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事業事前評価表 
 

 

１．案件名 

国 名：ベトナム社会主義共和国 
案件名：和名 農水産食品の安全性確保のための検査強化プロジェクト 

英名 Project for Strengthening Capacity and Inspection System for Ensuring Safety of 
Agro-Fishery Foods  

 

２．事業の背景と必要性 

(1) 当該国における食品安全セクターの現状と課題 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）の経済はこの 10 年間でめざましい

発展を遂げ、食料供給量も増加しているが、食品の安全・衛生面に関しては政策制度の未整

備や管理者の能力不足等の問題から、適切な管理がなされているとは言い難い状況にある。

管理能力の不足は感染症や食中毒の原因となって、特に子どもや妊婦、老人といった弱者が

健康被害を受ける危険性が高い。食品輸出はベトナムの重要産業の 1 つであるが、平成 21
年（2009）度のわが国の輸入食品にかかる違反事例をみると、アジアでは中国に次ぎ、ベト

ナムからの輸出食品に関するものが多かったなど、ベトナムの輸出食品に対する信頼性が低

下するリスクも抱えている。このため、ベトナム政府は、安全な食品の供給を緊急かつ重要

な課題の 1 つと位置づけている。 
さらに、ベトナムは 2007 年に WTO の加盟国となり、物資や人の国境を越えた自由な往来

がさらに活発になりつつある状況下で、国際標準に沿った安全な食品を人々に供給すること

が急務となっている。ベトナム政府は施設や法制度の整備を通じてこれらの状況に適応した

社会・制度を構築していく必要性に直面しており、その一環として、WTO/SPS 協定〔衛生植

物検疫措置協定：Sanitary Phytosanitary（SPS Measures）1〕で確保すべきとされる衛生保護基

準を満たすため、安全な食品を人々に供給するうえで必要となる食品等の試験や研修、及び

リスクアセスメントを行う機関として SPS センターを設立することを掲げている。さらにベ

トナム政府は、効果的かつ持続的な食品衛生管理体制を構築するうえで、適切な検査･モニタ

リング体制の確立が極めて重要であり、その強化に向けて日本の知見・経験が必要であると

して、わが国の技術支援を要請した。2008 年 12 月に発効した日越経済連携協定（EPA 協定）

においても、ベトナムの食品衛生管理及び動植物検疫に係る能力向上のための技術協力を行

うことが明記されている。 

 
(2) 当該国における食品安全セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

「第 8 次社会経済開発 5 カ年計画（2006～2010）」において、食品とその原料に係る衛生

と安全は、農業の発展と国民の生活改善を図るための重要課題とされ、消費者保護のための

検査を体系化して食品の衛生と安全の管理のために効果的な対策をとることが示されている。 
                                                        
1  衛生植物検疫措置に関する協定。同協定は、WTO 協定の設立と同時に発効したもので、食品安全と、動植物の健康のため

の規制の適用に関するもの。本協定においては、国内外の食品や動植物の衛生に関する国際的な基準や指針、勧告の使用が

推奨されるが、科学的根拠に基づく加盟国独自のより高い基準を定めることが可能。 
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また、「農業農村開発 5 カ年計画（2006～2010）」は、農水産食品の安全に関し、ASEAN
や WTO などの国際的な基準要求事項に即したものとすることを掲げていることに加えて、

WTO 加盟と同時に求められる SPS 協定の履行に向けて、2008 年 11 月の首相決定により「SPS
協定実行促進に係る国家行動計画」において基本的な取り組みが示された。同計画には、食

品衛生の確保及び諸外国からの害虫や伝染病の浸透の抑制を推進することにより、国内及び

輸出用の安全な農産物を供給する旨が明示されており、ベトナムは既存の関係省庁の管理体

制の整備に加え、適切な組織体制を構築するべく取り組んでいるところである。 
現在草案中の「第 9 次社会経済開発 5 カ年計画（2011～2015）」においても、国民の健康管

理に係る食品衛生と安全の確保、農水産食品の食品衛生と安全の改善が引き続き盛り込まれ

る見込みである。 
 
(3) 食品安全セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国の対ベトナム国別援助計画における重点分野の 1 つである「社会・生活面の向上と

格差是正」において、安全な農林水産物の供給を含む農業技術普及が重点項目に挙げられて

いる。2008 年、日越経済連携協定（EPA 協定）締結に際し、SPS に関する両国間の協力、連

携がうたわれたことを踏まえ
2
、食品安全確保に関する SPS センターの設立への協力を目的

とした要請がベトナム側からなされたものの、同センター構想については、詳細な機能・実

施体制等が具体的ではなかったことから、専門的な見地から十分な検討を経て実施すべきと

の考えを踏まえ、わが国は 2009 年 10 月から食品衛生･安全管理に係る政策・制度の助言を行

う SPS 政策アドバイザーを専門家として派遣した。同専門家の活動を通じ、ベトナム政府内

における SPS をめぐる現状と課題、さらに SPS センター設立に向けてのベトナム側の人的、

予算的配置及び考え方が明確になった。特にベトナム側における農水産食品の検査体制とし

ては輸出検査に重きが置かれ、国内食品の安全性確認のためのモニタリング検査の実施は、

対象の地域、食品群、検査項目、実施時期が限られているため農水産食品の安全性把握が難

しいという課題が認められ、多種多様な農水産食品のモニタリング検査体制の強化が求めら

れていることが明らかになり、農水産食品の安全性確保のために不可欠な農薬・抗生物質・

重金属等の残留物質や微生物等の検査体制を強化し、検査官の技能を向上させることが重要

と思われることから、さらに 3 年間に及ぶ技術協力プロジェクトを通じてベトナム側の人的

及び体制の強化を図るものである。 
なお、本案件は、対ベトナム国事業展開計画において、「農業技術普及・地方インフラ整

備等プログラム」に位置づけられている。 
 
(4) 他の援助機関の対応 

WTO/SPS 協定第 9 条には、二国間または国際機関を通じた技術援助の促進が規定されてお

り、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）やカナダ国際開発庁（Canadian 
International Development Agency：CIDA）等 SPS に関するワークショップや農産物の安全性

                                                        
2 ＜SPS にかかる日越合意＞ 
 日越経済連携協定は、2008 年 12 月 25 日に署名され、その第 5 章、衛生植物検疫措置（SPS）で、その要旨として、衛生植

物検疫措置に関する照会のための照会所を双方に設置すること、衛生植物検疫措置に関する情報交換、科学的協議及び協力

に関する議論などを行う協議メカニズムを設置することを定めている。 
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に関する体制の整備、マネジメントにかかる研修の実施など数々の協力がなされている。 
 

３．事業概要 

(1) 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 
本事業は、①パイロットサイトにおける農水産食品に係る検査能力の向上及び、②農水産

食品の安全性に係る国家モニタリングプログラム（リスクに即した食品衛生検査体制）の改

善、並びに③農水産食品の安全性確保に係る人材育成を通じて、農林水産品質管理局（National 
Agro-Forestry Fishery Quality Assurance Department：NAFIQAD）における農水産食品の安全性

に係る継続的な検査体制の構築並びに強化を目的としており、もって農水産食品の安全性に

係る国家モニタリングプログラムの拡充に寄与するものである。 

 
(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）の関連部局：国際

協力局 SPS オフィス、NAFIQAD3
、NAFIQAD Branch4（ホーチミン市）、6（カントー市）及

び両 Branch の所管地域 

 
(3) 本事業の受益者（ターゲット・グループ） 

MARD：国際協力局 SPS オフィス、NAFIQAD、植物防疫局（Plant Protection Department：
PPD）、動物衛生局（Department of Animal Health：DAH） 

 
(4) 事業スケジュール（協力期間） 

2011 年 11 月～2014 年 10 月を予定（計 3 年間） 

 
(5) 総事業費（日本側） 

約 3 億 5,000 万円 

 
(6) 相手国側実施機関 

MARD：国際協力局 SPS オフィス、NAFIQAD、PPD、DAH 

 
(7) 投入（インプット） 

1) 日本側 

① 長期専門家：チーフ・アドバイザー(36Ｍ/Ｍ)、業務調整/研修計画(36Ｍ/Ｍ) 
② 短期専門家：プロジェクトの効果的な実施のため、必要に応じて、残留農薬、残留動

物医薬品、重金属、アフラトキシン、微生物、サンプリング、GLP（Good Laboratory 
Practice：試験所精度管理）、モニタリング計画など 8 分野 

③ 本邦及び第三国研修 27 名程度を予定 
④ 現地国内研修 OJT（On-the-Job Training）並びに関係者へのエコートレーニングを実

                                                        
3 NAFIQAD は、検査官や行政官や幹部、総務部門を含め、組織全体としては約 450 名（このうち、プロジェクトの直接対象

となる幹部管理、検査、分析部門は約 300 名）。 
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施予定 
⑤ 機材供与（プロジェクト活動に必要な機材供与） 
⑥ 現地活動費 

2) ベトナム側 

① カウンターパート（C/P）の人材配置 
・プロジェクト・ディレクター（MARD NAFIQAD 局長クラス） 
・プロジェクト・マネージャー（MARD NAFIQAD 副局長クラス） 
・カウンターパート（MARD内の関係部局として、国際協力局 SPSオフィス、NAFIQAD、

PPD、DAH） 
② プロジェクト実施に必要な執務室及び施設設備の提供 
③ パイロットサイト及び既存の機器、試薬、消耗品、活動予算、輸入機材関税支払い、

供与機材の維持管理費 
④ その他 (a) 運営・経常費用、(b) 電気、水道などの運用費、(c) その他 

 
(8) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 
① カテゴリ分類：Ｃ 
② カテゴリ分類の根拠：本事業による環境への影響などはない。 

2) ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減  
農水産食品の衛生確保は、最終的に国民の健康保護に寄与するものであり、危害にさら

されやすい貧困層や妊婦、子ども、老人の健康保護に資することができる。このように、環

境（食の安全面）、ジェンダーという点にも配慮したプロジェクト・デザインとなっている。 

3) その他 
特になし 

 
(9) 関連する援助活動 

1) わが国の援助活動 

SPS センター設立に係る無償資金協力との連携により、SPS 協定履行に必要な食品の安全

確保対策の強化を図る。 
2) 他ドナー等の援助活動 

CIDA が安全作物プログラムで NAFIQAD ラボへの設備供与や研修を実施しているほか、

ADB が 2011 年以降に食品安全プログラムを実施予定である。本プロジェクト及び SPS セン

ターの建設・機材供与の実施に際してはこれらドナーとの役割分担に配慮するとともに、相

乗効果発現に向けた連携策を検討することとする。 
 

４．協力の枠組み 

(1) 協力概要 

1) 上位目標 

農水産食品の安全性に係る国家モニタリングプログラムが拡充することにより、農水産

食品の安全性の改善に寄与する。 
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指標：農水産食品の安全性に係る国家モニタリング統計の作成及び更新 
2) プロジェクト目標 

NAFIQAD において、農水産食品の安全性を継続的に検査する体制が構築、強化される。 
指標：①国家モニタリングプログラムを実施する NAFIQAD の担当部署並びに支所が規定さ

れる。 
   ②国家モニタリングプログラムの実施計画が試行され、その評価の結果抽出された重

点項目に沿って翌年度の実施計画が策定される。 
3) 成果及び活動 

成果 1： NAFIQAD の試験所における農水産食品に係る検査能力が向上する。 
指標 1-1 パイロットサイト（対象省はプロジェクト開始後選定）における検査対象が、水

産食品のみならず農産食品にも拡がる。 
指標 1-2 パイロットサイトにおける検査項目数が XXXX に増加する

4
。 

指標 1-3 承認された標準作業手順書（SOP）が整備される。 
活動 1 ①ターゲット・グループに対して、配属の職員に対するサンプリング、GLP を含

めた検査技術研修を実施する、②（高度分析機器を活用した）新たな検査方法に

係る研修を NAFIQAD Branch4 及び 6 にて実施する、③NAFIQAD の職員に対して

試験所精度管理（GLP）研修を実施する、④検査手法の標準化のために、SOP を

制定または改定する。 

 
成果 2： 農水産食品の安全性に係る国家モニタリングプログラムが改善される。 

指標 2-1 リスク評価
5
を行うためのデータベースが整備される。 

指標 2-2 年間検査計画及び結果の公表様式が規定される。 
活動 2 ①日本において、C/P に対する行政研修を実施する、②行政研修の成果を元に、

モニタリングプログラムの項目及び実施体制を選択・分類する、③パイロットサ

イトにおいて、活動 2-②を踏まえたモニタリングプログラムを試行し、データベ

ースの評価方法を策定する、④活動 2-③の試行結果を参考にしつつ、データベー

スの施策反映プロセスを盛り込んだ国家モニタリングプログラムを策定する。 

 
成果 3： 農水産食品の安全性確保に係る政府担当者(MARD 国際協力局 SPS オフィス、

NAFIQAD、PPD、DAH)が育成される。 
指標 3-1 食品衛生行政研修を受講した職員のうち、50％以上が国家モニタリングプログラ

ムの運営・改善に従事する。 
指標 3-2 OJT で習得した各研修項目について、少なくとも 1 名がトレーナーとなり、エコ

ートレーニングを実施する。 
活動 3 ①本邦研修受講者を対象に、パイロットサイトにおいて OJT を実施する、②OJT

にて技術を習得した C/P が、他の試験所の中核技術者を対象に、エコートレーニ

ングを実施する。 
                                                        
4 現状と市場の要求に応じて、ターゲットとする検査項目の目標数はプロジェクト開始の早々に協議して決めることとする。 
5 数多くの食品の検査結果をデータベース化し、食品ごと、生産地域ごと、生産時期ごと、事業者ごとのリスクを導き出すた

めの評価を意図。これをもとに、ハイリスク食品については、検査強化及び指導強化につなげようとするもの。 
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4) プロジェクト実施上の留意点 

・指標の基準値・目標値については、R/D 締結時あるいはプロジェクト開始時、さらに中間

評価時点で、ベトナム側と協議し、妥当性及び進捗の確認及び見直しを行う。 
・成果 3 は人材育成を通じて、成果 1 及び 2 の、「検査体制の強化」と「国家モニタリング

プログラム改善」に資するものであり、活動 1 及び 2 の進捗を考慮しつつ実施すること

とする。 
 

(2) その他インパクト 

WHO/SPS 協定の履行に向けて国内及び輸出用の安全な農産物の供給が可能となる。 
 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

(1) 事業実施のための前提条件 

・プロジェクト実施に不可欠な関連機関の組織機構及び人材が確保される。 
 

(2) 成果達成のための外部条件 

・研修を受講した人材が各配属先で引き続き勤務し、周囲の関係者にその技術、知識を移転

する。 
 

(3) プロジェクト目標達成のための外部条件 

・べトナムの食品安全政策の方向性が変更されない。 
・べトナムにおいて深刻な健康被害が発生しない。 

 
(4) 上位目標達成のための外部条件 

・国家モニタリング検査実施のための予算が確保される。 
・MARD 傘下のラボ及び関係者が役割を適切に果たす。 

 

６．評価結果 

本事業は、ベトナムの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計

画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 
 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

「チリ共和国食品安全国家プログラム強化プロジェクト」（2005 年～2008 年）の終了時評価では、

ラボ（検査室）の検査・分析の発展のために、適切なラボ（検査室）施設、機材、技術者に加え、

機材の継続活用や機器の保守管理のための予算を確保する必要があるとし、また、モニタリング

計画の確実な実施のための継続的な研修プログラム、及びモニタリング実施結果について関連食

品製造業者へフィードバックする体制並びに、そのモニタリング情報を広く国民に共有できるよ

うなシステムの検討が必要であるとしていた。加えて、すべてのラボ（検査室）における検査部

門から独立した信頼性確保部門さらに外部精度管理システムを設置することが望ましいといった

食品検査・分析に関する提言がなされていた。本事業は、これらの教訓を踏まえ、プロジェクト

実施にあたっては実施から結果のフィードバックまでを包括する形で活動計画を策定することと
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する。また、国家モニタリングプログラムの確実な実施のための体制を構築する観点から、ベト

ナム国内でも農水産食品の取扱量や項目が多くラボの人材や施設が整備されている NAFIQAD 
Branch 4 と 6 をパイロットサイトに選定した。 
 

８．今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

4. (1)のとおり。 
(2) 今後の評価計画 

事業中間時点：中間レビュー 
事業終了 6 カ月前：終了時評価 
事業終了 3 年後：事後評価 
 


