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事業事前評価表事業事前評価表事業事前評価表事業事前評価表    

    

国際協力機構国際協力機構国際協力機構国際協力機構地球環境部水資源第二課地球環境部水資源第二課地球環境部水資源第二課地球環境部水資源第二課    

１．案件名１．案件名１．案件名１．案件名                                                                                                                                                                                                                                                           

 国 名： エチオピア国 

 案件名： 飲料水用ロープポンプの普及による地方給水衛生・生活改善プロジェクト 

 The Project for Rural Water Supply, Sanitation and Livelihood Improvement through Dissemination  

of Rope Pumps (RPs) for Drinking Water 

  

２．事業の背景と必要性２．事業の背景と必要性２．事業の背景と必要性２．事業の背景と必要性                                                                                                                                                                                                                            

（1）当該国における給水セクターの現状と課題 

  エチオピア村落部における「安全な水」が利用できる住民の割合（給水率）は、サブサハラ平均の49%に対し、

26％と低い。（UNICEF／WHO，2010 年）この状況に対し、エチオピア政府および我が国を含む開発パートナーが

支援を行っており、村落部の給水率は 2000 年の 18％という数値からの改善はみられる。しかし、エチオピア政

府が策定している給水セクターの開発計画（Universal Access Program：UAP）で掲げられている「村落部の給水

率を（ミレニアム開発目標の最終年である）2015 年には 98％へ引き上げる」という目標には遠く及んでいない。 

従来、エチオピア村落部の給水施設の多くは、ハンドポンプ付の深井戸を中心に整備が進められて来た。し

かし、この従来型の深井戸は、設置にかかる費用が比較的高く、井戸掘削技術が不可欠で、かつ資材を入手す

るのに外部からの支援が必要となる。そこで、エチオピア政府は、従来型のハンドポンプ付の深井戸だけでなく、

国内で入手可能な資材を利用し、住民の自己負担による初期投資と維持管理が可能な安価簡便な適正技術を

活用した「セルフ・サプライ」型給水施設による給水率向上を重要視するようになり、UAP の改訂にあたっては、

その推進が謳われることとなった。 

適正技術の一つであるロープポンプ（以下、「RP」）は、エチオピアでは 1998 年より JICA 技術協力を通じ新設

されたエチオピア･ウォーター･テクノロジー･センター（EWTEC）にて改良され、その後各州で試行的な設置が行

われてきた。安価簡便な技術で製造が可能なため、UAP においてセルフ・サプライの中心的な役割を期待され

ている。しかし、これまでは模倣品が出回ったり、行政による普及戦略や住民が購入する際の経済的支援策が

なかったことにより、限定的な普及に留まっていた。また、現時点では、連邦、州等の国レベルでの RP の製造と

設置の仕様規格化、品質管理といった課題について統一された見解や普及戦略もない。RP の更なる普及を目

指すためには、住民に対する購入支援を始め、国レベルでの RP に対する統一した見解や普及促進のための戦

略策定、商品としての信頼性の回復が必須である。 

また 2012 年 3-4 月に実施された詳細計画策定調査の結果から、UNICEF や NGO（米国 NGO の IDE)などを

中心にコミュニティ、世帯向けの製造・設置活動の実施や、さらなる拡大への構想があることが判明し、エチオピ

ア全土において RP の普及状況は当初の想定に比較して数段高まりつつある状況である。そこで、今般このよう

な状況に乗じRP普及に向けた戦略案の策定、普及・促進の制度設計、市場形成や住民による購入促進の支援、

製造業者への技術研修等、セルフ・サプライ政策の推進をマーケット・ベースで展開する仕組みを構築すること

を目的とした本事業が形成された。 

 

（2）当該国における給水セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

技プロ用技プロ用技プロ用技プロ用    
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本事業はエチオピア政府が地方給水率の向上のために推進しているセルフ・サプライ政策への支援として位

置づけられる。エチオピアは 2010 年に国家開発計画（The Growth and Transformation Plan（GTP）

2010/11-2014/15）を発表し、地方給水については上述の UAP のとおり、2015 年までの給水率 98%達成を目指

している。そして、GTP/UAP の目標達成に向け、2012 年 1 月には「The National Guidelines for Self-Supply in 

Ethiopia（セルフ・サプライ政策）」を策定し、セルフ・サプライ政策を推進することで、農村部の世帯または世帯グ

ループによる初期投資や経費負担による給水施設の設置とその維持管理を行い、地方給水（率）を向上させる

ことを目指している。このなかで RP を適正、有効な技術の一つとしている。 

既に策定されたセルフ・サプライ政策の推進に向けた具体的な施策の内容や展開の方策の検討はこれから

であるため、本事業の進捗によっては、プロジェクトの成果や経験がセルフ・サプライ政策の具体的施策や政策

内容の改善へ反映されることが期待される。 

 

（3）給水セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

本事業が含まれる「安全な水へのアクセス向上と維持管理」は、我が国の対エチオピア援助の重点 4 分野の

一つである「農業・農村開発」に位置づけられ、最優先の支援分野である。また、TICADIV 横浜行動計画におい

て「安全な水」への協力は、重点政策（人間中心の開発）である。なお、本事業では給水率向上に向けた方策と

して、RP の普及、セルフ・サプライ政策の推進がマーケット・ベースで展開される仕組み作りを目指しており、こ

れは対エチオピア援助方針の重点分野の一つである「民間セクター開発」での実施中事業の知見を活用できる

ことが期待される。 

これまで日本は 20 年近くにわたり、井戸掘削機材の供与や給水施設建設にかかる無償資金協力を合計 9 案

件実施しており、村落地域を中心に給水率の改善に寄与してきた。また JICA が実施した技術協力プロジェクト

「地下水開発・水供給訓練計画フェーズ 2 （EWTEC 2）」（2005 年 1 月～2008 年 3 月）でそれまでオランダの NGO

が設置を手掛けていた RP の開発が改めて試みられ、職工に対して RP 製造の訓練を行った経験がある。さらに、

本事業でも対象とする南部諸民族州で実施された JICA の技術協力プロジェクト「南部諸民族州給水技術改善

計画（WASCAP）（2007 年 12 月～2011 年 12 月）」では、南部諸民族州と他 3 州の計 4 州において、EWTEC 2 で

訓練を受けた職工が製造した RP の試行的設置もその活動の一部として進められてきた。 

 

（4）他の援助機関の対応 

UNICEF 支援により、水・エネルギー省が「セルフ・サプライ政策の推進のためのテクニカル・ガイドライン」の

作成を検討している。よって、今後の同ガイドラインの作成の進捗やその内容と本事業の整合性には漸次、調

整する必要がある。また、幾つかの NGO が農村での収入向上や、生計手段の多様化を目的として、小規模な

農業灌漑用のRP設置を支援する活動を南部諸民族州も含めて展開している。一方、飲料水を主目的とするRP

普及への他の援助機関による支援は現在まで行われてきていない。 

 

３．事業概要３．事業概要３．事業概要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） 

 本事業はエチオピア南部諸民族州において、飲料水用 RP の規格化と品質管理、RP の普及および流通体制

の整備等を行うことにより、飲料水用 RP の普及促進を図り、もって生活改善をとおした給水衛生状況の改善に

寄与するものである。 
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（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

エチオピア南部諸民族州(SNNPR)の複数郡 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

① 中央レベル：連邦水・エネルギー省 給水衛生局 

② 地方レベル：南部諸民族州水資源局および郡水事務所、ロープポンプ製造・設置・維持管理に携わる民

間業者、飲料水用ロープポンプの利用者 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012 年 10 月～2016 年 9 月（計 48 ヶ月） （予定） 

 

（5）総事業費（日本側） 

5 億円（予定） 

 

（6）相手国側実施機関 

① 連邦水エネルギー省 給水衛生局 

② 南部諸民族州水資源局 

③ 南部諸民族州の郡 水・鉱物・エネルギー事務所 

 

（7） 投入（インプット） 

① 日本側 

ア） 専門家（計 7 名、120MM 程度） 

 チーフアドバイザー/普及・流通戦略、機械工学/機械デザイン、掘削技術、普及・流通 、農業、小規

模金融/農村生活改善、衛生改善、その他必要な分野 

イ） 資機材 

車輌、情報機器、消耗品等 

ウ） 研修 

本邦、第三国研修または国内研修 

エ） プロジェクト運営費 

 

② エチオピア側 

ア） カウンターパートの配置 

連邦水・エネルギー省、南部州諸民族州水資源局よりプロジェクトダイレクター、プロジェクトマネージ

ャー、プロジェクトスタッフ等 

イ） 資機材 

ウ） 施設 (執務スペースと光熱費) 

エ） 資料、情報の提供 

 

（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 

ア） カテゴリ分類：C 

イ） カテゴリ分類の根拠： 
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 本事業は給水施設運営というソフト面での技術協力を行うものであり、環境への影響は殆ど見込まれない。 

 

② ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

事業対象地域、特に農村地域では水汲みに関わる労働や飲料水の家庭での保管は主に女性が責任を持

つ作業であり、事業の展開では女性の積極的な参画が前提である。事業を進める際には住民参加型を尊重

し、さらに協議や判断・決定の場では女性の参加が最大限に確保できるよう、配慮を行う必要がある。平等の

推進においては、RP の導入が住民にとり経済的負担となる場合の小規模金融の準備や、世帯での RP の購

入や設置が困難な場合にいくつかの世帯を束ねたグループ化の支援を行うことが挙げられる。また貧困層に

も期待する便益が届くよう、計画では検討はされているが、事業実施の際には、州・郡の水、農業、保健等の

サービス事務所と村落の間の意志疎通、また村落内の情報伝達や意思決定等において、RP に関心を持つ

住民へ、RP 設置への機会の平等が確保されるよう、留意する必要がある。 

 

（9）関連する援助活動 

① 我が国の援助活動 

現在、実施中の技術協力プロジェクト「地下水開発・水供給訓練（EWTEC）（フェーズ 3）」（2009 年 1 月～

2014 年 1 月）では給水技術者の養成、訓練を行ってきている。 

 

② 他ドナー等の援助活動 

UNICEF を始めとする国際機関による支援のほか、NGO が収入向上や生計の多様化を目的として、小規模 

な農業灌漑用 RP の設置を支援している。 

 

４．協力の枠組み４．協力の枠組み４．協力の枠組み４．協力の枠組み                                                                                                                                                                                                                                                        

（1）協力概要 

① 上位目標： 

飲料水用 RP が全国で普及され、生活改善をとおした給水衛生状況が改善される。 

【指標】 

1. 全国で給水率が向上する。 

2. 全国で RP 井戸による給水世帯数（人口）が増加する。 

3. 全国で伝統的浅井戸における RP 設置数が増加する。 

4. 全国で伝統的浅井戸になんらかの技術/機械により汚染防止措置が講じられた施設数が増加する。 

5. 飲料水用 RP の多目的利用（例：灌漑農業）を実践している世帯数が増加する。 

6. 飲料水用 RP 井戸の水場環境改善（汚染防止策を含む）がユーザーにより実践されている施設数が増加

する。 

 

② プロジェクト目標： 

対象地域において給水衛生状況の改善と生活改善のために飲料水用 RP の普及がなされる。 



 5

【指標】 

1. 2016 年までに対象地域における RP 井戸による給水人口が＿＿世帯（人）増加する。 

2. 2016 年までにセルフ・サプライによる飲料水用 RP 設置・運用数が＿＿台増加する。 

3. セルフ・サプライによる RP 井戸設置希望者が増加する 

4. 飲料水用 RP の稼働率が＿＿％以上である 

5. 2016 年までに飲料水用 RP 井戸の多目的利用（例：灌漑農業）の実践世帯数が＿＿増加する。 

6. 2016 年までに飲料水用 RP 井戸に水場環境改善策が講じられている施設数が＿＿増加する。 

 

③ 成果及び活動 

成果 1：連邦レベルで飲料水用 RP 及びその設置方法の仕様が規格化される。 

【指標】 

1.1 飲料水用 RP、RP 井戸建設、伝統的浅井戸の汚染防止工法などに関する ESA（注*1）への申請が、＿＿

年までに＿＿件以上行われる。 

1.2 飲料水用 RP、RP 井戸建設、伝統的浅井戸の汚染防工法に関する ESA の認定が＿＿年までに 1 件以

上行われる。  

1.3 全ての実用・商品化された飲料水用 RP の製造・設置・維持管理に必要なオペレーションマニュアルが利

用され、商品化される。 

1.4 開発・改良された飲料水用 RP の製造数が＿＿年までに＿＿以上になる。 

1.5 開発・改良された飲料水用 RP 及び RP 井戸に対する関係者が、改良点（耐久性、安全性、機能性、互換

性、コスト、デザイン、設置及び維持管理の簡易性、水質の保全など）に満足する。 

 

【活動】 

1.1  多様な用途、給水事情に応じた RP を開発・改良し、各種試験を行う。（注*2） 

1.2  RP とその設置方法に関わる仕様を規格化する。 

1.3 上記 1.2 に則り規格化された RP の製造・設置・維持管理に関わるオペレーションマニュアルを作成する。 

 

注＊1： エチオピア国家規格庁（ESA: Ethiopian Standard Agency）：製品の標準規格を策定する機関。 

注＊2： RP には個別世帯用、コミュニティ給水用、規模が異なる農業灌漑用等、多様なタイプがある。 

 

成果 2：飲料水用 RP の製造・設置方法に関する品質管理のための戦略が策定される。 

【指標】 

2.1 飲料水用RPの製造・設置に関する品質管理に必要な文書（管理・監督体制、維持管理、スペアパーツ供

給チェーン）が＿＿年までに整備される。 

2.2 上記の品質管理戦略を周知するワークショップが＿＿年までに＿＿回開催される。 

2.3 製造・設置業者向けの研修講師育成研修（TOT）が＿＿回開催され、＿ 人の講師が育成される。 

2.4 製造・設置業者に対する研修が＿ 回開催され、＿ 人の製造業者と＿ 人の設置業者が育成される。 

 

【活動】 

2.1 飲料水用 RP の製造と設置に関わる品質管理・監督体制を検討する。 
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2.2 飲料水用 RP の世帯利用のための維持管理に関する戦略を策定する。 

2.3 スペアパーツ供給チェーン構築の戦略が検討される。 

2.4  製造・設置業者向けの研修講師育成のための研修（TOT）を実施する。（例、EWTEC に於いて） 

2.5  製造・設置業者に対する研修を実施する。（例、TVETC において） 

 

成果 3：対象地域で飲料水用 RP の普及・流通体制が整い、生活改善や衛生改善が行われる。 

【指標】 

3.1 全ての対象郡において＿ 年 ＿四半期までに実施計画が策定される 

3.2 対象地域の住民＿＿世帯以上に対し郡水・鉱物・エネルギー事務所による普及・流通活動が行われる。 

3.3 セルフ・サプライによる飲料水用 RP 設置数が＿＿台以上となる。 

3.4 対象エリアの住民＿＿世帯以上が小規模金融を運用して RP を購入する。  

3.5 小規模金融を運用した住民の＿＿％以上が契約期間内に返済を終える。 

3.6 建設・改善されたRP井戸の＿＿％以上の施設で、工事の質が最低限の基準（成果1で設定）が満たす。 

3.7 建設・改善された RP 井戸の稼働率が＿＿％以上である。 

3.8 故障から修理完了までの日数、スペアパーツ入手にかかる日数がそれぞれ平均＿＿日、＿＿日以内で

ある。 

3.9 プロジェクトが設置した RP 井戸を利用して、＿＿世帯以上が灌漑農業を行う。 

3.10 プロジェクトが設置支援した RP 井戸において利用者による水場の衛生環境の改善が見られた施設数

が＿＿％以上となる。 

3.11 対象地域の＿＿％以上の RP 井戸でプロジェクト支援により水質モニタリングが行われる。 

3.12 プロジェクトで支援した RP 井戸のうち、水質汚染の軽減が見られた施設数が＿＿％以上である。 

3.13 州の RP 普及戦略策定に成果 3 の活動成果が十分に反映される。 

 

【活動】 

3.1 ニーズアセスメントを行い、その結果を反映した州の RP 普及・流通戦略を検討する。 

3.2 普及・流通体制 (維持管理体制含む）の整備を行う対象郡及び地域を選定する。 

3.3 対象郡でRPの普及・流通にかかる現状把握、需要・供給とその問題点、投入可能な資源・資金源に関す

る情報の整理・分析を行い、郡の水・鉱物・エネルギー事務所と共に実施計画を策定する。（注*2） 

3.4 住民の購入・調達支援のための小規模金融を導入する。 

3.5 郡水・鉱物・エネルギー事務所が住民の RP 購入・調達・利用促進のための普及・流通に関する活動を実

施する。 

3.6 世帯あるいは世帯グループへセルフ・サプライによる飲料水用 RP の設置を支援する。 

3.7 世帯用あるいは世帯グループ用 RP 井戸の維持管理体制を整備する。（注*3） 

3.8 RP の利用をとおした生活改善策 （例、灌漑利用による農業技術改善とその結果の収入向上）の検討を

行い、実施を支援する。 

3.9 RP の利用に伴う衛生環境・行動の改善を支援する（例、村落レベルでの定期的水質検査/モニタリング、

衛生施設改善や衛生行動の変容を目的とする住民へのワークショップ開催）。 

3.10 上記の 3.2～3.9 の経験を反映し、州の RP 普及・流通戦略を確定する。 



 7

 

注＊2：実施計画には、RP 普及活動、目標設置台数、資金確保（補助金手続/小規模金融）、RP の調達と設

置、衛生啓発活動、収入向上の活動支援などが含まれる。 

注＊3：（セルフ・サプライ給水のガイドラインにおいて施設建設・設置への）補助金対象とならない 10 世帯未

満のグループ井戸、個別世帯用井戸等 

 

成果 4：全国展開のための飲料水 RP の普及・流通ガイドラインが策定され、全国に周知される。 

【指標】 

4.1 ガイドラインの周知のためのワークショップが＿＿回開催され、関係者＿＿人にガイドラインの内容が伝

えられる。 

4.2 関係者がガイドラインの内容に満足し、有効である、と感じる度合。 

4.3 ガイドラインがすべての州の水資源水局に配布される。 

 

【活動】 

4.1 上記の成果 1～3 に係る活動結果及び教訓を取りまとめる。 

4.2 上記の 4.1 を基に、他州用の飲料水用 RP 普及をとおした地方給水衛生・生活改善のガイドラインを作成

し、周知のためのワークショップを開催する。 

4.3 いくつかの州でデモンストレーション活動用のサイトを選定し、実施する。 

 

④ プロジェクト実施上の留意点 

本事業はそれぞれの成果を達成するための活動が多岐に亘る。成果１においては開発・改良を通じて、RP と

その設置方法に関する仕様規格化を行い、連邦レベルでの統一した規格化を図る。成果２では成果１で規格化

された製造・設置方法に関する維持管理、監督体制を検討し、品質管理体制の整備および戦略を策定する。成

果３では対象地域における飲料水用 RP の普及を促すため、汲み上げられた水を利用した生活改善を行うと供

に、RP の利用に伴う衛生環境・行動の改善を支援する。成果１～３で得た知見を以て、成果４では全国展開に

資するべく、ガイドラインとしてその教訓を取り纏め、ワークショップ等を通じて他州に周知されていくことを目指

す。特に成果 3 の達成に向けた RP 普及活動の展開にはエチオピアの季節性（雨季、乾季の時期、賦存水量の

季節変動等）や選定される対象郡の地域特性の把握と考慮、郡の水事務所職員の能力強化、また特に農村で

の普及活動を展開する際に州・郡レベルで保健や農業分野との協働等、幅広い活動内容と利害関係機関の調

整が必要となる。 

これらの活動の進展と調整は現在の計画上、考えられる大きな阻害要因にはならないものの、日本側の専門

家等の必要な投入内容や時期の計画を今後さらに綿密に行うこと、また事業実施のうえでは活動の進捗監理

が効果的に行われる必要がある。 

上位目標である全国レベルでの普及を目指し、プロジェクト期間中に他ドナーを始めとする開発パートナーの

巻き込みを積極的に図り、成果が普及されるよう働きかけていく必要がある。 

カウンターパート（対象州の水資源局、郡 水・エネルギー事務所職員）の離職に関し、プロジェクト期間中に

知識、技術を習得した職員の勤務が継続されるよう、対象州水資源局長と覚書を交わす予定。 

目標値については、事業開始後にベースライン調査を実施し、その実施結果、或いは現在水・エネルギー省
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が実施中の「National Water Inventory」の結果を反映し、最終的な目標値を設定する予定。指標内「関係者」に

ついても目標値同様に、事業開始後にベースライン調査を実施し、具体的に設定予定。 

 

（2）その他インパクト 

本事業の計画では農村部における RP の設置方法や浅井戸の改善をとおした水質の汚染防止、RP 施設を農

業灌漑にも利用することにより、世帯収入の向上や衛生環境の改善がもたらされる、と想定している。RP 普及

戦略の実践の結果、農村では RP 施設による給水状況の改善や、住民レベルによる自立的な RP 施設の維持管

理体制が整備されることに加え、中・長期的には農村生活環境の改善や貧困削減がもたらされることが期待さ

れる。 

 

５．５．５．５．前提条件・前提条件・前提条件・前提条件・外部条件外部条件外部条件外部条件    ((((リスク・コントロールリスク・コントロールリスク・コントロールリスク・コントロール))))                                                                                                                                                                                

（1）事業実施のための前提 

 特になし 

 

（2）成果達成のための外部条件 

・対象州の水資源局、郡 水・鉱物・エネルギー事務所職員が RP 製造・設置の規格化や品質管理の必要性を

認識し、勤務を継続する。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・対象地域の治安が悪化しない。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・連邦水・エネルギー省が対象州での成果を全国へ普及するよう、積極的な普及活動が実施される。 

・連邦水・エネルギー省、全国の州水資源局、郡 水・鉱物・エネルギー事務所が、普及活動を行う人員およ

び予算面での体制を継続させる。 

 

６．評価結果６．評価結果６．評価結果６．評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                

本事業は、エチオピアの開発政策、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。 

 

７７７７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用．過去の類似案件の教訓と本事業への活用．過去の類似案件の教訓と本事業への活用．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                                                                                                                                                                                    

エチオピアにおいてJICAが実施した技術協力プロジェクト「地下水開発・水供給訓練計画フェーズ2 （EWTEC 

2）」と「南部諸民族州給水技術改善計画（WASCAP）」の経験を通じ、RP の製造訓練、訓練へのノウハウや RP

の設置・普及にかかる制約要因や住民の RP へのニーズ等の知識は一定程度、蓄積されてきた。一方、国レベ

ルでの RP の製造と設置の仕様規格化、品質管理や定期的な製造業者の技術研修制度はなく、RP の市場形成

や住民の需要を喚起するような購入促進への展開はこれまで体系的には行われてこなかった。この結果、州・
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郡の水資源事務所の職員や利用者と目する住民からの RP への信頼性を損ねている、或いは飲料水としての

RP 付給水施設の利用に関して懐疑的な意見も存在した。 

本事業の計画では、これらの教訓を踏まえ飲料用 RP の普及を推し進めるため、RP とその設置に係る技術的

改善を図り（浅井戸の水質汚染防止技術の提案と活用も含む）、住民が購入しやすいような RP の低価格化を模

索する。これらの飲料用 RP の製品・設置の規格化、さらには国家レベルによる認証制度の検討に加え、住民へ

の普及・市場形成を支えるため小規模金融制度の構築等の導入促進制度の設計や製造・設置業者の人材育

成を行うものとする。 

またセルフ・サプライ政策のうえで既にセルフ・サプライ用施設は「現場での実際の普及施行」が求められてい

る段階であり、南部諸民族州の複数の郡を対象地域として活動支援を行う。対象地域への支援にあたっては

RP 施設用水の小規模灌漑への活用やコミュニティー・世帯での衛生改善活動等も併せて行い、住民の RP 利用

へのインセンティブと需要を喚起し、農村における生活改善をも意図する包括的なアプローチを採用することと

する。 

 

８８８８．今後の評価計画．今後の評価計画．今後の評価計画．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 ヶ月以内 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 


