションに入れること。しかし傾向としては、

ウォーター・ラダーの方がオプションの数は少ない。古くから利用している現在の水源と、代

替水源か改善された給水施設の２つのみの場合もある。 

 



 

 62

ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ２：改善したい衛生行動の選択 
 

目的 

以下のような衛生行動を特定できるようグループを支援する： 

 変えたいと思っている行動 

 奨励し、強化したいと思っている行動 

 コミュニティに新たに広めたいと思っている行動 

 

所要時間 

 １時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：ステップ２のアクティビティ２で用いたパイル・ソーティン

グの絵 

 

 

衛生行動の絵のサンプル
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ステップ４：オプションの選択 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．参加者に５－８人のグループを作ってもらう。 

 

３．次の言葉を使ってグループに作業をしてもらう： 

「パイル・ソーティングの絵の中から、健康的で奨励したいと思う衛生行動と、不健康で勧

められない衛生行動をグループで合意して選んで下さい。一枚ずつでも複数でも構いませ

ん」 

 

４．10－20 分与え、カードを選んでもらう。各グループが選んだものを、他のグループの

前で説明してもらう。 

 

５．以下について議論を促す： 

－ 良い衛生行動と悪い衛生行動の中で、一番重要で取り組む必要があるものはどれか、

意見をまとめる 

－ 以下のことをコミュニティにどう働きかけるか： 

－ 常に良い衛生習慣を実践する 

－ 新しい行動を受け入れる 

－ 悪い衛生習慣を止める 

 

６．この時点で、選ばれた行動がそのコミュニティでどの程度一般的に行われているか知

る必要が出てくるかもしれない。具体的な目標を設定する際の情報となる。「ポケット

チャート」と「コミュニティ・サーベイ（世帯調査）」が情報収集のツールとして利用

できる。 

 

ポケットチャートの利用例として、排泄後の手洗いについてコミュニティで最も一般的

な行動を調べる場合を以下に説明する。 

 

排泄後の手洗いについて、ポケットチャートの一番上の行に、水だけ、水とせっけん、

水と土もしくは灰、手洗いなしの絵を貼り付ける。縦列には男性、女性、子供などの絵

を貼る。色や形の異なる２種類の票を用い、ひとつは普段習慣的にやること、もうひと

つは時々やることに分けて投票してもらう。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 
手洗いのオプションを示すポケットチャートの例 

 

７．集計結果はモニタリング（確認）チャートの作成など、後で実施するアクティビティ

に使用するのでグループの人に記録してもらう。 

 

８．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 
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ステップ４：オプションの選択 

注意点 

１．過去の経験から、下痢性疾患の予防プログラムでは、衛生行動と衛生 

  設備の両面で変化を図るプログラムの方が、設備の改善だけを図るも 

  のより効果が高いことが分かっている。物理的な設備ばかり注目され 

  る傾向があるので、このアクティビティは、衛生行動を見過ごさない 

    ようにするねらいがある。 

 

２．新しい衛生行動を取り入れ、既存の衛生行動を強化する方法は、「ステップ５：新しい

設備と行動変容の計画」で取り上げる。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ３：質疑応答 
 

目的 

 プロセス（または他の事項）について参加者が質問し、他の参加者か

ら情報やフィードバックを得る機会を持つ 

 グループ全体の持つ知識と情報の豊かさを参加者自身が認識できる

ようにする 

 

所要時間 

 １－２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：質問ボックス 

 紙とペン 

 容器（バスケット、帽子、箱など） 
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ステップ４：オプションの選択 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．グループの人数が 40 人以内であれば、分割せずに進行してもうまくいく。 

 

３．次の言葉を使ってグループに作業をしてもらう： 

「答えてほしい質問を、文字か簡単な絵で紙に書いて下さい。書き終わったら紙を半分に折

って下さい」 

 

４．参加者の１人に、質問の紙を入れ物に集めてもらう。この入れ物が「質問ボックス」

となる。 

 

５．質問の紙を集め終えたら、質問ボックスを１人ずつ廻してゆく。質問ボックスを渡さ

れた人は、中の紙を 1 枚選んで、書かれている質問に答える。自分の質問を引いてしま

ったら、もう１度選び直す。 

 

６．選んだ人が答えられないときは、グループの誰かに答えてもらうようにする。 

 

７．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

注意点 

１．字の書けない参加者がいる場合、質問を考えてもらった後で、自分の 

  ものと分かるマークを参加者全員に紙に書いてもらう。または、色の 

  違う紙を１人ずつ配り自分の色を覚えてもらう。その紙を質問ボック 

  スに集め、自分の紙が選ばれた人は口頭で質問をする方法もある。こ 

    うすると質問は匿名でなくなるが、全員が参加することが可能となる。 

 

２．このアクティビティはグループに、外部の専門家に必要以上に頼ることはないと気付

かせることができる。住民が集まれば必要な情報と知識の大半は得ることができるのだ。 

 

３．テーマに直接関係のない質問もあるかもしれないが、そうしたものも除外しないこと。

様々な心配事が分かるかもしれないし、良い気晴らしになるかもしれない。ユーモアを

受け入れる雰囲気づくりも大切。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 
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ステップ５：新しい設備と行動変容の計画 

ステップ５：新しい設備と行動変容の計画 

 

ステップ５ アクティビティ ツール 

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

 

このステップは３つのアクティビティで構成される。 

１．「変化のための計画」は、グループが、決定した解決策を実施するための段階的行動計

画を立てることを支援する。 

２．「誰が何をやるか」は、実行の各段階についてグループが責任者を割り当てることを支

援する。 

３．「問題点の抽出」は、発生する可能性のある問題をグループが予見し、克服計画を立て

ることを支援する。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ１：変化のための計画 
 

目的 

 参加者が衛生設備と衛生行動の改善に向けた計画を作成できるように

する。 

 

 

所要時間 

 ２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：計画用ポスター 

 「現状」と「将来」の衛生設備のオプション図（ステップ４：アクテ

ィビティ１から） 

 粘着テープ 

 ペンと紙 

 

 
「現状」及び「将来」の衛生設備のオプション図と計画用ポスター 
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ステップ５：新しい設備と行動変容の計画 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．ステップ４で作成した衛生設備のオプションの図（参加者が提案した他のオプション

も含む）を壁に貼る。 

 

３．参加者に５－８人のグループを作ってもらう。 

次の言葉を使ってグループに作業をしてもらう： 

「これが（グループでこの地域の現状を最もよく反映していると判断した衛生設備の絵を指

さす）このコミュニティで最もよく見られる状況ということですが、皆さんもそう思います

か？また、これが（グループが望ましい将来のオプションとして選んだものを指さす）望ま

しい将来の姿だと皆さんも思いますか？」 

「現状から将来望む姿に変わるためにやるべきことを考えていきましょう。ふたつの状況の

『ギャップを埋める』ために計画を立てる必要があります。その助けとなり得るステップを

描いた計画用ポスターを各グループに配ります。」 

「各グループで、望まれる変化を最も効果的に実現できると思う順番に計画用ポスターを並

べて下さい。追加したいステップがあれば白紙を使って描いて下さい。」 

 

４．各グループに、「現状」と「将来」の絵、「計画用ポスター」のセット（同じもの）を

配る。 

 

５．作業時間を 30－45 分与えた後、各グループが立てた計画を、他の参加者の前で説明し

てもらう。発表内容についての具体的な質問は答えてもらうが、一般的な質問や議論は

全グループの発表が終わるまで制限する。 

 

６．全グループの発表が終わったら、意見をまとめて共通の計画を立てるよう議論を促す。 

議論すべき点： 

－ 各グループが選んだステップとその順番について共通点と相違点 

－ 選んだステップを実行するときに生じる可能性のある問題 

－ 実行に必要なリソース 

－ 計画実施に必要な期間 

 

７．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 



 

 72

ステップ・バイ・ステップガイド 

 

注意点 

１．「現状」と「将来」の絵4は、「衛生設備のオプション」と「パイル・ 

  ソーティング」のツールを使ってグループが特定した、設備と行動両 

  面の変化に言及している可能性がある。 

 

２．この計画アクティビティでは、グループが望む変化全てに対応できるよう用意してお

く。なお、このアクティビティの目的は計画づくりを簡単にすることだということを忘

れないように。 

 

設備の変更、既存システムの維持管理の改善、行動変容について、３つ別個に計画を立

てた方が簡単だと感じるグループもあれば、３つを１つの計画にまとめられるグループ

もあるだろう。１つの正しい計画がある訳ではない。ファシリテーターの役割は、グル

ープが管理できるように計画づくりのプロセスを簡素化する支援をすることである。 

 

３．特定された変化全てを取り入れた計画になっていなくてもよい。この時点では、いく

つかの変化を取り入れた計画を立てるだけで十分である。変化が実際に起き始めると、

グループはやる気を掻き立てられ、さらに多くの変化を計画するようになる。グループ

の取り組みがあまり期待できない大きな計画より、グループのメンバーが一生懸命に取

り組もうとしている小さな計画の方が成功する確率は高い。 

 

４．取り入れようとしている変化が与える影響についてグループに考えてもらう場合は、

最初に作成したコミュニティ・マップを利用するとよい。 

 

５．ここまで来ると、計画実施のどの分野に誰が責任を持つかの議論や質問が出ているか

もしれない。次のアクティビティ「誰が何をやるか」では、作業の責任分担を効果的に

行い、決められた期間に適切な作業を完了するための支援をする。 

 

                                                  
4 「現状」と「将来」の絵を使用したツールは、他のガイドでは「ギャップのある話（Story with a gap）」
と呼ばれている。 
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ステップ５：新しい設備と行動変容の計画 

 

アクティビティ２：誰が何をやるか 
 

目的 

 計画にあるステップの実行責任者を特定できるよう支援する。 

 計画実行のためのスケジュールを立てる。 

 

 

所要時間 

 １－２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：前回のセッションで

作成した計画用ポスター 

 名前を書くための紙または

カード 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．グループの計画用ポスターを、グループが定めた手順の通りに並ぶよう一列に壁に貼

る。 

 

３．次の言葉を使ってグループに作業をしてもらう： 

「この計画用ポスター（指さす）は、皆さんが決めた計画を実行するために、皆さんが必要

だと考えたステップを示したものです。各ステップを実行する人を決めなければなりません。

どのような素質や能力を持った人がそれぞれのステップを実行すべきか話し合って下さい。

そして各ステップを実行する人を決めて下さい。実行責任者と各自が実行するステップが決

まったら、その人の名前を紙かカードに書いて下さい。男性と女性の名前は色分けして書い

て下さい。そして書いた名前を計画用ポスターの各ステップの下に貼り付けて下さい」 

 

４．「コミュニティ内の男女の役割」のときに話した内容と結論に言及し、男性と女性それ

ぞれに与える影響を考えて仕事の配分を見直すよう勧め、必要があれば調整するよう提

案する。 

 

５．作業分担が終わったら、計画の各ステップの実施をまとめるコーディネーターを１名

あるいは複数名決めてもらう。コーディネーターの名前を計画用ポスターの上に書く。 

 

６．ここから先のミーティングは選ばれたコーディネーターに進行・調整してもらう。計

画の各ステップを完了する期間の設定についても調整してもらう。 

 

７．各ステップに必要な期間をグループに議論してもらう。設定した期間を計画用ポスタ

ーに書きとめておく。 

 

８．次の点の議論を促す： 

－ 決められた時間通りに計画が実行されているかどうか確認する重要性 

－ 各人が与えられた責任を実行しているか、グループで確認する方法 

－ やるべき事が実行されていないときグループに何ができるか 

 

９．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 
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ステップ５：新しい設備と行動変容の計画 

 

注意点 

１．作業分担のときに計画のステップが追加されるかもしれないが驚くこ 

  とはない。自分たちが実施に関わらなければならないと気付くと、そ 

  れに伴うものを人は慎重に考え始めるものである。 

 

２．グループが自分たちで責任を担おうとせず、外部の人たちに作業の大半を割り当てよ

うとするときは次の点を考える必要がある： 

－ 作業の責任を担う気がないのはなぜか 

－ 衛生行動や衛生設備に問題があると本当に思っているか。思っている場合、この計

画が問題の解決につながると信じているか 

－ 外部グループの代表者が（このミーティングの）参加者に含まれていないのはなぜ

か 

－ 外部の代表者をグループに参加してもらうにはどうしたらよいか 

－ 外部の代表者が、自分たちが計画の作成や支援に関わっていないのに、その計画の

実施に責任を持ってくれるか 

－ 決められた作業分担で計画が実施できるか 

 

グループが環境衛生の重要性を理解できていないことが、責任を担って計画を支援でき

ない大きな理由となる場合がある。その場合、これまでにやったアクティビティを繰り

返して行うか、重要な情報をグループが発見できる他の方法を見つける必要があるかも

しれない。 

 

３．誰が何をやるか決めるには、非常に長い時間がかかる可能性がある。議論に必要な時

間を十分確保するには数回に分けてミーティングを実施する必要があるかもしれない。

作業の担当者を決めるにはポケットチャートが有効な場合がある。ポケットチャートは

以下の手順で作成する： 

 

－ ポケットチャートの一番上の行に異なる作業の絵を貼り付ける 

－ 左端列には絵や名前など候補となる人物を特定できるものを貼り付ける 

－ 各作業につき１人１票ずつ票を渡す 

－ 各作業を実行するのに一番ふさわしい人物を左端から選び、その作業の列の該当す

るポケットに票を入れることを説明する 

 

特定の作業にどのような素質が必要かを議論した後で、このアクティビティを実施して

もよい。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

４．作業分担の正しい方法などはない。ただし、その地域で作業分担するときの慣習を念

頭に置く必要がある。えこひいきや、人気があるからという理由のみで人を選ばないよ

うにしたい。 

 

作業をやり遂げるために必要だとグループが特定した素質や能力を考慮するように提

案してもよい。また、選ばれた本人に、自分がその作業の適任者だと思うか聞くように

提案してもよい。 

 

また、人選の際はそのコミュニティ内の多様性（年齢、民族、宗教、教育、その他）を

反映するよう勧める。 

 

５．衛生行動の変化が奨励されるコミュニティでは、新しい便所の設置など物理的な変化

を計画する場合と同様に、衛生教育実施などの活動計画を立てることが重要である点を

グループに再確認する。 

 

６．１つの計画について「誰が何をやるか」決まった時点で、グループが他の計画につい

ての決定を後回しにしたいと言うならそれでも構わない。グループが希望した変化の１

つについて、最初から最後まで完全に計画を立てられたらそれだけでも十分である。１

つの計画をうまく実行に移せたら、他の計画を立てる意欲につながるだろう。グループ

は、１つの計画を通して他の計画でも必要とされる能力を獲得すると考えられる。 

 

７．各ステップの責任者の名前が入った計画用ポスターを、コミュニティの公共の場所に

掲示するように伝える。そうすることで、コミュニティの他の人たちに何が起きている

のか伝えることができる。 
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ステップ５：新しい設備と行動変容の計画 

 

アクティビティ３：問題点の抽出 
 

目的 

 計画実行段階で生じうる問題について考え、解決法を考え出してもら

う。 

 

 

所要時間 

 １時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：問題ボックス 

 紙とペン 

 容器（バスケット、帽子、箱など） 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

内容 

このアクティビティはステップ４の「質疑応答」と似ている。やり方も

基本的に同じである。 

 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した

アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返ってもらう。 

 

２．アクティビティの内容を次のように説明する： 

「起こる可能性があると思う問題を紙に書いて下さい。書き方は質問形式、または絵で示し

て下さい。例えば： 

『維持管理のトレーニングを受けた人がコミュニティから引っ越していなくなったらどう

したらいいですか？』」 

 

３．参加者の１人に、問題の紙を入れ物に集めてもらう。この入れ物が「問題ボックス」

となる。 

 

４．問題の紙を集め終えたら、問題ボックスを１人ずつ廻してゆく。問題ボックスを渡さ

れた人は、中の紙を 1 枚選んで、書かれている質問に答える。自分の質問を引いてしま

ったら、もう１度選び直す。 

 

５．時間を十分取ってグループで答えを話し合ってもらう。質問を選んだ人が答えられな

かったら、グループの誰かに答えてもらう。 

 

６．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

７．オプション：時間があれば、問題を種類別に分けてもらうとよい。２種類の問題の山

に分ける方法として以下の例が考えられる： 

－ １：行動を始めた時にぶつかる問題     ２：継続的に抱える問題 

－ １：技術面の問題             ２：社会面の問題 

－ １：グループだけで解決できる問題     ２：解決に外部の支援が必要な問題 
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ステップ５：新しい設備と行動変容の計画 

注意点 

１．参加者が問題の答えを考えるのに時間がかかるときは、アクティビテ 

  ィを午前中の遅い時間から始めてお昼休憩の間に考えてもらうか、午 

  後遅い時間から始めて翌日に持ち越すなどの工夫をするとよい。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 
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ステップ６：モニタリング・評価計画

ステップ６：モニタリング・評価計画 

 

ステップ６ アクティビティ ツール 

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

 

このステップのアクティビティは「進捗の確認」のみである。このアクティビティでは、

目標達成に向けた進捗状況をモニタリング（確認）するために、グループがチャート（82

ページのイラスト参照）を埋めていく。進捗を測定する手段を特定し、測定の頻度と責任

者を決める。 

 

重要な点 

このアクティビティでは書く作業が多い。参加者が読み書きできないときは絵を使い、文

字を書く作業を最低限にする工夫が必要である。例えば： 

－ チャートの目標欄には、字の代わりに実行・建設したい活動・設備を表す絵を描く。 

－ 数量は、人々がその意味を理解できる場合のみ書く。例えば、設置したい設備の数な

どを設備の絵の横に記入してもよい。 

－ 考えや言葉の代わりに絵やシンボルを使う。 

－ 各作業の実施責任者や実施されたかどうか点検する人について、花、鳥、色など個人

のシンボルを決め、チャートに貼り付けて分かるようにする。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

アクティビティ１：進捗を確認する準備 
 

目的 

 進捗確認のプロセスを確立する 

 確認の頻度と責任者を決める 

 将来、コミュニティの他の人々も含めて実施する評価アクティビティ

の予定日を決める 

 

所要時間 

 ２時間 

 

 

使用する素材 

 ツール：モニタリング（確認）チャート 

 紙、ペンなど絵をかくための道具 

 （オプション）コミュニティで望まれている「衛生設備のオプション」

図（あれば） 

 （オプション）パイルソーティングの絵（「改善したい衛生行動の選択」

アクティビティで選んだもの） 
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ステップ６：モニタリング・評価計画

 

内容 

１．前回のアクティビティから時間が経過している場合、前回実施した 

  アクティビティで分かったことや決まった内容をまず振り返っても 

  らう。 

 

２．１つのグループとして全体で協力して作業する。目標を表す絵を見せる。 

 

３．モニタリングチャートを用意する（前ページのイラスト参照）。 

 

４．各種作業の責任者に選ばれた人たち（「誰が何をやるか」で選ばれた人）にこのアクテ

ィビティを進行してもらう。次の言葉を使って説明する： 

「「誰が何をやるか」で選ばれた人たちにこのアクティビティの進行をお願いしたいと思い

ます。グループの皆さんに今の段階で分かる情報をチャートに書き込んでもらうので、その

お手伝いをして下さい。そして今後、確認プロセスをどのように継続していくか意見をまと

めて下さい。」 

「左端列に目標を表す絵を貼り付けて下さい。チャートの残りの部分を引き続き埋めて下さ

い。」 

 

５．チャートが埋まったら、以下についてグループの議論を促す。 

－ 進捗状況をどのように測定するか 

－ どのくらいの頻度で測定するか 

－ 誰が測定に責任を持つか 

－ 進捗状況の測定と目標達成の確認に、コミュニティの他の住民をどう参加させるか 

 

６．グループにプロジェクトを評価する予定日を設定してもらう（ステップ７）。 

 

７．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

８．パーティ、お祝い、祈りなどを行ってミーティングの最後を締めくくり、グループの

成果を祝福する。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

下痢性疾患予防のコミュニティによる計画のための７つのステップ 

 

ステップ アクティビティ ツール 

１ 問題の特定 ― 
１．コミュニティの実態 

２．コミュニティの健康問題 
―

１．不連続のポスター 

２．タナカ看護師 

      

２ 問題の分析 ― 

１．コミュニティの水・衛生マッピ

ング 

２．衛生的・非衛生的な行動 

３．コミュニティの習慣調査 

４．病気の広がり方 

―

１．コミュニティ・マッ

ピング 

２．パイルソーティング

３．ポケットチャート 

４．感染経路 

      

３ 
問題解決に 

向けた計画 
― 

１．病気の感染予防 

２．予防法の選択 

３．コミュニティ内の男女の役割 

―

１．感染経路の遮断 

２．バリヤチャート 

３．ジェンダー役割分析

      

４ 

オプションの 

選択 
― 

１．改善したい衛生設備の選択 

２．改善したい衛生行動の選択 

３．質疑応答 

―

１．衛生設備のオプショ

ン 

２．パイルソーティング

３．質問ボックス 

      

５ 

新しい設備と

行動変容の計

画 

― 

１．変化のための計画 

２．誰が何をやるか 

３．問題点の抽出 

―

１．計画用ポスター 

２．計画用ポスター 

３．問題ボックス 

      

６ 

モニタリング・ 

評価計画 
― １．進捗を確認する準備 ―

１．モニタリング 

（確認）チャート 

      

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 
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ステップ７：参加型評価 

 

ステップ７ アクティビティ ツール 

７ 参加型評価 ― １．進捗の確認 ―
１．様々なツールのオプ

ション 

 

このステップはコミュニティが計画を実施した後、プログラム開始後６ヶ月―１年程度経

過した頃に実施する。 

 

参加型評価には、コミュニティ内のなるべく多くの人々に参加してもらうとともに、コミ

ュニティワーカー、役人、場合によっては近隣地域の代表者などにも参加してもらうべき

である。このステップはグループの成果を祝福できる楽しいものとなるだろう。グループ

が評価する内容は次の通り： 

 

－ コミュニティが達成したこと 

－ 当初計画で、まだ今後実施する必要のあるもの 

－ 成功したこと 

－ 遭遇した問題や障害 

－ 必要な是正措置 

 

様々な評価方法が考えられるが、次に例を示す： 

 

－ グループで複数の評価活動を実施し、その結果を多くのコミュニティ住民が目にする

場所に掲示して共有する。 

－ コミュニティのイベント等を開催し、参加した人を対象にポケットチャートに投票し

てもらうなど、評価活動にコミュニティから幅広く参加してもらうようグループで決

めてもよい。 

－ 上記２つの評価方法を組み合わせ、複数回に分けて評価活動を行う。さらにこのプロ

グラムに関する社会劇などを取り入れたコミュニティ評価活動を計画し、より広いグ

ループに評価結果を紹介する。 

 

グループは、自分たち自身で実施する評価活動、あるいはより広く他のグループにも参加

してもらって実施する評価活動を計画するために、まず内部ミーティングを開く必要があ

る。 

 



 

 86

ステップ・バイ・ステップガイド 

ファシリテーターは、次の内容を明らかにする支援を行う： 

 

－ どんな手段で進捗を評価したいか 

－ コミュニティのより多様な住民をどのように評価に参加させるか 

－ 全員が楽しみ、満足できる評価イベントをどのように企画するか 

 

グループが自分たちで何をやりたいか決めることが重要である。そのため、ここでは細か

い点に関する指示ではなく、参加型評価のアクティビティについていくつか提案する。グ

ループが評価方法に迷うときはこれらの提案を基に議論を促進するとよい。そのグループ

にふさわしいと思う評価方法を選んで提案すること。グループの識字率、メンバーの性格

やスキルの違い、チームとしてのまとまりなどを考慮して選ぶこと。 

 

グループが、提案した評価アクティビティのいずれも乗り気でないときは、社会劇を勧め

るとよい。PHAST に参加したコミュニティワーカーによると、社会劇は地域の住民に喜ば

れ、準備も楽しんでできると報告されている。 
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アクティビティ：進捗の確認 

オプション１：モニタリング（確認）チャート 
 

目的 

 目標が達成されたか確認する。 

 

 

 

所要時間 

 ２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：ステップ６のアクティビティ１で作成したモニタリングチャ

ート 

 ペンと紙 

 

一般的ガイダンス 

１．モニタリング（確認）チャートを見て、設定した目標をグループに確認させる。チャ

ート作成時点以降で達成できたことと目標を比べてもらう。達成できた事柄と目標の差

を書きとめたいときは、ペン、紙、絵、言葉などを使って好きな方法で記録に残すよう

促す。 

 

２．比較できたら次の点について議論してもらう： 

－ 成功したこと 

－ 問題点 

 

３．グループに、問題点を書きとめ（絵か言葉）、以下の種類に分けるよう伝える。 

－ コミュニティが自分たちで解決できる問題 

－ 参加者が十分理解できない問題 

－ コミュニティでは解決できない問題 

 

４．上の３つの問題群を壁に貼り、以下の点を決めてもらう： 
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－ コミュニティが自分たちで解決できる問題：どのような行動をとるか 

－ 参加者が十分理解できない問題：どのように、いつまでに、だれが責任を持って情

報収集するか 

－ コミュニティでは解決できない問題：どのように外部の支援を得て問題解決するか 

 

５．アクティビティを通じて学んだことを確認するよう促す。アクティビティの良かった

点、悪かった点を挙げてもらう。 

 

オプション２：コミュニティ・マップ 
 

目的 

 コミュニティ内で目に見える変化が起こっているか確認する。 

 

 

 

所要時間 

 ２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：ステップ２のアクティビティ１で作成したコミュニティ・マ

ップ 

 ペンと紙 

 地図上に変化を記すための色がついた紙またはステッカー 

 変化を反映させた新たな地図の作成が 

  望まれる場合には、作成のための 

  道具が必要。 
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一般的ガイダンス 

１．グループはコミュニティ・マップを見て、地図作成以降、実際に起こった変化を地図

上に印をつけて示す。参加者が望み、時間が許すなら新しい地図を作ってもよい。 

 

２．以上が完成したら次の点を議論してもらう： 

－ 実際に起きた変化 

－ 計画と達成できたことの差 

 

３．オプション１の２. 以降の指示に従ってアクティビティを進める。 

 

オプション３：計画用ポスターと誰が何をやるか 

 

目的 

 目的が達成されたか確認する。 

 

 

 

所要時間 

 ２時間 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：ステップ５のアクティビティ２で用いた計画用ポスターおよ

びチャート 

 ペンと紙 

 

一般的ガイダンス 

１．「計画用ポスター」及び「誰が何をやるか」のチャートを見て、達成できたことと目標

を比べてもらう。達成できた事柄と目標の差を書きとめたいときは、ペン、紙、絵、言

葉などを使って「計画用ポスター」及び「誰が何をやるか」チャートにマークを付ける

など、好きな方法で記録に残すよう促す。 

 

２．オプション１の２. 以降の指示に従ってアクティビティを進める。 
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オプション４：ポケットチャート 
 

目的 

 衛生行動が変化したか確認する。 

 

 

 

所要時間 

 投票者の人数による 

 

 

 

使用する素材 

 ツール：ポケットチャート 

 ポケットチャートに貼り付ける、衛生行動が描かれたいくつかの絵 

 参加者全員の投票用の票 

 

一般的ガイダンス 

１．ポケットチャートに慣れた参加者に、このアクティビティを進行してもらう。 

 

２．測定したい衛生行動についてポケットチャートを準備し、ポケットチャートの内容と

使い方について説明する。投票して見せながら説明する。入れた票をポケットチャート

から取り出し、見本なのでその通りに票を入れる必要はないことを説明する。 

 

３．他の人に見られずに投票できるようポケットチャートを設置し、１人ずつ票を入れて

もらう。 

 

４．全員投票したら、参加者に票の集計と結果発表をしてもらう。その際は、正しく集計

しているかどうか他の人たちがよく見えるように注意を払う。 

 

５．次の点についてグループ議論を促す： 

－ ポケットチャートで分かったこと 

－ 改善が確認できる結果だったか 

－ 結果はグループの目標に対してどうだったか 

－ 投票の結果になったのはなぜか 

 

６．議論後、オプション１の２. 以降の指示に従ってアクティビティを進める。 



 

 91

ステップ７：参加型評価 

 

注意点 

１．ポケットチャートを使ったアクティビティは複数回実施できる。ポケ 

  ットチャートを使った調査テーマの例を以下に記す： 

  － 排泄場所 

  － 手洗い 

  － 女性と男性の仕事 

  － 水汲みをする場所 

 

 

オプション５：コミュニティを歩く 

 

目的 

 目標が達成されているか、コミュニティの状況を直接観察する。 

 

 

 

所要時間 

 コミュニティの面積によって異なる 

 

 

 

使用する素材（オプション） 

 ペンと紙 

 絵を描くための道具 

 カメラ（あれば） 

 

一般的ガイダンス 

１．参加者にペアを組んでもらう（人数が多いと目立ち過ぎる）。 

 

２．ペア毎にコミュニティ内を歩く計画を立て、見たものを記録するよう提案する。歩く

時間帯は、水と衛生に関わる仕事が多い早朝や夕暮れ時などを提案する。特に注意して

観察すべき点は以下の通り： 
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－ 計画した物理的な変化（設備など） 

－ 推奨したい行動 

－ なくしたい行動 

言葉、絵、写真など、希望する方法で記録を取るよう促す。 

 

３．コミュニティを歩いて分かったことを、他の参加者やコミュニティ住民に対して発表

してもらう。発表の方法は、話す、絵を見せる、様子を演じる・身振りで表す、歌を歌

うなど、好きな方法でよい。 

 

４．コミュニティで観察したことと計画を比較する議論を促す。 

 

５．オプション１の２. 以降の指示に従ってアクティビティを進める。 

 

 

オプション６：社会劇 
 

目的 

 これまでの進展をコミュニティの人々に報告する 

 プロジェクトの成功を祝う機会を設ける 

 他の地域からの訪問者、役人、ドナーにプロジェクトの重要な 

    展開を見てもらう 

所要時間 

 準備とリハーサルに１－２時間 

 
 
 
 

 

内容 

１．このアクティビティは４－８人のグループに分けて実施できる。招 

  待客に参加してもらってもよい。 

 

２．次の言葉を使ってグループに作業をしてもらう： 

「協力して、プロジェクトの一部をテーマに選び、10 分程度の短いお話を作って下さい。

グループ毎に話の異なる部分を演じて下さい。伝えたい内容を楽しく伝えられるよう自由に

工夫して下さい。劇は 10 分を超えないようにして下さい。準備とリハーサルの時間を 30

分取ります。」 
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それぞれのグループが話の異なる部分を演じるよう注意する。 

 

３．グループの準備が整ったら、社会劇を演じてもらう。 

 

４．社会劇 終了後、劇で触れられなかった重要な出来事について、参加者から議論を求め

る声が上がるかもしれない。 

 

注意点 

１．ファシリテーターからの助言や意見を受けることなく、各グループが 

  自分たちのやり方で社会劇を作るようにする。 

 

２．グループは音楽、ダンス、演技、ユーモアなどを交え、色々な方法で 

  話を構成することが予想される。 

 

３．このアクティビティは、プロジェクトを通じてグループが経験したり、感じたりした

ことを楽しみながら面白く総括することを目指している。この他、より体系的なアプロ

ーチとして、８－15 人のメンバーをグループから選んでもらい、プロジェクトの展開を

芝居にするというやり方もある。パフォーマンスの準備に時間がとれるように、評価を

締めくくるお祝いの前日か前々日に準備を開始する。 

 

４．成功を祝う時間を取ることは非常に重要である。良い結果はグループに自信を与え、

変化をもたらす作業を続ける動機となる。問題点を議論することも、自分たちの力次第

で解決できることを気付かせるので同じ効果がある。 

 

５．これでグループは、今後も続けて下痢性疾患と闘うための改善計画を導入するスキル

と意思を身につけることができた。プログラムを通じて身に付けたスキルは、コミュニ

ティが抱える他の問題解決にも適用される可能性が高い。つまり、長期的に全ての関係

者の生活の質を大きく改善していくはずである。 

 

結論 

ファシリテーターへの示唆 

「成功」の程度には差があるかもしれない。前倒しに状況が進展していくコミュニティが

あれば、早々につまずくコミュニティもあるだろう。だが、改善の兆候が少しでもあれば、

そこからコミュニティが進展していく足がかりになる。そのために努力の結果を自分たち

で確認することが大切だ。それがないと学んだことや自分に対する自信を失ってしまう。



 

 94

ステップ・バイ・ステップガイド 

そのような事態に陥らないためにファシリテーターにできるのは、どんなに小さなことで

も改善された点をグループに気付かせること。自分が慣れたアクティビティを使ってプロ

セスをやり直してみる手もある。グループが、計画通りにいかない原因となっている問題

点を発見・分析し、解決の計画を立て、オプションを選び、新しい計画を作り、作業分担

し、結果をモニター・評価する支援を行う。 

 

プログラムの調整 

モニタリングと評価は継続が必要なプロセスである。グループにフィードバックし、失敗

から学ぶきっかけを与えてくれる。得られた情報を基に、計画を変更して問題を回避し、

より大きな成功をもたらすことができる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

Part III： 

ツールキットの作成 
 

PHAST ファシリテーターとプログラム

マネージャーのためのガイドライン 

PHAST アーティストのための 

ガイドライン 

ポケットチャートの作り方と 

使用例 

 



 

 

ステップバイステップガイド
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PHAST ファシリテーターとプログラムマネージャーのためのガイドライン

PHAST ファシリテーターとプログラムマネージャーのため

のガイドライン 

 

 

PHAST を試験実施した国では、力強い結果が出ている。不衛生な行動が改善され、コミュ

ニティが衛生・水施設の管理を担うようになった。このアプローチに必要な開発ツールへ

の投資に見合う結果が出ている。 

グループ参加者が、問題点を洗い出し、解決策を特定し、現状を変える計画を立てるため

のスキルと自信を身につけるために、ツールキットは欠かせない役割を果たす。本章及び

PHAST アーティストのためのガイドラインを参照し、アーティストとともにツールキット

を開発するための時間を十分に取り、慎重な計画を立てることを強く推奨する。ツールキ

ット作成に関するより詳しい情報は Srinivasan（1991）を参照のこと。 

 

 

ツールキットのタイプ 

地元のアーティストに依頼し、その土地の文化や状況を反映した絵を書いてもらいツール

キットとして使用するのが理想的である。ツールキット作成についての具体的な指示内容

は次のとおりである。 

 

基本形ツールキット：習慣、住居、衣服がほぼ同じで共通の文化を持つ広い地域に一般的

に適用される絵のこと。まず基本形ツールキットを作成し、実際の活動地域に合わせて修

正する。基本形のスケッチを白黒で書いておくと、後の修正が簡単である。違う状況に修

正するときもやり易い。オリジナルのトレース図やコピーを作成し、地域の特徴に合わせ

て色付けを変えてもよい。基本形ツールキットは国別に作成するとよい。ただし、農村部

と都市部では物理的な環境が大きく異なり、水と衛生をめぐる問題も異なることが多いの

で、同じ国であっても農村部と都市部では同じツールキットが使えないのが通常である。 

 

ツールキット毎に新しく絵を作成すると高価になる。手元にある絵の組み合わせを変える

ことで費用を抑えることができる。以下はそのためのヒントである。 

 

写真を使う：デザイン作成に写真を利用する。異なる活動、または複数のセットが必要な

ときは、サイズを変えて作り直すことができる。写真の利用が容易な環境であれば、「衛生

設備のオプション」、「計画用ポスター」などには効果的な方法になりえる。ただし、写真

には細かいところまで写るため、参加者の焦点をそらし、議論がうまく進まない可能性が
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ある。特によく見かける人物や場所が写った写真は誤解を与え、議論を個人的に受け止め

る、自分の立場を守ろうとするといった可能性がある。 

 

既にある素材を使う：既にある衛生教育用のポスターやフリップチャートなどを工夫して、

お金をかけずに特定のアクティビティに利用することができる。例えば、他の用途に作成

した絵をそのまま、または切り抜いて、パイル・ソーティングのカードを作成する。ただ

し、それだけでは足りないので追加作成する必要がある。欠点は、いろいろな意味に解釈

できない絵が多く、自由形式の答えを出すアクティビティではファシリテーターの思うよ

うにならない可能性がある。技術マニュアル、プロジェクトマニュアルの絵も特定のアク

ティビティに役立つ可能性がある。 

 

 

ツールキット作成にかかる期間 

PHAST トレーニングワークショップに出席し、白黒スケッチの基本形ツールキットは既に

準備している場合が多いだろう。その場合は現地の状況に合わせて修正する。 

 

現地に合わせたツールキットの作成には次のような作業が必要で、約 1 ヶ月程度かかる。 

－ アーティストを探す 

－ アーティストに PHAST アプローチの根底にある方法論を説明し、絵の目的を明確に

理解してもらう5 

－ アーティストと現地を訪れ、実際に則した絵が描けるよう周りの状況を観察してもらう 

－ アーティストに絵を何枚か試作してもらう 

－ 試作した絵をコミュニティの人に試しに使ってもらう 

－ 絵の作成（枚数が多い） 

 

 

費用 

アーティストに支払う料金 

必要な絵の枚数を基にツールキット作成予算を見積もる。可能であれば、３人のアーティ

ストから描いた絵のサンプルと見積もりを提出してもらい、スキルと価格を比較したほう

がよい。価格が安ければいいというわけでもない。多少高くても、絵の出来栄えがとても

よく、ほかのアーティストよりもこちらの意図をよく理解して仕上げてくれるといった場

合には、少々高くても可能な範囲でなるべく良いアーティストを選んだほうがよい。 
                                                  
5アーティストに PHAST トレーニングワークショップに参加してもらい、ワークショップ中に絵を描いて

もらうのが効果的である。本書 100 ページの「トレーニングワークショップにアーティストを参加させる」

を参照のこと。 
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経験豊かなプロのアーティストは絵の枚数に応じて料金を課す傾向があり、そうでない場

合はまとまった単位やかかった時間で請求されることが多い。特にワークショップの関係

で明確な作業計画と期間が設定されている場合、契約期間を２、４、６週間の単位に区切

るとよい。また、開発機関の契約アーティストやフリーのアーティストで、参加型の開発

活動に関心と理解のある人と長期的な関係を持つのもよいかもしれない。アーティストと

交渉する際は、個人の重要なスキルが過小評価されがちなことを念頭に置くとよい。 

 

交通費 

アーティストをつれて現地に行く場合は交通費がかかるので、別途予算が必要となる。 

 

材料費 

紙や絵の具などの材料費、コピー代、絵を保護するラミネートなどの費用。 

 

見積もりの書式 

見積もり依頼の際には、比較のために一定の書式を準備した方がよい。また、紙、スケッ

チ用の特別のペン、インクなどをアーティストから後で請求され、問題になる場合がある

ので、忘れず記載できるようにしたい。 

 

 

アーティストを探す 

活動対象となるコミュニティや民族の住む場所の近くで活躍しているアーティストを探す。

最善の結果が得られるだろうし、アーティストはスケッチするために何度かコミュニティ

を訪れて人、建物、設備などを観察する必要があるので時間とお金の節約にもなる。 

 



 

 100

ステップ・バイ・ステップガイド 

作業内容をアーティストに説明する 

参加型アプローチの目的はファシリテーターから参加者にメッセージを伝えることではな

いと説明する。むしろ反対で、参加者の経験、考え、感じ方や意見を共有し、自分たちの

力で問題解決できるプロセスを確立することが大切である（Srinivasan 1991 を参照のこと）。

グループメンバーが自分で考え、環境改善のためのプロセスに参加できるような補助的役

割を果たすことが絵に期待されていることを説明する。アクティビティの概要と達成した

い目標を伝え、サンプルを見せる。 

必要な絵の枚数、対象物、どのように仕上げてほしいかを伝える。Part III の「PHAST アー

ティストのためのガイドライン」を参照のこと。 

人物、住居の種類、植物、服装、設備は、実際コミュニティにあるものに合わせることで、

コミュニティの人々が効果的に絵を利用できるということを説明する。 

 

アーティストを誘って一緒にコミュニティを訪れよう。 

 

 

コミュニティの視察 

アーティストと一緒にコミュニティを歩きまわり、住民が着ている服、住んでいる場所、

どのような水や衛生設備を使っているのか、とりわけ水と衛生について問題がありそうな

場所を観察する。 

必要な絵について話し合うときのために、見たものを簡単にスケッチしておく。 

同日あるいは翌日、静かな所に座り、観察したものについてアーティストと確認する。 

必要な絵のリストを作る。 

 

 

トレーニングワークショップにアーティストを参加させる 

可能であれば、アーティストに PHAST トレーニングワークショップに参加してもらう。 

ワークショップ参加者のコミュニティ訪問に同行し、絵を下書きする。トレーニングワー

クショップの残りの日程を使ってスケッチを進めるとよい。下書きのスケッチを使ってト

レーニングセッションを実施し、次回のコミュニティ訪問や議論を基に修正していく。こ

うするとツールのプレテストが実践的かつ参加型で行える。 
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アーティストの作業管理 

アーティストの作業は慎重な管理が必要である。作品完成後に修正を依頼するのは困難な

場合があるので、鉛筆のスケッチの段階で定期的に見直した方がよい。 

 

 

絵のプレテスト 

コミュニティメンバーに依頼して絵のプレテストを実施する。実際に絵を見せて、何が描

かれているか、現地の様子が反映された絵になっているか、文化的特徴をきちんと反映で

きているかを聞く。そこで得られた意見をもとに絵を修正する。 

 

 

絵の品質 

PHAST あるいは SARAR アクティビティに使用する絵は、シンプルな線で描かれているも

のが多い。明確でシンプルな構成のもので、カラーがよい。ただし、基本形ツールキット

は白黒で原画セットを一つ作り、トレース図かコピーを何枚も取っておくことができれば

よい。これらの白黒コピーのほうが、カラーよりも現地の状況に合わせて修正し易い。 

 

 

絵のコピー 

ファシリテーターは複数の絵のセットを使用する必要がある。白黒のマスターセットを一

つ準備し、必要な枚数のコピーを取って後で色塗りをした方がよい。
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PHAST アーティストのためのガイドライン 

 

一般的な指示事項 

１．実際に活動するコミュニティや民族の様子に合わせた絵にするべきである。人物、住

居、水、衛生設備も実際の様子に近いものでなければならない。 

 

２．活動するコミュニティを視察する。人々の暮らしの様子、衣服、交流、仕事の様子、

どんな娯楽を楽しんでいるか、どんな問題を抱え、どう解決しているのかをメモしてお

く。とりわけ水の扱い方について、どのように運搬し、保管しているか、環境衛生の状

態を観察しておくこと。コミュニティでの一般的な衛生習慣をメモしておく。 

 

３．PHAST トレーニングワークショップに参加して絵を作成する。PHAST のファシリテー

ターと相談しながら、始めに数点を作成する。こうすれば、トレーニングワークショッ

プ運営者の意見を反映させながら作品が作成できる。 

 

４．絵の登場人物はコミュニテ

ィの実際の状況に合わせて

男性、女性、子供、および

その組み合わせとする。 

 

５．絵はシンプルに仕上げる。

細かくなりすぎないように、

背景を描きすぎないように

する。人物や物はソリッド

カラー（単色でパターンな

どを設けない）で簡単なア

ウトラインが も効果的。

細部にこだわり過ぎると混

乱させる可能性がある。完

璧な絵でなくてよい。手早く明確な実線で状況を分かりやすく仕上げたスケッチが好ま

しい。 

 

６．PHAST アプローチでは、通常、絵は明確なメッセージを伝えるものではなく、議論の

基になる状況や状態を映し出すものである。人によって解釈が異なるような絵も含まれ

る必要がある。上のサンプル図を見てみよう。 

アメリカで描かれた絵 
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この絵を見て、仕事に行くところと答え

る人もいれば、医者にかかりに行くとこ

ろと答える人もいるだろう。絵を見てい

ろいろな話が飛び出し、異なるテーマの

議論ができるように意図したものであ

る。「決まった答えのない」絵の目的は

そこにある。もしもドアに「事務所」や

「クリニック」の看板があれば、解釈は

狭まり、参加者の創造性、想像力、投影

力が限定的になってしまう。 

 

７．活動するコミュニティや民族の代表者に依頼して絵のプレテストを実施する。 

 

具体的な指示内容 

１．まずは白黒の線で絵を仕上げ、マスターセットを作る。 

 

２．絵は一枚一枚別の紙に描く。 

 

３．遠くからでも見える十分大きなサイズの絵を描く。 

 

４．紙のサイズは横 21 センチ縦 29.5 センチの A4 サイズ、標準レターサイズ以上の紙を使

用すること。アクティビティ毎にサイズが異なる場合は別途指定する。 

 

５．マスターセットおよびコピーのオリジナルの絵は複数の人が取り扱うので、十分な厚

みと強度を持たせた紙を使用すること。 

 

６．各アクティビティの目的に合わせた異なる大きさや形の絵を作成する必要がある。具

体的なサイズは以降のページで指示する。同じ絵を複数のアクティビティで使用する場

合もあるが、異なる大きさのものを準備した方がよい。コピー機が利用できれば拡大・

縮尺でサイズを調整する。まずは必要な絵のリストを作り、拡大・縮小の必要性をチェ

ックしたほうがよい。 

 

７．コピー機が利用できる場合は、色付けの前に何枚かコピーを取る。 

 

アーティストのためのチェックリスト 

 PHAST トレーニングへの参加 

 コミュニティの視察 

 まず数枚の絵から始める 

 絵はシンプルに 

 明確なメッセージを持たせない 

 絵のプレテストをして適宜修正する 
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８．仕上がった絵に色

を塗る。水彩画が簡

単で手早い。 

 

９．現地で使用する絵

はラミネート加工

するとよい。 

 

サンプル一覧 

以降に掲載するサンプ

ルの一覧は、衛生行動

と便の処理に関する

初のツールキット作成

にあたり、どのような

種類の絵がどの程度必

要となるのかを想定す

るためのもので、将来

他のテーマで参加型ア

プローチを用いる際に

も役立つ（ Srinivasan 

1991 も参照のこと）。固形廃棄物などその他の水と衛生に関する問題、デング熱、マラリア、

住血吸虫症などの病気、AIDS、アルコール中毒、喫煙などの保健問題に取り組む場合は、

それぞれの問題に関連した絵が必要となる。 

 

本書の一覧はあくまで提案にすぎない。活動するコミュニティに該当しないものは除くこ

と。例えば、便を穴に埋める習慣がなければその絵は不要で、別の該当するシーンを追加

する必要がある。 

 

PHAST アーティストの行程 

マスターセットを作成する 

必要な数のセットをコピーする 

色塗り 

ラミネート加工 

コミュニティで使用 

保護する 
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ツール：不連続のポスター 

絵のサイズ 

 横 21 センチ縦 29.5 センチの A4 サイズ 

 

絵の種類と枚数 

 対象地域の日常に関する絵、10－15 枚。病気、言い争う二人、祝い事、対立など日常の

中で起こる特別ではあるが現実的な場面を何枚か用意する。それ以外は穏やかな、普段

の様子の絵にする。また、それぞれ複数の解釈ができるような絵にする。例えば建物に

向かって人が歩いていれば、不満を言いに行くところ、仕事に向かうところ、出生届を

提出するところなどいろいろな解釈ができる。また、人々が走る様子は、犯人を追って

いる、動物を追いかけている、災害や追いかけてくる何者かから逃げていると解釈でき

る。絵をいろいろ並べ替えると異なるストーリー展開ができるように描かれる必要があ

る。絵に番号を付けたり、意図した順番があったりしてはならないので「不連続のポス

ター」と呼ぶ。 

 

絵の例 

 赤ちゃんを抱いた女性と別の女性が話をしているところ 

 男性と女性が話をしているところ 

 お祝いの様子 

 ミーティングの様子 

 役所らしき建物に向かって歩く男性 

 机に座った人と話をする二人の人物 
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 腰かけて物思いにふける様子の人 

 スーツケース、箱、包みをたくさん運ぶ人 

 仲間と交流する男性たち 

 仲間と交流する女性たち 

 遊んでいる子供たち 

 言い争う二人 

 走る人たち 

 泣いている女性 

 笑いあう人たち 

 

 

ツール：タナカ看護師 

絵のサイズ 

 A4 

 

絵の枚数とタイプ 

 保健所の看護師か医師の絵 

 伝統医の絵 － 妥当な場合 

 現地の人々を描いた 大 30 枚の絵（病人は描か 

ないようにする）。または参加者全員にいきわた 

るために十分な枚数。 

 

注記：絵の人物を切り抜いて利用してもよい。あるい 

は手や足が自由に動かせる、いわゆる「flex-flan」を 

取りつけてもよい。flex-flan を付けると、動物、植物、 

建物の切り抜きと組み合わせて他のアクティビティに 

も利用が可能（Srinivasan 1991 を参照のこと）。 

 

 

人物の絵の例 

 おじいさん 

 赤ちゃんを連れた女性 

 妊婦 
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 いろいろな年代の男の子－10 代、小学生など 

 いろいろな年代の女の子－10 代、小学生など 

 成人男性 

 成人女性 

 おばあさん 

 小さな子供を連れた大人 

 

注記：ポケットチャートのアクティビティにも同じような

人物の絵を使う可能性があるため、色を塗る前にポケット

チャート用に別途適切なサイズにコピーしておくとよい。

そうすることで作成する絵の枚数を抑えることができる。 

 

 

 

ツール：パイルソーティング 

絵のサイズ 

A4 の 4 分の 1－ポケットチャートにも収納できるサイズ 

 

 

絵の枚数と種類 

 30 枚程度 

 現地の文化における日常的な衛生習慣のいい点と悪い点両方を示す絵 

 見た瞬間に意味がわかる絵ばかりでなくてよい。良い習慣、悪い習慣、どちらでもない

習慣のどれに当てはまるか、じっくり考えるきっかけになる。 

 Good（良い）、Bad（悪い）、In-between（どちらでもない）と書かれた３枚のカードを

用意する。言葉の代わりに何かシンボルを用い、笑顔の絵を Good、不機嫌な顔を Bad、

無表情な顔を In-between にしたり、緑を Good、赤を Bad、白を In-between にしたりす

るなど色で分けてもよい。 

 

 

作成する絵の例 

衛生設備に関して 

 赤ちゃんのおしりを拭く大人 

 便所・トイレを掃除する大人 
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 家の裏庭で排便する子供 

 便所の穴をふさぐ大人 

 家の裏庭の便を始末する大人 

 ピットラトリン（竪穴式便所）に灰を撒く大人 

 便所・トイレを使用する人（現地で使用 

されているあらゆる衛生設備を示すこと） 

 野外排泄（野原、茂み、線路など－ 

対象地域の人々が野外 

排泄するあらゆる場 

所を示す絵） 

 水洗式の便所・トイレ 

で水を流す人（該当する 

場合） 

 糞便を食べる犬や豚 

 

 

手洗いに関して 

 子供に手洗いを教える大人 

 便所・トイレの外で手を洗う男の子 

 水を使った手洗い 

 水とせっけんを使った手洗い 

 水と灰や泥を使った手洗い 

 

 

水に関して 

 屋外の水タンク 

 集水容器の水を飲む犬 

 集水容器の水を飲む鶏 

 子供の顔を洗う大人 

 子供の体を洗う大人 

 水差しを使って容器の水をコップに注ぎ子供に与える大人 

 水汲み用のボトルの水を飲む大人 

 水差しを使って大きな集水容器の水を汲む子供 

 食器を洗う大人 
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 水を集める大人（軒先給水、家庭内給水、給水車、水の販売所など、その地域で使われ

ている給水方法の全ての絵） 

 容器の水を沸かす女性 

 大きな容器に入った水を手ですくう人 

 自分の体を洗う人 

 庭や作物に水を撒く人 

 水源で泳ぐ人、体を洗う人 

 水源の周りにいる動物たち 

 

食事の支度、取扱いに関して 

 食事の支度をする大人 

 食事の支度前に手を洗う大人 

 子供と猫が同じ食器で食事を食べている姿 

 指を使って食事する家族 

 水がいっぱいに入った蓋のない容器 

 床に置かれた皿、コップ、食器 

 カバーをかけず屋外に置かれた食器 

 カバーをかけずに置いてある食事 

 

ツール：ポケットチャート 

ファシリテーターは、パイルソーティング用の絵か

ら選んでポケットチャートの 上行に貼り付ける。

6 枚程度までポケットチャートの 上行に絵を貼付

できるが、枚数は取り上げるテーマによって変化す

る。 

以下に左端列に貼り付ける絵について説明する。絵

の枚数はなるべく少なく抑え、５－７枚程度にする。 

 

左端列の絵の種類 

 対象コミュニティを構成する様々なタイプや民

族の人物の絵を準備する必要がある。ポケット

チャートに貼付する人物によってはタナカ看護

師のセットの絵が使える場合もある。 
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左端列の絵の人物例 

 成人男性 

 成人女性 

 男の子 

 女の子 

 高齢者 

 赤ちゃん 

 病気の人 

 

ツール：感染経路 

絵のサイズ 

A4 

 

絵の枚数と種類 

 10 枚以上 

 気付かないうちに人の便と便に含まれる病原体に接触している場面を絵にする。対象コ

ミュニティで起こりうる状況を注意深く考えること。以下に事例をいくつか挙げる。こ

の中で、現地でよくある状況を選ぶとともに、これ以外でも現地で気付いた状況を描い

てほしい。 

 また、人の便に接触しない状況の絵を加えると、感染経路について住民に深く考えさせ

ることができる。 

 

注記：パイルソーティング用の絵の中にこのアクティビティでも使えるものがあるかもし

れない。その場合はサイズを拡大する必要があるので、パイルソーティング用の絵は色塗

りの前にコピーを取っておいた方がよい。こうして本アクティビティに適した絵が準備で

き、新たに作成する絵の枚数を削減できる。以下に列挙する例では、まずは他のアクティ

ビティで使わない絵を挙げて印＊を付けている。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

作成する絵の例 

糞口感染経路に関して 

 ＊人の口や顔 

 ＊手 

 ＊農作物の田畑、菜園 

 ＊素足 

 ＊ハエ、ゴキブリなどよく見ら

れる害虫 

 ＊牛の乳搾り 

 ＊野外排泄（該当する場合） 

 水源にいる動物 

 水源で洗う人 

 カバーをかけずに置いてある

食事 

 水を集める人 

 家庭用の食器で餌を食べる動物 

 蓋のない集水容器 

 家庭用の皿、コップ、食器 

 汚れた便所・トイレ、壊れた便所・トイレ、水があふれる便所・トイレ 

 容器から手で水を汲んで飲む人 

 食事の支度をする人 

 糞便を食べる犬や豚 

 

 

ツール：感染経路の遮断 

絵のサイズ 

 A4 の半分の紙を楕円形にカットしたもの。楕円形にするのは感染経路の絵と見分ける

ため。 

 

絵の枚数と種類 

 病気の感染経路を遮断する 15 の方法を示す図。対象コミュニティや民族グループに該

当する状況のみ選んで利用すること。下記のリストにない現地の状況を示す絵は追加作

成する。 
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PHAST アーティストのためのガイドライン

注記：パイルソーティング用の絵の中にこのアクティビティでも使えるものがあるかもし

れない。使えそうなものを選び、色塗りする前にコピーを取ってサイズを拡大しておけば

新しく作成する絵の枚数を削減できる。拡大した絵を色塗りして楕円形に切り抜く。足り

ない絵だけ新しく作成すればよい。以下に列挙する例では、まず他のアクティビティに使

わない絵を挙げて印＊を付けている。 

 

 

作成する絵の例 

 ＊カバーのかかった食事 

 ＊柵で囲まれた水源 

 ＊囲いに入れられた動物 

 ＊ごみを地面に埋める人 

 ＊子供が庭にした便を集

める人 

 ＊ハエや害虫駆除用のス

プレー 

 ＊蓋のついた容器に保管

してある水 

 ＊靴 

 子供の手を洗う人 

 沸騰するお湯 

 石鹸を使った手洗い 

 料理をしている、あるい

は食事を温め直している

ところ 

 テーブルあるいは乾燥棚

に置かれた食器 

 柄杓やコップを使って大きな容器から水をくみ出す人 

 便所 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

 

ツール：ジェンダー役割分析 

絵のサイズ 

A4 もしくはそれより大きいサイズ 

 

 

絵の枚数と種類 

 男性一人、女性一人、 

および一組の男女を 

描いた３枚の大きな絵 

 対象コミュニティが要望 

すれば、男の子、女の子、 

および男の子と女の子が 

一緒に描かれた絵も準備する。 

ただし、このアクティビティで重要 

なのは年齢ではなく性別である。 

 12 枚以上の作業に関する絵 

 家庭やコミュニティで日常的に行われる、水と衛生に関係する作業やその他の作業の絵。

男性か女性のどちらかが一つの作業を全て行う様子を描く。ここで強調したいのは性別

ではなく作業の方。そのため、作業している手、腕、体の一部のみ見せるか、男女の見

分けのつきにくい人物描写にしてもよい。以下は、まず他のアクティビティに使わない

絵から列挙して印＊を付ける。 

 

 

作成する絵の例 

 ＊衣類の洗濯 

 ＊赤ちゃんが排泄した後の洗浄 

 ＊便所の使い方を子供に教える 

 ＊子供に食事を与える 

 ＊便所・トイレの壁を設置する 

 ＊家庭のごみの廃棄 

 ＊ピットラトリン（竪穴式便所）の穴を掘る 

 ＊便所・トイレを設置するための資材収集 

 ＊家の中の掃除 

 ＊石鹸を買う 
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PHAST アーティストのためのガイドライン

 ＊切れた石鹸を補充する 

 ＊農作業（多様な作業） 

 ＊仕事をする人（多様な職業） 

 ＊木材の収集と運搬 

 ＊動物の世話 

 子供の体を洗う、お風呂に入れる 

 手の洗い方を子供に教える 

 食事の支度 

 皿洗い 

 家の周りの掃除 

 水汲み 

 

ツール：衛生設備のオプション 

絵のサイズ 

 A4 

 

絵の枚数と種類 

 実践されている、あるいは 

実現可能なオプションの絵 

を２－10 枚の範囲で準備 

する。 

 衛生、不衛生を問わず、その 

コミュニティで実際行われて 

いる、または実現可能な屎尿処理方法を絵にする。 

も簡単な屎尿処理方法（おそらく野外排泄）から 

より好ましい方法まで幅広くカバーする必要がある。 

より好ましい方法とは、そのコミュニティや民族が 

維持できる範囲の設備、または既に利用可能なものでなければならない。 

 

注記：水の収集・運搬方法（「水に関するオプション」）を取り上げる場合、同じように異

なる方法の絵を作成すればよい。その地域の状況に合ったもので、地域の人々が罹りやす

い病気に対応した絵となっていることを確認する。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

作成する絵の例 

 糞便を食べる犬や豚 

 野外排泄 

 ピットラトリン（竪穴式便所） 

 足を置くスラブ（台）付きのピットラトリン 

 蓋つきのピットラトリン 

 手洗い設備付きのピットラトリン 

 換気口付改良型ピットラトリン（VIP ラトリン） 

 手洗い設備付きの改良型ピットラトリン 

 注水式便所 

 水洗トイレ 

 便を埋める人 

 共同使用のトイレ 

 手洗い設備付き水洗トイレ 

 下水処理システムへの接続（低コストのものあるいは標準的なもの） 

 

 

ツール：計画用ポスター 

絵のサイズ 

 A4 

 

絵の枚数と種類 

 問題を抱えた状況から、改善へ向けて踏み出すためのステップをいくつか示した計画用

ポスターのセット。問題を解決するために、コミュニティの人々が自分たちでできる

様々な活動、および別のグループや組織など外部の協力が必要なものの両方の絵を作成

する。 

 問題を抱えた状況（現状）と大幅に改善した状況（将来）を表す２枚の大きな絵を準備

する。「現状」の絵は、対象地域の様子と日常をありのままに描くようにし、必要以上

に悪い状況を描かないよう気をつけること。「将来」の絵は低コストで短期間に達成で

きそうな改善にとどめ、建物や道路などを大幅に変えないこと（それらは大きな資金が

かかる）。 

 

注記：このツールは、他のガイドでは「ギャップのある話（story with a gap）」と呼ばれてい

る。 
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PHAST アーティストのためのガイドライン

 どんな状況についての「現状」と「将来」を描くかは、改善のための計画用ポスターと

併せてファシリテーターからアドバイスしてもらう。参考までに必要とされる絵の例を

いくつか次に記す。 

 

注記：本ガイドでは、衛生設備、衛生行動のオプションの中から「現状」と「将来」の絵

を選ぶようファシリテーターに勧めている。 

 

 

例１ 

「現状」－野外排泄の絵   「将来」－手洗い場のついた便所の絵 

 

計画用ポスター 

－ コミュニティの話し合い 

－ 資金集め 

－ 施設の資材購入 

－  便所の穴を掘る 

－ コンクリートを流し込んでスラブを作る 

－ 壁を作る 

－ 屋根を付ける 

－ 手洗い場を作る 

－ 子供に手洗いを教える 

－ 新しい便所を使い始める 

 

 

例２ 

「現状」－汚染された水源から水を汲む絵  「将来」－改良型の井戸で水を汲む絵 

 

計画用ポスター 

－ コミュニティの話し合い 

－ 動物が近付かないよう集水場所の周りに柵を設置する 

－ 資金集め 

－ 改良型の共同井戸を作るための資材の購入 

－ 井戸の設置 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

例３ 

「現状」－学童が野外排泄する絵  「将来」－学童が便所を使用する絵 

 

計画用ポスター 

－ コミュニティの話し合い 

－ 数人が話し合う様子 

－ 学校を訪問する 

－ 学校の便所を改善する 

－ 先生が生徒に便所の使い方を教える 

 

 

ツール：バリヤチャート 

大きさ 

 100 センチ×65 センチ程度のフリップチャ

ート用紙か新聞紙 

 右の例に倣って表を作成する。言葉の代わり

に色やシンボルを使ってもよい 

 

 

 

 

ツール：モニタリングチャート 

大きさ 

 100センチ×65センチ程度の

フリップチャート用紙か新

聞紙 

 右の例に倣って表を作成す

る。言葉の代わりに色やシン

ボルを使ってもよい 

 

 

注記：大きな紙がなければ、カードで見出しを作り紐かテープで表の枠を作る。あるいは

床面に枝や棒で表の枠を作る。 

とても効果的 

どちらでもない

あまり効果が

ない 

簡 単 
どちら 

でもない 難しい
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ポケットチャートの作り方と使用例 

ポケットチャートの作り方と使用例 

 

ポケットチャートの作り方 

ポケットチャートは紙、プラスチック、布、つぼなどでも作成できる。紙、プラスチック、

布を利用した場合、１－1.5 平方メートル位の大きさにすると移動の際に丸めて持ち運びや

すく扱いやすい。 

 

１．ポケットチャートの 上

行に絵を挿入するポケ

ットを付ける。絵は、排

泄場所など収集したい

データのテーマに該当

するものを選ぶ。絵１枚

に１ポケットで、３から

７ポケットが必要。 

 

２．ポケットチャートの左端

列にも絵を挿入するポ

ケットを付ける。 上段

の絵を選択肢として選

ぶ人物の絵などを挿入

する。１枚に１ポケット

で、５から 10 ポケット

が必要。 

 

３．それぞれの人物が 上段

の選択肢をどれでも選べる

よう、スペースを格子状に区

切り、それぞれにポケットを

付ける。右図を参照のこと。 
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ステップ・バイ・ステップガイド 

ポケットチャートの使い方 

ポケットチャートはグループが調べたい事柄に応じて組み替えが可能である。細長い紙な

ど票として使えるものを参加者に渡して投票してもらう。投票中はポケットチャートが他

の人たちから見えないような位置に置く。透明のビニルポケットを使用する場合、それぞ

れのポケットに無地のカードを挿入してその内側に票を入れてもらい、どのポケットに票

が入っているか外から見えないようにする。投票が全て終わったら無地のカードを取り出

し、票が見えるようにする。志願者に集計を依頼し、結果をグループに発表してもらう。

投票を通じ、コミュニティの実際の習慣に関して分かったことについて議論する。その他

のポケットチャートの利用方法については以下を参照のこと。 

 

その他のポケットチャートの利用方法 

例１：排泄場所 

 排泄場所や衛生設備の絵をチャートの 上行に挿入する。パイルソーティング用の絵が

利用できる。 

 左端の列には男性、女性、男の子、女の

子、高齢者、病人、妊婦などの人物の絵

を入れる。 

 

参加者は自分に該当する左端列の人物を選

び、その横列の普段使っている排便の場所の

ポケットに票を入れる。 

 

また、排尿の場所についても、票の色や形を

排便場所と区別して投票してもらえば、用途

に応じてどのような場所が選ばれているか

知ることができる。 
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ポケットチャートの作り方と使用例 

例２：水源と水の使用 

 チャートの 上行に、泉、川、井戸、水栓、池、雨水収集、水の販売所・トラックなど

水を確保する場所の絵（パイルソーティング用の絵を利用）を挿入する。 

 左端列には飲料用、調理用、食品洗い、食器洗い、手・顔洗い、乳児の体洗い、入浴、

水撒きなど異なる水の用途の絵を挿入する。 

 

参加者は各用途にどこで確保した水を使っているか、複数の票を使って投票する。手洗い

にはトラックで運ばれてきた水を使い、庭の水撒きに川の水を使うなどの情報が分かる。
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アクティビティとツール、製作を手掛けたアーティストへの
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本ガイドのツールは以下の方々によって開発された。 

 

不連続のポスター  Lyra Srinivasan 

タナカ看護師   Keith Wright 
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用語の定義 

アクティビティ ： 本書におけるアクティビティとは、コミュニティ・グループが何か

を理解したり決定を下したりする上で必要な情報とスキルを発見す

るため、実施する活動を指す 

センサス ： 地方当局、国家政府などが実施する公的な人口動態調査 

エンパワー ： 自分たちの問題を自分たちで決定するために必要な能力や知識を身

につけるように支援すること 

評価 ： プロジェクトの重要な節目に実施する査定 

促す(facilitate) ： 参加者が 大限の恩恵を受けられるよう、アクティビティが体系的、

円滑に進むために支援すること 

糞口感染 ： 糞便が口から体内に入る感染経路（例：汚染された水や調理器具な

どを媒介とする） 

フィードバック ： アクティビティの改善につながる情報となる、アクティビティに対

する反応や感想 

目標（goal） ： 目指すもの、目的 

便所（latrine） ： 排便、排尿のために使う場所や建物。住居その他の建物内に設置し

てあるもの以外を指すことが多い。「便所(latrine)」と「トイレ

(toilet)」はしばしば区別せずに使われるが、便所は仮設の設備を指

すことが多い 

方法論 ： 体系化された方法やルール 

モニタリング ： 目的を効率的に達成できているかなどの点につき、プロジェクト実

施期間中、定期的に進捗状況を確認・管理すること 

ポスター ： A4 サイズ以上の大きい絵。通常は壁に貼って議論するときに使う 

プロジェクト ： 実現可能な目標を掲げ、決まった予算で一定の期間内に計画的に行

う活動 

プログラム ： 機関による運営・メンテナンス面の長期的支援を受けながら、計画

された目標に向けて継続的に事業を遂行すること；一連のプロジェ

クトが含まれる場合もある 

環境衛生 ： 病気のサイクルを断ち切る方法；コミュニティの環境衛生とは、通

常、人間や動物の便および廃水・固形廃棄物を衛生的（安全）に処

理すること、適切な排水、その他の衛生行動を含む 

下水管 ： 排水を流すための管や排水溝。通常は地下に埋設してある 
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ステップ ： 一つあるいは複数のアクティビティを含み、一つの全体目標を達成

するためのもの 

持続可能性 ： 衛生に関わるプロジェクトにおける持続可能性とは、コミュニティ

がその仕組みを稼働させ続けられることである。財政面を含む運

営・維持管理と環境面の両方についてである。資源の効果的活用、

枯渇や過剰利用を避けること、汚染予防、資源の保護は、持続可能

性の重要な課題である 

ツール ： 本ガイドでは、ファシリテーターがグループのアクティビティを支

援するために使う技術や素材を指す。グループのアクティビティを

支援するのに 良であれば、あらゆる方法が含まれる 

ツールキット ： 本書ではアクティビティを促進する視覚教材を指し、参加者の身の

回りにいる人、馴染みのある状況や習慣などを描いた絵やその他の

素材のセットのこと 

不連続のポスタ

ー 

： 組み合わせる順番によっていくつものストーリーができる、本アク

ティビティに使用する絵のこと。決まった順番に並べて使用する保

健教育の教材（フリップチャートや数コマ漫画）と対比させてこう

呼ぶ 

排水 ： 下水 
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PHAST の歴史的背景 

1970 年代、SARAR 方法論は Lyra Srinivasan 氏により初めて考案された。Lyra は Ron Sawyer

氏、Chris Srini Vasan 氏、Jake Pfohl 氏と共に、個人やコミュニティが自尊心を高め、意義あ

る変革に向けた意思決定と計画立案に対して、効果的に貢献する能力を身に着けることを

支援する参加型アクティビティを、年月をかけて開発した。1980 年代初頭、国連開発計画

（UNDP）は PROWWESS プロジェクト（給水と環境衛生サービスにおける女性の役割の推

進）を立ち上げ、給水と衛生プロジェクトへの女性の関与を高めるための戦略とツールの

特定に乗り出した。トレーニング責任者 Lyra Srinivasan 氏の指導のもと、PROWWESS チー

ム（Siri Melchior 氏、Deepa Narayan 氏、Aminata Traoré 氏、Ron Sawyer 氏含む）は、給水と

衛生セクターの特別なニーズに合わせて SARAR 方法論をさらに発展させていった。1990

年、UNDP は、「コミュニティ参加のためのツール：参加型テクニックに関するトレーナー

訓練マニュアル（Tools for community participation: a manual for training trainers in participatory 

techniques）」を刊行した。 

 

1990 年、PROWWESS は UNDP/世界銀行の水・衛生プログラム（WSP）の一部となり、そ

のアプローチをさらに強固にすることが可能となった。UNDP/世界銀行のリージョナル

水・衛生グループ（ナイロビ）の参加型開発スペシャリストとして、Ron Sawyer 氏と Rose 

Lidonde 氏は、他の PROWWESS メンバーと共にアフリカのコミュニティワーカーのトレー

ニングに携わり、SARAR 方法論をアフリカ諸国に広めた。 

 

1992 年、UNDP/世界銀行 WSP と WHO は、SARAR 方法論をより特定的に環境衛生と衛生行

動変容に適用することによって、よりよい衛生教育の方法を共同で考案することとした。こ

うして誕生したのが PHAST イニシアチブ：参加型アプローチによる衛生行動と環境衛生の

変革である。 

 

1993 年、アフリカの４カ国（ボツワナ、ケニア、ウガンダ、ジンバブエ）で、この手法を

実地試験し発展させるための協力プロセスが始まった。PHAST は、PROWWESS プロジェ

クトで開発、実証された多数の SARAR アクティビティを統合し、新しいものを創り上げた。

PHAST イニシアチブに組み込まれたアクティビティには、Ron Sawyer 氏とその仲間が考案

し、メキシコで、UNICEF が支援する全国下痢症予防プログラムの下で試験的に実施された

ものもある。一連の創造的なデザインとトレーニングワークショップを通じ、PHAST は衛

生行動変容に関わる多くのアフリカの関係者からの、アクティビティに対する提案を求め

てきた。各アクティビティの開発者については、「アクティビティとツール、製作を手掛け

たアーティストへの謝辞」を参照のこと。 

 

現段階において、ボツワナ、ケニア、ジンバブエの UNICEF 事務所は、活動を展開してい

る多くの地域で、政府関連機関の協力の下、本アプローチの実地試験を行った。 



 

 

 

実地試験の段階以降、PHAST は、アフリカの数カ国とそれ以外の地域の複数の国で採用さ

れている。 
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