日本の高い技術である高効率火力発電を通じた CO2 排出量削減にも資する低炭素電源開発など，日本
の知見・技術を活用した案件形成を行った。タンザニアでの全国電力開発マスタープランの作成やガ
ス火力支援の検討，ケニアやエチオピアでの地熱開発推進等，TICAD 支援策の実現にも貢献した。島
嶼国での再生可能エネルギーの推進については，機構より「ハイブリッド・アイランド構想」を提案
し，第 7 回太平洋・島サミット（PALM7）の「福島・いわき宣言」における日本政府による支援表明
にも反映されたことを受け，具体的なプログラムの実施に取り組んだ。開発途上国政府の資源分野の
本邦での人材育成を通じ，長期的な知日派，親日派の人的ネットワークを強化する「資源の絆プログ
ラム」についても修士コースや講座の開設等を本邦大学等と協力して実現した。日本企業によるオフ
グリッド太陽光事業やモンゴルの風力発電事業等，海外投融資を活用した新たな取組も開始した。
法制度整備・民主化分野については，これまでの機構や日本の知見を踏まえた支援の結果，ベトナ
ムにおける改正民法典の成立や国営企業改革に係る政策提言書の 5 か年計画への反映，フィリピンの
包括的競争法成立，ミャンマー中央銀行の資金決済システム構築や証券取引所開設の予定どおりの開
所等に貢献したほか，機構が支援した日本のシステムを活用した貿易手続き・通関システムがベトナ
ム及びミャンマーで導入される等の成果の実現に至った。これら取組の強化の過程では日本側人材確
保やネットワーク拡充の課題に応えるべく，日本弁護士連合会との協力協定の締結なども推進した。
高等教育分野については，特に TICAD V 支援策実現に向けた具体的な貢献としてアフリカの若者の
ための産業人材育成イニシアティブ（ABE イニシアティブ）を迅速に制度設計し，2017 年までの目標
数である 900 人の受入目標に対して 2016 年度末までの 3 年間に 821 名の研修員受入，本邦企業約 360
社の協力によるインターンシップを実施するなど，質・量双方の側面で成果を上げた。また，日本全
国の大学に幅広く受け入れたことにより，地方大学の国際化，地域活性化にも貢献した。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（PEACE）
」では，当初目標の 500 人を達成し，太
平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）では，PALM7 を受け迅速にプログラムを立
ち上げ，2016 年度から 3 年間で 100 人受入の計画に対し，2016 年度に 41 人を受け入れた。さらに，
日越大学の開学への貢献や日本式工学教育によるインドネシア・スラバヤ工科大学への支援，マレー
シア，エジプト，インド等での拠点大学への支援等，省庁，大学，経済界などと連携してオール・ジ
ャパン体制で機動的に推進した。さらに，アセアン工学系高等教育ネットワークにより，ASEAN と日
本の工学系トップ大学による教育・研究ネットワークを構築した。
農業・農村開発分野については，課題別研修を起点とした現地でのフォローアップによる定着化支
援等により，SHEP アプローチを展開する国 23 か国，技術指導者の人材育成数累計 1,900 人，小規模
農家の育成数累計 4 万 2,468 人と，展開国，技術指導者の育成数は TICAD V 支援策の 2017 年までの
目標（各 10 か国，1,000 人）を上回る成果を上げた。また，PC ゲームやスマートフォンアプリの開
発や心理学的分析の実施，TICAD VI での展開事例の発信等による SHEP 広域展開も推進した。加えて，
タイでのエビ養殖技術の開発やスーダンでの雑草の防御技術の開発など，日本の技術を活用して農家
所得向上の確保に資する協力に取り組んだ。フード・バリューチェーンに係る取組では，キルギスに
て，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人 OVOP+1 が設立
され，地場産業振興のモデル構築に至った。
民間セクター開発分野については，TICAD V 支援策にも貢献するアフリカでの産業人材育成に対し
て 48,330 人の実績を上げたことに加えて，同じく公約である 10 人の産業政策アドバイザー派遣を達
成した。同様に，TICAD V の政策に沿い「品質・生産性向上（カイゼン）」活動の導入・普及等の実現
に取り組み，エチオピアではアフリカ 11 か国を集めたカイゼン知見共有セミナーを開催するなど，
知見・経験の普及も図った。TICAD VI で新たに表明された「アフリカ・カイゼン・イニシアティブ」
に対しては，NEPAD とサイドイベントを共催し，実現に向けた取組を開始した。また，日本センター
を協力相手国と日本の経営人材の交流拠点とするための取組を強化し，2013 年度にはミャンマー政府
と日本センターの設立などを実現した。
以上のとおり，法人の活動を通じ，全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られ
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たと評価する。
＜課題と対応＞
「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，
強靭性，持続可能性，包摂性の確保に留意しつつ SDGs 達成に向けた支援に取り組み，開発途上地域
の持続的な経済成長の基礎の形成を支援する。
３－４．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，特に以下の実績が認められる。
１．運輸交通
日本政府が策定したメコン地域「東西・南部経済大動脈」構想及び島嶼部における「海洋 ASEAN 経
済回廊」構想に基づき，ASEAN 連結性向上に資する複数の事業（ベトナムのカイメップ・チーバイ港，
ダナン港，サイゴン東西ハイウェイ，カンボジアのネアックルン橋，国道 1 号線，5 号線，ラオスの
国道 9 号線等）を本目標期間中に着実に展開し，日本政府の政策実現に貢献する成果を上げた。加え
て，アフリカ地域では西アフリカ成長リング，北部回廊（モンバサ～内陸部），ナカラ回廊等 5 大回
廊の開発等に向けた取組を行うことで，TICAD V 及び TICAD VI における日本政府の支援策を着実に実
施した。また，日本の技術を活用したトルコ・ボスポラス海峡横断地下鉄開通や，インド高速鉄道建
設のソフト面の支援開始等，様々なリソースを活用して質の高いインフラ事業を推進した。
また， 1996 年以来，2015 年の震災からの緊急復旧支援を含めて，無償資金協力，技術協力，青年海
外協力隊等を組み合わせた支援を行っているネパール国シンズリ道路建設に関して，2016 年に土木技
術の発展に顕著な貢献をなし，社会の発展に寄与した画期的な技術と評価され，日本土木学会賞の技
術賞を受賞したことにも留意する。
２．都市・地域開発
最上流段階での開発計画作成に協力するとともに，作成した都市計画の実現支援を実施した。特に，
フィリピン・セブの都市計画策定では，横浜市と連携することで，日本の都市に蓄積された知見を積
極的に活用しており，他の事業においても各自治体や本邦企業の海外展開にも資する協力となるよう
創意工夫をこらした取組を実施した。また，都市計画策定支援にあたっては，セネガル，フィリピン，
チュニジア，東ティモール等において，SDGs や開発協力大綱でも課題の一つである「持続可能な都市」
実現に向けた強靱性，包摂性，持続可能性に配慮した提案を行ったことに加え，機構が M/P 支援を通
じて得た知見を活用し，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（CASBBEE 都
市－世界版）の開発に係る検討委員会に，委員として参加・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。
３．資源・エネルギー
資源・エネルギー分野では，ウズベキスタンやバングラデシュにおいて日本の高い技術である高効
率火力発電の建設支援を通じて CO2 排出量削減にも資する低炭素電源開発を実現するなど，日本の知
見・技術を活用した案件形成を行い，質の高いインフラ事業を推進した。また，島嶼国での再生可能
エネルギー推進のため，機構は独自の知見等に基づいて作成した「ハイブリッド・アイランド構想」
を日本政府に提案し，第７回太平洋・島サミット（PALM7，2015 年）の「福島・いわき宣言」におけ
る日本政府の支援公約に反映された。2016 年度には 4 件の無償資金協力事業（マーシャル太陽光発電，
トンガ風力発電，バヌアツ小水力，ミクロネシアディーゼル発電）を形成しつつ，5 か国（フィジー，

2-23

キリバス，ツバル，ミクロネシア，マーシャル）を対象に，広域の技術協力事業を開始したことは，
当該公約実現に貢献する成果として評価される。加えて，日本の大学等と協力し，資源分野の人材育
成を通じ，長期的な知日派，親日派との人的ネットワークを強化する「資源の絆プログラム」を 2013
年に立上げ，修士コースや講座の開設などを本邦大学等と協力して実現し，累計 55 人の長期研修員
を受入れた。また，日本企業によるオフグリッド太陽光発電事業の海外展開や日本企業とモンゴル企
業の合弁会社によるモンゴルの風力発電事業等，海外投融資を活用した難易度の高い新たな取組も開
始し，資源・エネルギー分野における民間セクターとの連携強化を進めた。
４．法制度整備・民主化
機構や日本の知見を踏まえたこれまでの支援の結果，ベトナムにおける改正民法典の成立，フィリ
ピンの包括的競争法成立，ミャンマー中央銀行の資金決済システム構築や証券取引所の予定どおりの
開所等に貢献した。また，機構が支援した日本式の税関システムがベトナム及びミャンマーで稼働し，
ベトナムでは 2014 年度の供与開始以降全国 5 万社以上が登録するなど，同国の通関手続きの迅速化
及び透明化の効果をもたらし，通商・貿易環境の改善に貢献した。これら取組の強化の過程で，日本
側人材確保等に向けた日本弁護士連合会との協力協定の締結や，世界税関機構との業務連携覚書の締
結等，今後，同様の案件に取り組む際の態勢整備に向けた取組も実施した。
５．高等教育
TICAD V 支援策への具体的な貢献として，ABE イニシアティブを迅速に制度設計し，関係省庁，大
学，経済界などと連携した研修員受入れについては 2017 年までの目標数 900 人に対して 2014 年の事
業開始から 2016 年度末までの 3 年間で 821 名の受け入れ，また，本邦企業の協力によるインターン
シップでは 2015，2016 の 2 年間で延べ 165 社に 545 人の受け入れを実施した。加えて，太平洋島嶼
国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）では，PALM7 を受け迅速にプログラムを立ち上げ，
2016 年度から 3 年間で 100 人の研修員受入の計画に対し，2016 年度に 41 人の実績となった。加えて，
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に向け，各大学のネットワーク化や，産学官
連携に関するセミナーを開催する等，各国に進出する日本企業への就職及び本邦大学の国際化等につ
ながる取組を実施した。
６．農業・農村開発
TICAD V 支援策への具体的な貢献として，SHEP アプローチを 23 か国に展開，
技術指導者を累計 1,900
人育成，小規模農家従事者を累計 4 万 2,468 人育成し，2017 年までの目標（展開先 10 か国，技術指
導者 1,000 人）を上回る成果を上げた。タイでのエビ養殖技術の開発，キルギスでの OVOP+1 設立等，
日本の科学技術・民間技術を活用し，農家所得向上や地場産業振興に資する協力に取り組んだ。
７．民間セクター開発
TICAD V 支援策実現に向けた具体的な貢献として，2013 年から 2018 年までの間にアフリカでの産
業人材育成 3 万人の目標に対して 2016 年までに 4 万 8,330 人の実績を上げた。同様に，TICAD V の政
策に沿い「品質・生産性向上（カイゼン）」活動の導入・普及等の実現に取り組み，エチオピアでは
アフリカ 11 か国 100 名以上を集めたセミナーを開催するなど，日本が有する知見・経験の普及も図
ったほか，TICAD VI で新たに表明された「アフリカ・カイゼン・イニシアティブ」に係るサイドイベ
ントを NEPAD と共催，実現に向けた取り組みを開始している。また，日本センターを協力相手国と日
本の経営人材の交流拠点とするための取組を強化し，2013 年度にはミャンマーにおける日本センター
の設立などを実現し，た。加えて，JETRO，在京各国大使館等と連携して投資セミナーを実施する等，
我が国関係機関とのネットワーク強化に向けた取組を実施している。
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以上を踏まえ，持続的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，予定されていた着実
な案件の実施を通じて，TICAD 等の国際会議での日本政府の公約や「質の高いインフラ開発」の実施
等に大きく貢献する量的な成果を上げていることに加え，日本土木学界技術賞受賞など対外的な評価
も得られており，包摂性・強靱性・持続可能性を兼ね備えた「質の高い成長」の実現に貢献している
と評価される。また，各年度評価においても全ての年度においてＡ評定相当と計画を上回る成果を上
げていることから，全体として所期の目標を上回る成果が得られていると認め，
「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞
開発協力大綱の重点課題であり，SDGs 等でも推進を求められている「質の高い成長」に向けた具体
的な取組を一層強化するとともに，TICAD 等における日本政府の公約の着実な実施に向けて引き続き
協力を推進することを期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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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
策・施策

ODA 大綱，開発協力大綱，各年度国際協力重点方針，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

当該事業実施に係る

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

根拠（個別法条文等）
関連する政策評価・

外務省政策評価事前分析表

行政事業レビュー

行政事業レビューシート番号 0002/0098/0093/0098/0127（2012～2016）

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，達成目標
は 2015～2016 年度累計。直接+間接人
数+課題別研修参加人数）
直接的に能力向上の対象となった人数
（各年度に終了した案件の対象人数）

達成目標

24/25/26/27/28-Ⅵ-1（2012～2016）経済協力

基準値

2012 年度

2013 年度

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）
17,514
9,298 26,191
9,322 11,673
（3,623
（2,439）（19,732）（2,013） （1,835）
）

間接的に能力向上の対象となった人数
（各年度に終了した案件の対象人数）
イ）気候変動
気候変動緩和・適応策に係る人材育成数（人）
ウ）自然環境（注 2）
REDD+事業実施国数（か国，2016 年度ま
での目標及び達成状況）
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（都市環境保全）
協力事業対象都市数（都市）
協力案件数（件，2015～2016 年度累積）
人材育成数（人，2015～2016 年度累積）
（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）
直接的な能力向上支援の対象人数（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）
ア）防災
技術協力
有償資金協力
無償資金協力

新規

3,500

5,100

新規

13

13

8万

398 万

157 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

11
27
260
181

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 11,819
60,549 192,206 112,477 16,068 23,326
新規
82
83
2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度
58
59
54
68
50
1,206
51
397
598
113
61
57
55
40
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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 の「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
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
（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。
主な評価指標
指標 3-1 地球規模課題の解決に向けた取組状況
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）主要な業務実績
①「第 3 回国連防災世界会議」への貢献（2014 年度）
 日本政府主導の下，成果文書策定への貢献，会議での各国要人との対話・情報発信に取り組んだ。
 機構がこれまで国内外で主張してきた，①災害リスク理解，②災害リスク管理のためのガバナン
スと制度の強化，③強靭化に向けた防災への投資，④効果的な緊急対応に向けた準備の強化と「よ
り良い復興（BBB：Build Back Better）が「仙台防災枠組 2015－2030」に盛り込まれた。特に，
BBB はこの会議を通じて防災に関する共通言語として理解されることになった。
 閣僚級円卓会議において，理事長から防災投資拡大の重要性や災害リスク理解を正しく知るため
のリスク評価のあり方を訴えた。
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 国連国際防災戦略事務局（UNISDR：United Nations Office for Disaster Risk Reduction）と
の業務協力協定を締結し，
「仙台防災枠組 2015－2030」の実施，防災の事前投資，途上国の能力
開発と知識の向上，BBB の推進に向けた協力に合意した。
 16 か国から 16 人の新聞記者，4 か国から 16 人のテレビクルーを招き，阪神・淡路大震災及び東
日本大震災の被災地や日本各地の防災の取組を紹介した結果，取材成果が世界各国へ配信された。
②防災の主流化
 防災主流化を推進するためのガバナンス強化や耐震技術の普及を支援した。
 インドネシア，フィリピン，タイ，トルコ，ケニア，ブラジル，大洋州等において災害対応能力
強化を実施した。特に，インドネシア，フィリピン，タイでは予防的措置から発災時の中央政府
の対応体制の確立までを可能にする中央政府組織の立上げ，能力強化を支援した（2012 年度）。
 エルサルバドル：2003 年から 2012 年まで住宅建築工法の耐震性を高める技術開発支援と安全性
に関する安全基準案を提案し，三つの手法が国家基準として制定された（2014 年度）
。
 日本・ASEAN 防災協力強化パッケージ達成に対し，600 億円規模の支援及び約 250 人の防災人材
育成に貢献した（2014 年度）
。
 インドネシア，モンゴル，南アジア諸国，中南米諸国の防災，及びインフラストラクチャー，開
発担当省庁のハイレベル関係者を本邦へ招き，事前投資，BBB，危機管理，開発における防災の
主流化について働きかけた。その結果，スリランカではコロンボ首都圏を対象とした洪水対策
M/P の案件要請につながった（2015 年度，2016 年度）
。
 ネパール：以下（1）④参照。
 防災への事前投資を促進する各種の支援を実施した結果，被害軽減等の成果発現に貢献した。
 チリ：ハザードマップの整備や地震予警報の迅速化によって津波予報通達にかかる時間が短縮し，
早期避難，被害軽減を実現した（2013 年度，2014 年度）
。また，2015 年 9 月の地震・津波では，
「津波に強い地域づくり技術の向上に関する研究プロジェクト」
（2012 年～2016 年）の協力成果
により津波警報が適切に発令され，被害の軽減に貢献した（2015 年度）。
 イラン：リスク評価 M/P を策定後，国家予算の 5％が防災に充当され，またテヘラン市議会で M/P
の更新が承認される等，リスク低減に関する取組が継続された（2014 年度）。
 モーリシャス：地すべり対策に向けたリスク評価や事前投資に関する支援により，地すべり被害
が軽減した（2014 年度）
。
 ソロモン諸島：以下（2）④参照。
 ブータン：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による被害者
が出ず，ブータン政府より感謝状が発行された（2016 年度）
。
③気候変動への適応のための気象・水文観測能力の強化
 パキスタン，バングラデシュ，ラオスにおいて気象レーダー，自動気象観測装置の供与を行うとと
もに（無償資金協力）
，機材活用に向けた技術協力プロジェクトを組み合わせた能力強化も行った
（2014 年度）
。
 2015 年のミャンマーのサイクロン洪水被害について，自然災害早期警報システム構築プロジェク
ト（2013 年～2017 年）により要因を解析し，今後の災害防止につながる提言を行った（2015 年度）
。
 太平洋島嶼国を対象とした気象観測能力向上のための支援を継続的に行った結果，2015 年のバヌ
アツのサイクロン被害では予警報が適切に発出され，人的被害の軽減が図られた（2015 年度）
。
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 アフガニスタンでは，観測施設の整備を進める世銀と連携し，機構が水文観測面や気象データ整備
に係る能力支援を行った。その取組が政府から評価され機構が同国における水資源分野のリード機
関となるとともに，首席行政長官から表彰された（2016 年度）
。
④被災から復旧・復興に向けたシームレスな取組
 タイでの洪水被害（犠牲者 800 人，被害総額約 3.6 兆円）に対し，包括的な支援を展開した。
 物資供与，排水ポンプ車チーム及び国際緊急援助隊専門家チームを派遣し，冠水地域の早期復旧
を支援するとともに，地下鉄，上水道，空港等の過去の日本 ODA 案件に対する防水指導を行った
（2012 年度）
。
 ファスト・トラックによる道路のかさ上げと水門の概略設計，詳細設計を 6 か月で実施した（2012
年度）
。その結果を受けて無償資金協力「パサック川東部アユタヤ地区洪水対策計画」，
「東部外
環状道路（国道九号線）改修計画」を実施し，完工した（2015 年度）
。
 洪水後の復興及び洪水被害の再発防止の観点からチャオプラヤ流域洪水対策プロジェクトを実
施し，チャオプラヤ川流域の精緻な測量を行って結果を取りまとめ，科学的根拠に基づく包括的
な治水計画を提案し，洪水管理システムを構築した。同システムは一般公開するとともに，企業
向け説明会を開催した結果，多くの民間企業が洪水管理システムを活用するに至った（2012 年
度，2013 年度）
。
 フィリピンの台風被害からの復旧復興支援として，発生時点の緊急援助から事後の復旧対応までを
カバーする多様な手法を組み合わせた支援を展開した。
 台風 30 号（HAIYAN）の被害を受け国際緊急援助隊を派遣した。その後ファスト・トラック制度
を活用し，BBB のコンセプトに基づく災害後のニーズアセスメントを実施するとともに，東松島
市職員を含む調査団派遣により復興セミナー等を実施し，復興計画策定を継ぎ目なく実施した
（2013 年度）
。
 早期の生計回復のため，日本企業の技術である浮沈式養殖いけすを導入した漁民の生計回復や職
業訓練校での技術指導等クイックインパクトプロジェクトを実施した（2013 年度，2014 年度）。
 災害発生に備えて融資枠を合意する災害復旧スタンド・バイ借款を創設し，初の供与をフィリピ
ンに対して実施した（2013 年度）
。
 復旧・復興計画策定支援により完成したハザードマップが 2014 年の台風時に早期避難指示に活
用された結果，犠牲者ゼロを達成した。また，同ハザードマップに基づき土地利用計画や中長期
的な復旧・復興計画策定を支援し，高潮への構造物対策を提案し，フィリピン政府による自己資
金により実現の道筋がつけられた（2014 年度）。
 BBB のコンセプトに則った施設建設・機材調達支援を行った（2014 年度）。また，
「仙台防災未来
フォーラム」において進捗状況を報告した（2015 年度）
。
 1990 年代に無償資金協力で建設した被災地の学校は，耐台風性を考慮して設計・施工されてい
たため避難所としての機能を果たし，早期の学校再開に貢献した。また，オルモック市内の河川
に無償資金協力（1997 年～1998 年）で建設した小規模ダムが流木をせき止め，市街地における
土石流や流木による被害を防ぐ役割を果たした（2013 年度）
。
 ネパール・ゴルカ地震（2015 年 4 月）への対応と「より良い復興」に向けた支援
 緊急援助隊による支援と支援ニーズ調査団によりニーズを把握した上で，初期段階で先方政府高
官に対し BBB のコンセプトを説明した。また，震災から 1 か月後にはネパール政府と共同で BBB
セミナーを開催して復興支援をリードし，迅速かつシームレスな支援を実施するとともに，震災
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2 か月後の支援国会合では，BBB を具現化した住宅再建策をネパール政府・ドナーに提示した
（2015 年度）
。
 緊急援助活動を展開したシンドパルチョーク郡とグルカ郡を復興支援の優先支援対象地に選定
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にシームレスに展開した。また，カトマンズ盆地を対象に，
将来の地震災害リスクを把握し，対策するためのプロジェクトを実施した（2016 年度）
。
 BBB コンセプトが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るととも
に，教育省，ADB との連携の下，BBB コンセプトに基づく学校建築のプロトタイプを作成した（2016
年度）
。
（2）戦略的な取組
①国際援助潮流への貢献
 「ポスト 2015 年開発アジェンダ」に防災を盛り込むための働きかけを行った。結果，2015 年に策
定された持続可能な開発目標（SDGs）には，都市インフラや脆弱な状態にある人々，気候関連災害
や自然災害に対する強靭性を高めることが目標に盛り込まれた（2012 年度，2013 年度）。
 UNISDR，世界銀行，UNDP，ASEAN 防災人道支援調整センター等，防災分野に関わる国際機関と連携
し，仙台防災枠組の実施に向けた対話を継続した（2014 年～2016 年）
。
 2015 年 10 月に大洋州での仙台防災枠組フォローアップ会合を UNISDR と共催し，日本の経験と仙
台防災枠組のコンセプトについて発信した（2015 年度）
。また，UNISDR が 2017 年 5 月に開催する
「グローバルプラットフォーム」
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画し，
日本の知見を積極的に発信し，議論に反映させるべく貢献した（2016 年度）。
 東北大学災害科学国際研究所と UNDP による災害統計グローバルセンター関連の会議に参加し，両
機関が有する知見と連携した協力に合意し，開発途上国の中央防災機関に対する連携事業の実施を
図っている（2015 年度）
。
 米州防災閣僚会議において，二国間援助機関は機構とドイツ国際協力公社（GIZ）のみが発信の機
会を与えられ，日本の経験及び機構の防災協力を共有した（2016 年度）
。
 Aid & International Development Forum Asia Summit 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において，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（2016 年度）。
②「第 3 回国連防災世界会議」への貢献及び仙台防災枠組の推進
 成果文書への貢献
 政府交渉団のメインメンバーとして準備会合に参加し，成果文書の交渉をリード（2014 年度）
 「世界防災閣僚会議」
（2012 年）
，
「第 5 回アジア防災閣僚会議」（2012 年）等，防災世界会議の
準備会合で機構の取組及び日本の防災に関する主張を発信した（2012 年度～2014 年度）。
 仙台防災枠組の 7 つのグローバル・ターゲットの指標・用語策定に係る議論に参画・主導，妥
当性検討結果に基づいて提案を行った結果，提案した指標が全て盛り込まれ，合意に貢献した
（2016 年度）
 中央防災機関の能力向上に向け，39,776 人の人材を育成し，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）を半分の期間でほぼ達成した（2016 年度）
。
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③災害多発国との対話・連携
 トルコ防災庁との第 1 回防災協働対話を実施した（2014 年度）。
 2014 年 3 月にペルー首相府と防災主流化に関する協力協定を締結し，2014 年 12 月の国連気候変動
枠組条約第 20 回締約国会議（COP20）において気候変動適応策に資する災害リスク対策に関するサ
イドイベントを開催した（2014 年度）。
 チリ国際協力庁との防災人材育成の地域拠点形成に合意し，これまでの協力成果と日本の防災技術
を組み合わせた域内の人材育成とネットワーク形成支援を行った（2014 年度）。
④カリブ，大洋州の小島嶼国支援
 ソロモン諸島：短波ラジオ放送機材の整備により，2014 年 4 月にガダルカナル島で発生した河川
氾濫に際し緊急災害情報が迅速かつ確実に市民へ伝達され，被害の軽減につながった（2014 年度）
。
 ツバル：礫と砂を活用した自然との親和性の高い海岸保全対策として，礫養浜の試験施工を実施し，
その後モニタリングを行っている（2015 年度）。
⑤日本の技術・知見の活用
 フィリピン：円借款「マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業」において，日本の免震装置の活用に向
けた調査を実施した（2014 年度）
。
 チリ：日本の知見をいかし，港湾の事業継続計画（BCP：Business continuity planning）作成に
関するガイドラインを策定した（2015 年度）
。
 仙台防災枠組：伊勢湾台風の経験より災害対策基本法を策定し，災害のたびに関連法制度を整え，
より良い復興を目指し行動してきた日本の経験を，BBB のコンセプトとして発信し共通言語として
仙台防災枠組の成果文書に反映した（2014 年度）
。
 気象観測・予報：世界最新鋭の気象衛星ひまわりの観測データを用いて，アジア・大洋州地域の各
国でより精度の高い気象観測・予報能力の強化を図るための協力を実施。具体的には，大洋州諸国，
ブータン，スリランカにおいてデータ受信機供与計画の策定・調達を行うとともに，フィリピンに
おいてひまわり観測データの気象予報での活用について指導した。また，気象庁や世界気象機関の
事業と連携し，アジア・大洋州地域全体の能力向上に寄与した（2015 年度，2016 年度）
。
 海岸保全対策：我が国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ツバ
ルに加えてセーシェル，モーリシャスでも実施した（2016 年度）
。
３－２－２．気候変動
（1）主要な業務実績
①気候変動対策の人材育成
 ベトナム：国家温室効果ガスインベントリの策定を支援した結果，同インベントリがベトナム政府
の隔年更新報告書に掲載されるとともに，国連気候変動枠組条約事務局に提出された（2014 年度）
。
また，同事務局に提出された「自国が決定する貢献案」（INDC：Intended Nationally Determined
Contribution）に記載されている 43 項目の温室効果ガス削減施策に係る技術オプションの検討調
査を支援し，これを通じて先方の意識醸成と INDC の実施促進に貢献した（2016 年度）
。
 タイ：
「東南アジア気候変動緩和・適応能力強化プロジェクト」により 2012 年度から 2015 年度の
期間に延べ 500 人超に研修を実施し，ASEAN の拠点となる「気候変動対策国際研修センター」の設
立及び能力開発を支援するとともに，バンコク都の気候変動 M/P 策定支援のために横浜市の経験を
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共有した（2012 年度～2015 年度）
。
 インドネシア：
「気候変動対策能力強化プロジェクト」により，気候変動適応の主流化，政府内の
適応戦略検討体制整備，省庁間調整等を含む国家適応計画策定プロセスを支援した結果，国家気候
変動適応行動計画が策定された（2013 年度～2015 年度）
。
②二国間クレジット制度（JCM：Joint Crediting Mechanism）への貢献
 ベトナム：
「気候変動対策支援プログラム」を通じ，政策対話，財政支援，関連技術協力を組み合
わせながら気候変動対策の推進を支援した結果，JCM の円滑な制度構築，事業形成・運営にも貢献
した（2013 年度）
。
 インドネシア：技術協力により JCM 事務局の機能強化，担当機関の能力強化を推進した結果，全世
界で初めての JCM 案件の登録に至った（2014 年度）。また，登録された案件に対し，JCM 史上初の
クレジットが発行された（2016 年度）。
③小島嶼国の気候変動対策支援
 「島嶼国向け気候変動政策対話」を外務省と共催し，島嶼国に対し低炭素成長や気候変動適応に関
する支援を紹介するとともに，気候変動交渉に関する意見交換を行った（2012 年度）
。
 大洋州島嶼国における気候変動人材育成拠点として，サモアにある太平洋地域環境計画事務局内に
「太平洋気候変動センター」を設立する計画を推進した。また，シンガポールにおいて中米，大洋
州諸国等から 9 か国 12 人を招いて気候変動適応戦略作成に関する研修を実施するとともに，緑の
気候基金を円滑・効果的に活用するための外務省との共催セミナーを，小島嶼国 15 か国の実務者
や国際機関等から計 34 人の参加を得て行った（2015 年度）
。また，同センターの建設に向けた無
償資金協力の G/A が締結された（2016 年度）
。
④省エネ支援
 インドにおいて，円借款事業を通じて 2011 年から 2014 年の間に約 1,800 件の省エネ投資事業融資
が行われ，2.8 億 kWh/年の節電効果と 24 万トン/年（CO2 換算）の温室効果ガス削減効果（試算）
が達成された（2014 年度）
。
 パキスタンで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。
（2016 年度）
⑤国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）における発信
 計 14 のサイドイベントに参加し，地球観測衛星を利用し森林行政の透明化を図る「森林ガバナン
ス改善イニシアティブ」の発表，災害リスクファイナンス・保険の役割，REDD+（２－３－３．
（1）
①参照）の実現に向けた日本の官民連携の取組等，開発途上国の持続可能な開発のための気候変動
対策支援の情報を発信した。日本パビリオンのみならず，各国のパビリオンで開かれた閣僚級参加
のハイレベル・イベントなどでも機構の経験を共有し議論に貢献した。また，日本による貢献策と
して発表された「美しい星への行動（ACE：Actions for Cool Earth）2.0」の検討に際し，必要な
情報・資料を提供した（2015 年度）
。
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（2）戦略的な取組
①国際的発信と日本政府の国際公約に対する貢献
 「東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」に参加し，東アジア地域に対する機構の協力方針の
理解促進を行った（2012 年度）
。
 「攻めの地球温暖化外交戦略（ACE）
」が掲げる三つの目標のうち，特に「脆弱国支援による日本と
途上国の Win-Win 関係構築」に掲げられた 3 年間で 1.6 兆円の開発途上地域支援のコミットメント
達成に貢献した（2013 年度～2015 年度）
。
 その後の「美しい星への行動 2.0」の目標である「途上国支援」で掲げた気候変動対策支援につい
ても，27 件（総額 1.15 兆円）の気候変動関連円借款の承諾を通じその達成に貢献した（2016 年度）
。
 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日本を代表するメンバー
として会合に参加し，機構の防災分野の知見を基に同メカニズムの政策策定，実施運営に貢献した
（2016 年度）
。
②国連気候変動枠組条約締約国会議（COP：Conference of the Parties）での発信
 COP18：サイドイベントを共催し，開発途上国における適切な緩和行動（ NAMA：Nationally
Appropriate Mitigation Actions）を紹介した（2012 年度）。
 COP20：COP20 で政府が発表した日本の適応イニシアティブ事例集に関し，機構が持つ関連情報を
政府に提供した。また，NAMA に関するサイドイベントで機構の取組を発表した（2014 年度）。
 COP21：上記（1）⑤参照。
 COP22：計 8 件のサイドイベントを国内外の機関と共催して機構の取組を発信し，うち 1 つで自国
が決定する貢献（NDC：Nationally Determined Contribution）の進捗状況を機構のカウンターパ
ート政府機関から共有し，議論に貢献した。また，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取組を共有し，我が国政府の実績発信に貢献した（2016 年
度）
。
③「緑の未来」イニシアティブの推進
 課題別研修「環境未来都市構想推進セミナー」を実施し，23 か国から中央政府の局長，地方自治
体の幹部クラス 39 人の参加を得た（2013 年度）。
 IDB と中南米・カリブ地域における新興・持続的都市開発イニシアティブに関する覚書を署名する
とともに，日本政府が進める「環境未来都市」構想の知見を発信した（2013 年度）。
 「緑の未来協力隊」を立ち上げ，環境・気候変動，水，農業，エネルギー等の分野において 3 年間
で 1 万人の隊員派遣を計画し，これを達成した（2015 年度）
。
④気候変動プログラムローンの効果向上に向けた取組
 インドネシア：気候変動対策プログラムローン（2008 年～2010 年）の効果発現に向け，グリーン
経済政策を支援する技術協力を実施した（2014 年度，2015 年度）
。
⑤海外投融資の活用
日本企業の持つ省エネ・再エネ技術の活用・普及の促進も視野に，中南米地域の省エネ・再エネ事業
を対象とするファンドに出資した（2014 年度）。また，アジア地域で再エネ等気候変動関連事業を行う
企業に投資するファンドに出資した（2015 年度）
。
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３－２－３．自然環境
（1）主要な業務実績
①持続的森林管理を通じた地球温暖化対策（REDD+2）
 REDD+（開発途上国の森林保全による炭素排出削減量・吸収固定量に応じて経済インセンティブを
与える仕組み）に関する国際社会の議論へのキャッチアップ，新たなビジネスモデルの検討，認知
度向上に向けた「森から世界を変える REDD+プラットフォーム」を設立した。セミナー，ウェブサ
イト等を通じて REDD+に係る情報発信・共有を行った結果，加盟企業数は設立時の 44 から 84 に増
加した（2014 年度～2016 年度）
。
 同プラットフォームを活用したインドネシア，ベトナム，ラオス，カンボジア，ペルーにおける制
度運用提案，技術情報支援，ビジネスモデル検討，CSR（企業の社会的責任）資金導入モデルを検
討した（2014 年度）
。
 JAXA との連携の下で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違法広域伐採
の広域管理システム「熱帯林早期警戒システム」
（略称：JJ-FAST）を構築し，アマゾン地域やアフ
リカ地域のデータを公開した。この取組を COP21 及び COP22 のサイドイベントでも発信し，国内メ
ディアで大きく取り上げられた（2015 年度，2016 年度）
。
 ラオス：2004 年からの森林減少・劣化へのアプローチマニュアルの開発及びこれを活用した REDD+
事業化，政策支援を展開した結果，REDD+プロジェクト設計書が承認された（2014 年度）。
 ベトナム：機構の支援の結果，ベトナム初の省レベルでの REDD+行動計画である「ディエンビエ
ン REDD+行動計画」が策定され，日本企業の CSR 事業と連携した試行事業を支援した。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ている
（2013 年度，2014 年度，2016 年度）
。
 ブラジル：炭素動態の新たな評価手法の研究として，日本の陸域観測技術衛星やリモートセンシン
グ技術を活用した地図製作に協力した結果，ブラジル国立宇宙研究所研究者より高い評価を得ると
ともに，州政府からの表彰につながった（2012 年度，2014 年度）
。
 気候変動枠組条約の REDD+の技術要件を踏まえて，国家森林情報システム及び測定，報告及び検証
（MRV：Measurement, Reporting and Verification）体制の整備を 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を開発し，森
林管理業務の改善につなげるとともに，
同システムが 15 省にて導入された（2015 年度，
2016 年度）
。
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）
 ミャンマー：サイクロン被害を受けたエーヤーワディ・デルタ地帯の沿岸防災に向けた，村落共有
林制度の導入と住民参加によるマングローブ植林を促進した（2013 年度）
。
 インド：森林管理と社会経済的状態の改善のためのウッタルカンド州の円借款事業において，日本
の技術を活用した山地災害対策のための防災コンポーネントを追加した（2014 年度）
。
 インドネシア：森林・泥炭火災の予防を目的として，住民の火入れ低減に効果がある村落啓発手法
を開発した。
（2015 年度）
。
 ホンジュラス，パラグアイ：電力会社が保有するダムの流域管理に係る普及手法ガイドラインの作
2

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「REDD：
Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries」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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成を支援し，今後他の水力発電所でも活用されることが見込まれている（2016 年度）
。
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
 中部アフリカ及び南部アフリカにおいて，森林保全及び生物多様性保全と地域活性化に関する効率
的な成果普及及び域内の情報共有を促進するため，広域協力案件を開始した（2015 年度）
。
 ケニア，セネガルにおいて乾燥地に適した樹種の育種や乾燥地の土壌保全などの支援を実施し，そ
れらの成果を国連砂漠化対処条約（UNCCD：United Nations Convention to Combat Desertification）
の COP12 にて発信した（2015 年度）
。
 エチオピアにおいて森林認証コーヒーの生産を支援した結果，UCC 上島珈琲株式会社により商品化
され，日本で販売された（2014 年度）。
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
 ベトナム：
「ビズップ・ヌイバ国立公園管理能力強化プロジェクト」において，公園管理側と住民
グループの対話を進め，公園管理側が住民に対して地場産業を支援する代わりに，住民は農地の拡
大，公園内の違法伐採を自主的に監視するに至った（2013 年度）
。
 マレーシア：
「サバ州を拠点とする生物多様性・生態系保全のための持続可能な開発プロジェクト」
によりクロッカー山脈公園をの国連教育科学文化機関（UNESCO）の「人間と生物圏計画」に基づく
生物圏保護区として登録し管理計画の策定の支援を行った（2014 年度）。
 ペルシャ湾岸の海洋保全に資するため，日本の海洋保全の知見を共有するペルシャ湾岸海洋環境保
護機構との 3 年間のパートナーシップ・プログラムを締結した（2015 年度）。
 ウガンダ：
「湿地保全プロジェクト」を通じて農村開発との調和を図る湿地の賢明な利用モデルが
確立し，その適用が推進された。同モデルは生物多様性条約 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各条約事務局から評価された（2016 年度）
。
（2）戦略的な取組
①事業戦略の改訂
 自然環境保全分野の国際協力に関し，機構内外の共通認識醸成，効率的な事業展開，新たな資金メ
カニズムの検討，リソース確保，対外広報・発信の強化のため，
「自然環境分野の事業戦略 2015－
2020」を策定した（2014～2015 年度）。
②国際機関との連携強化
 森林・自然環境保全の促進に向けて，国際熱帯木材機関，アジア太平洋地域コミュニティ林業訓練
センター，国連気候変動枠組条約事務局，生物多様性条約事務局，ラムサール条約事務局などと定
期協議，連携強化を進めた。それぞれの知見をいかしたセミナーの共同開催，連携機関からの専門
家派遣による技術指導，国際会議等における共同発表などを行い，機構からの発信強化を行うとと
もに，協力の質の向上及び発信強化につなげた（2012 年度～2016 年度）。
 TICAD VI において，国連砂漠化対処条約事務局（UNCCD）
，ケニア政府，セネガル政府と共同でサ
イドイベント「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」を開催し，
その後ネットワークの構築や情報共有を推進すべく，UNCCD 事務局と共同宣言を発表した（2016
年度）
。
 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（2016 年度） 。
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３－２－４．環境管理（都市環境保全）
（1）主要な業務実績
①廃棄物管理能力の向上
 法制度整備（ソフト）
，設備整備（ハード）
，市民参加と環境教育，民間セクターとの連携を含む統
合的廃棄物管理体制の構築及び人材育成を実施した。
 日本の自治体の経験・知見を活用した技術協力を実施した（大洋州，スリランカ，インドネシア，
コソボ，パレスチナ，ドミニカ共和国，コロンビア等）
（各年度）
。特にパレスチナでは，招へい
等も通じ東京都の小規模自治体による廃棄物管理体制強化について理解を深めた結果，新国家廃
棄物戦略の改訂につながった。また，ドミニカ共和国では，複数の地方自治体による廃棄物管理
に向けた，自治体連合の形成につながった（2016 年度）
。
 日本と途上国の自治体の連携を進めるため，日本環境衛生センターと「アジア 3R 自治体間ネッ
トワーク会合」を共催した（2013 年度）
。
 タイ：工業地帯からの排出，移動量推計に関するパイロットプロジェクトを実施し，環境汚染物
質排出移動量登録制度の構築を支援した（2013 年度～2015 年度）
。
 スーダン：無償資金協力による収集施設整備と廃棄物収集の技術協力を一体的に行うことにより，
収集率が約 65%から約 80%に改善した（2016 年度）
。
 分類・回収体制，リサイクルシステムを含む 3R（Reduce, Reuse, Recycle）の体制構築を支援した。
 大洋州地域：リサイクル推進のための体制構築や協力隊員と連携した学校教育を通じて 3R を推
進した。その結果，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（2012 年度～2016 年度）
。
 モロッコ：収集･運搬能力向上，既存処分場の適切な管理による環境負荷を低減させるため，テ
ィズニット市の最終処分場の改善，環境教育を推進した（2015 年度）
。
 インドネシア：同国の「廃棄物管理法」の運用に必要な政省令等が十分に成立・機能していなか
ったが，支援を通じて必要となる政令・条例案がカウンターパートによって立案され，政策・戦
略策定能力向上に寄与した（2016 年度）
。
 モザンビーク：不法投棄問題の通報・改善システム等を確立した結果，回収漏れや不法投棄が減
少し収集率が向上したほか，
料金徴収に係る支援を通じて徴収率が 6 倍に増加した
（2016 年度）
。
 ホンジュラス：地方自治体レベルで完結するゴミ処理運営モデルが発足し，市民参加によるゴミ
削減とリサイクル促進が図られ，同国環境省にもモデルが認知された（2016 年度）。
②水環境管理能力の向上
 水環境管理に関する法制度構築支援と人材育成を実施した。
 ラオス，パレスチナ，ブラジル，ベトナム：日本の自治体の経験・知見を活用した技術協力を実
施した結果，パレスチナでは市レベルの下水道条例案が議会で承認された（2013 年度）。
 ベトナム：大阪市，北九州市，横浜市，神戸市との連携により実施機関の維持管理能力の向上を
支援した（2014 年度～2016 年度）
。
 衛生施設の整備と運営・維持管理能力の一体的強化を通じた衛生環境改善を支援している。
 インドネシア：ジャカルタにおいて技術協力で作成した M/P に基づく円借款による下水道整備を
支援した。また，技術協力プロジェクトを通じ，関連機関の組織間調整を目的としたワーキング
グループの立ち上げ，中期下水道整備改革の計画，下水道条例の策定に向け支援した（2012 年
度～2016 年度）
。
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 パレスチナ：無償で建設した処理場の維持管理技術を向上させ，各戸接続を拡大し，住民の意識
向上につなげている。また，先方機関が更なる接続促進のために独自予算を割り当てるなど，積
極的な取組を見せている（2014 年度～2016 年度）
。
 イラク：本邦技術活用条件（Special Terms for Economic Partnership：STEP）を適用した円借
款「クルド地域下水道整備事業（I）」により，処理場・管渠の建設に加え，3 年間の維持管理ま
で含めた事業の詳細設計・入札図書作成を支援した（2015 年度）
。
③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
 マレーシア：イスカンダル開発地域における 2025 年に向けた低炭素社会ブループリントを作成し
（2012 年度）
，その結果公式計画文書としてマレーシア政府に承認された（2013 年度）。
（2）戦略的な取組
①自治体・民間企業の知見の活用
 マレーシア：廃電気・電子機器リサイクルプロジェクトの実施により，廃家電の回収システムの制
度構築，中間処理実施に向けた政府の事業が拡大した。またパイロット的に実施した業務について
民間企業との協力関係が進展した（2012 年）
。
 フィリピン：日本の中小企業の汚泥脱水機の長期的な運用による効果の検証支援を行った結果有用
性が確認され，セブ地域の産業排水処理を扱う企業との商談が成立するとともに，複数企業からの
関心表明がなされた（2014 年度）
。
 ベトナム：ホーチミン市において，大阪市，積水化学工業株式会社が老朽下水管修復技術（SPR 工
法）に関する試験実証を実施し，その結果大阪市が提案する自治体連携無償において，同市におけ
る下水道管路更生工法を用いた老朽下水管の修復事業が付帯的に案件化された。また，ハロン湾で
は，滋賀県と協力して環境改善と観光振興に関する成功モデルとして「琵琶湖モデル」を紹介し，
これを基にハロン湾のグリーン成長政策の具体化に着手した（2015 年度）
。
 大洋州：焼却炉を所有しない志布志市が取り組む徹底的な分別による廃棄物の減量化（志布志モデ
ル）を用いた草の根技術協力事業を展開し，有機ゴミコンポストの運営維持管理体制の構築等につ
ながった（2016 年度）
。
 カンボジア：
「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」で，プノンペン都における下水・排水
の M/P の策定を支援した。
一般財団法人北九州上下水道協会からの専門家が M/P 策定に貢献し，
2016
年 1 月の北九州市－プノンペン都の姉妹都市提携に係る正式合意に間接的に貢献した
（2015 年度）
。
②水銀に関する水俣条約に基づく支援
 2013 年 10 月に採択された水俣条約に関する日本政府の支援策（2014～2016 年で 20 億ドル）の達
成に向けて，資金協力及び技術協力を通じてプロジェクトを実施した（2015 年度）
。
 ニカラグア，ウルグアイ：水銀分析能力向上と政策提言のための技術協力を行い，対象地域の水銀
汚染状況が把握されつつある。また水銀分析の技術移転を日本及び現地で実施し，水銀分析値の信
頼性が向上した（2015 年度）
。
 日本の経験を共有し，条約批准国の拡大を目的とした本邦研修を現地の NPO 法人，熊本県，環境省
と協力して実施した（2015 年度）
。
③TICAD VI
 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
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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（2016 年度）
。
④環境未来都市構想に沿った事業展開
 ニカラグア：富山市と連携した都市開発を推進し，環境未来都市としてコンパクトなまちづくりの
経験を共有した（2014 年度）
。
⑤持続可能な開発のための教育の推進
 「持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議」で環境教育教材を展示（2014 年度）
３－２－５．食料安全保障
（1）主要な業務実績
①人口増を見据えた食料安全保障の推進
 アフリカ稲作新興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）の促進やそ
の他食料安全保障に資する取組を実施した。その結果，CARD のサブサハラ・アフリカ地域全体での
米増産（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）目標に関し，収量
は 2014 年時点で 2,516 万トンまで増加し，目標の達成に向けて貢献した。
 国際農業開発基金（IFAD：International Fund for Agricultural Development）が選定するア
フリカ稲作支援の優良事例としてウガンダ，マダガスカルの 2 事業が選出された（2014 年度）。
 セネガル：国家米自給計画の策定支援と技術支援を通じ，作付面積 185％増，籾生産量 15％増，
燃料消費量 29％減，稲作農家所得 20％増，貸付制度へのアクセス改善等の成果を得た（2013 年
度）
。また，本協力で育成された農家が栽培した高品質のコメが，エボラ危機に陥った隣国ギニ
ア向けの WFP 緊急食糧支援に活用された（2015 年度）。
 ガーナ：天水稲作の新モデル普及により，農家の単位当たり収量が倍増し，農家の所得の大幅な
増加に貢献した（2014 年度）
。
 モザンビーク：改良稲栽培技術の改善や農民組織強化等の活動により，現地農民のオーナーシッ
プが向上し，収量増加や自律的な灌漑施設維持管理に発展した（2014 年度）。
 マダガスカル：稲作技術研修の拡大により，平均収量が過去最高を記録するとともに，研修参加
者が前年度比倍増した（2014 年度）
。
 タンザニア：コメ生産能力向上のための技術協力，灌漑開発のための円借款及び技術協力による
人材育成により，2018 年度のコメ生産量目標値を上回る生産量が実現した（2014 年度）。
 ケニア：稲作を中心とした営農体系を提案し，灌漑水管理のガイドラインの整備と普及を行った
結果，農家の所得が 136%増加した（2016 年度）。
 TICAD VI でサイドイベント「CARD の進捗と今後のアフリカにおけるコメの開発」を開催し，ア
フリカでの Green Revelution 等について紹介した。また，機構らのインプットに基づき，TICAD
VI 支援策に稲作技術の普及に関する目標が盛り込まれた。2018 年のターゲット年を控え，終了
時レビューの準備を行った（2016 年度）
。
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②気候変動に対応した持続可能な農業の推進
 気候変動の適応策として安定的な農業生産には灌漑開発が極めて有効であることに鑑み，アフリカ
を中心に①灌漑開発計画の策定，②灌漑施設の整備・改修（ハード），③灌漑人材・組織の育成（灌
漑技術者，水利組合）（ソフト）を組み合わせた支援を実施した（各年度）。
 ケニア：科学的な調査に基づく牧草地の持続的利用のための水源開発，家畜バリューチェーンの改
善，生計多様化促進を通じ，農民のレジリエンス強化を推進した（2012 年度，2014 年度）
。
 エチオピア：天候インデックス保険の導入により，農業生産の向上及びレジリエンス強化を推進，
エチオピア政府から高い評価を得た（2012 年度，2014 年度，2015 年度） 。
 ザンビア：支援した農家自らが建設した簡易堰による灌漑の結果，作付面積，農業産出額，農家の
農業所得が非灌漑と比較して改善したことが確認された（2016 年度）
。
③海洋資源の保全と持続可能な利用
 沿岸漁業の水産資源管理：バヌアツ，チュニジア，東カリブ島嶼国で，日本の漁民と行政の共同管
理の知見をいかした技術協力プロジェクトを実施し，漁民組織及び水産局の能力強化，漁業情報の
収集，水産資源管理計画の作成等を支援した（各年度）。特にチュニジアで支援した漁民による協
働管理手法は，支援した 7 か所全てで半数以上の漁民が参加して実践されている（2016 年度）
。
 内水面養殖の振興：ラオス，カンボジア，ミャンマー，マダガスカル，ベナンで，機構が確立した
農民間研修アプローチに基づく技術協力プロジェクトを実施し，養殖生産者と生産量を増加させた。
特にミャンマーでは農民間普及方式による内水面養殖を支援した結果，生産量が約 80 トン増加し，
成功事例としてアフリカでの普及を図っている（2014 年度～2016 年度）
。
 養殖の持続性向上のための研究開発：タイとパナマで日本の大学が有する最先端の知見を活用した
支援を実施し，バイオテクノロジーによる品種改良やマグロの人工種苗生産等の研究開発を行った。
特にタイで支援したエビ類の魚病の診断法はその後同国内で広く活用されたほか，国際獣疫事務局
で国際的な診断法として採用された（2014 年度～2016 年度）
。
 フード・バリューチェーンの構築：セネガルで水産資源の共同管理促進に資する水産物のバリュー
チェーン開発の技術協力（開発計画調査型技術協力）を行い，水産物の品質向上やセネガル独自の
エコラベルの制度設計等を支援した（2014 年度～2016 年度）
。
（2）戦略的な取組
①食料安全保障の推進に向けた他の援助機関等との連携推進
 WFP との連携：稲作振興，レジリエンス，栄養等における連携強化に合意した（2014 年）
。
 FAO との連携：食料安全保障，栄養改善，自然資源管理，農村開発分野等での業務協力協定を締結
した（2013 年）
。またアフガニスタンにおける農業灌漑牧畜省の体制強化，口蹄疫に関する対策支
援の分野で連携して協力を実施した（2014 年）。
 IFAD との連携：ザンビア，ナイジェリアでの連携に向けた協議を実施した（2014 年度）。マラウイ，
ザンビア，ナイジェリアで稲作・灌漑事業での連携協力を実施した（2015 年度）
。
 AU との連携：アフリカ開発のための新しいパートナーシップ（The New Partnership for Africa's
Development：NEPAD）計画調整庁と業務協力協定を締結した（2014 年度）
。
 国際農業研究グループ（CGIAR：Consultative Group on International Agricultural Research）
との連携：連携強化に向けた協議を開始（2015 年度）
，連携協力覚書を締結し，CGIAR の個別研究
センターとのネットワーク強化のための協議を行った（2016 年度）
。
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 アフリカにおける食料安全保障と栄養に関する取組強化に向け，NEPAD，FAO，IFAD，WFP，米国国
際開発庁（USAID）
，CGIAR，世界銀行，UNICEF，UNDP，ゲイツ財団等と協議を開始し（2015 年度）
，
TICAD VI で「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）」を立ち上げた（2016 年度）
。
 JAXA との連携：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
た調査研究を実施し，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（2016 年度）
。
②機構の取組の国際的な発信
 G8 における「食料安全保障と栄養のためのニューアライアンス」における検討作業，モザンビー
クでの協力枠組取りまとめに参画した（2012 年度）。
 「第 3 回国連防災世界会議」で食料保全に向けた農業支援やレジリエンス強化の取組を発信した
（2014 年度）
。
 世界銀行が主催する「土地に関する国際会議」
（2014 年 3 月，15 年 3 月）や，国連世界食料安全保
障委員会が主催する「責任ある農業投資」に関する会合（2015 年 3 月）のパネル討論に参加し，
モザンビークでの取組を発表した（2013 年度，2014 年度）。
 日本の経験を国際的に発信するため，
「不毛の地」と呼ばれていたブラジルセラード地帯を世界有
数の一大穀倉地帯と変えた日伯セラード農業開発協力事業（PRODECER）（1979－2001）に関し，社
会経済インパクト調査研究を実施した。（2015 年度，2016 年度）
３－３．中期目標期間評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｓ
根拠：防災分野では，仙台防災協力イニシアティブの目標である「4年間（2015年～2018年）で4万人
の能力向上」に対して2016年度までに39,776人を育成し，ほぼ半分の期間に前倒しして目標を達成し
た。2015年の第3回国連防災世界会議では情報発信を積極的に行った結果，より良い復興（BBB），防
災主流化等の日本の主張が取り入れられたほか，仙台防災枠組2015－2030の7つのグローバル・ター
ゲットの指標・用語策定では援助機関や各国政府の議論を主導し，機構の提案が全て取り入られる等，
国際的な援助潮流づくりに寄与した。さらに，タイ洪水被害（2012年度），フィリピン台風被害（2013
年度），ネパール地震被害（2015年度）ではこれらの考え方を実践し，緊急援助及びその後のシーム
レスな復興支援を展開し，ネパールではBBBコンセプトが復興に取り入れられるに至った。さらに，
国連国際防災戦略事務局（UNISDR），世界銀行，UNDP等，防災支援に関与する主要国際機関と連携し，
国際的な援助潮流の形成を主導しつつ，仙台防災枠組の実現に向けた取組を推進した。
気候変動分野では，二国間クレジット制度や国が決定する貢献（INDC）策定・実施促進等において
2015年度から2016年度末までに計5,100人の人材育成を行い，日本政府の気候変動分野の人材育成に
対するコミットメント達成に貢献した。特に，二国間クレジット制度（JCM）については継続的な取
組が奏功して2016年度にインドネシアで史上初のクレジット発行に至っている。さらに，「攻めの地
球温暖化外交戦略（ACE）」，「美しい星への行動（ACE）2.0」に掲げられた開発途上地域支援のコ
ミットメント達成や，パリ協定の実施に貢献した。国連気候変動枠組条約の締約国会議（COP）等の
国際会議でもサイドイベント等の開催を通じて，日本政府の実績発信に貢献した。
自然環境分野では，行政組織及び行政官の能力向上に向けた人材育成を行い，住民参加型・協働型
の生態系管理の手法，制度の開発と普及実践に取り組んでいる。また，13か国でREDD+を支援すると
ともに，日本においても「森から世界を変えるREDD+プラットフォーム」を設立し，民間企業が世界
の森林保全に取組む上での情報交流拠点を運営し，2016年度には加盟企業数が84社まで増加した。加
えて，JAXAとの連携による地球観測衛星を利用した違法伐採広域監視システムのデータを公開し，国
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連気候変動枠組条約のCOP21及びCOP22で発表するとともに森林ガバナンスの取組やバッファーゾー
ン管理を通じた生物多様性保全の取組等を国際社会に発信し，外部から評価を得た。
環境管理分野では，スーダンをはじめ各国において廃棄物の収集率や回収料金の徴収能力の向上や
3Rの普及等の開発効果につなげるとともに，マレーシアではイスカンダル開発地域における2025年に
向けた低炭素社会ブループリントを作成し，その結果公式計画文書として承認されるなど，高い評価
を得るにつながった。加えて，ベトナムでの大阪市が提案する下水道管路更生工法用いた案件の形成，
パナマでは横浜市の協力による下水処理施設運営管理，サモアでは志布志市による廃棄物減量化を実
施する等，日本の技術を用いた自治体による協力を展開した。また，TICAD VIの機会を捉えてアフリ
カ各国，国際機関，日本の自治体とのネットワークをサイドイベントの開催等を通じて強化し，2017
年4月の「アフリカのきれいな街プラットフォーム」の正式発足に主導的な役割を果たした。
食料安全保障では，コメ生産に係る技術協力支援により，アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）
の目標である2018年までに2,800万トンのコメ増産に貢献し，日本の技術協力が国際的にも高い評価
を得た。また，気候変動の適応策にもつながる対策として，灌漑に関するソフト・ハード両面からの
支援を展開し，加えて天候保険など農民のレジリエンス強化にも貢献した。
以上のとおり，仙台防災枠組や気候変動枠組への国際的な貢献等，中期計画における所期の目標を
上回る顕著な成果を上げており，「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評価の基準について」（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（目標策定以上に想定した以上の政策実現に対する寄与）を満たしてい
ることから，全体として所期の目標を質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。
＜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。
３－４．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜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，特に以下の実績が認められる。
１．防災
仙台防災協力イニシアティブの目標である「4 年間（2015 年～2018 年）で 4 万人の能力向上」に対
して 2016 年度までに 39,776 人を育成し，ほぼ半分の期間に前倒しして目標を達成した。同イニシア
ティブが発表された 2015 年の第 3 回国連防災世界会議では，日本の防災の知見と機構が事業より得
た教訓・ノウハウの整理に取り組み，政府交渉団のメンバーとして準備会合に積極的に参加したり，
閣僚級円卓会議や個別セッションにおいて理事長や役職員が積極的な提案を行った結果，より良い復
興（BBB）
，防災主流化等の日本の主張が取り入れられたほか，仙台防災枠組 2015－2030 の 7 つのグ
ローバル・ターゲットの指標・用語策定では援助機関や各国政府の議論を主導し，機構の提案が全て
取り入られる等，国際的な援助潮流づくりに寄与した。
また，タイ洪水被害（2012 年度）
，フィリピン台風被害（2013 年度）
，ネパール地震被害（2015 年
度）では，緊急援助及びその後のシームレスな復興支援を展開し，ネパールにおいては BBB コンセプ
トが政府方針に取り入れられる等，BBB の展開に貢献する重要度の高い成果を上げたと評価される。
２．気候変動
2014 年 9 月の気候サミットで日本政府が表明した気候変動分野人材育成コミットメント（3 年間で
1 万 4,000 人）について，2014 年 9 月から 2016 年度末までに 5,100 人の人材育成に貢献した。また，
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二国間クレジット制度（JCM）については，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，2016 年度にインドネシアで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，各国の気候変動対策の実施促進に大きく貢献し
た。加えて，
「美しい星への行動（ACE）2.0」等我が国政府による貢献策の検討に際し，必要な情報・
資料の提供を行ったほか，同貢献策等の開発途上地域支援のコミットメント達成や，パリ協定の実施
に貢献した。国連気候変動枠組条約の締約国会議（COP）等の国際会議でもサイドイベント等の開催
を通じて，日本政府の実績発信に貢献した重要度の高い成果として評価される。
３.自然環境
自然環境分野への取組として，開発途上国の行政組織及び行政官の能力向上として 5 年間で 1 万
2,774 人の人材育成を行った。我が国政府が取組を進める「持続可能な森林管理を通じた地球温暖化
対策（REDD+）
」の実施に向けて，13 か国に対して支援するとともに，日本においても「森から世界を
変える REDD+プラットフォーム」を設立し，民間企業が世界の森林保全に取組む上での情報交流拠点
を運営し，REDD+の国内での取組推進に貢献した。さらに，JAXA との連携による地球観測衛星を利用
した違法伐採広域監視システムのデータを公開し，COP21 や COP22 等で発信したことで，我が国メデ
ィアや国際社会でも，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であるとして高い評価を得た。
４．環境管理
マレーシアで低炭素化社会構築のための仕組みづくりの協力を行い，先方政府内での公式計画文書
として承認される（2013 年）など，高く評価されたことに加え，ベトナム等では，老朽下水管の修復
事業や，ハロン湾のグリーン成長政策の具体化への着手等の日本の自治体と連携した協力を展開した
ことは，外部の関与も得て発現した成果として評価される。また，TICAD VI においてアフリカ各国，
国際機関，日本の自治体とのネットワーク連携強化に取組み，2017 年 4 月の「アフリカのきれいな街
プラットフォーム」の正式発足に主導的な役割を果たした。
５．食料安全保障
食料安全保障では，コメ生産に係る技術協力及び資金協力を行い，TICAD IV にて発表された「アフ
リカ稲作振興のための共同体（CARD）
」イニシアティブである 2018 年までに 2,800 万トンのコメ増産
を達成する目標に対して，2014 年時点で 2,516 万トンまでの増加に貢献し，日本の技術協力が国際的
にも高い評価を得た。また，気候変動緩和策にもつながる取組として，灌漑に関するソフト・ハード
両面からの支援を展開し，加えて天候保険の導入など農民のレジリエンス強化にも貢献した。
以上を踏まえ，仙台防災枠組における目標期間を前倒しての達成や気候変動枠組への貢献等顕著な
成果に加えて国際的な高い評価を得る成果も上げており，各年度評価においても 2014 年度のＳ評定
を含む過半の年度においてＡ評定相当以上と計画を上回る成果を上げていることから，全体として所
期の目標を上回る成果が得られていると認め，「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞
SDGs や日本政府の政策目標達成に向け，引き続き着実な事業形成と実施が行われることを期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・地球規模課題への対応については 2012 年度は「Ｂ」相当と理解するが，防災分野における日本の
経験に対する国際社会からの高い期待に応える形で取組がなされてきたこと，2016 年度には廃棄物管
理など都市環境改善において国際的プラットフォームと政策，現場での具体的アクションをつなぐ取
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組が始まっていることを評価する。したがって，期間実績評価は「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

ODA 大綱，開発協力大綱，各年度国際協力重点方針，国家安全保障戦略，女性・
平和・安全保障に関する行動計画

策・施策
当該事業実施に係る

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

根拠（個別法条文等）
関連する政策評価・

外務省政策評価事前分析表

24/25/26/27/28-Ⅵ-1（2012～2016）経済協力

行政事業レビュー

行政事業レビューシート番号 0002/0098/0093/0098/0127（2012～2016）

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 1）
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 1）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
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
（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。
主な評価指標
（定性的指標）平和構築への取組状況
３－２．業務実績
指標 4-1 平和構築への取組状況
1. 体制の強化と事業の質の向上
 社会基盤・平和構築部内に平和構築・復興支援室を設置し本部実施体制を強化した（2014 年度）。
 ミャンマー，ソマリア，スーダン（2012 年度），シリア（2013 年度）で平和構築アセスメント
（PNA：Peacebuilding Needs and Impact Assessment）を実施，2016 年度はミャンマー，シリ
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ア，ミンダナオ（バンサモロ地域）を改訂し，またコロンビアの改訂にも着手した。PNA で得
られた知見活用を定着すべく，開発協力適正会議に向けた準備のための機構内作業要領を改訂
した（2015 年度）
。
 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
した（通期）
。また，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，評価・モニタ
リング等に関する意見交換を実施した（2015，2016 年度）。
 PNA ハンドブックを，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（2014，2016 年度）
。
 テーマ別評価「平和構築」を実施し，過去の案件の教訓を横断的に整理，知見として活用しや
すいよう加工して機構内で共有した（2015 年度）
。
 国連地雷対策サービス部（UNMAS：UN Mine Action Services）との共催により，国連本部にて
「地雷対策支援セミナー」を開催，カンボジアとラオスの地雷・不発弾除去機関の代表者の登
壇を支援した結果，係る活動における当事国自身の強いイニシアティブの重要性が参加者に改
めて確認された（2015 年度）
。
 プロジェクト研究「長期化する難民状況」を実施，報告書を作成した（2016 年度）。
 課題別指針「平和構築支援」を改訂した（2016 年度）。
 「長期化した難民」に関する課題に関し，ラウンド・テーブル会合に出席，機構の取組に関す
るプレゼンテーションを実施した。また国連難民高等弁務官事務所（UNHCR：United Nations High
Commissioner for Refugees）
，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
資金協力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（2015，2016 年度）。
2．平和構築重点対象国・地域に対する支援
 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，紛争
再発予防・平和の定着に貢献した。
 社会・経済開発支援事業（J-BIRD：Japan-Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and
Development）の実施や，ミンダナオ国際監視団への要員の継続的派遣により，フィリピン政府
及びモロ・イスラム解放戦線（MILF：Moro Islamic Liberation Front）から厚い信頼を得なが
ら和平プロセスの促進を行った結果，
「和平プロセスのための枠組み合意」が締結された（2012
年度）
。
 地道な協力が結実して「バンサモロ包括和平合意」締結に貢献するとともに，バンサモロ自治
政府設立に向け早期に平和の配当を実感させるための協力を計画した（2013 年度）。
 新自治政府設立に向けた課題に関する議論を促進することを目的にミンダナオ平和構築セミナ
ーを広島市で開催するとともに，広島大学，広島県との連携による自治政府人材育成支援を行
った（2014～2016 年度）
。
 大統領選挙を跨いで和平プロセスが一時停滞したものの，コミュニティ共有の小規模インフラ
の整備（学校校舎，コミュニティホール，農業用倉庫等），住民の生計向上支援や道路整備（農
村と市場を結ぶ道路）
，中期的な開発計画策定支援，末端行政機関の能力強化等，重層的な開発
支援を行い，社会の安定に貢献した（2012～2016 年度）
。なおバンサモロ開発庁（BDA）を仲立
ちとした農業生産性向上支援の結果，BDA が独自に技術普及を開始する等の成果につながった
（2012～2016 年度）。また，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，BDA とムスリム・ミンダナオ自
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治区政府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た（2015，
2016 年度）
。
 人々の和平への気運が頓挫することのないよう，経済的な安定・発展を目指し，一次産品を核
とする産業振興への技術支援のほか，アグリ・ビジネス振興のための円借款供与（49.28 億円）
や，電力組合による配電事業改善のための無償資金協力（7.71 億円）を実施し，民間セクター
の活性化を支援した（2016 年度）
。
 ミャンマーに対し，和平や計画策定プロセス促進に向けた支援を展開した。
 新政権発足後，他ドナーに先駆けてカレン地域の難民帰還支援，和平プロセスの促進と少数民
族地域の開発モデルの構築を推進した（2012 年度）。
 地域に住む少数民族，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（2013～2016 年度）
。
 アフガニスタンに対して，治安情勢により事業現場へのアクセスの制約がかかり，事業展開の難易度
が高い状況のなかで，第三国からの遠隔操作などの工夫をしながら継続的に支援を実施した。
 カブール市の急激な人口増に起因する都市環境や治安状況の悪化が懸念される中，新首都圏開
発を通じた都市環境の維持に取り組んだ（2012 年度）。
 アフガニスタン政府機関の中核人材育成のため，本邦の大学での受入を実施する「未来への架
け橋・中核人材育成プロジェクト（PEACE）
」により 2011 年から 2016 年 1 月までに累計 514 人
を受け入れて当初目標の 500 名を達成した。221 人が学位を取得してアフガニスタンに帰国し
ており，帰国研修員の 88%が復職して政府で活躍している（2012 年度～2016 年度）
。
 水文・気象情報管理や識字教育の分野において，アフガニスタン政府機関の能力強化を継続し
て支援した（2012～2016 年度）。また日本人の渡航に制限がかかる中，本邦・第三国での研修
やインドなど第三国にカウンターパートを招き専門家とのミーティングを開催する等の工夫を
施すことで，事業を継続的に実施した。また，上記 PEACE にカウンターパートが参加し，帰国
後はプロジェクトの中心メンバーとして後進の指導に当たっている（2015 年度，2016 年度）。
 カブール市東西バイパス道路やバーミヤン空港改修において，他機関との連携，第三国での会
合や研修，
遠隔によるモニタリングの実施等の工夫を通じ，継続的な支援を行った（2014 年度）。
 トルコ警察の協力を得て，アフガニスタンの女性警察官に対する研修を実施，同研修において
女性被害者保護等に関する参加型ワークショップ開催のため邦人専門家を派遣した（2014 ～
2016 年度）
。
 コロンビアの紛争被害者，地雷被害者等に関する支援を実施，また地雷除去にかかる支援も開始した。
 社会的弱者の所得向上に裨益する一村一品運動を，国内避難民の多い貧困地域も含めて推進
（2012～2016 年度）。地雷被災者，紛争被災者を含む障害者の生計手段獲得，社会復帰，社会
参加を支援した（2013～2016 年）。また，国内避難民の帰還，土地返還を促進するため土地情
報システムのセキュリティ管理能力強化を支援した（2012～2016 年度）。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，迅速な支援として地雷除去にかかる第三国
研修開始にむけた協議を，カンボジア地雷除去機関の協力を得て実施した。また，土地返還促
進に関しては，農業技術支援を通じて住民の帰還・定住をさらに着実なものとするため，2017
年度初めからの専門家派遣準備を進めた（2016 年度）。
 中東地域の安定化への貢献
 シリア：同国からの難民を対象として，将来の復興支援や平和構築に貢献する人材の育成を目
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的とする本邦における中核人材育成事業「シリア平和への架け橋・人材育成プログラム」を，
UNHCR と連携しつつ開始した（2016 年度）。
 シリア周辺国：シリア難民の急増により大きな負荷がかかっているホストコミュニティ支援と
して，ヨルダン，トルコ，レバノンに対し，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（2013～2016 年度）。ヨルダンのシリア難民キャンプにおいては，青年海外
協力隊の派遣や，短期の職業訓練（電気設備）等の支援も行い，長期化しているキャンプでの
生活を支援している（2013 年度～2016 年度）
。また難民の流入により財政が逼迫するヨルダン
政府に対する開発政策借款や，イスラム金融債発行に向けた支援を実施し，財政負担の軽減や
難民へのサービス供給維持につなげた。同スクーク発行によりヨルダン政府は「IFN Deals of
the Year 20163」のソブリン部門賞を受賞した。（2016 年度）
。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あり方に関する議論等に参画した（2015～2016 年度）。またト
ルコで行われた世界人道サミットにおいて，外務省，UNHCR，UNDP と共に人道支援と開発支援
の連携を主題とするサイドイベントを実施し，シリア周辺国での機構の支援経験を発信した
（2016 年度）
。
 イラク：港湾セクター復興事業，発電所改修事業等（円借款）を実施（2014 年度）。衛生環境
改善のためのクルド地域下水処理施設建設事業（1），慢性的な電力不足状況改善と電力の安定
供給を図るため電力セクター復興事業（フェーズ 2）をそれぞれ開始した（2015 年度）
。財政改
革開発政策借款を実施，世界銀行と連携しながら財政改革を支援し，イラク財務省の組織改革
につなげた（2016 年度）
。また，国内避難民の帰還を促すために重要な地雷除去対策に関し，
カンボジア地雷対策センターの協力を得て，25 名を対象とした第一回研修をカンボジアで実施
した
（2016 年度）
。
簡易爆弾除去については，
ヨルダンの協力を得て 48 名の研修を実施した（2015
～2016 年度）
。
 パレスチナ：東アジア諸国による対パレスチナ研修等を実施するためのイスラム開銀信託基金
設立を支援した（2014 年度）。パレスチナ自治政府の財務状況改善のためのプロジェクトを実
施し，固定資産税徴収システム改善に向けた取組を行った。さらに，地方自治体の連合体によ
る廃棄物管理能力の向上を支援した（2015 年度）。西岸地区のパレスチナ難民キャンプを対象
として，生活環境の改善を幅広い住民の参加を得て検討・実施する取組への支援を開始した
（2016 年度）
。
 アフリカ紛争国に対する支援の実施
 南スーダン：道路橋梁等の基礎インフラ整備や政府の能力向上（人材育成）等の平和の定着へ
の協力を実施（2012 年度），ウガンダから南スーダン国境までの物流の改善を目的とした国際
道路改修工事（円借款）を開始（2013 年度）。ジュバ市の水供給システム改善に向けた無償資
金協力を実施（2015 年度）
。
 コートジボワール：紛争終結後，人口が急増したアビジャン都市圏を対象とした各種支援を実
施。都市でのインフラ整備の基礎となるデジタル地形図や地理情報システムデータベース作成
支援，国家技術研究開発局・地形図リモートセンシングセンター職員の能力強化を行った。無
償資金協力「日・コ友好交差点改善計画」等，紛争時の衝突で多数の死傷者を出した地域では
3
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ム金融取引に贈られる賞。
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女性・若者グループなども加わった住民参加型でのインフラ整備事業により，包摂的なコミュ
ニティ内の協働体制を構築した（2015～2016 年度）。紛争中に 10 年間公共サービスが停滞した
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・建替えを行いつつ，地方行政官の人材育成を行った（2014～2016 年度）。
 ウガンダ：国内避難民の帰還が進んだ北部アチョリ地域において，地方行政官のコミュニティ
開発計画に関する予算管理や，透明性・公平性・包摂性に配慮した計画策定・事業管理に関す
る能力向上を図った（2012～2015 年度）。その成果を活用し，周辺国からの難民流入の影響の
ある西ナイル地域を含めた地方行政の能力強化支援を開始した（2016 年度）
。UNHCR との連携の
もと，北部，西部の難民（南スーダン，コンゴ民からの難民）居住地にて，ホストコミュニテ
ィの住民と難民の双方を対象とした稲作研修を実施した（2014～2016 年度）。南スーダン情勢
の悪化に伴い，北部への難民流入が急増したため，ホストコミュニティへの影響緩和のための
調査も開始した（2016 年度）
。
 ザンビア：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
統合プロセスへの支援を開始。担当部局の行政官の本邦研修受入に加え，2017 年度からのアド
バイザー型専門家派遣及び無償資金協力の案件形成に係る準備を進めた（2015，2016 年度）。
 ソマリア，マリ：TICAD V の公約に基づき，ソマリア，マリへの支援を再開した（2014 年度）
。
ソマリアについては，治安による渡航に制約がある中，FAO と連携して研修員を人選し，第三
国にて水産及び建築に係る研修を実施，マリについても隣国セネガル等での第三国研修を形成
した（2016 年度）
。
 シエラレオネ：エボラ出血熱の流行（2014 年）を抑え込む措置として人々の集会や移動が制限
されたことにより停滞してしまった地方開発事業の再興について，パイロットプロジェクトを
通じて県の取組を支援，事業選定基準の明確化や調達の効率化など，行政プロセスの効率化や
アカウンタビリティの向上に貢献した（2016 年度）。
 スーダン：南スーダンやダルフール地方からの難民，国内避難民の流入により人口が急増して
いる南部コスティ市の浄水場の老朽化対策，給水施設の維持管理を担う人材育成を無償資金協
力（2016 年度に G/A 締結）及び技術協力によりソフト・ハード両面から支援した（2016 年度）
。
またダルフール 3 州（南，北，西の各ダルフール州）の行政機関の，公共サービス提供能力強
化支援を実施した（2015～2016 年度）。
 TICAD VI における「平和と安定」分野での貢献として，英国（英国政府及び同国国際開発省
（DFID）
），国際赤十字委員会（ICRC：International Committee of the Red Cross）と共同で
サイドイベントを開催。ジェンダー平等と女性のエンパワーメントへの支援が，平和な社会を
構築する上で欠かせない事を発信した（2016 年度）。
3．安定・安全への脅威に対する対応
 海上保安分野への各種協力の実施
 ソマリア沖における海賊行為防止のため，東アフリカ諸国における協力の可能性を調査し，ジ
ブチを対象とする海上保安の技術協力プロジェクトを立ち上げた（2012 年度）。
 インドネシア，マレーシア，フィリピン，スリランカ，ジブチで海上保安支援を行った（2013
年度，2016 年度）
。
 海洋空間の安全に関わる行政官の能力向上のため，課題別研修「海上保安実務者のための救難・
環境防災コース（2012 年度～2015 年度）」「海上保安政策プログラム（2015 年度）
」を実施し，
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海上保安に必要な各分野の理解向上とネットワークの構築に貢献した。マレーシアでは「海上
保安実務能力及び教育訓練制度向上プロジェクト」によりマレーシア海上法令執行庁の能力強
化を図った（2013 年度～2015 年度）
。
 海上保安政策の企画立案に係る高度な能力の養成を目的として政策研究大学院大学・海上保安
庁・日本財団と協働で開始した「海上保安政策プログラム」によりインドネシア・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 名を受入れ，全員が修士号を取得し帰国した
（2016 年度）
。
 治安維持能力強化に向けた各種協力の実施
 ニジェール：治安維持能力強化に関する UNDP との連携案件を形成，実施した（2014 年度）
。
 ブラジル：過去の協力の成果である「地域警察」の全国展開を目的としたプロジェクトを開始，
交番制度の普及を促進した（2014 年度）
。
 本邦研修やインドネシアの技術協力プロジェクト等，サイバーセキュリティ能力向上を目的と
した協力を実施した（2013 年度～2016 年度）
。
 コンゴ民主共和国：組織能力強化に関する警察の幹部職員研修や元司法警察官の統合のための
長期研修（3～6 か月）を実施，併せて UNDP との連携による普及担当官向け研修を実施し，警
察機関の総体的な治安維持能力の向上を支援した（2014～2016 年度）
。
 アンゴラ：地雷除去機関の機材管理能力強化のための専門家派遣（2012 年度，2014 年度）
，フ
ォローアップとしてカンボジアでの研修（2015 年度）を実施した。
 カンボジア，ラオス：カンボジア地雷対策センター（CMAC：Cambodian Mine Action Centre）
の活動に対し，機材更新のための支援を実施（2015～2016 年度）。またラオス，アンゴラ，イ
ラクを対象とした研修を，この分野での国際的なリソース・センターとなりつつある CMAC の協
力によりカンボジアで実施した（2012～2016 年度）。コロンビアにおいては CMAC との共催によ
る地雷除去セミナーを開催し，両国のネットワーク強化と 2017 年度以降の研修開始に向けた準
備に貢献した（2016 年度）
。ラオスにおいては，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（2012～2016 年度）
。
 フランス語圏アフリカ（8 か国）
：国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI4）の協力を得て，各
国の警察官，検察官，公判判事，予審判事を対象とした刑事司法プロセスの適正化・効率化・
迅速化，各国の自立的な刑事司法制度の改善に関する研修をコートジボワールで実施した（2015
年度）
。各国の能力向上に加え，国境を越えた司法ネットワーク構築にも貢献した。また司法ア
ドバイザー専門家の派遣によりコートジボワールの司法人材育成や被害者相談コールセンター
設置を支援した（2015 年度，2016 年度）
。
 コートジボワール：UNDP，国連コンゴ民主共和国安定化ミッション（MONUSCO5）との連携に基
づき警察官の能力強化研修を実施した（2014 年度）。
 マリ：国連 PKO ミッションの警察部隊と連携し，テロ・組織犯罪に関する研修を開催した（2016
年度）
。
 テロ対策関連協力の実施
 課題別研修「国際テロ対策」
（2012～2016 年度），
「サイバー犯罪対処能力向上」
（2015～2016 年
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度）を実施し，参加者間の協力関係の構築や情報交換を行った。
4．信頼醸成・民族融和，民主化，コミュニティレベルでの紛争調停への支援
 ボスニア・ヘルツェゴビナ：全国の総合高校 59 校の IT 教室を整備し，同分野の教員研修を実施して，
IT 教育における 3 民族共通のカリキュラムの導入を推進，正式に認証され，これが他のカリキュラム
の共通化モデルとされた（2015 年度）
。この成果を受けて，初等・中等の体育教育カリキュラムの 3
民族共通化と，普及にかかる支援を開始した（2016 年度）
。また，行政官が紛争中に対立した複数の
民族に公平に生計向上事業を実施するよう，事業情報を住民へ開示するシステムを構築し，農業生産
性の向上，受益者の所得向上，公平な受益者選定プロセスにより民族間の関係改善に寄与する支援を
行った（2012～2016 年度）
。
 ウクライナ：「民主主義の回復支援パッケージ」として行政と立法の関係者を日本に招き，ウクライ
ナの安定化と国内改革支援を実施した（2014 年度，2015 年度）
。汚職対策・取締りを担う内務省，大
統領府，国家汚職対策局，国家警察庁等の行政官 7 名を対象とした本邦研修を実施した（2016 年度）
。
 ネパール：紛争の影響により政治的な対立につながりやすくなっているコミュニティ内の争議事項を
早い段階で民主的に解消することを目的とした「コミュニティ調停」を支援する技術協力を実施した
結果，
「コミュニティ調停ガイドライン」の政府内承認プロセスにつながった（2012～2016 年度）。
 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・セ
ルビア系双方から研修員を選んで本邦研修を実施。地方振興の事例を多数見学させ，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（2016 年度）。
 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，住民からの聞き取りを含む基礎調査を実施，紛争予防配慮を
行うために必要な情報を整理し，案件の計画に反映した（2016 年）。
３－３．中期目標期間評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定： Ａ
根拠：紛争後，あるいは紛争の周辺国として様々な課題を抱えている国々において，紛争を再燃させ
ないため，政府の基礎的能力の構築及び社会統合・エンパワーメントに向けた様々な取組を実施した。
特に，地方行政の能力強化，社会資本の整備，コミュニティのレジリエンス強化に焦点を当てた取組
を多くの国で展開し，またメディアの強化や民主化の促進，司法や警察・海上保安の能力強化，教育
分野における民族融和促進，農村部における生計向上，コミュニティレベルでの平和的な紛争解決能
力の醸成，産業振興，元難民の現地統合支援など，バリエーションに富んだ形で，各国のニーズをす
くい上げて事業を実施した。
各案件の実施プロセスにおいては，公平性・透明性・包摂性への配慮を進めており，個別案件のレ
ベルで具体的な成果が確認されるようになってきている。紛争予防配慮においては，包摂性や公平性，
透明性等への配慮は特に重要であるため，ベースライン調査等を踏まえて，紛争を再発させない，あ
るいは積極的に平和と安定を構築するための配慮を行っている。また，係る視点を事業プロセスに確
実に反映するため，機構内の作業要領を一部改訂する業務改善も行った。
アフガニスタン，イラク，ソマリアなど，安全対策上，邦人の立入りを制限している場合は事業実
施の難易度が高いが，これまでの協力によって築いた先方機関との関係をいかし，あるいは国際機
関・NGO 等との協力の下，第三国や本邦での会合・研修や，邦人の極めて短期の出張等の手段を駆使
して事業を継続し，成果を上げた。特に，アフガニスタンに対しては本邦の大学に政府の中核人材を
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受入，育成する事業「未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト（PEACE）」を実施し，88%の帰国
研修員が政府に復職して活躍している。治安が悪化している状況下では，住民へのサービス提供の支
援窓口を NGO 等とする支援機関が多くなるため行政のサービス提供能力が相対的に低下し，住民から
行政への信頼が失われることにつながりやすく，結果として国家の統治機能の更なる低下，社会の不
安定を助長する可能性がある。行政を支える支援を継続的に行う機構の支援は，それを防ぐものとし
て先方政府より高く評価されている。
急激に増大したシリア難民を受け入れている周辺国に対する支援は，トルコ，ヨルダンを中心に，
難民受入による財政やインフラの負荷軽減のための支援を推進した。2015 年度に発生した欧州への大
量のシリア難民の流入により，国際場裡でこれまで以上に活発に議論や検討が進められている人道危
機対応への人道機関・開発機関の関与のあり方については，研究所にて研究を進めるとともに，
DAC/INCAF（開発援助委員会・紛争と脆弱に関する国際ネットワーク）
，世界人道サミット，TICAD VI
等にて経験と知見を発信し，サイドイベントを他ドナー・国際機関と共催するなど，連携強化にも努
めた。またシリア難民問題のみならず，アフリカにおける難民状況の長期化（ザンビア，ウガンダ等）
や，南スーダン難民（主にウガンダ）への対応も進めた。
テロ事案の発生が増加傾向にある西アフリカ諸国を中心として，司法・警察分野での支援を強化し，
個々の国々の能力強化だけでなく，捜査等に必要な近隣諸国間のネットワーク構築にも貢献してい
る。テロ対策については，課題別研修での対応等で支援を行うほか，警察に対する研修を複数国で行
った（コンゴ民主共和国，アフガニスタン，コートジボワール等）。また日本政府，機構が長年支援
してきたカンボジア地雷除去センターは，この分野での国際的なリソース・センターに成長しており，
独自にイスラエルから地雷犬チーム派遣依頼を受けるなど活動の場所を広げている。機構が支援する
南南協力においても，イラクやアンゴラ，コロンビア等，経済的には上位の国を対象として質の高い
研修を実施しており，各国から高い評価を受けている。
以上より，治安情勢等により現地での活動が制限されるなど事業実施の難易度が高い場合も多いな
か，当該国の事情を踏まえて様々な分野に対して実施の工夫を伴って事業を実施して成果をあげたと
判断されることから，全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られたと評価する。
＜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，
平和で安全な社会や国際環境の構築に向け，法執行機関等の機能強化や安全なサイバー空間の実現等
に向けた支援や，難民・国内避難民の発生・長期化への対応にも取り組む。
３－４．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
平和構築への取組については，期間を通じて，アフガニスタンやイラク等，安全対策上事業実施の
難易度が高い地域において，これまでの協力において築いた先方機関や国際機関・NGO 等との連携を
行うとともに，第三国や本邦での会合・研修や，日本人職員等の短期出張等の手段を駆使して事業を
継続し，成果を上げた。また，事業の対象分野もメディアの強化や民主化促進，司法や警察の能力強
化など各国のニーズに沿った形で展開した。
特に，アフガニスタンに対しては日本の大学に政府の中核人材を研修員として受入れ，育成する事
業において期間を通じて平均 88％の研修員が帰国後政府に復職して活躍するという成果を上げ，困難
な状況の中で社会の安定化に重点を置き，行政能力向上への支援を継続する機構の取組は，先方政府
より高く評価されている。また，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，
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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するなど，困難な状況の中でのコミュニティレベルの生
計向上の取組として評価される。
また，国際社会の関心が高く，近年急激に増大しているシリア難民への対応として，難民を受け入
れている周辺国に対する支援を推進するとともに，人道危機対応への人道機関・開発機関の関与のあ
り方に関する研究，DAC/INCAF，世界人道サミット，TICADVI 等での積極的な対応を通じて，国際社
会における人道支援分野での連携強化に貢献した。加えて南スーダン難民への対応も機動的に進め
た。
また，テロ事案の発生が増加傾向にある西アフリカ諸国を中心とし，2015 年度に開始した司法・警
察分野での支援では，個々の国々の能力強化に加え，捜査等に必要な近隣諸国間のネットワーク構築
にも貢献している。
以上を踏まえ，安全上の制約が多く，事業の実施が他地域と比べても極めて困難な地域において，
これまでの協力において築いた先方機関や国際機関・NGO 等との連携を行うとともに，第三国や本邦
での会合・研修や，日本人職員等の短期出張等の手段を駆使して事業を継続的に実施し，日本政府の
政策の実施に貢献したことを重視し，加えて 2012 年度のイ評定を含む全ての年度においてＡ評定相
当以上と計画を上回る成果を上げていることから，全体として所期の目標を上回る成果が得られてい
ると認め，
「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞
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）
－
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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

ODA 大綱，開発協力大綱，各年度の国際協力重点方針，持続可能な開発目標
（SDGs）実施指針

策・施策
当該事業実施に係る

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

根拠（個別法条文等）
関連する政策評価・

外務省政策評価事前分析表

行政事業レビュー

行政事業レビューシート番号 0002/0098/0093/0098/0127（2012～2016）

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

達成目標

24/25/26/27/28-Ⅵ-1（2012～2016）経済協力

基 準 値 2012 年度

10
20
（2011）
◎中期計画で設定している評価指標（各年度で詳細な目標値を設定）
国別分析ペーパー策定数（累計）

◎50 か国程度

2013 年度

31

2014 年度

2015 年度

2016 年度

新規

130

116

39

49

52

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
（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
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
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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。
主な評価指標
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
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
指標 5-3 総合的能力開発（CD）支援の推進状況
指標 5-4 三角協力の取組状況
指標 5-5 国別分析ペーパー等の策定実績及び活用促進に向けた取組状況
（定量的指標）国別分析ペーパー策定数（累計）
指標 5-6 国・地域及び分野・課題別の分析・実施指針等の策定・活用の推進状況
指標 5-7 機構内のナレッジマネジメントの推進に向けた取組状況
指標 5-8 現地 ODA タスクフォースにおける知見・経験・情報の共有状況
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
1．プログラム・アプローチの推進
・「協力プログラムの戦略性強化に係るガイドライン」の改訂やプログラム計画書による政府と中期的
な協力計画を共有するための枠組みの確立によりプログラム・アプローチを推進するための基盤を整
備した（2012 年度）
。また，2014 年度に機構評価部が実施したテーマ別評価「JICA 協力プログラムの
評価可能性向上に向けた分析」の結果を踏まえ，当該ガイドラインを再度改訂した（2015 年度）。
・地域別中期的予算計画及び案件形成時の外務省と機構間の合意形成手順の明確化により，事業計画作
業用ペーパーに基づく 3～5 年の見通しに基づく計画的な案件形成を促進し，協力プログラム及びプ
ロジェクトの戦略性・予見性を高める取組を行った（2013 年度～2016 年度）。
 モンゴル：政権交代を踏まえた外務省の国別開発協力方針の改訂に際し，機構の JICA 国別分析
ペーパー（JCAP）の改訂の内容・時期を外務省とすり合わせた。結果，機構提案の協力の方向
性（案）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）
」
に反映されたほか，モンゴル政府や主要ドナーと今後の協力の方向性に係る共通認識が形成さ
れた（2016 年度）
。
・優先的に戦略性の強化を図る 158 の「強化プログラム」を設定した（2014 年度）。
「強化プログラム」
を設置している国を中心に，外務省と協力プログラムレベルでの今後の事業展開に関する意見交換を
開催し，事業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（2014～2016 年度）
。
・栄養分野については，マルチセクターでの協力の必要性を受け，日本国内の「栄養改善事業推進プラ
ットフォーム」や，NEPAD 等とともに栄養改善イニシアチブ（IFNA）を立ち上げた。また，ゲイツ財
団との業務協力覚書の締結や機構のボランティアや専門家等と「栄養改善パートナー」を発足し，国
際的な栄養改善に貢献するための戦略的な事業推進体制を構築した（2016 年度）
。
・技術協力，無償資金協力，有償資金協力などを組み合わせたプログラム・アプローチの形成・実施に
加え，開発途上国のニーズへの部署横断的な取組の推進や新制度の適応，緊急的なニーズに対する機
動的な対応，政策レベルへの働きかけ，機構以外の関係者や事業との連携等により，より戦略性の高
いプログラム形成・実施を行った。
 ミャンマー：2011 年 3 月に発足した新政権に対する新たな経済協力方針に沿い，相手国の様々
なステークホルダーとの対話を重ね，短期間で大規模かつ包括的な支援策を取りまとめ，迅速
な事業形成につなげた（2012 年度）。また，部署を横断する「ミャンマーチーム」を設置し，
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緊急課題から中長期的課題に対応する複層的な支援計画の作成・実施による国づくり支援を展
開した（2013 年度～2015 年度）
。
 フィリピン：部署横断的なフィリピン台風災害対策支援本部を立ち上げ，緊急援助から復旧・
復興支援まで迅速で継ぎ目のない課題横断的な支援を実現した。また，プログラム型の無償資
金協力や復旧スタンド・バイ借款等，新制度の適応により被災地の支援ニーズの変化に迅速に
対応する事業実施を実現した（2013 年度，2014 年度）。
 エボラ出血熱：10 部局から構成される対策本部を立ち上げ，緊急援助と周辺国の準備態勢強化
のための支援を一体的に実施した（2014 年度）。
 ネパール：2015 年 4 月に発生したネパール大地震において，
「第 3 回国連防災世界会議」で採
択された「仙台防災枠組」に則り，“Build Back Better”をコンセプトとした事業展開の方向
性をネパール政府にいち早く提案し，ネパール政府の復興計画の策定・実施に貢献した。また，
様々な援助手法から構成される中長期的な復興支援事業を構想し，既存案件も活用しつつ緊急
援助から復旧・復興まで迅速かつ切れ目のない支援を実施した（2015 年度）。
 インド：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や技術基準，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，技術協力や等の各種スキームを活
用しながら一体的に取り組んだ（2016 年度）
。
 ガーナ：
「アッパーウエスト州母子保健サービス強化プログラム」に係るプログラム評価を通じ，
プログラムの目的達成状況や各事業形態間や政策・現場間の相乗効果の発現，同国政府政策へ
の貢献状況等を確認した。指標設定や案件選定の改善等の教訓・示唆を踏まえ，今後の案件形
成に活用した（2016 年度）
。
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．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 への取組を発信して SDGs への理解を促進した（2016 年度）
。
 産学官や市民社会との情報・意見交換の実施（東京サステナブル会議，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）
 社会貢献債（JICA 債）の投資家に対する理解促進
 TICAD VI，ダボス会議等の国際会議（4 件）や UNDP との民間連携セミナー等の国内イベント（26
回）
・SDGs 関連テーマ発信：SDGs の中で日本が重視してきた「UHC」
，
「防災」等の発信強化，新たな課題（「栄
養」
）の発信への取組（2015 年度）
。
2．事業成果の発信
・国際会議等の機を捉えた事業効果の効果的な発信
 国際協力 60 周年や「第 3 回国連防災世界会議」，日本・ASEAN 友好協力 40 周年等の機会を捉え
た国内外への成果発信を行った（2013 年度，2014 年度）
。
 TICAD VI では，機構理事長の議事進行により，ハイレベルな登壇者を迎えたパネルを開催し，
ナイロビ宣言に基づいた支援実施の必要性を強調した（2016 年度）。
・開発途上国や地域機関と連携した発信
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 インドネシア新政権移行直後の政策フォーラム，ミンダナオ平和構築セミナー実施（2014 年度）
 エチオピア政府との政策対話での農業・農村開発政策セミナーを共催（2016 年度）
 中米統合機構（SICA）との直接対話を通じた地域協力を推進してきた結果，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（2016 年度）
。
・ジャパンブランドとしての整理・発信・展開：日本や機構のこれまでの経験，開発課題に対する貢献
内容などコンセプトを整理した上で対外発信リーフレットを作成し，グローバル展開した事業成果に
ついても積極的に発信した。特に，アフリカ病院改善，ザンビアでの授業研究の取組は 2015 年度に
DAC 賞ファイナリストとして表彰された。（2014 年度～2016 年度）。
・国際協力 60 年の取組を踏まえた援助機関としての開発協力大綱策定支援（2014 年度）
。
・「ODA 見える化サイト」の掲載情報の拡充による事業成果の発信力強化（各年度）：（指標 13-4 参照）
3．PDCA サイクルの強化（指標 19-2 参照）
・教訓のナレッジ化を含む過去の類似案件からの教訓活用の徹底等による PDCA サイクルの強化（各年
度）
指標 5-3 総合的能力開発（CD：Capacity Development）支援の推進状況
1．CD の概念と重要性の普及
・開発協力の効果向上の議論の進展を踏まえたマニュアル，執務参考資料等の整備や職員，専門家等内
外の関係者に対する研修を着実に実施している（各年度）。
2．CD の視点を反映した優良事例
・開発途上国側の主体的なキャパシティ・アセスメント能力の向上，複数スキームを組み合わせた包括
的なプログラム型協力，戦略的に絞られたターゲットに対する能力向上等を支援した。主要事例は以
下のとおり。
 法・司法制度改革支援プロジェクト フェーズ 1，2（ベトナム）
（2012 年度）
 大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト（2013 年度）
 ラオス母子保健改善プログラム（2015 年度）
 ハノイ市都市鉄道規制機関強化及び運営組織設立支援プロジェクト（ベトナム）
（2015 年度）
 南南協力実施能力強化プロジェクト（フィジー）
（2016 年度）
 地方開発計画策定・事業実施能力強化（ホンジュラス）
（2016 年度）
3．事例分析の蓄積
・研究プロジェクト「事例分析に基づく CD アプローチの再検証」のフォローアップとして，4 件の国別
CD 事例分析を実施した（2014 年度）
。
指標 5-4 三角協力の取組状況
1．機構の三角協力に関する取組や知見の積極的発信
・国際機関との連携により，南南協力や三角協力に関する研究や国際会議での発信を行った。
 国連南南協力事務所（UNOSSC：United Nations Office for South-South Cooperation）等との
共同事例研究を含む三角協力関連の報告書を 4 冊発刊した（2012 年度～2014 年度，指標 7-1 参
照）
。
 国連や OECD が主催する国際会議で理事長を含む役職員が三角協力に関する事業・研究成果を発
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表した（各年度）
。
 機構が南南協力賞を受賞，また，以下のような機構の事業が優良事例として表彰される等，機
構及び機構の事業が国際社会で高く評価された。
 国連南南協力 EXPO2012（ウィーン）で機構が南南協力賞を初受賞した。「きれいな病院」プロ
グラム及び「対ハイチ農業技術研修コースプロジェクト」が優良事例としてソリューション賞
を受賞（2012 年度）
 国連南南協力 EXPO2014（ワシントン DC）にてアンゴラにおけるブラジルとの保健分野の三角協
力事業が「グッド・プラクティス賞」を受賞（2013 年度）
 「5S-KAIZEN を適用した病院改善アプローチ」が OECD より「DAC 賞ファイナリスト」として表
彰された（指標 1-1「保健」
，指標 6-1 参照）
。
（2015 年度）
・SDGs 実施における三角協力の重要性を発信した（指標 6-2 参照）。
（2016 年度）
 国連が発行した事例集「持続的開発のための南南・三角協力の優れた取組」で，SDGs の各ゴー
ルに貢献する事例として機構の 3 事業が取り上げられた（2016 年度）
。
2．新興国や地域周辺国との連携による効果的な三角協力の実施（各年度）
 TICAD V 支援策への貢献：アフリカ稲作（フィリピン，タイ，エジプト），アフリカ森林保全（ボ
ツワナ，カメルーン），アフリカ産業人材育成（エチオピア，マレーシア等），モザンビーク農
業（ブラジル）
，アンゴラ保健（ブラジル），ジブチ保健（モロッコ），ザンビア教育（マレーシ
ア）等
 防災の主流化：エルサルバドル耐震建築（メキシコ），中南米の防災人材育成（チリ）
 平和構築：アフガニスタン農業・警察（イラン，トルコ，メキシコ）
，パレスチナ（東アジア）
 都市化への対応：中南米の都市計画分野（コロンビア）
，アジア－アフリカ間の都市開発に関す
る経験共有
 南南・三角協力実施に関する能力強化支援：UNOSSC－ブラジル開発庁との連携による能力強化
研修の実施，モロッコ等に対する能力強化支援，フィジーの太平洋地域での技術協力支援
指標 5-5 国別分析ペーパー等の策定実績及び活用促進に向けた取組状況
1．JICA 国別分析ペーパー（JCAP）の策定
・2016 年度末時点で累計 52 か国を策定しており，中期目標期間中に目標値（累計 50 か国）を上回った。
・新規策定，改訂に関する適切な進捗管理のため，組織全体での四半期ごとの策定状況のモニタリング
及び進捗状況に応じた個別ヒアリングを実施した（2014 年度～2016 年度）
。
・策定過程で日本政府，相手国政府，他ドナー，NGO，民間企業等と協議，意見交換した（各年度）。
・質の向上に向け，内部セミナー，作成要領の改訂等により JCAP 策定国の経験等を共有した（2014 年
度，2015 年度）
。
・SDGs へ貢献する姿勢を示すべく JCAP 策定ガイドラインを改訂し，4 か国の JCAP へ反映（2016 年度）。
2．国別分析ペーパーの活用
・外務省による国別援助方針策定の際に参考資料として活用された（各年度）
。
・JCAP で示された分析，協力の方向性に基づき，新規案件の検討がなされた（各年度）
。
・外部関係者と積極的に共有した結果，機構事業や協力の方向性に対する理解向上や，協力の着実な実
施につながった（各年度）
。代表的な具体事例は以下のとおり。
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 ボリビア：策定過程においてボリビア政府及び他ドナーと意見交換を行い，効果的な支援アプ
ローチを検討するとともに，世銀との意見交換を機に防災分野における連携の検討を促進した
（2014 年度）
。
 ニカラグア：策定過程において先方政府と意見交換を行い，協力プログラムの戦略性強化に向
けた検討を促進した（2015 年度）
。
 コートジボワール：策定過程で既存案件の実施機関ではない省庁とも対話の機会を設け産業・
商業セクターの最新の開発計画と構想の情報を入手し，課題及びセクター分析の質の向上につ
なげた（2015 年度）
。
 モンゴル：
（指標 5-1，1.参照）
指標 5-6 国・地域及び分野・課題別の分析・実施指針等の策定・活用の推進状況
1．組織全体及び分野・課題別の各種戦略文書における SDGs に向けた対応
 SDGs ポジション・ペーパー（総括編及びゴール編）の作成（2016 年度）
 SDGs 実施指針策定への貢献：日本政府の SDGs 推進円卓会議に構成員として参画し，SDGs 実施
指針の施策へ機構が重視する取組が反映された（2016 年度）
。
 国・地域レベルの SDGs に係る計画策定支援：インドネシア政府による SDGs 計画策定支援の開
始，アフリカ 54 か国をカバーするアフリカ地域持続可能な開発目標センターの活動計画策定支
援の実施（2016 年度）
2．地域別・国別戦略の作成と活用
 アフリカ，ASEAN 向け事業方針を提案し，TICAD V や日・ASEAN 首脳会談に貢献した（2012 年度，
2013 年度）
。
 ASEAN 共同体発足に向けた長期ビジョンやカリブの小島嶼国の脆弱性の分析を行った（2014 年
度）
。
 「日メコン産業開発ビジョン」や「産業人材育成協力イニシアティブ」といった東南アジア地
域における日本政府施策の策定プロセスに貢献した（2015 年度）
。
 日刊建設工業新聞への分野・課題別，国・地域別インフラ整備支援の知見と動向に関する寄稿
及び書籍『新興国のインフラを切り拓く』の発刊（2015 年度）。
 アフリカでの栄養改善の取組方針を「IFNA 宣言」としてまとめ，TICAD VI 等で公表（2016 年
度）
。
3．課題別指針等の作成と活用
・課題別指針やポジション・ペーパー等の作成を進め，協力方針等の検討の質の向上を図るとともに，
外部公開や国際会議等での情報発信に活用している（各年度）。代表的な事例は以下のとおり。
 防災分野のポジション・ペーパーの改訂と「第 3 回国連防災世界会議」での知的貢献への活用
（2014 年度）
 障害者権利条約批准等を機とした課題別指針「障害と開発」の改訂（2014 年度，2015 年度）
 国連 SDGs サミット，国連気候変動枠組条約 COP21 開催を契機とした，
「教育協力」，
「森林・自
然環境分野」ポジション・ペーパーの改訂（2015 年度）
指標 5-7 機構内のナレッジマネジメントの推進に向けた取組状況
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1．機構内のナレッジの蓄積・活用（各年度）
 ナレッジの恒常的な蓄積と組織横断的な共有・活用並びに職員の専門能力強化のため，19 分野・
課題のナレッジマネジメントネットワーク，職員向けコアスキル研修「JICA アカデミー」を立
ち上げた。また，職員等による業務の質の向上や革新的な取組を推進するための表彰制度を導
入した（2013 年度）
。
 「ナレッジマネジメントネットワーク連絡会」開催を定例化した（2014 年度～2016 年度）
。
2．新しい課題への対応能力の強化
 「2030 アジェンダ」の検討と採択を踏まえ，ナレッジマネジメントネットワークの分野・課題
にまたがる横断的な取組を促進し，新たな開発課題（栄養等）に対する組織的対応能力を強化
した（2014 年度，2015 年度）
。
 国連サミットでの SDGs 採択を受け，職員等の理解促進のための勉強会等の各種取組を実施した
（2015 年度）
。
 SDGs ポジション・ペーパーを研修等により組織内へ周知。また，産学官・市民社会との情報・
意見交換を活発に行い，SDGs 達成のためのパートナーシップを醸成した。
（2016 年度）
指標 5-8 現地 ODA タスクフォースにおける知見・経験・情報の共有状況
・現地 ODA タスクフォース及び拡大 ODA タスクフォースに積極的に参画した（各年度）
。
・機構の知見・経験・情報の共有を通じ，参加メンバーとの一層の連携強化を行い，事業の開発効果の
向上に貢献した（各年度）
。
・要望調査に関する現地 ODA タスクフォースの機能強化と業務効率の向上を目的として，各国事例の情
報共有を行う遠隔セミナーを開催した（2015 年度）。
・西アフリカ成長リング回廊戦略的マスタープランに係る拡大 ODA タスクフォースを実施し，そのフォ
ローとしてアフリカ地域の回廊計画に係るセミナーを開催した（2015 年度，2016 年度）。
３－３．中期目標期間評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：技術協力，無償資金協力，有償資金協力などを組み合わせた約 160 の「強化プログラム」の設
定，形成，並びに，事業計画作業用ペーパーの作成を通じて外務省との事業展開の方向性に係る検討
を促進させた。JICA 国別分析ペーパー（JCAP）についても 52 か国分を策定し今中期目標期間の定量
的指標の目標値（累計 50 か国）を達成した。特に，2016 年 7 月に政権交代のあったモンゴルに対し
ては，JCAP 改訂を通じて機構より新たな協力方向性（案）を提案し，
「日本とモンゴルの中期行動計
画」の内容に反映された。さらに，日本や機構の強みを活用したジャパンブランド等の分野・課題別
の分析・実施方針を策定・改訂し，国際会議等で MDGs・SDGs や日本の政策に関連した事業成果の発
信を強化した。2016 年には，第 10 回母子手帳国際会議を主導し，WHO との母子手帳の国際ガイドラ
イン化を推進したほか，エチオピアとの長年の政策対話の成果や政策事例集を取り纏め，投資促進や
輸出振興等に係る実務支援を含めた産業政策対話に発展させた。また，TICAD V，平和構築等の重要
な課題において，新興国や地域周辺国との連携による効果的な三角協力を行った。
特に，SDGs 達成への取組方針を国内外へ発信すべく，SDGs へ貢献する意義，日本・機構の知見・
経験をいかせるゴール及び実施方法を示したポジション・ペーパーを策定し，TICAD VI 等の国際会議
や産学官や市民社会との情報・意見交換の場等で発信するとともに，日本政府の SDGs 推進本部によ
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る SDGs 実施指針作成に対し，SDGs 推進円卓会議の構成員として参画し，機構の重視する取組が反映
された。また，SDGs 達成に向けて今後重要な取組となる SDGs グローバル指標の策定に係る国際的議
論への参画（防災，水・衛生，法制度）
，開発途上国の SDGs 計画策定支援（インドネシア），アフリ
カ 54 か国をカバーするアフリカ地域持続可能な開発目標センターの活動計画策定支援を行ったほか，
SDGs ターゲット 17.3（追加的資金源の動員）の具体的な取組として社会貢献債（JICA 債）を位置づ
け，また，吉本興業への講義等これまで接点のなかった業界との協力関係を強化する等の先進的な取
組を行った。その他，機構内でもナレッジマネジメントネットワークでの共有を通じ，SDGs 達成に向
けた取組の推進や，課題横断的な新たな課題（栄養等）への対応能力を強化した。
事業の戦略性，構想力，情報発信力の強化に当たっては，相手国政府や外務省をはじめとする多様
なアクターとの対話を推進しながら取り組んだ。特に，ミャンマーの国づくりやエボラ出血熱への対
応，フィリピンやネパールでの災害，ガーナの母子保健に対しては，機構全体でシームレスかつ様々
なスキームを組み合わせたプログラム・アプローチを展開したことに加え，組織一体的な事業方針の
作成・実施や，開発途上国のニーズに的確に対応するための新制度の適用等による機動的な対応，政
策レベルの働きかけによる相手国政府政策への機構方針の反映，プログラム評価を踏まえた案件形成
等を通じ，より戦略性の高いプログラム形成と運営を行った。また，栄養分野では IFNA 等の国内外
の連携基盤の立上げに主導的な役割を果たしたほか，インドの高速鉄道輸出事業では，中長期的な開
発の視点や日印の協力体制の構築にも留意し，各種スキームを戦略的に活用する創意工夫を行った。
SDGs 達成に貢献しうる手段として重要性が高まっている三角協力の推進については，機構は国際社
会におけるトップランナーの一機関と目されており，DAC 賞や国連の南南協力賞を受賞するなど，対
外的な評価を通じて目標を上回る成果を上げている。
以上により，法人の活動により，全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られた
と評価する。
＜課題と対応＞
SDGs への貢献を明確化する等した戦略的なプログラム・アプローチを推進し，事業の予見性とイン
パクトの向上を図る。その際，SDGs ポジション・ペーパーも活用し，企業，大学等マルチステークホ
ルダーとの連携強化及び協力プログラム等の取組やその成果の国際的な発信に取り組む。
３－４．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
戦略性の高いプログラム形成に向けた取組については，技術協力，無償資金協力，有償資金協力な
どを組み合わせた 158 の「強化プログラム」の設定，形成並びにそれらも活用した事業展開の方向性
をまとめた事業計画作業用ペーパーを作成（2015 年度 130 か国分，2016 年度 116 か国分）し今後の
事業展開に関する外務省との議論を深化させた。具体的には，ミャンマーへの包括的な協力実施，西
アフリカで発生したエボラ出血熱への対応，フィリピンやネパールでの災害対応や，ガーナの母子保
健に対しては，機構全体で様々なスキームを組み合わせたプログラム・アプローチを展開し，組織一
体的な事業方針の作成・実施や，開発途上国のニーズに的確に対応するための新制度の適用等による
機動的な対応，相手国政府政策への機構方針の反映，プログラム評価を踏まえた案件形成等，より戦
略性の高いプログラム形成・運営を行った。また，栄養分野では IFNA 等の立ち上げを主導したほか，
インド高速鉄道では，中長期的な視点や日印の協力体制にも留意し，各種スキームを戦略的に活用す
る創意工夫を行った。
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については，日本や機構の強みを活用
した開発協力にまつわる「ジャパンブランド」を取りまとめ，これらも用いて国際会議等で MDGs・SDGs
や日本の政策に関連した事業成果の発信を強化したほか，エチオピアでは長年の政策対話の成果や政
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策事例集を取りまとめ，産業政策対話に発展させたことが評価される。また，これまでの事業実績を
基に，2015 年 2 月に発表された「開発協力大綱」策定の議論に大きく貢献した。
総合的能力開発（CD：Capacity Development）支援の推進については，開発協力の効果向上の議論
の進展を踏まえたマニュアル，執務参考資料等の整備や職員，専門家等内外の関係者に対する研修を
着実に実施した。また，事例分析の蓄積にむけ，国別の事例分析を行った。
三角協力の取組については，機構は国際社会におけるトップランナーの一機関としての地位を築い
ており，DAC 賞や国連の南南協力賞を受賞するなど，対外的な評価も得ている。
国別分析ペーパー等の策定実績及び活用促進に向けた取組については，52 か国分を策定し，今中期
目標期間の目標値（累計 50 か国）を達成した。また，既に策定された国別分析ペーパーは，外務省
が国別援助方針を策定する際に参考資料として活用したほか，被援助国や他ドナー等外部関係者とも
積極的に共有した結果，機構事業や協力の方向性に対する理解向上や，協力の着実な実施に貢献した。
特に，2016 年 7 月に政権交代のあったモンゴルに対しては，JCAP 改訂を通じて機構より新たな協力
方向性（案）を提案し，
「日本とモンゴルの中期行動計画」の内容に反映された。
国・地域及び分野・課題別の分析・実施指針等の策定・活用の推進については，SDGs 達成への取組
方針を国内外へ発信すべく，ポジション・ペーパーを策定し，TICAD VI 等の国際会議等での場で発信
するとともに，日本政府の SDGs 推進本部による SDGs 実施指針作成においては，SDGs 推進円卓会議の
構成員として参画し，機構の重視する取組が同指針に反映された。また SDGs グローバル指標の策定
に係る国際的議論への参画（防災，水・衛生，法制度）
，開発途上国の SDGs 計画策定支援（インドネ
シア）
，アフリカ 54 か国をカバーするアフリカ地域持続可能な開発目標センターの活動計画策定支援
を行うなど，SDGs 達成に向けた取組の国際的潮流の形成に貢献している。
機構内のナレッジマネジメントの推進に向けた取組については，機構内部での研修の強化や，職員
等による業務の質の向上や革新的な取組を推進するための表彰制度の採用等により機構内のナレッ
ジの蓄積・活用を促進した。また，SDGs 達成に向けた取組の推進や，課題横断的な新たな課題（栄養
等）への対応能力強化にも取り組んだ。
現地 ODA タスクフォースにおける知見・経験・情報の共有については，各国で開催される現地 ODA
タスクフォースに積極的に参加し，機構の知見・経験・情報の共有を行うことで，参加メンバーとの
連携強化，事業の開発効果の向上に貢献した。
以上を踏まえ，事業実施機関の知見や経験を基に，SDGs を始めとした我が国の開発協力政策の策
定・実施及び国際潮流の形成に大きく貢献していることに加え，三角協力に係る対外的な評価を得る
顕著な成果を上げており，目標期間中も過半の年度においてＡ評定相当の目標を上回る成果を上げて
いることから，全体として中期目標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，「Ａ」
評価とする。
＜今後の課題＞

SDGs の実施に貢献するため，PDCA サイクルを徹底し，これまでの事業から得られた教訓や知
見の集積・分析に一層取り組むとともに，策定した SDGs に係るポジション・ペーパーも活用し，
事業構想力を一層強化していくことが期待される。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・事業マネジメントと構想力の強化については、期間実績としては「B」または「A」と理解するが、
2016 年度の SDGs のポジション・ペーパー策定のイニシアティブ、また質の高いインフラにおけるス
キーム間連携（インド高速鉄道）
、ジャパンブランドやプログラム化への取組、南南協力の拡充、JICA
債発行を契機とした広報や事業評価との連携など、直近の努力を評価して、
（今後への期待をこめて）
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「A」としてよいと考える。ただし、次期の中期目標期間において、
「強化プログラム」について現場
で政策インパクトを高めるために、政策人材や専門性をもつ JICA 中堅・シニア職員の活用・配置に
一層取り組んでいただきたい。こうした点を評価できる指標を設けることを検討いただきたい。
・マネジメントと構想力が 5 年通しで見ると、低迷している。2016 年度の A 評価は果たしてその通り
か疑問が残る。組織にとって、マネジメントと構想力は、より基本的な課題であるから、大きな改革
が求められる。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.6

国際社会におけるリーダーシップの発揮への貢献

業務に関連する政

ODA 大綱，開発協力大綱，各年度の国際協力重点方針，国際保健外交戦略，平
和と健康のための基本方針

策・施策
当該事業実施に係る

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

根拠（個別法条文等）
関連する政策評価・

外務省政策評価事前分析表

行政事業レビュー

行政事業レビューシート番号 0002/0098/0093/0098/0127（2012～2016）

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
役員等が重要な国際会議・イベント
等でスピーチ，登壇した回数
中国・韓国・タイ等の定期協議や関
連会議参画数

達成目標

24/25/26/27/28-Ⅵ-1（2012～2016）経済協力

基準値

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

27

28

29

30

31

4

5

10

11

11

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．
（２）
（イ）事業構想力の強化
（ii）国際社会と我が国の共同利益の実現に向けて，地球規模課題の解決やそのための意識向上に積
極的に関与するとともに，国際社会の議論のリードに貢献する。また，国際社会と足並みを揃えつ
つ，我が国が主導する援助政策・アプローチを広め，我が国の存在感を高めるため，国際機関，新
興ドナーといった国際社会のパートナーとの連携を進める。
中期計画
１．
（２）事業構想力・情報発信力の強化
（ロ）国際社会におけるリーダーシップの発揮への貢献
（第一段落は中期目標と同内容につき省略）
具体的には，
 より効果の高い援助の実現に向け，機構がこれまでの経験から蓄積している効果的なアプローチ等
の知見を国際社会において幅広く共有し，国際援助潮流，各地域・国の支援方針づくり等に主要メ
ンバーとして参画するとともに，地域・国毎の援助協調を更に進めるよう努め，地球規模課題等の
課題解決に寄与する。
 新興ドナーとの戦略的なパートナーシップを強化し，三角協力を推進するとともに，援助協調の枠
組への橋渡しを行う。
主な評価指標
指標 6-1 国際援助潮流形成や地球規模課題への貢献に向けた取組状況
指標 6-2 新興ドナーとの戦略的対話や連携に向けた取組状況
指標 6-3 国際機関等他機関との事業実施における連携推進に向けた取組状況
３－２．業務実績
指標 6-1 国際援助潮流形成や地球規模課題への貢献に向けた取組状況
1．新たな援助潮流の形成に向けた議論への貢献
・「ポスト 2015 年開発アジェンダ」等の新たな援助潮流の形成に向けた議論が活発化する中，日本政
府が主導する援助政策，アプローチを国際社会に広めるため，事業や研究の成果を踏まえた知的発信
を組織全体で推進した。特に 2014 年度においては，ポジション・ペーパーを作成し，理事長等によ
る国連事務総長特別顧問への働きかけや，国際会議等における以下の重要テーマに関する主張を行い，
政府間交渉の基礎となる文書（SDGs オープン・ワーキング・グループ（OWG）報告書，国連事務総長
統合報告書）に日本政府・機構が重視する考え方が反映された。その結果，2015 年 9 月の国連サミッ
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トで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
（以下，2030 アジェンダ）にもこれらの
考え方が盛り込まるに至った。
 人間の安全保障：
「ポスト 2015 年開発アジェンダ」に関するハイレベル報告書に，人間の安全
保障の考え方が反映された（2012 年度）
。また，国連総会時の MDGs セミナーで理事長より人間
の安全保障の有効性を発信した（ 2013 年度）。SDGsOWG 成果文書では「人間中心の開発
（people-centered approach）
」
，その後 2030 アジェンダでは「人間中心（people-centred）
」
という中心的概念として採用された。
 防災の主流化：防災の考え方が国連の「ポスト 2015 年開発アジェンダ」に関するハイレベル報
告書に反映された（2012 年度）
。世界防災閣僚会議，ADB 総会，欧州連合（EU: European Union）
と UNHCR による共催セミナー，日本・世銀防災共同プログラム設立記念シンポジウム等でレジ
リエントな社会の構築に向けた取組の重要性を発信した（2012，2013 年度）。また，
「第 3 回国
連防災世界会議」成果文書の策定作業への貢献や各種会合で発信を行った結果，SDGsOWG 成果
文書及び 2030 アジェンダでは，SDGs ゴール 1（貧困撲滅）同ゴール 2（飢餓/栄養）
，同ゴール
11（都市）の各ターゲットとして位置付けられた（2014 年度，2015 年度）
。
 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
：UHC 国際会合等で UHC 実現に向けた政治的リーダ
ーシップと公平性の確保，保健人材強化等の重要性の議論に理事長等を筆頭に参加した（2013
年度）
。また，世界銀行総会や WHO 総会等の国際会議やサイドイベントにおいて，UHC の推進を
「ポスト 2015 年開発アジェンダ」の主要アジェンダにすべきとする主張を行った。さらに，保
健指標モニタリング方法の検討では，WHO 事務局長の下に結成された「保健指標のモニタリン
グの効率化に係るエキスパート・グループ」に機構の専門員が参画し議論に貢献した。現場レ
ベルでは，ケニアにおいて「UHC の達成のための保健セクター政策借款」を世界銀行等と共に
主導して実施している（2014 年度）
。これら一連の取組の結果，SDGs ゴール 3（健康/福祉）の
ターゲットに UHC が位置付けられた。
 持続可能な都市開発：IDB と中南米・カリブ地域の振興・持続的都市開発に関する覚書に署名
した（2013 年度）
。また，SDGsOWG 第 7 回会合にてサイドイベントを日本政府，フランス政府，
OECD 等と共催し，議長サマリーを SDGsOWG 本会合にて発表するなどした結果，持続可能な都市
開発は，単独の目標（SDGs ゴール 11）として SDGsOWG 成果文書及び 2030 アジェンダで明記さ
れた（2013 年度～2015 年度）
。
・2015 年 9 月の国連サミットでの 2030 アジェンダの採択に際して人間の安全保障，防災，UHC 等の公
式会合及び五つのサイドイベントで発信し，日本政府・機構が重視する考え方の反映を確実にした
（2015 年度）
。
・2030 アジェンダの実施とモニタリングでは，日本政府の SDGs 推進本部の下で開催された SDGs 推進円
卓会議に構成員として参画し，同会議で協議された SDGs 実施指針へ機構の開発協力の知見に基づく
インプットを行った。
（2016 年度）
。
・国際社会に向けては，TICAD VI やダボス会議等国際会議において役員により機構の SDGs への取組を
発信した。また，SDGs グローバル指標策定プロセスにおいて，防災，水・衛生，法制度等の分野に係
る国際会議へ参加し，インプットを行った。
（2016 年度）
・開発途上地域の SDGs 実施・モニタリングへの貢献：インドネシアの SDGs のナショナルターゲット・
指標の設定とそれらの達成のための行動計画及びモニタリング・評価メカニズムの策定を支援する調
査を開始したほか，ルワンダに設立された国際機関「アフリカ地域持続可能な開発目標センター」の
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活動計画策定を支援するとともに，同センターの開所式に機構理事が登壇し，アフリカ地域の SDGs
達成に向けた機構の協力方針を発信した（2016 年度）。
2．ODA の定義や開発資金に関する議論への貢献
・ODA の定義（ソブリン向けローン，民間セクター向け支援ツール）の見直しに関する技術的議論の取
りまとめ，日本政府の対処方針策定にインプットして貢献した（2013 年度～2016 年度）
。
・OECD/DAC 統計作業部会の副議長に機構職員が二期続けて立候補・当選し，新たな ODA 定義に関する議
論の取りまとめ役を担った（2016 年度）
。
・2014 年の OECD/DAC のハイレベル会合における ODA 借款の譲許性の新定義の合意に際しては，フラン
ス，ドイツ，韓国等の協調を通じた議論の適切な牽引に貢献した（2014 年度）。
・2016 年のハイレベル会合に向けた議論にも貢献し，民間セクター向け支援等において日本の主張が反
映された（2015 年度）
。
3．その他重要な国際会議等への積極的な参加と発信等による国際援助潮流形成への貢献
 質の高いインフラ：ADB との「質の高いインフラパートナーシップ」での連携を促進するとと
もに，米州開発銀行（IDB）
，アフリカ開発銀行（AfDB）
，世銀と共に，国際会議等で機構の支援
メニューや具体的な協力事例を基に発信した（2016 年度）。
 防災：
「世界防災閣僚会議 in 東北」を日本政府と共催した（2012 年度）
。また，第 3 回国連防
災世界会議については，準備委員会から本会議までの一連の協議や議論に機構専門員等が専門
的見地から貢献し，サイドイベントの開催等を通じ，防災の主流化や防災事前投資，より良い
復興（Build Back Better）等の重要性を発信・普及した。その結果，2015 年 3 月の本会議で
合意された成果文書「仙台防災枠組 2015－2030」に日本政府及び機構の考え方が十分反映され
た。なお，国連国際防災戦略事務局（UNISDR）と業務協力協定に署名し，同枠組の実施や防災
の事前投資等の促進に向けた協力について合意した（2014 年度）。防災グローバル・ターゲッ
トに係る指標・用語集の議論をリードし，36 のグローバル指標の合意に貢献した（2016 年度）
。
 UHC：2030 アジェンダ採択後となる初めての大規模な UHC 国際会議を共催し，国内外の政府・
国際機関代表等約 300 人による議論を促し，2016 年の G7 伊勢志摩サミットや TICAD VI におけ
る日本のリーダーシップ発揮の布石を築いた（2015 年度）。TICAD VI では UHC in Africa の立
上げを主導するとともに，第 10 回母子手帳国際会議等を開催した（2016 年度）。
 TICAD：2013 年 6 月の TICAD V（横浜）では，過去 20 年間の日本のアフリカ開発を考察し，具
体的支援策や目標設定に関し日本政府に提言した。また，サイドイベント 19 件を主催・共催し，
調査・研究の成果をいかして会議の成功に貢献した。2014 年 5 月にはカメルーンにて TICAD V
閣僚会合が開催され，AfDB 等との共催にて OSBP シンポジウムを開催し，広域インフラや地域
統合，域内貿易推進に対する機構の取組を発表した。2015 年 9 月の国連サミットでは，機構が
主導して産業開発とアフリカの構造転換に関する TICAD VI プレイベントを開催した。アフリカ
での初開催となった TICAD VI（ケニア）にはアフリカ 53 か国の代表等 11,000 人以上が参加し，
18 件のサイドイベントを主催し，アフリカ諸国・国際機関等 31 件と面談した。日本政府のナ
イロビ宣言の起草や具体的な支援策の形成・発信に貢献するとともに，ハイレベルパネルでは
ナイロビ宣言に基づく支援の必要性を強調した（2013 年度～2016 年度）。
 世界人道サミット：2016 年 5 月にトルコで初開催され，55 か国の国家元首等を含む 173 か国約
9,000 人が参加した。サイドイベント「人道支援と開発援助の連携」に機構理事長が登壇し，
「人
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間の安全保障」の理念の下での難民・国内避難民への取組等を発信した。また，機構の研究成
果やプロジェクト研究の内容や機構事業等が成果文書である連携事例集に含まれた（2016 年度）
。
 国際通貨基金（IMF）
・世銀総会：2012 年 10 月に 48 年ぶりに東京で開催された IMF・世銀総会
で「ポスト 2015 年開発アジェンダ」の新たな枠組みや UHC 等をテーマに公式セミナー4 件，サ
イドイベント 3 件を世界銀行等と共催ないし開催協力した。また，理事長をはじめ，役員の登
壇による積極的な知的発信に努めた（2012 年度）
。以降，米国やペルーにて開催されている IMF・
世銀総会のセミナーやサイドイベントには，機構から理事長や役員が登壇し，防災主流化や UHC
等について発信している（2013 年度～2016 年度）
。
 UNDP の「人間開発報告書」：機構理事長がアドバイザリーパネルに日本からの唯一のメンバー
として就任して専門的助言や寄稿を行い，2014 年版作成に際しては UNDP との会合共催により，
東アジアにおける知的交流のハブの役割を担った（2012 年度，2013 年度）
。
 アフガニスタンに関する東京会合：本会合への出席に加え，サイドイベントを開催し，理事長
による機構の取組の紹介や国際社会の役割に関する議論に貢献した（2012 年度）
。
指標 6-2 新興ドナーとの戦略的対話や連携に向けた取組状況
1．新興ドナーとの連携強化
・アジアを中心とした 10 か国以上の政府及び国際機関代表等が集まるアジア開発フォーラムの開催支
援，アジア・ドナー4 者（機構，中国輸出入銀行，韓国輸出入銀行・対外経済協力基金，タイ周辺国
経済開発協力機構（NEDA：Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency））協
議の実施，韓国及び中国の援助機関との定期協議，並びにトルコやカザフスタン等との意見交換や支
援を通じて，アジア新興ドナーとの連携強化を進めた（2012 年度～2016 年度）。
・2012 年度の IMF・世銀総会の機を捉え，アラブ・コーディネーショングループとのハイレベル会合を
開催して連携協議を行い，アラブ諸国との開発パートナーシップを促進した（2012 年度）
。イスラム
開発銀行グループのイスラム民間開発公社との業務協力協定に署名し，スクーク（イスラム法を順守
した金融商品）発行に対する技術協力等の連携を開始した（2014 年度）。
2．機構の教訓や知見の共有（アウトリーチ）の推進
 NEDA（タイ）
：
「日メコン連結性強化イニシアティブ構想」を踏まえ，NEDA の能力強化への協力
を含めたパートナーシップ合意書を締結した（2016 年度）。
 カザフスタン：援助実施機関の設立を ODA スキームセミナー等で支援した（2014 年度）。
3．南南協力の推進
・40 年近くにわたる機構の南南協力支援の実績等が評価され，UNOSSC より南南協力賞を受賞した。さ
らに，
「人間開発報告書」2013 年版には，機構理事長の南南協力及び三角協力の重要性に関する記事
が掲載され，日本政府や機構による南南協力への貢献を国際社会に印象付けた（2012 年度）。
・その他，UNOSSC との連携や国際会議等の発信を行った。
 ブラジル政府及び UNDP とのワークショップの開催（2012～4 年度）
 「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ（GPEDC）
」第 1 回ハイレベル会合
での UNOSSC とのサイドイベント共催（2014 年度）
 南南協力の教訓及び優良事例に係る対外発信資料を UNOSSC と協力して開発途上国政府や関係
機関へ配布するなどして広く普及した（2015 年度）。
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 三角協力に関する国際会議，南南協力 EXPO，GPEDC 第 2 回ハイレベル会合で機構の事業経験に
基づいた発信（2016 年度）
指標 6-3 国際機関等他機関との事業実施における連携推進に向けた取組状況
1．国際機関等との連携強化
・国際機関・二国間援助機関等とのネットワーク構築・拡大のため，連携協力協定の締結や定期協議を
行った（各年度）
。
 世界銀行：初めての両機関長間の包括的な連携協議である機構－世界銀行ハイレベル対話を
2014 年度から開催して地域・課題の協力方針や連携に関する対話を実施しており，世界銀行に
とってもあまり例のない二国間援助機関との対話となっている。特に防災や UHC については，
国際社会への発信に加え，実務面の連携も推進している（2014 年度～2016 年度）
。
 ADB：日本が発表した「質の高いインフラパートナーシップ」に基づいて，民間インフラ案件へ
の出融資に最大 15 億ドル及び公的インフラ整備促進のための融資に最大 100 億ドルを目標とし
た連携枠組みに関する覚書を締結し，具体的なソブリン案件候補リスト等に合意した（2015 年
度，2016 年度）
。
 IDB：年次総会での連携協議に加え，協調融資枠組み（CORE）拡大に署名した。（2016 年度）
 米国：米国国際開発庁（USAID）長官との面談や日米開発対話への参加，国際会議の機会を捉え
たセミナー等の共催により，現場レベルでの国際保健やジェンダー主流化における連携を促進
した（2013 年度～2016 年度）
。
 EU：ブリュッセルに連携協力調査員を常駐させ，連携体制を強化した（2012 年度）。その他，
欧州シンクタンク主催のアフリカ政策サミットや日本・EU 開発政策対話等の機会を通じ，特に
アフリカにおける連携についてハイレベルの協議を実施し，干ばつに対するレジリエンス向上
のためのコミュニティ防災に関する連携事業が進展した（2014 年度）
。
 フランス開発庁（Agence Française de Développement：AFD）
：日仏政府による「アフリカにお
ける持続可能な開発，保健及び安全のための日仏計画」の策定を AFD と共に支援した。TICAD VI
では，「アフリカにおける日仏パートナーシップ」のサイドイベントを共催し，機構，AFD，コ
ートジボワール政府の 3 者間で，アビジャンにおける持続可能な都市に係る業務協力協定を署
名した。同協定に基づき，現場レベルでの事業実施を通じてアビシャン市の基盤整備に貢献し
ている（2016 年度）
。
2．開発途上地域の現場におけるリーダーシップの発揮
・事業の成果をいかし，現地ドナー会合で主導的な役割を果たしている。
 ミャンマー電力分野，ラオス教育分野（2014 年度）
 スリランカ水・衛生セクターでの，機構，世銀，ADB による合同レビュー実施（2016 年度）
・連携による機構事業のスケールアップや協力成果の面的展開を実現している。
 パレスチナ：母子手帳の普及定着（国連機関による啓発活動，手帳の活用）
（2012 年度）
 セネガル：保健システム強化（UNICEF マルチバイ連携，USAID 支援対象地への 5S 導入）
（2012
年度）
 ガーナ：現職教員研修（世銀監督のプロジェクト）での機構事業の成果品の活用（2014 年度）
・機構単独では実施が困難な地域・分野等に対する支援を実現している。
 イラク：円借款事業（UNDP による実施監理）
（2012 年度，2013 年度）
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 アフガニスタン：コミュニティ開発支援体制強化（タジキスタン国境地域でのアガハーン財団
との支援実施契約）
（2012 年度）
 スーダン：村落助産師研修（UNICEF への委託によるダルフール地域の事業実施）
（2013 年度）
 エボラ出血熱対応（WHO や国連エボラ緊急対応ミッション経由の物資供与，WHO と連携した医療
専門家派遣，WFP 連携によるエボラ罹患者等の社会復帰に向けた食糧援助等）（2014 年度）
・国際社会において機構の取組が評価された。
 パキスタン：ポリオ撲滅事業（ゲイツ財団とのローン・コンバージョン方式の採用）が，開発
途上国に広く適用できる革新的な取組であると高く評価され，OECD/DAC が 2014 年に新設した
DAC 賞フィナリストとして表彰された（2014 年度）。
 アフリカでの取組 2 件（5S-KAIZEN を適用した病院改善アプローチとザンビア授業研究）が，
前年度に続いて OECD/DAC から DAC 賞ファイナリストとして表彰された（2015 年度）。
 イスラム民間開発公社と連携した技術支援（指標 6-2 参照）の結果，ヨルダン政府のイスラム
金融債（スクーク）発行に至り，自律的な資金調達が可能となり同国の難民受入能力支援にも
貢献した。本スクーク発行は「IFN Deals of the Year 2016（年間でもっとも優れたイスラム
金融取引に与えられる賞）
」ソブリン部門を受賞し，イスラム金融業界でも高く評価された（2016
年度）
。
３－３．中期目標期間評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｓ
根拠：
「ポスト 2015 年開発アジェンダ」に向けた国際社会の議論や，
「アジェンダ 2030」採択後の SDGs
の実施とモニタリング等の議論が活発化する中，日本政府が主導する援助政策やアプローチを国際社
会に広めるために初年度から対外発信等に積極的に取り組むなど，全ての年度で所期の目標を着実に
達成した。2012 年度には，第 67 回 IMF・世界銀行総会やアフガニスタンに関する東京会合等，多数
の重要な国際会議等での発信や，開発援助の潮流形成に影響力を持つ国際機関やキーパーソンへの働
きかけ，UNDP の人間開発報告書の議論への貢献により，日本や機構が重視する援助理念やアプローチ
を主流化させる取組を強化した。さらに，2014 年度においても，
「ポスト 2015 年開発アジェンダ」に
向けたポジション・ペーパーを作成し，機構理事長等による働きかけや国際会議等における人間の安
全保障，防災，UHC 等に関する主張を行った結果，政府間交渉の基となる文書に日本政府・機構が重
視する考え方が反映され，2015 年度に採択された 2030 アジェンダにもこれらの考えが反映されるこ
ととなった。2016 年度は SDGs ポジション・ペーパーを策定するなど，SDGs 達成への貢献に向けた機
構の方針をいち早く打ち出したほか，日本政府の SDGs 実施指針策定への貢献，SDGs グローバル指標
検討に係る国際場裡での議論への参画，アフリカ地域持続可能な開発目標センターの開所式での役員
登壇等を通じ，国際社会で SDGs の実施段階における機構のプレゼンスやリーダーシップを示した。
また，各分野の援助潮流における日本のリーダーシップ発揮への貢献については，防災分野で日本政
府及び機構の考え方が第 3 回国連防災世界会議の成果文書に十分に反映されたことに加え，UHC では，
2030 アジェンダ採択後の大規模な UHC 国際会議を外務省と共催したほか，TICAD VI では，日本政府
のナイロビ宣言の起草支援や，UHC 推進の国際枠組となる UHC in Africa の立上げを主導した。
また，世界銀行との初のトップ間による包括的な連携協議を開始し，国際社会への発信と実務面の
連携を促進した。加えて，3 件の取組が革新的な取組として OECD/DAC より DAC 賞ファイナリストとし
て表彰されたほか，40 年近くにわたる機構の南南協力支援の実績等が評価され，国連南南協力事務所
（UNOSSC）より南南協力賞を受賞するなど，国際的にも機構の取組やアプローチが高く評価され具体
的な成果を発現した。
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以上のとおり，2012 年度の第 67 回 IMF・世界銀行総会やアフガニスタンに関する東京会合，2014
年度の第 3 回国連防災世界会議，2016 年度の TICAD VI や世界人道サミット等，多数の重要な国際会
議等で，日本のリーダーシップの発揮に資する貢献（成果文書への主張の反映等）をしたことに加え，
2030 アジェンダ及び SDGs に係る議論についても，政府間交渉や採択後の実施・モニタリングの協議
に至るまで，日本や機構の経験・知見を踏まえた発信を通じ，開発協力大綱で掲げる重点分野（UHC，
質の高いインフラ，栄養等）の各議論の主導や国際的な枠組みを形成したこと，世界銀行とのトップ
間の定期協議の開始等の国際機関や新興ドナーとの連携強化を主体的に実施したこと等の成果を上
げ，かつこれまでの機構の活動が DAC 賞や南南協力賞といった対外的な高い評価を得た受賞等の具体
的な成果となって発現しており，
「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評価の基準について」
（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（法人の自主的な取組による創意工夫，目標策定以上に想定した以上
の政策実現に対する寄与）を満たしていることから，中期目標における所期の目標を質的に上回る顕
著な成果が得られていると認められる。
＜課題と対応＞
貧困撲滅と持続可能な開発等の国際的合意の実現に向けて，国際協力の実践から得られた機構の知
見・経験を通じて，国際的な開発協力の規範や潮流の形成に関する議論に貢献する。また，他機関と
の戦略的なパートナーシップ強化及び個別事業での各種連携の促進に向けた取組を行う。
３－４．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
第 3 期中期目標期間では，
「ポスト 2015 年開発アジェンダ」に向けた国際社会の議論や，「アジェ
ンダ 2030」採択後の SDGs の実施とモニタリング等の議論が活発化する中，機構は，日本政府が主導
する援助政策やアプローチを国際社会に広めるために，以下のとおり初年度から対外発信等を積極的
に実施するなど，期間を通して所期の目標に向けて着実に取り組んでいる。
国際援助潮流形成や地球規模課題への貢献に向けた取組について，特に多数の重要な国際会議等で
の機構理事長等による発信や，開発援助の潮流形成に影響力を持つ国際機関やキーパーソンへの働き
かけ，UNDP の人間開発報告書の議論への貢献を継続して行ったことに加えて，2014 年度においては，
「ポスト 2015 年開発アジェンダ」に向けたポジション・ペーパーを作成し，国際会議等の場におけ
る積極的な発信等，国際社会への浸透を図った。日本政府も重視する人間の安全保障，防災，UHC 等
に関し，機構が援助実施機関の立場から援助理念やアプローチを主流化させる取組を継続した結果，
2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にこれらの考
え方が盛り込まれる成果に大きく貢献した。2016 年度は SDGs ポジション・ペーパーを策定し，SDGs
達成に向けた機構の方針をいち早く打ち出したほか，日本政府の SDGs 実施指針策定への貢献，SDGs
グローバル指標検討に係る国際場裡での議論への参画，アフリカ地域持続可能な開発目標センターの
開所式での発信等を通じ，SDGs の実施段階における国際社会での機構のプレゼンスやリーダーシップ
を強く示した。特に，防災分野や保健分野において，援助潮流の形成における日本のリーダーシップ
発揮に大きく貢献した。
新興ドナーとの戦略的対話や連携に向けた取組については，アジアを中心とした 10 か国以上の政
府及び国際機関代表等が集まるアジア開発フォーラムの開催支援を通じて，人間の安全保障など，日
本政府が重視する課題の重要性を訴え続けた結果，人間の安全保障などの概念の重要性が議長報告に
おいて主張されるに至り，アジアの声として発信されるなど，新興ドナーとの連携の強化及び日本の
重視する課題の共有に取り組んだ他，機構のこれまでの活動から得られた知見や教訓を基にした技術
協力を実施した。また，40 年近くにわたる機構の南南協力支援の実績等が評価され，UNDP に設置さ
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れた国連南南協力事務所（UNOSSC）より南南協力賞を受賞するなど，国際的にも機構の取組やアプロ
ーチが高く評価される具体的な成果に至った。
国際機関等他機関との事業実施における連携推進に向けた取組については，世界銀行と機構との間
で初のトップ間による包括的な連携協議を開始（2014 年）し，国際社会への発信と実務面の連携を促
進したことに加え，2016 年度に IDB と協調融資枠組（CORE）を締結したことにより，機構が IDB にと
って最大の協調融資パートナーとなるなど，多国間，二国間援助機関との連携を強化した。また，各
国の現地ドナー会合においても，主導的な役割を果たしている。
以上を踏まえ「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」をはじめとする多数の重要な国際会議
等の成果文書への日本の主張の反映等を通じたリーダーシップ発揮に大きく貢献していることに加
え，SDGs に係る議論・取組においても国際援助潮流の形成や国内政策立案・対応に向けて主導的な役
割を果たしたこと，また，これまでの事業実績を基にした各機関との戦略的なパートナーシップ強化
を行っており，各年度の評定も 2012 年度のイ評定を含む全ての年度においてＡ評定相当以上と顕著
な成果を上げていることから全体として中期目標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，
「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞
SDGs の実施に関する議論や主要国際会議での機構の知見・経験の積極的な国際社会への発信と他機
関との戦略的なパートナーシップ強化及び個別事業での各種連携の促進に向けた取組に期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・MDGs から SDGs 時代への移行、開発協力大綱のもとでの取組、TICAD５・６開催への貢献、国際機関
との連携推進、三角協力などにおいて JICA は重要な貢献をした。また、日本が豊富な蓄積をもつ取
組を国際的に発信し、国際援助潮流に打ち込む努力がなされた点も評価する（UHC、防災、廃棄物管
理、カイゼンなど）。一方で、これら個々の優れた取組を超えて、日本としての包括的かつ規範的な
意味でのブランド形成までには至っておらず、
「S」と評価できるか、判断が難しい。
「A」評価が妥当
か。
（ただし、包括的な日本ブランド形成は、JICA よりは、政策官庁として外務省がしっかり政策と
して打ち出す責任があると考える。
）
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.7

研究

業務に関連する政

ODA 大綱，開発協力大綱，各年度の国際協力重点方針

策・施策
当該事業実施に係る

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

根拠（個別法条文等）
関連する政策評価・

外務省政策評価事前分析表

行政事業レビュー

行政事業レビューシート番号 0002/0098/0093/0098/0127（2012～2016）

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
外部研究者等との連携による研究実績（外部
研究者の参加を得た研究プロジェクト数）
研究成果物の発行実績
（ワーキングペーパー，書籍）
シンポジウム・セミナーの回数
② 主要なインプット情報
従事人員数（人）

達成目標

24/25/26/27/28-Ⅵ-1（2012～2016）経済協力

基準値

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

15

17

20

27

28

16
8
23
2012 年度
35

16
10
26
2013 年度
36

25
9
26
2014 年度
37

25
9
32
2015 年度
36

25
4
33
2016 年度
36

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
開発途上地域及び我が国を含む国際社会の情勢の変化に対する洞察と中長期的な展望を踏まえつ
つ，より戦略的，効果的かつ効率的な事業を実施するため，機構は，開発協力に関係する我が国及び
海外の大学や研究機関と連携し，機構事業での確実な活用及び国際的な援助潮流への影響を拡大すべ
く，研究領域を設定し，また研究課題を実施する。その貢献について定期的に検証を行い，研究の成
果に基づき対外発信を更に充実させる。
中期計画
（第一段落は中期目標と同内容につき省略）
具体的には，
 機構の事業への反映や国際援助潮流に影響を与え得る研究テーマの設定を行うとともに，質の高い
研究を効率的に実施するため，機構が事業実施を通じて培ったこれまでの知見を活用しつつ，共同
研究や委託を含めて国内外のリソースとの連携，内部体制の充実，外部査読，第三者委員会による
検証等の研究の質の確保への取組を強化する。また，研究成果の組織内への還元と対外発信の強化
のため，戦略的な発信機会の確保と発信媒体の工夫に取り組む。
主な評価指標
指標 7-1 開発効果の向上に資する質の高い研究の実施並びに研究成果の対外発信及び事業へのフィ
ードバックの強化に向けた取組状況
３－２．業務実績
指標 7-1 開発効果の向上に資する質の高い研究の実施並びに研究成果の対外発信及び事業へのフィー
ドバックの強化に向けた取組状況
1．国際援助潮流の形成に向けた貢献
（1）ポスト 2015 年開発アジェンダ策定・実施プロセスへの貢献
 「ポスト 2015 年開発アジェンダ」等の新たな援助潮流の議論に貢献すべく，主要開発指標の進
捗を評価し，包摂性・強靭性の視点を組み込むことを提言する等，ワーキングペーパー4 本を
発表した（2013 年度）
。
 国際的議論に機構の経験を反映させるフラッグシップ研究として「質の高い成長」の研究に着
手し，理論的整理，包摂性，強靭性，持続可能性等に関する先行研究レビューを公開。合計 10
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