
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 22 年 2月 9日 

担当部・課：インドネシア事務所 

１．案件名 

和文名：輸出振興庁機能改善プロジェクト 

英文名： Project on Service Improvement of NAFED 

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 

輸出振興を担う商業省・輸出振興庁（NAFED: National Agency For Export 

Development）の組織改編の促進、輸出中小企業向けに提供する輸出情報サービス

の改善、輸出促進サービスの改善、輸出製品におけるデザインの重要性について

の啓発、輸出振興に関連する他省庁・機関との連携の促進を通じて、NAFED の輸

出関連サービスの改善を達成し、NAFED のサービスを利用する輸出中小企業の数

と輸出実績額の増加を目指すものである。 

 

（２） 協力期間 

 2010 年 5 月～2015 年 5 月（5年間） 

 

（３） 協力総額（日本側） 

 4.9 億円 

 

（４） 協力相手先機関 

 商業省輸出振興庁 

National Agency for Export Development, Ministry of Trade（NAFED） 

 

（５） 国内協力機関 

 経済産業省、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO） 

 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

直接裨益者：NAFED 職員（375 名）、地方貿易研修センター（RETPC: Regional Export 

Training Promotion Center）職員 66 名（東ジャワ州 26 名、北スマトラ州 13 名、

南スラウェシ州 15 名、南カリマンタン州 12 名）、間接裨益者：輸出中小企業約

300 万社（中小製造業者の事業所登録数） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

 非石油ガス製品の輸出の振興は、現行の RPJM 2010-2014 においても重要政策とし



て講じられており、輸出競争力強化を目的とした輸出振興政策の実施は経済成長の

牽引のために必要とされている。この中で、NAFED は、輸出振興政策の策定・実施

を担う機関であるが、政策策定機能が十分ではなく、同庁の戦略や指針が明確でな

いことや、輸出振興の対象となる国内民間企業（中小企業等）や海外市場関係者（バ

イヤー等）のニーズに応えるサービスの提供が不十分であること等が問題として指

摘されている。輸出競争力の強化という大きな命題に向けて、同庁の機能強化は喫

緊の課題であり、商業省としても大臣のイニシアチブにより、2005 年以降、NAFED

改革・強化の方向性について議論を行ってきた。 

 こうした状況を受け、NAFED は、JICA が実施した開発調査「輸出振興機関の機能

強化」（2007 年 2 月～2008 年 8 月）を活用し、組織改編計画案を策定するとともに、

2011 年中に組織改編を実施すべく政府の組織機構改編の監督権を持つ行政改革担

当省（MENPAN: State Minister of Administrative Reform）と協議を行っている。

 JICA の支援により NAFED 改革・強化の方向性は明確化されたが、MENPAN に提出す

る組織改編計画の詳細に関するアカデミック・レポートの修正作業が遅れており、

同レポートの完成を支援する必要性が高い。また、NAFED の組織改編計画案では、

開発調査で提言された現行の海外市場エリア別の組織からサービス機能別の組織へ

の改編及び各部署のサービス機能の強化が盛り込まれている。NAFED としては、サ

ービス機能別の組織の運営・管理を行った経験がなく、サービス機能の強化の取り

組みを行うためのノウハウや人的リソースも不足しており、NAFED の新組織の運

営・管理体制の確立や職員の人材育成のニーズがある。2011 年中の組織改編に向け

て具体的な準備を進めていくことが急務となっていることから、過去に実施した開

発調査の後続支援として本プロジェクトにおける対応が必要となっている。 

 本プロジェクトでは、NAFED の機能改善の前提となる組織改編の実施と新組織の

立ち上げを促進し、開発調査で提言された機能改善の要である輸出関連サービスの

改善を図ることで、NAFED の機能改善を支援する。 

輸出関連サービスの改善については、NAFED がインドネシアの中小企業による輸

出販路開拓のために輸出中小企業向けに提供する輸出関連サービス、すなわち、①

輸出情報サービス（海外市場及び海外バイヤーに関する輸出中小企業への情報提供、

輸出中小企業の製品等の情報の海外バイヤーへの提供）、②輸出振興サービス（貿易

フェアでの輸出企業の製品の宣伝支援、カスタマー・サービス・センターでの輸出

に関する相談受け付けとサポート）、③製品開発サービス（輸出企業ブランド・デザ

イン開発の啓発・普及の促進のための輸出中小企業向け研修、）の改善を図る計画で

ある。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

 非石油ガス製品の輸出の振興は、現行の国家中期開発計画（RPJM 2010-2014）に

おいても重要政策として位置づけられている。RPJM 2010-2014 をふまえて商業省が

作成した商業省 5ヵ年戦略（RENSTRA 2010-2014）においても、輸出競争力強化は戦



略の 1つとされている。一方、2008 年 7 月には行政改革担当国務大臣の名の下、官

僚改革総合指針（No. PER/15/M/PAN/ｗ7/2008）が発布され、省庁及び地方政府にお

ける行政システムの根本的改革が推進されている。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別援助実施方針上の位置付け（プログラム

における位置付け） 

我が国の ODA 大綱と中期政策では、持続的成長のために、貿易・投資分野での協

力を含む経済社会基盤整備に高い優先度を置いている。2004 年作成の対インドネシ

ア国に対する国別援助計画でも、民間主導の持続的な成長を重点分野として位置づ

けている。 

なお、本案件は、日インドネシア経済連携協定（JIEPA: Japan-Indonesia Economic 

Partnership Agreement）の協力分野における、製造業開発センタープログラム

（MIDEC: Manufacturing Industrial Development Center）の一環として位置付け

られている案件である。 

 

（４） 他国機関の関連事業との整合性 

世界銀行が MDF（Multi Donor Facility）によって、商業省に対する官僚制度改

革ならびに上記の ITPC 派遣候補者の研修を行っている。また、米国国際開発庁

（USAID）が商業省へのバランス･スコアカード（BSC: Balance Score Card）（※）

導入を推進しており、NAFED も BSC を導入する予定である。 

（※）業務評価システムの一つで戦略的経営に用いられるもの 

 

４．協力の枠組み 

〔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 

【プロジェクト目標】 

NAFED の輸出関連サービスが改善される。 

 

【指標】 

a) NAFED の組織がサービス機能別に改編される。 

b) 輸出情報サービス、輸出促進サービス、製品開発サービスといった NAFED

のサービスを利用した中小企業の満足度のレベル 

c) NAFED のサービスを継続的に、繰り返し利用する顧客の数 

 

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 

【上位目標】 

NAFED のサービスを利用する輸出中小企業の数と輸出実績額が増加する。 



 

【指標】 

a) NAFED のサービスを利用した輸出中小企業数（※） 

b) NAFED のサービスを利用した中小企業の輸出実績額（※） 

 

（※）NAFED の組織改変が実施され、かつ国内サプライヤー・リストが整備され

た時点と事後評価時点の比較を行う。 

 

（２）成果（アウトプット）と活動 

【成果１】 

NAFED の組織改編が促進される。 

 

【活動】 

1-1. NAFED 改編に関するアカデミック・レポート（ドラフト）の修正について、

以下のスコープに重点を置いたインセプション調査を実施する。 

(1) NAFED の新組織の業務分析と評価の検討 

(2) NAFED の新組織の業務標準手順書（SOP）の検討 

(3) NAFED の業務量分析及び新組織に必要な人員配置計画の検討 

(4) NAFED の新組織の人的資源管理システムの検討（教育・研修システム、

業績評価システム、人事異動システム等） 

 

1-2. 行政改革担当省（MENPAN）に提出する NAFED 組織改編に関するアカデミッ

ク・レポートの改定版の完成に向けて助言を行う。 

 

1-3. 組織改編の正式決定後に改編の趣意と内容について NAFED 職員に対する

周知・徹底を図る。 

 

1-4. NAFED が新組織における職員リストの作成と必要な人事異動を発表した後

に新組織での事業計画の作成と予算（案）の編成を行う。 

 

1-5. 商業省が導入する予定のバランス・スコアカード（BSC）を NAFED の状況

に合わせて修正のうえ、BSC を用いて NAFED の新組織における各部署及び職員

を対象とした目標管理体制を確立する。 

 

1-6. 組織改編の実施後に各部署及び職員に対する業績評価・モニタリングを実

施し、その結果をふまえて NAFED の新組織の業績評価・モニタリングに関する

年次報告書を作成する。 

 



【指標】 

a) MENPAN に提出する NAFED 組織改編に関するアカデミック・ペーパーの改定

版の完成 

b) BSC を用いた各部署及び職員を対象とした目標管理体制の確立 

c) 組織改編を実施した後の NAFED の新組織の業務評価・モニタリングに関する

年次報告書の作成 

 

【成果２】 

NAFED の輸出中小企業向けの輸出情報サービスが改善される。 

 

【活動】 

2-1. NAFED が提供する市場情報サービスとウェブサイトによる情報提供サービ

スについて、輸出業者、業界団体、地方政府等を対象とした利用者満足度調査

を実施し、その調査結果をふまえて NAFED の市場情報サービス機能の問題と

NAFED に期待されるニーズを分析する。 

 

2-2. 上記 2-1 の問題とニーズの分析結果をふまえて、海外市場情報の収集、分

析、報告にかかる ITPC 及び NAFED の業務内容を精査し、ウェブサイトのデザイ

ンの改定を含む輸出情報サービス改善の全体計画を作成する。 

 

2-3. 上記 2-2 の輸出情報サービス改善の全体計画を実施するとともに、進捗状

況をモニタリングする。 

 

2-4. 既存の海外バイヤー・リストの情報の更新及び追加情報の収集を行うとと

もに、NAFED 全体で統合された海外バイヤー・リストを整備し、同リストの維

持管理体制を確立する。 

 

2-5. 既存の国内サプライヤー・リストの情報の更新及び追加情報の収集を行う

とともに、輸出実績、製品、生産技術・施設等の詳細なプロファイル・データ

を含む国内サプライヤー・リストを整備し、同リストの維持管理体制を確立す

る。 

 

2-6. 商業省が選定した「主要産品 10 品目と有望産品 10 品目」について輸出情

報部門職員による海外市場の試行調査を実施するとともに、該当する産業協会

等から調査結果に関するコメント・意見を得て、それ以降の海外市場調査の実

施計画を作成する。 

 

2-7. 上記 2-6 の実施計画に基づき ITPC との連携のもと海外市場調査を実施す



るとともに、進捗状況をモニタリングする。 

 

2-8. 貿易情報収集に関する ITPC のガイドラインを作成する。 

 

2-9. 輸出情報部門職員に対して、付加価値の高い輸出情報サービスに関する調

査・分析方法の研修を行う。 

 

 

【指標】 

a) 輸出情報サービス改善の全体計画の作成 

b) 海外バイヤー・リストの整備 

c) 国内サプライヤー・リストの整備 

d) NAFED ウェブサイトへのアクセス件数 

e) 「主要産品 10 品目と有望産品 10 品目」に関するモデル市場調査報告書の作

 成 

f) 付加価値の高い市場情報サービスに関する調査・分析方法の研修を受けた 

NAFED 職員の延べ人数 

g) ITPC の貿易情報収集ガイドラインの作成 

 

【成果３】 

NAFED の輸出中小企業向けの輸出振興サービスが改善される。 

 

【活動】 

3-1. 他国の貿易振興機関（TPO: Trade Promotion Organizations）の顧客サー

ビスを参考とし、NAFED のカスタマー・サービス・センターが提供する顧客サ

ービスの機能（業務内容、業務フロー）及びサービス内容を策定する。 

 

3-2. カスタマー・サービス・センターを設置し、輸出中小企業向けのサービス

の提供を開始するとともに、進捗状況をモニタリングする。 

 

3-3. 他国の TPO の会員サービスを参考とし、NAFED の会員サービスの機能（業

務内容、業務フロー）及びサービス内容を策定する。 

 

3-4. NAFED の会員サービスの提供を開始するとともに、進捗状況をモニタリン

グする。 

 

3-5. NAFED の顧客サービス部門の職員に対し顧客サービスに関する研修を実施

する。 



 

3-6. 有望な輸出産業／業界団体のニーズを NAFED の輸出振興政策に反映させ

るため、これら産業／業界団体との対話を定期的に実施する。 

 

3-7. 各省で個別に行われている貿易フェアの効果的実施を図るため、省庁間調

整会議を定期的に実施する。 

 

【指標】 

a) 顧客サービス部門の機能（業務内容、業務フロー）及びサービス内容に関す

る執務参考資料の作成 

b) 会員サービス部門の機能（業務内容、業務フロー）及びサービス内容に関す

る執務参考資料の作成 

c) 顧客サービスに関する研修を受けた NAFED 職員の延べ人数 

d) 有望な輸出産業／業界団体との対話の実施（6件/年） 

e) 各省間調整会議の開催（4回/年）（※） 

（※）NAFED の組織改編と与えられる権限等の状況を見ながら適宜指標の改定

を検討 

 

【成果４】 

NAFED の輸出中小企業向けの製品開発サービス（ブランド／デザイン振興）が

改善する。（※） 

（※）個別企業の製品開発のための技術的な支援ではなく、あくまでも海外市

場における製品の競争力を高める観点でのブランド・デザイン開発の重要性に

かかる啓発・普及活動 

 

【活動】 

4-1.デザイン・ブランド開発に関する NAFED 職員向けの基本的知識の習得なら

びに輸出中小企業向けデザイン・ブランド開発の啓発・普及活動を行うために、

デザイン支援機関、デザイナー協会と連携して必要な研修カリキュラムを作成

する。 

 

4-2. NAFED 職員を対象とし、日本のデザイン振興行政（デザイン開発が日本の

輸出振興に果たした役割、Good・Design 賞／G マーク制度の運営など）及びデ

ザイン・ブランドに関する基本的知識を中心とした研修を実施する。 

 

4-3. 輸出中小企業を対象とし、日本のデザイン開発事例（Good Design 賞製品

の事例、地場産地とデザイナーの協力事例など）を中心とした研修を実施する。

 



4-4. デザイン・ブランド開発の重要性を喚起・啓発するため、輸出中小企業向

けの広報資料（ベスト・デザイン・プラクティス等）を作成する。 

 

4-5. 輸出中小企業からの照会に対応するため、デザイン関連情報（デザイナー、

デザイン製品、輸出先国の製品規格等の情報等）の収集及び蓄積を図る。 

 

4-6. デザイン照会サービスを通じて、輸出中小企業とデザイナーのマッチン

グ・サービスを提供する。 

 

【指標】 

a) デザイン開発研修を受講した NAFED 職員及び中小企業社員のうち、デザイ

ン・ブランド開発の重要性を認識した人数 

b) 中小企業向け広報資料（ベスト・デザイン・プラクティス等）の作成 

c) デザイン関連情報（デザイナー、デザイン製品、輸出先国の製品規格等の情

報）量 

d) 輸出中小企業とデザイナーのマッチング件数 

 

【成果５】 

インドネシア国内の輸出促進関連機関とのネットワーク及び連携機能が強化さ

れる。 

 

【活動】 

5-1. 輸出情報サービス及び輸出振興サービスに関して、既存の RETPC（東ジャ

ワ州、南スラウェシ州、北スマトラ州、南カリマンタン州）を対象とした NAFED

による研修を支援する。 

 

5-2. NAFED による新規 RETPC（西ヌサトゥンガラ州、西ジャワ州、中部ジャワ

州）の設立を支援する。 

 

5-3. 融資を希望する輸出中小企業と輸出金融機関（Indonesia Exim Bank: 

(LPEI)等）とのマッチングを促進する目的で、輸出金融機関と NAFED が連携し

て行う中小企業向けの輸出金融に関する情報提供サービス・プログラムを開発

する。 

 

【指標】 

a) 輸出情報サービス及び輸出振興サービスに関する研修を受けた RETPC 職員

数の研修理解度の達成レベル 

b) 西ヌサトゥンガラ州、西ジャワ州、中部ジャワ州の新設 RETPC の事業の円滑



な実施 

- 人員配置、予算配分 

- 研修コースの数 

- 研修コースの参加者数 

c) 輸出金融機関（Indonesia Exim Bank: (LPEI)等）と NAFED が連携して行う

中小企業向けの輸出金融に関する情報提供サービスを利用した中小企業の数

（※） 

（※）輸出金融機関に限らず、NAFED の他機関との連携状況を見て適宜指標の

追加を検討 

 

（３）投入（インプット） 

①日本側（総額 4.9 億円） 

・専門家 

チーフ･アドバイザー/輸出振興機関組織改革・経営強化 

業務調整/連携・ネットワーキング 

組織改編、輸出情報サービス、輸出振興サービス、輸出製品開発 

その他必要に応じて派遣（セミナー講師等） 

・ローカルコンサルタント 

必要に応じて NAFED 組織改編を促進するためのローカルコンサルタントを雇用

する 

・専門家用オフィス機器 

・カウンターパート研修 

本邦研修 

・現地セミナー、ワークショップ 

・現地業務費 

 

②インドネシア国側 

・カウンターパートを含む要員配置 

プロジェクトディレクターとプロジェクトマネージャー 

輸出情報サービス、輸出振興サービス、輸出製品開発を担当する NAFED 職員 

その他サポート・スタッフ 

・土地と設備 

専門家執務室 

・必要予算の措置 

電話、インターネット、光熱費、インドネシア側カウンターパート旅費等 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

①上位目標達成のための外部条件 



a) 世界規模での経済危機等の影響による海外市場での輸入品需要の大幅な減退

が発生しない。 

b) インドネシア輸出中小企業の輸出競争力に大きな影響を及ぼす程の外国通貨

に対するインドネシア・ルピア為替レートの急激な上昇（増価）が発生しない。

c) 経済活動を行うに当たって、インドネシア国内の政治状況が安定している。 

 

②プロジェクト目標達成のための外部条件 

a) 経済開発に関する国家政策において、輸出開発の重要性が維持される。 

 

③成果を達成する上での外部条件 

a) NAFED の組織改編を提案したアカデミック・ペーパーが MENPAN によって承認

される。 

b) 研修を受けた NAFED 職員が職務に留まる。 

 

５．評価 5項目による評価結果 

（１）妥当性 

下記の理由により、本プロジェクトを JICA が実施する意義と妥当性は高いと判断

される。 

・NAFED の組織改編は商業省の組織改革の一部であり、商業省の組織改革は国家が

進める官僚改革総合指針に基づいて行われており、インドネシアの国家方針と整

合性がある。 

・国家中期開発計画（PRJM 2010-2014）において非石油ガス製品の輸出振興は重要

政策として位置づけられており、また商業省 5 ヵ年戦略（RENSTRA 2010-2014）

においても輸出競争力強化は短期戦略の 1つとされており、政府のコミットメン

トが認められる。 

・2004 年作成のインドネシア国別援助計画においても、民間主導の持続的な成長

を重点分野として位置づけており、中小企業の輸出振興を上位目標とする本プロ

ジェクトは整合性を持つ。 

 

（２）有効性 

下記の理由により、本プロジェクトの有効性は高い。 

・成果１に係る活動により、商業省が進める NAFED 組織改編を促進することで、

成果２以下の達成が可能となる基盤が整うことが期待できる。成果２に係る活

動の結果、NAFED に顧客のニーズに即した輸出情報が蓄積されることが期待で

きる。成果３に係る活動の結果、成果２で蓄積された情報を活用しながら、顧

客に対して適切な輸出情報を提供することが可能になるとともに、他の省庁や

輸出振興機関との連携が強まることが見込まれる。成果４に関する活動の結果、

NAFED 職員並びに輸出中小企業の間で輸出市場におけるデザインの重要性につ



いての認識が高まることが期待される。成果５に関して、ジャカルタ首都近辺

だけでなく、地方における輸出振興組織の強化と中小企業の輸出機会の創出が

期待され、また中小企業の資金調達への支援が期待できる。 

・プロジェクトの効果をあげるためには、NAFED の組織改編が必要な条件のひと

つとなるが、2011 年に実施される予定の商業省本体の組織改革の先行事例とし

て NAFED 組織改編が位置づけられており、計画通り進むことが見込まれる。 

 

（３）効率性 

下記の理由によりプロジェクトの成果に対する効率性は高いと判断される。 

・「輸出振興機関組織改革・経営強化」と「連携・ネットワーキング」の 2名の長

期専門家は、プロジェクト全期間（5 年を想定）をとおして配置し、その他の

専門家についてはプロジェクトの進捗に合わせ、必要に応じて効率的に投入す

ることとしている。 

・かつてインドネシアで実施した技術協力プロジェクト（「貿易研修センター協力

事業」（実施期間 1988 年 9 月～1993 年 9 月）、「インドネシア貿易セクター人材

育成計画」（実施期間 1997 年 3 月～2002 年 2 月））において、NAFED の一組織で

あるインドネシア貿易研修センター（IETC: Indonesia Export Training Center）

の能力強化が図られており、輸出に関する研修については IETC の人材・施設・

機能を本プロジェクトのために利用することが可能である。 

・地方における輸出研修については、2002 年 7 月～2006 年 6 月に実施した技術協

力プロジェクト「インドネシア地方貿易研修・振興センタープロジェクト」に

おいて設立され、運営が開始された RETPC の施設や機能を本プロジェクトのた

めに利用することが可能である。 

・プロジェクトでは、RETPC と連携して、海外市場、海外バイヤー、デザイナー

等の情報を地方の輸出中小企業に対し幅広く提供していく。また、JICA の支援

により導入した、IETC と RETPC のテレビ会議システム同士を接続し、IETC にお

いて地方の輸出中小企業を対象として日本のデザイン開発事例を中心とした研

修を実施する計画である。さらに、IETC と RETPC での研修に参加した企業関係

者等からなる同窓会ネットワークを活用して、国内サプライヤー・リストの整

備や NAFED が提供するサービスに関する輸出中小企業の評価やニーズの把握を

行う計画である。 

 

（４）インパクト 

下記のとおり本プロジェクトのインパクトが予想できる。 

・本プロジェクトの各活動の適切な実施によって、NAFED が輸出先市場に関する

付加価値の高い輸出情報及び顧客の視点に立った輸出振興サービスを提供でき

るようになり、これにより NAFED が提供するサービスのニーズが高まり、より

多くの輸出中小企業が NAFED のサービスを利用する。NAFED とインドネシア国



内の他の輸出促進機関とのネットワーク及び連携をつうじて NAFED が提供する

サービスの広報・周知が図られることで、NAFED の存在を知る輸出中小企業が

増える。このようなプロセスを経て、中長期的には上位目標「NAFED のサービ

スを利用する輸出中小企業数とその輸出実績額が増加する」が達成される見込

みである。 

 

（５）自立発展性 

下記のとおり組織的、技術的側面から自立発展性は高いと判断できる。 

・インドネシア政府は、官庁の組織改革を推進しており、NAFED もその機能を効

果的に発揮できるよう組織改編を行うことになっている。 

・非石油ガス製品の輸出振興はインドネシア政府の重要政策であり、継続的な政

府予算確保が期待できる。また、現在 IETC が行っている研修事業は利用者から

の評価が高く、研修サービスの内容がさらに改善されれば、研修費からの収入

の増加が期待できる。 

・本プロジェクトの中で NAFED と他省庁等との連携が図られることにより、イン

ドネシアの輸出振興を担う組織として NAFED の位置づけと役割が明確化され

る。また、NAFED 組織改編の中で、NAFED は現状の庁（Agency）から政策立案機

能も付加された総局（Directorate General）に格上げされることが検討されて

おり、輸出振興において NAFED の存在感が増すことが期待される。 

・本プロジェクトの活動の中で、顧客ニーズに沿った輸出情報を蓄積し、データ

ベースの更新を行い、加えて更新を継続する体制を整える予定であり、プロジ

ェクト終了後も同データベースが活用されることが期待される。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

貧困・ジェンダー・環境等へのネガティブなインパクトが発生することは考えにく

い。 

７．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

 1993 年に終了したプロジェクト方式技術協力「インドネシア貿易研修センター協

力事業」の終了時評価調査において、プロジェクトの C/P 配置について当初合意し

た人数より少なく、プロジェクト活動を行う上で大きな障害となったことが報告さ

れている。 

 上記プロジェクトと同様に本件プロジェクトは、NAFED の組織改編の促進に加え

て C/P の人材育成を通じて輸出情報サービスの改善、輸出サービスの改善等を支援

するものであり、その前提として NAFED が実施機関としてオーナーシップを発揮し

プロジェクトの実施体制の維持及び必要な C/P の配置について適切な対応を取るこ

とが求められている。プロジェクトでは、NAFED 長官がプロジェクト・ダイレクタ

ーとして、また NAFED 官房長がプロジェクト・マネージャーとして、R/D で合意さ

れた C/P の継続的な配置を含めたプロジェクトの運営・実施に責任を持つ体制とす



ることにしている。 

 

８．今後の評価計画 

・ 運営指導調査 2011 年 4 月 

・ 中間評価 2012 年 4 月頃 

・ 運営指導調査 2013 年 4 月 

・ 終了時評価 2014 年 12 月頃 

・ 事後評価 協力終了 3年後を目処に実施予定 

 

 


