
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成19年8月28日
担当部・課：農村開発部第一グループ

1．案件名

カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ及びベトナムにおける家畜疾病防除計画地域協
力プロジェクト（フェーズ2）

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

本プロジェクトは、2001年12月から5年間実施した広域技術協力プロジェクト「タイ及び周辺国に
おける家畜疾病防除計画」（以下「フェーズ1」とする）により達成された、各国中央研究所への家
畜疾病診断技術の定着等の成果を「中央」から「地方」、「現場」へ展開するとともに、疾病の迅速
な連絡・通報体制の整備に取り組むことにより、各国パイロットサイトを対象に家畜疾病監視体制の
構築を行う。併せて、国境を越えて拡大する可能性のある疾病の監視体制を構築するため、地域（6
カ国）レベルでの協力の枠組み作りに取り組むものである。

（2）協力期間

2007年12月から3年間

（3）協力総額（日本側）

4.5億円

（4）協力相手先機関（カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナム）

国名 中央 地方

カンボジア 農林水産省家畜衛生生産局 コンポンチャム州農林水産局

ラオス 農林省畜水産局 サバナケット県農林サービス事務所

マレーシア 農業省獣医サービス局 ジョホール州獣医サービス局

ミャンマー 畜水産省家畜改良獣医局 マンダレー管区家畜改良獣医局

タイ 農業・協同組合省畜産振興局 メイホンソン県動物検疫所

ベトナム 農業農村開発省家畜衛生局 ダナン省家畜衛生部等

（5）国内協力機関

農林水産省、（独）農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所

（6）裨益対象者及び規模

（a）対象地域

本プロジェクトは、以下のとおり各国中央レベルの家畜衛生関係機関を活用の上、各国1地域ずつパ
イロットサイトを指定して活動を実施する。

国名 中央家畜衛生関係機関

カンボジア 国立家畜衛生生産研究センター

ラオス 国立家畜衛生センター



マレーシア 国立獣医研究所

ミャンマー 中央獣医診断研究所

タイ 国立家畜衛生研究所

ベトナム 国立獣医診断センター

（b）対象者

対象各国ともに、現在想定している直接裨益者は以下のとおりである。

国名 中央（中央政府、研究所） 地方（地方政府、地方ラボ） 現場（家畜衛生事務所等）

カンボジア 20名 10名 25名

ラオス 60名 30名 100名

マレーシア 140名 160名 200名

ミャンマー 280名 180名 135名

タイ 50名 60名 30名

ベトナム 40名 30名 60名

また、間接裨益者となる各国のパイロットサイトの農業人口は以下のとおりである。

国名 パイロットサイト 間接裨益者数

カンボジア コンポンチャム州 約113万人

ラオス サバナケット県 約55万人

マレーシア ジョホール州 約45万人

ミャンマー マンダレー管区 約464万人

タイ メイホンソン県 約10万人

ベトナム 家畜衛生区域IV（ダナン省等6省） 約464万人

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

2003年末に東南アジアにおいて発生した鳥インフルエンザは、その後本プロジェクトの対象6カ国を
含むアジアに拡大し、甚大な被害を及ぼし続けている。また、口蹄疫、豚コレラ等の越境性家畜疾病
も依然として大きな脅威となっている。これらの家畜疾病はいずれも極めて伝染性が高く、一旦発生
すると発生地周辺部の家畜は殺処分とする必要があるが、これに対する政府の補償は十分ではなく家
畜を飼育する農民への経済的影響は計り知れない。また、畜産物は貴重な栄養源であることから、食
糧安全保障上の影響も大きい。

こうした中、6カ国の地方、現場レベルでは、家畜疾病診断技術が低く疾病の診断自体が十分行われ
ていない状況にある。また、疾病発生の連絡・通報体制が整備されていないため、迅速かつ的確な情
報の共有がなされておらず、家畜疾病対策を講じる上での阻害要因となっている。更に、今後は国境
を越える家畜移動の増加が見込まれるが、国を越えて域内で対応しなければ疾病発生の拡大を招くこ
とが危惧されることから、地域（6カ国）レベルでの家畜疾病監視体制の構築が急務となっている。

本プロジェクトに先立ち2001年12月から2006年12月まで実施したフェーズ1では、家畜疾病防除
技術の改善を目標に、各国の中央研究所の診断能力の向上や地域協力体制の基礎の形成など大きな成
果を挙げた。コンポーネントごとの具体的な成果は以下のとおりである。



1）地域協力体制及び人材等の強化

各国担当者会合を定期的に開催し、進捗状況や今後の活動計画に係る議論を通じて各国間の連携
体制を強化した。
日本人専門家に加えて補完的にタイ人、マレーシア人専門家の派遣を行うことにより、各国間の
人的ネットワークを形成した。

2）家畜疾病診断技術の向上

各国中央研究所のスタッフが5大越境性家畜疾病（口蹄疫、豚コレラ、ニューカッスル病、出血
性敗血症、鳥インフルエンザ※）を中心に診断技術や関連知識を習得した。

※鳥インフルエンザに対しては、2003年末の発生を受けて急遽2004年から対象疾病に追加し活動に
取り組んだ。

3）ワクチン製造及び品質管理技術の向上

一部の国において口蹄疫、豚コレラ、出血性敗血症に係るワクチン生産及びその製造管理技術が
確立された。

4）家畜検疫技術の向上

家畜検疫に係る制度の理解の強化を目的に各国関係者向けにセミナー等を開催した。

今後は、フェーズ1で達成した各国の中央研究所への疾病診断技術の定着等の成果を礎に、各国の家
畜疾病の監視体制の構築を図るため、1）地方、現場レベルを中心とする家畜疾病診断技術の定着及
び農家への家畜衛生指導の強化、並びに2）家畜疾病の迅速な連絡・通報体制の整備、に取り組んで
いく必要がある。併せて地域（6カ国）レベルの家畜疾病の監視体制の構築が求められる。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

対象各国において農畜産業は依然として主要な産業であり、特に畜産は家畜飼育を通じた農民の生計
向上（農村振興）及び安定的な食糧供給（食糧安全保障）の観点から重要性が高い。畜産振興上、家
畜疾病は家畜生産に深刻な影響を及ぼすだけでなく、2003年以降各国とも鳥インフルエンザが発生
し人的被害にまで及んでいることから、家畜疾病対策の重要性が一層高まっている。

対象各国が掲げる家畜衛生・家畜疾病に係る政策・戦略は以下のとおりである。

国名 家畜衛生・家畜疾病に係る政策・戦略

カンボジ
ア

高病原性鳥インフルエンザ防除・撲滅国家戦略
口蹄疫防除・撲滅国家戦略

ラオス 家畜疾病に対するワクチン接種キャンペーン

マレーシ
ア

疾病防除・撲滅国家計画

ミャン
マー

家畜衛生・疾病防除国家戦略

タイ
根絶（鳥インフルエンザ）及びワクチン接種（口蹄疫、出血性敗血症、豚コレラ、ニューカッスル
病、）キャンペーン

ベトナム 獣医サービス国家管理フレームワークの強化

対象各国では、上記政策の下で家畜疾病防除対策の強化に取り組んでいる。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付
け）

鳥インフルエンザの発生以降同疾病への対策が国際的にも注目を集めているが、我が国政府も2005



年12月及び2007年1月の東アジア首脳会議で鳥インフルエンザ対策への支援を表明するなど、我が
国の援助政策上も重要な課題と位置づけられている。また、鳥インフルエンザを除く家畜疾病に関し
ても口蹄疫等の散発的な発生に見舞われているが、今後ASEAN域内統合による域内流通の活発化の影
響も懸念され、協力の重要性は一層高まっている。

本プロジェクトは、JICA国別事業実施計画において各国別々に位置づけられているが、いずれの国に
おいても農村住民の生計向上の観点、もしくは地域協力の観点から、本プロジェクトに対する期待は
大きい。

各国の国別事業実施計画上の位置づけは以下のとおりである。

国名 開発課題 プログラム名

カンボジア 農業生産の振興 灌漑農業・営農改善

ラオス 食糧安全保障の確保 食糧安全保障

マレーシア 南南協力拡充 南南協力支援

ミャンマー 農業・農村開発 農業研究開発・普及人材育成

タイ 地域協力 域内共通課題への取り組み

ベトナム 地方開発・生計向上 その他

なお、我が国は永年に亘りタイ及びマレーシアを中心に当該地域の家畜衛生分野に対して協力を実施
しており、タイでは国立家畜衛生研究所、マレーシアではアセアン家禽病研究訓練センター（いずれ
も無償資金協力で建設）を拠点として、これまで技術協力プロジェクトや第三国研修を実施してきた
実績がある。その結果、両国において上記家畜衛生機関を中心に主要な家畜疾病の基礎的診断技術が
概ね定着するとともに、数多くの人材が育成された。

（4）他の援助スキーム・援助機関との関係

2003年末の鳥インフルエンザの発生以降、国際獣疫事務局（OIE）では発生時の防疫戦略策定、国連
食糧農業機関（FAO）では疾病の感染状況調査に対する支援など、両機関を中心に積極的に鳥インフ
ルエンザへの支援が展開されている。しかし、世界銀行等その他の援助機関による支援を含めて、こ
れらの支援の多くは鳥インフルエンザ対策主体の緊急支援である。他方、本プロジェクトは鳥インフ
ルエンザ以外の疾病を含めた中長期的視点からの能力強化に重点を置いた協力であることから、これ
ら支援と連携を図ることにより、平常時から発生後に至るまでの家畜疾病に対する一連の対応能力の
強化が包括的になされることになる。

なお、鳥インフルエンザ以外の疾病に対する他の援助機関の支援は限定的であり、FAO／ADBが大メ
コン地域（Greater Mekong Subregion）で実施している口蹄疫、豚コレラの防除に関する支援及び
EUがラオス北部で実施している畜産農家への支援がある程度である。

4．協力の枠組み

本プロジェクトは、フェーズ1の成果を礎とした上で、1）地方、現場レベルでの疾病診断技術の定着
並びに農家に対する啓蒙普及活動の推進と、2）家畜疾病の迅速な連絡・通報の実現に向けて現場、
地方、中央間の連絡・通報体制の整備を行うことにより、対象各国において「現場」、「地方」、
「中央」の全てのレベルを包含した家畜疾病監視体制の構築を図る。

併せて、3）域内の人的・技術的リソースの活用、家畜疾病情報の地域（6カ国）内での共有等を通じ
て、対象6カ国による協力の枠組みの構築に取り組む。

〔主な項目〕

（1）協力の目標（アウトカム）

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値



目標：現場（パイロットサイト）、地方、中央レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築され
る。

指標：家畜疾病監視能力を有する人員の数（現場・地方・中央）、収集・分析された疫学データの数

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値

目標：地域（6カ国）レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築される。

指標：対象6カ国における家畜疾病に係る持続的な地域協力枠組みの構築

（地域レベルでの活動実績、域内で共有された疾病に関するデータ数）

（2）成果（アウトプット）と活動

成果1：家畜疾病監視技術が定着する。

活動 1-1 現場・地方・中央の各レベルの家畜衛生関係機関に家畜疾病診断技術を定着させる。（現
場・地方・中央の各レベルの技術者に疾病診断技術の研修を行う。）

活動 1-2 家畜検疫ポイントに家畜疾病診断技術を定着させる。（家畜検疫ポイントの技術者に疾病診
断技術の研修を行う。）

活動 1-3 家畜衛生関係機関の畜産農家に対する技術支援及び診断サービスを強化する。（パンフレッ
ト、ポスターの配布等を通じて農家に家畜衛生知識を普及する。現場、地方レベルの技術者に対して
農家への支援・サービスに関するOJTを行う。）

活動 1-4 診断用製剤の製造技術及び供給体制を強化する（ただし、商業ベースでの生産・供給可能な
診断用製剤は除く）。

（指標）

家畜衛生関係機関で改善もしくは新たに導入された標準的診断手法の数
研修に参加した家畜衛生関係機関の技術者の人数
家畜検疫施設で改善もしくは新たに導入された標準的診断手法の数
家畜衛生関係機関が畜産農家に対して実施した技術支援や診断サービスの回数
現場、地方、中央レベルで新たに生産された、または使用された診断用製剤の数

成果2：家畜疾病監視情報に係る体制が整備される。

活動 2-1 現場・地方・中央の各レベル間の連絡・通報体制を整備する。（疾病情報の連絡・通報様式
を作成する。疾病情報の連絡・通報マニュアルを作成する。当該様式及びマニュアルの内容について
現場・地方・中央レベルの担当者に研修を行う。）

活動 2-2 現場、地方、中央レベルの家畜衛生関係機関及び家畜検疫ポイントで得られた診断結果を家
畜疾病情報として活用する（Passive Surveillance）。（現場からの通報等により収集された疾病情報
を整理、蓄積し、現場にフィードバックする。）

活動 2-3 特に疾病発生のリスクが高いエリアにおいて特定疾病の調査を実施する（Active
Surveillance）。（口蹄疫、鳥インフルエンザ等対象疾病を限定し、対象農家を選定した上で試料の
採取も含む調査を行う。）

（指標）

対象各国における現場、地方、中央レベルをつないだ適切な連絡・通報体制の整備
新たに訓練された家畜疾病防除に係る情報担当者の人数
Passive及びActive Surveillanceを通じて収集された家畜疾病データの数

成果3：家畜疾病監視に係る地域（6カ国）レベルの枠組みが構築される。

活動 3-1 地域（6カ国）レベルにおいて、地域合同調整委員会及び同委員会の決定事項の実施を調整
する地域プロジェクト事務局を設置する。



活動 3-2 域内専門家の派遣や地域レベルのワークショップ、研修、スタディツアーの実施等を含む年
間活動計画を策定する。

活動 3-3 地域レベルのプロジェクト活動を実施するとともにそのモニタリング及び評価を行う。

活動 3-4 対象国間で家畜疾病に係る情報を共有する。（対象国間の情報共有マニュアルを整備する。
疾病情報データベースを構築する。）

活動 3-5 OIE、FAOを始めとする他ドナーと共同で活動を実施し、情報を共有する。

（指標）

対象国において開催された地域ワークショップの回数
地域レベルで実施された研修及びスタディツアーの回数
対象国間で派遣された域内専門家（対象国人材）の人数
対象国間における家畜疾病にかかる情報共有の頻度
他ドナーとの共同で実施した活動の回数及び情報共有の頻度

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額 4.5億円）

a. 専門家派遣
（長期3名）チーフアドバイザー、業務調整、家畜疾病防除（バンコク拠点）
（短期）疾病診断技術、疾病監視体制強化、家畜衛生管理他（5～6名／年程度）

b. 機材供与
検査診断機器、試薬類、通信機器、事務機器、他

c. 研修員の受け入れ
本邦研修、域内研修

2）相手国側（対象各国とも）

a. カウンターパート配置
National Project Director, National Project Manager, National Coordinator及び家畜衛生関連
部局・機関の職員

b. 施設及び事務スペースの提供
プロジェクト実施に必要な施設、専門家及びカウンターパートのための執務スペース

c. 予算措置
プロジェクト実施に必要な経費

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

1）前提条件

各国間の関係が良好に維持される。
各国政府がプロジェクト実施に必要な人材及び予算を確保する。

2）成果（アウトプット）達成のための外部条件

畜産農家や家畜衛生関係機関がプロジェクトの実施に反対しない。

3）プロジェクト目標達成のための外部条件

各国政府が家畜疾病監視に対して適切な政策をとる。
協力実施に支障を来たすほどの重大な家畜疾病が地域、対象国、パイロットサイトで発生しな
い。

4）上位目標達成のための外部条件

各国政府が家畜疾病監視に対して適切な政策をとる。



5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。

農畜産業は当該地域において依然として重要な産業であること、また近年は鳥インフルエンザの
発生により大きな影響を受けていることから、各国とも家畜疾病対策を重点政策の一つに掲げて
いる。このことから、各国の政策との整合性は高い。
越境性家畜疾病は対象6カ国共通の課題であることから、各国個別の対応だけでなく、地域（6
カ国）レベルでの家畜疾病監視体制の強化への取り組みが不可欠となる。したがって、各国での
協力に加えて地域（6カ国）レベルでの協力との有機的連携を計画している本プロジェクトの協
力枠組みは極めて妥当性が高い。
これまでJICAでは、タイ、マレーシアを中心に当該地域に対して家畜衛生分野への協力を実施
し、主に各国中央レベルを対象に家畜疾病防除技術の改善並びに組織及び人材の育成・強化に取
り組んできた。本プロジェクトは、各国中央レベルに導入した主要な家畜疾病に係る診断技術等
の成果を踏まえて、中央レベルから地方・現場レベルに活動範囲を広げ、タイ、マレーシア等の
専門家を活用しつつ家畜疾病監視体制の構築に取り組むものである。本プロジェクトは、これま
での協力の蓄積を最大限に活かして協力を実施するものであり、協力計画の妥当性は高い。

（2）有効性

本プロジェクトは、以下の理由から高い有効性が認められる。

本プロジェクトは、家畜疾病監視の二つの柱である「診断技術の定着」と「疾病の迅速な連絡・
通報」に焦点を当てた適切なアプローチが取られている。また、協力範囲をこれまでの協力の中
心であった中央レベルにとどまることなく、実際に疾病が発生する地方、現場レベルでの活動に
特に重視した計画となっている。さらに、地域レベルでの疾病監視体制の構築を目指し、対象6
カ国間の協力枠組みの構築にも取り組む計画となっている。したがって、本プロジェクトは各国
及び地域（6カ国）レベルにおける疾病監視体制の構築に必要な項目を網羅していることから、
協力計画の有効性は高い。
フェーズ1の実施により各国の中央レベルでは技術的な基盤があること、また構築された地域協
力体制が既に存在することから、新たな活動に対する受け皿が既に形成されており、有効性の高
い協力が期待できる。
上位目標やプロジェクト目標、成果は同一とするものの、各国で実施する活動については対象各
国のニーズや置かれた状況に応じて個々に計画を組むこととしていることから、各国の個別の状
況を踏まえた有効性の高い活動の実施が期待できる。

（3）効率性

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な協力の実施が見込まれる。

本プロジェクトの実施に当たっては、フェーズ1で構築した体制を活かし、マレーシア、タイを
中心に各国が有する技術的・人的リソースを最大限活用することを想定している。各国のリソー
スの活用に際しては、地域レベルの合同調整委員会（Regional Joint Coordinating
Committee： RJCC）や地域レベルの活動を調整する事務局を設けることにより、各対象国の
ニーズとリソースのマッチングに基づいた効果的な投入が可能である。また投入のタイミングや
規模あるいは活動計画の策定と活動モニタリングなどプロジェクト実施に係る経験や教訓を有し
ていることからも、効率的な実施が可能と判断される。
当該地域では、鳥インフルエンザを始め家畜衛生分野に対して様々な国際機関や援助機関が支
援・協力を実施していることから、本プロジェクトの実施に際してこれら支援・協力との間で連
携を図ることにより効率的な成果の発現が期待される。特に、わが国政府の拠出により
OIE、FAOが東南アジア地域で実施している鳥インフルエンザへの支援との間では密接な連携体
制を構築することにより、わが国の協力の成果を最大化することが期待される。



（4）インパクト

本プロジェクトの実施により、以下のインパクトが期待される。

本プロジェクトの成果を礎に、将来的には地域（6カ国）レベルでの地域協力ネットワークの構
築を通じて、家畜疾病の発生が抑制され、家畜飼育農家の形成の安定・向上及び畜産物の安定供
給による食糧安全保障の改善にインパクトを与えることが期待される。
鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症において、家畜における疾病を防除することにより人間へ
の感染リスクを減らし、人間の健康被害を未然に防止するインパクトが期待できる。
フェーズ1で行ったマレーシア人、タイ人専門家の近隣国への派遣は、研修を受けた者が必要な
知識や技術を習得するという一方的な関係にとどまることなく、各国の研究者や専門家同士の交
流にまでつながっている。また派遣されるマレーシア人、タイ人専門家にとっても経験を積む貴
重な機会となり、彼らの大きな自信となっていることが確認されている。したがって、本プロ
ジェクトで計画しているマレーシア、タイ等の人材の域内専門家としての派遣は、域内の人的交
流の促進と各国の人材育成に対して大きなインパクトを与えることが期待できる。

（5）自立発展性

本プロジェクトは、以下の理由により、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続されることが見
込まれる。

1）技術・組織面

フェーズ1では、主に中央レベルの家畜衛生関係機関の強化に取り組んだ結果、主要疾病に係る
診断技術が定着し中核人材が育成されるなど、各国ともに一定の組織・人材の育成・強化が進ん
だ。本プロジェクトでは、特に現場及び地方レベルで活動を展開することとなるが、プロジェク
ト実施を通じて一層強化された中央レベルの組織・人材により技術的観点からの継続的な支援が
可能である。
協力終了後の対象6カ国による自立的な発展を念頭に、地域（6カ国）レベルにおいてRJCC及び
地域（6カ国）レベルの活動を調整する事務局を設置することとしている。本プロジェクトを通
じて徐々にこれら枠組みの強化が進むことが見込まれるため、協力終了後も強化された枠組みを
活用し地域（6カ国）レベルにおける自立的な活動の実施が期待できる。

2）財政面

マレーシア及びタイでは、既に独自でアジア各国に対する技術協力を実施しており、一定の予算
が確保されていることから、本プロジェクト終了後の両国によるカンボジア、ラオス、ミャン
マー、ベトナムに対する継続的な協力の実施が期待できる。他方、カンボジア、ラオス、ミャン
マー、ベトナムでは、必ずしも十分な予算確保がなされていないが、当該地域の家畜衛生分野へ
の支援は国際的にも注目を集めていることから、仮に自国による予算確保が十分なされなかった
場合においても、他ドナーからの支援により活動を継続・発展させていく可能性は十分にある。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

対象各国、特にカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムでは貧困農民が家畜を飼育するケー
スが多い。本プロジェクトは、家畜疾病監視体制を構築して疾病を防除することにより、家畜を
飼育する貧困農民の生計向上に寄与するものである。
家畜の世話は女性が行う場合も多いことから、疾病の防除は女性の負担軽減にも寄与する。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

フェーズ1では、育成されたマレーシア人・タイ人専門家の他の4カ国への派遣等を実施した結
果、各国のニーズに合致した協力が迅速かつ効率的に実施でき、各国からも高く評価された。こ
のことを踏まえて、マレーシア及びタイが有するリソースを積極的に活用して専門家派遣、技術
研修を実施する予定である。他方、フェーズ1ではタイを拠点国として活動を展開したが、この
ことが他の対象国にタイが中心のプロジェクトとの認識を抱かせることとなり、結果として各国



の主体者意識を十分に引き出しきれない面も残った。この経験を踏まえて、本プロジェクトでは
全ての対象国の位置づけを並列とすることで、各国の主体性を引き出すこととした。
アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ウルグアイの4カ国を対象に実施している広域案件「広
域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成計画」では、拠点国をアルゼンチンとし
つつも、対象疾病に応じて最も優位性の高い国で域内研修を実施している。本プロジェクトの対
象国ではマレーシア、タイの技術水準が比較的高いことから、当面は両国のリソースの活用を図
ることとなるが、各国の持つ優位性を最大限に引き出すため、将来的にどの国も域内専門家の派
遣、域内研修を実施できる仕組みとした。なお、同プロジェクトでは広域案件の運営に関する認
識が十分でなく実施に係る諸手続きが滞る局面もあったことから、JICAと対象6カ国の事務担当
者による手続きに関する情報共有には十分留意することとする。

8．今後の評価計画（案）

定期的なモニタリングに加えて、以下の調査の実施を通じて活動の達成度の確認、案件計画の見直し
等を行う予定。

（1）プロジェクト開始6ヵ月後：運営指導調査

（2）プロジェクト開始1年6ヵ月後：運営指導調査（中間評価）

（3）プロジェクト開始2年6ヵ月後：終了時評価調査


