
評価調査結果要約表 

 

1．案件の概要 

国  名：カンボジア、ラオス、マレーシ

ア、ミャンマー、タイ、ベトナム 

案件名：カンボジア、ラオス、マレーシア、ミ

ャンマー、タイ、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 

分  野：家畜衛生 支援形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：3.8 億円 

先方関係機関：カンボジア（農林水産省家畜衛

生生産局、ラオス（農林省畜水産局）、マレー

シア（農業省獣医サービス局）、ミャンマー（畜

水産省家畜改良獣医局）、タイ（農業・協同組

合省畜産振興局）、ベトナム（農業農村開発省

家畜衛生局） 

日本側協力機関：農林水産省 

協力期間 2008.2.13～2011.2.12 

他の関連機関：なし 

1-1 プロジェクトの背景と概要 

タイ国及びその周辺国、カンボジア国、ラオス国、マレーシア国、ミャンマー国、

ベトナム国では、流通の改善により国境を越えた家畜の移動の増加が生じ、技術的

にも体制的にも域内の疾病拡大を調整・管理する機能が未整備であったため、家畜

衛生に関する状況が悪化することになった。各国は域内での疾病拡大を未然に防ぐ

必要から家畜衛生技術の改善、地域的な防除戦略の確立の重要性を認識し、我が国

に対し、技術支援を要請した。 

JICA は、2001 年 12 月から 2006 年 12 月まで当該地域における家畜疾病防除技術の

改善を目的とする広域技術協力プロジェクト「タイ国及び周辺国における家畜疾病

防除計画」(以下「フェーズ 1」)を実施した。一方、フェーズ 1の後半に当該地域で

鳥インフルエンザが発生したこともあり、各国の疾病防除技術の更なる強化に加え、

域内及び国内における疾病監視体制の強化が急務となった。 

このような背景の下、JICA は 2008 年 2 月に「疾病監視体制整備のための人材育成」、

「域内情報ネットワークの整備」、「国内疾病連絡網の整備」、「各種疾病技術の定着」

を目的とした同プロジェクトのフェーズ 2を 3年間の予定で開始した。 

本プロジェクトは、6カ国を対象とする広域技術協力プロジェクトであり、3名の長

期専門家(チーフアドバイザー、家畜疾病防除、業務調整)が、タイ国農業・共同組

合省畜産振興局を拠点に、各国の C/P 機関によるパイロットプロジェクト及びタイ

国、マレーシア国、ベトナム国を中心とした域内での活動に関し、技術指導を実施

してきた。 

 



1-2 協力内容 

(1) 上位目標 

 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。 

 

（2) プロジェクト目標 

 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。 

 

(3) 成果 

 1 家畜疾病監視技術が定着する。 

 2 家畜疾病監視情報に係る体制が整備される。 

 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。 

 

(4) 投入 （2010 年 1 月の中間レビュー時点）  

【日本側】 

長期専門家派遣 3 名 機材供与* 29,936 千円 

短期専門家派遣 55 カ月 ローカルコスト負担 143,148 千円 

研修員受入れ 7 名  

* 現地調達その他を含む 

 

【各国側】 

カンボジア C/P 配置：5名 ローカルコスト負担: － 

 第 5 回域内合同調整委員会開催 

ラオス C/P 配置：4 名 ローカルコスト負担：US$2,500 

 第 6 回域内合同調整委員会開催 

マレーシア C/P 配置：8 名 ローカルコスト負担：US$16,399 

 第 2 回域内合同調整委員会開催、マレーシア人専門家の派遣 

ラボ検査技術域内研修、家畜疾病診断研修他、開催 

ミャンマー C/P 配置：11 名 ローカルコスト負担： 22,711,150 KYATS 

 第 4 回域内合同調整委員会開催 

タイ C/P 配置：9 名 ローカルコスト負担：3,525,000 THB 

 第１回、第７回域内合同調整委員会開催、タイ人専門家の派遣 

動物検疫域内研修、疫学調査モデルワークショップ他、開催 

専門家執務室 

ベトナム C/P 配置：8 名 ローカルコスト負担: US$22,400 

 第 3 回域内合同調整委員会開催、ベトナム人専門家の派遣 

豚呼吸器繁殖器症候群診断域内研修  

 



2．評価調査団の概要 

調査団 団長 多田 融右 JICA 国際協力専門員 

家畜疾病防除 窪田 宣之 動物衛生研究所実験動物管理科長 

計画管理 日高 弘 JICA 農村開発部水田地帯第 1課 

評価分析(タイ、広域) 井田 光泰 合同会社 適材適所 

評価分析(ラオス、カンボジア) 藤本 抄越理 合同会社 適材適所 

評価分析（ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾐｬﾝﾏｰ）奥田 浩之 合同会社 適材適所 

調査期間 平成 22 年 12 月 5 日～1月 14 日 評価種類：終了時評価 

3．評価結果の概要 

3-1 実績の確認  

(1) プロジェクト目標の達成度 

指標 1: 家畜疾病監視能力を十分有する人員の数（現場・郡・地方（一部中央）） 

 家畜疾病監視の研修を受講し、新たに疾病監視能力の知見を得た職員数は下表の

とおり。 

 [単位：人] 

国名 地方（一部中央） 郡 現場 

カンボジア 7 / 4 27 / 23 87 / 176 

ラオス 21 / 3 31 / 40 121 / 162 

マレーシア 51 / 2 65 / 11 296 / 202 

ミャンマー 47 / 35 67 / 12 85 / 49 

タイ － － 3 / 4 

ベトナム 8 / 8 40 / 40 40 / 152 

達成値/目標値 

（目標値はプロジェクトで実施したモニタリング調査の結果に基づく） 

 

指標 2: 収集・分析された疫学データの数 

 各国で収集・分析された疫学データの数 

国名 データの種類(数) 

カンボジア 内部寄生虫、出血性敗血症（２） 

ラオス 牛及び水牛の寄生虫、出血性敗血症（２） 

マレーシア ニューカッスル病（１） 

ミャンマー 結核、ブルセラ病（２） 

タイ 輸入牛・水牛の口蹄疫（１） 

ベトナム 豚コレラ（１） 

 

(2) 上位目標の達成度 



指標: 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 

本プロジェクトが主導して、各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムの

調和に向けた方向性と優先度の確認を行った。今後、メンバー国間でシステムの調

整や共通化が促進されることが期待される。ただし、具体的な成果を上げていくた

めには、地域内の包括的な政策的枠組み、各国の強いコミットメントとリソースの

提供など具体的な措置が必要である。 

 

(3) 成果の達成度 

１）カンボジア 

成果 1：家畜疾病の診断技術の定着 

研修及び短期専門家の指導によりコンポンチャム県ラボラトリー職員が寄生

虫検査と細菌検査の基礎診断技術を習得し、さらに供与機材を活用し、ラボラト

リーの機能が強化された。 

 

成果 2：通報連絡体制の整備 

既存の連絡体制があるもののその質・精度に問題があった。県、郡、村落家畜

衛生ワーカー等の研修を通じて、より正確な情報が現場から提供されるようにな

った。 

 

２）ラオス 

成果１：家畜疾病の診断技術の定着 

サバナケット県のラボラトリー職員が、寄生虫、細菌診断研修をビエンチャン

の国立家畜衛生センター（NAHC）において受講し、更に NAHC 職員が県ラボラト

リーに赴き現地で指導すると共に、日本人短期専門家による指導が行われた。県

ラボラトリーにおける確定診断について今のところ不可能であるが、基本的細菌

診断、基本的細菌検査については可能となった。 

 

成果２：連絡通報体制の整備 

村、郡、県、中央レベル間の既存の家畜疾病情報システムが確認されているが、

適切に機能していない。現在、2 つのラインの情報システムが存在しており、1

つは村長、郡長、県知事のラインであり、もう 1つは、村落獣医、郡農林局、県

農林局のラインである。情報を管理し、疾病の発生に対して迅速に対応するため

に獣医法に則った後者のラインによる情報システムが促進されるべきである。 

 

３）マレーシア 

成果１：家畜疾病の診断技術の定着 



ニューカッスル病（ND）診断技術は、国立獣医学研究所（VRI）において、既

に確立されており、本プロジェクトでは、VRI からジョホールバル地域獣医研究

所(RVL-JB)への技術移転を図り、RVL-JB において確定診断が出来るようになっ

た。また、短期専門家の指導により組織培養によるウイルス分離が可能となった。

養鶏農家及び生産者への指導・助言についても JB-RVL が独自に取り組んでいる。 

 

成果２：連絡通報体制の整備  

獣医サービス局（DVS）は、家畜疾病通報のための情報ネットワークシステム

のモデル化を進めてきた。併せて、国家家畜疾病防除計画の下、ND のサーベイを

定期的に行っており、これまでのところパイロットサイトで ND は発生していな

い。今後は、情報・データの解析を行い、それを報告として獣医サービス局で取

りまとめ、郡においても共有し、ND の防除対策に貢献することが求められている。 

 

４）ミャンマー 

成果１：家畜疾病の診断技術の定着 

マンダレー地域診断ラボラトリー（RVL-Mdl）職員は、ブルセラ凝集試験、寄

生虫検査等について診断可能であり、通常業務として定着している。 

タウンシップ（T/S）職員のワクチン接種や治療の能力が強化され、畜産農家と

の信頼関係の構築が図ることが出来た。 

 

成果２：連絡通報体制の整備 

RVL-Mdl と中央行政機関の間の疾病監視通報ネットワークは、RVL-Mdl の能力

強化により向上した。家畜改良獣医局（LBVD）は RVL-Mdl からマンダレー地域の

家畜疾病に関する情報・通報を以前より多数受け取るようになった。 

 

５）タイ 

成果１：家畜疾病診断技術の定着 

メーホンソン動物検疫ステーション（MHS）、動物検疫所ラボにおいて口蹄疫

（FMD）の ELISA 診断が可能となった。今までのところ診断項目は、ブルセラ病

と FMD の 2 つであるが、今後、ELISA による診断が可能な対象疾病についても検

討されることとなった。 

 

成果２：通報連絡体制の整備 

農家、郡、県、畜産振興局（DLD）間の通報体制は確立しているが、動物検疫

所のデータを DLD のみでなく県、郡の畜産事務所とも共有する一環したデータシ

ステムの構築が期待されている。 



６）ベトナム 

成果１：家畜疾病診断技術の定着 

家畜衛生地域事務所 No.4（RAHO4）は、短期専門家の投入により、組織培養によ

るウイルス診断、その他各種細菌診断が可能となった。省家畜衛生局（SDAH）ラ

ボは機材の投入、職員のラボ技術研修を RAHO4 において実施すると共に、短期専

門家の指導により、基本的細菌検査、寄生虫検査等が可能となった。 

 

成果２：連絡通報体制の整備 

通報体制の仕組みは、既に構築されていたが、プロジェクトの活動を通して、

臨床診断、レポート作成、通報の迅速さといった点で、既存の通報体制の向上が

確認された。現場の家畜衛生ワーカー（AHW）は、家畜疾病の症状とその通報の重

要性を認識するようになった。 

 

７）域内協力（マレーシア、タイ、ベトナム） 

成果３：域内における家畜疾病監視の枠組み構築 

①マレーシア 

獣医サービス局（DVS）、国立獣医学研究所（VRI）が 3 回の研修・視察域内プロ

グラム（ラボ検査技術、動物検疫、家畜疾病調査）を実施するとともに研修のフ

ォローアップとして、VRI 職員が参加各国のプロジェクトサイトで実地研修を行

っている。これにより、講師、受講者間における協力関係が構築されることにな

り、VRI が今後、継続的にメンバー国への技術支援をするための基礎が形成され

たと考えられる。 

 

②タイ 

動物検疫にかかるワークショップ/スタディ・ツアー、動物検疫にかかる実務

研修、動物検疫調和会議及び疫学ワークショップ等、8 つの域内活動のホスト国

となった。動物検疫は 2国間だけでなく、第 3国を経由して輸入されるものが増

加している状況で 2回にわたる動物検疫調和会議は、検疫政策における意味があ

り、また成果として共同声明文を採択して継続的に本調和会議をつづけることを

同意することになった。 

動物検疫実務研修においては、マレーシア同様、フォローアップ研修を行い、

実務者レベルの情報共有及び関係が構築された。 

 

③ベトナム 

豚繁殖呼吸症候群（PRRS）の経験・知見をもとに、DAH/NCVD はプロジェクトと

合同で、2010 年 9 月に PRRS に関する研修ワークショップをハノイで開催した。



近年のラオス、カンボジア、ベトナム、中国、フィリピンでの PRRS の発生もあ

って、各国からの参加者からはワークショップで共有された情報や知見につい

て、高い評価があった。 

 

3-2 評価結果の要約 

(1) 妥当性 高い 

各国の政策文書等に明示されてはいないものの、域内協力を通した越境性の疾病防

除の重要性はメンバー国内で強く認識されている。本プロジェクトが主催した 2009 年、

2010 年の 2 回にわたる各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムの調和に向

けた合同声明が採択されたことからも、課題対応の重要性への認識が高いことがわか

る。 

タイと日本のパートナーシップで第三国を支援することは、タイに対する日本政府

の重要な援助計画の一つである。また、マレーシアに対する日本政府の援助計画でも

域内協力が重視されている。この点から、本域内協力プロジェクトは日本の援助方針

と整合性がある。 

 

(2) 有効性 高い 

①プロジェクト目標の達成度はある程度高いと判断される。 

各国の現場、地方、中央レベルにおいて、各国ばらつきはあるものの、相当数の職

員が家畜疾病監視に関する研修を受け、技術力が向上したとの報告がなされている。

また、域内においては、メンバー国の中央研究所間の所長会議の開催を主導した。こ

れまでに 2 回、同会議が開催され、域内の中央研究所間のネットワーク構築と診断方

法や手続きの共通化に向けた協議が開始された。この枠組みは技術面で域内のハーモ

ナイゼーションを促進する上で有効である。 

②成果のプロジェクト目標への達成への貢献度も大きいと考えられる。 

域内合同調整委員会（RJCC）での協議や域内ワークショップの場で域内協力の枠組

み作りの重要性が議論され、その結果を受けて、プロジェクトが主催して 2 回の家畜

衛生関連部局の局長級会議を開催した。また、上述したとおり各国技術者の能力の向

上、家畜疾病発生時の情報システムの構築・改善が、家畜疾病監視体制の構築に貢献

したものと考えられる。 

  

(3) 効率性 中程度 

本プロジェクトでは、タイ畜産振興局（DLD）は潜在的なドナーとしての役割を果た

すことが期待されていた。DLD は本プロジェクトのフェーズ１での近隣国支援、タイ国

際協力庁（TICA）の研修プログラムの実施、FAO/OIE プロジェクトでの専門家派遣など

の経験を有しており、効率的に研修、ワークショップ、専門家派遣等を実施してきて



いる。ただし、2009 年は金融危機の影響から緊縮予算となり、タイでの幾つかの活動

をキャンセルするなど影響が出た。 

評価調査団による質問票調査によれば、日本からの短期専門家、タイ・マレーシア

の域内専門家の役割は受入国・機関から概ね高く評価されており、人的投入の有効性

は高かった。 

6 カ国を包括する域内協力プロジェクトという性格から、6カ国の実施機関、研究機

関、パイロットサイトの関係者、各国の専門家、JICA 現地事務所など関係者が多く、

膨大な調整業務が発生し、タイのプロジェクト域内事務局と各国のナショナルコーデ

ィネーターへの負担が大きくなった。このため、技術面以外のそうした業務に多大な

時間と労力を必要とした。また、特にプロジェクトの初期段階で、各国 JICA 事務所の

会計ルールが異なるため、各国との調整が必要となった。こうした要因から本プロジ

ェクトでは調整業務・手続き面の非効率さが大きな阻害要因となった。 

 

(4) インパクト 中程度 

本プロジェクトが主導して、各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムの

調和に向けた方向性と優先度の確認を行った。これにより、上位目標である地域レベ

ルでの監視体制の礎が出来たものと考える。今後、メンバー国間でシステムの調整や

共通化が促進されることが期待される。ただし、具体的な成果を上げていくためには、

地域内の包括的な政策的枠組み、各国の強いコミットメントとリソースの提供など具

体的な措置が必要である。 

 

(5) 自立発展性 中程度 

①各国レベルでの防疫体制の強化 

マレーシア、タイについては、国別プログラムの持続性は、政治的・制度的・財政

的・技術的の各観点からみて高い。特にマレーシアでは、ＮＤ病を家畜衛生管理プロ

グラムの中でも高い優先度を与えられており、政策的・予算的な取組みの拡大が期待

される。また、両国は、プロジェクトにおいては域内活動を牽引してきた。 

ベトナムについては、RAHO4 が地域のリファレンス・ラボであることから、その機能

と役割は明確にされており、予算もそれに従って継続的に配分されル予定である。ま

た、SDAH-QN については、AHW や農家からの要請や材料の持ち込みが増え、ラボ職員が

今後より多くの鑑定を行ない、寄生虫・細菌の診断に係る検査技術を継続的に向上さ

せていくものと見込まれる。 

ミャンマーについては、プロジェクトによって供与された診断のための備品は簡便

で高価なものではなく、RVL-Mdl で消耗品、薬品、試薬を補充できる。マンダレー管区

の家畜疾病管理は政府にとっても優先度が高いことから、LBVD から RVL-Mdl への政策

的・予算的支援も期待される。 



ラオス、カンボジアについては、中央レベルにおいて家畜疾病防除に関する政策は

継続される見込みである。また、県ラボラトリー職員の寄生虫検査における診断技術

はトレーニングおよび疫学調査による習得した技術の応用が図られ、技術力もある程

度は継続する見込みである。しかしながら、寄生虫検査等の診断については、予算が

限られていることからパイロットサイトにおけるサーベイの実施が難しく、その自立

発展性は確保されていない。 

 

②地域レベルでの連携体制の強化 

タイ畜産振興局（DLD）とマレーシア獣医サービス局（DVS）は組織的にも職員レベ

ルでも、域内協力のための職員派遣や研修実施など通して主導的な役割を果たすこと

に積極的であり、協力の枠組みや予算が確保されれば、プロジェクト後も継続して域

内協力を進めたいとの意向を持っている。 

本プロジェクトで設立を支援したメンバー国の中央研究所長会議は、技術交換を通

したメンバー国間の連携とハーモナイゼーションを技術面から支援するものとして期

待される。このように技術面での継続性はある程度確保されることが見込まれる。 

なお、家畜移動の管理システムのハーモナイゼーションについては共同声明が出さ

れ、プロジェクト終了後は、国連食糧農業機関/国際獣疫事務局（FAO/OIE）がサポート

することを表明しているが、各国においてはその活動を担う制度・組織面の裏付けが

なく、予算確保も困難なため、継続性は高くないと考えられる。 

 

3-3 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

対象 6カ国のそれぞれの国と討議議事録（R/D）を締結したことから、タイ、マレ

ーシアをリーディングカントリーとみなしつつも、各国が対等な関係で広域協力に

参加する形を取ることができた。また、統一のプロジェクト・デザイン・マトリッ

クス（PDM）の下、地域としての共通課題、共通目標をかかげることができた。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

プロジェクト期間中、ラオス、カンボジア、ベトナム、中国、フィリピンで豚呼

吸器繁殖器症候群（PRRS）の集団感染が発生したため、メンバー国の関心が高まり、

PRRS を域内活動の一つのテーマとして追加した。特にベトナムが積極的にこの課題

への対応を表明し、ワークショップの開催や疫学調査の実施面で協力を行った。ま

た、この課題では、タイ・マレーシアの専門家だけでなく、ベトナムもカンボジア、

ラオスへ専門家を派遣し、実施機関の能力向上に貢献することができた。 

 

 



3-4 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 実施プロセスに関すること 

パイロットプロジェクトのサイトは、各国とも国境に近いということから比較

的首都から離れた地域に設定されることになった。6 カ国のさらに地方部までに

およぶ広域協力をタイに拠点をおいてプロジェクトの運営管理やモニタリング

を行うことに、多大な労力を要した。 

 

3-5 結論 

対象 6 カ国の地理的条件、経済的条件の違いからプロジェクトで求められている技

術は異なっているが、「地域を通じた検疫システムの構築」、「疫学手法の導入」、「個別

診断技術の向上」については、各国国内プログラムの実施を通じ、各国の状況に応じ

た体制がある程度整備できたと考える。 

また、域内においては、中央ラボ所長会議、動物検疫フォローアップ研修、疫学ワ

ークショップ等の実施を通じ、タイ、マレーシア、ベトナムの専門家が域内専門家と

して各国のニーズに見合った技術指導を行うことができたことは、域内協力の成果の

一つとして評価できるものと考える。したがって、本プロジェクトの成果を踏まえ、

プロジェクト目標は概ね達成されていることから、2011 年 2 月をもって、本プロジェ

クトを終了することが妥当であると判断した。 

 

3-6 提言 

 （１）カンボジア 

県ラボラトリーを効果的に活用するため、１）県ラボラトリーのサービスと機能の

明確化、２）県ラボラトリーの広報、３）県ラボラトリーでの検査実施促進が重要で

ある。そのため、村落家畜衛生ワーカー（VAHW）の継続したキャパシティ強化が重要

である。また、家畜疾病監視体制の確立のためには畜産農家の理解が必要不可欠であ

り、農家の意識向上、家畜のサンプル採取への協力などの促進のために VAHW が果たす

役割は大きい。 

 

 （２）ラオス 

カンボジア同様、県ラボラトリーの効果的な活用のため、１）県ラボラトリーの

サービスと機能の明確化、２）県ラボラトリーの広報、３）県ラボラトリーでの検

査実施促進が重要である。 

既存の情報システムの改善点を関係者間で協議、共有し、取り組みを進めること

が必要である。家畜疾病防除に関する情報の管理と活用のためには、村落獣医官

（VVW）、郡農林局（DAFO）、県農林局（PAFO）の情報ラインが十分に機能すること

が必要である。 



 （３）マレーシア 

   ニューカッスル病（ND）の監視技術と監視通報体制については、引き続き ND の

早期発見と早期対処が適切に実施されることが必要である。プロジェクトサイトで

あるポンティアン郡の監視能力の強化は、達成されたとはいえ、プロジェクト後も、

ジョホールバル地域獣医ラボラトリー（RVL-JB）、州獣医サービス局（SVS）、郡獣

医事務所（DVO）、農家・養鶏業者の各レベルで、継続的な努力として取り組まれて

いく必要がある。 

 

 （４）ミャンマー 

   ブルセラ病と結核のアクティブサーベイランスについては、公衆衛生の観点か

ら、小規模酪農家だけでなく今後は商業業者も含めていく必要がある。 

また、疾病管理体制の継続的強化に向けては、家畜改良獣医局（LBVD）はミャン

マー家畜協会との協働を模索してくべきである。 

 

 （５）タイ 

   畜産振興局（DLD）は北タイの家畜輸入の傾向をモニタリングし、検疫検査の量

が大きく低減した場合はメーホンソン検疫ステーションのラボ機能（機材と職

員）をよりニーズの高い検疫ステーションに移すなど柔軟に対応し、プロジェク

トの提供したインプットの効率的な運用に努めることが重要である。 

DLD は、メーホンソン検疫ステーションにおける口蹄疫のリスク分析調査の結

果を論文にまとめて DLDの職員が参照できるようにすることが必要である。また、

DLD は他の検疫ステーションもメーホンソンの経験をベースに、同様の調査を実

施するよう推奨するべきである。 

 

（６）ベトナム 

   家畜衛生局（DAH）、家畜衛生地域事務所（RAHO4）は、基礎的な試験が可能とな

ったクワンナム省家畜衛生局（SDAH-QN）に対し、実地研修の場の提供や予算に

関する省政府との調整など、SDAH ラボ支援の役割を継続して果たすことが重要。

また、SDAH-QN は検査に必要な家畜衛生局からの認証取得、ラボラトリー強化の

詳細計画作成、ワクチン接種、治療等の業務実施からの収入確保の検討、家畜衛

生ワーカー（AHW）の資格更新の機会を利用したリフレッシュ研修提供を行うこ

とが重要である。 

 

3-7 教訓 

・ 地域協力プロジェクトでは、様々な関係者が複数国から参加するため、プロジェ

クト・マネジメントについて共通理解を得ることが重要になる。特に、各国のキ



ー・パーソンに対しては PCM の考え方、PDM、PO の作成方法などについてプロジ

ェクトの初期段階で十分な理解を得るための研修を提供することが重要である。 

・ 各国における調達や会計の手続きについて、プロジェクト開始前に各事務所と十

分協議して、合理化を図ることが重要である。 

・ 本プロジェクトでは現場でのオペレーションへの支援が不十分であったため、実

施を前進させるのに長い時間がかかった。現場活動の円滑化を図るためには、相

手国側の現場での実施能力等について、プロジェクト開始時に十分情報を収集

し、適切な人材配置を検討することが非常に重要である。 

・ 本プロジェクトでは域内活動だけでなく各国がパイロット事業にも取り組んだ。

地域協力プロジェクトで同様の事業コンポーネントを持つ場合、実施機関の現場

活動に対するサポート度合い、現場での事業量について、プロジェクト開始時に

十分情報を収集し、必要があれば現場でのマネジメントの補強についても検討す

ることが重要である。 

 

3-8 フォローアップ状況 

・ JICA のシニア海外ボランティアが 2011 年 1 月にビエンチャンにある国立家畜衛

生センター（NAHC）に配置される。ボランティアの協力によってプロジェクトの

成果が持続、活用されることが期待できる。 

 

 


