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事業事前評価表 

 

国際協力機構地球環境部水資源・防災グループ防災第一課 

１．案件名                                 

国 名：ミャンマー連邦共和国 

案件名：自然災害早期警報システム構築プロジェクト 

The Project on Establishment of End-to-End Early Warning System 

for Natural Disaster 

 

２．事業の背景と必要性                          

（1）当該国における自然災害早期警報システムに係る現状と課題 

ミャンマー国では毎年多くの地域で自然災害による被害が発生している。近

年では、サイクロン「ナルギス」が 2008 年 5 月 2 日に同国南部のエーヤーワデ

ィ・デルタの南西端にあるハイジー島に上陸し、同デルタを横断しヤンゴンに

至った。同サイクロンは 13 万 8 千人を越える死亡・行方不明者を出す未曾有の

人的被害をもたらし、また地域住民の生活、生産活動を壊滅させる甚大な物的

被害を与えた。東南アジア諸国連合（Association of Southeast Asian Nations 、

以下、「ASEAN」とする。)事務局の発表によると同サイクロンによる被害総額は

40 億ドルと言われている。また、2010 年 10 月に同国西部のラカイン州に上陸

したサイクロン「ギリ」では、45 人が死亡、10 万人以上が家屋を失う被害があ

り、被害総額は 5千 7百万ドルと言われている（EM-DAT1より）。 

ナルギスによる被害を受け、JICA は 2008 年 8 月にプロジェクト形成調査を実

施したが、本調査結果によると、サイクロンによる被害がここまで拡大した原

因として、情報伝達システムが不十分であり、被災した地域の住民に対してサ

イクロンの情報が伝達されていなかったことが挙げられており、自然災害早期

警報システムの整備が急務であることが確認された。 

具体的には、気象警報は中央政府から管区域・州レベル、郡レベル、タウン

シップレベルまでは周知されていたものの、タウンシップからビレッジ・トラ

クト2、また、各ビレッジまでは十分に届いていなかった。タウンシップからビ

レッジ・トラクト、また各ビレッジまでの情報伝達手段は限られており、メッ

センジャーの派遣等で行われていたことから、住民一人一人まで情報が届かな

かったと考えられる。ラジオやテレビの普及率も低いことから（2012 年 8 月調

                                                  
1 EM-DAT は the WHO Collaborating Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 

(CRED) が運営する海外の災害データベース 
2 ビレッジ・トラクトとは、複数のビレッジを統括しているタウンシップ内の有力ビレッジ、

及びその統括下の複数ビレッジの集合体を指す。 
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査時点でもビレッジの半数以上が所有していない状態）、マス・メディアを通じ

た情報も十分住民一人一人まで届いていなかったと考えられる。 

気象予警報を発令するのは運輸省気象水文局（Department of Meteorology and 

Hydrology, Ministry of Transport、以下「DMH」とする。）であり、コミュニ

ティまで情報を伝達する責任は社会福祉・救済復興省救済復興局（Relief and 

Resettlement Department, Ministry of Social Welfare, Relief and 

Resettlement、以下「RRD」とする。）が負っているので、両者の連携体制の強

化・整備が不可欠である。なお、2012 年 8 月に行われた国家レベルの警報発令・

伝達訓練でもコミュニティまでの情報伝達に長時間を要しており、本時間の短

縮が依然として課題であることが確認されている。 

また、気象情報に基づき適切な避難勧告の発出及びその解除を行う必要があ

るが、どのような気象情報に対してどのような避難勧告の発出・解除を行うべ

きかが曖昧な状態となっていることが 2012 年 8月の調査において確認されてい

る。 

以上のことから、適切な警報が発令され迅速に住民一人一人まで確実に伝わ

り災害に備える体制整備が、自然災害による被害を軽減する上で喫緊の課題と

なっている。 

 

（2）当該国における自然災害早期警報システムに係る開発政策と本事業の位置

づけ 

ミャンマー国では、2011 年 3 月の新政権樹立後、新たな国家防災委員会

（Myanmar Disaster Preparedness Agency、以下「MDPA」とする。）が設立され、

同委員会の下、防災関連機関による情報伝達体制整備と防災能力向上が喫緊の

課題となっている。 

また、ミャンマー国政府がアジア災害防止センター（Asia Disaster 

Preparedness Center、以下「ADPC」とする。) と共同で作成した Myanmar Action 

Plan for Disaster Risk Reduction (以下、「MAPDRR」とする。) の中でも早期

警報システムの構築は優先度の高い活動として記載されている。 

 

（3）自然災害早期警報システムに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

本プロジェクトはサイクロンや高潮、洪水、津波等自然災害に脆弱なエーヤ

ワディ地域及びラカイン州を対象として早期警報システムを構築し、住民の適

切な避難を促すことでその生命や財産を守り、災害に脆弱な地域での貧困から

の脱却に資するための事業であり、2012 年 4 月に行われた日本・ミャンマー首

脳会談において発表された経済協力方針の「国民の生活向上のための支援」に

合致する。また、防災分野は今後協力を進める重要な分野の一つとして想定さ
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れている。 

なお、これまでの協力実績として、個別専門家「サイクロン予警報業務改善

アドバイザー」（2009 年 10 月～2012 年 3 月）、無償資金協力 「サイクロン・ナ

ルギス被災地小学校兼サイクロンシェルター建設計画」（2009 年-実施中）等が

ある。 

 

（4）他の援助機関の対応 

サイクロン「ナルギス」による被害発生直後、国際連合開発計画（United 

Nations Development Programme、以下、「UNDP」とする）、ASEAN 事務局、ミャ

ンマー国政府が Tripartite Core Group(TCP)を結成し、復興支援の推進・調整

が行われた。また、ADPC が主となり、UNDP、United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs(以下、「UNOCHA」とする。)も協力の下、

ミャンマー国の防災分野の政策的枠組みとなる MAPDRR の策定が行われ、優先課

題の抽出・整理が行われた。 

 

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、エーヤワディ地域及びラカイン州のパイロット・プロジェク

トサイト3において、自然災害早期警報システムを改善し、関係政府機関と

地域住民の防災能力を向上させることにより、早期警報が末端の住民まで迅

速かつ適切に伝わるシステムの構築を図り、もって同早期警報システムが沿

岸地域、特に対象２地域・州で整備されること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 

   エーヤワディ地域（約 660 万人）及びラカイン州（約 270 万人） 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

     ・RRD 職員 

・DMH 職員 

・各レベルでの地方防災委員会4のメンバー（地方政府レベル、郡レベル、

タウンシップ5レベル及びコミュニティ6レベル） 

・パイロット・プロジェクトサイトの存在する郡、タウンシップ職員 

                                                  
3プロジェクト開始後選定するタウンシップ中のビレッジ・トラクト及びモデル村を指す。 
4 地方防災委員会とは、州・地域レベル、郡レベル、タウンシップレベル、コミュニティレ

ベルに存在する防災対策のための委員会であり、郡レベルまでは各省庁の出先機関が委員

会メンバーとなっている。  
5タウンシップとは、日本の市・町にあたる行政単位である。 
6コミュニティとは、ミャンマーの最小行政単位であるビレッジ（及びビレッジがいくつか

集まったビレッジトラクト）を指している。 
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・パイロット・プロジェクトサイトの住民 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 1 月～2016 年 12 月を予定（計 48 ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約 3.8 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

     RRD 及び DMH 

 

(7) 投入（インプット） 

1)日本側 

①専門家派遣（約 80 MM） 

・総括/組織体制強化 

・無線通信システム 

・早期警報業務計画 

・防災計画 

・コミュニティ防災 

・業務調整 

②早期警報システム構築に必要な供与機材 約50百万円 

（詳細計画策定調査時点でのアイデアであり、詳細はプロジェクト実施後確

定する。） 

・早期警報システム（SSB 無線、ワイヤレス LAN、I-com、拡声器等） 

・潮位計（リアルタイムデータ転送機能付き） 

・ソーラーパネル 

・その他 

 

③本邦研修 

   ・総合防災（警報業務計画、地方防災体制、コミュニティ防災）に係る

研修。 

・約 2週間を 4年間各年次に実施予定。毎年 4～6名程度を招聘予定。 

以上のことから、計 8.0～12.0 MM を想定。 

 

2)ミャンマー国側 

①人員の配置 
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・プロジェクトダイレクター（RRD 局長） 

・コ・プロジェクト・ダイレクター7（DMH 副局長） 

・プロジェクトマネージャー（RRD 課長補佐、DMH 課長補佐） 

・リージョナル・プロジェクト・マネージャー（エーヤワディ地域・ラ

カイン州 General Administration Department 以下、「GAD」副局長） 

・リージョナル・プロジェクトコーディネータ（エーヤワディ地域・ラ

カイン州の RRD 職員） 

・カウンターパート（タウンシップ、村レベルでの必要人員の配置を含

む） 

②施設 

・RRD（ネピドー）執務スペース 

・DMH（ヤンゴン）執務スペース 

・対象地域の地方政府事務所内に専門家執務スペース及び設備（詳細は

プロジェクト開始後決定） 

③ローカルコスト 

・啓発プログラム、緊急時訓練、避難訓練の実施経費 

 

（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 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）上、

環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減 

・対象地域の住民は厳しい貧困状況にあり、ラジオ、TV、電話等の通信手段を

確保できない状況にある。ラジオは約 273 円～455 円8と安価であるが、普及

がままならない村もあることから、普及展開に向けた予算の確保につき留意

する必要がある。 

 

3) その他 

・特になし 

                                                  
7 コ・プロジェクト・ダイレクターは、本プロジェクト活動における DMH 関連事項について

責任を持つ役割として、詳細計画策定調査時に RRD、DMH と協議の上配置することで合意し

た。 
8 2012 年 8 月時点。JICA 統制レート 1チャット=0.091 円。約 3000～5000 チャット。 
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（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

・ミャンマー国側実施機関の一つである RRD に、2012 年 7 月より「防災人材育

成アドバイザー（2 年間派遣予定）」が派遣されており、RRD の防災対応能力

強化や防災計画の改訂、防災関連機関間や他ドナーとの連携強化に取り組ん

でいる。プロジェクト期間中、本アドバイザーと連携し、成果の共有を図る。

特に、本プロジェクトで策定する他地域への展開計画の MDPA における承認に

向けた働きかけや、活動の教訓を防災計画へ反映する上で協力する。 

・また、現在実施中の無償資金協力「気象観測装置整備計画」準備調査（無償）

とも情報共有を図る。 

・さらに、ミャンマー国では SEEDS Asia や Bridge Asia Japan(以下、「BAJ」と

する。)といった日本国 NGO による草の根レベルの防災教育が以前より行われ

ており、本プロジェクトで対象とするエーヤワディ地域、ラカイン州でも活

動を行っている。同 NGO は地域特性やコミュニティ防災・防災教育等普及展

開に向けた業務上のノウハウを豊富に有していることから、情報共有を密に

行い、成果の共有・拡大に努める。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

① UNDP 

・UNDP は、ミャンマー国 Disaster Risk Reduction Working Group（防災分野

で活動する国連機関や NGO 等が参加）のリーダーである。同ワーキング・グ

ループには RRD 等ミャンマー国政府機関も参加している。月例会議やワーク

ショップを開催しており、ワーキング・グループメンバー間の(i)情報共有、

(ii)活動調整、(iii)ローカル NGO や政府関係者の能力向上を目的として活動

していることから、本プロジェクト活動について情報共有が必要。 

 

② Action Aid 

・本プロジェクトがプロジェクト対象地域とする予定のラブタ・タウンシップ

のうち、東部沿岸の Pyinsalu 地域の 15 の Village に他の NGO と連携してコ

ミュニティ防災活動を実施予定。 

・本プロジェクトと活動地域も類似していることから、今後の活動予定や活動

進捗、課題教訓等の定期的な情報交換が必要。 

 

③ The United Nations Human Settlements Programme （UNHABITAT） 

・Cyclone Shelter Assessment という調査を実施しており、デルタ地域のサイ
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クロン対応建築物からサンプルを抽出し、詳細な査定をしていることから、

活動 3－3で予定している避難所及び避難路を選定・確保において本アセスメ

ントの教訓を生かすとともに、活動進捗の共有等定期的な情報交換が必要。 

 

④ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) 

・学校での防災教育拡充のため教師への防災教育研修プログラムを実施してお

り、Hyogo Frame Action に則ったトレーニングモジュール、マテリアルの開

発を行っている。トレーニング教材等の用語の統一、教員トレーニング用テ

キスト、生徒用テキストを開発していることから、本プロジェクトのコミュ

ニティ防災活動における活用を検討する。 

 

⑤ ミャンマー赤十字（Myanmar Red Cross Society (MRCS)） 

・ミャンマー赤十字はタウンシップレベルの防災委員会のメンバーとなってい

ることから、本プロジェクト活動についての情報共有が必要。 

 

４．協力の枠組み                              

（1）協力概要 

1）上位目標 

自然災害の早期警報が住民まで迅速かつ適切に伝わるシステムが沿岸地域、

特にエーヤワディ地域とラカイン州で整備される。 

指標： 

a. 沿岸地域の xx%の地域、特にエーヤワディ地域とラカイン州で改善された

早期警報システムが導入される。 

 

2）プロジェクト目標 

パイロット・プロジェクトサイトにて、自然災害の早期警報が住民まで迅速

かつ適切に伝わるシステムの改良モデルが確立され、他地域への展開計画が

作成される。 

指標： 

a. 終了時評価の前に実施される訓練において、２つ以上のルートからパイロ

ット・プロジェクトサイトの住民に確実に早期警報が伝達される。9 

b. 終了時評価の前に実施される訓練において、適切な避難勧告が住民に伝達

                                                  
9 終了時評価の前に中央政府からコミュニティ（村）までの自然災害早期警報発令・避難訓

練を実施し、住民のうち○％が避難所へ避難することを指標とする。○の具体的な数値に

ついては、プロジェクト開始後妥当な目標を設定する。 
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される。 

c. 作成された他地域への展開計画が、MDPA によって承認される。 

 

3）成果及び活動 

成果 1：自然災害早期警報の情報伝達システムが改善される。  

指標 1： 

a. 導入された同報システムが正常に機能することが確認される。10 

b. タウンシップまたはそれ以下のコミュニティにおける情報伝達体制のモ

デルが提案される。 

c. マス・メディアを通した情報伝達の改善モデルがプロジェクト関係者から

マス・メディア及び防災関係機関に対して提案される。 

活動 1： 

1-1 行政ラインを通じた早期警報の情報伝達の改善 

1-1-1 ミャンマー国における早期警報伝達に関係する各組織の役割や責任

の現状及び問題点を把握する。 

1-1-2 1-1-1 の現状分析に基づいて、ミャンマー国における早期警報伝達に

関係する各組織に求められる役割や責任を明確にする。 

1-1-3 現行の予警報内容の問題点（例：気象プロダクト11の内容、警報発令・

解除基準等）をレビューし、課題を抽出する。 

1-1-4 1-1-3 の分析結果に基づいて、予警報の内容及び警報発令・解除基準

等を改善する。 

1-1-5 MDPA の各レベルのメンバー（中央レベル、州・地域レベル、ディス

トリクトレベル、タウンシップレベル）に対して、情報伝達を行う経

路を明確化する。 

1-1-6 行政ラインを通じた情報伝達のために同報システムを導入する。 

 

1-2 タウンシップまたはそれ以下のレベルにおけるコミュニティ向け情報

伝達体制の構築 

1-2-1 パイロット・プロジェクトの対象となるタウンシップ及びコミュニテ

ィ（村：パイロット・プロジェクトサイト）を選定する。 

1-2-2 情報伝達に必要な通信機材をコミュニティに提供する。 

1-2-3 自然災害早期警報システムの持続可能性担保のため、コミュニティレ

                                                  
10 同報システムとは、中央政府から行政ラインを通じてタウンシップレベル（あるいはパ

イロット・サイトのモデル村）まで導入する一斉情報通信システムであり、本システムに

よる情報伝達に不具合が発生しないことを目標とする。 
11 気象衛星画像を用いた気温や風向の分布等、気象予警報に活用する各種資料を指す。 
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ベルでの発電方法を検討する。 

1-2-4 パイロット・プロジェクトサイトにて情報伝達訓練を実施する。 

 

1-3 DMH からマス・メディアを通した情報伝達の改善 

1-3-1 DMH からコミュニティへのマス・メディアを通した情報伝達体制及び

内容をレビューし、課題抽出及び改善を行う。 

1-3-2 ミャンマー国政府と民間企業で共同設置されたＦＭラジオ局と連携

し、早期警報の伝達に活用する。 

1-3-3 DMH とテレビ放送局の間で情報発信に向けた取極め締結を含め、災害

情報を即時で放映できるよう通信回線の整備を行う。 

 

成果 2：MDPA を始め防災関係機関12の災害対応能力（成果１において明確にした

責任・役割に沿った活動）が中央レベル、地域・州レベル、郡レベル、

タウンシップレベルで向上する。  

指標 2： 

a. 自然災害・早期警報システムに関する研修に x%以上の防災関係機関が参加

する。 

b. 各レベルにおける早期警報システムの運用マニュアルが作成される。 

活動 2： 

2-1 上記の 1-1-1 から 1-1-4 の活動に基づいて、研修ニーズを確認する。 

2-2 中央政府の RRD 職員及び DMH 職員と、州/地域防災委員会のメンバーに

対する自然災害並びに早期警報伝達システムに関する研修を行う。（図

上訓練を含む） 

2-3 早期警報システムに関するマニュアル及び情報・教育・伝達（IEC）教

材を各レベル（中央レベル、州・地域レベル、郡レベル、タウンシップ

レベル、コミュニティレベル）で作成する。 

2-4 2-2 による教訓を 2-3 で作成したマニュアル及び IEC 教材に反映する。 

 

成果 3：自然災害に対する住民の災害対応能力が向上する。 

指標 3： 

a. パイロット・プロジェクトサイトが存在するタウンシップのｙ％のコミュ

ニティにて避難所と避難路が整備され、Z％のコミュニティにて周知される。 

b. パイロット・プロジェクトサイトが存在するタウンシップの XX％以上のコ

ミュニティが避難訓練等のコミュニティ防災活動に参加する。2 つ以上の

コミュニティレベルでの災害時に使用可能な発電方法が提案される。 

                                                  
12 RRD、DMH、教育省、保健省、通信省等始めとした省庁や、赤十字や警察等コミュニティ

レベルでの防災活動に関係する組織を指す。 
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活動 3： 

3-1 コミュニティ防災計画が策定・改訂される（いつ、どこへ、どうやって

避難するか、携行品は何か、等災害時の基礎的な対応を含む）。 

3-2 コミュニティ防災計画作成のためのマニュアルが作成される。 

3-3 避難所及び避難路を選定・確保する。 

3-4 コミュニティ防災計画に基づく避難訓練等を行う。 

3-5 タウンシップ職員に対し、コミュニティ防災活動を改善するための研修

を実施する。 

 

成果 4：成果１～成果３の教訓をとりまとめた他地域への展開計画がとりまとめ

られる。 

指標 4： 

a. 他地域への展開計画(案)がプロジェクト関係者からMDPAに対して提案され

る。 

活動 4： 

4-1 1-1-1～1-1-6 の活動を通した行政ラインの情報伝達体制のモデルをと

りまとめ、他地域への展開計画に反映する。 

4-2 1-2-1～1-2-4 の活動を通したタウンシップ及びコミュニティ（村）レ

ベルでの情報伝達体制のモデルをとりまとめ、他地域への展開計画に反

映する。 

4-3 2-3、2-4 で作成したマニュアルを他地域への展開計画に反映する。 

4-4 3-1～3-4 の活動で得られたコミュニティ防災における教訓をとりまと

め、他地域への展開計画に反映する。 

4-5 4-1～4-4 を他地域への展開計画を最終化する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・指標及びその目標値については、本事業開始後、関係者間で協議し、必要に

応じて修正した上で、Joint Coordinating Committee (以下、「JCC」とする。) 

において承認を受ける。（プロジェクト開始後半年以内を想定。） 

・具体的には、活動の 1－1－1 や 1－1－2、1－2－1、1－3－1 を通した現状把

握・課題分析によるベースライン調査を実施し、プロジェクト目標達成に向

けた指標を明確にする。 

・パイロット・プロジェクトサイトは、エーヤワディ地域及びラカイン州を対

象に、プロジェクト開始後選定するタウンシップ中のビレッジ・トラクト及

びビレッジを１～２村選定する予定である。このうち、エーヤワディ地域に

おいては、無償資金協力 「サイクロン・ナルギス被災地小学校兼サイクロン

シェルター建設計画」で建設中のシェルターのある村の中から選定予定であ

り、コミュニティの状況やアクセス等の選定条件を作成の上、候補地を選定
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し、JCC において承認を受ける。 

・パイロット・プロジェクトサイトのもう一つの対象地域であるラカイン州に

ついては、現在治安状況が良くないことから、詳細計画策定調査では現地踏

査を実施できなかった。同州の扱いについては、ミャンマー側と十分に協議

して、候補地の選定、活動内容の検討等を行う。 

・早期警報システム構築に必要な供与機材について、本調査において提案して

いる機材は構想段階のものであり、その価格、実用性、維持管理の活実性等

を十分に検討し、JCC にて承認を受ける。 

・本事業の活動内容とその成果を日本国民、ミャンマー国関係機関及びドナー

に正しく理解してもらえるよう、JICA ウェブサイトの活用を含め、効果的な

広報に努める。 

・ミャンマーにおける防災の課題は①RRD を中心とする防災体制の脆弱さ、②気

象観測能力の向上と予警報の精度の向上、及び、③コミュニティの災害対応

能力の強化である。本プロジェクトは③に関して災害予警報がコミュニティ

に確実に伝達され、住民が適切な対応をとることのできる体制の構築を目指

す。同じく③に関しては無償資金協力を通じて、サイクロンシェルターの整

備を実施しており、本プロジェクトとの連携を予定している。また、①は長

期専門家、②は無償資金協力による支援を予定しており、以上の関連プロジ

ェクトを通じた支援とも十分連携を図りながら効果の最大化を図る必要があ

る。 

 

（2）その他インパクト 

本事業における防災関係機関及びコミュニティの防災能力の強化では、早期警

報システムの構築だけでなく、災害後の応急対応を含めた総合的な防災能力強

化にも貢献する。 

 

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 

・ミャンマーの政治情勢が大きく変化しない。 

（2）成果達成のための外部条件 

・遅滞なくプロジェクト関係予算が配分される 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・プロジェクトの研修に参加した RRD, DMH 職員が継続して業務を続ける。 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・ミャンマーの防災分野の政策に大きな変化がない。 
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・早期警報システムの導入に必要な予算が確保される。 

 

６．評価結果                               

本事業は、ミャンマー国の開発政策、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                

「ミャンマー国乾燥地共有林研修・普及計画」（2001-2006）では、森林局内で

共有林普及のために必要な制度的整備を進める活動・投入計画をプロジェクト

当初から含めるべきだったとの教訓が指摘されている。本プロジェクトでは、

同教訓を参考に、パイロット事業の成果を他地域へ普及するための展開計画の

作成を成果の一つに設定し、プロジェクトの自立発展性の確保を目指している。 

また、「ミャンマー国中央乾燥地村落給水技術プロジェクト」（2006-2009）では、

村落レベルの維持管理・モニタリングについて、専門家が C/P に技術移転を行

い、C/P が水委員会の能力強化を実施したが、このアプローチが住民組織の自立

発展性の確保に有効であったとの教訓を提示している。本プロジェクトでも、

タウンシップ・オフィサーをコミュニティ防災ためのファシリテーターとして

育成することを計画に組み込んでいる。 

 

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 

事業開始 6か月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3年後 事後評価 

以 上 


