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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：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 

分野：農業・地方開発プログラム 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第二グ

ループ第三課 

協力金額（評価時点）：2.8 億円 

 

協力期間 

2011 年 12 月 1 日～2014 年 11 月

30 日（3 年間） 

先方関係機関：農業農村開発省（MARD）農林水産品質管

理局（National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance 

Department:NAFIQAD） 

日本側協力機関：厚生労働省 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）の経済は、過去 10 年間で高い成長を

示し、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・制度の不備や管

理者の能力不足等の問題から、適切に管理されていない状況にある。管理能力の不足は、感染

症や食中毒の原因となり、特に子どもや妊婦、老人といった社会的弱者が健康被害を受ける危

険性が高い。加えて、食品の輸出はベトナムの重要産業の 1 つであるが、平成 21 年度のわが

国の輸入食品にかかる違反事例をみると、ベトナムからの輸出食品は、アジアでは中国に次い

で違反件数が多かった等、ベトナムの輸出食品に対する信頼性が低下するリスクを抱えてい

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 つとして位置づ

けている。  

さらに、ベトナムは 2007 年に世界貿易機関（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る中で、国際標準に則し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〔SPS

（Sanitary and Phytosanitary：SPS）Measures〕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〔2012 年に RETAQ センター（Reference Testing and Agro-Food 

Quality Consultancy Center：RETAQ Center）へ改名された〕を設立することを掲げている。この

ような背景から、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、わが国に技術協力を要請した。  

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。  

これを受け、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、ベトナム政府内における SPS を巡る現状と課題、

SPS センター設立に向けてのベトナム側の人的、予算的配置等を明らかなものとした。特に農

水産食品に関しては、輸出検査に重点が置かれており、国内食品のモニタリング検査は対象と
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する地域、食品群、検査項目、実施時期が限られているため安全性の把握が難しいという課題

が認められた。 

以上を踏まえ、農水産食品の安全性確保に必要な農薬・抗生物質・重金属等の残留物質や微

生物等の検査体制の強化及び検査官の技能向上を通じて、多種多様な農水産食品のモニタリン

グ検査体制の構築・強化に寄与することを目的として、技術協力プロジェクトを実施すること

になった。 

本事業は、農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）の農林水

産品質管理局（NAFIQAD）を主なカウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）機関として、

2011 年 12 月より 2014 年 11 月までの 3 年間の予定で実施しており、現在 2 名の長期専門家（チ

ーフアドバイザー、業務調整）が派遣されている。これまでに残留農薬や病原微生物、残留動

物用医薬品、アフラトキシンの分析検査に関する本邦研修を実施し、現地でのオン・ザ・ジョ

ブ・トレーニング（On-the Job Training：OJT）も短期専門家の指導のもと実施されている。 

2013 年 9 月に実施された中間レビューでは、「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」というプロジェクト目標が達成される見込みは高

いと評価されたが、検査体制を強化するためには、さらなる機材及び分析方法などの技術、モ

ニタリングに必要なサンプリングや検査機関などのマネジメント、人材の強化・育成が必要で

あるとの評価結果がとりまとめられた。 

今回実施する終了時評価調査は、2014 年 11 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活

動の実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の

類似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 協力内容 

プロジェクト概要：農林水産品質管理局において、農水産食品の安全性確保に必要な農薬・

抗生物質・重金属等の残留物質や微生物等の検査体制の強化及び検査官の技能向上を通じて、

多種多様な農水産食品のモニタリング検査体制の構築・強化に寄与する。 

（1）上位目標： 

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。 

 

（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強化される。 

 

（3）成果 

1．NAFIQAD の検査機関における農水産食品に係る検査能力が向上する。 

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。 

3．農水産食品の安全性確保に係る政府担当者が育成される。 

 

（4）投入（平成 26 年 6 月末時点） 

日本側：総投入額 2.8 億円 

1）長期派遣専門家 延べ 2 名（チーフアドバイザー、業務調整員） 
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2）短期派遣専門家 延べ 8 名 

3）研修員受入れ 延べ 31 名（計 10 回の本邦研修） 

4）機材供与 総額 147 万 USD 相当 

5）ローカルコスト負担 総額 4,800 万円相当（現地業務費として、旅費、宿泊費、会議費

などを含む） 

 

ベトナム側： 

1）C/P 配置 合計：29 名（うち、プロジェクト・マネジメントユニット（Project Management 

Unit：PMU）メンバー3 名、PMU 支援スタッフ 10 名配置。さらに試行モニタリングプ

ログラム開発と実施の作業チーム 8 名、サンプリング作業チーム 8 名配置） 

2）ローカルコスト負担 68 億 7,000 万 VND（3,000 万円相当） 

3）事務所及び研修スペース 

２．評価調査団の概要 

調査者 

（日本側） 

担当分野 氏 名 所  属 

団長・総括 牧本 小枝 JICA 人間開発部 保健第三チーム 課長 

技術参与 今川 正紀 厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 監視安全課 輸入

食品安全対策室 室長補佐 

技術参与 遠藤 泰吾 厚生労働省 横浜検疫所輸入食品検査センター 

評価分析 松本 彰 A&M コンサルタント有限会社 代表取締役 

協力企画 菊池 雅子 JICA 人間開発部 保健第三チーム ジュニア専門員 

なお、ベトナム側も MARD 国際協力局（ICD）から 1 名調査団員が配置され、合同で終了時評

価調査を実施。 

調査期間 2014.7.14～2014.8.2 調査種類：終了時評価 

本終了時評価調査は、プロジェクト終了直前となったことから、ベトナム側と合同で協力開

始から現在までの実績、プロジェクト目標と成果の達成度をプロジェクト・デザイン・マトリ

ックス（Project Design Matrix：PDM）に基づき確認した。具体的には、以下の点を目的として

実施。 

① 技術協力の開始から終了（調査時点）までの実績確認（活動、投入）、実施プロセスの検

証 

② プロジェクト目標と成果の達成状況、貢献要因・阻害要因の分析 

③ 上記を踏まえて、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び持続性）の観点

から総合的に評価 

④ プロジェクト終了時までに行うべきこと、並びにプロジェクト終了後に上位目標達成に向

け先方政府が行うべきことについて提言、並びに類似プロジェクトのための教訓抽出 

３．評価結果の概要 

３－１ 成果の達成状況 

成果 1 NAFIQAD の検査機関における農水産食品に係る検査能力が向上する。：達成見込み 

指標 1-1：選定されたパイロットサイトにおいて、水産食品のみならず農産食品も検査が実
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施される。 

指標 1-2：新しい試験検査に係る標準作業手順書（Standard Operational Procedure：SOP）によ

る検査項目数がパイロットサイトにおいて最低 130 に増加する。 

指標 1-3：認定された SOP が NAFIQAD 支局 4 と 6 において整備される。 

成果 1 達成レベル&状況： 

指標 1-1 に関し、パイロットサイトとして選択された NAFIQAD 支局 4 と 6 は水産食品の

みならず、農産食品の検査も実施している。指標 1-2 に関しては、新たな SOP での検査可能

項目数は、現時点で 110 項目となっており、今後の承認分を含めると PDM で定められた目

標指標数の 130 を超える。 

指標 1-3 に関し、認定された SOP はパイロットサイトで実用化のために既に整備され、研

修受講生によって、その SOP を使用したモニタリングの検査が実施されている。以上のこと

から、指標 1 は達成可能と判断される。 

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。：達成見込み 

指標 2-1：試行モニタリングプログラム（Trial Monitoring Program:TMP）がパイロットサイト

で実施される。 

指標 2-2：データベースの評価が実施される。 

指標 2-3：TMP の経験に基づき国家モニタリングプログラムの公表書式が提案される。 

成果 2 達成レベル&状況： 

2013 年 5 月から 2014 年 4 月までの 1 年間、パイロットサイトにて TMP は実施された。ま

たオンラインによるデータベースシステムは既に完成し、TMP（データベースの評価を含む）

のファイナルレポートは 2014 年 7 月に完成している。同レポートの完成後、国家モニタリ

ングプログラムにかかる公表書式も設定される見込みである。 

成果 3 農水産食品の安全性確保に係る政府担当者が育成される。：達成見込み 

指標 3-1：管理研修を受講した職員のうち、少なくとも 50％が国家モニタリングプログラム

の運営管理・改善に従事する。 

指標 3-2：OJT を受けた C/P の中で少なくとも 1 名が、各研修項目に関する指導者となり、

エコートレーニングを実施する。 

成果 3 達成レベル&状況： 

これまで管理研修の受講者は 8 名おり、うち 7 名が TMP の策定に直接かかわった。一方、

3 名が TMP の実施にかかる運営・管理に関与しており、他の 4 名は必要に応じて支援をして

いる。また本邦研修及びベトナム国内で OJT を受けた職員は、研修項目に応じて 6 つのエコ

ートレーニングの実施にかかわった。 

よって、成果 3 の達成される可能性は高いと判断される。 

３－２ プロジェクト目標の達成状況 

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強

化される。：達成見込み 

指標 1：国家モニタリングプログラムを実施する NAFIQAD の担当部署が規定される。 

指標 2：TMP がパイロットサイト（ホーチミン市、カントー市）で実施され、TMP の評価結

果が国家モニタリングプログラムの翌年の実施計画に反映されること。 
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達成レベル&状況： 

NAFIQAD の担当部署として、「水産品質管理課」が水産品プログラムを、また、「農林及

び塩品質管理課」がその他分野（畜産、植物）プログラムを担当することが規定されている。 

TMP はパイロットサイトで実施され、その間に収集、蓄積されたデータは、短期専門家の

協力を得つつ、分析・評価が行われた。なお、TMP の評価結果は、試行モニタリングの優位

性、検査分析結果を元にして、2014 年 11 月頃に計画される来年（2015 年）度の国家モニタ

リングプログラムの実施に反映される予定である。 
 

３－３ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

ベトナム・日本両政府の政策の観点、さらにターゲットグループのニーズとの整合性か

ら、妥当性は非常に高い。 

本プロジェクトの開始以降、これまでベトナム側の政策及び日本側の援助方針におい

て、農水産物・食品の安全性確保はじめ、農業・地方開発にかかる支援政策、計画に大き

な変更はなく、本プロジェクトの妥当性は維持されている。さらにターゲットグループの

ニーズも高く、食品安全確保の体制整備にかかるベトナム関係機関／者の能力強化の重要

性は高い。 

 

（2）有効性 

プロジェクトの成果は期待どおり順調に達成されており、プロジェクト目標は達成され

る見込みであることから有効性は高いと判断される。 

プロジェクト活動は、事前準備、周到な計画と設計によって実施に移され、問題解決に

必要な技術や実用的な技能が効果、効率的に移転が行われたと評価できる。サンプル収集

から検査分析、最終報告化までのデータ管理は、精微で時間の係るプロセスであるが、本

件実施で、検査分析やモニタリング方法さらにはデータシステム管理まで、各技術移転が

成功裏に行われた。なお、TMP の実施に際して、サンプリング調査は計画どおりに実施さ

れ、検査結果を元に、違反例について生産者を特定できないという課題は残るが、違反地

域が判明するなど、一定の評価ができるものとなった。 

 

（3）効率性 

プロジェクトの効率性は高いと判断される。 

本プロジェクトに対する日本側、ベトナム側の投入は、一部活動の遅れや、いくつかの

機材と試薬の納入遅滞の点を除けば、プロジェクト活動のための予算を含め、計画どおり

に執行されるなど、その量、質、タイミング的にもおおむね適正で、すべての投入は実施

に係り十分に活用されている。 

 

（4）インパクト 

プロジェクトのインパクトは比較的高いと判断される。 

1）上位目標への貢献 

本プロジェクトの上位目標である「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」につき、プロジェクト支援で行われた TMP
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は、国家モニタリングプログラムの実行計画に反映される予定である。また NAFIQAD

は、TMP のファイナルレポート及び TMP ワークショップの結果を踏まえ、その結果や

教訓を活用し、翌年の国家モニタリングプログラムを改善、更新するとしている。それ

以降の国家モニタリングプログラムについても、本プロジェクトの成果を活かし、プロ

グラムの評価を実施し、その結果を次年度のモニタリング計画策定へ反映させていく方

針である。以上のように、国家予算が配分され得る限り、国家モニタリングプログラム

は実施されていくことから、農水産品の食品安全の向上に大きな貢献が期待される。 

2）波及効果 

下記のとおり、様々な正のインパクトが生じていることが調査団によって確認され

た。 

a）検査件数及び検査項目の拡大 

b）検査技術・人材の能力強化を通じての検査機関の外部評価向上 

c）TMP で導入したデータベースシステム（オンラインソフトウェア）の活用 

d）研修教材や作成 SOP の活用 

e）対象地域外での農産品モニタリングの実施 

 

（5）持続性 

プロジェクトの持続性は下記の理由により、比較的高いと判断される。 

1）政策・制度・組織的持続性 

農業農村開発省の戦略計画によれば、ベトナムの農産物輸出促進のためにも食品安全

セクターの近代化と能力開発の優先度は高い。なおベトナムが WTO 加盟国であること

からも、食品安全システムを改善し、政府の管理を促進することは常に求められている。

また、農水産品の品質保証は農業分野における成長・安定の鍵であり、中長期に渡って

農業農村開発省の責務でもある。よって、食品安全管理にかかる組織・制度強化は同国

の関心事であり、中心事項であるといえる。 

一方、本件の C/P 機関である NAFIQAD は、食品品質にかかる国家モニタリングプロ

グラムを一元的に管理・調整する役割を有しているとはいえ、農水産食品を検査・管理

するだけでなく、ベトナムでの食品安全にかかる有効なメカニズムの構築のためにも、

MARD 傘下の各部署との調整、マネジメント能力の向上、さらには外部機関との連携強

化が求められている。 

2）財政的持続性 

ベトナム側の C/P 予算は、研修費用や機材保守管理費用など、計画どおり支出されて

きている。また、ベトナム政府により承認された食品安全に関する国家ターゲットプロ

グラムを通して、MARD はこれまで国家モニタリングプログラムを計画し、毎年、その

予算を獲得している。なお、NAFIQAD の場合、各検査機関で農水産企業からの持込検

査費（輸出入のため）という歳入があり、そうした資金を用いて、検査分析機材の保守

維持管理・更新をはじめ、試薬・消耗品類の購入、データベース用のサーバーの設置・

メンテナンス料等、必要な検査を継続実施できる財務基盤があると判断できる。なお、

液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ タ ン デ ム 型 質 量 分 析 装 置 （ High Performance Liquid 

Chromatography-Tandem Mass Spectro-metry：LC/MS/MS）等の精密な分析機器について
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は、既に各検査機関が専門業者とメンテナンス契約を結んでおり、継続的な維持管理が

可能である。また食品の検査能力向上は、ベトナムにおいて不可欠で、非常に大きなイ

ンパクトをもたらすものであり、そのため、検査実施の予算は当然継続される予定であ

り、いずれにせよ、自己財源並びに国家予算による予算確保は可能としている。 

以上のことから、食品安全モニタリングをはじめ、検査の継続、分析機材の維持管理、

さらにデータベース管理についても、プロジェクト終了後も国の予算で継続していくこ

とが見込まれる。 

3）技術的・人的資源の持続性 

プロジェクト期間を通して、C/P は新たな知識やノウハウを積極的に吸収し、供与機

材を使った最新の分析方法を活用し、検査技術はじめ、着実に技術移転は進んできてい

る。また彼らは分析用機材、試薬、施設などベトナムと日本のシステムの違いを理解し

ており、それらの違いがあっても適切に分析方法を適用し、プロジェクトによって獲得

された分析方法の妥当性検証の方法を使って分析項目を増やしていくことができる。こ

のように実施機関の C/P の能力は向上しており、技術面での持続性は確保されていると

考えられる。なおプロジェクト終了後も、C/P は農水産食品の安全性確保において核と

なる人材となり、各検査機関やオフィスにおいて技術開発に貢献するのみならず、ベト

ナム国内のほかの検査機関はじめ関係機関との連携にも重要な役割を果たすことが見

込まれ、期待される。 

３－４ 効果発現に貢献した要因 

本プロジェクトの効果発現に貢献した要因として、①プロジェクトの実施機関の C/P はじめ、

主要メンバーの明確な業務分担や協力姿勢、②効果的な技術移転のためのプロジェクトのアプ

ローチと移転手法が挙げられる。 

３－５ 問題点及び問題を惹起した要因 

効率性、有効性のうえで、本プロジェクト目標達成のうえで、大きな阻害ないし負のインパ

クトを与えた因子は特段、終了時時点では見当たらない。 

３－６ 結論 

5 項目評価はすべて「比較的高い～非常に高い」に分布しており、総合的にも本事業は高く

評価される。全体として、実施機関はプロジェクトを通じて食品分析とモニタリング技術を正

確に理解し、検査のための基礎知識や技術を習得し、現地に適応した方法論の開発ができるま

でに至っている。実施機関の積極的な参加と協力姿勢さらに強いオーナーシップがプロジェク

トの進捗に貢献する大きな要因の 1 つであると言える。 

本評価調査団は、プロジェクト活動が遅延・障害なく実施され、期待された成果がおおむね

得られたことを確認し、今後の継続的な努力によって、プロジェクト目標は協力期間内に成功

裏に達成されるものと結論する。よって本プロジェクトは R/D 記載の期間を以って当初の予定

どおり終了するものとする。 
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３－７ 提言及び教訓 

３－７－１ 提言 

（1）プロジェクト実施期間中 

1）残されている活動（OJT、エコートレーニング、SOP の策定、国家モニタリングプ

ログラムの公表書式の提案、TMP 共有ワークショップの開催、国家モニタリングプロ

グラム改定への提案）を予定どおり実施すること。 

2）TMP により、これまで検査していない項目について検出事例が認められたことを踏

まえ、結果共有ワークショップには基準規定官庁である保健省を招待すること。 

 

（2）プロジェクト終了後 

1）検査サービスの強化と平準化 

a）NAFIQAD は、MARD 及び NAFIQAD4 と 6 以外の検査機関の強化のために、支局

4 と 6 を引き続き人材育成拠点として活用すること。 

b）NAFIQAD、植物防疫局（Plant Protection Department：PPD）、動物衛生局（Department 

of Animal Health：DAH）は検査機関間の技術・経験交流、熟練度試験（PT テスト）

（Proficiency Test：PT）への参加を促進すること。 

c）TMP を通じ検査項目を増やす必要性が確認されたことを踏まえ、NAFIQAD 下の

検査機関はプロジェクトを通じて獲得した検査方法を他の食品にも適用するとと

もに、新たな検査手法を獲得すること。 

d）NAFIQAD では既に ISO/IEC17025 を取得しており、検査結果の信頼性確保の仕組

みに大きな問題はないが、信頼性確保に向けた不断の取り組みは恒常的に強化する

必要がある。予定される OJT を通じて検査のトレーサビリティ、内部精度管理、内

部点検、PT テストなど本邦研修を行った横浜検疫所の GLP システムを参照し、さ

らなる向上が望まれる。 

2）国家モニタリングプログラム 

a）国家モニタリングプログラムのデータを関係機関でオンライン共有できるよう、

TMP の実施にあたり開発されたオンラインデータベースを他のソフトウェアと統

合的に発展させ、維持管理すること。 

b）TMP では卸売市場からは生産業者や生産地特定までトレースバックができないこ

とが明確な課題として確認された。MARD はトレーサビリティの規定をすでに設定

しているが、その効果的実施に取り組む必要がある。 

c）NAFIQAD は国家モニタリングプログラムの調整機関であり、ベトナム国民の健

康保護の確保の観点に重点をおき、PPD、DAH との調整・管理機能の強化、その他

関係省庁との関係強化、検査対象や検査項目の充実を図るべきである。 

3）その他 

a）食品安全全体を改善する観点から、NAFIQAD は、消費者、事業者等が意見を表

明する機会や話し合う機会を提供し、相互理解を深めるリスクコミュニケーション

にも取り組んでいく必要がある。 

b）NAFIQAD 本部と各支局は、各支局の検査機能の向上について、ウェブサイトの

更新はじめ、セミナーや研修の提供などの手段を講じ、迅速に利用者に伝えるよう 
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取り組むべきである。 

 

３－７－２ 教訓 

（1）プロジェクトが採用した段階的人材育成手法（本邦研修・機材調達⇒OJT 準備⇒日本

人専門家を交えての OJT⇒他の技師へのエコートレーニング）は、技術と実践的能力の

習得に効果的・効率的であり、コアトレーナーの自信獲得につながっている。 

 

（2）プロジェクトがベトナムの食品安全に対するニーズをとらえた時機に形成・実施され

たため、プロジェクトのスコープ外での様々な取り組み（機材・施設整備、ISO 等）との間

でも相乗効果が見られ、また、移転された技術は統合的に実務に取り入れられた。 

 




