
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：中華人民共和国（中国） 案件名：経済法・企業法整備プロジェクト 

分野：法整備 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：中華人民共和国事務所 協力金額（評価時点）：5.09 億円 

 

 

協力期間 

(R/D): 2004 年 11 月 18 日～2007

年 11 月 17 日 

先方関係機関： 

１） 実施機関：商務部 

２） 参与機関：全国人民代表大会（全人代）常

務委員会法制工作委員会、全人代財政経

済委員会、国務院法制弁公室、最高人民

法院、国有資産監督管理委員会、国家工

商行政管理総局、証券監督管理委員会等

(延長):2007 年 11 月 18 日～2009

年 11 月 17 日 

日本側協力機関：経済産業省、公正取引委員

会、法務省 

(F/U) : 他の関連協力： 

(E/N)（無償）   

１-１ 協力の背景と概要 

ＪＩＣＡは 2004 年 11 月 18 日に日中双方で合意した討議議事録（以下「R/D」という。）に基

づき、中国における市場経済化の進展に伴い制定が急務になっている改正公司法、独占禁

止法及び市場流通関連法令の法制定・改正支援、並びに立法関連機関及び法執行機関の

人材育成に係る技術協力を目的として、2004 年 11 月から 2007 年 11 月までの 3 年間の協

力期間で、商務部（以下「MOFCOM」という。）を実施機関、全人代財政経済委員会、全人代

常務委員会法制工作委員会、国務院法制弁公室等を関係機関として、「経済法・企業法整

備プロジェクト」（以下「プロジェクト」という。）を実施した。 

2007 年 11 月に実施された終了時評価においては、これら成果に関し高い評価が与えられ

たものの、独禁法サブプロジェクトについては、立法作業の遅れから当初予定していた執行

体制支援を行なうことができず、また市場流通法サブプロジェクトについては、中国側の市場

発展により新たな課題が生じたため、この 2 分野について延長を行なうことが提言された。そ

の後、日中双方の関係機関の調整を経て、2008 年 5 月 14 日に延長 R/D が締結され、2009

年 11 月 17 日までにプロジェクト協力期間を延長した。延長分につき、2009 年 11 月に外部コ

ンサルタントによる評価を実施した。 

 

 

１-２協力内容 

 本プロジェクトは公司法、独占禁止法及び市場流通関連法令の法制定・改正支援、並びに

立法関連機関及び法執行機関の人材育成を目的として、2004 年 11 月 18 日から 2009 年 11

月 17 日までの 5 年間の協力期間で、商務部とその他の参与機関に対し、訪日研修や現地セ

ミナー等のプロジェクト活動を実施してきた。 

 

（１）上位目標 

中国における経済活動を担う会社主体が健全な経済秩序のもとに事業を創設、発展させ

る機会が提供され、公正かつ自由な競争が促進されることによって、一般消費者の利益の保

護と国民経済の健全な持続的発展が実現する。また、日中の経済法･企業法関係者の交流

および相互理解が促進される。 

 

（２）プロジェクト目標 

中国における立法関連機関および法執行機関に所属する担当官の能力が向上し、日本

の知見を取り入れ、国際ルールとの調和化の進展を念頭においた透明性の高い経済法･企

業法制度の整備が促進される。 



 

（３）成果 

サブプロジェクト１： 公司法の整備 

[成果１] 以下の点について立法関係者が理解し、その知見が生かされた法案が起草され、

成立する。 

（1）投資・起業促進 

（2）会社の健全な経営（会社設立の規範化及びコーポレートガバナンス） 

（3）株主・債権者の合法的権益を保護する健全なメカニズム 

（4）関連法（証券法、三資法、破産法、M&A 関連法、国有資産管理法等）との法的整合性

[成果 2] 以下の点で会社登記制度及び運用の枠組みが確立される。 

（1）日本の知見を踏まえ、改正公司法の趣旨に適合した会社登記条例の整備が促進され

る。 

（2）日本の知見を踏まえ、会社登記実務の研修教材の整備が促進される。 

[成果 3] 改正公司法の立法趣旨を踏まえ、紛争解決及び違反行為へ対処する執行体制の

整備が促進される。 

 

サブプロジェクト２： 独占禁止法の立法 

[成果 1] 以下の点について立法関係者が理解し、その知見が生かされた法案が起草され、

成立する。 

（1）市場の支配的地位の濫用の防止 

（2）過度の経済力集中につながる企業結合の防止 

（3）価格法、不正競争防止法との調和 

（4）独占禁止法の執行体制の独立性 

（5）内資・外資の無差別的な取り扱い 

 

[成果 2] 独禁法の立法趣旨及び以下の諸点をふまえた執行体制が構築され、透明性が高

く、公正かつ実効性のある運用が行われる。 

（1）独禁法の執行機関と特定の事業分野の監督管理機関との協調 

（2）独禁法の適用除外範囲の極小化 

（3）法令及びガイドラインの策定と公開 

 

サブプロジェクト３ 市場流通関連法の共同研究 

[成果] 立法関係者の市場流通関係の法規に関する知見が蓄積される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

短期専門家（研究会アドバイザー、セミナー講師）派遣：92 名  

業務実施コンサルタント：2005 年 5 月より投入 

研修員受入 248 名  

セミナー開催等の現地活動負担 

中国側： 

カウンターパート配置：訪日研修参加延べ 248 名 

研究会参加：延べ 394 名 

セミナー参加：延べ 317 名 

日本人専門家のための執務室提供 

研究会開催のための会場提供 

 

２. 評価調査団の概要 



 調査者 2007 年 11 月終了時評価調査者： 

日本側評価調査団員数 4 名 

（1）総括（団長） 渡辺 雅人/JICA 中国事務所次長 

（2）独占禁止法 田村 亮平/公正取引委員会事務総局官房国際課 課長補佐 

（3）評価計画 大久保晶光/JICA 中国事務所所員 

（4）経済法/評価分析 土生 瑛里/山口大学経済学部 経済法学科 大学院経

済学研究科 准教授 

中国側評価調査団員数 3 名 

（1）総括（団長）呉振国/商務部条約法律司 副司長 

（2）副総括 馮 岩/商務部条約法律司 市場流通法律処 副処長 

（3）評価計画 趙莉莉/商務部条約法律司 独禁法調査弁公室 

 

2009 年 11 月延長後終了時評価調査者： 

日本側評価調査団員数 4 名 

（1） 総括（団長） 浜田 道代/公正取引委員会 委員 

（2） 独占禁止法（執行・ガイドライン） 田村 亮平/公正取引委員会事務総局

官房国際課 課長補佐 

（3） 独占禁止法（研修・研究会カリキュラム） 五十嵐 俊之/公正取引委員会

事務総局官房国際課 国際経済調査係長 

（4） 経済法/評価分析 土生 瑛里/山口大学経済学部 経済法学科 大学院

経済学研究科 准教授 

 

調査期間 2007 年 11 月 18 日～12 月 1 日  

2009 年 11 月 4 日～11 月 13 日（延長分） 

評価種類：終了時評価 



３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

 全体的には、日本人専門家及び中方カウンターパート等の人材の投入面並びに訪日研

修員の受入れ人数等において、当初計画より多めの投入がなされ、PDM に予定されてい

た成果を上回る効果の発現があった。 

独占禁止法の立法作業は当初計画より遅延し、2007 年 8 月に成立・公布され、2008

年 8 月より施行された。全人代常務委員会での審議がプロジェクトの予定より 1 年近く

遅れたことにより、後半に行う予定であった成果２．「独禁法執行機関の組織構築への

提言」や「独禁法の執行に係る課題の特定と提言」については延長期間に持ち越された。

延長期間中、独禁法執行体制の確立や独禁法ガイドラインの制定に対し、商務部、国家

発展改革委員会、国家工商行政管理総局の三機関を対象として支援を行い、また、企業

を所管する事業官庁、司法解釈を制定している最高人民法院も支援の対象とした。支援

対象範囲の拡大により、PDM における成果を上回る効果が発現された。 

市場流通法については、当初計画で予定されていた活動はほぼ計画通り実施され、市

場流通および物流に関する日本法の包括的な紹介が行われ、研修教材が提供された。中

国側の市場流通関連法のニーズはこれら活動の結果、日本でいうところの商法、商行為

法、特定商取引法、無体財産権法、電子商取引法、各種事業法、信用取引法等、多岐に

わたっていることが確認された。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

以下の諸点から、本プロジェクトは妥当なものであったと判断される。 

1）中国の開発政策及び日本の援助政策の両方に合致している。  

（i）中国は国家目標として 2010 年を目途に社会主義市場経済における法システムの

構築を掲げており、第 10 期全国人民代表大会立法計画（2003～2006 年）において、

今回の対象法例である公司法、独占禁止法が緊急性のある第一類に分類されている

他、市場流通関連法分野については、WTO 加盟議定書の履行期限が迫っていた。 

（ii）中国の政治・経済・社会情勢の変化を踏まえて、2001 年 10 月に外務省が策定し

た『対中国経済協力計画』の重点分野・課題別経済協力指針の一つに「法の支配や

行政における透明性・効率性の向上」を含む「改革・開放支援」が位置づけられた。

この方針を踏まえて JICA は 2002 年 3 月に「民間提案型プロジェクト形成調査（民

間活動への支援）」を実施し、経済関連法の立法作業や法曹関係者の人材育成に対

するニーズが高いことを確認している。 

2）C/P メンバーを含む立法過程に関わる人材の知識と能力を向上させることは主要

な法律の早期制定を目指す中国政府のニーズに合致していたとともに、日本法の立法か

ら執行に至る包括的な紹介と日本の代表的な判例の紹介等について、プロジェクト事前

調査で提示された政府関係者からの要請に確実に応えられたことは、プロジェクトが中

国側のニーズに合致していたことを示す。 

3）本プロジェクトは研究会・セミナー開催及び訪日研修員の受入れを通じて立法・

審議及び法令の適用・執行にかかる中国側関係者に対し、草案に対する立法助言及び関

連する日本の法制度等の紹介を行った。本プロジェクトにおいて採用した「比較法研究」

型手法は起草から立法化過程まで全てのプロセスについて中国側の法律専門家の理解

を深めることを通じて、中国の現状に合致した法律が策定され、中国の人材育成に貢献

する点で適切だった。 

全体として、本プロジェクトは中国側の高いニーズに確実に応えており、妥当性は極

めて高いものであった。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標の達成状況及びプロジェクト目標と成果の関連から見て、プロジェ



クトの有効性は相当に高いと判断できるものの、当初予想されていなかった外部条件へ

対応するため、プロジェクトの一部が実施されなかった。協力期間を延長することによ

って残された執行支援の活動が確実に実施され、法執行の要とされる細則やガイドライ

ンの紹介、執行当局の組織・機能、業務の流れについて遅滞無い研修や情報提供が行わ

れ、中方の細則制定・ガイドラインの草案策定、実務上の手続きにおいて効率的に参照

された。また、市場流通関連法分野では商務部の協力の緊急性の高い自動車流通制度に

関する分野、日本の不公正な取引方法に対応する分野、物流政策に関連する分野の三分

野に対し協力を行い、プロジェクト成果の達成ができたと思われる。 

当初設定された外部条件「実施機関及び参与機関により、C/P 職員が配置され続ける」

については、中国側の担当者に変更はあったものの、的確な引き継ぎによってプロジェ

クトは問題なく進捗した。 

プロジェクト目標と設定された成果は適切に関連し、成果に過不足はなかった。全体

を通じて、プロジェクトの中国側参加者の満足度は高く、ニーズに的確に応えることが

できた点で有効性は極めて高い。 

 

（３）効率性 

急ピッチで進む中国側の立法ニーズに対して、本プロジェクトにおいては JICA の案

件採択と延長決定採択が異例のスピードで実現し、全人代の立法計画及び関係機関の立

法・執行ニーズに合わせた活動がタイミング良く開始されたため、本プロジェクトの効

率性を高めることに大いに貢献した。その一方で、公司法の公開セミナーの開催につい

ては、双方の日程調整が難航したことから予定していたセミナーが開催されなかったこ

ともあるが、その他のサブプロジェクトを含め、全体としての効率性は高いと考えられ

る。 

公司法サブプロジェクトについては、案件開始直後に改正公司法が成立したため、立

法支援から執行支援に重点を置く活動に機動的にシフトした点は、効率性を高める要因

となった。 

独禁法サブプロジェクトについては、最も重要な立法作業の終盤に中方のニーズに即

した投入が集中的に行われ、効率性を極めて高いものとした。また、中国独禁法の施行

前後において、法執行の要とされる細則やガイドラインの紹介、執行当局の組織・機能、

業務の流れについて遅滞無い研修や情報提供が行われ、中方の細則制定・ガイドライン

の草案策定、実務上の手続きにおいて効率的に参照された。 

市場流通関連法サブプロジェクトについても、中方のニーズに逐次応える形で投入が

行われ、「自動車リサイクル法」に関する訪日研修及び研究会を実施した他、2009 年 6

月の日中ハイレベル経済対話において物流分野の政策協議の実施が謳われたことを受

け、直後に物流分野の訪日研修と研究会をタイムリーに実施した。 

 

（４）インパクト 

公司法は 2006 年 1 月にすでに施行され、独占禁止法についても 2007 年 8 月に公布、

2008 年 8 月より施行された。市場流通関連法については、小売業に関する商務部規則

（「小売業販売促進行為管理規則」、「小売業供給業公正取引管理規則」）が改正され、さ

らなる立法作業が進捗している。これらは上位目標達成に向けた成果であり、プロジェ

クト実施によるインパクトが発現しはじめたといえる。 

本プロジェクト実施に当たって、日本の対中経済協力計画の「民間支援」の項に基づ

いて、中国にて活動する日本企業向けに本プロジェクトに関連する法律の啓蒙セミナー

と意見交換会が実施された。また、個別法分野については、日本企業の問題意識を広く

参照したことから、本プロジェクトは新たな角度からインパクトを発現した。 

本プロジェクトは「比較法研究」型手法を採用し、起草から立法化過程までの全プロ

セスに中国側の法律専門家に各分野の法の意義を深く理解する契機を与え、中国側から

高い評価を受けた。その結果、日本法への中国側の理解が浸透し、それまで、欧州大陸



法、英米法中心に行われてきた中国側の比較法検討に大きな転換点を与えた。本プロジ

ェクトの参与機関である全人代法制工作委員会、財政経済委員会、国務院法制弁公室、

最高人民法院、証券管理監督委員会等からは、本プロジェクト実施以前は限られた翻訳

資料を入手して細々と日本法の検討が行われており、その他に生きた日本法と接する機

会がなかったところ、本プロジェクトが日本法の包括的な検討と理解を大きく前進させ

る起爆剤となったこと、中国の市場経済化過程における立法執行過程に大きく寄与した

こと、継続的な日中法制協力が望まれること等が言及され、本プロジェクトのインパク

トは大きかったといえる。 

訪日研修、セミナー、研究会における中国側参加者は、活動終了後に所属する各機関

内において、報告書の作成、研究報告、論文発表を行うなど、実施された知的協力に継

続的な波及効果をもたらしている。 

 

（５）持続性 

政策面、組織面、人材面の観点から、持続性については以下の点が指摘できる。 

政策面では、中国政府が経済活動に係る立法・改正作業を引き続き優先課題としている

ことから持続性は高いと言える。 

組織面では、C/P 機関である商務部が本プロジェクトを通じて、中国側他機関への影

響力を確立し、省庁横断的なリエゾン能力を引き続き発揮している。商務部を通じて参

加した参与機関同士のコミュニケーションツールも確立され、今後も法整備分野におけ

る調整能力は継続して高まることが予見される。特に独禁法分野では、執行機関が商務

部、発展改革委員会、国家工商行政管理総局と 3部門に跨るものの、商務部を窓口に他

2 機関からの訪日研修、研究会等への参加が実現し、独禁法執行機関間の連携を促すこ

とにつながった。 

インパクトの項でも述べたように、本プロジェクトの参与機関である全人代法制工作

委員会、財政経済委員会、国務院法制弁公室、最高人民法院、証券管理監督委員会等か

らは、本プロジェクト実施によって日本法の包括的な検討と理解を深めたこと、本プロ

ジェクトの継続を強く望まれたことなどからも、今後の持続性が高いことがうかがわれ

る。 

法整備における立法・執行協力というものは、関連する各法分野への波及効果が高い

ことから、本プロジェクトを契機に他の多くの法分野への協力ニーズが顕在化してい

る。法整備分野の特徴であるが、持続性が高まれば高まるほど、さらなる法制協力への

ニーズが発現するため、本分野における JICA の継続的な協力スキームへの取り組みが

急務である。 

人材面では、C/P および参与機関のメンバーが引き続き、関連部署において能力を発

揮するとともに、協力開始時に比べてより高い地位においてプロジェクトに関与を続け

ている点は、今後の持続性に大きく貢献するものと思われる。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

1）計画内容に関すること 

全人代の立法計画、立法進捗に則ってＰＤＭ、ＰＯを作成・調整したことは、全体と

して中国側にニーズにタイムリーに対応し、プロジェクトの効果発現に貢献したと思わ

れる。 

2）実施プロセスに関すること 

既に述べられているとおり、実施プロセスの面では公司法改正、独占禁止法、市場流

通関連法の制定・改正が中国政府の重要な目標として位置づけられ、全人代の立法計画

に則って中国側が着実に活動を実施してきたことは、全体としてプロジェクトの効果発

現に予見性を与え、貢献したといえる。 

加えて、商務部 C/P メンバーの知見蓄積と参与機関に対する調整能力の発揮は、本プ

ロジェクトにおける効果発現に大きく貢献したといえる。 



 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

1）計画内容に関すること 

 中国における法整備は、5年ごとに公表される全人代の立法スケジュールに則って整

然と行われる。同立法計画は公表された時点から着手され、開始時点から 5 年間で法令

の改正・立法の全プロセスが終了しなければならないため、法整備支援協力には柔軟性

とスピード感が求められる。法制協力分野全般において、案件採択から実施にかけて一

定の時間を要することが、タイムリーな協力を阻害する要因となっている。立法計画の

全容が決まった時点から案件形成に着手し、採択までの通常プロセスを実施すると、案

件採択時にはニーズそのものがなくなっている可能性が高いから、多様なニーズに機動

的に対応できる体制を整える必要がある。 

2）実施プロセスに関すること 

全ての法整備支援プロジェクトに共通であるが、業務調整の役割はプロジェクトの成

功を左右する要である。業務調整を担うコンサルタントは、個別単体法の深い理解は必

要とされないものの、日本及び相手国の立法政策、立法プロセス、立法スケジュール、

立法技術について幅広い知識を求められると同時に、相手国の法の執行体制、執行機関

のガバナンスの実態、人材配置を含め、法整備を巡る周辺環境全般についての専門的情

報を収集し、個別単体法の支援を実施する学識者、専門家に適切な情報をインプットし

つつ、複雑な業務調整を確実に実施することが求められる。プロジェクト前半において

は、委託コンサルタントの業務調整能力が足りず、活動の順調な実施に影響したが、後

半においては、業務調整能力が向上し、活動のスムーズな実施に貢献した。 

 

３-５ 結論 

プロジェクトは、本邦研修や現地セミナー、研究会等における公司法、独占禁止法、

市場流通関連法に関する内容検討、関連法令に関する知見の集積、法案審議過程におけ

る助言、参与機関との関連法案に関する共通理解の土台の構築を通じ、中国における参

加メンバーの各分野における法律への理解と知識、立法・執行能力を向上させた。改正

公司法は 2006 年 1 月に施行され、破産法や会社登記条例等、関連法分野の起草・改正

作業が確実に実施された。また、独占禁止法も 2007 年 8 月に公布、2008 年 8 月より施

行された。市場流通関連法に関しても関連各法が成立・改正されており同国における立

法計画が着実に実施された。 

結論として、「比較法研究」型手法を採用したことにより、起草から立法化過程まで

の全プロセスにおける中国の行政官、執行官及び法律専門家の参加が能力向上にもつな

がったことから、本プロジェクトを実施した意義は大きい。また、日本法への中国側の

理解が浸透し、それまで、欧州大陸法、英米法中心に行われてきた中国側の比較法検討

に大きな転換点を与えた。本プロジェクトの参与機関である全人代法制工作委員会、財

政経済委員会、国務院法制弁公室、最高人民法院、証券管理監督委員会等から継続的な

日中法制協力について強い要望が寄せられ、日中法制協力に新たな時代の幕開けをもた

らした。 

 

３-６ 提言 

1）中国における法整備は、5 年ごとに公表される全人代の立法スケジュールに則って

整然と行われる。同立法計画は公表された時点から着手され、開始時点から 5年間で

法令の改正・立法の全プロセスが終了しなければならないため、法整備支援協力には

柔軟性とスピード感が求められる。法制協力分野全般において、案件採択から実施に

かけて一定の時間を要することが、タイムリーな協力を阻害する要因となっている。

立法計画の全容が決まった時点から案件形成に着手し、採択までの通常プロセスを実

施すると、案件採択時にはニーズそのものがなくなっている可能性が高い。ドイツ、

EU、世銀、ADB をはじめとする支援機関は、法整備分野の協力においては、特定され



た単体法の支援というよりも、法分類（行政法、民事法、経済法など）毎に大枠のみ

を示すという柔軟な支援スキームを採用しており、当該法分野内における多様なニー

ズに機動的に対応できる体制を整えている。過去に JICA が実施した類似案件につい

ても同様なスキームが採用されており、本分野における協力については、柔軟かつ迅

速なファスト・トラック採択のしくみを確立することが望ましい。 

2）中国の法整備支援協力ニーズは多岐多様であり、同国の日本の貢献に対する期待も

大きい。本分野における日本の協力は、世界経済の中の中国の位置づけを鑑みると、

中国国内のみならず、中国で活動する日本の企業を始めとする世界各国の企業に対す

るインパクトも大きい。我国として、中国に対する法整備協力のあり方に関して、長

期的計画を策定した上で、今後の継続的協力の検討を行う必要がある。 

3）法整備支援分野プロジェクトについて、他の類似プロジェクトの終了時評価にも言

及されているが、従来の PCM 手法に基づく DAC5 項目を用いた案件評価では正確な評

価を実施しにくい。今後は、他の援助機関が適用している評価手法(例：リーガル・

インパクト・アセスメント)や評価指標の検討を含め、同分野の評価体制・方法論を

研究・確立する必要がある。 

4）法整備支援案件については、法律の専門能力を持つ長期専門家が常駐し、プロジェ

クト全体を横断的にマネジメントするなど、安定かつ一貫性のあるプロジェクト運営

に携わることが望ましい。 

5）本案件については、将来に向けた人的交流の基盤を構築し、中国企業及び日本企業

のビジネス環境の整備に貢献したことから、最終的には中国と日本双方を裨益し、日

本の対中外交の中でも最も高く評価されるべき結果を現出させている。また、物流法

分野のように、政府間協議を先取りする形でスピーディに両国の担当者のパイプを作

ることに貢献した意義も大きいと言える。その意味で、今後、JICA が実施していくで

あろう、多くの法整備支援プロジェクトの中でも、モデルとなりえる案件である。そ

れゆえに、今回、予測という段階で評価されたインパクトと持続性指標について、そ

の成果を検証すべく、是非とも、数年後に事後評価を実施することが必要と思われる。

 

３-７ 教訓 

1）本プロジェクトで作成された日本法に関する翻訳教材や判例解説等は、今後の立法・

改正作業に従事する若手人材の知見蓄積にも活用が可能であり、起草・立法・普及の

プロセスに貢献する可能性があり、有効である。 全ての法整備プロジェクトにおけ

る共通の理解であるが、関連資料の正確な翻訳は、法文の定義規定が立法技術上の要

とされることから、地味でありながらプロジェクトの最も重要な活動とされる。今次

プロジェクトにおける資料翻訳予算の確保は、これまでに実施された類似案件におけ

る問題意識・提言を確実に反映したものであり、高く評価できる。 

2）訪日研修における教材については参加者の事前準備のため、早めに配布し、予修期

間を確保することが、短期研修における効率性を高めるうえで必要である。 

3）全ての法整備支援プロジェクトに共通であるが、業務調整の役割はプロジェクトの

成功を左右する要である。業務調整を担うコンサルタントあるいは専門家は、個別単

体法の深い理解は必要とされないものの、日本及び相手国の立法政策、立法プロセス、

立法スケジュール、立法技術について幅広い知識を求められると同時に、相手国の法

の執行体制、執行機関のガバナンスの実態、人材配置を含め、法整備を巡る周辺環境

全般についての専門的情報を収集し、個別単体法の支援を実施する学識者、専門家に

適切な情報をインプットしつつ、複雑な業務調整を確実に実施することが求められ

る。 

 

 


