～ ベトナム特集① ～
ベトナム新プロジェクトがスタート
～ 2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト～
国際協力部教官
川
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西

一

はじめに
ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」という。）では，1986 年のドイモイ（刷

新）政策採用以降，市場経済原理を導入・推進するため民商事分野を中心に各種法令
の立法が行われ，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。また，人権保障の充実などを目指した 2013 年
の憲法改正以降は，公法分野を含め広く法令全体について新規立法あるいは全面的な
改正が行われるとともに，裁判所機能の強化などの司法改革も進められている。
法務総合研究所は，ベトナムに対する法制度整備の支援として，1994 年にベトナ
ム司法省に対する国別研修を開始し，1996 年に国際協力事業団（現独立行政法人国
際協力機構（JICA）
）が「法整備支援プロジェクト」を立ち上げた後は，同プロジェ
クト及びその後継プロジェクト1 を主な舞台として同国に対する支援を継続し，これ
まで，基本法令の起草支援，司法関係機関の人材育成支援及び実務改善支援を行い，
民法，民事訴訟法，破産法，民事判決執行法，国家賠償法などの重要法令の制定や法
律実務家を対象にした実務マニュアルの共同作成，さらには多くの研修経験者が司法
関係機関の高官となるなど多くの成果を残してきた。
そして，2011 年４月から 2015 年３月まで実施された「法・司法制度改革支援プロ
ジェクトフェーズ２」
（以下「前プロジェクト」という。
）の後継案件として，2015
年４月から，
新たに「2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト 」（以下「新
プロジェクト」という。）が開始された。新プロジェクトでは，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され，これまでの協力機関である司法省，最高人民裁判
所，最高人民検察院及びベトナム弁護士連合会に対し，起草支援及び実務改善支援を
1

「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）並びに「ベトナム法・司法制度改革支援プロジェ
クト」フェーズ１（2007 年～ 2011 年）及び同フェーズ２（2011 年～ 2015 年）を指す。
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引き続き実施するほか，首相府を協力機関に加え，法令の整合性及び明確性の確保の
ための能力強化支援を新たに実施することとしている。
本稿では，前プロジェクトの概要，成果及び課題等を振り返るとともに，新プロジ
ェクトの形成過程及び新プロジェクトの概要（目標及び成果等）について紹介する。

２

前プロジェクトの概要2
ベトナム最初の法整備支援プロジェクトである「ベトナム法整備支援プロジェク

ト（フェーズ１ないし３）」
（1996 ～ 2007 年）では，基本法令の起草支援，司法関係
機関の人材育成支援及び実務改善支援が行われ，民法，民事訴訟法の制定や実務マニ
ュアルの共同作成などの成果を上げた。しかし，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依然として見受
けられ，同プロジェクト終了後も引き続き裁判実務や法執行実務の改善を図る必要が
認められたことから，2007 年４月から 2011 年３月にかけて，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，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）及び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」が実施され，その後，2011 年４月から 2015 年３月までそのフェーズ２である
前プロジェクトが実施された。
前プロジェクトにおいては，上記４機関（MOJ，SPC，SPP 及び VBF）を引き続き
C/P 機関とし，中央司法関係機関において，実務上の課題及びベトナムの発展のニー
ズを踏まえた法規範文書の内容並びに法規範文書の運用及び裁判・執行実務の改善の
ための組織的・人的能力が強化されることが明確な目標として掲げられ，その実現に
当たっては，C/P 機関の性格に応じて先進活動を行うための地区をそれぞれ設けるな
どして，地方における実務上の課題を抽出・蓄積した上で，中央機関がそれらの課題
を分析し，地方への指導・監督方法を改善して全国的な実務改善を目指すとともに，
実務上の課題を踏まえて法令の起草を行うという手法を採っていた。

３

前プロジェクトの成果と課題

2014 年７月に実施された前プロジェクトの終了時評価調査では，前プロジェクト
2

前プロジェクトの開始に至る経緯等については，本誌 34 号「プロジェクト紹介：ベトナム法・
司法制度改革支援プロジェクトについて」（2008 年３月号）も参照していただきたい。
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について，セミナー等がベトナムの実情に合った形で企画され，そのセミナー等の結
果を踏まえ，実務上の課題や教訓を踏まえた執務参考資料及び教材が作成・改訂さ
れ，必要に応じ法規範文書の改正に向けた提言が出されたことなどが確認されるとと
もに，各 C/P 機関について，以下のとおりの多数の実績が確認された。
○司法省（MOJ）
・改正民法草案作成のためのワーキングセッション等の開催，短期派遣専門家の招へ
い及び本邦研修の実施
・担保取引登録法に関し，ワークショップ等の成果を踏まえた，担保取引に関する
163 号政府議定の一部を改正した 11 号政府議定及び合同通達の策定
・民事判決執行法に関し，プロジェクトのインプットを踏まえた，執行官向けハンド
ブック，民事判決執行法のレビューに関するレポート，執行が困難な判決に関する
調査レポート及びトレーニングのための執務参考資料の作成
・国家賠償法に関し，本邦研修やセミナー等の成果を踏まえた，同法を効果的に運用
するための通達の策定，同法制定の影響を測るための指標の設定，手続ガイドライ
ン及び職員のためのハンドブックの作成
・戸籍官へのトレーニング
・司法学院のテキスト改訂等
○最高人民裁判所（SPC）
・判決書マニュアルのレビューのためのセミナー開催
・バクニン省人民裁判所による，ワークショップ等の成果を踏まえた，刑事裁判手続
きマニュアル及び麻薬事件処理のためのハンドブックの作成。また，人民参審員と
裁判所職員の能力向上のためのセミナー開催
・民事訴訟法改正に向けた，セミナー，短期派遣専門家招へい及び本邦研修等の実施
・人民裁判所組織法に関し，ワークショップ，短期派遣専門家招へい及び本邦研修等
の成果を踏まえた法案の起草
・破産法改正に関し，セミナー，短期派遣専門家招へい及び本邦研修等の成果を踏ま
えた法案の起草
○最高人民検察院（SPP）
・刑事訴訟法改正に向けたセミナー，短期派遣専門家の招へい及び本邦研修の実施
・人民検察院組織法に関し，ワークショップ，短期派遣専門家招へい及び本邦研修等
の成果を踏まえた法案の起草
・ハイフォン市人民検察院における実務改善を通じた SPP の指導能力強化等に係る
活動，また，刑事訴訟における簡易手続の改善のための現地調査やワークショップ
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等の実施
○ベトナム弁護士連合会（VBF）
・地方弁護士会に対する助言・監督能力強化に向けた，地方弁護士会の実情調査並び
に本邦研修及びセミナーの実施
・プロジェクトのインプットを踏まえた，刑事訴訟法の「弁護」の章の起草
終了時評価調査では，C/P 機関が行う法規範文書の起草・改正については，現場の
ニーズを踏まえた起草・改正方法について業務フローが定着し，現場からの情報や実
務上の現場の課題の分析結果を踏まえて法規範文書が起草・改正されるなど，C/P 機
関の実務の改善に大きな成果が確認された一方，C/P 機関との活動により完成した草
案が，その後の立法過程において大きく変更されることがあること，C/P 機関以外の
機関では，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。そこ
で，後継案件については，これまでの協力の成果を基盤としながらも，法規範文書の
立案及び運用の過程全体の改善を目指すとともに，他の行政機関が起草・改正する法
規範文書についても対応を行うなどの新たな視点を加えた新プロジェクトを立ち上
げ，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。

４

新プロジェクトの形成過程
ベトナム側の前プロジェクトに対する評価は高く，ベトナム側は，早い段階から，

後継案件の実施の要請があり，2013 年８月にベトナム政府から日本政府に対して正
式な支援要請が行われ，これに対し，日本政府も同年度末までに新規技術協力案件と
して採択を行っていた。
そこで，2014 年７月の終了時評価調査の段階から，後継案件の形成に向けた事実
上の調査が開始され，その後，2014 年９月，同年 11 月，同年 12 月及び 2015 年１月
の４次にわたり詳細計画策定調査が行われた。
後継案件については，早期の段階から，日本側及びベトナム側共に，前プロジェク
トに引き続き，実務上の課題及びベトナムの発展のニーズを踏まえた法規範文書の内
容，法規範文書の運用及び裁判・執行実務の改善のための組織的・人的能力の強化を
行うことはおおむね合意されていた。しかし，具体的な後継案件の形成作業が始まる
と，日本側関係者から，C/P 機関との活動により完成した草案がその後の立法過程で
大きく変更されてしまう問題の解決とともに，ベトナムに進出する日本企業が直面す
る法制度面における困難，具体的には法令相互間の不整合や頻繁な改正，運用の不統
一といった問題を解消するため，立法過程のより上位に位置する国会あるいは首相府
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を C/P 機関に加えることで，全省庁横断的な課題である立法過程の改善（法令審査能
力の強化）を求める声が上がり，これをどのようにして新プロジェクトへ組み込むか
が焦眉の問題として浮上した。しかしながら，これらの問題については，日本側にお
いてもベトナムにおける法規範文書の立案過程に関する情報の蓄積が乏しかった上，
新たな C/P 機関の追加や新たな活動の実施については，日本側及びベトナム側の間に
おいて認識が必ずしも共有されていなかったことから，それらの調整のため，上記の
とおり複数回の調査が実施されるに至った。
これらの調査を通じて，ベトナムの法規範文書の立案過程においては，司法省及び
首相府における審査が重要な役割を果たしていること，その一方で，法規範文書の起
草・審査を行う者が，法規範文書に関する理解が不十分であったり，立法技術が未熟
である等様々な問題があるため，制定された法規範文書相互の間の不整合や法規範文
書自体に多義的かつ不明確な規定が存在していること，それにより法規範文書の運用・
適用の場面においても，法規範文書の理解が不十分であったり，統一的かつ適正な運
用・適用がなされていないことなどが明らかとなり，これらの改善が必要であること
が判明した。
2014 年９月の第一次詳細計画策定調査から，新プロジェクトの詳細，特に日本側
が関心を有する法規範文書相互の間の不整合や法規範文書自体の多義的かつ不明確な
規定の是正・抑制，法規範文書の統一的かつ適正な運用・適用を実現するための枠組
みや活動内容について，ベトナム側と熱のこもった協議が続けられた。新プロジェク
トにおける協力体制，目標，成果及び活動の設定については，日本側とベトナム側と
の認識の相違などから調整が難航したが，相互に粘り強い協議が続けられた結果，同
年 11 月の第二次調査を経て，同年 12 月の第三次調査において，ベトナム側との間で
プロジェクトの枠組み等に関する合意を形成するに至った。
ベトナム側との間では，新プロジェクトについて，ベトナムにおける法・司法改革
の目標年である 2020 年を目前に控え，これまでの 20 年に及ぶ協力の集大成として，
また，これまでの協力の総仕上げとしてのプロジェクトとして位置付けるとともに，
2021 年以降の日越関係が，対等かつ相互理解に基づくより強固なものになるよう目
指すことが確認された。これは，2020 年をベトナムに対する大規模な法整備支援活
動の一つの区切りとして，新プロジェクト終了をもって大規模な法整備支援活動を
終了するとともに，2021 年以後は，これまでの法整備支援活動とは異なる，対等な
協力関係を志向することを意味している。また，新プロジェクトの名称についても，
2020 年がこれまでの協力の一つの区切りであることを明確化するため，前プロジェ
クトのフェーズ３とするのではなく，「2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジ
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ェクト」3 とすることとなった。その後，JICA とベトナム側関係機関との間において，
新プロジェクトの事業内容，実施体制及び日本側・ベトナム側が講じる措置等から構
成される合意議事録（Record of Discussion: R/D）が 2015 年２月３日付けで締結され，
新プロジェクトは，2015 年４月１日から開始されることが正式に決定した。

５

新プロジェクトの概要

新プロジェクトは，前プロジェクトが 2015 年３月 31 日に終了した後，途切れるこ
となく翌日の同年４月１日に開始した。新プロジェクトの概要，目標及び成果等は，
以下のとおりである（後掲 PDM 参照）。
【概要】
期間：2015 年４月～ 2020 年３月（５年間）
実施機関：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）
長期派遣専門家：４名（検察官出身者（総括）
，裁判官出身者，弁護士及び業務調整員）
日本側協力機関：法務省，日本弁護士連合会及びアドバイザリーグループ
前プロジェクトの長期派遣専門家４名のうち，裁判官出身専門家１名は新プロジェ
クトの開始に合わせて交代となったが，残る３名（検察官出身者，弁護士，業務調整
員各１名）が引き続きその任に当たり，前プロジェクトに引き続き４名体制でのスタ
ートとなった。長期派遣専門家については，当面は４名体制とするものの，新プロジ
ェクトでは業務量の増加が確実に見込まれることから，必要に応じ長期派遣専門家を
増員することとされた。
【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。
【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4 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
3

英文は「The Project for Harmonized, Practical Legislation and Uniform Application of Law Targeting
Year 2020」。また，プロジェクトの略称として，英語名の頭字語であり，ベトナム語で「法令」
を意味する「PHAP LUAT 2020（phap luat 2020）
」を用いることが決定した。
4
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）及び第 49 号（Resolution No.49/NQ-TW of 2nd June,
2005）を指す。
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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5 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。
前プロジェクトは，先に述べたとおり，実務上の課題及びベトナムの発展のニーズ
を踏まえた法規範文書の内容並びに法規範文書の運用及び裁判・執行実務の改善のた
めの組織的・人的能力の強化を目指し，プロジェクト終了時までにその目標は達成さ
れたことが確認されていた。新プロジェクトでは，前プロジェクトの成果を踏まえ，
前プロジェクトの C/P 機関（MOJ，SPC，SPP 及び VBF）との活動について，さらな
る発展を目指すとともに，新たに指摘された問題である法規範文書相互の間の不整合
や法規範文書の多義的かつ不明確な規定について抑制・是正するとともに，法規範文
書の統一的かつ適正な運用・適用を実現するための法務・司法関係機関の組織的な能
力の向上をも目指そうとするものである。そして，これらの目標を達成するため，以
下の成果が掲げられた。
【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とも
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。
成果１は，
【目標】において述べた，新たに指摘された問題である法規範文書相互
の間の不整合や法規範文書の多義的かつ不明確な規定について抑制・是正するととも
に，法規範文書の統一的かつ適正な運用・適用を実現するために掲げられたものであ
5

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。
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る。具体的には，C/P 機関のうち，法規範文書の①事前審査，②事後監査，③整備・
運用状況の監督の権限を有する司法省（MOJ）及び首相府（OOG）について，①な
いし③を実施する人材の能力向上を目指すものである。成果１については，対象法令
を設定して活動を行うことが予定され，対象法令の選定に当たっては，案件形成にお
ける経緯から，ビジネス環境の改善に資するものを優先的に選定することとされた。
成果２は，前プロジェクトの C/P 機関（MOJ，SPC，SPP 及び VBF）との活動，す
なわち実務上の課題及びベトナムの発展のニーズを踏まえた法規範文書の内容並びに
法規範文書の運用及び裁判・執行実務の改善のための組織的・人的能力の強化におけ
る成果を踏まえ，それまでの活動について，さらなる質的な発展を目指すものである。
例えば，前プロジェクトにおいて行われてきた地方での活動については，司法関係機
関の現場で発生している現実の問題を把握することができ，非常に有益であったこと
から，新プロジェクトにおいても引き続き行われることとなったが，実施に当たって
は，単に対象地域を拡大するような量的な拡大ではなく，前プロジェクトと同じ地方
において活動を継続することでさらなる掘り下げを行うとともに，得られた知見を全
国にフィードバックするといった，質的に深化した活動を実施することを目指してい
る。
成果３については，新プロジェクトの終了をもって大規模な法整備支援活動が終了
することを前提に，各 C/P 機関において成果１及び成果２を踏まえた新プロジェクト
終了後の自律的な活動について検討するとともに，司法分野における日本とベトナム
の協力関係の在り方についても検討することを目指している。プロジェクト形成過程
において，ベトナムに対する大規模な法整備支援活動については，ベトナムにおける
法・司法改革の目標年である 2020 年を一つの区切りとし，2021 年以後は，司法分野
における対等な日越の協力関係を目指すことが確認された。これを踏まえ，新プロジ
ェクト終了後の各 C/P 機関の活動あるいは司法分野の日越協力のあるべき姿について
検討すること自体を，新プロジェクトの活動の一つに位置付けたものである。
【活動】
活動の詳細については，後掲のプロジェクトデザインマトリックス（PDM）を参
照されたい。
成果１及び成果２のための活動については，対象とするテーマについて，情報収集
とその取りまとめ，セミナー・ワークショップの開催，研修の実施等を通じて，ベト
ナム側に対するインプットを行うことを主眼としている。対象とするテーマについて
は，成果１は立法過程に関するもの，成果２では起草する法規範文書に関するものな
ど，いろいろなバリエーションが考えられるが，長期派遣専門家による日常的な助言，

12

セミナー・ワークショップの開催，本邦研修の実施等，その手法は前プロジェクトと
大きな違いはないと思われる。
しかしながら，新プロジェクトにおいては，それらの活動については，毎年，C/P
6
機関において活動計画を策定し，合同調整委員会（JCC）
会合において，その内容に

ついて議論・確認するとともに，その実施状況をモニタリングすることとされた（後
掲 PDM の活動 1-1-3，1-2-3，2-2-1 等参照）。
具体的には，成果１においては，司法省（MOJ）と首相府（OOG）において，そ
れぞれ成果１達成のための年間活動計画を毎年策定し，成果２においては，それぞれ
の C/P 機関（MOJ，SPC，SPP 及び VBF）において，まず，2020 年までの法・司法
改革の趣旨に従い，2020 年３月のプロジェクト終了までに行う活動内容と実施スケ
ジュールを定めた５か年計画を作成し，それをブレークダウンする形で各年度の具体
的な活動内容と実施スケジュールを定めた年間活動計画を毎年策定することとされ
た。これは，2020 年の法・司法改革の実現に向け，具体的な目標とその実現のため
の工程を明確化することで意識付けを強めるとともに，目標達成のためのルーティン
の確立をも狙いとしており，新プロジェクトにおいて新たな取組として取り入れられ
た。
なお，新プロジェクトをこれまでの協力の総仕上げと位置付けたことから，プロジ
ェクト終了後の財政的持続性を担保するため，新プロジェクトの実施段階から，ベト
ナム側において一定のコストを負担するとともに，ベトナム側負担額を毎年増加させ
ることについても合意されたことを付言しておく。

６

最後に
ベトナムに対する法整備支援プロジェクトは，開始からすでに 18 年間が経過し，

今や日本の法整備支援のリーディング・プロジェクトと言っても過言ではない。
これまで 20 年弱継続してきたベトナムに対する法整備支援プロジェクトは，ベト
ナムのニーズに対応しながら，法曹人材の育成，民法を始めとした基本法令の整備，
それら法令の具体的な適用場面である実務改善へと進み，ベトナムの法・司法制度の
発展に協力してきた。前プロジェクトの終了時評価においても，法令起草に関する成
果のみならず，日本の法律関係者に大きな信頼を寄せる人的組織的な関係が醸成され
たこともまた大きな成果として評価されたことからすれば，新プロジェクトの３つの
6

Joint Coordinating Committee。JCC は，全ての C/P 機関，プロジェクト専門家チーム及び JICA
によって構成され，プロジェクト・ダイレクターである司法省国際協力局長が議長を務め，プロ
ジェクトの方向性を決める重要な役割を果たす。
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成果のうち，これまでの協力の延長であり，かつ，20 有余年の取組の総仕上げに位
置付けられる成果２は今後も中心的な活動となるだろう。
また，成果１では，これまでのプロジェクトにおいて培われた整合性ある法令起草
などの大きな成果を，他の機関が所管する法令にも拡大し，特に投資環境整備に資す
る法規範文書について，整合性が確保され統一的な適用が保障されるような起草シス
テムと，レビュ－・フィードバック等により事後的に法規範文書の統一的な運用・適
用を実現するシステムを作り上げることが求められている。
成果１は，法令の整合性の確保や法令の統一的な適用の保障という新たな活動を行
うだけではなく，首相府を新たな C/P 機関として加え，その活動も省庁あるいは部局
横断的な活動が予想されるなど，特に長期派遣専門家にとっては新たなチャレンジと
なることは否定できない。しかしながら，成果１において具体的な成果を得ることは，
ベトナムの法制度及び法運用の実務の改善にとって大きな前進となるばかりではな
く，日本による法整備支援にとっても新たな可能性を示す試金石となると思われる。
新プロジェクトは，ベトナムが国家戦略として設定した法・司法改革のゴールであ
る 2020 年を，我が国による大規模な法整備支援の一区切りとして，20 数年間に及ぶ
ベトナムに対する法整備支援の集大成とすることが予定されている。そして，我が国
の大規模な法整備支援プロジェクトで初めて出口を見据えた取組が成果３として取り
入れられ，そのような意味でも，新たな意義を有するリーディング・プロジェクトと
なることは間違いない。法務総合研究所は，これまでの協力の延長にある成果２はも
ちろん，新たな問題に取り組む成果１，そして法整備支援の次を考える成果３のすべ
ての活動について，引き続き全面的な支援を行っていく所存である。
このように新たなチャレンジを多く含む新プロジェクトは始まったばかりであり，
いまだ試行錯誤の部分があることは否めない。新プロジェクトの活動は，これから本
格化していくものと思われるが，新プロジェクトが，ベトナムの法・司法改革の達成
に貢献するとともに，司法分野における日越パートナーシップの姿を描けるようにな
るためには，ベトナムの法・司法に関わる多くの関係者の御協力が不可欠であり，関
係者の皆様方には，引き続き変わらぬ御支援を頂けると幸いである。
以上

14
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¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢ≧ἣཬࡧࡑࡢཎ
ᅉ࡞ࡿἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᮍᩚഛࡢᐇែࡀศᯒࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢཎᅉ࡞ࡿἲつ
⠊ᩥ᭩ࡢᮍᩚഛࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
4. OOG ࠾ࡅࡿἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ๓᳨ウࣉࣟࢭࢫࡀ௨ୗ
ࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢᨵၿࡉࢀࡿࠋ
¾ 㛵ಀ⪅㛫ࡢㄪᩚࡀᙉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
¾ ࡼࡾᖜᗈ࠸ᐖ㛵ಀ⪅ࡽࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿࠋ
¾ 㐠⏝࣭㐺⏝ẁ㝵࠾ࡅࡿ␃ពⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᩚྜᛶ☜ಖࡢどⅬࡽࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢᐇ⌧ࡢどⅬࡽ
ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
5. ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ㉳ⲡ࣭ᐇ㛵ࡋ࡚ࠊᨻᗓ࣭㤳┦ࡀ┘╩ࠊ
ᣦᑟࠊ๓᳨ウࢆ⾜࠺㝿ࠊOOG ࡀࡼࡾⰋ࠸ᨭࢆ⾜
࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
6. ᕤ⛬⾲ᇶ࡙࠸࡚ࠊẸ௳ゎỴᡭ⥆ࡢᨵၿࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࠋ
¾ SPC ࡀ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁࢆᐇࡋࠊᑂ⌮
࠾ࡅࡿἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝㈉⊩ࡍࡿࠋ
¾ SPP ࡀࠊἲ௧ࡢཝṇࡘ⤫୍ⓗ࡞ᇳ⾜ࡢಖド㈉⊩
ࡍࡿࠋ
¾ VBF ࡀࠊㄪࡢྲྀࢀࡓἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ࠊேᶒಖ
ㆤ࠾ࡼࡧྖἲࢡࢭࢫࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࠋ
7. ᕤ⛬⾲ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⾜ᨻ௳ゎỴᡭ⥆ࡢᨵၿࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࠋ
¾ SPC ࡀ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁࢆᐇࡋࠊᑂ⌮
࠾ࡅࡿἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝㈉⊩ࡍࡿࠋ
⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
⾜ᨻ௳ゎỴᡭ⥆㛵ࡍࡿᕤ
⛬⾲ᐇ≧ἣཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
8. ฮ௳ゎỴᡭ⥆㛵ࡍࡿᕤ
⛬⾲ᐇ≧ἣཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
9. Ẹุ㛵ࡍࡿ⤫ィሗཬ
ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
10. ⾜ᨻุ㛵ࡍࡿ⤫ィሗཬ
ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
11. ฮุ㛵ࡍࡿ⤫ィሗཬ
ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ

7.
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MOJ ࡢ㛤ദࡍࡿෆ㒊ேᮦྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡀࠊ⌧ሙࡢㄢ
㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᙧ࡛ࠊ⏬࣭❧
࣭ᐇࡉࢀࡿࠋ
MOJ ࡢ㛤ദࡍࡿࡢ┬ᗇࡸ┬ࣞ࣋ࣝேẸጤဨࡢἲ
ົ㒊㛛ྥࡅࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡀࠊ⌧ሙࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑐ
㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᙧ࡛ࠊ⏬࣭❧࣭ᐇࡉࢀࡿࠋ
MOJ ࡢᇳົཧ⪃㈨ᩱࡀ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚సᡂࡉࢀ
ࡿࠋ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢ≧ἣࡢศᯒ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢཎᅉࡢศᯒࠋ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢ≧ἣཬࡧཎᅉࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓᨵၿ⟇
¾ ᨵၿ⟇ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ࡞ᥐ⨨
4. MOJ ࡢᇳົཧ⪃㈨ᩱࡀ㛵ಀ⫋ဨά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
5. OOG ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡀࠊ⌧ሙࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᙧ࡛ࠊ⏬࣭❧࣭ᐇࡉࢀ

ᡂᯝ(Outputs)
(1)
ἲ௧㛫ࡢᩚྜࡸከ⩏ⓗࡘ᫂☜
1.
࡞つᐃࡢᏑᅾࢆᢚไ࣭ṇࡋࠊࡘἲ
つ⠊ᩥ᭩ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࡢಁ㐍ཬࡧ⤫
୍ⓗ࡞㐠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊMOJ
2.
ཬࡧ OOG ࡼࡿẸࠊ⤒῭ࠊࡑࡢ
㛵㐃ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢձ๓ᑂᰝࠊղᚋ
┘ᰝࠊճᩚഛ࣭㐠⏝≧ἣࡢ┘╩ࢆ⾜࠺ 3.
ேᮦࡢ⬟ຊࡀᙉࡉࢀࡿࠋ

SPP ࡀࠊἲ௧ࡢཝṇࡘ⤫୍ⓗ࡞ᇳ⾜ࡢಖド㈉⊩
ࡍࡿࠋ
¾ VBF ࡀࠊㄪࡢྲྀࢀࡓἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ࠊேᶒಖ
ㆤ࠾ࡼࡧྖἲࢡࢭࢫࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࠋ
8. ᕤ⛬⾲ᇶ࡙࠸࡚ࠊฮ௳ゎỴᡭ⥆ࡢᨵၿࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࠋ
¾ SPC ࡀ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁࢆᐇࡋࠊᑂ⌮
࠾ࡅࡿἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝㈉⊩ࡍࡿࠋ
¾ SPP ࡀࠊἲ௧ࡢཝṇࡘ⤫୍ⓗ࡞ᇳ⾜ࡢಖド㈉⊩
ࡍࡿࠋ
¾ VBF ࡀࠊㄪࡢྲྀࢀࡓἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ࠊேᶒಖ
ㆤ࠾ࡼࡧྖἲࢡࢭࢫࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࠋ
9. ᨵṇẸッゴἲ࠾࠸࡚ᨵṇࡉࢀࡓෆᐜࡀࠊẸุ
࠾࠸࡚㐺ษ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
10. ᨵṇ⾜ᨻ௳ッゴἲ࠾࠸࡚ᨵṇࡉࢀࡓෆᐜࡀࠊ⾜ᨻ
ุ࠾࠸࡚㐺ษ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
11. ᨵṇฮッゴἲ࠾࠸࡚ᨵṇࡉࢀࡓෆᐜࡀࠊฮุ
࠾࠸࡚㐺ษ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
¾

7.

5.
6.

4.

3.

2.

1.

MOJ ࡀෆ㒊ேᮦྥࡅ㛤ദࡍ
ࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢ㈨ᩱཬࡧ㛵ಀ
⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
MOJ ࡀࡢ┬ᗇࡸ┬ࣞ࣋ࣝࡢ
ேẸጤဨࡢἲົ㒊㛛ྥࡅ
㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢ㈨ᩱཬ
ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
MOJ ࡢᇳົཧ⪃㈨ᩱཬࡧ㛵ಀ
⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
MOJ సᡂࡢ᪂⪺ࠊ㞧ㄅཬࡧ࢙࢘
ࣈࢧࢺ୪ࡧ㛵ಀ⪅ࡢ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
OOG ࡢᇳົཧ⪃㈨ᩱཬࡧ㛵ಀ
⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
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(2)

2013 ᖺ᠇ἲ୪ࡧ➨ 48 ྕཬࡧ➨ 49
ྕỴ㆟ࡢ㊃᪨ᚑ࠸㸪2020 ᖺࡢἲ࣭
ྖἲᨵ㠉ࡢᐇ⌧ࢆぢᤣ࠼࡚ྛᶵ㛵࡛
సᡂࡍࡿᕤ⛬⾲ᇶ࡙ࡁࠊẸ⣮தゎ
Ỵ㈨ࡍࡿᐇయἲཬࡧᡭ⥆ἲࡢⲡࠊ
୪ࡧฮᡭ⥆ἲࡢⲡࡀᩚഛࡉࢀ
ࡿඹࠊẸ㛵ࡍࡿ㐺ษ࡞⣮தゎ
Ỵࡢᇶ‽࡞ࡿἲつ⠊ᩥ᭩ཬࡧฮ
㛵ࡍࡿ㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡢᇶ‽࡞ࡿἲ
つ⠊ᩥ᭩ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀࠊ⤫
୍ⓗ࡞㐠⏝ྥࡅࡓຓゝ࣭ᣦᑟ⬟ຊཬ
ࡧุ࣭ᇳ⾜ᐇົࡢ⬟ຊࡀྥୖࡍࡿࠋ

4

ࡿࠋ
OOG ࡢᇳົཧ⪃㈨ᩱࡀ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚సᡂࡉࢀ
ࡿࠋ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢ≧ἣࡢศᯒ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝࣭㐺⏝ࡢཎᅉࡢศᯒ
¾ ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ⤫୍࡞㐠⏝ࡢ≧ἣཬࡧཎᅉࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓᨵၿ⟇
¾ ᨵၿ⟇ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ࡞ᥐ⨨
7. OOG ࡢᇳົཧ⪃㈨ᩱࡀ㛵ಀ⫋ဨά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1. ྛᶵ㛵ࡀసᡂࡍࡿィ⏬ࡀࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚సᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
¾ ྛᶵ㛵࠾ࡅࡿࠊ2020 ᖺࡢἲ࣭ྖἲᨵ㠉ࡢᐇ⌧ࡢほ
Ⅼࡽࡢࣞࣅ࣮ࣗ
¾ ྛᶵ㛵࠾ࡅࡿࠊ๓ᖺᗘࡲ࡛ࡢάືࡢศᯒ
¾ ྛᶵ㛵࠾ࡅࡿࠊ┠ᶆᖺᗘࢆぢᤣ࠼ࡓ᫂☜࡞ࣉࣟࢭ
ࢫ
¾ ྛᶵ㛵࠾ࡅࡿࠊ2020 ᖺࡢἲ࣭ྖἲᨵ㠉ࡢᐇ⌧ࡢほ
Ⅼࡽࡢඃඛ㡰ࡅ
2. ᨵṇẸἲࠊᨵṇẸุỴᇳ⾜ἲࠊᨵṇᅜᐙ㈺ൾ㈐௵ἲࠊ
ᨵṇẸッゴἲཬࡧᨵṇ⾜ᨻ௳ッゴἲࡢⲡࡀࠊ௨
ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢᨵၿࡉࢀࡿࠋ
¾ 2013 ᖺ᠇ἲ୪ࡧ➨ 48 ྕཬࡧ➨ 49 ྕỴ㆟ࡢෆᐜ
¾ ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᕷሙ⤒῭ࡢⓎᒎ
¾ ᐇົୖࡢၥ㢟Ⅼ
3. ᨵṇฮッゴἲࡢⲡࡀࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ
ᨵၿࡉࢀࡿࠋ
¾ 2013 ᖺ᠇ἲ୪ࡧ➨ 48 ྕཬࡧ➨ 49 ྕỴ㆟ࡢෆᐜ
¾ ᐇົୖࡢၥ㢟Ⅼ
¾ ேᶒᑐࡍࡿࡼࡾ୍ᒙࡢ㓄៖
4. ㈈⏘Ⓩ㘓ἲࠊᅜ㝿⚾ἲไᐃྥࡅࡓᐇົୖࡢၥ㢟Ⅼࡀ
ᩚ⌮ࡉࢀࡿࠋ
5. ุἲ⌮ࡢᙧᡂྥࡅࡓㄽⅬࡀᩚ⌮ࡉࢀࡿࠋ
6. ᩚ⌮ࡉࢀࡓุἲ⌮ࡢᙧᡂྥࡅࡓㄽⅬࡘ࠸࡚ࠊἲ
つ⠊ᩥ᭩ࡢᫎཬࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ⤌
ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
6.

9.

8.

7.

6.

5.

3.
4.

2.

1.

ྛᶵ㛵ࡢィ⏬ࠊ๓ᖺᗘࡲ࡛ࡢศ
ᯒ⤖ᯝཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ
ᨵṇẸἲࠊᨵṇẸุỴᇳ⾜
ἲࠊᨵṇᅜᐙ㈺ൾἲࠊᨵṇẸ
ッゴἲࠊᨵṇ⾜ᨻッゴἲࡢⲡ
ᨵṇฮッゴἲࡢⲡ
㈈⏘Ⓩ㘓ἲࠊᅜ㝿⚾ἲไᐃ㛵
ࡍࡿሗ࿌᭩
ุἲ⌮ࡢᙧᡂྥࡅࡓㄽⅬ
ࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓሗ࿌᭩
ุἲ⌮ࡢᙧᡂྥࡅࡓㄽⅬ
ࡀᫎࡉࢀࡓἲつ⠊ᩥ᭩ཬࡧ/
ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ⤌
ࡀグ㍕ࡉࢀࡓᇳົཧ⪃㈨ᩱ୪
ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ᅜ㝿ⓗ࡞Ẹ⣮தゎỴྥࡅ
ࡓㄽⅬࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓሗ࿌᭩
ᅜ㝿ⓗ࡞Ẹ⣮தゎỴྥࡅ
ࡓㄽⅬࡀᫎࡉࢀࡓἲつ⠊ᩥ
᭩ཬࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅ
ࡓྲྀ⤌ࡀグ㍕ࡉࢀࡓᇳົཧ⪃
㈨ᩱ୪ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ
MOJ ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢ
㈨ᩱཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ

ᨭᑐ㇟ࡢᐇయ
ἲ࣭ᡭ⥆ἲ࣭⤌⧊
ἲࡢ❧ἲࡀ
ᖜ㐜ᘏࡋ࡞࠸ࠋ
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ᅜ㝿ⓗ࡞Ẹ⣮தゎỴྥࡅࡓᐇົୖࡢၥ㢟Ⅼࡀᩚ⌮
ࡉࢀࡿࠋ
8. ᩚ⌮ࡉࢀࡓᅜ㝿ⓗ࡞Ẹ⣮தゎỴྥࡅࡓᐇົୖࡢၥ
㢟Ⅼࡘ࠸࡚ࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᫎཬࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵ
ၿྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
9. MOJ ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡀࠊ⌧ሙࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᙧ࡛ࠊ⏬࣭❧࣭ᐇࡉࢀ
ࡿࠋ
10. ᐇࡉࢀࡓࢭ࣑ࢼ࣮࠾࠸࡚ᢅࢃࢀࡓෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ
ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᫎཬࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ
⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
11. SPC ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡀࠊ⌧ሙࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᙧ࡛ࠊ⏬࣭❧࣭ᐇࡉࢀ
ࡿࠋ
12. ᐇࡉࢀࡓࢭ࣑ࢼ࣮࠾࠸࡚ᢅࢃࢀࡓෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ
ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᫎཬࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ
⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
13. SPP ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡀࠊ⌧ሙࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᙧ࡛ࠊ⏬࣭❧࣭ᐇࡉࢀ
ࡿࠋ
14. ᐇࡉࢀࡓࢭ࣑ࢼ࣮࠾࠸࡚ᢅࢃࢀࡓෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ
ἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᫎཬࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ
⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
15. VBF ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ◊ಟ➼ࡀࠊἲᩚഛࡸ⌧ሙࡢ
ㄢ㢟㸦≉ேᶒಖㆤཬࡧྖἲࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿㄢ㢟㸧
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᙧ࡛ࠊ⏬࣭❧࣭
ᐇࡉࢀࡿࠋ
16. ᐇࡉࢀࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ◊ಟ࠾࠸࡚ᢅࢃࢀࡓෆᐜࡘ
࠸࡚ࠊᘚㆤኈ࣐ࢽࣗࣝࡸ࢞ࢻࣛࣥ➼ࡢᫎཬ
ࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
17. ᘚㆤኈ࣐ࢽࣗࣝࡸ࢞ࢻࣛࣥ➼ࡀ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖
ࡋ࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
¾ ேᶒಖㆤྖἲࢡࢭࢫࡢྥୖࡢ㈉⊩
¾ 2013 ᖺ᠇ἲ୪ࡧ➨ 48 ྕཬࡧ➨ 49 ྕỴ㆟ࡢෆᐜ
¾ ᅜẸᑐࡍࡿἲⓗࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ

7.
࣮ࣗ
10. 9.ࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᢅࢃࢀࡓෆᐜࡀ
ᫎࡉࢀࡓἲつ⠊ᩥ᭩ཬࡧ/ཪ
ࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ
グ㍕ࡉࢀࡓᇳົཧ⪃㈨ᩱ
11. SPC ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢ㈨
ᩱཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅࣗ
࣮
12. 11.ࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᢅࢃࢀࡓෆᐜ
ࡀᫎࡉࢀࡓᇳົཧ⪃㈨ᩱཬ
ࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ
⤌ࡀグ㍕ࡉࢀࡓᇳົཧ⪃㈨ᩱ
୪ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅࣗ
࣮
13. SPP ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢ㈨
ᩱཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅࣗ
࣮
14. 13.ࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᢅࢃࢀࡓෆᐜ
ࡀᫎࡉࢀࡓᇳົཧ⪃㈨ᩱཬ
ࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ
⤌ࡀグ㍕ࡉࢀࡓᇳົཧ⪃㈨ᩱ
୪ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅࣗ
࣮
15. VBF ࡢ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ◊
ಟ➼ࡢ㈨ᩱཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
16. 15.ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ◊ಟ➼࡛ᢅࢃ
ࢀࡓෆᐜࡀᫎࡉࢀࡓᘚㆤኈ
࣐ࢽ࣭ࣗࣝ࢞ࢻࣛࣥ➼ཬ
ࡧ/ཪࡣᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓྲྀ
⤌ࡀグ㍕ࡉࢀࡓᇳົཧ⪃㈨ᩱ
୪ࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅࣗ
࣮
17. ᘚㆤኈ࣐ࢽ࣭ࣗࣝ࢞ࢻࣛ
ࣥ➼ཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ

20

MOJ ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ(1-1-3)࡛సᡂࡋࡓάືィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ/ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
MOJ ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ (1-1-1)࡛ศᯒࡋࡓᨵၿⅬࢆࡩࡲ࠼ࠊ
ࡢ┬ᗇࡸ┬ࣞ࣋ࣝேẸጤဨࡢἲົ㒊㛛ࡢἲつ⠊ᩥ᭩➼ࡢ㉳ⲡ⬟
ຊࡢྥୖཬࡧ/ཪࡣ㐠⏝⬟ຊࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡍ
ࡿࠋ

(1-1-5)

(1-1-6)

JCC ࠾࠸࡚ࠊ(1-1-3)࡛సᡂࡋࡓᖺ㛫άືィ⏬ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

(1-1-4)

άື(Activities)
(1-1-1)
MOJ ༠ຊࡋࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᩚྜࡸከ⩏ⓗࡘ᫂☜࡞つᐃࡢᏑ
ᅾࢆᢚไ࣭ṇࡋࡘἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࡢಁ㐍ཬࡧ⤫୍ⓗ࡞
㐠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᴗົࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࡢศᯒ᳨࣭ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
(1-1-2)
MOJ ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠㆟ࡢୖࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᩚྜࡸከ⩏ⓗࡘ
᫂☜࡞つᐃࡢᏑᅾࢆᢚไ࣭ṇࡋࡘἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࡢ
ಁ㐍ཬࡧ⤫୍ⓗ࡞㐠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢάືࡢᑐ㇟࡞ࡿἲつ⠊ᩥ
᭩➼ࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ
(1-1-3)
MOJ ࡀࠊ (1-1-1)࡛ศᯒࡋࡓᨵၿ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ(1-1-2)࡛ྜពࡋࡓἲつ
⠊ᩥ᭩➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓᖺ㛫άືィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࠋ

(3)

6

VBF㸸
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
࣭ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
࣭࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮

᪥ᮏഃ
࣋ࢺࢼ࣒ഃ
㛗ᮇᑓ㛛ᐙ ࢳ࣮ࣇࢻࣂࢨ
࣮㸦᳨ᐹ㸧ࠊุᐁࠊᘚㆤኈࠊ MOJࠊOOGࠊSPCࠊSPP㸸
ㄪᩚဨࠊ㸩Ș㸧
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢲࣞࢡࢱ࣮
▷ᮇᑓ㛛ᐙ
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ࢻࣂࢨ࣮ࣜࢢ࣮ࣝࣉ
࣭ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ᮏ㑥◊ಟࡢᶵ
࣭࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮
᪥ᮏ࡛⾜࠺ࢭ࣑ࢼ࣮࣭࣮࣡ࢡࢩ ࣭C/P ᶵ㛵࡚㛤ദࡉࢀࡿࢭ࣑ࢼ
ࣙࢵࣉ⏝ࡢ㆟ᐊ
࣮࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⏝ࡢ㆟ᐊ
㹈㹇㹁㸿㹌㹃㹒
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࡍࡿົⓗ
ୖグ㛵ࡍࡿ㈝⏝
࡞సᴗᚲせ࡞㈨ᮦ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືಀࡿ㈝⏝ࡢ ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࡍࡿ㐃⤡࣭
୍㒊
ㄪᩚᚲせ࡞㈝⏝

(Inputs)

¾ ᐇົୖࡢၥ㢟Ⅼ
࣮ࣗ
18. ᘚㆤኈ࣐ࢽࣗࣝࡸ࢞ࢻࣛࣥ➼ࡀࠊᘚㆤኈࡀά⏝ 18. 㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࡛ࡁࡿ≧ែ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
19. 㛵ಀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
19. ᘚㆤኈࡀࠊᘚㆤኈ࣐ࢽࣗࣝࡸ࢞ࢻࣛࣥ➼ࢆά⏝
ࡋ࡚ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྛᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊձἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ㉳
1. ྛᶵ㛵ࡢศᯒࡀࠊ௨ୗࡢⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚ᐇࡉࢀࡿࠋ
1. ྛᶵ㛵ࡢศᯒ⤖ᯝཬࡧ㛵ಀ⪅
ⲡ࣭ᑂᰝ࣭┘ᰝ࣭┘╩ࠊղἲつ⠊ᩥ᭩
¾ ἲࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ཬࡧᇳ⾜ࡢ☜ಖྥࡅࡓྲྀ⤌
ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࡢಁ㐍ཬࡧ⤫୍ⓗ࡞㐠
¾ ྛ✀⣮தࡀ㐺ษゎỴࡉࢀࡿ⤌ࡳࡢᩚഛྥࡅࡓ
⏝ྥࡅࡓຓゝ࣭ᣦᑟࠊ୪ࡧճἲつ
ྲྀ⤌
⠊ᩥ᭩ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎᇶ࡙࠸ࡓ
¾ ேᶒࢆ㔜どࡋࡓ㐺ṇ࡞ᡭ⥆ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌
ุ࣭ᇳ⾜ᐇົࡢᐇ⌧ྥࡅࡓຓゝ࣭ᣦ
¾ ྖἲࢡࢭࢫࡢᙉྥࡅࡓྲྀ⤌
ᑟ㛵ࡍࡿᴗົࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢࠊ
2021 ᖺ௨㝆ྛᶵ㛵ࡀᐇࡍࡁά
ືࡀࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ศᯒ᳨࣭ウࡉࢀࡿࠋ

ἲົ࣭ྖἲ㛵ಀᶵ
㛵ࡢ⫋ဨࡢ␗ື
ࡸ㞳⫋ࡀ㢖⦾
Ⓨ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ
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(2-3-1)

(2-2-3)

(2-2-2)

(2-2-1)

(2-1-2)
(2-1-3)

(2-1-1)

(1-2-5㸧

(1-2-4)

(1-2-3)

(1-2-2)

(1-2-1)

(1-1-7)

MOJ ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ(1-1-5)ཬࡧ(1-1-6)࡛ᐇࡋࡓࢭ࣑ࢼ
࣮➼ࡢෆᐜࡸᩍカࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᇳົཧ⪃㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࠋ
OOG ࡀ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᩚྜࡸከ⩏ⓗࡘ᫂
☜࡞つᐃࡢᏑᅾࢆᢚไ࣭ṇࡋࡘἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࡢಁ㐍
ཬࡧ⤫୍ⓗ࡞㐠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞
ᴗົࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢศᯒ᳨࣭ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
OOG ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠㆟ࡢୖࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᩚྜࡸከ⩏ⓗࡘ
᫂☜࡞つᐃࡢᏑᅾࢆᢚไ࣭ṇࡋࡘἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ㐺ษ࡞⌮ゎࡢ
ಁ㐍ཬࡧ⤫୍ⓗ࡞㐠⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢάືࡢᑐ㇟࡞ࡿἲつ⠊ᩥ
᭩➼ࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ
OOG 㛗ᮇᑓ㛛ᐙࡀࠊ(1-2-1)࡛ศᯒࡋࡓᨵၿ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ(1-2-2)࡛
ྜពࡋࡓἲつ⠊ᩥ᭩➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓάືィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࠋ
OOG ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ(1-2-3)࡛సᡂࡋࡓάືィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ/ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
OOG ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ(1-2-4)࡛ᐇࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢෆᐜ
ࡸᩍカࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᇳົཧ⪃㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࠋ
MOJ,SPC,SPP ཬࡧ VBF ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊྛᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊ
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᮇ㛫ࡢྛᖺᗘ㸦᪥ᮏࡢண⟬ᖺᗘࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ᙜึ
ࠊ2020 ᖺࡢἲ࣭ྖἲᨵ㠉ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ձᡂᯝ 2 ࡘ࠸࡚ࡢ 5 ࢝ᖺィ⏬ཬࡧղᖺ㛫άືィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࠋ
JCC ࠾࠸࡚ࠊ(2-1-1)࡛సᡂࡋࡓィ⏬ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
JCC ࠾࠸࡚ࠊ(2-1-1)࡛సᡂࡋࡓձ5 ࢝ᖺィ⏬ࠊղᖺ㛫άືィ⏬ࡢ๓
ᖺᗘࡢᐇ≧ἣࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
MOJ ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊᨵṇẸἲࠊᨵ
ṇẸุỴᇳ⾜ἲཬࡧᨵṇᅜᐙ㈺ൾ㈐௵ἲࡢࡑࢀࡒࢀ㸦㛵㐃ἲつ⠊
ᩥ᭩ཬࡧࡑࡢᣦᑟⓗᩥ᭩ࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ᭱⤊ⲡࢆసᡂࡍࡿ
ࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
MOJ ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊ㈈⏘Ⓩ㘓ἲࠊ
ᅜ㝿⚾ἲࡢไᐃ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࡋศᯒࡍࡿࡶࠊ⤖ᯝࢆྲྀ
ࡾࡲࡵࡿࠋ
MOJ ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ
㐺ษ࡞⌮ゎࡢಁ㐍ྥࡅࡓຓゝ࣭ᣦᑟᶵ⬟ࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ
࣮➼ࢆ⏬ࠊᐇࡍࡿࠋ
SPC ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊᨵṇẸッゴ
ἲཬࡧᨵṇ⾜ᨻ௳ッゴἲࡢࡑࢀࡒࢀ㸦㛵㐃ἲつ⠊ᩥ᭩ཬࡧࡑࡢ
7

࣭C/P ᶵ㛵࡚㛤ദࡉࢀࡿࢭ࣑ࢼ
࣮࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⏝ࡢ㆟ᐊ
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࡍࡿົⓗ
࡞సᴗᚲせ࡞㈨ᮦ
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ࡍࡿ㐃⤡࣭
ㄪᩚᚲせ࡞㈝⏝

㸦๓ᥦ᮲௳㸧
ᐇᶵ㛵ࡁ
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(2-5-5)

(2-5-4)

(2-5-3)

(2-5-2)

(2-5-1)

(2-4-2)

(2-4-1)

(2-3-4)

(2-3-3)

(2-3-2)

ᣦᑟⓗᩥ᭩ࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ᭱⤊ⲡࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮
➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
SPC ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ
㐺ษ࡞⌮ゎᇶ࡙ࡃุᐇົࡢᐇ⌧ྥࡅࡓຓゝ࣭ᣦᑟᶵ⬟ࢆྥୖ
ࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ⏬ࠊᐇࡍࡿࠋ
SPC ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊἲࡢ⤫୍ⓗ࡞
㐺⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿุἲ⌮ࡢᙧᡂྥࡅࠊሗࢆ㞟ࡋศᯒࡍࡿ
ࡶࠊ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
SPC ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊᅜ㝿ⓗ࡞Ẹ
⣮தゎỴࡢࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
SPP ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊᨵṇฮッゴ
ἲ㸦㛵㐃ἲつ⠊ᩥ᭩ཬࡧࡑࡢᣦᑟⓗᩥ᭩ࢆྵࡴ㸧ࡢ᭱⤊ⲡࢆస
ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
SPP ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ
㐺ษ࡞⌮ゎᇶ࡙ࡃッ㏣࣭බุᐇົࡢᐇ⌧ཪࡣẸ࣭⾜ᨻ࣭ฮ
ุᐇົࡢᨵၿྥࡅࡓຓゝ࣭ᣦᑟ⬟ຊࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼
ࢆ⏬ࠊᐇࡍࡿࠋ
ᘚㆤኈࡀࠊㄪࡢࢀࡓἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ಁ㐍ࠊேᶒಖㆤཬࡧྖ
ἲࢡࢭࢫྥୖࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࢆ┠ᣦࡋࠊVBF ࡀࠊ༢⊂࠶ࡿ࠸
ࡣࡢ㛵㐃ᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊἲつ⠊ᩥ᭩ࡢ㐺
ษ࡞⌮ゎᇶ࡙ࡃᘚㆤኈᴗົࡢᨵၿྥࡅࡓ VBF ࡢຓゝ࣭ᣦᑟ⬟ຊ
ࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊ಟ➼ࢆ⏬ࠊᐇࡍࡿࠋ
ᘚㆤኈࡀࠊㄪࡢࢀࡓἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ಁ㐍ࠊேᶒಖㆤཬࡧྖ
ἲࢡࢭࢫྥୖࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࢆ┠ᣦࡋࠊVBF ࡀࠊ༢⊂࠶ࡿ࠸
ࡣࡢ㛵㐃ᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢᨭᑐ㇟࡛࠶ࡿἲつ⠊ᩥ᭩ࢆศᯒࡋࠊဨࡢពぢࢆ㞟⣙ࡋࠊࡇࢀ
ࡽࡢἲつ⠊ᩥ᭩ࡢᨵၿ࠶ࡿ࠸ࡣ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ࡢࡓࡵࡢᥦࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
VBF ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊᘚㆤኈ࣐ࢽ࣭ࣗࣝ࢞ࢻࣛࣥ➼
ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࠊWG ࢆ❧ࡕୖࡆࡿࠋ
ᘚㆤኈࡀࠊㄪࡢࢀࡓἲ௧ࡢ⤫୍ⓗ࡞㐺⏝ಁ㐍ࠊேᶒಖㆤཬࡧྖ
ἲࢡࢭࢫྥୖࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࢆ┠ᣦࡋࠊVBF ࡀ❧ࡕୖࡆࡓ
WG ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊᘚㆤኈ࣐ࢽ࣭ࣗࣝ࢞ࢻࣛࣥ➼
ࢆసᡂࡍࡿࠋ
VBF ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡢୖࠊᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀᘬ
8

ᐇᶵ㛵ࡢᡤ⟶
ᴗົࡁ࡞ኚ
᭦ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ

࡞⤌⧊ᨵ⦅ࡀ⏕
ࡌ࡞࠸ࠋ
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(*1) ➨ 48 ྕỴ㆟ཬࡧ➨ 49 ྕỴ㆟ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ඹ⏘ඪ୰ኸጤဨᨻᒁỴ㆟ 2005 ᖺ➨ 48 ྕ(Resolution No.48/NQ-TW of 24th May, 2005)ཬࡧ➨ 49 ྕ(Resolution
No.49/NQ-TW of 2nd June, 2005)ࢆᣦࡍࠋ
(*2) ἲົ࣭ྖἲ㛵ಀᶵ㛵ࡣࠊྖἲ┬㸦MOJ㸧
ࠊ㤳┦ᗓ㸦OOG㸧
ࠊ᭱㧗ேẸุᡤ㸦SPC㸧
ࠊ᭱㧗ேẸ᳨ᐹ㝔㸦SPP㸧ཬࡧ࣋ࢺࢼ࣒ᘚㆤኈ㐃ྜ㸦VBF㸧ࢆᣦࡍࠋ

(3-3)

(3-2)

(3-1)

ࡸẸ⣮தゎỴᦠࢃࡿᘚㆤኈࡢ㣴ᡂ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆศᯒ᳨࣭ウࡍ
ࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊ಟ➼ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
MOJ,OOG,SPC,SPP ཬࡧ VBF ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊྛᶵ㛵࠾
࠸࡚ࠊᖺᗘࡈࡢᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࡢศᯒ⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ
MOJ,OOG, SPC,SPP ཬࡧ VBF ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊྛᶵ㛵࠾
࠸࡚ࠊ2021 ᖺ௨㝆ࡢྛᶵ㛵ࡢᐇົࢆᨵၿࡍࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ศᯒ᳨࣭
ウࡍࡿࠋ
MOJ,OOG, SPC,SPP ཬࡧ VBF ࡀࠊ㛗ᮇᑓ㛛ᐙ༠ຊࡋࠊྛᶵ㛵࠾
࠸࡚ࠊ⥲ᣓࡸศᯒ᳨࣭ウ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊሗ࿌᭩➼ࢆసᡂࡍࡿࠋ

