
 
 

    
事業事前評価表 

     
国際協力機構 産業開発公共政策部 

法・司法チーム 
１．案件名                       
国 名： ベトナム国    
案件名： 和名 2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト 

英名 The Project for Harmonized, Practical Legislation and Uniform 
Application of Law Targeting Year 2020 (PHAP LUAT 2020) 

     
２．事業の背景と必要性                
（1）当該国における法・司法分野の現状と課題  

ベトナム政府は 1986 年のドイモイ政策開始以降、市場経済化への移行を進

めており、さまざまな開放政策の一環として市場経済化に対応する法制度の整

備を進めてきている。2005 年には共産党中央委員会政治局決議 48 号と 49 号が

発表され、司法改革が具体的に進められてきた。 
JICA はベトナムにおいて、1996 年より主に民商事関連法案起草支援や法曹人

材育成を目的とし、ベトナム法整備支援プロジェクトフェーズ 1（1996～1999
年）、同フェーズ 2（2000～2003 年）及び同フェーズ 3（2003～2007 年）を実

施した。これらのプロジェクトにおいて起草支援した改正民法は2005年6月に、

また民事訴訟法は 2004 年 11 月に国会にて可決・成立したほか、法律実務家を

対象にした実務マニュアルの共同作成などの成果が着実に生じた。 
ただし、整備された法令を執行・運用する現場においては、制定された法令

の趣旨が十分理解されていない状況も見受けられ、裁判実務や法執行実務の改

善を図る必要があったことから、2007 年 4 月から 2011 年 3 月にかけて、司法

省（Ministry of Justice：MOJ）、最高人民裁判所（Supreme People’s Court：SPC）、

最高人民検察院（Supreme People’s Procuracy：SPP）、ベトナム弁護士連合会

（Vietnam Bar Federation：VBF）をカウンターパート（C/P）機関とした「法・

司法制度改革支援プロジェクトフェーズ 1」を実施した。 その後、中央司法関

連機関が全国的な課題の抽出や改善策の検討を行えるようになること、及びそ

の一連の活動が中央司法関連機関の業務フローに定着することを目指し、2011
年 4 月より 2015 年 3 月まで同フェーズ 2 を実施している。 

フェーズ 2 終了時評価調査では、C/P の実務の改善に大きな成果が確認され、

特に活動対象地域として選定された地方では、中央と地方の密接な連携に基づ

く課題の抽出や改善策の検討が行われるようになった一方、他の行政機関（特



 
 

に地方行政機関）においては、依然として法規範文書の統一的な理解及び運用

に問題が見られ、法務・司法関係機関が関与する立案及び運用になお改善の余

地があることが確認されたことから、今般、フェーズ 2 の後継案件として「2020
年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」の実施を計画し、これまでの

協力の成果を基盤として、ベトナムの司法改革戦略を引き続き支援することを

目指すこととなった。新規プロジェクトでは、2013 年に成立した改正憲法に基

づく様々な改革や、ベトナムの法・司法改革の目標年である 2020 年を見据えて、

総括的かつ発展的な協力を行っていくと同時に、プロジェクト終了後の新しい

パートナーシップの関係の構築を念頭に置いたアプローチをとっていくことと

する。また、経済発展を続けるベトナムへの政府開発援助（Official Development 
Assistance：ODA）に関しては、投資環境整備に向けた貢献が求められている

ため、新規プロジェクトについては、これまでの 4 つの C/P 機関に加え、首相

府（Office of Government：OOG）を新たな C/P 機関として迎え、ベトナムで

ビジネス活動を行うにあたっての、法・司法分野における阻害要因の縮小化に

向けた活動にも新たに取り組むこととする。 
 

（2）当該国における法・司法分野の開発政策と本事業の位置づけ 
ベトナム政府は、2020 年までに工業国化を目指し、1995 年のアセアン加盟、

2004 年の日越投資協定の締結、2007 年の世界貿易機関（World Trade 
Organization：WTO）加盟、2009 年の日越経済連携協定の締結等、国際経済へ

の統合を進めている。また、市場経済化に対応する法制度の整備も積極的に進

めており、競争法（2005 年）、統一企業法（2006 年）、改正関税法（2006 年）、

知的財産法（2006 年）、改正土地法（2013 年）等、数々の法改正・整備を行っ

てきた。他方で、法制度の運用については、法規範文書間の齟齬や不明確な規

定等が見られ、法規範文書の運用・適用に関して統一性が不足している。 
こうした状況の中、2013 年には改正憲法が採択され、憲法の中核として国民

の基本的人権の保障が強化された。また、2005 年のベトナム共産党中央委員会

政治局による、第 48 号決議「法制度整備戦略」（近代的な法治国家への転換と

市場経済体制の確立を目指した 2020 年までのベトナム法整備及び法運用・法執

行体制改善のための戦略）及び第 49 号決議「司法改革戦略」（2020 年までのベ

トナム司法制度改革の戦略）に基づく具体的な改革も進められている。 
本事業は、こうした 2020 年を目標年としたベトナム政府の法整備、法・司法

改革の取組みを後押しするものであり、法務・司法関係機関の能力の向上、法・

司法の実務における適正な法規範文書の運用・適用の実現等を目指している。 
 

（3）法・司法分野に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 



 
 

我が国は、法制度整備支援に関する基本方針として「法制度整備支援に関す

る基本方針」（2013 年 5 月改訂）を作成している。基本方針では、「基本法及び

経済法の関連分野において積極的な法制度整備及び運用を支援」するとしてお

り、ベトナムは重点対象 8 カ国の 1 つとなっている。これまで日本はベトナム

に対し、基本方針に則った支援を続けて来ているが、本事業では更に、ベトナ

ムに進出する日本企業の投資環境整備に資する法整備にも新たに取り組むこと

としている。これは、基本方針に掲げられている「日本企業の海外展開に有効

な貿易・投資環境の整備や環境・安全規制の導入支援」に合致するものである。 
ベトナムに対して我が国は、「対ベトナム社会主義共和国国別援助方針」

（2012 年）を策定し、「経済開発と社会開発のバランスの取れた国造り支援」

を基本方針（大目標）として掲げ、この大目標を達成するための手段として 3
つの重点分野（中目標）を設定している。「ガバナンス強化」は、中目標の 1 つ

であり、法制度の整備・執行能力の強化や、行政の公正性・公平性・中立性・

透明性の確保等、司法・行政機能強化のための取組を支援している。 
2012 年の「対ベトナム社会主義共和国事業展開計画」では、ガバナンス強化

の具体的な取り組みとして、ベトナム側の行政改革・司法改革の目標年次であ

る 2020 年を一つの目途とした協力プログラム「司法・行政機能強化」を展開し

ている。協力プログラムの下で実施される法整備・司法改革支援では、法規範

文書の制定・改正作業及び法規範文書の運用に必要な制度の構築・改善に対す

る支援のほか、地方を含む現場レベルでの法規範文書の運用能力の向上のため

の人材育成に対する支援、法規範文書に関する情報の普及や司法へのアクセス

の改善に対する支援などを、有機的に相互連携させながら実施するとしている。 
これまで JICA は、ベトナム法整備支援プロジェクトフェーズ 1（1996～1999

年）、同フェーズ 2（2000～2003 年）及び同フェーズ 3（2003～2007 年）を実

施し、改正民法や民事訴訟法等の起草支援、法律実務家を対象にした実務マニ

ュアルの共同作成などの成果を挙げた。更に、法・司法制度改革支援プロジェ

クトフェーズ 1（2007～2011 年）、同フェーズ 2（2011～2015 年）を実施し、

地方の法曹及び司法関係職員が直面する実務的な問題点の把握及び解決方法を

検討するノウハウが中央機関に蓄積され、そうした一連の活動が中央司法関連

機関の業務フローに定着するなど、裁判実務や法規範文書の執行実務の改善が

実現した。 
また、国会事務局能力強化プロジェクト（2014 年～2017 年）を実施し、ベ

トナムの国会における審議、法案提出その他の立法等に関する議員活動を補佐

する国会事務局の能力の向上に向けた活動を実施している。 
なお、ベトナムの法規範文書の制定及び執行・運用面の改善を促進する方策

として、上記活動の他、日越官民対話の枠組みである「日越共同イニシアティ



 
 

ブ」を含む多様なスキームの活用が望まれる。 
 
（4）他の援助機関の対応 

ベトナムにおける法整備、法・司法改革支援分野においては、これまで、そ

して現在も数多くのドナーが MOJ を中心に援助活動を実施している。 
カナダは、「国家法整備（National Legislative Development：NLD）プロジェ

クト」（2013～2019 年）を MOJ を主実施機関として実施している。NLD プロ

ジェクトでは、活動の一部に法規範文書の不整合の是正のための活動が含まれ

るため、審査機能の強化を目指す成果１との連携や役割分担が必要となる。こ

の点、NLD プロジェクトは、主に立法過程や審査過程におけるマニュアル作り

といった全般的な活動を予定していることに対し、当プロジェクトでは、個別

の法規範文書を素材とした審査能力の向上を図るという点で、両者のアプロー

チは異なる。そのため、例えば NLD プロジェクトで作成するチェックリストを

当プロジェクトで実施する個別の法規範文書の審査過程において活用する等、

両者の相乗効果が期待される。その他、欧州共同体（European Commission：

EC）、スウェーデン政府、デンマーク政府は、共同プロジェクトとして「司法パ

ートナーシッププログラム（Justice Partnership Programme：JPP）」（2010～
2015 年）を MOJ、SPC、SPP、及び VBF を実施機関として実施しているが、

2015 年中に終了予定である。欧州連合（European Union：EU）は、JPP 終了

後は、「司法・法的エンパワーメント（EU Justice and Legal Empowerment：EU 
JULE）（2015～2020 年）を MOJ と市民社会を主なパートナーとして実施する

予定である。アメリカ合衆国国際開発庁（United States Agency for International 

Development：USAID）は、「包括的な成長のためのガバナンスプログラム

（Governance for Inclusive Growth Program）」（2014～2018 年）として、法の

支配の強化を MOJ に対して支援している。国連開発計画（United Nations 

Development Programme：UNDP）は、「ベトナムにおける司法へのアクセス強

化と権利の保障（Strengthening Access to Justice and Protection of Rights in 

Viet Nam）」（2010～2014 年）と題した支援の中で、専門家を MOJ や中央司法

改革指導委員会（Central Judicial Reform Steering Committee：CJRSC）等に派

遣してきた。これら各ドナーの活動は、当プロジェクトのメイン C/P である MOJ

が主体的にコントロールすることにより、適切に役割分担が図られており、今

後、相互に相乗効果が生み出されることが期待される。 
 



 
 

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、ベトナム法務・司法関係機関（司法省、首相府、最高人民裁判所、

最高人民検察院、ベトナム弁護士連合会）において、2013 年憲法及びベトナム

の 2020 年を目標とした法・司法改革の趣旨に従い、法規範文書の審査能力が強

化され、法規範文書の草案が起草されると共に、法規範文書の統一的な運用に

向けた助言・指導能力及び裁判・執行実務の能力が向上することにより、適正

かつ効率的な法規範文書の運用・適用の基盤が整備されることを図り、もって

ベトナムの成長・発展を支える社会基盤の構築の促進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 
 ハノイ 
 
（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 
・ ベトナム国の法・司法関係機関（MOJ, OOG, SPC, SPP, VBF）所属職員か

ら構成されるワーキンググループメンバー約 100 名 
・ ワーキンググループメンバーらによるセミナー・研修実施や資料配布を通

じてモニタリング・指導・助言・監督を受ける関連省庁および全国の省・

県レベルの法律実務家および司法関係職員（数百人規模を想定）。 
 
（4）事業スケジュール（協力期間） 
2015 年 4 月～2020 年 3 月を予定（計 5 年間） 
 
（5）総事業費（日本側） 
約 8 億円 
 
（6）相手国側実施機関  
MOJ、OOG、SPC、SPP、及び VBF 
 
（7）投入（インプット） 
1）日本側 
長期専門家（総括・法司法改革（検察官出身者）、裁判実務改善（裁判官出身者）、

弁護士能力強化（弁護士）、業務調整等） 
短期専門家 
国内支援委員会 
本邦研修、JICA-Net セミナー 



 
 

セミナー・ワークショップ等現地活動に関する費用 
 
2）ベトナム国側 
C/P の配置（プロジェクトダイレクター（MOJ 国際協力局長）、プロジェクトマ

ネージャー（各 C/P から１名ずつ）、コーディネーター、ワーキンググループメ

ンバー（各 C/P 所属職員）等） 
プロジェクトに関する事務的な作業に必要な資材 
日本側が負担する費用以外の、上記に関する費用 
 
（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（A,B,C を記載）：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）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 

特になし。 
 
（9）関連する援助活動 
1）我が国の援助活動 

我が国はベトナムにおいて 1996 年より主に民商事関連法案起草支援や法曹

人材育成について 10 年余り協力を行ってきた（ベトナム法整備支援プロジェク

トフェーズ 1（1996～1999 年）、同フェーズ 2（2000～2003 年）、同フェーズ 3

（2003～2007 年））。我が国が起草支援した改正民法は 2005 年 6 月に国会にて

可決・成立され、同じく支援を行った民事訴訟法は 2004 年 11 月に国会にて可

決・成立されたほか、国家司法学院における法曹三者共通養成カリキュラム・

テキストや法律実務家を対象にした実務マニュアルの共同作成などの成果を着

実に挙げた。 

ただし、整備された法令を執行・運用する現場においては、制定された法令

の趣旨が十分理解されていない状況も見受けられ、裁判実務や法執行実務の改

善を図る必要があったことから、バクニン省をパイロット地区として、「法・司

法制度改革支援プロジェクトフェーズ 1」（2007～2011 年）を MOJ、SPC、SPP、

VBF を C/P として実施した。 その後、同フェーズ 2（2011 年～2015 年）が、

フェーズ 1 で蓄積された地方の現状や課題を抽出し対処する中央司法関係機関



 
 

のノウハウを、全国的な課題の抽出や改善の検討を行う際に活用し、その一連

の活動が中央司法関係機関の業務フローに定着されることを目指して実施され

た。 

また、国会事務局能力強化プロジェクト（2014 年～2017 年）を実施し、ベ

トナムの国会における審議、法案提出その他の立法等に関する議員活動を補佐

する国会事務局の能力の向上に向けた活動を実施している。 
 
2）他ドナー等の援助活動 

他ドナーによる援助活動については、「2．事業の背景と必要性（4）他の援

助機関の対応」に記載した通り。 
カナダの「NLD プロジェクト」や EU の「司法・法的エンパワーメント」及

び USAID の「包括的な成長のためのガバナンスプログラム」等、法・司法分野

の援助活動が 2015 年以降も引き続き実施される予定であるが、具体的な活動内

容・スケジュールは現在の所、明確になっていないため、今後、現場で密接に

当該ドナーと情報共有・意見交換をしながら協力を進めていき、非効率な活動

の重複を事前に避ける必要がある。また、共同セミナーの開催など、具体的な

連携の可能性を探っていくことがプロジェクトの効率性向上のために有益であ

る。 
     
４．協力の枠組み                   
（1）協力概要 
1）上位目標と指標： 
【上位目標】整合性が確保された法規範文書を土台とした、予測可能性があり、

かつ信頼性の高い法・司法制度の整備が図られ、ベトナムの成長・発展を支え

る社会基盤の構築が促進される。 
 
【指標】 

1. 国際機関等が公表している法務・司法に関する国際比較指標が、プロジェ

クト開始時と比較して改善する。 
2. 国際機関等が公表している弁護士業務に関する国際比較指標が、プロジェ

クト開始時と比較して改善する。 
3. 改善された事前審査プロセスに則った法規範文書の事前審査が実施され

る。 
4. 改善された事後監査プロセスに則った法規範文書の事後監査が実施され



 
 

る。 
 
2）プロジェクト目標と指標： 
【プロジェクト目標】2013 年憲法並びに第 48 号決議及び第 49 号決議（*1）の

趣旨に従い，法規範文書相互の不整合の抑制・是正、並びに整合性が確保され

た法規範文書の適切な理解の促進及び統一的な運用・適用の実現を図るための

法務・司法関係機関（*2）の組織的な能力が向上し、適正かつ効率的な法規範

文書の運用・適用の基盤が整備される。 
 
(*1)  第48号決議及び第49号決議とは、ベトナム共産党中央委員会政治局決議2005年第48号(Resolution 
No.48/NQ-TW of 24th May, 2005)および第 49 号(Resolution No.49/NQ-TW of 2nd June, 2005)を指す。 
(*2) 法・司法関係機関とは、司法省（MOJ）、首相府（OOG）、最高人民裁判所（SPC）、最高人民検察院

（SPP）及びベトナム弁護士連合会（VBF）を指す。 

 
【指標】 

1. MOJ における法規範文書の事前審査プロセスが、以下の点を考慮したもの

に改善される。 
 より幅広い利害関係者からの意見を踏まえている。 
 運用・適用段階における留意点が考慮されている。 
 法規範文書の整合性確保の視点からの審査が行われている。 
 法規範文書の統一的な運用・適用の実現の視点からの審査が行われている。 

2. MOJ における法規範文書等の事後監査プロセスが、以下の点を考慮したも

のに改善される。 
 より幅広い利害関係者からの意見を踏まえている。 
 法規範文書の不統一な運用・適用の状況及び原因が分析されている。 
 法規範文書の不統一な運用・適用の原因を踏まえた改善策が検討され、改

善策を実施するための必要な措置が行われている。 
3. MOJ における法規範文書等の整備・運用状況の監督が、以下の点を考慮し

たものに改善される。 
 より幅広い利害関係者からの意見を踏まえている。 
 法規範文書の不統一な運用・適用の状況及びその原因となる法規範文書の

未整備の実態が分析されている。 
 法規範文書の不統一な運用・適用の原因となる法規範文書の未整備を改善

するための必要な措置が行われている。 
4. OOG における法規範文書の事前検討プロセスが以下の点を考慮したものに

改善される。 
 関係者間の調整が強化されている。 
 より幅広い利害関係者からの意見を踏まえている。 



 
 

 運用・適用段階における留意点を考慮している。 
 法規範文書の整合性確保の視点からの検討が行われている。 
 法規範文書の統一的な運用・適用の実現の視点からの検討が行われてい

る。 
5. 法規範文書の起草・実施に関して、政府・首相が監督、指導、事前検討を行

う際に、OOG がより良い支援を行えるようになる。 
6. 工程表に基づいて、民事事件解決手続の改善が行われる。 
 SPC が透明性の高い適切な手続きを実施し、審理における法令の統一的

な適用に貢献する。 
 SPP が、法令の厳正かつ統一的な執行の保証に貢献する。 
 VBF が、調和のとれた法令の統一的な適用促進、人権保護および司法ア

クセスの向上に貢献する。 
7. 工程表に基づいて、行政事件解決手続の改善が行われる。 
 SPC が透明性の高い適切な手続きを実施し、審理における法令の統一的

な適用に貢献する。 
 SPP が、法令の厳正かつ統一的な執行の保証に貢献する。 
 VBF が、調和のとれた法令の統一的な適用促進、人権保護および司法アク

セスの向上に貢献する。 
8. 工程表に基づいて、刑事事件解決手続の改善が行われる。 
 SPC が透明性の高い適切な手続きを実施し、審理における法令の統一的

な適用に貢献する。 
 SPP が、法令の厳正かつ統一的な執行の保証に貢献する。 
 VBF が、調和のとれた法令の統一的な適用促進、人権保護および司法アク

セスの向上に貢献する。 
9. 改正民事訴訟法において改正された内容が、民事裁判において適切に運用さ

れている。 
10. 改正行政事件訴訟法において改正された内容が、行政裁判において適切

に運用されている。 
11. 改正刑事訴訟法において改正された内容が、刑事裁判において適切に運

用されている。 
 
3）成果： 
【成果 1】法令間の不整合や多義的かつ不明確な規定の存在を抑制・是正し、か

つ法規範文書の適切な理解の促進及び統一的な運用を実現するために、MOJ 及

び OOG による民事、経済、その他関連法規範文書の①事前審査、②事後監査、

③整備・運用状況の監督を行う人材の能力が強化される。 



 
 

 
【成果 2】2013 年憲法並びに第 48 号及び第 49 号決議の趣旨に従い，2020 年

の法・司法制度改革を見据えて各機関で作成する工程表に基づき、民事紛争解

決に資する実体法及び手続法の草案、並びに刑事手続法の草案が整備されると

共に、民事に関する適切な紛争解決の基準となる法規範文書及び刑事に関する

適切な手続の基準となる法規範文書の適切な理解が促進され、統一的な運用に

向けた助言・指導能力及び裁判・執行実務の能力が向上する。 
 
【成果 3】各機関において、①法規範文書の起草・審査・監査・監督、②法規範

文書の適切な理解の促進及び統一的な運用に向けた助言・指導、並びに③法規

範文書の適切な理解に基づいた裁判・執行実務の実現に向けた助言・指導に関

する業務を改善するための、2021 年以降に各機関が実施すべき活動が、本プロ

ジェクトの成果を踏まえて分析・検討される。 
 
５．前提条件・外部条件                      
（1）前提条件 

 実施機関に大きな組織改編が生じない。 
 実施機関の所管業務に大きな変更が生じない。 

 

（2）外部条件 
【成果達成のための外部条件】 

法務・司法関係機関の職員の異動や離職が頻繁に発生しない。 

 
【プロジェクト目標達成のための外部条件】 

支援対象の実体法・手続法・組織法の立法化が大幅に遅延しない。 

 
【上位目標達成のための外部条件】 

 法・司法改革に向けた政策的な枠組みに従った法務・司法関係機関の取組が

継続して行われる。 
 法規範文書の整合性の確保に向けた MOJ 及び OOG の取組が継続して行わ

れる。 
     
６．評価結果                              
本事業は、ベトナム国の開発政策、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                
(1) 類似案件の評価結果 

本事業の前フェーズである法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ 2
（2011～2015 年）では、実施機関のプロジェクト管理への積極的な関与があり、

円滑な実施と持続性を担保するうえで有効であった。更に、専門家の、現地言

語（ベトナム語）による文書の理解が、技術移転の促進と関係者間の信頼関係

構築の鍵となっていたことが明らかになった。 

一方で、大規模セミナー・ワークショップの実施等には莫大な資金が必要に

なるため、プロジェクト終了後の財務面での持続性を向上させるためには、過

大な資源を必要としない工夫が必要であること、プロジェクトが開発する成果

物（執務参考資料等）をどのような形で関係者間で共有するかについて、混乱

を避けるために事前に合意が必要という教訓も得られた。 
2012 年から 2014 年にかけ、首相府の重点政策課題に関する総合政策調整能

力及びアドバイス機能の強化を目標に技術協力（国別研修）実施した。この協

力を通じた首相府との関係と成果を基に、首相府法律局が有する、法規範文書

の整合性確保を検討する機能の本事業へ活用が、プロジェクトの目標達成のた

めに有益であると認識された。 

 
(2) 本事業への教訓 

（1）で示された教訓を有効に活用するためには、実施機関に対して、前フェ

ーズと同様の積極的な関与を働きかけること、そして、専門家に継続的なベト

ナム語の習得を促していくこと等が挙げられる。 

一方で、前フェーズで問題視された成果物の取り扱いについては、本事業に

おいては、事前に関係者間で、どのような媒体で、誰を対象として情報共有を

行っていくのかを明確にしておく必要がある。また、財務面での持続性を担保

するために、セミナー等を開催する際には、参加者を絞ったり、他ドナーとの

共同実施を企画したりするなど、出来るだけ費用対効果の高いアプローチを考

案していくことが必要である。加えて、前フェーズでは、プロジェクト活動実

施のための費用について、ベトナム側の負担割合が低く、財政的持続性に不確

実性が残されたことから、本事業では、協力期間中に、徐々にベトナム側の費

用負担割合を引き上げていくための働きかけを行っていく。 



 
 

また、新たに首相府をプロジェクトの実施機関に迎え入れ、法規範文書の整

合性確保に向けた活動を実施していくことにした。 
 

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 

事業終了３年度  事後評価 


