た，UNDP との面談等も通じて，今後の CoL に係る具体的な連携策を検討した。
 アジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）とのセミナー：AALCO のガストーン事務局長が来日した
機会を捉え，機構主催のセミナーを実施し，約 50 名が参加した（2017 年 2 月）
。機構副理事長とも
面談し，両者がより緊密な協力を行う方向性を確認した。
④ 戦略的な広報の実施
 広報誌での特集：法整備支援分野では初めて JICA 広報誌 Mundi で特集を行った（9 月）。なんプロ
学生サポーターの協力の下，広く知られていない同分野の取組を分かり易く発信した。また，英文
広報誌 JICA’s World でも法整備支援の特集を行った（2017 年 1 月）
。
３－２－５．高等教育
(1) 具体的な成果
① TICAD V 支援策（2013-2017）実現に向けた取組
ア） アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABE イニシアティブ）の実施
 TICAD V 目標値達成への貢献：
「2017 年までに 900 人受入」の目標に対し，2016 年度に第 3 バッチ
348 人を受け入れ，合計 821 人となった（2015 年度末時点で 473 人）。
 本邦企業でのインターンシップ：第 2 バッチ 306 人が本邦企業 100 社で実習を行った（2015 年度
145 人，65 社）
。また，本邦企業との人脈形成等のためネットワーキングフェアを各地で開催し，
多数の本邦企業の参加を得た結果，本事業に登録した本邦企業は約 360 社となった。
 大学における研修生受入：日本全国の 69 大学 143 研究科が研修員受け入れ大学として登録。本邦
大学の国際化（学内の英語化，英語コースの増設，書類の英語対応等）にも寄与している。
イ） 汎アフリカ大学（PAU：Pan African University），エジプト日本科学技術大学（E-JUST：Egypt-Japan
University of Science and Technology）等研究機関・大学への技術協力の実施
 PAU 支援：アフリカ連合委員会の構想で設置された PAU に対し，科学技術イノベーション分野での
拠点に指名されたケニアの JKUAT を通じて，JKUAT の教育・研究能力向上とともにアフリカ他国の
高度人材育成に貢献している。2016 年度は，第 3 バッチとして 78 名がアフリカ各国より入学した
（30 か国より合計 204 名）
。また，アフリカの開発ニーズに即したイノベーションを行うことを目
的とした「ものづくり道場」が同学内に完成した。
 E-JUST：2010 年の大学院開学以降，順調に学生数（2016 年 12 月時点で，修士課程 29 名，博士課
程 134 名）
，研究実績および修了生数（同時点までに 69 名の修士，84 名の博士を輩出）を伸ばして
いる。また，アフリカ地域で機構が支援する他の高等教育機関（ケニアの JKUAT，ルワンダ・トゥ
ンバ高等専門学校）からも留学生を受け入れ，アフリカ各国とのネットワークも広がりつつある。
ウ） TICAD VI への貢献
 プレイベントの主催：JKUAT において TICAD VI プレイベント“Higher Education Breakthrough for
Human Resources Development and Innovation in Africa”を主催し，学生，大学教員，研究者，
民間企業等約 280 人が参加した（7 月）。アフリカ型イノベーション創出や国境や地域を越えたネッ
トワークやリンケージの拡大における高等教育機関の役割の重要性を確認した。
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② 開発途上国の経済社会開発の中核となる高度人材の育成
ア） 開発途上地域の拠点大学への協力
ベトナムの日越大学，マレーシア日本国際工科院（MJIIT）等，各国における工学系の拠点大学を中
心に，開発途上地域の拠点大学 70 校に対し，教育・研究能力強化のための支援を実施している。
 日越大学の開学：2010 年の日越共同声明を出発点に，これまでの日越首脳会談での構想を実現する
ものとして，アジアトップクラスの大学を目指す日越大学が開学した（9 月）。第 1 期生となる 72
名が入学し，2017 年 1 月には訪越した安倍首相と学長や学生代表らが懇談した。開講したコースは
大学院の修士課程の公共政策やナノテクノロジー等の 6 コースであり，東京大学，筑波大学や大阪
大学等の幹事大学 6 校より 10 名の長期教員を派遣した。また，幹事大学への研修員受入事業等も
あわせて実施し，日本ならではの質の高い教育を提供する。
 マレーシア日本国際工科院：防災分野の行政官等の育成を目的とした修士プログラムが開講された。
筑波大学，京都大学・防災研究所等による支援を通じ，日本が豊富に有する防災分野の知見・経験
の共有を図っている。
イ） 開発途上国間及び本邦との大学間ネットワーク構築の支援
機構を通じた支援に参画している日本の大学の数は年々増加しており（
「2.主要な経年データ」参照）
，
支援の基盤が強化されている。特に，留学制度を活用した人材育成事業に参画する大学の増加が顕著で
あり，各拠点大学と日本の支援大学の間でのネットワーク構築，日本の大学の国際化や地方創生にも寄
与している。
 日本の大学と開発途上国の大学との学術交流促進：東南アジア地域では，AUN/SEED-Net プロジェク
トを通じて，ASEAN トップ大学 26 校と日本の大学 14 校との間でネットワークを構築し，人材育成
や国際共同研究を実施している。これまでに，累計 1,299 名の教員等が高位学位を取得し，700 件
の共同研究と 1,000 編の論文発表，600 人の大学教員ネットワーク構築（ASEAN400 人，日本 200 人）
の成果を上げている。アフリカ地域においては，JKUAT/PAU と日本の大学との協力の下，累計 204
名の高位学位取得を支援した（上記①イ）参照）
。
 留学生の受入実績：日本の大学の国際化の重要な指標である日本の大学での学位取得支援人数に関
しては，2016 年度は開発途上地域より 1,053 人を受け入れた。


人材育成奨学計画（JDS）
：開発途上国の将来の指導者層となることが期待される若手行政官等
を対象とした人材育成奨学計画（JDS）を実施している。2016 年度は，新たにネパールからの
受入を開始し，13 か国から 266 人を受け入れた。これまでに来日した留学生は 3,700 人となっ
た。なお，2016 年度には修士課程を修了したラオスやミャンマー等 5 か国の留学生を対象に博
士課程への受入募集を開始し，11 人が日本の博士課程で研究を再開する予定。



大洋州島嶼国リーダー教育支援プログラム：第 7 回太平洋・島サミットで表明された大洋州島
嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS：Pacific Leaders’ Educational Assistance
for Development of State）を開始した。本プログラムでは，大洋州諸国の開発課題の解決に
必要な専門知識を有する中核人材の育成のため，日本の大学院での修士課程や省庁・自治体等
でのインターンシップの機会を提供する。2016 年度から 3 年間で 100 名受入の計画で開始し，
41 名を受け入れた。また，来日に当たり，沖縄にて 3 週間の共通プログラムを実施し，日本語
研修等に加えて沖縄県庁訪問や地元企業との交流も図った。
（No.9-2 参照）



アフガニスタン「未来の架け橋・中核人材育成プロジェクト（PEACE）
」：（No.4-1 参照）
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ABE イニシアティブを通じた日本の大学の国際化：上記①ア）参照。

(2) 戦略的な取組
① オールジャパン体制による支援体制の構築・運営
 E-JUST，MJIIT，日越大学等の大学新設を支援する案件では，日本政府とともに日本の大学や大学
院の協力を得て，オールジャパン体制による強固な国内支援体制の構築を推進している。
 ABE イニシアティブ，PEACE，Pacific-LEADS 等では，それぞれの日本政府の政策にも貢献する形で，
日本の大学や大学院等の協力による開発途上地域の若手リーダー層の育成や受入大学の留学生事
業の活性化，インターンシップ等を通じた本邦企業と開発途上地域間のネットワーク形成を支援し
ている。また，日本全国の大学に幅広くアフリカ人材を受け入れる仕組みを作ったことにより，開
発途上地域の人材受入を通じた地方大学の国際化，地域理解促進，地方創生にも貢献している。
② 日本式工学教育のジャパンブランドとしての対外発信
 インドネシア・スラバヤ工科大学では，プロジェクト終了にあたり，研究室中心・研究中心の日本
式工学教育を導入した成果を論文（事例研究）にとりまとめ，学術誌への発表が決定した。また，
E-JUST，MJIIT 等においても，研究室中心・研究中心の日本式工学教育の導入に係る成果や課題の
レビューを継続的に行い，各国の文脈に応じた日本式工学教育の在り方を検討している。
③ シリア難民に対する人材育成事業：
（No.4-1 参照）
３－２－６．農業・農村開発
(1) 具体的な成果
① TICAD V 支援策（2013-2017）実現に向けた取組
ア） アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABE イニシアティブ）の実施
 TICAD V 目標値達成への貢献：
「2017 年までに 900 人受入」の目標に対し，2016 年度に第 3 バッチ
348 人を受け入れ，合計 821 人となった（2015 年度末時点で 473 人）。
 本邦企業でのインターンシップ：第 2 バッチ 306 人が本邦企業 100 社で実習を行った（2015 年度
145 人，65 社）
。また，本邦企業との人脈形成等のためネットワーキングフェアを各地で開催し，
多数の本邦企業の参加を得た結果，本事業に登録した本邦企業は約 360 社となった。
 大学における研修生受入：日本全国の 69 大学 143 研究科が研修員受け入れ大学として登録。本邦
大学の国際化（学内の英語化，英語コースの増設，書類の英語対応等）にも寄与している。
イ） 汎アフリカ大学（PAU：Pan African University），エジプト日本科学技術大学（E-JUST：Egypt-Japan
University of Science and Technology）等研究機関・大学への技術協力の実施
 PAU 支援：アフリカ連合委員会の構想で設置された PAU に対し，科学技術イノベーション分野での
拠点に指名されたケニアの JKUAT を通じて，JKUAT の教育・研究能力向上とともにアフリカ他国の
高度人材育成に貢献している。2016 年度は，第 3 バッチとして 78 名がアフリカ各国より入学した
（30 か国より合計 204 名）
。また，アフリカの開発ニーズに即したイノベーションを行うことを目
的とした「ものづくり道場」が同学内に完成した。
 E-JUST：2010 年の大学院開学以降，順調に学生数（2016 年 12 月時点で，修士課程 29 名，博士課
程 134 名）
，研究実績および修了生数（同時点までに 69 名の修士，84 名の博士を輩出）を伸ばして
いる。また，アフリカ地域で機構が支援する他の高等教育機関（ケニアの JKUAT，ルワンダ・トゥ
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ンバ高等専門学校）からも留学生を受け入れ，アフリカ各国とのネットワークも広がりつつある。
ウ） TICAD VI への貢献
 プレイベントの主催：JKUAT において TICAD VI プレイベント“Higher Education Breakthrough for
Human Resources Development and Innovation in Africa”を主催し，学生，大学教員，研究者，
民間企業等約 280 人が参加した（7 月）。アフリカ型イノベーション創出や国境や地域を越えたネッ
トワークやリンケージの拡大における高等教育機関の役割の重要性を確認した。
② 開発途上国の経済社会開発の中核となる高度人材の育成
ア） 開発途上地域の拠点大学への協力
ベトナムの日越大学，マレーシア日本国際工科院（MJIIT）等，各国における工学系の拠点大学を中
心に，開発途上地域の拠点大学 70 校に対し，教育・研究能力強化のための支援を実施している。
 日越大学の開学：2010 年の日越共同声明を出発点に，これまでの日越首脳会談での構想を実現する
ものとして，アジアトップクラスの大学を目指す日越大学が開学した（9 月）。第 1 期生となる 72
名が入学し，2017 年 1 月には訪越した安倍首相と学長や学生代表らが懇談した。開講したコースは
大学院の修士課程の公共政策やナノテクノロジー等の 6 コースであり，東京大学，筑波大学や大阪
大学等の幹事大学 6 校より 10 名の長期教員を派遣した。また，幹事大学への研修員受入事業等も
あわせて実施し，日本ならではの質の高い教育を提供する。
 マレーシア日本国際工科院：防災分野の行政官等の育成を目的とした修士プログラムが開講された。
筑波大学，京都大学・防災研究所等による支援を通じ，日本が豊富に有する防災分野の知見・経験
の共有を図っている。
イ） 開発途上国間及び本邦との大学間ネットワーク構築の支援
機構を通じた支援に参画している日本の大学の数は年々増加しており（
「2.主要な経年データ」参照）
，
支援の基盤が強化されている。特に，留学制度を活用した人材育成事業に参画する大学の増加が顕著で
あり，各拠点大学と日本の支援大学の間でのネットワーク構築，日本の大学の国際化や地方創生にも寄
与している。
 日本の大学と開発途上国の大学との学術交流促進：東南アジア地域では，AUN/SEED-Net プロジェク
トを通じて，ASEAN トップ大学 26 校と日本の大学 14 校との間でネットワークを構築し，人材育成
や国際共同研究を実施している。これまでに，累計 1,299 名の教員等が高位学位を取得し，700 件
の共同研究と 1,000 編の論文発表，600 人の大学教員ネットワーク構築（ASEAN400 人，日本 200 人）
の成果を上げている。アフリカ地域においては，JKUAT/PAU と日本の大学との協力の下，累計 204
名の高位学位取得を支援した（上記①イ）参照）
。
 留学生の受入実績：日本の大学の国際化の重要な指標である日本の大学での学位取得支援人数に関
しては，2016 年度は開発途上地域より 1,053 人を受け入れた。


人材育成奨学計画（JDS）
：開発途上国の将来の指導者層となることが期待される若手行政官等
を対象とした人材育成奨学計画（JDS）を実施している。2016 年度は，新たにネパールからの
受入を開始し，13 か国から 266 人を受け入れた。これまでに来日した留学生は 3,700 人となっ
た。なお，2016 年度には修士課程を修了したラオスやミャンマー等 5 か国の留学生を対象に博
士課程への受入募集を開始し，11 人が日本の博士課程で研究を再開する予定。



大洋州島嶼国リーダー教育支援プログラム：第 7 回太平洋・島サミットで表明された大洋州島
嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS：Pacific Leaders’ Educational Assistance
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for Development of State）を開始した。本プログラムでは，大洋州諸国の開発課題の解決に
必要な専門知識を有する中核人材の育成のため，日本の大学院での修士課程や省庁・自治体等
でのインターンシップの機会を提供する。2016 年度から 3 年間で 100 名受入の計画で開始し，
41 名を受け入れた。また，来日に当たり，沖縄にて 3 週間の共通プログラムを実施し，日本語
研修等に加えて沖縄県庁訪問や地元企業との交流も図った。
（No.9-2 参照）


アフガニスタン「未来の架け橋・中核人材育成プロジェクト（PEACE）
」：（No.4-1 参照）



ABE イニシアティブを通じた日本の大学の国際化：上記①ア）参照。

(2) 戦略的な取組
① オールジャパン体制による支援体制の構築・運営
 E-JUST，MJIIT，日越大学等の大学新設を支援する案件では，日本政府とともに日本の大学や大学
院の協力を得て，オールジャパン体制による強固な国内支援体制の構築を推進している。
 ABE イニシアティブ，PEACE，Pacific-LEADS 等では，それぞれの日本政府の政策にも貢献する形で，
日本の大学や大学院等の協力による開発途上地域の若手リーダー層の育成や受入大学の留学生事
業の活性化，インターンシップ等を通じた本邦企業と開発途上地域間のネットワーク形成を支援し
ている。また，日本全国の大学に幅広くアフリカ人材を受け入れる仕組みを作ったことにより，開
発途上地域の人材受入を通じた地方大学の国際化，地域理解促進，地方創生にも貢献している。
② 日本式工学教育のジャパンブランドとしての対外発信
 インドネシア・スラバヤ工科大学では，プロジェクト終了にあたり，研究室中心・研究中心の日本
式工学教育を導入した成果を論文（事例研究）にとりまとめ，学術誌への発表が決定した。また，
E-JUST，MJIIT 等においても，研究室中心・研究中心の日本式工学教育の導入に係る成果や課題の
レビューを継続的に行い，各国の文脈に応じた日本式工学教育の在り方を検討している。
③ シリア難民に対する人材育成事業：
（No.4-1 参照）
３－２－７．民間セクター開発
(1) 具体的な成果
「質の高い成長」の観点から，自立的な経済成長に貢献すべく，ビジネス環境改善や現地企業の競争
力強化，地域経済・産業の振興の観点から，以下の取組を実施した。
① ビジネス環境改善
ア） 貿易・投資アドバイザーの派遣
 TICAD V 支援策への貢献：TICAD V の公約である 10 名の産業政策・投資アドバイザーの派遣は 2015
年度に達成しているが，2016 年度はさらに 2 か国に新たに派遣した。
 アジアにおける投資促進：8 か国に派遣している投資促進専門家により，本邦企業等を対象とした
投資セミナーを開催し，219 名の参加を得た（12 月，東京）
。また，仙台，名古屋，大阪，広島，
福岡等の地方都市でも投資促進専門家による投資セミナーを開催した。（No.9-2 参照）
イ） 工業団地・経済特区整備・開発支援
 バングラデシュ経済特区開発：経済特区開発を所掌するバングラデシュ政府内の実施機関の職員の
能力開発に係る研修プログラム案を策定した。また，日系企業の同国への進出を促進すべく，首都
ダッカ近郊の短期の経済特区開発計画の策定に加え，円借款事業で支援しているマタバリ超々臨界
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圧石炭火力発電所の近くに経済特区を開発するための中期的な開発計画も策定した。4 月には同国
投資機関からの高官来日の機会を捉え，日本の民間企業を対象としたバングラデシュ投資セミナー
を JETRO と共に開催し，経済特区開発等の事業成果を発信した。
 ケニア・モンバサ経済特区開発：2015 年度に策定したモンバサの経済特区開発 M/P に基づき，TICAD
VI（8 月）では，日本・ケニア両政府のモンバサ開発に係る合意内容に技術的インプットを行った。
 ミャンマー・ティラワ経済特区開発：2015 年 9 月のティラワ経済特区の開業後，各国から計画を大
幅に上回る企業進出が検討されたことから，経済特区の更なる開発に向け合意形成がなされた（10
月）
。海外投融資事業に加えて，ティラワ SEZ 管理委員会への技術支援等を継続しており，投資手
続きと各種許認可に係るワンストップサービスは 2014 年 11 月に日系中小企業に対し第一号の投資
認可を授与して以来，投資認可 81 社，建設工事着手 63 社，操業開始済 25 社の実績となっている。


パレスチナ農産加工団地開発：日本政府のコミットメントである「平和と繁栄の回廊」構想の中核
プロジェクトとしてジェリコ農産加工団地設立・運営支援に係る技術協力プロジェクトを実施して
いる。工業団地フリーゾーン庁の能力向上と農産加工団地への投資促進等を支援し，同庁設置後 9
年目となる 2016 年には全 48 区画中 40 区画で入居予定企業が決定している。終了時評価を実施し，
10 年の節目となる 2017 年に向けて，同庁の中長期計画能力策定と入居企業への効果的なサービス
提供能力の向上を支援するため，2017 年 12 月までの延長を決定した。

② 現地企業の競争力強化
ア） カイゼン指導・普及等，企業支援能力支援
 エチオピア・カイゼン：エチオピアでは過去 6 年間で約 5.4 万人に対してカイゼン研修を実施して
おり，約 7,500 の職場内の品質管理（QC：Quality Control）活動グループの形成や，これら活動
を通じた平均約 37％の生産性向上を達成している。2016 年度には，高度なカイゼン実践のための
企業内研修を新たに 6 社で開始した（累計 12 社）
。
 ザンビア・カイゼン：12 月まで実施した品質・生産性向上（カイゼン）展開プロジェクトでは，延
べ 53 団体に対するカイゼン指導を通じて，16 人のカイゼンコンサルタントを育成した。うち 10
名がカイゼン実施機関に所属しカイゼン指導を提供する体制整備に貢献した。あわせて，カイゼン
普及の包括的 M/P を策定した。
 タンザニア・カイゼン：12 月まで実施した品質・生産性向上（カイゼン）プロジェクトでは，延べ
63 社に対するカイゼン指導を通じて，カイゼンマスタートレーナー13 名とカイゼントレーナー6
名を育成し，あわせて，カイゼン普及戦略案を策定した。第一フェーズの成果を受けて詳細設計を
実施（8 月）し，中小企業振興公社による中小企業へのカイゼン普及拡大と大企業を活用した産業
界への本格的なカイゼン普及や，これらを実施するカイゼントレーナーの育成を支援していく予定。
イ） 産業人材の育成
 アフリカ地域に対する政府政策の実現に向けた取組：新たにタンザニア，ザンビアを TICAD 産業人
材育成センター有力候補国として選定し，TICAD V 支援策の目標 10 か所達成に向け大きく貢献した
（これまでに 9 か所を設立済）
。また，TICAD VI の首相スピーチでも取り上げられた「アフリカ・
カイゼン・イニシアティブ」の具体的な立上げに向け，NEPAD と協議した（2017 年 1 月）
。また，
産業人材の育成では，TICAD V 支援策である 2013 年度からの累計 30,000 人を達成した上で，累計
48,330 人の育成を達成している。
 アジア地域に対する政府政策の実現に向けた取組：「アジア産業人材育成協力イニシアティブ」へ
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の貢献として，日本センター事業やインド「包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェ
クト」等を通じ，24,988 名の産業人材を育成した。
 職業訓練を通じた人材育成支援：地域の産業ニーズに合致した人材育成のため，施設整備と技術支
援を組み合わせた事業を形成・実施した。


コンゴ民主共和国：在職者・求職者双方の人材開発を担う国立職業訓練機構に対し，国内第
一の経済圏であるカタンガ州のルブンバシ校の施設・機材の拡充に係る無償資金協力の G/A
を締結した（4 月）
。これは実施中の技術協力プロジェクト「国立職業訓練機構能力強化プロ
ジェクト」
（2015 年－2020 年）と連携して同国の産業人材育成を支援するものである。



アンゴラ：ヴィアナ職業訓練センターの 3 つの新しい訓練コース（建築施工科，構造物鉄工
科，建設測量科）のカリキュラム・教材を開発し，指導員の能力向上やコースの実施運営能
力向上を目的とした技術協力を開始した。これは 2010-2011 年に実施した無償資金協力との
相乗効果を図りつつ同国のアンゴラの質の高い人材育成に寄与するものである。

③ 地域経済・産業の振興
ア） 観光セクターの開発支援
 パレスチナ・官民連携による観光振興：住民主体の観光事業（CBT：Community Based Tourism）に
留意した観光開発の展開に向け，観光プロモーションの強化や観光振興手法の確立を支援した。日
本の旅行会社を対象とした視察ツアーの実施や各国での観光セミナーの実施支援，パンフレット策
定等を通じて観光プロモーション活動の領域の拡大に貢献した。また，地方での観光案内所や交通
標識設置等のインフラ整備や，パイロット・プロジェクトを通じた対象地域の観光戦略策定を支援
した。今後，これらの成果を活用しつつ，専門家派遣による支援を継続していく予定。
 エジプト・博物館建設による観光振興：円借款で建設を支援している大エジプト博物館の運営・展
示能力強化を目的とした技術協力「大エジプト博物館運営・展示プロジェクト」を開始した。また，
技術協力「大エジプト博物館開館支援合同保存修復プロジェクト」を開始し，博物館に展示される
予定の考古品の移送や保存修復を支援した。
イ）一村一品等の地場産業振興支援：
（3-2-6．農業・農村開発参照）
(2) 戦略的な取組
① 産業政策対話等の上流レベルの取組と現場レベルでの産業育成／投資環境整備による包括的な支援
 エチオピア・産業振興プロジェクト：政策研究大学院大学の知見を活用した首相，経済閣僚，実施
機関との産業政策対話（フェーズ 2）を完了し，エチオピアの 5 か年計画の策定支援を含む支援の
成果や政策事例示集を取りまとめた。また，エチオピア政府首相等からの要望に基づき，産業振興
プロジェクト（フェーズ 3）を開始した。本フェーズは，①産業政策対話に加え，②投資促進・工
業団地開発に関する実務支援，③シープレザーを中心とする輸出振興実務支援の 3 つのコンポーネ
ントで構成し，ハイレベルとの政策支援と現場レベルでの実施能力支援を一体化させた技術協力案
件とした。中長期的な視点での取組と現場でのインパクトを達成すべく 5 年間の大型案件として立
ち上げ，第 1 回の産業政策対話を実施した（2017 年 2 月）。
② 案件形成・実施段階における本邦企業，地方自治体，研究機関等の参画の促進
 メキシコ自動車分野の協力：技術協力「自動車人材育成プロジェクト」では，日系自動車産業の人
材ニーズに対応した「日本型ものづくり」の考え方と手法を取り入れた「自動車産業コース」のカ
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リキュラムを完成させた（4 月）
。国立職業技術高校の 4 つのモデル校で，第一期生 306 名が入学し
てコースが開講した（8 月）
。モデル校の教員育成や実習機材調達等を進めるとともに，日系企業を
中心にモデル校の教育を支援（インターン受入や教育内容への助言等）する連携審議会を設立した
（4 月）
。あわせて，日系自動車産業にとって優先度の高い現地調達拡大に係る課題に対し，メキシ
コ部品サプライヤーのビジネスマッチング拡大と有望なメキシコ部品サプライヤーの育成を目的
とした「自動車産業クラスター振興プロジェクト」に係る詳細計画策定調査を実施した（12 月）。
 ミャンマー日本センター：ビジネスコース修了生に対する本邦研修に際し，中小企業基盤整備機構
との共催でビジネスセミナー及び商談会を東京及び福岡にて開催した
（セミナー参加者は計 110 社，
商談計 239 件）
。また，延岡市とは，商工会議所及び行政と連携し，ビジネス交流会を実施した他，
市民レベルでの交流も行った。
（No.9-2 参照）
③ TICAD VI への貢献
 カイゼン：TICAD VI の首相スピーチにおいて，NEPAD と連携したカイゼンの全アフリカへの普及（カ
イゼン・イニシアティブ）が表明された。また，サイドイベントでは，NEPAD 等とカイゼンセミナ
ーを共催し，アフリカ政府関係者，外国援助関係者等 200 名余が参加した。各国の産業振興関連機
関の長や国際的な研究者を招き，ジャパンブランドとして作成したカイゼンのパンフレット配布，
現地メディア等を通じた機構のカイゼン分野の支援実績等を発信した。他ドナー及びアフリカ諸国
政府関係者からアフリカ産業振興の有効な取組として評価された。（No.5-2 参照）
④ 相手国と日本との人材育成・交流拠点としての日本センター事業のさらなる戦略性強化
各国に設置されている日本センターを確固たる人材育成交流拠点とした協力を推進している。ベトナ
ムでは 9 月より新たな協力を開始した。
 日系企業との連携：日系企業による現地の優秀な人材確保のため，就職説明会をベトナム，ラオス
及びカンボジア等で開催し，日系企業等 111 社に対して約 2,890 名の求職者が参加した。
 留学フェアの開催：日本への留学希望者を対象とした留学フェアをモンゴル，ラオス，カザフスタ
ン，カンボジア，キルギスの 5 か国で開催し，日本からは延べ 32 機関が参加した（10～11 月）。来
場者は全体で約 3,600 名となった。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
開発協力大綱の重点課題である「質の高い成長」に向けた，各分野での取組の強化が期待される。
また，M/P の策定など上流計画への支援を踏まえ，日本政府と連携し，相手国首脳・中核機関との政
策対話を通じて相手国の政策・制度等に反映していくことに期待したい。
＜対応＞
1. 「質の高い成長」に向けた各分野での取組
 運輸交通：
「質の高いインフラ・パートナーシップ」への貢献として ADB との連携を推進した。
道路インフラ資産の長寿命化に関する研究や ITS 技術の活用推進等を実施した。また，「戦略的
イノベーション創造プログラム」の大学との連携関係を構築し，道路アセットマネジメント中核
人材育成プログラムを策定した。
 エネルギー：各省庁等や本邦企業からのヒアリング等を実施し，新たに 9 件の M/P 調査策定支援
を立ち上げた。モンゴルでは民間企業による風力発電所建設事業に係る海外投融資を開始した。
 高等教育：ABE イニシアティブ，PEACE 等の留学制度を活用した人材育成事業を通じ，日本の大
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学等の協力による開発途上地域の若手リーダー層の育成や受入大学の留学生事業の活性化，イン
ターンシップ等を通じた本邦企業と開発途上地域間のネットワーク形成を支援した。
2. M/P の政策・制度への反映に向けた取組
M/P の策定にあたっては，日本政府とも連携しつつ，相手国首脳等との政策対話を通じて具体的な
政策・制度等に反映されていくよう取り組んだ。
 アフリカの回廊開発：M/P の紹介とともに M/P 策定を通じて得た開発途上地域の関係機関に係る
情報を本邦企業に共有し，相手国政府との事業化に向けた対話促進に貢献した。
 ミャンマー：新政権からの要望に機動的に対応し，新政権の意向に即したヤンゴン都市圏開発に
係る M/P の策定を実現した。
 南スーダン：総合的な農業開発セクター開発計画の策定の支援にあわせ，GIZ や FAO 等と連携し，
同計画の実現に向けた資金導入戦略も併せて策定した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：一部の評価指標において目標水準を上回る成果を上げていることに加え，年度計画に照らして
質的な成果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断できる成果を上げていることか
ら，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。
具体的には，持続的経済成長の基盤となる運輸交通，都市・地域開発，資源・エネルギー，法制度
整備・民主化，高等教育，農業・農村開発，民間セクター開発の各分野において，開発協力大綱など
でも重点課題として掲げている包摂性・強靭性・持続可能性を兼ね備えた「質の高い成長」の実現に
貢献した。その際，
「質の高いインフラ・パートナーシップ」等の日本政府の政策実現や TICAD VI へ
の貢献，各地域の公約を踏まえた ASEAN やアフリカ地域等での開発効果の周辺地域への裨益に留意し
た事業形成，また，様々な国内リソースを活用した新たな課題への対応や日本の地域活性化への貢献，
各分野での具体的な開発効果の実現等の観点から以下のような特筆すべき成果を上げた。
1. 運輸交通
地域の連結性向上への貢献や質の高い運輸交通インフラの実現を目指し，新たに道路・橋梁 355km，
鉄道 37km に係る事業を形成した。鉄道総延長は 2016 年度中に先方政府との L/A 調印を見込んでいた
2 件の事業が先方政府内での計画の再検討等の事情により調印に至らなかったが，いずれも質的な観
点を十分考慮の上，先方政府機関と調整しつつ事業の再構築を進めており，当初計画に沿って取り組
んでいる。
1-1.

アジアでは，ASEAN 連結性向上のため，新たに立ち上がった「日・メコン連結性イニシアテ

ィブ」等も踏まえ，カンボジアの第一号線の道路や排水設備の改修等の各事業を推進した。カン
ボジアでは住民移転への適切な対応に係る技術支援を併せて実施し，持続的な都市開発に向けた
先方政府の能力強化も推進した。


民間インフラ案件への投融資を実施するための ADB 内の信託基金への出資や，アジアで質の高
い公共インフラ整備を促進するための ADB との協調融資に関する事業を形成し，質の高いイン
フラ・パートナーシップの実施に貢献した。



機構が支援した第 2 メコン橋の交通量調査を実施した結果，交通量の増加や周辺住民への社会
サービスの改善等が確認され，回廊開発の整備が地域間の連結性向上だけでなく，周辺地域の
発展や住民の生活の質の向上にも貢献していることを確認した。



過去に実施したネパール「シンズリ道路建設計画」が，土木技術と社会の発展に大きく寄与し
た画期的事業として，公益社団法人土木学会の土木学会賞の技術賞を受賞した。



海の回廊整備では，カンボジアのシハヌークビル港周辺海域で国際規準に則った電子海図の作
2-25

成を完了した。
1-2.

アフリカでは，TICAD V の支援策への貢献や TICAD VI の優先分野とされた経済の多角化・産

業化に向けた取組として，5 大成長回廊の整備を中心とした支援を展開した。特に，西アフリカ
成長リングでは，M/P 策定支援にあわせ，域内の連結性強化に資する具体的な実現策となるイン
フラ整備事業を準備・形成した。
1-3.


日本の優れた技術・ノウハウを活用し，質の高いインフラ整備に取り組んだ。
インドの高速鉄道建設では，日本の優れた技術・ノウハウを活用し，安全認証や技術基準の整
備等に係る技術支援を開始した。



チリでは，オールジャパンによる支援体制の下，耐震橋梁設計基準の最終案を完成した。



交通網の運営・維持管理能力強化に向け，日本政府の「戦略的イノベーション創造プログラム」
に関わる大学との連携関係を構築し，道路アセットマネジメントの中核人材育成プログラムを
策定した。

2. 都市・地域開発
2-1.

SDGs への貢献を念頭に，
「持続可能性」，
「強靭性」
，「包摂性」に配慮した支援を行い，3 件

の M/P 策定を完了した。年度計画で M/P 策定完了を目指していた 5 件のうち 3 件で外部要因によ
る遅延等が発生したが，環境社会配慮への対応を徹底するなどして着実に事業を実施しており，
当初計画に沿って取り組んでいると判断できる。


ミャンマー「ヤンゴン都市圏開発課題整理のための基礎情報収集・確認調査」を，年度途中に
政権交代後のミャンマー政府からの要請を受けて機動的に実施した。迅速に調査を実施して完
了したものであり，計画段階では想定していなかった成果を上げた。

2-2.

M/P の策定支援にあたっては，
「持続可能な都市コンセプト」の適用を念頭におき，東ティモ

ールのディリ都市計画では，事業戦略等の形成上の留意点の一つとして「持続可能性」を設定し
たほか，タイでは包括的な持続性分析に基づいた M/P 支援を行った。


機構が M/P 支援を通じて得たデータや知見を提供し，SDGs 達成にも資する開発途上地域でも適
用可能な評価指標（CASBEE 都市-世界版）の開発に貢献した。

3. 資源・エネルギー
3-1.

SDGs への貢献を念頭に，低炭素電源やナショナルグリッドに係るインフラ整備支援を 23 か

国にて実施したほか，本邦研修での 603 人への研修等をはじめとする人材育成を通じ，エネルギ
ー政策の立案・実施支援や運転・運営維持管理等に係る能力強化を図った。また，日本の最新技
術を積極的に活用し，
グリッド接続型再生可能エネルギー利用と系統安定化に係る支援や SATREPS
を通じた地熱開発のリスク低減に向けた調査と人材育成を行っている。


アフリカでは，オールジャパンによる地熱開発の取組の発信や，日本政府のコミットメントに
対する支援を通じて TICAD VI に貢献した。



タンザニアでは電力開発 M/P の策定を完了し，アフリカ地域におけるガス火力支援の検討等に
活用した。また，TICAD VI 支援策の実現として，遠隔地方部での本邦企業によるオフグリッド
太陽光事業への支援を開始した（海外投融資事業）
。



ケニアでは，地熱開発への IPP の参入を含めた新たな開発促進を目指し，ハード・ソフト両面
からの支援を展開した。また，再生可能エネルギーによる地方電化を推進し，累計 53 件の学術
論文発表や 200 人以上の太陽光技術指導者の育成，現地の国立ジョモ・ケニヤッタ農工大学
（JKUAT）内の再生可能エネルギー専科の設立に貢献した。

3-2.

「ハイブリッド・アイランド・プログラム」の具体化に向けて 4 件の無償資金協力事業を形

成した。また，フィジーを拠点とした周辺 5 か国を対象とした広域技術協力事業を開始した。


沖縄県「スマートエネルギーアイランド基盤構築事業」との連携推進の一環として，沖縄県の
知見を活用した本邦研修を実施した。
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4. 法制度整備・民主化
1,997 人に対する本邦研修等を含め，法・制度の整備・運用やビジネス環境の基盤形成に係る人材
を育成した。特に貿易円滑化支援では，ベトナムで導入された貿易手続き・通関システムの更なる利
活用強化に向けた日越共同調査を実施するとともに，ミャンマーでは資金協力と技術協力を通じて，
同システムの正式運用の開始に至った。


法整備分野初の取組として UNDP と連携した共催シンポジウムを開催するとともに，今後の連携
策を検討した。



ベトナムの国営企業改革と銀行セクターの健全化に係る政策提言書の一部が次期 5 か年計画や
特別法に反映された。



TICAD VI に貢献する取組として，NEPAD 等とワン・ストップ・ボーダー・ポスト（OSBP）ソー
スブックをサイドイベントで発信し OSBP の推進に貢献した。また，ルワンダ・タンザニア国境
の OSBP 施設が開通に至り，1 日あたりの車両台数の増加が確認された。



バングラデシュの国家健全性戦略の実施枠組の構築に貢献した。



ミャンマーの国営放送の公共放送局化支援により，初の生放送の実現に至った。

5. 高等教育
5-1.

開発途上地域の中核人材育成に向けて，70 か所の拠点大学への支援や，留学制度を活用した

人材育成事業による 1,053 人の専門知識の習得支援，日本の大学延べ 311 大学との事業提携によ
り事業を実施した。拠点大学数は年度計画の目標値を下回る実績となったが，中国で 32 拠点を対
象にしていた円借款事業の終了に伴う実績の減少であり，当初計画は十分果たしていると判断で
きる。


アフガニスタン「未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト」では，インフラ開発，農業・
農村開発に資する行政官の育成を目的とし，当初目標の 500 人を達成した。



大洋州島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）では第 1 期の研修員 41 人を受け
入れて開始し，地元企業との交流を含む共通プログラムや太平洋諸国セミナーを実施し，沖縄
県と開発途上地域との接点拡大を図った。



拠点大学への協力では，オールジャパン体制による支援の下，日越大学が開学に至ったほか，
マレーシア日本国際工科院（MJIIT）では防災分野の修士プログラムが開講した。

5-2.

TICAD V 支援策実現に向けては，ABE イニシアティブで第 3 バッチ 348 人の受入や第 2 バッ

チ 306 人の本邦企業での実習を行い，開発途上地域の人材受入を通じて受入大学の国際化，地域
理解，本邦企業と開発途上地域のネットワーク形成にも貢献した。また，汎アフリカ大学（PAU）
支援を行う JKUAT にてアフリカ型イノベーション創出に向けた TICAD VI のプレイベントを主催し
た。
6. 農業・農村開発
6-1.

TICAD V 支援策実現への貢献として，小農による市場志向型農業（SHEP）アプローチを推進

する技術指導者 576 人，小規模農家 12,480 人を育成した。また，SHEP 広域展開を推進するため，
PC ゲーム及びスマートフォンアプリの開発や心理学的観点から分析を行い，TICAD VI でそれらの
成果を発表した。


従来のように既存の研修に SHEP アプローチを適用する形ではなく，帰国研修員が主体的に実行
したアクションプランの取組をスケールアップする形で，新たに技術協力プロジェクトを 3 か
国に展開した。

6-2.

フードバリューチェーンの構築支援を通じ，高付加価値農産物の安定供給と農家所得向上に

資する取組を推進した。


キルギスでは，多数の小規模生産者を地元企業や本邦企業との委託生産契約につなげる公益法
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人 OVOP3+1 が設立され，地場産業振興のモデル構築に至った。
6-3.

ProSAVANA 事業での農業開発マスタープラン策定に対する批判を踏まえ，現地との対話促進

や日本国内での NGO との意見交換を継続した。
7. 民間セクター開発
7-1.


TICAD V 支援策実現への貢献として，累計 48,330 人の産業人材育成を行った。
TICAD VI で表明された「カイゼン・イニシアティブ」を念頭に，サイドイベントを NEPAD と共
催し，カイゼンのアフリカへの普及を推進した。



エチオピア政府との産業政策対話フェーズ 2 を完了し，さらなる発展形として投資促進や輸出
振興等の実施能力支援を含めた産業政策対話フェーズ 3 を開始した。

7-2.

「アジア産業人材育成協力イニシアティブ」に対して 24,988 人の人材育成を達成し，政策

目標に向けて着実な実績を上げた。貿易・投資アドバイザーによる各国での投資分析調査に加え
て，本邦企業に対する投資セミナーを開催し，アジアにおける投資促進に取り組んだ。


ミャンマーのティラワ経済特区では，2015 年 9 月の開業後，各国から計画を大幅に上回る企業
進出が検討されていることを受け，経済特区の更なる開発に向けた合意形成に至った。

8. その他
SDGs 達成に向けた新たな取組として，都市交通支援での高度道路交通システム（Intelligent
Transport Systems：ITS）の利活用促進や，IoT（Internet of Things）を活用した地熱発電所の運
営維持管理能力強化，低炭素エネルギーの開発途上地域への活用検討も行った。
＜課題と対応＞
2016 年度に新たに打ち出された「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」や TICAD VI の支援
策等の政府政策を踏まえつつ，今後，更に SDGs 達成に向けた支援に取り組む。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
持続的な経済成長の実現に向けた取組について，機構の活動として，以下の実績が認められる。
１．運輸交通
道路・橋梁総延長距離は 355km（年度計画 220km）
，鉄道総延長距離は 37km（年度計画 120km）の実
績であり，道路・橋梁分野では計画を上回る成果であった。鉄道分野では 2016 年度中に L/A 調印を
見込んでいた 2 件の事業が，先方政府が慎重姿勢を示すなどしたため，やむを得ず調印に至らなかっ
たが，いずれの案件も実現可能性等質的な観点を十分考慮の上，先方政府側実施機関と調整しつつ事
業の再構築を進めており，当初計画に沿って取り組んでいると評価される。
また，ADB への海外投融資や協調融資，インドの高速鉄道建設における技術支援，交通網の運営・
維持管理能力強化に向けた大学との連携構築など，様々なスキーム及びリソースを活用した質の高い
インフラ整備の推進に積極的に取り組み，アジアを中心とする途上国のインフラ需要に応え日本政府
が推進する地域の連結性向上の取組等にも大きく貢献したことが高く評価される。また，過年度に実
施した事業に関して，第 2 メコン橋の交通量調査結果において，単に地域間の連結性向上だけでなく
周辺地域の発展や住民の生活の質の向上の成果が確認された。なお，ネパールのシンズリ道路建設計
画が土木学会賞の技術賞を受賞した点にも留意する。
２．都市・地域開発
3

One Village One Product（一村一品）
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マスタープラン策定数は，外部要因による遅延等により，年度当初に計画していた 5 件を下回る 3
件であった。質的成果においては，政権交代後のミャンマー政府からの年度計画時点では想定されて
いなかった要請を受けて，迅速にマスタープラン策定を実施，完了したことは評価される。また，世
界中のあらゆる都市の環境性能を評価する国際的な評価指標である CASBEE 都市（世界版）の開発に
係る検討委員会に，委員として参加し，機構がこれまでマスタープラン策定支援を通じて得たデータ
や知見を発信することで，SDGs 達成にも資する国際的な評価指標の開発に大きく貢献した点は特に高
く評価される。
３．資源・エネルギー
年度当初に計画していた低炭素・ナショナルグリッド支援国数（計画 15 件に対し実績 23 件）
，資
源・エネルギー分野の人材育成数（計画 440 人に対し 603 人）を大きく上回る実績を上げた。
また，ケニアでの地熱発電等の低炭素エネルギーの活用を推進するインフラ整備支援を実施したほ
か，タンザニアにおける遠隔地方部でのオフグリッド太陽光発電を通じた TICAD VI への貢献や，
「ハ
イブリッド・アイランド・プログラム」に係る本邦研修の沖縄県との連携等にも取り組み，多様なリ
ソースを活用することで SDGs 達成に資する質的な成果を上げた。
４．法制度整備・民主化
年度当初に計画していた法制度整備・民主化分野の本邦研修参加者数を大きく上回る成果（計画数
1,000 名に対し 1,997 名）に加えて，実施中の案件を着実に進め，ベトナムでの貿易手続・税関シス
テムの更なる利活用強化や，法整備分野で初となる UNDP と連携した共催シンポジウムの開催などを
行い，途上国のビジネス環境の基盤経政を推進したと高く評価される。
５．高等教育
TICAD V 横浜計画（2013-2017）の実現に向け，ABE イニシアティブの第 3 バッチ 348 人の受入れや
第 2 バッチ 306 人の本邦企業での実習を行うなど，着実に取り組んだと評価される。また，支援対象
大学延べ数は，中国で 32 拠点を対象にしていた円借款事業の終了に伴い年度当初の目標値を下回っ
た（計画 90 大学に対し 70 大学）ものの，高度人材の育成に向けた拠点大学への協力という当初計画
は十分達成していると判断できる。その他の指標では，留学制度を活用した人材育成事業による専門
知識の習得支援数（計画 600 人に対し 1,053 人），事業提携している日本の大学延べ数（計画 200 校
に対し 311 校）の実績であり，着実な成果を上げている。
これらの成果に加えて，オールジャパンによる支援の下，日越大学が開学に至ったほか，マレーシ
ア日本国際工科院（MIJIIT）の防災分野の修士プログラムが開講するなど，継続的な支援が結実する
成果を上げている。また，大洋州島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）を開始し，
それにより沖縄県と開発途上地域との接点拡大を図った。
６．農業・農村開発
年度当初に計画していたアフリカでの SHEP アプローチを推進する技術指導者の人材育成数 1,900
人（計画 1,800 人）
，小規模農家の育成数 42,468 人（計画 42,000 人）を達成した他，帰国研修員主
導の SHEP アプローチによる広域展開や，キルギスにおける OVOP+1 による地場産業振興のモデル構築
等，新たなアプローチによる事業展開に取り組み，農家の所得向上等に貢献した。
７．民間セクター
年度当初に計画していたアフリカでの産業人材育成人数累計 48,330 人（計画 35,000 人）を達成し
た他，TICAD VI のサイドイベント等を通じて日本方式ビジネスモデルである「カイゼン」のアフリカ
普及に取り組み，自立的な経済成長に資するビジネス環境改善や現地企業の競争力強化に貢献した。
以上を踏まえ，持続的経済成長の基盤となる様々な開発課題に対して，様々な国内リソースを活用
しつつ，定量的な目標水準を数多く達成し，かつ，環境性能を評価する国際指標の開発に大きく貢献
しており，TICAD や質の高いインフラ・パートナーシップ等の我が国の国際的な公約達成に着実に貢
献することで，目標設定時の想定を上回る成果を上げていると認め，
「Ａ」評価とする。
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＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
開発協力大綱でも重点課題として掲げている包摂性・強靱性・持続可能性を兼ね備えた「質の高い
成長」の実現に向けて，相手国のニーズを的確に把握した上で，様々なスキーム・リソースを活用し
た取組の一層の強化を図りつつ，日本政府と共に，相手国政府の関係機関との協議等を通じ，同国の
政策・計画等に具体的に反映させていくことを期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
特になし。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.3

地球規模課題への対応

業務に関連する政

開発協力大綱，平成 28 年度開発協力重点方針，仙台防災協力イニシアティブ，
日・ASEAN 防災協力強化パッケージ，美しい星への行動 2.0（ACE2.0）
，二国
間クレジット制度（JCM）
，
「緑の未来」イニシアティブ
独立行政法人国際協力機構法第 13 条

策・施策
当該事業実施に係る
根拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 28 年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独立行
政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報（注 1）
ア）防災
防災分野の人材育成数（人，直接+間接
人数+課題別研修参加人数）（2015 年度
からの累計人数）
直接的に能力向上の対象となった人数
（（ ）内は各年度の終了案件対象人
数）
間接的に能力向上の対象となった人数
（（ ）内は各年度の終了案件対象人
数）
イ）気候変動
気候変動緩和・適応策に係る人材育成
数（2014 年度からの累計人数）
ウ）自然環境（注 2）
REDD+事業実施国数（か国）
森林情報整備や管理計画の立案などの
活動を実施した対象面積（ha）
支援を通じて植林を実施した面積（ha）
直接的・間接的に能力向上の対象とな
った人数（行政官，地域住民）
エ）環境管理（都市環境改善）
協力事業対象都市数（都市）
協力案件数（件）
人材育成数（人）
（下水道）
無償資金協力・円借款での施設整備関連支援都市数
技術協力プロジェクト等による支援都市数
能力向上対象人数（人）
本邦研修者数（人）
（廃棄物管理）
無償資金協力・円借款での施設整備関連支援件数
廃棄物管理支援都市（技術協力プロジ
ェクト等による支援都市数）
能力向上対象者人数（人）
本邦研修者数（人）
オ）食料安全保障（注 1）
支援を通じて整備された灌漑面積（ha）
直接的に能力向上の対象となった人数（人）
CARD 関連の本邦研修員数（人）
②主要なインプット情報（億円）
（注 2）

達成目標

基準値

2012 年度

2013 年度

18,000

2014 年度

2015 年度

2016 年 度

新規

16,283

39,776

1,135
1,626
1,890
3,928
5,028
（111） （423） （219） （703） （121）
9,298 26,191
9,322 11,673 17,514
（2,439）（19,732）
（2,013）（1,835）（3,623）

4,700

新規

3,500

5,100

12

新規

13

13

8万

398 万

158 万 2,566 万 380 万

1,433
104
17,682

420
4,362
31,610

434
1,166
5,918

680
6,348
27,120

350
794
4,788

新規
新規

新規
147
1,551

154
63
7,497

2
25
255
339

8
40
387
225

1
44
2,212
311

新規

1

0

98

11
27
260
181

70
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11
34
426
170

71

90

86

98

78

740
105

999
405

698
364

760
179

1,322
276

116,393 6,597
- 192,212
60,549 192,206 112,477 16,068
新規
82
2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度

11,819
23,326
83
2016 年度

ア）防災

技術協力
58
59
54
68
50
有償資金協力
1,206
51
397
598
無償資金協力
113
61
57
55
40
イ）気候変動
技術協力
165
196
192
178
105
有償資金協力
6,301
5,467
4,810 13,431
8,239
無償資金協力
263
225
187
106
171
ウ）自然環境
技術協力
45
53
51
59
46
有償資金協力
8651
114
207
無償資金協力
3
エ）環境管理（都市環境保全） 技術協力
68
66
71
90
69
有償資金協力
436
128
156
2,335
209
無償資金協力
28
29
10
16
17
オ）食料安全保障（注 3）
（注 1）自然環境の一部指標等については，当該年度に終了した実績に，当該年度の承諾案件の計画値
を足しあげているため，案件形成・実施のタイミングによって年度別に大きな変動があり得る。
（注 2）技術協力は当該年度の支出実績を，有償資金協力・無償資金協力は承諾実績をそれぞれ記入。
（注 3）
「食料安全保障」のインプットは項目 No.2「カ）農業・農村開発」参照。
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
２．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
政府開発援助大綱及び政府開発援助に関する中期政策並びに国別援助方針，年度毎の国際協力重点
方針をはじめとする政府の政策及び政府の国･地域別，分野･課題別の援助方針に則り，開発途上地域
の開発政策及び援助需要を踏まえ，事業量のみならず成果を重視し，PDCA サイクルを徹底した効果的
な事業を実施する｡我が国政府が開発協力の重点分野として掲げる貧困削減，持続的経済成長，地球
規模課題への対応及び平和の構築に沿って，戦略的，効果的な援助を実施していくため，機構は援助
機関としての専門性を活かし，国･地域別の分析や相手国との対話を通じ，援助の現場における開発
ニーズ･実態を把握し，技術協力，有償資金協力及び無償資金協力を柔軟かつ有機的に組み合わせた
プログラム・アプローチを強化する｡また，援助機関としての専門性を活かした事業構想力を強化し，
案件形成・実施能力を向上させるため，機動力のある実施体制を整備する。加えて，既存の援助手法
のみに限定することなく，柔軟に事業を実施するアプローチ，手法，プロセスの改善を図る。実施に
際しては，東日本大震災からの復興，防災，少子高齢化，環境・エネルギー等，国内の課題・経験と
海外の課題をつないで双方の課題解決に貢献するよう努める。同時に，開発協力に対する国民の共感
を高めるため，国民の理解と支持を向上するための措置を実施する。
中期計画
１．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
（第一段落は中期目標と同内容につき省略）
政府の援助方針等の政策を踏まえ，すべての人々が恩恵を受けるダイナミックな開発を進めるとい
う機構のビジョンのもとに，貧困削減，持続的成長，地球規模課題への対応及び平和の構築を重点分
野とした人間の安全保障の視点に基づく優良な案件の形成，実施を行う。
具体的には，
 地球温暖化をはじめとする環境問題，感染症，食料，エネルギー，防災等といった地球規模課題に
対して，国際社会と協調しつつ，課題解決に取り組む。
年度計画
１．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
（ハ）地球規模課題への対応
環境，気候変動，防災，食料等の地球規模課題について，日本の技術の活用やハードとソフトを効
果的に組み合わせた支援等を通じて，開発途上国の政策・施策の策定及び実施を支援する。
① 防災については，事前の防災投資，より良い復興（Build Back Better）等を重視すると定めた仙
台防災枠組の実施を推進するため，各種ワーキンググループ（用語定義や指標，実行計画策定）
へのインプットを継続するとともに，日本政府のコミットメントである仙台防災協力イニシアテ
ィブの実現に貢献するため，事業を着実に実施する。
② 気候変動については，政府が掲げる気候変動分野の人材育成，二国間クレジット制度（JCM）等の
政策推進に貢献するために，気候変動緩和・適応策に係る人材育成，JCM パートナー国の能力開
発支援，開発途上国の国別貢献策（NDC）作成・実施能力強化支援等を行う。
③ 自然環境については，持続的森林管理を通じた地球温暖化対策（REDD+），森林等生態系を活用し
た防災・減災，持続的な自然資源利用による脆弱なコミュニティの生計向上及び保護区・バッフ
ァーゾーン管理を通じた生物多様性保全のため，政策・制度の改善，衛星等を利用した資源情報
の整備，行政組織及び行政官の能力向上及び住民参加型・協働型管理の手法開発と普及実践を支
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援する。特に，豊富な熱帯林を有する東南アジア，アマゾン，コンゴ盆地の 3 地域を中心に REDD+
に係る制度構築支援，違法伐採広域監視，情報整備に重点的に取り組む。
④ 環境管理については，急速な成長と人口増加に伴う外部不経済が顕在化しつつある開発途上国都
市部に対して，住民生活の環境改善のための廃棄物管理能力，水環境管理能力及び大気汚染管理
能力の向上に係る支援に取り組む。また，持続可能な社会経済システム，低炭素化社会の構築の
ための仕組みづくりを支援する。
⑤ 食料の安全保障については，将来の人口増加を念頭において食料安全保障に貢献するために，穀
物等主要作物の生産性向上を主眼とした優良な案件を形成，実施する。特に，アフリカ稲作振興
のための共同体（CARD）対象国の国家稲作振興戦略の具現化や，気候変動の観点から灌漑整備を
支援する。また，水産資源管理の推進と養殖の振興により，水産資源の持続的な利用を図る。
主な評価指標
ア）防災
（定量的指標）防災分野の人材育成数：2015 年度からの累計 18,000 人
イ） 気候変動 （定量的指標）気候変動緩和・適応策に係る人材育成数：2014 年度からの累計
4,700 人
ウ） 自然環境 （定量的指標）REDD+事業実施国数：12 か国
エ） 環境管理 （定量的指標）協力事業対象都市数：98 都市
オ） 食料安全保障（定量的指標）CARD 関連の本邦研修の研修員数：70 人
３－２．業務実績
指標 3-1 地球規模課題の解決に向けた取組状況
３－２－１．防災
(1) )具体的な成果
① 災害リスクと損失の削減を目指す「仙台防災枠組」の推進
ア）災害リスクの理解と防災主流化を推進するための人材育成
 仙台防災枠組に係る取組：各国の中央防災機関を含む関連組織の能力向上に向け，39,776 名の人材
を育成し，日本政府の仙台防災協力イニシアティブ（4 年間で 40,000 名の人材育成等）を半分の 2
年間でほぼ達成するに至った。とりわけ，中央防災機関を含む行政官，技術者を対象とした 15 件
の本邦研修で防災主流化の講義を行い，各国での防災と他の開発セクターの連携強化を図った。併
せて，防災施策を立案する上で重要な「災害統計」の理解促進を図るためのモジュールを研修に取
り入れ，災害統計の主流化や意識啓発に取り組んだ。
 防災の主流化の理解促進：スリランカ，バングラデシュ，ネパール，モンゴル，中南米諸国等の防
災関係機関等の高官を招へいし，日本の防災の経験とそれが反映された仙台防災枠組に係る研修を
通じ，各国での防災の主流化を促進した。その結果，スリランカでは政府内で防災の主流化の検討
がなされ，コロンボ都市圏を対象とした洪水対策マスタープラン調査の要請につながった。
 ブラジル：土砂災害を対象に，リスク評価・リスクマップに基づく都市計画案，災害予警報体制及
び災害観測・予測システムの構築を支援している。2016 年 4 月からパイロット活動を開始しており，
対象 2 州・3 市で 30 名以上に対してハザードマップの作成及びリスク評価の実施手法の研修を行っ
た。先方の主体的関与を引き出す協力手法と人材育成実績が高く評価され，2017 年 2 月に機構理事
長が国家統合省より防災分野の最高位の国家勲章「国家市民防衛勲章」が授与された。
イ）費用対効果の高い事前の防災投資の促進
 事前の防災投資の推進：防災リスク削減のための事前の防災投資は，災害後の対応・復旧よりも費
用対効果が高いとの考えの下，各種災害対策に係る計画策定，予算確保や投資を支援している。
 ベトナム：統合洪水管理計画の策定を支援した結果，フエ省及びクアンビン省において当面の防災
投資省の統合洪水管理計画として承認された。さらにフエ省では，統合洪水管理計画の一部をなす
ダムの統合管理を推進するため，無償資金協力の形成に向けた協力準備調査を実施した。
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 タイ：チャオプラヤ川流域総合治水管理計画として提案された外郭環状放水路を，別途計画されて
いる外郭環状道路と一体的に整備する計画策定を支援した。工業団地などの資産が集積するバンコ
クを洪水から防御するための計画であり，防災投資として高い効果が見込まれている。
 バングラデシュ：「災害リスク管理能力強化事業」を開始し，主に沿岸部で堤防等の生活インフラ
の復旧，復興支援等を実施し，被災後の災害リスク低減に貢献している。
ウ）被災に備えた応急対応と復旧・復興への準備
 エルサルバドル：「災害復旧スタンドバイ借款」を供与し，災害時の復旧に必要な資金需要に迅速
に対応する備えを行うとともに，実施中の技術協力，無償資金協力案件等の目標，成果をポリシー
マトリックスに加えて進捗確認を行うことで，関係部局の能力強化や防災の主流化を促進している。
エ）被害の再現を防ぐ「より良い復興（Build Back Better，BBB）」の導入
 ネパール：2015 年 4 月に発生したゴルカ大地震では，発災直後から復興ニーズの調査及びその結果
を踏まえ，BBB のコンセプトに基づく住宅再建，学校再建等の支援に取り組んでいる。耐震基準を
満たした再建住宅の技術仕様の提案や政府高官への BBB コンセプトの説明が功を奏し，ネパール政
府による再建住宅への補助金支給の基準として採用された（4 月）。これを受け，同技術仕様の被
災地での普及，必要な技術の習得のための啓発，研修等を展開した（2,000 名以上の石工や 6,500
名以上の住民へ研修を実施）。また，学校再建においても BBB のコンセプトに基づき教育省，ADB
と協働して全 50 種の学校建築のプロトタイプを策定し，地震に強い学校建築の普及に貢献した。
また，地震による土砂災害の現地踏査及び科学的解析を行ってハザードマップを作成し，災害リス
クを考慮した土地利用を含む復興計画の策定を支援している。
 エクアドル：2016 年 4 月の地震発生後，緊急援助として物資供与を行うとともに，6 月に地震被災
調査を実施した。同調査やセミナーを通じ，BBB のコンセプトを含む日本の知見を共有するととも
に，地震と津波に強い街づくりに向け，BBB のコンセプトを踏まえて地震・津波被害の軽減や強靭
性を持った街づくりを支援する技術協力プロジェクトを形成し，2017 年度から開始する予定である。
オ）緊急援助からのシームレスな支援
 派遣中の専門家との連携による緊急援助の実施：スリランカ洪水（5 月），ミャンマー地震（8 月），
インドネシア地震（12 月）等において，現地派遣中の専門家から情報を得ることで迅速かつ正確に
災害情報・支援ニーズを把握し，緊急支援を実施した。
 ネパール：ゴルカ大地震にて緊急援助活動を実施したシンドパルチョーク郡とグルカ郡をその後の
復興支援の優先支援対象地として選定し，住宅再建支援，復興計画策定支援，クイックインパクト
プロジェクトによる公共施設再建や農業を中心とした生計活動再建支援等をシームレスに展開し
た。また，カトマンズ盆地にて将来の地震災害リスクの把握・対策に向けた事業を実施している。
 シームレスな支援の経験共有： Aid & International Development Forum Asia Summit（6 月）及
び国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）アジア大洋州地域演習（7 月）において，機構の国際緊急
援助及び防災支援を発表し，発災前からの平時の備えの重要性，応急対応から復旧・復興へのシー
ムレスな支援を通じた持続的な開発の経験を共有した。
② 気候変動への適応
ア）気象・水文観測能力の強化
 予警報及び訓練による減災効果：ブータンで 7 月に豪雨で河川の水位が上昇した際，「氷河湖決壊
洪水を含む洪水予警報能力向上プロジェクト」で供与した洪水警報システムが正常に作動し，機構
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が支援した事前訓練に従い住民が避難した。結果，被害が発生せず，政府より感謝状が発行された。
 資金協力と技術協力の連携：フィリピンでは無償資金協力により設置した洪水予警報システムの運
用・維持管理手法の習得のために技術協力を実施した。また，スリランカでは無償資金協力によっ
て設置した総合気象観測装置を用い，気象観測・予警報能力の強化を目的とした技術協力を実施す
る等，効果の拡大に向けた連携を行った。
 アフガニスタン：水文気象観測施設整備を進める世界銀行と連携し，水文気象観測や収集データ整
備に係る能力強化支援を行っている。これまでの協力で，戦時中に失われた 1979 年からの約 30 年
の水文気象データの復元を支援していることが今後のアフガニスタン国全土の水資源開発等の基
礎になること，機構や事業関係者が複数の関係機関の連携を促進し成果を達成したこと等が認めら
れ，大統領が議長の「土地と水に関する最高評議会」にて，大統領等政府要人が列席する中表彰を
受けた。また，水資源分野では機構が政府の Preferred Donor として議論をリードしており，大統
領が出席する第 4 回全国水資源会議（2017 年 3 月）では，開発協力機関で唯一機構がスピーチの場
を与えられる等のプレゼンスを確保している。加えて，カウンターパートを PEACE プロジェクト
（No.4-1 参照）と連携して研修し，復帰後にプロジェクトの推進役となることで，オーナーシップ
を重視した事業推進につながり，技術協力事業と留学制度を活用した人材育成事業の好循環が醸成
された。
イ）気候変動の影響を考慮した事業デザインの導入
 気候変動の影響を考慮した事業デザイン：インドネシアではムシ・ブランタス川で将来の気候変動
が河川流量に及ぼす影響を評価し，水資源管理計画への反映を支援する予定である。
 ASEAN における取組：ASEAN 10 か国の災害リスク削減と気候変動適応の統合を推進するため，各国
の取組状況の評価と優良事例の抽出・共有化を図る基礎情報収集・確認調査を開始した。
（2） 戦略的な取組
① 日本の経験，知見（ジャパンブランド）を用いた協力の実施
 日本の知見を踏まえた協力：災害多発国として日本が有する災害対策の経験・知見を用いた協力を
実施している。2016 年度は SATREPS を 11 件実施し，特にメキシコでは海底観測機材を設置し，東
日本大震災の発生前と同様のデータを取得して地震の発生メカニズムを共同で研究している。メキ
シコでの研究結果を日本の南海トラフ地震対策にも活用する予定である。
 気象衛星ひまわりの活用：ひまわりの観測データを用いて，アジア・太平洋地域でより精度の高い
気象観測・予報能力の強化に向けた協力を実施した。具体的には，フィジー，バヌアツ，ソロモン
にてデータ受信機供与計画の策定と調達を行うとともに，ひまわり観測データの気象予報や衛星画
像解析の活用について技術支援を実施し，観測・予報能力の向上につなげた。また，気象庁や世界
気象機関が実施中の事業と連携することで，アジア・太平洋地域全体の能力向上に貢献した。
 日本の海岸保全対策の知見をいかした協力：日本の自然環境に配慮した海岸保全対策に係る知見を
もとにした技術協力をセーシェル，モーリシャス，ツバルで実施した。ツバルで試行した環境に配
慮した養浜工法を，他ドナー等と連携して大洋州各国への普及展開を図っている。また，課題別研
修「島嶼国における持続性の高い海岸保全対策」を形成し，小島嶼地域である沖縄における自然条
件に則した持続的な海岸保全の事例を 2017 年度より発信していく予定である。
② 他の開発機関，国際機関との連携による仙台防災枠組の推進
 仙台防災枠組に対する貢献：国連国際防災戦略事務局（UNISDR）が主催する仙台防災枠組 2015-2030
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の 7 つのグローバル・ターゲットの指標・用語策定に係る政府間協議に継続して参画した。その中
では日本が議論をリードしつつ指標の妥当性検討を支援し，17 か国と共に妥当性検討結果に基づき
提案した結果，日本の提案した指標が全て盛り込まれ，2016 年 11 月の策定・合意に向けて貢献し
た。また，UNISDR が主催する「グローバル・プラットフォーム（2017 年 5 月にメキシコで開催予
定）」の 15 のワーキングセッションのうち 6 つの準備チームに参加し，日本の知見を発信してい
る。
 機構の経験の発信：パラグアイで開催された「米州防災閣僚会議」において，UNISDR との調整のも
と仙台防災枠組における日本の経験及び機構の防災協力を本会議で発信した（二国間援助機関では
機構とドイツ国際協力公社（GIZ）のみ）（6 月）。また 11 月にインドで開催された「アジア防災
閣僚級会合」において，中央及び地方防災計画に係るセッションを主催し，インドネシア国家防災
庁副長官及びモンゴル国家非常事態庁長官から機構の支援による成果が発表された。機構事業のカ
ウンターパートの政府高官からの発表であり，被支援国の立場から機構事業の成果を発信すること
で，先方政府のオーナーシップの更なる醸成及び機構のプレゼンス向上に貢献した。
 世界銀行との連携：ハイレベルダイアログを通じて防災分野における連携を確認したほか，世界銀
行が主催する各種セミナー等に登壇し，機構の知見の発信に努めた（5 月）。
 災害統計グローバルセンターとの連携：東北大学災害科学国際研究所と UNDP が連携して運営する
災害統計グローバルセンター（GCDS：Global Center for Disaster Statistics）の会議，及びイ
ンドネシア，ミャンマーにおける調査に参加し，両機関が有する災害統計データの蓄積，分析や利
活用に係る知見を活用して GCDS の協力方針の策定支援を行うとともに，機構事業を通して仙台防
災枠組の指標モニタリングにも貢献している。また，GCDS との連携による研修事業を通じて開発途
上国における災害統計の主流化に取り組んでおり，2016 年度は 5 コースを実施した。
 ASEAN 防災委員会との連携：ASEAN 防災委員会の枠組みの下，強靭な都市づくり，災害リスク削減
と気候変動適応の統合に係る協力を実施している。また，ASEAN 防災委員会の予防と減災ワーキン
ググループ会合を機構がホストし，同会合で機構の支援を発信した。
③ 国連で採択された「世界津波の日（11 月 5 日）」と日本の経験の共有
 世界津波の日：中南米 5 か国より 19 名の中央防災機関の高官を招へいし，国土交通省主催の宮崎
県細島港津波防災訓練に参加するとともに，内閣官房主催の「世界津波の日フォーラム」に登壇し，
日本の協力により学んだ事例等を報告した。チリでは国土交通省との同時津波訓練を支援し，バル
パライソ市にて 10 万人が参加する訓練を行った。インドネシア，ペルーでは津波防災セミナーを
主催し，これまでの津波防災協力や日本の経験を共有するとともに，約 680 名が避難訓練に参加し
た。さらに，ニカラグア，トルコ，メキシコ等では津波防災イベントに参加し，日本の津波の経験
を紹介した。
 市民の理解促進に向けた取組：津波防災での機構の取組に係る市民の理解促進に向け，地球ひろば
にて公開セミナーを開催した。
また地球ひろば及び JICA 関西で津波防災に係る写真展を開催した。
 津波防災に係る協力：SATREPS を含む技術協力 14 件の案件形成・実施を通じ，津波観測・伝達能力，
研究能力の向上に寄与した。エクアドルでは，4 月に発生した大地震において，同国の各機関が技
術協力プロジェクトにて作成した情報解析・伝達手順に基づき震源解析や津波予測を行った。
④ ジェンダーに配慮した防災
 各国によるジェンダーと多様性の視点に立った防災計画の策定を支援するため，複数のアジア太平
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洋地域会合やアジア閣僚防災会議のプレ・カンファレンス等に参加し，ジェンダーと災害リスク削
減にかかる機構の取組や課題を紹介し，具体的に取るべきアクションについて討論した。その結果，
スリランカでは，災害時に救助の男性が駆け付けても女性が家から出てこなかったという課題に対
応するため，災害管理省の職員が各集落に配置されている女性・子ども省のローカルスタッフに対
して災害時の避難誘導研修を行うことが決定し，正式に予算化された。また，12 月に 6 か国から
17 名の行政官・市民団体関係者を招へいし，課題別研修「ジェンダーと多様性からの災害リスク削
減」を実施した。さらに，同月に国際女性会議（WAW!2016）サイドイベントとして，国際シンポジ
ウム「平和構築と災害リスク削減におけるジェンダー主流化の促進：女性の参画とリーダーシップ
発現に向けて」を開催し，機構の取組を発信した（No.7-1 参照）。
３－２－２．気候変動
(1) 具体的な成果
① 気候変動分野の人材育成
 2014 年の国連気候サミットにおける日本政府の気候変動分野人材育成コミットメント達成への貢
献に向け，1,600 人の人材を育成した。特にタイでは，東南アジア地域気候変動緩和・適応能力強
化プロジェクトの活動として，東南アジア諸国の関係者向けに，タイ政府，国連気候変動枠組条約
（UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change）事務局と連携し，「気候
変動と持続的な開発」に係るセミナーを開催した。
② 二国間クレジット制度（JCM: Joint Crediting Mechanism）推進への貢献
 インドネシアにおける JCM の推進：「低炭素型開発のためのキャパシティ・デベロップメント支援
プロジェクト」を通じ，インドネシア側の JCM 事務局の能力強化を支援した。クレジット発行に関
するガイドラインや方法論策定等を支援した結果，過年度登録済みの 2 件について 5 月に史上初の
クレジット発行がなされた。また 6 月及び 2 月に新規プロジェクトが各 1 件（計 2 件）新たに登録
された。また，2 件の新規方法論と 1 件の改定方法論について承認された。
③ 開発途上国の「国が決定する貢献」
（NDC: Nationally Determined Contribution）の作成・実施支
援
 ベトナム：「国としての適切な緩和行動（NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Action）策
定及び実施支援プロジェクト」において，ベトナム政府が UNFCCC 事務局に提出した「国が決定す
る貢献」に記載されている 43 項目の温室効果ガス排出削減施策の実施に活用し得る技術オプショ
ン（本邦技術含む）の洗い出し，評価，優先度づけを行う調査を開始した。緩和施策の具体化・実
施可能性の検討と関係省庁の理解促進・意識向上を通じ，ベトナムの NDC の実施促進に貢献してい
る。
④ 気候変動の緩和への貢献
 エネルギー管理を通じた省エネルギーの推進（パキスタン，セルビア）：パキスタンでは，エネル
ギー消費が多い鋳造業や自動車部品製造業のモデル工場 10 社に省エネ技術指導を行い，実施可能
なエネルギー管理効率モデル構築支援を行った。結果，モデル企業合計で年間約 4,400,000MJ
（1,222MWh，1,320 万円相当）の消費エネルギーが削減された。優良な改善事例をその他企業にも
紹介し，省エネ活動の有効性を発信した。また，セルビアでは，「エネルギー消費セクターにおけ
るエネルギー管理制度拡大支援プロジェクト」の成果として，セルビア省エネルギー研修センター
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が開所した（10 月）
。
 再生可能エネルギーを中心とした低炭素電源開発の推進：SDGs ゴール 7 にも貢献するため，モンゴ
ルにおける再生可能エネルギー分野で初の海外投融資ドル建て案件であるツェツィー風力発電事
業，ケニア，インドネシア，中南米等地域における地熱開発事業，エジプトにおける大規模太陽光
発電事業，ウズベキスタンやタンザニアにおける高効率ガス火力発電の活用促進といった取組によ
り，低炭素電源の開発を一層推進した。
（No.2-1「資源・エネルギー」参照）
(2) 戦略的な取組
① 日本政府の政策への貢献
ア）日本政府が発表した「美しい星への行動 2.0」への貢献
 2 つの柱のうちのひとつである「途上国支援」で掲げた気候変動対策支援拡充への貢献として，2016
年度は 27 件（総額 1.15 兆円）の気候変動（緩和・適応）関連円借款を承諾した。うちインフラ整
備型の緩和策案件 8 件による温室効果ガス削減効果推計値の合計は 118.3 万トン／年にのぼる。一
例として，タイでは「バンコク大量輸送網整備事業（レッドライン）（III）」に係る円借款事業
の L/A に調印し，道路交通から都市鉄道交通へのモーダルシフト推進を支援した。
イ）国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 22 回締約国会議（COP22）における発信
 計 8 件のサイドイベントを国内外の機関と共催し，機構の気候変動対策支援への取組を発信した。
うち 1 件では，機構が重点的に気候変動対策を支援してきたタイ，ベトナム，インドネシアから専
門家と相手国政府カウンターパートが発表者／パネリストとして登壇し，NDC の実施に向けた各国
の準備状況や課題を共有し，今後の対策を議論した。これにより，これら主要国における NDC の実
施促進，域内協力の推進に貢献した。また，COP22 で日本政府が発表した「日本の気候変動対策支
援イニシアティブ」の事例として，機構の再生可能エネルギーの導入・電力システムの改善，イン
フラ整備によるレジリエンス強化，測定，報告及び検証（MRV：Measurement, Reporting and
Verification」に係る人材育成及びグリーン成長に係る制度構築支援の取組を共有し，日本の気候
変動対策に係る開発途上国支援の実績を発信した。
ウ）気候変動の影響に関する損失・被害（ロス＆ダメージ）のためのワルシャワ国際メカニズム（WIM4）
への貢献
 日本を代表するメンバーとして WIM 執行委員会（Executive Committee）の会合に 3 回出席し，機
構の防災分野の知見を基に WIM の政策策定，実施運営に貢献した。
②

気候変動影響に特に脆弱な小島嶼国への支援拡充

ア）大洋州島嶼国における気候変動人材育成の拠点整備
 サモアに拠点を置く太平洋地域環境計画事務局（SPREP）内に，大洋州地域における気候変動分野
人材育成等の拠点として太平洋気候変動センターを建設する無償資金協力の G/A が締結された
（2017 年 2 月）。
イ）小島嶼国の適応能力強化支援
 「21 世紀のための日・シンガポール・パートナーシッププログラム」（JSPP21）の下，8 月に第三
国研修「小島嶼国向け気候変動適応戦略」をシンガポールで実施した。機構からは SPREP に派遣中
4
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の大洋州気候変動アドバイザーを講師として派遣し，大洋州各国の間で関心が特に高い緑の気候基
金（Green Climate Fund）等の国際気候資金の動向に関する講義を新たに追加した。
３－２－３．自然環境
(1) 具体的な成果
① 持続的森林管理を通じた地球温暖化対策（REDD+5）
ア）森林政策・REDD+制度構築
 森林政策・REDD+行動計画の策定・実施支援：国家政策上の調整を踏まえた森林政策及び REDD+実施
のための枠組みに相当する国家 REDD+戦略／ロードマップ，準国レベル REDD+行動計画等の策定・
実施を 13 か国で支援した。
 JCM に係る側面支援：日本の気候変動への貢献策である JCM について，インドネシア，ラオス及び
カンボジアにおいて民間事業者と中央省庁や援助機関との橋渡し等の側面支援を行うとともに，将
来のクレジット需要を見込み 4 か国で排出削減のポテンシャル調査を行った。また，環境省と連携
してアジア 6 か国の行政官を本邦に招へいし，「グリーン経済開発による REDD+の推進」をシンポ
ジウムにて共有し，UNFCCC の COP22 でも同様の発信を行った。また，日刊工業新聞社と連携し，民
間企業の参加を促進するための連携イベント「地球温暖化対策と途上国の森林保全（REDD+）〜日
本企業のビジネスチャンスとは〜」を開催した。
 REDD＋支援による効果：ベトナム「持続的自然資源管理プロジェクト」により省レベルの REDD+の
作成を支援したことで，省レベルの REDD+アクションプランの策定が進み，2016 年度末までに 5 省
で策定が進むとともに，資金面では円借款及び世界銀行との連携につながった。また，インドネシ
ア西カリマンタン州では州レベルの F-REL（森林からの参照排出レベル）を開発した。
イ） 森林資源情報整備
 MRV 体制整備：気候変動枠組条約における REDD+の技術要件を踏まえ，国家森林情報システムおよ
び温室効果ガス排出量の測定，報告及び検証（MRV）に関し，国家森林情報システムの整備や MRV
の体制構築等を 10 か国で支援した。特にベトナムでは，現場の森林官向けにタブレット端末を利
用した森林モニタリングシステム（アプリ）を開発し，現場でのデータ入力を迅速化することで，
森林管理業務が改善するとともに，同システムが 15 省で導入された。
 森林モニタリングシステムの標準化：事業の効率化や質の向上，機構のプロジェクトと課題別研修
の連携強化のために，コンサルタント業界，研究機関，大学等研修員受入先等と公開勉強会を 3 回
開催し，機構事業で支援する森林モニタリングシステムの標準化に向けて作業した。
ウ）違法伐採広域監視（宇宙航空研究開発機構との連携）
 JJ-FAST の開発とデータ公開：効率的な違法伐採監視に向け，4 月に JAXA と協定を締結し，日本の
地球観測衛星「だいち 2 号」のレーダー画像を利用した「JICA-JAXA 熱帯林早期警戒システム」（略
称：JJ-FAST）の開発に着手し，11 月にアマゾン地域，12 月からアフリカ地域（一部）のデータを
公開した。これらを UNFCCC の COP22 にて発信した結果，レーダー画像であるため雲が多い熱帯地
域でも通年監視が可能となるうえ，携帯端末で簡単に森林変化が見られる革新的なシステムには開

5

開発途上国の森林の減少・劣化を防止して地球全体の二酸化炭素排出量を削減するという考え「Reducing
Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries（REDD）」に，持続可能な森林管理な
どによって森林の二酸化炭素吸収・固定機能を高めるという考えを付加「+」したもの。
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発途上国や国際機関等の注目を集め，メディアでも多数報道された。
 JJ-FAST の普及：TICAD VI サイドイベント（8 月）やペルーでのアマゾン諸国を招へいしたセミナ
ー（12 月）を通じ同システムを普及するとともに，違法伐採対策の強化に向け情報共有を行った。
エ）官民プラットフォームの活動実施
 森から世界を変える REDD+プラットフォーム：分科会，セミナー，シンポジウム等の開催を通じて
REDD+に関する国際的動向や各機関の取組を共有するとともに，ウェブサイト，ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス等を通じて REDD+情報を日本国内へ発信している。2016 年度は，セミナー・
シンポジウムを 9 回開催し，合計 1700 名以上が参加し，REDD+に関する情報を共有した。このよう
な情報発信に努めた結果，加盟団体数は 84（設立時 44）と倍増した。また，REDD+特派員を公募，
4 名選抜の上，インドネシア現地視察を行った他，ソーシャルネットワークやイベント等を通じて
REDD+の理解を向上した。
② 森林等生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR：Ecosystem-based Solutions for Disaster Risk
Reduction）
 Eco-DRR について，経済評価等を通じこれまでの実績や効果，Eco-DRR 実施上の留意点を整理した
ハンドブックを作成するとともに，新たな事業をマケドニア，イランで形成した。
ア）住民参加型森林管理による流域管理の強化
 ホンジュラス，パラグアイにおいて，現地電力会社が保有するダムの流域管理を強化するための技
術協力を行った。ホンジュラスでは，流域管理に係る普及手法ガイドラインが作成され，今後同国
内の 3 つの水力発電所でも同ガイドラインが活用されることが見込まれている。
イ）森林火災対策
 インドネシアでコミュニティレベルの森林・泥炭火災予防や泥炭地の管理強化の支援を開始した。
インドネシアの森林火災については，多くの民間企業がビジネスチャンスを窺っており機構の民間
連携事業にも多くの応募があることから，公開報告会を実施して関係者と情報を広く共有した。
③ 持続的な自然資源利用による脆弱なコミュニティの生計向上
 アフリカの貧困撲滅・平和と安定のための砂漠化対処イニシアティブ：TICAD VI において，UNCCD，
ケニア政府，セネガル政府と共同で，サヘル・アフリカの角地域の国々の経験・知見共有，ネット
ワーク強化，資金へのアクセス改善などを目的とした「サヘル・アフリカの角砂漠化対処・レジリ
エンス強化イニシアティブ」サイドイベントを開催し，170 名以上が参加してイニシアティブが発
足した。また，これを受け，2 月には同イニシアティブを通じてアフリカの貧困撲滅と世界の安定
化に向けた取組を加速するため，UNCCD 事務局長と機構理事による共同声明を発表した（NHK でも
放映）。2 月にケニア，3 月にセネガルで地域会合を実施し，参加国がアクションプランを作成し
た。今後，FAO や地球環境ファシリティ（GEF）等のパートナーと協働し，関係者のネットワークの
構築，優良事例の共有，GEF や GCF 等の開発資金の獲得等に向けて連携策の具体化と開発途上国の
取組の支援を行っていく予定である。
④ 保護区及びバッファーゾーン管理を通じた生物多様性保全
 海域保全の促進：生物多様性条約 COP13 において，UNEP 等とサイドイベント”Ecosystem Approach
in the ROPME Sea Area”を共催し，ペルシャ湾での海洋環境保全への貢献について発信した。
 湿地保全と農業開発の両立：ウガンダ「湿地保全プロジェクト」を通じて農業開発と湿地保全の両
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立が図られ，湿地の賢明な利用モデルが構築，推進された。同事例は上記 COP13 でも発信され，ラ
ムサール条約と生物多様性条約双方に貢献するものとして両条約事務局から評価された。
(2) 戦略的な取組
 地域協力の促進：中米統合機構（SICA）の地域協力に関する基礎情報収集調査を行い，広域プロジ
ェクトの形成を支援した。その他，中部アフリカ森林協議会（COMIFAC），南部アフリカ経済共同
体（SADC），湾岸海洋環境保護機構（ROPME）との地域協力を継続して実施している。これらの取
組を通じ，地域における機構のプレゼンスを向上させるとともに，セミナー等の共催等を通じ地域
機関加盟国間の交流促進に貢献している。
 寄附金受入れによる相乗効果：ブラジルで実施中の「”フィールドミュージアム”構想によるアマ
ゾンの生物多様性保全プロジェクト」に関し，伊藤忠商事より受け入れた寄附金によりアマゾン熱
帯林の研究拠点の関連施設を整備することとした。これによるプロジェクト成果の拡大が見込まれ
る。
３－２－４．環境管理（都市環境保全）
(1) 具体的な成果
① 廃棄物管理能力の向上
ア）統合的廃棄物管理・3R に関する基本方針の検討と発信
 ポジション・ペーパーの策定／改訂：支援対象国･地域の廃棄物管理の発展段階をより意識し，実
状･ニーズに応じた適切な案件形成・実施を進め，統合的廃棄物管理や 3R（Reduce, Reuse, Recycle）
体制の構築を推進した。特に，SDG ゴール 12（持続可能な消費と生産のパターン確保）の取組に向
けたポジション・ペーパーを新規作成し，廃棄物協力に係るポジション・ペーパーを改訂した。ま
た，「日本の強み」を発信できるよう，紹介事例の更新と教訓の反映を行った。
 TICAD VI における発信：TICAD VI のサイドイベントとして「アフリカ廃棄物管理セミナー」を UNEP，
UN-HABITAT，ケニア/ナイロビ郡，環境省と共催した。アフリカ 9 か国の廃棄物担当行政官及びケ
ニア，南スーダン，スーダンの首長，高官のほか，環境副大臣や横浜市長など 180 名以上の参加が
あり，アフリカの廃棄物問題と SDGs 対応に必要な取組にかかる意識喚起，アフリカ諸国－国際援
助機関－日本関係機関自治体間の協力ネットワーク化などの成果があった。この結果を基にアフリ
カ 24 か国，UNEP，UN-HABITAT，アフリカ地域持続可能な開発目標センター（Sustainable Development
Goals Center for Africa），環境省，横浜市が参加する「アフリカきれいな街プラットフォーム」
の立ち上げに向けた準備を行い，2017 年 4 月の正式発足に主導的な役割を果たした。今後，このプ
ラットフォームの下，フォローアップとして廃棄物管理分野の SDGs 達成に向けた地域的な協力に
継続して取り組む予定。
イ） 公衆衛生の改善
 スーダン：無償資金協力による収集施設整備（収集車両及び整備工場）と廃棄物収集に係る技術協
力を一体的に行うことにより，首都の廃棄物収集率が約 65％から約 80％に改善した。また，同国
で広く親しまれている日本のサッカー漫画「キャプテン翼」のステッカーを収集車に貼ることで収
集車両のプレゼンスを向上させ，ゴミ収集の必要性を市民に啓発した。さらに，住民組織への啓発
活動によりゴミの定時定点収集への協力を促したことで収集効率が向上した。加えて，中継基地や
最終処分場で廃棄物量を記録し，ゴミの収集・埋立量を正確に把握することで，廃棄物管理計画全
体の見直しが可能になった。
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 モザンビーク：マプト市において，廃棄物課題の分析，収集・運搬，財務管理の各能力向上に加え，
3R の導入支援を実施した。その結果，不法投棄等問題の通報・改善システムが確立され，収集漏れ
や不法投棄等が減り収集率が向上した。料金徴収においては料金の見直しや大規模排出者の事業者
のデータベース管理による徴収の徹底により体制が改善され，徴収率が約 6 倍改善した。
ウ）環境負荷の低減･汚染防止
 パレスチナ：ヨルダン川西岸地区の廃棄物管理能力向上のため，東京都等の実例を参考に，小規模
自治体の共同体による廃棄物管理体制の強化のための計画策定を支援している。地方自治庁長官ら
の本邦招へい等を通じ，廃棄物管理に係る理解を深めたことで国家廃棄物管理戦略の改訂につなが
り，2017 年上半期に正式認可される見込みである。また，共同自治体が法的に位置付けられ，行政
法人格を有し計画策定・実施・財政権限を担うこととなった。さらに，ジェリコ市では支援の結果，
ごみの再資源化制度が導入され，パイロット事業として再資源化が促進されるとともに，今後制度
の地域が拡大する予定である。
 ドミニカ共和国：中央政府による自治体向け統合的廃棄物管理計画策定に係る指針やガイドライン，
マニュアルの作成や廃棄物管理に係る人材育成，中央政府と地方自治体の廃棄物管理体制の構築を
支援した。その結果，モデル自治体における総合廃棄物管理計画作成が進み，国全体での管理体制
の基盤が形成されるとともに，
モデル自治体の 1 つでは，
同自治体の市長のイニシアティブにより，
複数の地方自治体による効率的な廃棄物管理を目的とした自治体連合が形成された。
エ）3R（Reduce, Reuse, Recycle）を通じた循環型社会の構築
 インドネシア：「3R 及び廃棄物適正管理のためのキャパシティ・デベロップメント支援プロジェ
クト」では，政省令案や市条例案の策定支援，廃棄物量／組成データ管理システムの構築，アクシ
ョンプランの策定を支援した。同国では「廃棄物管理法」の運用に必要な政省令，地方条例（市条
例等）が十分に成立しておらず，内容の整合性が図られていなかったが，中央・地方政府の相互連
携と理解を促進し，必要となる政令・条例案を作成することで，廃棄物管理の責務を担う関係機関
の廃棄物管理政策・戦略策定能力の強化に寄与した。
 大洋州：大洋州 11 か国を対象とした「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト（J-PRISM）フ
ェーズ 1」では，地域や対象各国の廃棄物の優先課題への対処を通じ，大洋州島嶼国の廃棄物管理
に係る人材育成と制度基盤を強化してきた。その結果，新たな戦略（Cleaner Pacific 2025）が策
定されるとともに，収集，最終処分，3R など廃棄物管理の特定分野のローカル専門家が育成され，
地域の特性に準じた各国の廃棄物管理担当官を対象とした実践的な廃棄物管理ガイドブック等も
作成された。各国で廃棄物管理に係る政策や計画策定，自治体レベルの収集運搬・最終処分場の改
善，容器デポジット制度やリサイクルの促進，環境教育の普及・拡大等の成果が発現した。
 マレーシア：「E-waste 管理制度構築支援プロジェクト」では，廃電気・電子機器廃棄物（E-waste）
のインベントリ調査結果に基づくベースライン・インベントリを構築した。9 月に回収，リサイク
ル，レポーティング，料金設定・収集に係るガイドラインの第一案を作成し，意見聴取や合意形成
に向けたワークショップを開催した。4 つのガイドライン案の実効性の検証に向けたパイロット・
プロジェクトを実施しており，同ガイドライン案の天然資源環境省環境局（DOE）による最終承認
を通じて，2018 年に施行予定の「E-waste 管理規則」に同内容が盛り込まれる見込みである。
② 水環境管理能力の向上
 カンボジア：「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」を通じ，下水道の整備が遅れている同
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都での整備推進の鍵となる，雨水/排水マスタープランが策定された。同マスタープランでは，将
来的な人口密度や経済成長予測等をもとに下水処理場整備地区と浄化槽を含む分散型汚水処理施
設整備地区を提案するとともに，早期に下水処理場の整備が必要な区域に関して，国土交通省，北
九州市からの助言に基づき下水処理施設に係る日本の技術の活用可能性も検討しながらプレ F/S を
実施した。また，同プロジェクトを通じて国土交通省－カンボジア公共事業運輸省間の覚書締結に
間接的に貢献した。
 ベトナム：「下水道計画・実施能力強化支援プロジェクト」では，ニーズ調査を基に下水道行政機
関の研修・事業実施支援・研究開発に係る機能の整理と運営計画を策定した。また人材育成と適正
技術開発を進めるため，日本の下水道事業団をモデルとした組織・制度づくりが着手された。
 スリランカ：「下水道セクター開発計画策定プロジェクト」では，都市化と水需要の増加により増
加する未処理排水による水環境汚染を改善するため，全国 79 都市のうち下水処理施設整備の緊急
性の高い都市の優先順位付けと，優先 5 都市における都市下水道マスタープラン策定を支援した。
 パレスチナ：「ジェリコ下水運営管理能力強化プロジェクト」では，終了時評価の提言事項の実施
と効果発現のためプロジェクトを 10 か月間延長し，各戸接続の促進と徴収率向上への取組を継続
した結果，パレスチナ側による予算の拡充にもつながり，各戸接続数が大幅に改善された。
③大気汚染管理能力の向上
 中国：「オゾン及び微小粒子状物質（PM2.5）抑制のための計画策定能力向上プロジェクト」では，
本邦研修を通じて，日本の大気汚染対策に係る法体系や排出規制，車両等の移動発生源に焦点を当
てたインベントリ整備・モニタリング等を紹介するとともに，企業における対策現場の視察を通じ，
PM2.5 の対策に係る知見を深めた。
 モンゴル：「ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ 2」を通じて，大気汚
染状況の情報公開や，排出源における測定，監査，指導及びデータ管理等を支援し，関係機関の大
気汚染対策能力強化に貢献した。先方政府は予算が厳しい中ボイラー等の排ガスモニタリングを継
続し，今後の対策の基礎となるデータが収集された。
④ 持続可能な経済社会システム･低炭素化社会構築のための仕組みづくり
 タイ：「東南アジア地域気候変動緩和・適応能力向上プロジェクト」では，タイ国家温室効果ガス
管理機構（TGO）による気候変動国際研修センター（CITC）設立と，タイ国内や東南アジア諸国向
けの研修実施を支援した。本邦研修を通じ，TGO 職員は低炭素社会構築及び気候変動に強靭な社会
づくりに関する日本での取組を学ぶとともに，本邦関係機関との将来的な協力や連携のため意見交
換し，CITC の持続的な運営や今後の研修の方向性を含む戦略策定に活用可能な知見を得た。
 ベトナム：「クアンニン省ハロン湾地域のグリーン成長推進プロジェクト」では，グリーン成長実
現に資する政策枠組みと優先アクションプランの実施に向け，産官学民を挙げて琵琶湖を環境保全
と地域経済の成長の核と位置付けた滋賀県の「琵琶湖モデル」を参考に，案件を開始した。
(2) 戦略的な取組
① 日本の技術・ノウハウを活用した協力の推進，自治体・民間の技術・ノウハウの活用及び連携強化
 下水道技術：べトナム･ホーチミン市では，大阪市職員から地方自治体の有する管渠維持管理マネ
ジメント等に関する助言等を得つつ，下水道管路更生工法を用いた老朽下水管の修復を行う無償資
金協力事業の協力準備調査を開始した。「パナマ首都圏下水道事業運営改善プロジェクト」では，
案件形成時より横浜市と連携し，同市が持つ下水処理施設，アセットマネジメント等に関する知見
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を案件計画に反映させたほか，同市が国交省とともに水・環境インフラに関する技術・政策を海外
に発信する目的で整備した水・環境ソリューションハブを活用した本邦研修の受入や，専門家の活
動への助言等を得た。カンボジア「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」において，一般財
団法人北九州上下水道協会から専門家が派遣され，自治体の持つ下水道技術がマスタープランの策
定に反映された。これがきっかけとなり，2016 年 3 月には北九州市－プノンペン都の姉妹都市協定
が締結され，北九州市－プノンペン都公共事業運輸局間でも包括連携協定が締結された（2017 年 2
月）。フィリピンでは，自治体連携無償「メトロセブ汚泥処理施設建設計画」の協力準備調査の実
施に向けた現地調査に横浜市が参画し，急速に発展拡大した都市における生活排水処理や汚泥処理
に係る横浜市の経験に基づく助言等を得た。（No.8-3 参照）
 廃棄物処理技術：鹿児島県志布志市が実施主体の草の根技術協力事業「サモアを中心とした大洋州
における志布志モデルの推進」では，焼却炉を所有しない自治体として取り組んでいる徹底的な分
別による廃棄物減量化を推進し，大洋州地域で実施中の「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェ
クト」と連携した。特に，バヌアツのルーガンビル市の市場における有機ゴミコンポストに対して
志布志市のノウハウを用いた指導を行い，運営維持管理が適切に実施されるに至った。
 気候変動対策：「バンコク都気候変動マスタープラン 2013－2023 実施能力強化プロジェクト」の
詳細計画策定調査に横浜市が参画し，部署横断的な体制の構築等の好事例の紹介等の支援を得た。
３－２－５．食料安全保障
(1) 具体的な成果
① サブサハラ・アフリカ地域全体での米増産に向けた取組
 CARD における米増産目標への貢献：2008 年に機構が主導して立ち上げたアフリカ稲作振興のため
の共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）イニシアティブは，サブサハラ・ア
フリカ地域全体で米の増産（2008 年前後のベース 1,400 万トンから 2018 年の 2,800 万トンへ倍増）
を目標としている。2016 年度も引き続き目標達成に向け支援を継続するとともに，2018 年の CARD
ターゲット年を前に，CARD の取組の成果と今後のサブサハラ・アフリカにおけるコメ分野の支援の
方向性を見出すための終了時レビューの準備を行った。
 CARD の振興に向けた研修：83 人に対して本邦研修を実施し，年度計画の目標値を達成した。
 TICAD VI における発信：「CARD の進捗と今後のアフリカにおけるコメの開発」をテーマにサイド
イベントを開催し，機構研究所と共同研究を行った神戸大学の大塚教授より，萌芽しつつあるアフ
リカにおける Green Revolution 等について紹介した。また，機構からのインプットを元に「農民 6
万人及び普及員 2,500 人に稲作技術の普及」を行うことが TICAD VI 支援策に盛り込まれた。
 米増産に係る協力成果：ケニア「稲作を中心とした市場志向農業振興プロジェクト」を通じ，稲作
を中心とした営農体系を提案，灌漑水管理のガイドラインの整備と普及を行った結果，中心農家の
所得が 136%増加した。筑波で実施した CARD 研修には 13 か国 26 名が参加し，稲作関連技術等の研
修に加えて他国の国家稲作開発戦略の実施状況や課題等の事例からも学びを得て，国家稲作開発戦
略の実施促進や関連技術分野の問題解決に向けたアクションプランを作成した。
② 気候変動に対応した持続可能な農業の推進
 灌漑の適切な維持管理に向けた協力：効率的な水利用および灌漑施設の適切な維持管理を促進する
5 件の技術協力プロジェクト，3 名の政策アドバイザー専門家，1 件の国別研修を実施・開始した。
特に，ザンビアでの技術協力プロジェクトが支援した農家では，自らが建設する簡易堰による灌漑
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の結果，非灌漑地区に比べて，作付面積，農業産出額，農業所得の改善が確認された。
 レジリエンスの向上：気候変動に対する農民の対処能力の向上に向け，ケニアにおいて気候変動に
対する牧畜コミュニティのレジリエンス向上を図る技術協力プロジェクト 1 件を開始した。また，
エチオピアにおいてインデックス型農業保険の導入を図る技術協力プロジェクトを形成した。また，
気候変動に伴いアフリカで近年頻発する干ばつに対する機構の対応方針の検討を開始した。
③ 海洋資源の保全と持続可能な利用
ア）沿岸漁業の水産資源管理
 水産資源の持続的利用に向けた支援：沿岸の水産資源の持続的利用の仕組みを構築するため，日本
の経験に基づき漁民と行政の共同管理方式を活用した協力を実施している。また，SDGs ゴール 14
の達成に向け，最大持続生産量レベルの推定や違法・無報告・無規制漁業（IUU：Illegal, Unreported
and Unregulated fishing）対策も支援した。
 カリブ地域：カリブ地域 6 か国では，漁民組織形成，操業の資格及びルールの合意形成や漁獲情報
の収集等浮漁礁漁業の共同管理を支援し，グレナダでは 9 割の漁船の参加が得られた。
 チュニジア：沿岸資源の保全管理のための魚礁の設置，水産資源／生態系，漁業操業，社会経済に
関する情報の地理情報システム（GIS）への統合と，漁礁で囲った漁場の漁民による共同管理を支
援した。同漁民の資源管理への参加意識と現状の問題への認識が向上し，行政も参加する関係者の
委員会で沿岸水産資源管理計画が合意，実施されている。また，支援した 7 か所全てで半数以上の
漁民が共同管理手法に参加し，現在も漁民組織を中心に実施されている。
 バヌアツ：大洋州地域において開発や乱獲，気候変動等により状況が悪化している沿岸資源の適切
な管理に向け，これまで 2 期の協力を通じて確立してきたコミュニティベースによる代替生計向上
手段の確保支援を包含した統合的沿岸資源管理アプローチのモデルを体系化した。同国全土への普
及に加え，近隣のメラネシアや大洋州諸国への導入に向けて第 3 期の協力を開始した。
 モロッコ：気候変動や海洋汚染により漁獲量が不安定な状況下，水産業が重要産業である同国の水
産資源調査の精度の向上を目指して，日本の技術を活用した調査船を建造する円借款「海洋・漁業
調査船建造事業」の L/A に調印した（1 月）。
 東ティモール：優良な漁場を有するものの密漁による被害が大きいという課題を受け，IUU 漁業対
策の政策担当者向けの研修を行い，法規，組織，取締りの方法及び装備等，日本の事例を共有した。
IUU 漁業対策の全体を政策担当者が理解し，取るべき対策の検討の着手につながった。
イ）内水面養殖の振興
 貧困層の生計向上・栄養改善のために，カンボジアでの技術協力で成果が確認された農民（養魚家）
同士で技術の普及を図る「農民間普及方式」による内水面養殖を支援している。ミャンマーでは，
2014 年から累計 488 人の農家に種苗を配布し，2016 年度の生産量は約 25 トン増加した。さらに，
同方式をアフリカ地域でも普及するため，ベナンとコートジボアールでも協力を開始した。
ウ）養殖業の持続性向上のための研究開発
 近年急速に生産量が増加している養殖業の持続性を向上させるために先進的な知見を有する大学
と連携し，
開発途上国での養殖技術の研究開発を支援している。タイで実施している SATREPS では，
バイオテクノロジー技術を活用した育種技術，感染症防除技術，低魚粉餌料の研究開発を行い，同
プロジェクトで開発されたエビ類の魚病の診断法は，同国で広く利用されるとともに，2016 年 9
月には国際獣疫事務局で標準的な診断法として採用された。
3-15

(2) 戦略的な取組
① 大学等研究機関との連携による革新的技術の導入
ア）衛星画像を活用した事業効果指標の収集・推定方法の開発
 衛星データを用いた稲作灌漑面積や作物歴などの事業効果指数の推定を目的とした調査研究を
JAXA と連携しつつ実施した。その調査過程を踏まえて衛星画像を用いた事業効果指標の収集・推定
方法を一般化した。今後，一般化した指標収集・推定方法を活用し，衛星画像を用いて高い精度で
労力の少ない指標測定を技術協力プロジェクトに取り入れていく見込みである。
② 機構のアプローチの有効性の実証と国際社会への発信
 セラード開発に係るインパクト調査研究：ブラジルにおけるセラード開発の社会経済インパクト調
査研究を通じて日伯双方の有識者のペーパーを取りまとめた。今後，書籍化する見込みである。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞防災分野において，仙台行動枠組 2015-2030 の実施に向けた防災の主流化を引き続き推
進する等，各分野別の政策に沿った案件形成，実施に向けた取組を期待する。
＜対応＞
仙台防災枠組 2015－2030 の優先行動の 4 本柱（①災害リスク理解，②災害リスクガバナンス，③
防災投資，④より良い復興）に貢献する事業の実施と案件形成に取り組んだ。また，日本政府による
「仙台防災協力イニシアティブ」に掲げられた 4 万人の人材育成に貢献するため，国内外で技術協力
を展開した。他にも，気候変動分野では日本政府のコミットメントである「美しい星への行動 2.0」
に関連する協力，森林分野では JAXA と連携した衛星による森林伐採監視システムの導入や REDD+の推
進，環境管理分野では下水道や廃棄物管理で日本の地方自治体と連携した協力，食料安全保障分野で
はアフリカにおける食料増産や気候変動に対応したインデックス型農業保険の導入等，日本政府の政
策に沿って日本の知見・技術を活用した協力に取り組んだ。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｓ
根拠：評価指標の目標水準を上回る成果を上げていることに加え，独立行政法人の評価に関する指針」
（平成 27 年 5 月 25 日改訂）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準について」
（平成 27 年
3 月外務省）に掲げられた S 評定の根拠となる質的な成果（目標策定時に想定した以上の政策実現に
対する寄与）を満たしており，中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認
められる。
具体的には，地球規模課題への取組を通じ，①日本政府の国際公約・政策への大きな貢献（防災分
野公約の前倒し達成等）
，②先方政府による自主的取組につながる持続可能性の向上を実現（ネパー
ルでの BBB コンセプトの普及，
ブータンでの洪水被害減少，スーダン等での廃棄物管理体制の向上等），
③国際的な援助潮流の形成をリードし，他国を巻き込んで日本のプレゼンスと開発効果を大きく向上
（防災グローバル・ターゲット指標，アフリカ廃棄物管理分野ネットワーク化等），④気候変動対策
の推進に貢献（インドネシア JCM 等）
，⑤先方政府からの高い評価の獲得（ブラジル国家勲章等）等
の観点から，開発効果やインパクトの発現と国際援助潮流の形成に大きく貢献し，以下のような特筆
すべき成果を上げて持続可能で強靭な国際社会の構築に貢献した。
1.

防災
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1.1.仙台防災枠組 2015－2030 に基づき，防災主流化を目指した人材育成，事前の防災投資の促進，
より良い復興（Build Back Better）等を推進した。


仙台防災協力イニシアティブの下，累計で 39,776 人の人材育成を行い，2015 年から 4 年間で 4
万人の人材育成という公約に対し半分の 2 年間でほぼ達成に近い成果を上げ，公約の実現に大
きく寄与した。



ブラジルでは，防災人材育成実績が高く評価され，国家統合省より最高位の国家勲章が贈られ
た。



事前の防災投資について，ベトナムで策定支援した統合洪水管理計画が 2 省で防災投資省に正
式に承認された。



BBB に関し，4 月のエクアドルでの地震発生後の緊急援助や被災調査の過程でそのコンセプトを
発信しつつこれを包含するシームレスな支援案件の形成につなげたほか，ネパールでは 2015
年のネパール・ゴルカ地震後の復興プロセスで先方政府に提案した BBB コンセプトに基づき ADB
との連携により学校再建等を進めた結果，ネパール政府主導で再建住宅への補助金支給の基準
として盛り込まれる等，同国で BBB コンセプトが普及した。



米州防災閣僚会議やアジア防災閣僚級会議，ASEAN 防災委員会，アジア太平洋地域会合，国際
女性会議等において，日本の経験や機構の防災協力の国際的な発信を主導的に行った。このよ
うな国際的な発信の結果，米州防災閣僚会議で機構は発表者として選ばれた 2 つの二国間援助
機関の 1 つとなった。

1.2.仙台防災枠組のグローバル・ターゲットの指標・用語策定については，日本政府による政府間協
議における指標の妥当性検討等を継続して支援した。


日本が議論をリードする中，日本が提案した指標が全て盛り込まれる形で 11 月のグローバル・
ターゲットの指標の策定・合意に至り，我が国主導による防災分野の国際的な援助潮流の形成
に大きく貢献した。

1.3.気象・水文観測能力の強化においては，気象衛星ひまわりの画像を活用した気象観測・予測能力
の強化や日本の海岸保全対策を活かした協力等，日本の強みをいかした支援を行った。


アフガニスタンでは，世界銀行等との連携により水文気象データの復元・整備に係る貢献が高
く評価され政府表彰を受けるとともに，全国水審議会議でのリーディングドナーとしてのプレ
ゼンスの発揮等，主要機関としての位置づけを築いた。



ブータンでは，洪水警報システムの整備と事前訓練の支援の結果，豪雨による洪水被害者が出
ず，ブータン政府より感謝状が発行されるといった成果につながった。

2.

気候変動

1,600 人の人材育成，二国間クレジット制度（JCM）や「国が決定する貢献（NDC）」の作成支援（ベ
トナム等）等を行うことで，2014 年の国連気候サミットにおける日本政府のコミットメントや，美し
い星への行動 2.0 の達成，パリ協定の実施に貢献した。


インドネシア政府の JCM に係る取組を着実に支援した結果，JCM 史上初のクレジット発行がな
された。その他にも新規の JCM プロジェクトの登録や，方法論・改定方法論の登録に至ってい
る。



国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 22 回締約国会議（COP22）のサイドイベントでは，機構が
重点的に支援してきた開発途上国の実施機関関係者と共に NDC 実施に向けた取組状況等を発信
し，各国における NDC の実施促進や域内協力の推進に貢献した。また，気候変動の影響に関す
る損失・被害のためのワルシャワ国際メカニズムにおいても，防災分野の知見を基に制度構築
の議論に貢献した。



緩和策として，パキスタンでは，製造業等の産業セクターにおけるエネルギー管理効率モデル
構築支援を行い，モデル企業合計で年間約 4,400,000MJ（1,222MWh，1,320 万円相当）の消費エ
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ネルギーの削減を実現したほか，優良な改善事例をその他企業にも広く紹介することで，省エ
ネ活動の面的拡大に貢献した。
3.

自然環境
持続的森林管理を通じた地球温暖化対策（REDD+）の推進，森林資源情報の整備，違法伐採広域監

視を中心に取り組み，パリ協定の実施にも貢献した。
3.1.REDD+について，13 か国で REDD+行動計画の策定・実施等を支援した。


ベトナムの 5 省で REDD+行動計画が策定され，円借款事業形成や世界銀行との連携に至った。



日本の REDD+プラットフォームに係る取組を推進し，加盟団体が設立時の 44 から 84 に増加し
た。

3.2.森林資源情報整備では，10 か国で国家森林情報システムや温室効果ガス排出量の測定，報告及び
検証（MRV）の体制構築を支援した。


ベトナムでは，タブレット端末を利用した森林モニタリングシステム（アプリ）を開発し，15
省で導入されるに至り，同国の森林管理業務の改善につながった。

3.3.違法伐採広域監視に向け，4 月に宇宙航空研究開発機構（JAXA）と協定を締結し，熱帯林早期警
戒システム（JJ-FAST）の開発，データの公開を行った。


UNFCCC の COP22 で，JJ-FAST を活用したアマゾン地域，アフリカ地域のデータを発表した結果，
システムの革新性や通年監視を可能とする有効性に開発途上国や国際機関等の多くの注目が集
まり，メディアでも多数報道された。

3.4.持続的な自然資源利用による脆弱なコミュニティの生計向上及び保護区・バッファーゾーン管理
を通じた生物多様性保全に向けた支援を行った。


TICAD VI では「サヘル・アフリカの角砂漠化対処・レジリエンス強化イニシアティブ」サイド
イベントを開催し，同イニシアティブを発足させた。また同イニシアティブを通じたアフリカ
の貧困撲滅と世界の安定化に向けた取組を加速，国連砂漠化対処条約（UNCCD）局長と機構理事
で共同声明を発表した。



ウガンダの湿地保全モデルの構築・推進を推進した結果，ラムサール条約と生物多様性条約の
達成に寄与するものとして各条約事務局より評価された。



中米統合機構，中部アフリカ森林協議会（COMIFAC），南部アフリカ経済共同体（SADC），湾岸海
洋環境保護機構（ROPME）と連携し，中米やアフリカで地域協力を推進した。

4.

環境管理（都市環境改善）

154 都市において廃棄物管理能力，水環境管理能力及び大気汚染管理能力の向上に係る支援に取り
組んだ。水環境管理能力の向上においても，地方自治体と連携し日本の技術を活用した協力を展開し，
開発途上国の能力向上に寄与した。


TICAD VI では，アフリカ廃棄物管理に係るサイドイベントを環境省や国連環境計画（UNEP），
ケニア政府等と共催した。環境副大臣，横浜市長，国連人間居住計画（UN-HABITAT）副総裁等
を含め 180 名以上の参加があり，アフリカ諸国，国際援助機関，日本の自治体等との間の協力
ネットワークの構築に貢献した。また，SDGs 達成に向けた地域的な協力を継続するため，
「ア
フリカのきれいな街プラットフォーム」の立ち上げに向けた準備を国際機関やアフリカ各国と
協働して進め，2017 年 4 月の正式発足に主導的な役割を果たした。



スーダンやパレスチナ，モザンビーク，ドミニカ共和国における協力では，廃棄物の収集率及
び廃棄物料金の徴収率の向上や，先方政府による廃棄物戦略の策定等，先方政府のオーナーシ
ップを引き出しつつ，廃棄物管理能力の向上に大きく貢献した。


5.

北九州市，大阪市，横浜市等地方自治体と連携し，日本の技術を活用した協力を推進した。
食料安全保障
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5.1.アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）における国家稲作振興戦略に関し，研修（83 人）や技
術協力を通じて支援した。


ケニアによる稲作支援では，中心農家の所得が 136%増加する等の効果を生んだ。

5.2.農民の気候変動に対するレジリエンスの向上にも取り組んだ。


ザンビアでの灌漑への支援の結果，作付面積，農業産出額，農家の農業所得の改善が確認され
た。また，エチオピアでインデックス型農業保険の導入を図る技術協力事業を形成した。

5.3.水産資源の管理に関し，持続的な利用の仕組みづくりを支援した。


チュニジアでは支援した水産資源の共同管理手法が多くの漁民に根付く等の効果が発現した。

＜課題と対応＞
SDGs の達成や国際社会及び日本の政策目標を踏まえ，国際社会全体として地球規模課題に対応し，
持続可能かつ強靭な社会の構築を支援するための事業を着実に形成，実施する。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｓ
＜評定に至った理由＞
地球規模課題の解決に向けた取組について，機構の活動として，以下の実績が認められる。
１．防災
防災分野の人材育成数は各国の中央防災機関を含む関連組織の能力向上に向けた支援の結果，
39,776 人（当初計画 18,000 人）の実績をあげた。これは 2015 年 3 月に採択された仙台防災協力イニ
シアティブの人材育成目標（2015 年～2018 年までに 4 万人の人材育成）を 2 年前倒しでほぼ達成す
るものであり，防災分野での政府公約に大きく貢献する重要な成果であると高く評価される。土砂災
害を対象とした都市計画案や災害観測・予測システムの構築を支援しているブラジルでは 2016 年 4
月からパイロット活動として対象 2 州・3 市で 30 名以上に対してハザードマップの作成及びリスク評
価の実施手法の研修を行った結果，先方の主体的関与を引き出す協力手法と人材育成実績が高く評価
され，国家統合省より防災分野の最高位の国家勲章が贈られたほか，ネパール政府主導による再建住
宅への補助金支給の基準として，第 3 回国連防災会議等で日本が積極的に主張している BBB のコンセ
プトが機構から先方政府への提案により盛り込まれたことも，日本政府の政策実現への貢献としての
みならず，機構の取組が途上国政府からも高く評価を受けた実績として評価される。また，気象・水
文観測能力の強化に関して，ブータンにおいて洪水警報システムの整備と事前訓練を支援した結果，
2016 年 7 月の豪雨の際に，住民が事前訓練にしたがって避難することができ，被害の発生を防いだこ
とや，アフガニスタンにおいて，世界銀行等との連携により，戦時中に失われた水文気象データの復
元・整備に係る貢献が高く評価され政府表彰を受ける等の成果を上げている。
２．気候変動
当初計画を上回る気候変動対応策に関する人材育成数 5,100 人（当初計画 4,700 人）の実績を上げ
たことに加え，インドネシアにおいて JCM 事務局に対するガイドラインや方法論策定等を通じた能力
強化支援を行った結果，JCM 史上初のクレジット発行がなされ，後続の新規事業も登録が始まるなど
気候変動対策の実施促進に貢献した。また，パキスタンにおいて製造業等の産業セクターにおけるエ
ネルギー管理効率モデル構築支援を行った結果，モデル企業合計で年間約 4,400，000MJ（1,320 万円
相当）の消費エネルギーの削減を実現する等，各国の気候変動対策や省エネ活動の実施促進に大きく
貢献した。
３．自然環境
当初計画を上回る，持続可能な森林管理を通じた地球温暖化対策（REDD+）に資する案件を 13 か国
（当初計画 12 か国）で実施し，国際的な枠組みに係る我が国の活動実績に貢献した。また，ベトナ
ム政府による REDD＋行動計画策定への支援を実施したことで，5 省で省レベルの REDD+アクションプ
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ランの策定が進み，資金面では円借款及び世界銀行との連携に繋がったことは，外部の関与や機構の
有する他スキームの関与を得る取組として評価される。加えて，TICAD VI における砂漠化対処に係る
イニシアティブの発足において自然環境分野における主導的役割を果たしたことが評価される。
４．環境管理
廃棄物管理能力等の向上に係る支援について，積極的な新規案件発掘や，案件形成の迅速化に取り
組んだ結果，当初計画を大きく上回る協力事業対象都市 154 都市（当初計画 98 都市）の実績を上げ
たことが評価される。また，予定されていた案件の着実な実施に加え，TICAD VI では，SDGs 達成に
向けた地域的な協力を継続する「アフリカのきれいな街プラットフォーム」の発足に主導的な役割を
果たした点にも留意する。
５．食料安全保障
2008 年の TICAD Ⅳのサイドイベントで立ち上げられた「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）」
イニシアティブを推進し，研修員 83 名を受入れ（当初計画 70 名）
，技術協力を行った。また，ザン
ビアやエチオピアにおいて，農民の気候変動に対するレジリエンス向上に取り組んだ。
以上のとおり，各分野の評価指標が目標水準以上の実績をあげていることに加えて，防災分野にお
いて政府公約の前倒し達成や，ブラジルの国家勲章受章，日本が積極的に推進する BBB コンセプトの
普及など，量・質共に顕著な成果を上げたことが高く評価されるとともに，気候変動対策におけるイ
ンドネシア JCM の発行や，自然環境における REDD+に資する案件の着実な実施，TICAD VI での環境管
理や食糧安全保障分野での取組等，地球規模課題に関する国際社会での主導的な取組を通じて我が国
の開発協力の戦略的かつ効果的な実施に貢献していることから，中期計画における所期の目標を上回
る顕著な成果と認め，
「Ｓ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
防災，気候変動，自然環境，環境管理，食料安全保障など様々な分野で案件形成・実施に向けた取
組を行うことを期待する。特に気候変動対策に係る新たな国際枠組みであるパリ協定への対応支援を
含め，国内外の関連機関との連携を通じた気候変動対策への支援を期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）

・地球規模問題については、仙台防災枠組 2015-2030 における指標設定や国際機関との連携、国レベ
ルでの支援や防災分野の人材育成（大幅に目標を前倒し達成）、ネパール BBB を含む現場での実践な
ど、防災分野における日本の取組の主流化に貢献した。また新たに、廃棄物管理など都市環境改善に
おいて TICAD６で発信→「アフリカのきれいな街プラットフォーム」立ち上げ（2017 年 4 月）→今後、
具体的な支援アクションにつながっていくと理解する。「ジャパンブランド」を掲げているので、こ
うした取組を広げていくことは重要と考える。したがって、評価は「S」で異存ない。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.4

平和の構築

業務に関連する政策・

開発協力大綱，平成 28 年度開発協力重点方針，国家安全保障戦略，女性・
平和・安全保障に関する行動計画

施策
当該事業実施に係る根

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 28 年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独立
行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 達成目標 基準値 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
平和構築支援を展開した国数
40
32
39
40
②主要なインプット情報（注）
2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
技術協力（億円）
153
140
130
170
有償資金協力（億円）
770
755
202
2,769
無償資金協力（億円）
362
132
286
207
（注）技術協力は当該年度の支出実績，有償資金協力，無償資金協力は承諾実績を記入。

2016 年度
41
2016 年度
153
1,291
178

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
２．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
政府開発援助大綱及び政府開発援助に関する中期政策並びに国別援助方針，年度毎の国際協力重点
方針をはじめとする政府の政策及び政府の国･地域別，分野･課題別の援助方針に則り，開発途上地域
の開発政策及び援助需要を踏まえ，事業量のみならず成果を重視し，PDCA サイクルを徹底した効果的
な事業を実施する｡我が国政府が開発協力の重点分野として掲げる貧困削減，持続的経済成長，地球
規模課題への対応及び平和の構築に沿って，戦略的，効果的な援助を実施していくため，機構は援助
機関としての専門性を活かし，国･地域別の分析や相手国との対話を通じ，援助の現場における開発
ニーズ･実態を把握し，技術協力，有償資金協力及び無償資金協力を柔軟かつ有機的に組み合わせた
プログラム・アプローチを強化する｡また，援助機関としての専門性を活かした事業構想力を強化し，
案件形成・実施能力を向上させるため，機動力のある実施体制を整備する。加えて，既存の援助手法
のみに限定することなく，柔軟に事業を実施するアプローチ，手法，プロセスの改善を図る。実施に
際しては，東日本大震災からの復興，防災，少子高齢化，環境・エネルギー等，国内の課題・経験と
海外の課題をつないで双方の課題解決に貢献するよう努める。同時に，開発協力に対する国民の共感
を高めるため，国民の理解と支持を向上するための措置を実施する。
中期計画
１．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
（第一段落は中期目標と同内容につき省略）
政府の援助方針等の政策を踏まえ，すべての人々が恩恵を受けるダイナミックな開発を進めるとい
う機構のビジョンのもとに，貧困削減，持続的成長，地球規模課題への対応及び平和の構築を重点分
野とした人間の安全保障の視点に基づく優良な案件の形成，実施を行う。
具体的には，
（中略）
 紛争の発生と再発を予防し，平和を定着させるため，緊急人道支援から，復興・開発に至るまでの
継ぎ目のない平和構築支援を行う。
年度計画
１．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
（ニ）平和の構築
① 信頼される政府を目指した政府の基礎的能力の構築を念頭に，公正性，透明性，女性や少数民族
等社会的弱者への配慮を含む包摂性等を重視しつつ，地方行政能力の向上や社会資本の復興等に
向けた支援を行う。なお，アフガニスタン，イラク，南スーダン，ソマリア，フィリピン・ミン
ダナオ等治安や政情等により事業実施の難易度が高い国においても，研修事業や国際機関・第三
国との連携等，機構の有する援助手法及びネットワークを通じた創意工夫により，政府職員等の
能力向上を図る。
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② 強靭な社会の形成を目指した社会統合・エンパワーメントを念頭に，コミュニティレベルでの生
計向上支援及び紛争管理能力強化支援等を行う。
③ 難民の流入による影響を受けている国・地域の負荷軽減支援を行う。特に，国際情勢を注視しつ
つシリア周辺国が難民に対応するための支援を行うほか，ザンビア等の長期化した難民の現地統
合に向けた支援を行う。
④ 国連安保理決議 1325 号に基づく行動計画のモニタリング等の分析を踏まえ，紛争影響地域での支
援におけるより適切なジェンダー配慮に必要な情報の抽出，取組強化にむけた検討を行う。
主な評価指標
指標 4-1 平和構築への取組状況
（定性的指標）
・アフガニスタン，イラク，南スーダン，ソマリア，フィリピン・ミンダナオ等における地方行政能
力の向上や社会資本の復興に向けた支援の実施
・コミュニティレベルでの生計向上支援及び紛争管理能力強化支援の実施
・シリア難民対応の事業，難民の現地統合その他の取組に係る支援の実施
３－２．業務実績
指標 4-1 平和構築への取組状況
1. 具体的な成果
(1)（信頼される政府を目指した）政府の基礎的能力の構築
① 紛争影響国における行政の能力強化


コートジボワール：
「大アビジャン圏社会的統合促進のためのコミュニティ緊急支援プロジェクト」
は「社会インフラ整備事業の実施を通じて紛争影響コミューンにおける住民の関係が強化される」
とのプロジェクト目標をほぼ達成して終了した（6月）
。インフラ整備事業に当たり，行政と住民が
民族や宗教の違いを超えたプラットフォームを作り，合意形成を行うことで行政と住民間の関係強
化に寄与した。また，
「中部・北部紛争影響地域の公共サービス改善のための人材育成プロジェク
ト」についても最終セミナーを実施し，各カウンターパートによる今後のアクションプランを全体
会合にて共有した（2017年2月）
。9月に実施した終了時評価では，ニーズとデータに基づく客観的
かつ透明性のある計画策定への取組や，パイロット・プロジェクトを通じた学校・給水施設の設置
等の目に見える成果を産出したことで行政と住民の関係性の改善に寄与するなど，有効性やインパ
クトの面で高い評価が確認され，これらの取組の継続と定着に向けた追加支援が強く要請された。


シエラレオネ：
「カンビア県地域開発能力向上プロジェクト」において，適切なニーズの把握・分
析と事業への反映及び事業モニタリングのための地方行政官向け地域開発ハンドブック改訂版作
成を支援し，3 月に公開された。2017 年度以降，全国での活用に向け地方自治・地域開発省による
普及活動が行われる見込み。



ソマリア，マリ：治安情勢上ソマリア国内での事業実施が難しいため，第三国であるケニア，タ
ンザニアで職業訓練分野（建築，水産）の人材育成パイロット事業を実施した。研修員の選定にあ
たっては，ソマリア国内で活動している FAO と連携し，機構の技術協力による支援経験のある機関
から人材を選定することで，開発効果の確保を目指した。また，同じく治安情勢に課題のあるマリ
についてもセネガル等での第三国研修の形成を開始した。



アフガニスタン：2011 年度に開始した「未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト（PEACE）
」
では，フェーズ 1 最終年度の 2016 年度に新たに 71 名を受け入れ，累計の受入数は 514 名となり，
当初目標の 500 名を達成した。学位を取得した研修員は 221 人に上り，うち 88%が復職している。
帰国した研修員から運輸省企画部門長として五か年戦略の策定に携わる者や，駐日アフガニスタン
大使館の書記官を務める外交官等，中核人材として活躍する者が出てきており，また都市計画省や
カブール市でインフラ整備に携わる女性修了生も輩出している。来日中の農業分野の研修生に対し
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ては，アフガニスタンで NGO との連携の下事業展開している日本の伝統的な治水・灌漑技術の理解
を促進するため，福岡県での集合・実地研修を実施した。同研修には水・エネルギー省副大臣や同
省が支援を受けている世界銀行の「灌漑修復・開発プロジェクト」スタッフも参加し，広く関係者
の理解を促進した。さらに，
「水文・気象情報管理能力強化プロジェクト（HYMEP）
」専門家からの
事業紹介も行いドナー・NGO・プロジェクト間の連携も促進した。参加研修員は HYMEP のカウンタ
ーパートとして同僚の指導にあたることが期待されている（No.3-1「防災」参照）。


南スーダン：7 月の騒擾以降，日本人スタッフは拠点をウガンダに移し，南スーダン国内にはナシ
ョナルスタッフのみを配置して，本邦研修や第三国研修を継続的に実施した。なお，無償資金協力
による施設建設等は停止中である。

② 紛争影響国における行政の能力強化における公平性，透明性，包摂性（女性，少数民族，社会的弱
者等）や住民参加への配慮


シエラレオネ：
「カンビア県地域開発能力向上プロジェクト」では，エボラ出血熱の流行を抑え込
む措置として人々の集会や移動が制限されたことによって停滞してしまった地方開発事業の再興
を支援した。膨大なニーズと限られた予算の中でのパイロット・プロジェクト選定の基本基準を，
エボラ復興・開発との関係，
県の開発計画との整合性，技術面整合性の 3 点とすることで合意した。
支援を通じ，プロジェクト選定の理解促進に加え，各担当者に裏付けとなるデータの不足や管理の
甘さ，県議会と県のセクター事務所間の連携の在り方等，今後地方開発を進める上での気付きを与
えたほか，行政プロセスの効率化や透明性の向上に貢献した。



ウガンダ：地方行政官の育成とコミュニティ開発を目的とした「アチョリ・西ナイル地域コミュ
ニティ・レジリエンス強化のための地方行政能力向上プロジェクト」を開始し，アチョリ地域で開
発した計画策定ツールの活用に係る行政官研修を実施した。また包摂的な地方開発を進めるべく，
対象地域の長期化傾向にある難民や社会的弱者の状況等を調査した。調査結果は対象地域の行政機
関が進めるコミュニティ開発活動推進のためのパイロット・プロジェクト選定に活用する予定。



コートジボワール：アビジャン都市圏で，2010 年の騒擾で多数の死傷者が発生した地域における
信頼醸成のための支援展開を検討する中で，住民及び住民組織からの聞き取りを含む基礎調査を実
施し，紛争予防配慮を行うために必要な情報を整理し，新規案件の計画に反映した。住民組織から
のヒアリングでは可能な限り女性の団体を加えた。

③ 紛争影響国における社会資本の復興に向けた協力


ウガンダ：北部地域における内戦の結果損傷したグル市内の道路に関し，舗装の剥離や路肩の崩
壊，雨季の浸水による交通障害などを解消するため，無償資金協力「ウガンダ北部グル市内道路改
修計画」の G/A を締結した（9 月）
。



スリランカ：内戦の影響で国内移転を余儀なくされたジャフナ大学農学部の整備を目的とした無
償資金協力「ジャフナ大学農学部研究研修複合施設設立計画」の G/A を締結した（5 月）
。研究棟，
試験圃場等の建設及び機材の整備を通じ，同大学農学部の収容学生数が増大し，農業関係者への研
修の拡充や農畜産分野の効率的・効果的な研究を可能とすることを目指している。加えて，新たに
農業実習も開始することで，当該地域に適した技術開発や農業普及等のサービスが改善され，紛争
影響地域の農業生産性や農業従事者の生計の向上に寄与することが期待される。



パレスチナ：難民発生後約 70 年が経過し，キャンプのインフラ劣化や失業・貧困等の経済問題が
深刻化している西岸地区のパレスチナ難民キャンプを対象として，幅広い住民の参加を得て透明性
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を確保しつつ生活環境の改善を検討・実施する取り組みを開始した。


フィリピン・ミンダナオ：紛争の影響により社会資本の整備が遅れ，配電率が他地域に比して著
しく低い地域を対象とし，電力供給の安定化を通じて地域経済の活性化を図るため，配電事業改善
のための無償資金協力の G/A を締結した（3 月）。

④ 地雷・不発弾除去や，海上保安・警察等の治安維持能力の改善


カンボジア地雷除去センター（CMAC：Cambodian Mine Action Centre）


新たにイラク向け第三国研修をカンボジアにて開始し，25 人の行政官を育成した。イラク政府
は特に武装勢力からの奪還地における速やかな地雷・不発弾等の除去と住民の安全な帰還を重
視しており，本研修受講後に各行政官はかかる計画策定，実施監理を担うことが期待される。



コロンビアで 2016 年 11 月に署名された政府と反政府勢力（FARC）の和平合意を受けた迅速な
支援として，地雷除去にかかる 2017 年度からの第三国研修開始に向け，コロンビア・ボゴタ
にてコロンビア対人地雷包括的行動局（DAICMA）
，CMAC 及び機構の共催による地雷除去セミナ
ーを実施し，DAICMA と CMAC とのネットワーク強化を支援した。



ラオスでは CMAC との南南協力による計画策定能力や機材管理能力の強化に加え，データシス
テムや事業の運営管理方法の改善等による，不発弾除去機関の能力強化を進めた。



フィリピン：
「フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業（フェーズ II）」の L/A に調印し
た（10 月）
。フィリピン沿岸警備隊の船舶調達への協力を通じ，海難救助や海上犯罪への迅速な対
応能力の向上が期待される。



海上保安政策研修：海上保安政策の企画立案に係る高度な能力を養成することを目的として 2015
年度より政策研究大学院大学・海上保安庁・日本財団と協働して開始した「海上保安政策プログラ
ム」
（修士号取得）の後半部分として海上保安大学校における講義が行われ，インドネシア，マレ
ーシア，フィリピン，ベトナムのミッドキャリア職員 8 名が参加し，全員が修士号を取得して帰国
した。各人の能力強化だけでなく，ASEAN の 4 か国の中核人材間，また日本の専門人材との間でネ
ットワークが構築され，共通認識が醸成された。



マレーシア：海上法令執行庁の法執行能力強化を目的に，日本の海上保安庁と連携して鑑識技術
や船舶運用に関する技術支援を行った。さらに事業成果を活用し，ジブチの海上保安庁の職員に対
する研修を実施した。



スリランカ：無償資金協力「海上安全能力向上計画」の G/A を締結した（6 月）
。沿岸警備庁が現
在保有する沖合まで航行可能な巡視艇は特に南部及び西部で不足しており，本事業により哨戒範囲
が現在の約 2.5 倍となる。また新たに油水回収能力（約 15m3/h/隻）も備わり，迅速かつ的確な海
難救助，密輸等の海上犯罪予防に加え，船舶からの油流出事故等の対応能力向上にも寄与する。



マリ：マリ国家警察に対して，国連 PKO ミッションの警察部隊と連携し，テロ及び組織犯罪に関
する研修を初めて開催した。警察の能力強化を通じ，警察が国民からの信頼を回復することを目指
して実施され，テロ対策を主要テーマとしつつ倫理，人権，ジェンダーなどの講義も併せて行い，
警察官の意識改革，基礎的能力向上に貢献した。

(2)（強靭な社会の形成を目指した）社会統合・エンパワーメント
① コミュニティレベルでの生計向上支援


フィリピン・ミンダナオ：
「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト」において，これまで行政サ
ービスがほとんど行われず，中央政府に対する不信感も強い地域において，現地関係者との協議を
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重ね，地元自治体職員等の協力も得て，フィリピン政府が設置している技術機関を通じた稲作技術
指導を開始した。元戦闘員や女性等，これまでに農業指導を受けたことのない脆弱層が参加，平和
の配当・開発の恩恵を受けられる状況を構築した。


ボスニア・ヘルツェゴビナ：
「地方開発を通じた信頼醸成プロジェクト」により農業・農村開発事
業，市役所の能力強化，コミュニティ開発事業の実施体制強化を支援した。その結果，農業生産性
の向上や受益者の所得向上につながったほか，受益者選定プロセスの公平性・公正性を担保したこ
とで民族間の関係改善，共同体の安定性向上に寄与した。



コソボ：地域における生計向上や農業振興等を担う行政官や NGO 職員を対象とし，アルバニア系
（多数派）
・セルビア系（少数派）間の政治的緊張が続く中，双方から研修員を選んで本邦研修を
実施した。
地方振興の事例を多数見学したうえで帰国後の活動計画立案を指導したところ，帰国後，
民族の垣根を超えた情報交換ネットワークが自主的に構築され，新たな交流・協働に向けた動きが
形成された。

② コミュニティレベルでの紛争管理能力の強化支援


ネパール：
「コミュニティ内における調停能力強化プロジェクトフェーズ 2」を通じ，各ドナーや
NGO がそれぞれ実施しているコミュニティ調停プロジェクトの実施状況を連邦・地方開発省が把握
するために必要なデータベース構築を支援した。また，これに基づき機構の新たなコミュニティ調
停支援の対象地を選定した。並行して，機構の支援経験をまとめ，他ドナーや NGO からのヒアリン
グを経て同省が作成した「コミュニティ調停ガイドライン」を正式承認する手続きが政府内で進行
中である。

(3)難民ホスト・コミュニティ，現地統合等支援


スーダン：南部白ナイル州コスティ市の浄水能力を向上するための無償資金協力「コスティ市浄
水場施設改善計画」の G/A を締結した（10 月）。同市には南スーダンやダルフール地方からの難民，
国内避難民が流入し，人口が約 21 万人（2008 年）から 2024 年には約 38 万人に増加すると推計さ
れている一方，浄水場の老朽化が著しいため，人口増加に伴う給水需要に対応できていない。本事
業により，難民を多く抱える同市で安全な水が安定的に供給されるとともに，公衆衛生の向上や生
活環境の改善が期待される。また本事業に加え，給水施設の維持管理を担う人材の育成に関する技
術協力も実施しており，ハード・ソフト両面から給水インフラ改善に取り組んでいる。



ヨルダン・イラク：ヨルダンは，パレスチナ，イラク，シリア難民を受け入れた結果，4 年間で人
口が約 1.5 倍に増加し，政府の財政負担も急増している。また，イラクでも治安維持費の増加や国
内避難民への緊急支援に対する支出増加などを受けて財政が悪化しており，行財政改革が喫緊の課
題となっている。かかる状況下，2015 年度にイラク・ヨルダン向けに供与した「財政改革開発政
策借款」では，IMF プログラムへの協議への参加や，世界銀行と協働して案件形成を行い，二国間
援助機関単独では困難な改革支援の促進につながった。また，世界銀行と機構がそれぞれ強みのあ
る分野で技術協力を行うことで同政府の能力向上に貢献するとともに，イラク政府財務省の組織改
革にもつながった。



ヨルダン：


円借款「金融セクター，ビジネス環境及び公的サービス改革開発政策借款」の L/A に調印した
（12 月）
。難民の増加により財政，エネルギー需給の双方が逼迫している同国に対し，金融・
ビジネス環境分野支援及び電力料金システムの導入や再生可能エネルギーの更なる活用を支
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援することで，ヨルダン政府の財政負担の軽減や難民受入・公的サービス供給の維持への貢献
が期待される。


ヨルダン政府がドナーからの援助に加えて自立的な資金調達手段を確保することを目的に，イ
スラム民間開発公社と連携してヨルダン政府のイスラム金融債（スクーク）の発行を支援した。
同国の財政的な難民受入能力の向上に貢献し，本スクーク発行によりヨルダン政府は「IFN
Deals of the Year 2016」
（世界中のイスラム金融情報を網羅する「Islamic Finance News」
が毎年発表する，年間で最も優れたイスラム金融取引に贈られる賞）のソブリン部門を受賞し
た。



2014 年から日本の障害当事者を短期専門家として派遣して支援してきた，同国のシリア難民障
害者によるグループが「障害者サービスガイドブック」を完成させた。必要とする支援の情報
にアクセスできずに孤立しがちな難民障害者と，彼らを支援する団体とを結びつけるための情
報をまとめたもので，5 月には現地 NGO などの支援団体を対象にガイドブック披露ワークショ
ップを開催した。これ以外にも，障害当事者である機構専門家の支援を受けたシリア難民障害
者が，現在はお互いを助け合うグループを形成し，他の障害者を支援すべく障害平等研修，ピ
アカウンセリング，スポーツ等の活動を行っている。



シリア難民ホスト・コミュニティ支援として，世界銀行グローバル譲許的資金ファシリティと
の連携による緊急医療支援に係る無償資金協力を形成した。優先事業の提案と詳細設計を実施
した結果，フランス開発庁（AFD）
，ドイツ復興金融公庫（KfW）及び EU による支援が決定され
た。



ザンビア：元難民の現地統合支援について，12 月に所管省庁が内務省から副大統領府に，また国
連機関の取りまとめ機関が UNHCR から UNDP に交代するに先駆け，支援ドナー・ザンビア政府関係
者主催の現地ワークショップに参加し，
移管後の現地（新移住地）の人員体制への助言等を行った。
また，
「元難民現地統合支援アドバイザー」専門家を 2017 年度から派遣すべく準備した。

(4)国連安保理決議 1325 号（女性・平和・安全保障）への対応
2.（6）TICAD VI サイドイベント，1.（1）②コートジボワール，2.（2）①フィリピン・ミンダナ
オ支援参照。
2. 戦略的な取組
(1) プログラム・アプローチによる取組


フィリピン・ミンダナオ支援：大統領選挙に伴い一時的な和平プロセスの停滞が見られたが，人々
の和平への期待を維持すべく，目に見える支援として稲作技術の普及や末端行政機関の能力強化
（技術協力）等とともに，民間セクター支援として一次産品の製造事業者に対する産業クラスター
支援（技術協力）
，アグリ・ビジネス振興のための円借款供与（49.28 億円）
，配電網の改善（無償
資金協力 7.71 億円）等，様々な協力を組み合わせて実施した。（以下 2.（2）参照）



ヨルダンにおける難民支援：1.（3）参照。シリア難民の大量流入への対応に関し，迅速かつ効果
的な支援を行った。

(2) 地域格差是正に向けた取組


フィリピン・ミンダナオ支援：


長年の紛争の影響により，同国他地域に比べて貧困率の高いフィリピン・ミンダナオにおける
和平・新自治政府樹立に向けたプロセスを切れ目なく支援し，地域格差是正に取り組み，紛争
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再発予防・平和の定着に貢献した。特に，外部からの支援や行政によるサービスがほとんど届
いていなかった地域の住民を対象とした社会調査・ニーズ確認調査を実施，バンサモロ開発庁
（BDA）とムスリム・ミンダナオ自治区自治政府（ARMM）との関係構築にも配慮しつつ，稲作
や野菜栽培等の農業技術研修を開始し，これまでに農業技術支援を受けたことのない，女性を
含む脆弱層の人々の研修参加，生計向上に貢献した。


昨年度までに行った BDA を仲立ちとした農業生産性向上支援の結果は，BDA が独自に技術普及
を開始する等の成果につながった。



ミャンマー少数民族地域支援：地方に暮らす少数民族，帰還してくる少数民族，中央・州政府が
共に計画を策定するプロセスを支援した。



その他紛争影響国：スーダン（ダルフール地方），コートジボワール（中部），ウガンダ（北部），
コロンビア（各地における一村一品運動支援）等の紛争影響国で，特に強く影響を受けた地方と首
都圏との格差を是正するため，行政のサービス提供能力等の強化支援を実施した。紛争中に 10 年
間公共サービスが停滞したコートジボワール中部では，パイロット事業として全 77 か所の給水設
備の改修・新設，全 11 か所の学校の増築・改修・建て替えを行いつつ，地方行政官の人材育成，
制度化への提言を行った。また，ネパールでは，司法機関へのアクセスが限られる地方部に対して
重点的にコミュニティ調停の普及を図った。

(3) 国際機関連携


国際機関連携無償資金協力：UNHCR，UNDP 等との緊密な連携の下，外務省が行った国際機関連携無
償と歩調をそろえて技術協力による取組が行われるよう調整した。
（2.（6）参照）

(4) 知見の体系化，平和構築アセスメントの実施


平和構築アセスメント：ミャンマー，シリア，ミンダナオ（バンサモロ地域）で平和構築アセス
メント（PNA：Peacebuilding Needs and Impact Assessment）を改訂，またコロンビアの改訂にも
着手した。実施マニュアルである「PNA ハンドブック」は，より現場で使いやすいよう具体的な調
査方法や注意すべき事項を加えて改訂した。また，PNA 及び平和構築における評価をテーマとして
外部コンサルタント向けの能力強化研修を実施し，平和構築分野に関心を有するコンサルタント会
社との間での評価・モニタリング等に関する意見交換も行った。



プロジェクト研究：プロジェクト研究「長期化する難民状況」の報告書を作成した。また課題別
指針「平和構築支援」を改訂した。

(5) 中核人材育成


シリア難民留学生事業の開始：シリア危機により就学機会を奪われたシリア難民に教育機会を提
供し，シリアの復興支援や平和構築に貢献する人材の育成を目的とし，「シリア平和への架け橋・
人材育成プログラム」を開始した。案件形成に際して UNHCR と連携し助言を得ることで，家族手当
の支給やカウンセリング，生活面の支援を盛り込む等，難民に配慮した制度設計を行った。また，
候補者の選定に当たっては，UNHCR からも募集案内や募集書類の受領等において連携を行った。な
お，女性の参加について当初妊婦の参加を推奨しない点を要項に掲げたことで，外部より難民の状
況を配慮していないという指摘を受け，速やかに再検討のうえ同要件を削除する対応を取った。



アフガニスタン PEACE：
（1.（1）①参照）
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(6) 平和構築に係る情報発信


米・ブルッキングス研究所での発信：同研究所主催のセミナー「Securing Development in Insecure
Places」で機構理事長が基調講演を行い，パネル討論に参加。日本政府が打ち出している「人間の
安全保障」は SDGs にも通じるものであり，機構は国家の安定と保護の能力強化とあわせて人々の
エンパワーメント（能力強化）を支援していくこと等を発信した（4 月）
。



世界人道サミットでの発信：サイドイベント「人道支援と開発援助の連携‐難民・国内避難民の
ための解決策を見出す協働アプローチ」を，Solutions Alliance（米国，スウェーデン，EU，日本，
UNHCR，UNDP，世銀等の他，コロンビアやザンビア等難民受入国，国際救助委員会（IRC）や IKEA
等が参加）や日本政府と共催した（5 月）。機構理事長より，開発協力機関である機構の難民・国
内避難民支援における比較優位，受入国・社会のオーナーシップの尊重，難民・国内避難民に生産
活動に携わる環境を提供することの重要性等を発信した。同サイドイベントで強調された難民・国
内避難民と受入コミュニティの共存を可能とする環境づくりを目的とした「人道と開発の連携」の
理念は，G7 伊勢志摩首脳宣言や，9 月の「難民及び移民に関する国連サミット」で採択されたニュ
ーヨーク宣言にも反映された（No.7-1 参照）
。



ジョージタウン大学女性・平和・安全保障研究所との共同研究：2015 年度より平和構築と防災に
おけるジェンダー主流化と女性参画促進のアプローチに係る共同研究を実施し，その成果をまとめ
たポリシーペーパーを「国際女性会議（WAW!2016）
」のサイドイベントで発表した（No.7-1 参照）
。



TICAD VI での発信：サイドイベント「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント推進が平和な社
会を創る：アフリカにおける課題と可能性」を，英国政府及び同国国際開発省（DFID），赤十字国
際委員会（ICRC）との共催にて開催し，アフリカ各国の政府関係者や国際機関係者，ケニアの市民
社会組織等から約 100 名が参加した。機構理事長は開会挨拶にて，紛争がいまもアフリカの女性を
苦しめている一方，女性こそが紛争の解決を促し，国づくりの源泉となるとの認識を紹介した。ま
たアフリカにおける国連安保理決議第 1325 号とその関連決議の実施を促進していくことの重要性
を共有した。紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表は，本サイドイベントの意義・取組推進
の重要性についてコメントした（No.18-1 参照）
。



紛争と脆弱に関する国際ネットワーク会合：DAC/INCAF（The International Network on Conflict
and Fragility：紛争と脆弱に関する国際ネットワーク）会合に出席し，難民支援への開発機関の
対応の在り方に関する議論等に参画した。

３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
国連安保理決議 1325 号を受けた日本政府の行動計画である「女性・平和・安全保障に関する行動
計画」
（平成 27 年 9 月）を踏まえ，紛争影響国支援におけるジェンダー配慮を更に実施することが期
待される。
＜対応＞
TICAD VI のサイドイベント「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント推進が平和な社会を創る：
アフリカにおける課題と可能性」において，同決議とその関連決議の実施を促進していく重要性を国
際社会に発信した。個別事業においては，社会調査等の実施を通じて女性を含む社会的脆弱層の状況
を確認しているほか，地域開発のステークホルダーとしての女性グループの同定等に努め，コートジ
ボワール，ウガンダ，フィリピン・ミンダナオ，コソボ等の事業において女性の参画を特に促進した。
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３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：評価指標の目標水準を着実に達成していることに加え，年度計画に照らして質的な成果や成果
の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断する成果を上げていることから，中期計画における
所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。
具体的には，政府の基礎的能力の構築，コミュニティレベルでの生計向上支援，難民対応支援を行
い，開発協力大綱が掲げる平和で安定な社会の実現に貢献した。その際，政府の基礎的能力の向上や
社会資本の復興（アフガニスタン PEACE 等），政府に対する信頼の醸成や異なる民族間での関係改善
（フィリピン・ミンダナオ，コソボ等）
，渡航制限下での事業の継続（南スーダン，ソマリア等），各
地での難民対応支援（シリア難民，ヨルダン政府のスクーク債発行の IFN Deals of the Year 受賞）
等の観点から，以下のような特筆すべき成果を上げた。
1. 政府の基礎的能力の構築
1-1.

信頼される政府を目指した政府の基礎的能力の構築に向け，アフガニスタン，イラク，南ス

ーダン，ソマリア，フィリピン・ミンダナオ等において地方行政能力の向上や社会資本の復興を
支援した。
 アフガニスタン中核人材育成支援の PEACE プロジェクトは，目標 500 名を上回る 514 名の受入を
実現，帰国研修員の 88%が政府に復職，国家計画策定等に関わる人材を輩出している。
 ソマリアでは国内での事業展開が治安情勢上難しいため，国際機関（FAO）と連携して研修員を選
定しつつ，ケニア，タンザニアにおける職業訓練分野（建築，水産）の人材育成パイロット事業
を実施した。
1-2.

行政の能力強化において公平性，透明性，包摂性にも留意して事業を実施した。コートジボ

ワールでは異なる背景を持つ住民の参加と包摂性に配慮したインフラ整備を通じ，住民間の関係
改善につながる仕組みを例示したところ，同国政府機関や住民からもその有効性が評価され，継
続・定着に向けた追加支援を強く要請された。
 シエラレオネの地方開発支援ではエボラ出血熱で停滞した地方開発事業の再興を支援し，パイロ
ット・プロジェクトの選定基準を設けることで，行政プロセスの効率化と透明性の向上に貢献し
た。
 ウガンダの地方行政能力向上支援では社会的弱者の状況を把握するための調査を実施した。調査
結果は，今後のパイロット・プロジェクトの選定において活用して包摂性への配慮を強化する予
定。
 パレスチナでは，インフラの劣化等が著しい難民キャンプにおいて，幅広い住民の参加を得て透
明性を確保しながら行う生活環境改善プロジェクトに着手した。
1-3.

本邦関係者の渡航に制限のあるアフガニスタン，ソマリア，マリ，南スーダン等においては，

現地で活動する国際機関と連携しつつ，本邦や第三国での研修を活用しながら事業を継続して開
発効果の確保に努めた。
 ソマリアでは，FAO と連携し研修員を人選し，第三国での人材育成パイロット事業を実施した。
 南スーダンでは，日本人所員が治安上退避せざるを得なくなり，事業実施の難易度が上昇したが，
ナショナルスタッフにより本邦研修や第三国研修を継続的に実施した。
1-4.

治安維持能力強化については，フィリピンやスリランカにおいて巡視艇等を供与するととも

に研修事業等により人材育成を行い，海上保安能力向上に貢献した。またカンボジア地雷除去セ
ンター（CMAC）においてイラク向け研修を開始，さらに今後のコロンビアにおける地雷除去に向
け，コロンビア側実施機関と CMAC 間でのネットワークを強化し，今後の支援につなげた。
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2. コミュニティレベルでの生計向上支援及び紛争管理能力強化支援
 コミュニティレベルの生計向上について，フィリピン・ミンダナオでは先方実施機関の能力向上
支援がその後の自主的な農業・農村開発の技術の普及につながるとともに，元戦闘員や女性等に
も平和の配当が受けられる状況を構築し，社会の安定化に貢献した。
 コソボでは，政治レベルで緊張関係にある二つの民族を同時にコミュニティ開発のための本邦研
修に参加させることなどを通じ，研修からの帰国後の民族間の関係改善にも寄与した。
3. 難民対応支援
シリア難民の受入国であるヨルダン，トルコ，レバノンに対する負荷軽減のための支援や，社会的
弱者を対象とした支援を実施した。ザンビアでは UNHCR，UNDP が支援しザンビア政府が進める元難民
（アンゴラ，ルワンダ）の現地統合（定住）プロセスへの支援を開始した。また，ウガンダに多数流
入している南スーダン難民への対応準備を行った。
 世界人道サミットで人道と開発の連携に係る発信を行った結果，G7 伊勢志摩首脳宣言や 9 月の「難
民及び移民に関する国連サミット」で採択されたニューヨーク宣言にもその考え方が反映された。
 ヨルダンにおけるスクーク債発行への支援が評価され，同債券が IFN Deals of the Year を受賞
した。
 ヨルダンの難民ホスト・コミュニティ支援として，世界銀行グローバル譲許的資金ファシリティ
との連携による緊急医療支援に係る無償資金協力を形成，フランス開発庁（AFD），ドイツ復興金
融公庫（KfW）及び EU による支援が決定された。
 シリア復興を担う人材育成のためのシリア難民向け本邦受入プログラムを国連難民高等弁務官事
務所（UNHCR）と共同しつつ準備を進め，募集を開始した。
 ウガンダ北部における南スーダン難民の流入状況への対応として，基礎的な情報の把握，新規案
件形成の準備に取り組んだ。
4. 紛争影響地域での支援におけるより適切なジェンダー配慮に必要な情報の抽出，取組強化
アフリカにおける国連安保理決議 1325 号に基づく取組を促進する重要性を TICAD VI のサイドイ
ベントで国際社会に発信した。また，コートジボワールやフィリピン・ミンダナオ，コソボ等の事業
で女性の事業への参画を促進した。個別事業では社会調査等を通じて女性を含む社会的脆弱層の状況
を確認している他，地域開発のステークホルダーとしての女性グループの同定等に努めた。
＜課題と対応＞
SDGs や日本政府の政策目標達成に向け，引き続き社会，人的資本の復旧・復興，基礎的社会サービ
スの改善とこれに資する政府機関の能力強化等を支援すべく，着実な事業形成と実施を行う。また，
難民関連事業についてはシリア周辺国への支援に加え，2016 年度後半に急激に増加した南スーダン難
民に関し，最も流入人口の多いウガンダ北部での支援展開に向け，案件形成のための基礎調査の実施，
UNHCR 等の国際機関との連携に取り組む。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
政府の基礎的能力の構築，コミュニティレベルでの生計向上支援，難民対応支援を通じて，開発協
力大綱が掲げる平和で安全な社会の実現や，SDGs の達成等に貢献した。その際，アフガニスタン，イ
ラク，南スーダン，ソマリア，フィリピン・ミンダナオ等治安や政情等により事業実施の難易度が高
い国においても，研修事業や国際機関・第三国との連携など，機構の有する援助手法及びネットワー
クを通じた，公平性，透明性，包摂性，ジェンダー配慮にも留意して国及び地方レベルの行政能力の
向上や社会資本の復興を支援したことは高く評価される。
特筆すべき成果は以下のとおり。
5-10

① コートジボワールにおける，民族や宗教の違いを超えたプラットフォームを形成する工夫を
加えたインフラ整備事業の取組により行政と住民間の関係強化に寄与し，アフガニスタンに
おける中核人材育成支援の帰国研修員の 88％が政府に復職し国家計画策定等に関わるなど，
政府の基礎的能力の構築に資する成果を上げている。
② コミュニティレベルの生計向上について，フィリピン・ミンダナオでは先方実施機関の能力
向上支援を通じて，元戦闘員や女性等にも平等に裨益される状況を構築したことで，これま
でに農業指導を受けたことのない脆弱層に対しても生計向上の取組を実現している他，コソ
ボでは，政治レベルで緊張関係にある二つの民族を同時にコミュニティ開発のための本邦研
修に参加させるなどの取組を通じ，新たな民族間の交流・共同に向けた動きが形成された。
③ 難民対応支援では，シリア難民の受け入れ国であるヨルダン，トルコ，レバノンに対する負
荷軽減のための支援や，ウガンダに多数流入している南スーダン難民への対応準備を行った
他，世界人道サミットでの人道と開発の連携に係る発信が，G7 伊勢志摩首脳宣言や難民及び
移民に関する国連サミットで採択されたニューヨーク宣言に反映される等の成果を上げた。
④ ジェンダー配慮について，TICAD VI のサイドイベント「ジェンダー平等と女性のエンパワー
メント推進が平和な社会を作る：アフリカにおける課題と可能性」を，DFID や ICRC と共催
で開催し，理事長挨拶等を通じてアフリカにおける国連安保理決議 1325 号に基づく取組を促
進する重要性を国際社会に発信したことや，個別事業において女性の事業への参画を促進す
ることで，日本政府施策である「女性・平和・安全保障に関する行動計画」に沿った取組を
推進した。
以上の成果を踏まえ，南スーダンを始めとする治安等の影響により難易度の極めて高い状況下で計
画された事業を，研修事業や国際機関・第三国との連携など，機構の有する援助手法及びネットワー
クを通じ効果的に実施したことに加え，公平性，透明性，包摂性に留意した業務の実施がなされてい
る点，シリア周辺国への支援に加え，2016 年度後半に急激に増加した南スーダン難民に関する時宜を
得た支援の実施等，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られたと認め，
「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
公平性，透明性，包摂性等に配慮しつつ，特に難民・国内避難民に関係する取組においては，人道
支援と開発協力のそれぞれの強みをいかした連携に留意して取り組むことが期待される。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・難民問題、テロなど世界情勢が不安定化する中で、軍事力行使の手段をもたない日本が、人間の安
全保障の視点にもとづいて、日本らしいやり方で、世界の平和と安定に貢献すべく、シリア周辺国へ
の支援、また南スーダン難民において受入人口の多いウガンダ北部での支援展開など、JICA が創意工
夫や努力が払って取り組んでいることを評価する。したがって、評価「A」は適切と考える。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.5

事業マネジメントと構想力の強化

業務に関連する政策・

開発協力大綱，平成 28 年度開発協力重点方針，持続可能な開発目標（SDGs）
実施指針

施策
当該事業実施に係る根

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 28 年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独立
行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情報
外務省に共有・説明を行う事業計画
作業用ペーパー数
◎国別分析ペーパー策定数（累計）

達成目標

基準値

2012 年度

2013 年 度

110
50

10
（2011）

20

31

2014 年 度

2015 年度

2016 年度

新規

130

116

39

49

52

◎：2016 年度計画の評価指標
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
（２）事業構想力・情報発信力の強化
（イ）事業構想力の強化
（ⅰ）我が国の ODA は，国際社会の平和と発展に貢献し，これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に
資することを目的としていることを踏まえ，現地 ODA タスクフォース等を通じ，各国との友好関係
や人の交流の増進，国際場裡における我が国の立場の強化等，我が国外交政策を戦略的に展開して
いく上での ODA の積極的な活用を図る。
（ⅱ）
（略）
（ⅲ）多様化・複雑化する開発ニーズについて，国・地域別の開発課題を把握・分析した国別分析ペ
ーパー，課題・分野別の実施指針等の策定を促進する。
（ⅳ）各開発課題や事業実施に関連する知識・ノウハウを恒常的に蓄積し，事業関係者の間で共有し，
効果的な活用を推進する。
（ⅴ）ボランティア・専門家等が現場で有する情報・知見の共有及び本邦企業や NGO との対話を強化
し，現地 ODA タスクフォースの情報収集・分析作業に一層の貢献を行う。
中期計画
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
（ホ）事業の戦略性強化及び事業マネジメントの向上
 国・地域別の分析，課題・分野別の実施指針等に基づき，技術協力，有償資金協力，無償資金協
力等を有機的に組み合わせたプログラム・アプローチを推進する。
 より戦略的，効果的かつ効率的に案件を実施するために，事業成果をとりまとめ，内外に発信す
るとともに，事業終了後のモニタリング及びフォローアップを含めた PDCA サイクルを徹底する。
 事業実施に当たり，個人，組織，制度・社会システムのすべてのレベルにおける総合的能力開発
を重視し，途上国の課題対処能力の向上プロセスを包括的に支援する。
 開発途上地域支援における南南協力の意義と有効性に留意し，三角協力を戦略的に実施し，その
知見の蓄積・発信に努める。
（２）事業構想力・情報発信力の強化
（イ）事業構想力の強化
（ⅰ）多様化・複雑化する開発ニーズについて，国・地域別の開発課題を把握・分析した国別分析ペ
ーパー，課題・分野別の実施指針等の策定を促進する。
（ⅱ）各開発課題や事業実施に関連する知識・ノウハウを恒常的に蓄積し，事業関係者の間で共有し，
効果的な活用を推進する。
（ⅲ）ボランティア・専門家等が現場で有する情報・知見の共有及び本邦企業や NGO との対話を強化
し，現地 ODA タスクフォースの情報収集・分析作業に一層の貢献を行う。
具体的には，
 開発課題にまつわる背景・現状を適切に把握し，課題解決のためのアプローチとして，国・地域別
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の開発課題を整理・分析したペーパー（中期目標期間終了までに 50 ヶ国程度）及び分野・課題別
の分析・実施指針等の策定を促進する。
 戦略的な事業を実施するために，相手国政府との対話や事業実施から得られる情報を蓄積し，援助
機関としての専門性を強化する。
 多様な関係者から得られる情報（関連する知識・ノウハウ）を活用し，現地 ODA タスクフォースに
おいて知見，経験及び情報の共有を行う。
年度計画
１．
（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組
（ホ）事業の戦略性強化及び事業マネジメントの向上
① 事業の戦略性の強化及び予見性の向上のため，外務省－機構間で，協力プログラムにおける事業
展開の方向性に関する検討を促進する。
② 戦略的，効果的かつ効率的に案件を実施するために，事業成果を取りまとめ，内外に発信する。
また，事業終了後のモニタリング及びフォローアップを含めた PDCA サイクルを徹底する。
③ SDGs にて求められる開発協力の効果向上に向けた取組の必要性を踏まえ，開発途上国の主体性の
下で進められる，個人，組織，制度・社会システムの全てのレベルにおける課題対処能力の向上
（キャパシティ・ディベロップメント）のプロセスを支援する。
④ SDGs 達成に向けた南南協力に関する国際的な議論の動向を注視しつつ，三角協力の意義と有効性
について国際社会に向けて発信し，三角協力への理解を促進する。
（２）事業構想力・情報発信力の強化
（イ）事業構想力の強化
① 事業の戦略性強化のため，国別・地域別の課題を把握，分析し，協力の方向性を取りまとめた国
別分析ペーパーを策定，活用する。
② SDGs 採択に伴い，SDGs に規定される目標に関する組織的な取組を推進する。特に，SDGs を含め
た国内外の政策等への効果的な貢献に向け，分野・課題別の分析及び実施方針等の策定・改訂と
その活用を推進し，新開発課題への対応能力を強化する。
③ ナレッジマネジメントネットワークの推進により，ナレッジを蓄積し，活用できる体制を拡充す
る。また，機構内部でのナレッジの共有，外部への発信機能を強化する。
④ 現地 ODA タスクフォースに積極的に参加し，各種事業を通して得られた情報をタスクフォースメ
ンバーに共有するとともに，各省や本邦企業等，機構以外の幅広い主体との連携強化を図りつつ，
日本の開発途上国支援活動が強化されるよう取り組む。
主な評価指標
（定量的指標）
・外務省に共有，説明を行う事業計画作業用ペーパー数：110 か国分
・国別分析ペーパー策定数：累計 50 か国
（定性的指標）
・組織全体及び分野・課題別の各種戦略文書への SDGs に向けた対応の記載
３－２．業務実績
指標 5-1 戦略性の高いプログラム形成に向けた取組状況
機構は，相手国政府の開発政策・計画や同政府との政策協議等を踏まえ策定された外務省の国別開発
協力方針及び JICA 国別分析ペーパー（JCAP：JICA Country Analysis Paper）に基づき，事業計画作業
用ペーパー等の作成と外務省との検討を通じ，国・地域別の分析を通じて開発課題の明確化を図ってい
る。また，各地域・国で達成すべき具体的な開発目標と，その達成までの協力シナリオを設定し，技術
協力，有償資金協力，無償資金協力等を有機的に組み合わせて事業を形成・実施していく「プログラム・
アプローチ」を推進している。
（各事業形態の実施に向けた取組は No.14 参照）
1. 戦略性の高いプログラムの形成・実施に向けた取組
 外務省と機構間での事業展開の方向性に関する検討の促進：外務省が国別開発協力方針を策定して
いる 110 か国に関する事業計画作業用ペーパーの作成と外務省との共有を行う当初目標に対し，
2016 年度はこれを上回る 116 か国分の事業計画作業用ペーパーを共有し，外務省との事業展開に係
る相互理解の促進と予見性の向上を図った。また，協力プログラムレベルでも，約 160 に絞り込ん
だ「強化プログラム」を中心に，今後の事業展開に関して意見交換（35 か国・1 地域分）し，事業
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計画作業用ペーパーに基づく事業展開の方向性の議論を深化させた。
 モンゴル・事業展開計画の方向性の検討：モンゴルの政権交代（7 月）を踏まえた外務省の国
別開発協力方針の改定に際し，機構の JICA 国別分析ペーパーの改訂を合わせて実施するため，
内容や時期を外務省とすり合わせた。その結果，JCAP 改訂による新たな協力の方向性（案）の
うち，農牧業振興，環境に優しい安全な都市の開発，地域開発政策・戦略の強化等が『戦略的
パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画（2017-2021 年）
』に反映された。


栄養分野の戦略性強化：2015 年のミレニアム開発目標（MDGs）から SDGs への移行に伴い，抜本
的な栄養改善に向けて保健や農業，教育，水等の複数関連省庁やアクターの関与によるマルチセ
クターでの協力が必要とされる中，官民が連携した栄養事業展開のための「栄養改善事業推進プ
ラットフォーム」の設立を主導した。設立準備段階においては，一般財団法人食料産業センター
とともに作業グループメンバーとして準備会合を重ね，各種イベントも実施した。設立後，機構
は運営委員会共同議長を務めている。また，NEPAD とともに，AfDB，FAO，IFAD，国際農林水産業
研究センター，NEPAD，UNICEF，世界銀行，WFP，WHO といった関係機関を巻き込みつつ，栄養改
善イニシアチブ（IFNA）を立ち上げた。加えて，ゲイツ財団との間での国際保健・栄養分野での
連携を強化するための業務協力覚書の締結（5 月）や，機構ボランティアや専門家等からなる「栄
養改善パートナー」を発足させた。これらの戦略的な連携により，国際機関等との栄養関連情報
の共有，現地政府との情報交換のみならず，民間企業の技術も活用しつつ戦略的に国際的な栄養
改善に貢献するための事業推進体制が構築された。
（No.1-1「格差是正・貧困層支援」参照）

2. 戦略性をより高めたプログラムの形成・実施の事例
技術協力，無償資金協力，有償資金協力を有機的に組み合わせたプログラム・アプローチの形成・実
施に加え，課題分析を踏まえた相手国とのプログラム効果拡大に向けた協力の方向性の検討，プログラ
ム全体の評価を通じた協力方針や新規事業の検討等を行うことにより，より戦略性の高いプログラムの
形成・実施を行っている（その他分野・課題別の取組は No.1 から No.4 参照）
。
 高速鉄道事業における構想力を発揮した取組（インド）：インド国内初となるムンバイ－アーメダ
バード間の高速鉄道建設事業では，事業の詳細設計，安全認証制度の整備，技術基準及び駅や駅周
辺の開発計画等の策定といった支援に加え，中長期的な観点から不可欠と考えられる高速鉄道の運
用等に関する人材育成や日印の協力体制構築にも留意し，技術協力等の各種スキームを活用して一
体的に取り組んだ。例えば，2020 年までの高速鉄道研修所の設立に向けた研修プログラム等の策定
に着手したことに加え，インド鉄道省若手職員に対する本邦研修プログラムを提供した。また，日
印の鉄道関係企業間の協力を加速するため，日印鉄道企業交流会を開催した（5 月）
。
 ミャンマー「集約的農業推進プログラム」：2015～2016 年度にかけてプログラム形成に向けた調査
を実施した。ミャンマー国内で優先的に集約的農業を推進する地域を特定し，円借款事業 2 件（農
業所得向上事業，農業・農村ツーステップローン事業）
，技術協力 1 件（イネ保証種子流通促進プ
ロジェクト）をサガイン地域シュエボー郡で実施することとし，資金協力と技術協力を組み合わせ
て農作物のバリューチェーン全体の効率化を図る取組を実施している。
 ウガンダ「コメ振興プログラム」
：2008 年より，技術協力，無償資金協力，課題別研修，JOCV の派
遣を組み合わせ，稲作振興のための研究開発や普及に係る能力強化を実施している。プログラムで
は，天水依存からの脱却とコメの安定生産の確保を目指しているが，近年の気候変動を踏まえ，プ
ログラム全体の開発効果拡大のため，開発調査型技術協力を実施した。調査結果を踏まえて灌漑分
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野における協力の方向性を先方政府と整理，確認した（12 月）。その結果，無償資金協力によるハ
ード面の整備のみならず，政策立案，生産・販売，人材育成・能力強化等に技術協力プロジェクト
を通じて包括的に取り組む必要性を合意した。検討中の灌漑政策案の最終化を含め，先方政府及び
実施機関の自助努力の拡大に道筋をつけることができた。
 ガーナ「アッパーウェスト州母子保健サービス強化プログラム」：技術協力と資金協力等と連携さ
せて母子保健関連指標の改善を進めている。2016 年度にプログラムの終了時評価を行い，プログラ
ムの目的が比較的高いレベルで達成されていることを確認した。技術協力と資金協力，人材育成奨
学計画（JDS）や本邦・現地での研修による多様な人材育成事業との連携，個別専門家による中央
政府に対する協力と技術協力プロジェクトによる現場レベルでの協力の連携等，様々な相乗効果が
確認された。また，同国の基本的保健医療計画・サービス（CHPS：Community-Based Health Planning
and Services）政策を具現化し，各地域で質の高い母子保健サービスを継続提供するアプローチの
有効性が再確認され，アッパーウェスト州を越えた他の州や，中央政府の政策レベルへの効果の普
及も認められた。指標設定や構成案件の選定の改善等，後継プログラムの形成や他国でのプログラ
ム・アプローチに向けた教訓・示唆も得た。評価結果を踏まえ，地理的な拡大や，サービスの拡大
（栄養や高齢化等の課題への対応等）
，財政的持続性の確保を含めた案件を形成する予定。
指標 5-2 事業成果の発信と教訓のフィードバックの強化に向けた取組状況
1. 事業成果の発信
(1) 国内外の政策（開発協力大綱／SDGs）等を踏まえた事業成果の発信強化
 SDGs 達成に向けた取組の発信：SDGs ポジション・ペーパーをいち早く策定・公開し，国際会議や
国内外の説明会やイベントを通じ，機構の SDGs への取組の発信や SDGs の理解促進を行った。
 産学官や市民社会との情報・意見交換：日経 BP 社主催の東京サステナブル会議，環境省 SDGs
ステークホルダーズ会合，科学技術外交アドバイザリー・ネットワーク主催会合，SDGs 市民社
会ネットワーク主催イベント，吉本興業での講義等を実施し，新たな業界との協力関係も構築
しつつ，産学官や市民社会に対して幅広く SDGs の理解の促進を図った。
 社会貢献債（JICA 債）の活用：SDGs ターゲット 17.3（追加的資金源の動員）に貢献するもの
として，SDGs 実施指針の具体的施策に社会貢献債（JICA 債）が位置づけられ，投資家に対し
SDGs の意義や機構の SDGs に向けた取組を発信した。（No.9-2 参照）
 TICAD VI，ダボス会議等の国際会議（計 4 件）や東京サステナブル会議，UNDP との民間連携セ
ミナー等国内イベント（計 26 回）で，SDGs への取組を発信した。
 ジャパンブランド等を活用したグローバルな展開・発信：日本の強みや機構の協力コンセプトやこ
れまでの経験等を活用し，開発途上地域での展開や国際会議での協力成果の発信を行った。
 母子保健（母子手帳）
：第 10 回母子手帳国際会議を主導し，38 の国と地域から約 400 名の参加
を得て各国間の優良事例の共有を行ったほか，機構理事長より母子手帳の難民支援の有用性の
発信や WHO との母子手帳の国際ガイドラインの策定を発表した。
（No.1-1「保健」参照）
 日本の水道事業の経験：プロジェクト研究の成果を自治体に発信した。（No.1-1「水」参照）
 回廊開発：本邦企業にアフリカの取組を発信した。
（No.2-1「運輸交通」参照）
 SHEP：TICAD VI サイドイベントにて，広域展開の進捗・成果や普及ツールの制作発表や，SHEP
実施国からの導入事例を発信した。
（No.2-1「農業・農村開発」参照）
 カイゼン（KAIZEN）
：TICAD VI サイドイベントで，NEPAD とカイゼンセミナーを実施し，ジャパ
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ンブランドとして作成したパンフレットの配布や支援実績の発信を行った。
（No.2-1「民間セク
ター開発」参照）
 防災：災害多発国としての日本の経験・知見を用いた協力を実施している。
（No.3-1「防災」参
照）
 下水道，廃棄物処理：自治体の知見を活用した協力を実施している。
（No.3-1「環境管理」参照）
 理数科教育，みんなの学校，特別活動：No.1-1「教育」参照。
 日本式工学教育：No.2-1「高等教育」参照。
(2) 開発途上国政府や様々なアクターと協働したハイレベルの事業成果発信・対話の促進
 TICAD VI でのハイレベルパネルの開催：機構理事長の議事進行により，安倍総理，カガメ大統領を
始め，4 人の国家元首やスティグリッツ教授（コロンビア大学）等を登壇者に迎え，150 名が参加
した。アフリカの長期的な開発ビジョンである「アジェンダ 2063」に向けて直面する課題と展望を
テーマに議論した。理事長はナイロビ宣言に基づいた日本と国際社会の支援実施の必要性を強調し
た（No.6-1 参照）
。
 政策対話の機会の活用・発展：政策研究大学院と共にエチオピア政府と 2009 年より 2016 年までの
2 フェーズにわたって産業政策対話を実施し，政府高官との深い信頼関係の構築や同国でのカイゼ
ンの取組の推進等に貢献してきており，同国の 5 か年計画の策定支援等の成果や政策事例集を取り
まとめた。これら成果も踏まえ，投資促進，公共団地開発，輸出振興等に係る実務支援を含めた産
業振興プロジェクトとして産業政策対話を開始した。（No.2-1「民間セクター開発」参照）
 大臣レベルとの直接対話を通じた地域協力の推進：日本と中米 5 か国の外交関係樹立 80 年となっ
た 2015 年より，中米統合機構（SICA）の事務総長（大臣レベル）以下，各セクター機関の代表（大
臣レベル）との間で直接対話を開始し，5 つの重点分野における地域協力を推進してきた。その結
果，物流・ロジスティックスやインフラ気候変動対策への各種の取組が評価され，「中米経済統合
プロセスへの貢献・功労者勲章（通称：ジャガー勲章）
」が機構に授与された（10 月）
。
2. PDCA サイクル強化（項目 No.19-2 参照）
指標 5-3 総合的能力開発（CD）支援の推進状況
Capacity Development（CD）とは，開発途上国が主体的に個人，組織，社会等の能力を総体として向
上させる過程を指し，機構は開発途上国自身の内発性を尊重しつつ開発途上国の CD を側面支援するこ
とを重視している。SDGs においてもターゲット 17.9「能力構築」で「開発途上国における効果的且つ
的を絞った能力構築の実施に対する国際的な支援の強化」が求められており，機構の CD 支援に係る知
見・経験をいかした事業を展開している。
1. 開発途上国政府主導のキャパシティ・アセスメントの能力向上
 フィジーでは，同国を中心とした周辺国に対する協力を効果的・効率的に展開すべく「南南協力実
施能力強化プロジェクト」
（2014 年 1 月～2017 年 1 月）を実施し，周辺国のニーズアセスメントに
よる実施メカニズムやノウハウを蓄積し，研修実施能力の向上を図った。
2. 複数スキームを組み合わせた包括的なプログラム型の能力向上
 ラオスでは，無償資金協力「国道 9 号線（メコン地域東西経済回廊）整備計画」
（2011 年～2016 年）
を実施するとともに，公共事業・運輸省関係者の道路維持・橋梁維持管理能力の向上を目的とした
技術協力「道路維持管理能力強化プロジェクト」
（2011 年 9 月～2017 年 9 月）を実施している。同
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