
 

 

 

 

独立行政法人国際協力機構の 

第 3期中期目標期間評価 

 

 

 

 

 

 

平成２９年９月 

外務省 

財務省 

農林水産省 

経済産業省 

 

 



 

i 

 

目 次 

 

評価の概要 ..................................................................... 0-1 

総合評定 ....................................................................... 0-3 

 

1. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置 

No.1  貧困削減（MDGｓ達成への貢献） ............................................. 1-1 

No.2  持続的経済成長............................................................ 2-1 

No.3  地球規模課題への対応 ...................................................... 3-1 

No.4  平和の構築................................................................ 4-1 

No.5  事業マネジメントと構想力の強化 ............................................ 5-1 

No.6  国際社会におけるリーダーシップの発揮への貢献 .............................. 6-1 

No.7  研究 ..................................................................... 7-1 

No.8  「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的実施 ........................ 8-1 

No.9  NGO、民間企業等の多様な関係者との連携 ..................................... 9-1 

No.10  ボランティア............................................................ 10-1 

No.11  市民参加協力............................................................ 11-1 

No.12  開発人材の育成（人材の養成及び確保） .................................... 12-1 

No.13  広報 ................................................................... 13-1 

No.14  技術協力、有償資金協力、無償資金協力 .................................... 14-1 

No.15  災害援助等協力.......................................................... 15-1 

No.16 海外移住 ............................................................... 16-1 

No.17  環境社会配慮............................................................ 17-1 

No.18 男女共同参画............................................................ 18-1 

No.19 事業評価 ............................................................... 19-1 

No.20 安全対策の強化.......................................................... 20-1 

No.21 外交戦略の遂行上その他必要な措置の実施 .................................. 21-1 

 

 

 



 

ii 

 

 

2. 業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務

運営に関する重要事項 

No.22 組織運営の機動性向上 .................................................... 22-1 

No.23 契約の競争性・透明性の拡大 .............................................. 23-1 

No.24 ガバナンスの強化と透明性向上 ............................................ 24-1 

No.25 事務の合理化・適正化 .................................................... 25-1 

No.26 経費の効率化・給与水準の適正化等、保有資産の見直し ...................... 26-1 

No.27 予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。）

 .............................................................................. 27-1 

No.28 短期借入金の限度額 ...................................................... 28-1 

No.29 不要財産の処分等の計画 .................................................. 29-1 

No.30 重要な財産の譲渡等の計画 ................................................ 30-1 

No.31 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） ................................ 31-1 

No.32 施設・設備.............................................................. 32-1 

No.33 人事に関する計画........................................................ 33-1 

No.34 積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱い .................. 34-1 

No.35 中期目標期間を超える債務負担 ............................................ 35-1 



 

iii 

略語表 

略語 英文名称 和文名称 

ABE 

Initiative 

African Business Education Initiative 
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シアティブ（ABEイニシアティブ） 

ADEA The Association for the Development of 

Education in Africa 

アフリカ教育開発連合 

BBB Build Back Better より良い復興 

CARD Coalition for African Rice 
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アフリカ稲作振興のための共同体 
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GPE Global Partnership for Education 教育のためのグローバル・パートナシップ 

IDFC International Development Finance 

Club 

国際開発金融クラブ 

IFAD International Fund for Agricultural 

Development 

国際農業開発基金 

IFNA Initiative for Food and Nutrition 

Security in Africa 

食と栄養のアフリカ・イニシアチブ 

IHR International health regulations 国際保健規則 

INSARAG International Search and Rescue 

Advisory Group 

国際捜索・救助諮問グループ 

JCAP JICA Country Analysis Paper JICA国別分析ペーパー 

JCM Joint Crediting Mechanism 二国間クレジット制度 

JDS Japanese Grant for Human Resource 

Development Scholarship 

（無償資金協力）人材育成奨学計画 

JKUAT Jomo Kenyatta University of 

Agriculture and Technology 

（ケニア国立）ジョモ・ケニヤッタ農工大

学 

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊 

L/A Loan Agreement 借款契約 

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

NDCs Nationally Determined Contributions （気候変動：温室効果ガス削減）国が決定

する貢献 

NEDA Neighboring Countries Economic 

Development Cooperation Agency  

（タイ）周辺国経済開発協力機構 

NEPAD The New Partnership for Africa's 

Development  

アフリカ開発のための新しいパートナーシ

ップ 

OECD-DAC Organisation for Economic 

Co-operation and Development 

Development Assistance Committee 

経済協力開発機構／開発援助委員会 
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評価の概要 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国際協力機構 

評価対象

事業年度 

期間実績評価 第 3 期中期目標期間 

中期目標期間 2012年度（平成 24年度）～2016 年度（平成 28年度） 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 外務大臣 

 法人所管部局 外務省国際協力局 担当課，責任者 政策課  

今福 孝男 課長 

 評価点検部局 外務省大臣官房 担当課，責任者 考査・政策評価官室  

真鍋 尚志 考査・政策評価官 

主務大臣 財務大臣 

（外務大臣及び財務大臣の共管項目：項目 No.21「外交戦略の遂行上その他必要な措置の実施」，No.24「ガ

バナンスの強化と透明性向上」，No.28「短期借入金の限度額」，No.29「不要財産の処分等の計画」，No.30「重

要な財産の譲渡等の計画」のうち，有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項。） 

 法人所管部局 財務省国際局 担当課，責任者 開発政策課  

吉田昭彦 課長 

 評価点検部局 財務省大臣官房 担当課，責任者 文書課政策評価室  

田平 浩 室長 

主務大臣 農林水産大臣 

（外務大臣及び農林水産大臣の共管項目：項目 No.34「積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産

の取扱い」に関し，農林業の開発に係る開発投融資の債権の回収等に関する事項。） 

 法人所管部局 農林水産省大臣官房国際部 担当課，責任者 海外投資・協力グループ 

佐藤 正 参事官 

 評価点検部局 農林水産省大臣官房 担当課，責任者 広報評価課 

長野 麻子 課長 

主務大臣 経済産業大臣 

（外務大臣及び経済産業大臣の共管項目：項目 No.34「積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産

の取扱い」に関し，鉱工業の開発に係る開発投融資の債権の回収等に関する事項。） 

 法人所管部局 経済産業省貿易経済協力局 担当課，責任者 総務課  

藤本 武士 課長 

 評価点検部局 経済産業省大臣官房 担当課，責任者 政策評価広報課 

三浦 聡 課長 

 

３．評価の実施に関する事項 

評価のために以下の手続等を実施した。 

（１）理事長ヒアリング：平成２９年７月１２日 

（２）監事ヒアリング：平成２９年６月１５日 

（３）有識者からの意見聴取：平成２９年７月１２日 

 

４．その他評価に関する重要事項  

（1）評価項目の追加 

 「日本再興戦略」（平成 25 年 6月 14日閣議決定）を踏まえた中期目標の変更（2014 年 2 月）及

び中期計画の変更（2014 年 3 月）に伴い、評価項目「NGO、民間企業等の多様な関係者との連携」

に代えて、「『国際展開戦略』の実施に向けた経済協力の戦略的実施」及び「NGO、民間企業等の多

様な関係者との連携」の 2項目が 2014年度より設けられた。 
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（2）独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26 年法律 66 号）（以下、通則法）附則第 8

条に基づく業務実績等報告書記載事項の扱い 

 通則法附則第 8 条に基づく経過措置を適用し、「評価書様式について」（平成 26 年 9 月 2 日総務

省行政管理局長通知）に準じた業務実績等報告書項目別評定調書の記載事項を以下の扱いとする。 

 重要度、難易度が中期目標において設定されていないため、「1．事務及び事業に関する基本情

報」の「当該項目の重要度、難易度」の欄は設けない。 

 「2．主要な経年データ」の「①主要なアウトプット（アウトカム）情報」について、機構が設

定した定量的指標及びモニタリングのための数値実績に関する報告指標の情報を記載する。達

成目標及び基準値は、原則として定量的指標のみ記載する。また、中期計画当初より技術協力、

有償資金協力、無償資金協力の事業規模を表示していた項目は同表示を継続する。なお、「②

主要なインプット情報」の財務情報及び従事人員数に関し、評価項目ごとに細分した表示が困

難な場合や該当する報告対象がない場合は、欄を省略するか空欄とする。 

（3）独立行政法人評価制度委員会による点検結果を踏まえた対応 

 中期目標、中期計画及び年度計画に目標水準が設定されていない項目に関し、点検結果を踏ま

えて 2015年度以降は機構が達成水準を可能な範囲で設定し、これに伴い「主要な経年データ」

欄の報告指標を再編した。また、2016年度は年度計画に定量的指標及び達成目標を示した。こ

れらを踏まえて各年度の業務実績の自己評定を行い、評定根拠の具体化と明確化に努めた。ま

た、定量指標を中期目標期間当初から設定したもののうち、毎年度 120％以上の達成度となっ

ていたものに関して必要に応じた目標水準の検証と必要に応じた見直しを 2015年度に行った。 
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総合評定 

１．全体の評定 

評定 Ｂ：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

達成していると認められる。 

（参考：見込評価） 

Ｂ 

評定に至った理由 

法人に対する評定各項目を踏まえて，総合的に法人の活動結果を判断し，Ｂ評定とした。 

特に考慮した内容は以下のとおり。 

 大項目「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に関する項目の

評定について，評価対象 20項目（2012，2013年度は 19項目）のうち，高い評定を得ている項目

（Ｓ及びＡ評定：2012 年度及び 2013 年度はイ及びロ評定）が過半を占め，かつ各年度において

「イ」ないし「Ｓ」評定を得ている顕著な成果を上げた項目が含まれる。一方で，「N0.20安全対

策の強化」については，2 つの年度で所期の目標を下回る成果となっていることを考慮した（内

訳：2012 年度「イ」2 項目，「ロ」8 項目，「ハ」9項目，2013年度「イ」2項目，「ロ」11項目，

「ハ」6項目，2014年度「Ｓ」1項目，「Ａ」12 項目，「Ｂ」7項目，2015年度「Ｓ」2項目，「Ａ」

12項目，「Ｂ」5項目，「Ｃ」1項目，2016年度「Ｓ」3項目，「Ａ」11項目，「Ｂ」5項目，「Ｃ」

1項目）。 

 大項目「業務運営の効率化に関する事項」，「財務内容の改善に関する事項」，「その他業務運営に

関する重要事項」に属する項目は，全て所期の成果を上げ，2012 年度から 2016 年度まで全ての

項目でＢ（2012年度及び 2013年度では「ハ」）評定以上を得ている。 

 中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績等，全体評定に影響を与える事象はなかっ

た。 

 

２．法人全体に対する評価 

（１）法人全体の評価 

機構は、独立行政法人国際協力機構法に基づき、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興

又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発

展に資することを目的として開発協力事業を行っている。 

機構は，第 3 期中期目標期間においては、政府開発援助（ODA）大綱（平成４年閣議決定，同 15 年

改定）及びその後継政策として 2015 年 2 月に閣議決定された開発協力大綱等で掲げられている政府の

重点課題に沿った取組を技術協力、有償資金協力、無償資金協力といった援助手法を有機的に活用し、

国内外のパートナーとの連携や成果の発信を強化しつつ、また 2015 年度が達成目標年次であるミレニ

アム開発目標（MDGs）やその後継として 2015 年 9 月に国連総会で採択された 2030 年までのグローバ

ルな開発目標となる持続可能な開発目標（SDGs）といった国際枠組みや、アフリカ開発会議（TICAD）

及び日・ASEAN 協力といった日本政府の公約への貢献も見据えて着実に関連する事業を推進した。こ

れらを通じ、日本再興戦略や国家安全保障戦略、まち・ひと・しごと創生総合戦略等の日本政府の政

策の推進・実現にも貢献した。また、これら事業の実施に必要な基盤となる組織、体制を適切に整備、

運営した。 

特筆すべき重要な成果は以下のとおり。 

１．2012 年度 

（１）平和構築に関し，フィリピンのミンダナオ和平に係る枠組合意やミャンマー新政権の少数民族

武装勢力との停戦合意を受け，直ちに当該国の環境や国内情勢に即した支援に着手し、人道支援から

開発支援へと途切れのない支援を実施し，紛争再発の可能性の低減に貢献した。 

（２）事業構想力の強化・情報発信力の強化に関し，IMF・世界銀行総会等のハイレベルの国際会議等

で機構の行った事業や研究成果を踏まえた知的発信を組織全体で推進した結果、国連事務総長に提出

されたハイレベルパネルの報告書において日本が推進した人間の安全保障の重要性や防災の考え方が
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反映されるなど、国際社会の援助潮流形成及び日本の存在感の向上に貢献する顕著な成果を上げた。

援助潮流と国際枠組の形成に関してはその後も日本政府の方針策定支援や国連サミットでの発信等の

取組・貢献を機構から続けた結果、2030 年を目標年次とする「2030 アジェンダ」及びその構成要素で

ある SDGs の 2015 年 9 月の採択にあたり、日本が重要課題としてきた「防災の主流化」や「ユニバー

サル・ヘルス・カバレッジ（UHC：Universal Health Coverage）」、「持続可能な都市開発」が SDGs に盛

り込まれる成果として結実し、2016 年度にはその実現に向けた政策枠組「UHC in Africa」の策定を主

導して同枠組を第 6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）の場で国際社会に発信することにつながった。

また、同じく日本政府が指導理念として主張してきた「人間の安全保障」は「2030 アジェンダ」の序

文に「人間中心（people-centred）」という中心概念として採用された。 

２．2013 年度 

（１）NGO、民間企業等の多様な関係者との連携においては，中小企業を含む企業との連携事業を着

実に実施し，新規採択件数が 163 件（前年度 96 件）の大幅増となったことに加え、中小企業海外展開

支援の強化、草の根技術協力等による自治体との連携強化、NGO－JICA 協議会を通じた草の根技術協

力 10 年間振り返りの実施による NGO の組織強化等の各種の取組を通じて各主体との連携の水準を格

段に引き上げ、また東日本大震災復興支援と復興経験の共有において国内関係者との連携が進展する

成果を上げた。 

（２）災害援助等協力においては，6,000 人を超す死者，日本円で 800 億を超える被害をもたらしたフ

ィリピン台風災害に際して，被災者・地域に対する迅速な緊急支援から中長期的な復興に至るまでの

一貫した支援に取り組んだ。これは，機構が関係方面と協力して平時からの体制強化に取り組んだ結

果であり，特に優れた実績として高く評価される。 

３．2014 年度 

（１）地球規模課題への対応に関し、特に防災分野で，前記のフィリピン台風災害に対する復旧・復

興支援等の事業実績も踏まえ、機構が重視する防災の主流化の考え方が「第 3 回国連防災世界会議」

の成果文書等に反映されるなどの顕著な成果を上げた。 

（２）「ポスト 2015 開発アジェンダ」の形成に向けた取組として，日本の知見や国際協力の 60 年の経

験を踏まえて，実証研究に基づくポジション・ペーパーを作成し，「人間の安全保障」，「防災の主流化」，

「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」，「持続可能な都市開発」を盛り込むことを，国際会議等で訴

え続けた結果，国連の主要文書においてこれらの主張が反映される成果を上げた。 

４．2015 年度 

（１）貧困削減（MDGs 達成への貢献）に関し、教育分野でのザンビア授業研究、保健分野での病院

での5S-KAIZENを活用した病院における保健医療サービスのカイゼンがいずれも革新的な取組として

DAC 賞のファイナリストに選出されたほか、同年に採択された SDGs を見据えた各種の取組（UHC 推

進を目的としたアフリカ初の開発政策借款の供与、統合水資源管理の推進への支援、栄養分野の協力

強化等）を加速させる顕著な成果を上げた。 

（２）「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的活用に関して、技協・有償・無償の有機的な

活用により開発途上地域のビジネス環境整備を促進させ、改善された制度を積極的に活用して日本政

府の政策にも貢献する形で 2012 年度の開始後，迅速に戦略的に案件を形成、実施した。特に、開発途

上国の開発効果の発現と支援企業の海外ビジネス展開にも貢献する多数の好事例が確認されるなど、

短期間で顕著な成果を上げた。 

（３）災害援助等協力に関して、前年に発生したエボラ出血熱対応への支援から得られた課題に対応

し、新たなチーム形態である「感染症対策チーム」を迅速に創設して要員登録・研修の実施に至るな

どの顕著な成果を上げた。また、ネパール地震災害に対して救助チーム、医療チーム及び自衛隊部隊

の派遣と物資支援による包括的な緊急支援を展開し、国際調整にも貢献する成果を上げた。加えて、「よ

り良い復興」（Build Back Better）の考え方に基づくシームレスな復興支援を国際社会に浸透させるべく

働きかけを実施した。 
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５．2016 年度 

（１）SDGs 達成に向けた貢献に関し，日本政府の SDGs 実施指針の策定支援、機構の SDGs ポジショ

ン・ペーパーの策定・公開、UHC の達成支援や質の高いインフラの推進、防災の主流化、栄養等の新

たな課題等に対応する案件形成や実施など、SDGs の達成に向けた動きを加速化させるための取組を着

実に進めた。 

（２）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」の実現に向けた経済協力の戦略的活用に対し、ドル建て借款制度の創設等の制度改善や、

国際開発金融機関との協調融資を促進したほか、ハード・ソフト両面で日本の優れた技術・ノウハウ

等を活用して開発課題の解決に貢献する事業を形成して積極的に貢献した。 

（３）ABE イニシアティブ、大洋州島嶼国リーダー教育支援プログラムの実施やシリア平和への架け

橋・人材育成プログラムの開始等による日本の大学での留学制度を活用した支援を通じ、開発途上地

域の将来の発展を担う人材層を育成する事業を幅広く展開し、日本の大学の国際化や地域活性化にも

寄与している。 

（４）7 月のバングラデシュ・ダッカ襲撃テロ事件や南スーダンでの治安悪化に伴う退避事案を踏まえ、

機構の安全対策を抜本的に強化すべく、外務大臣の下に設置された「国際協力事業安全対策会議」の

最終報告を踏まえた方策を実施した。 

その一方で，国際協力事業をめぐる国際テロ情勢は厳しさを増しており，より広範な国際協力事業

関係者の安全を確保することが求められている。JICA 事業の従事者が巻き込まれた 2016年 7月のダッ

カ襲撃テロ事件の被害を繰り返さないよう，改めて万全の態勢を構築することが不可欠となっている。 

（５）青年海外協力隊は 50 年以上にわたり現地の人々と共に活動してアジア地域の経済社会発展に果

たした功績が評価され，「アジアのノーベル賞」とも評されるマグサイサイ賞を受賞した。これは，同

隊が50年以上にわたって地道に実施してきた開発支援活動が国際社会より高い評価を受けていること

の証左であり，高く評価される。 

業務運営の効率化、財務内容の改善及びその他の業務運営に関する重要事項に関しては，中期目標

期間を通じて着実に実績を上げ、公正かつ効率的に組織・業務を運営した。 

以上により、順調な組織運営が行われており、全体として中期目標における所期の目標を達成して

いると認められる。 

（２）全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項 

2016年 7月に機構事業の従事者が巻き込まれるダッカ襲撃テロ事件が発生した。同事件を受けて設

置され，同年 8月 30日に公表された「国際協力事業安全対策会議最終報告」（外務省，国際協力機構）

を踏まえ，国際協力事業関係者等のための新たな安全対策を実施することとなり，2016年度下半期に

安全対策の抜本的な強化に取り組んだ（項目 No.20 参照。2016年 12月に年度計画を変更届出）。 

 

３．項目別評価における主要な課題，改善事項など 

項目別評定で

指摘した課題，

改善事項 

各項目別評定に記載のとおり。 

その他改善事

項 

特になし 

主務大臣によ

る改善命令を

検討すべき事

項 

特になし 

 

 



 

0-6 

４．その他事項 

監事等からの

意見 

平成 28年度までの監査の結果、中期目標の達成に向け事業は適切に実施されていると

認められる。 

その他特記事

項 

「平成 28年度末に中期目標期間が終了する外務大臣所管独立行政法人の業務及び組

織の全般にわたる検討結果並びに講ずる措置の内容についての意見等」（平成 28年 12

月８日独立行政法人評価制度委員会）において，「当該項目について，当該法人に求め

る役割や達成すべき目標及び当該法人の業務実績を踏まえた評価の実施状況について

の説明責任を果たすことができるよう，今後，中期目標期間における業務実績評価を

行うに当たり，評定を付すに至った具体的な根拠を十分に説明した上で，適正かつ厳

格に評価を行うこと。」とされたことを踏まえ,以下の対応を行った。 

ⅰ）2016年度計画に測定対象となる定量的指標を設定し，また定量的指標の設定が

困難な項目についても定性的に事後の達成度が判断可能な表現とした。 

ii) 評価に当たっては，第 4期中期目標で示された「評価の考え方」を第 3期中期

目標・計画の枠組みの中で対応可能な範囲で以下のとおり援用し，判断の根拠と理由

等を合理的かつ明確に示して適切かつ厳格な評価を行うよう努めた。 

「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」に従い，開発協力事

業を実施する法人の事業の特性に鑑み，定量的指標のみならず質的な成果や成果

の最大化に向けた法人の取組状況も勘案して評価を行った。 

質的な成果に対しては，年度計画及び定性指標に示される取組の具体的な実施状

況を確認し，所期の目標を達成しているかを評価した。加えて，当初の計画から

想定されないアウトカムに相当する成果（例：①日本政府の政策実現に貢献する

成果，②機構のイニシアティブの下，支援相手国政府や他機関による外部の関与

も得て発現した大きな成果，③事業実施上の困難を克服して実施した取組，④危

険地での活動等の難易度の高い取組を通じた成果）が発現し，これを裏付ける事

象，量的な変化や成果の発現を促進した法人の工夫等が客観的に示された場合に

は，目標水準を上回る成果として評価する根拠とした。 

なお、第４期中期目標においては、「防災分野に係る育成人材数」、「機構の支援を得

た保健医療サービスの裨益想定人口」等の定量的な指標を複数設定し、目標と実績の

関係を明らかにした上で評価することとした。 
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５．項目別評定総括表 

中期目標 

年度評価 
中期目標 
期間評価 項目別 

評定調
書No. 

2012
年度 

2013
年度 

2014
年度 

2015
年度 

2016
年度 

見込 
評価 

期間
実績
評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

貧困削減（MDGs達成への貢献） ロ ロ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ No.1 

持続的経済成長 ロ ロ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ No.2 

地球規模課題への対応 ハ ロ Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ａ No.3 

平和の構築 イ ロ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ No.4 

事業マネジメントと構想力の強化 ロ ロ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ No.5 

国際社会におけるリーダーシップの発揮

への貢献 
イ ロ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ No.6 

研究 ロ ロ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ No.7 

「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力

の戦略的実施 
  Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ｓ No.8 

NGO，民間企業等の多様な関係者との連携 ロ イ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ No.9 

ボランティア ロ ロ Ｂ Ａ Ｓ Ａ Ａ No.10 

市民参加協力 ハ ハ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ No.11 

開発人材の育成（人材の養成及び確保） ハ ハ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ No.12 

広報 ロ ロ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ No.13 

技術協力，有償資金協力，無償資金協力 ロ ロ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ No.14 

災害援助等協力 ハ イ Ａ Ｓ Ａ Ｓ Ａ No.15 

海外移住 ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.16 

環境社会配慮 ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.17 

男女共同参画 ハ ハ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ No.18 

事業評価 ハ ハ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ No.19 

安全対策の強化 ハ ロ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ No.20 

外交戦略の遂行上その他必要な措置の実

施 
- - - - - - - No.21 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 

組織運営の機動性向上 ハ ハ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.22 

契約の競争性・透明性の拡大 ロ ロ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.23 

ガバナンスの強化と透明性向上 ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.24 

事務の合理化・適正化 ハ ロ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.25 

経費の効率化・給与水準の適正化等，保有

資産の見直し 
ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.26 

不要財産の処分等の計画 ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.29 

重要な財産の譲渡等の計画 - - - - - - - No.30 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

予算（人件費の見積を含む。），収支計画及

び資金計画（有償資金協力勘定を除く。） 
ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.27 

短期借入金の限度額 ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.28 

剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） - - - - - - Ｂ No.31 

IV．その他業務運営に関する重要事項 

 

施設・設備 - - Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.32 

人事に関する計画 ハ ハ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.33 

積立金の処分及び債権等の回収により取

得した資産の取扱い 
ハ ハ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ No.34 

中期目標期間を超える債務負担 - - - - - - - No.35 

注：2012，2013年度はイ，ロ，ハ，ニ，ホ，2014年度以降はＳ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの 5段階評価。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.1 貧困削減（MDGs達成への貢献） 

業務に関連する政

策・施策 

ODA 大綱，開発協力大綱，各年度の国際協力重点方針，日本の教育協力政策，
平和と成長のための学びの戦略，持続可能な開発のための教育，国際保健外交
戦略，平和と健康のための基本方針，国際的な脅威となる感染症対策強化に関
する基本方針，新水道ビジョン，TICAD V横浜行動計画，持続可能な開発目標
（SDGs）実施指針，国際保健のための G7伊勢志摩ビジョン 

当該事業実施に係る

根拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

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） 達成目標 基準値 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 
ア）教育                   
子どもへの質の高い教育環境の
提供人数（2011 年から当該年ま
での累計値，万人） 

    新規 2,679                                                                                                                                                                                                                                                           2,922 

当該年度に終了した機構の協力
により研修を受けた教員の数
（人） 

  48,234 94,359 57,996 167,524 3,650 

当該年度に終了した機構の協力
により学校マネジメントが改善
された学校数（校） 

                                                                                                                                                                                                                                                               13,867 4,297 
- 

（注 2） 
8,984 17,600 

当該年度に交換公文が締結され
た事業の学校校舎建設数／教室
数 

  178 
1,307 

131 
859 

44 
426 

136 
612 

- 
（注 2） 

イ）保健 
第三国との連携による UHC 推進
のための保健システム強化支援
国数 

  
   新規 29か国 

当該年度に機構の協力により能
力強化した保健医療従事者（延人
数） 

   
2,600 1,513 1,398 1,406 1,355 

当該年度に機構の協力により供
与が決定されたポリオ，麻疹のワ
クチン数（万ドース） 

  
約

4,500 
約

4,040 
約

53,530 
約

5,419 
約

29,668 

機能強化をした保健医療施設案件数（件）   70 78 77 80 66件 
TICAD V支援目標（2013年～2017
年までに 500億円の支援）（億円） 

  
  新規 

353.6 
（暦年） 

576.1 
（暦年） 

ウ）水 
アフリカにおける安全な水への
アクセス向上及び衛生改善に関
する裨益者数（万人） 

   
131 190 513 263 

当該年度に締結された無償資金
協力・円借款により改善された給
水サービスにアクセス可能とな
る人々の計画人数（万人） 

  

1,800 63 170 196 301 

水・衛生に係る技術協力で指導・
訓練される人数（万人）（注 3） 

  
660 2,300 3,800 6,400 12,200 

②主要なインプット情報（億円）（注 4） 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 
ア）基礎教育      技術協力 

有償資金協力 
無償資金協力（注 5） 

92 
- 

141 

59 
89 
123 

108 
- 
83 

122 
140 
91 

115 
- 

43 
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イ）保健        技術協力 
有償資金協力 
無償資金協力 

115 
102 
146 

99 
59 
123 

109 
83 
135 

111 
767 
106 

109 
63 
160 

ウ）水         技術協力 
有償資金協力 
無償資金協力 

71 
1,259 
120 

76 
365 
160 

57 
237 
129 

62 
702 
181 

63 
756 
69 

（注 1）当該年度の終了案件の実績値，または承諾案件の計画値を足しあげているものは，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）「-」の記載箇所は当該年度に該当する案件がなかったため。 
（注 3）行政官，水道事業体職員，水管理組合員，コミュニティ衛生指導員，ポンプ修理，トイレ建設
工。 
（注 4）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。 
（注 5）分野分類の見直し等の結果，一部の分野については 2016年度より No.2「高等教育」で計上。 

 

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 
（一段落目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， 
 公正な成長とそれを通じた持続的な貧困削減のため，貧困層自身が潜在的に持つ様々な能力の強化

及びその能力を発揮できる環境整備を支援する。 
主な評価指標 
指標 1-1 MDGs達成に向けた取組状況 

 

３－２．業務実績1 

指標 1-1 MDGs達成に向けた取組状況 

2015年のミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）の達成年限に向けて，機構は

15 年間，質の高い教育の提供や母子保健の改善，感染症対策，水と衛生のアクセス改善等に取り組んで

きた。結果，開発途上国全体では 1 日 1.25 ドル未満で暮らす極度の貧困人口が 1990 年比で 2010 年に

半減，2015年には 3分の 1 に減少，初等教育就学率は 2000年比で 83％から 91％に改善，5歳未満児死

亡率は 1990 年比で 1,000人当たり 90 人から 43人へと半分以下に減少，安全な水へのアクセスは 76％

から 91％に改善される等，多くの改善が見られた。2016 年からは持続可能な開発目標（SDGs: 

                                                   
1 以下，各項目の記載の末尾に（ ）で年度が示してある場合は原則として各事業年度の業務実績等報告書に記載されて

いることを示す。また，（○○年度～）とある場合には，○○年度の業務実績等報告書に記載されている後，後年度の業

務実績等報告書には記載されていない場合でも同取組が継続していることを示す。各年度の業務実績等報告書は機構ウェ

ブサイトから参照可能（http://www.jica.go.jp/disc/jisseki/index.html）。 
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Sustainable Development Goals）の達成に向けて取り組むべく，機構はいち早く SDGsへの取組方針の

作成に着手し，2016 年 9 月に SDGs ポジション・ペーパーを策定し，機構ウェブサイトで公開した。さ

らに，機構内での勉強会（計 6回 500名）等を行い，同ペーパーの内容を機構内外で発信している。ま

た，日本政府の SDGs 推進本部の下で開催された円卓会議に構成員として参画し，SDGs 実施指針の策定

（2016年 12月に SDGs推進本部第二回会合で決定）にも貢献した。 

また，機構は目標達成が困難とされた国や地域を中心に取組を加速化させてきた。特に，進捗の遅れ

が目立つアフリカに対しては，2013 年の第 5 回アフリカ開発会議（Fifth Tokyo International 

Conference on African Development：TICAD V）における「横浜宣言 2013」及び「横浜行動計画 2013

－2017」で掲げられた課題に対し，インフラ開発のための 65 億ドルの資金協力，産業開発のための 3

万人の人材育成，理数科教育や学校運営改善を通じた 2,000 万人の子どものための教育の質の向上，5

万人の小規模農民に対する「売るために作る」農業の促進等の具体的支援策の実施に向けた取組を進め

た。2016年には第 6回アフリカ開発会議（TICAD VI）が開催され，ナイロビ宣言及び同実施計画に沿っ

て取り組んだ。 

 

３－２－１．教育 

（1）主要な業務実績 

① MDGs 目標達成に向けた取組（目標年次：2015年），SDGsへの貢献に向けた取組 

・ 「日本の教育協力政策」の政府目標の目標値を上回る貢献を行い，また，SDGs ゴール 4 に向けて，

学びの改善のための総合的なアプローチによる取組を推進した。 

 「子どもへの質の高い教育環境の提供：累計 2,922万人（2016年度末）（政府目標：2015年度末

まで 2,500万人に対し，2015年度末に累計 2,679万人を達成） 

・ アジアの進捗遅延国における初等教育の質的改善に向けた取組を実施した。 

 バングラデシュ：技術協力，無償資金協力，ボランティア事業によるプログラム協力を通じ，初

等教育修了率の改善に貢献した（2012年度，2013年度，2014年度）。 

 バングラデシュ，ラオス：機構が支援した地域で全国平均を上回る国内地域間格差の改善を達成

した（2014年度）。 

 ミャンマー：1 学年 10 科目の教科書・指導書開発を終了し，国家カリキュラム委員会による承

認を得た（2016年度）。 

 パプア・ニューギニア：インパクト評価にて，遠隔教育支援の継続利用が生徒の試験結果向上に

つながっていることを確認した（2016年度）。 

・ アフリカの進捗遅延国における各種の取組を実施した（以下②参照）。 
 

② TICAD における公約達成への貢献 

・ TICAD IV横浜行動計画（2008－2012）の目標を大幅に超える成果を達成した。 

 「10万人の理数科教員に対する研修の実施」に対し，約 79万人を達成 

 「みんなの学校モデルを 1万校へ拡大」に対し，約 2万校に拡大 

 「1,000校，5,500教室の建設」に対し，1,303 校，7,147教室（機構貢献分：約 520校，約 3,680

教室）の建設を実現 

・ TICAD V横浜行動計画（2013-2017）の目標達成に向け，以下のような各種の貢献を果たした（2013

年度～2015年度）。 

 「2,000万人の子どもに対する質の高い教育の提供」に対し，2016年までに約 1,700万人を達成
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（2016年度）。 

 ルワンダ：技術協力を通じ，全国の約 8割の中等学校理数科教員に当たる 2,700人に対し 1人 4

回の研修を実施。また，新規教員養成課程での実践的な教授法に関する準備や教員養成学校建設

に関する無償資金協力事業に着手（2014年度）。新たに教員研修プロジェクトを開始（2016年度）。 

 エチオピア：技術協力により理数科教員研修システムの全国モデルを確立し，全国の初等理数科

教員の 54％に当たる 2万 3,600人が研修を受講（2014年度） 

・ TICAD VIのナイロビ宣言及び同実施計画に沿って，暴力的過激主義の根本原因に対処するための 5

万人への職業訓練を含む 960万人の人材育成や，科学技術分野の基礎学力強化のため 2万人の理数

科教員養成に取り組んでいる（2016年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

① 政策への反映，モデルの全国展開 

 ミャンマー：児童中心型学習（CCA：Child-centered Approach）導入・普及のための教員研修が教

育政策として採択された（2012年度）。 

 セネガル：就学率や修了率の改善を目指した住民参加型学校運営モデルが全国モデルとして採用さ

れた（2012年度）。また，理数科分野の現職教員研修が全国普及のためのモデルとして公式化され

た（2013年度）。 

 ニジェール：「みんなの学校」プロジェクトを通じて確立した住民参加型学校運営モデルが全国モ

デルとして採用された（2012年度）。学校の資金活用モデルを構築し，補習授業等により生徒の学

力が向上していることを JICA 研究所の調査で確認した。教育のためのグローバル・パートナーシ

ップ（GPE）資金を活用した世銀との連携事業により事業成果のスケールアップが進められている

（2016年度）。 

 ザンビア：理数科分野の授業研究（教員同士の学びあい）にて全国 3,121校，4.6万人の教員の能

力を向上した。OECD/DACの DAC賞ファイナリストとして表彰された（2015年度）。また，ブルッキ

ング研究所のスケールアップ研究の優良事例の 1つに採択された（2016年度）。 

 ブルキナファソ：学校運営モデルの全国普及のためのモデルとしての採用による全国研修を実施し，

全国普及を完了した（2015年度）。 

 バングラデシュ：初等教育訓練校の研修実施能力強化活動が第 3次初等教育開発計画の一部に位置

付けられ，全国 55の訓練校で開始された（2013年度）。 

 教育システム評価手法（SABER）：世界銀行と共同研究及び実証調査における協力を行い，開発途上

国における教育開発政策の評価手法の確立に貢献した（2012年度）。研究成果は，インドネシアや

アフリカでのワークショップ，セミナーや，「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」のサイドイベントで発表した（2014年度）。 

 パラグアイ：学校運営に係るマニュアルが省令化された（2016年度）。 

 エジプト：特別活動を取り入れた初の技術協力プロジェクトを形成した（2016年度）。 
 

② 教育を通じた女性のエンパワーメントに向けた取組 

 パキスタン：ノンフォーマル教育，成人識字教育のカリキュラム等の改善に取り組み，裨益児童と

してノンフォーマル小学校（5−14 歳）の学習者約 600 万人（うち，女性はおよそ 6 割）及び成人

識字の学習者約 1,100 万人（うち，女性はおよそ 7割）を支援した（2014年度）。カリキュラムが

承認された（2016年度）。 
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③ 新たなパートナーとの戦略的連携 

 日本の学習産業企業の参画による開発ニーズへの対応：教育出版株式会社による初等教育カリキュ

ラム分析や教科書編集に関する協力（ミャンマー），株式会社日本標準による学習達成度評価や補

修教材についての技術支援（モロッコ），株式会社学研教育出版による理数科の学力試験問題開発

への助言（エチオピア）（2014 年度），東京書籍株式会社による算数教育教科書編集に関する協力

（ラオス），算数・理科教科書編集に関する協力（パプアニューギニア）（2015年度） 

 文部科学省「Edu-Port（日本型教育の海外展開事業）」の立上げへの貢献：ステアリングコミッテ

ィ委員及び幹事会委員として積極的に関与した。機構の官民連携事業の紹介や，民間企業，教育機

関等の海外展開事業（公認プロジェクト 5 件，応援プロジェクト 9 件）を審査した（2016 年度）。 

 

３－２－２．保健 

（1）主要な業務実績 

① MDGs 目標達成に向けた取組（目標年次：2015年），SDGsへの貢献に向けた取組 

・ アジアの進捗遅延国における加速化支援の取組を実施した。 

 フィリピン：特に進捗が遅れている 2 州を対象にした母子保健サービスを強化（2006 年～2010

年）した結果，両州における妊産婦死亡率，医師・助産師の立ち会いによる出産の割合が改善し，

MDGsの目標を達成ないし達成見込みであることが確認された（2013年度）。 

 ベトナム：母子保健手帳を 4 省で試験導入し，4 省の 77.5％の妊産婦（55.2 万人）に母子手帳

が配布されたほか，90.5％のヘルスワーカー（1万 6,600人）を研修し，全国普及に貢献した（2014

年度）。 

 ラオス：「保健専門職の国家免許制度に係る戦略」草案が 2015 年 12 月に保健省により正式承認

された。教育カリキュラムや教材の開発・全国配布を通じ，保健医療サービスの担い手のうち特

に重要な看護人材の国家免許制度の仕組みづくりや全国レベル看護教育の環境整備を促進した

（2015年度）。 

 バングラデシュ：母性保健強化プロジェクトを通じ，コミュニティサポートグループ（CSG）の

形成が政府の省令として発出され，同国の政策目標達成に貢献した。インパクト評価の結果，CSG

を通じた介入は産前健診や施設分娩数の増加と統計的に有意な関係にあることを確認した（2016

年度）。 

・ アフリカの進捗遅延国に対する各種の取組を実施した（以下②を参照）。 

・ SDGsの目標達成に向け，UHCの推進に取り組んだ（以下③を参照） 
 

② TICAD における公約達成への貢献 

・ TICAD IV横浜行動計画（2008－2012）の目標を大幅に超えた達成（2012年度） 

 「10万人の保健・医療人材育成」に対し，21 万人を達成 

 「1,000か所の病院及び保健センターの改善」に対して，3,844施設を改善 

・ TICAD V横浜行動計画（2013－2017）の目標達成に向けた貢献（2013年度～2015年度） 

 「12万人の保健人材育成」に対し，2016年度までに約 9.5万人を育成 

 「保健分野に対する 500億円の支援」に対し，2016年までに 576.1億円を支援 

 ガーナ：HIV母子感染防止サービスにて，HIV テストを受けた妊婦の割合が協力開始前の 77％か

ら 99％へと大幅に改善した。また，「アッパーウエスト州地域保健機能を活用した妊産婦・新生

児保健サービス改善プロジェクト」では，270 人の Community Health Officer 向けの研修や保
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健ポストへの啓発活動を実施し，加えて無償資金協力「アッパーウエスト州地域保健施設整備計

画」を通じて，技術協力プロジェクトと同地域を対象に新たな CHPS Compound の建設（64か所）

と機材整備（既存施設も含めて 80 か所）を支援した結果，アッパーウエスト州では，既存のヘ

ルスセンターと CHPS によってほぼ全州の人口（70万人）が保健システム網でカバーされた。2016

年度にプログラム終了時評価を行い，高いレベルでのプログラムの目的の達成やアプローチの有

効性や波及効果が確認された（2014年度，2015年度，2016年度）。 

 セネガル：母子保健関連指標達成に遅れのある 2州で保健システム強化と保健センター，研修施

設の拡充を進めた。また，パイロット施設での活動をモデルとした研修パッケージやインパクト

評価の手順書が政府から承認され，5つの州で活動が開始された（2013年度）。 

・ TICAD VIナイロビ宣言の起草・実施への貢献（2016年度） 

 UHC実現に向けた政策枠組作成への貢献：UHC in Africa の立上げを主導し，発信した。 

 UHC in Africa実現に向けた取組：第 3回世銀ハイレベル対話にて今後の連携方針を議論した。 
 

③ UHC の主流化，各国での UHCの推進 

・ 国際会議や研修を通じて日本の経験の共有を図り，ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（Universal 

Health Coverage：UHC）の主流化に貢献した。 

 SDGs に関するオープンワーキンググループ（SDGsOWG）の成果文書に UHC が明記された（2014

年度）。 

 日本政府等と共に「新たな開発目標における UHC」国際会議を開催し，UHC 達成の重要性と今後

の戦略をハイレベルの参加者に対し発信した（2015年度）。（指標 6-1参照） 

・ TICAD VI（上記②参照）や伊勢志摩サミットに向け，日本政府の政策立案や対外発信に貢献した。 

 「国際保健のための G7伊勢志摩ビジョン」への貢献：日本政府の研究班への参加，LANCET誌で

の論文投稿，パンデミック緊急ファシリティのメカニズムに対する提言，世界保健安全保障アジ

ェンダにおける日本政府の優先国選定への協力，国際保健規則への協力等（2016年度） 

 アジア太平洋行動連合，マヒドン王子記念賞会合，TICAD VI 等での UHC に係る取組・取組の発

信（2016年度） 

・ 貧困層に配慮した保健サービスアクセスの改善や保健医療人材情報システムの導入を通じ，事業実

施における UHC主流化に取り組んだ。また，第三国との連携や，MDGsの継続課題である母子保健や

感染症対策を入口とした UHC支援を推進した。 

 ケニア：地方分権化での UHC 推進プログラムの中核となる技術支援を開始したほか，保健省の

UHCロードマップの作成を支援した。また，世界銀行等と連携して保健セクターへの開発政策借

款を形成，実施し，UHC主流化に向け政策レベルへの支援を展開した（2013 年度～2015 年度）。 

 フィリピン：協力対象地域で産前健診や保健ボランティア訪問，住民集会などを通じ妊婦の国民

健康保険制度への加入を促進した。その結果，妊婦の健康保険加入率が約 50％（2013 年）から

約 70％（2014 年）に増加し，貧困層を含むより多くの妊婦が出産費用を心配することなく保健

医療施設で出産できるようになった（2014年度）。 

 タンザニア，南スーダン：タンザニアでは 4州 25県や 16か所の保健医療人材養成校に，南スー

ダンでは中央保健省及び全 10 州に保健医療人材情報システムを普及した。南スーダンでは，機

構支援の終了後も世界保健機関（World Health Organization：WHO）資金によりデータ入力・更

新が継続されている（2013年度）。 

 エチオピア：アムハラ州におけるサーベイランスを強化し，感染症に関する迅速かつ正確な症例
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報告を促進した。また，グローバル資金との連携による保健医療サービスの質改善や，2012 年

後半から 2014年後半にサーベイランスシステムにより報告されたマラリア確定症例数の 43％減

少等に貢献した（2015年度）。 

 インド：急速に都市化が進み，非感染性疾患（NCDs：Non-Communicable Diseases）が大きな課

題となっているタミル・ナド州の 17 の都市を対象とした円借款「タミル・ナド州都市保健強化

事業」の借款契約（L/A：Loan Agreement）を署名した。各都市の医療施設・機材の整備や医療

従事者に対する能力強化を通じ，NCDs への対応も視野に入れたタミル・ナド州都市部の保健医

療システムの向上を支援し，同州の UHCの達成に貢献している（2015年度）。 

 セネガル：国レベルでの資金協力も活用した包括的な UHC支援を推進した。（2016年度） 

 アフガニスタン：結核対策プログラム推進のため，日本企業が開発した検査キットや治療薬等を

活用した支援を開始した（2016年度）。 

 第三国との連携による保健システム強化：タイと連携した課題別研修「UHC達成のための医療保

障制度強化」等 11か国を対象に実施した（2016年度）。 
 

④ エボラ出血熱への対応（2014年度～2016年度） 

・ エボラ出血熱の大規模な流行がみられたギニア，シエラレオネ，リベリアでの緊急対応のため，個

人防護具，テント等の緊急援助物資供与や，WHOを通じた専門家派遣等を実施した（指標 15-1参照）。

並行して，これら流行国の周辺の国々のエボラ出血熱流行への準備態勢を強化するため，既存の技

術協力案件等を通じた支援を 10か国以上で同時期に展開した。 

 ガーナ：野口記念医学研究所における検体検査計 100件以上の実施と周辺住民への理解を促進

した。2016 年には，ガーナ及び西アフリカ全体の感染症対策能力強化のための無償資金協力

事業を形成した。併せて国際保健規則に係る支援も開始した。 

 セネガル：エボラ出血熱患者の受入病院への迅速な機材の供与，既存の技術協力事業を通じた

ギニア国境ハイリスク地域への保健衛生機材供与や近隣諸国に出稼ぎしている零細漁民向け

啓発活動支援，保健分野の青年海外協力隊員による啓発活動等を実施 

 ザンビア：実施中の地球規模課題対応国際科学技術協力（Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development：SATREPS）実施機関であるザンビア大学獣医学部

が同国唯一のエボラ出血熱検査機関として指定され，日本人専門家が獣医学部の研究者と共に

15 例のサンプル検査を実施 

 コートジボワール：国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）との連携

事業を通じ，空港，港，国内全 39 か所の国境警察の警察官約 2,300 人を対象とした「エボラ

出血熱対策研修」を実施 

 シエラレオネ：国連児童基金（UNICEF：United Nations Children's Fund）と連携したワクチ

ン用太陽光冷蔵庫の供与，国連人口基金（UNFPA：United Nations Population Fund）と連携

した保健所の改修，保健所出産キットの供与，医療倉庫の増築，啓発活動を行った。さらに，

エボラ出血熱の流行により中断した技術協力を再開し，保健システム強化及び母子保健分野で

の協力を行った。 

 リベリア：保健局に対する感染症予防のための医療機材及びサーベイランスで使用するバイク

の供与を行うとともに，帰国研修員による地域での啓発活動を計 8,500 人に実施した。エボラ

出血熱の流行により中断した技術協力を再開し，保健システム強化分野での協力を行った。 

 ギニア：長崎大学との連携により迅速診断キット（外務省が緊急無償により供与）の操作研修
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を実施，また，セネガルと連携して保健システム強化に関する 5S-KAIZEN-TQM（総合品質管理：

Total Quality Management）導入研修を実施した。 
 

（2）戦略的な取組 

① 政策への反映，モデルの全国展開 

 ミャンマー：マラリアの罹患，死亡要因の分析を通じてターゲットとすべき地域特性と対象者を明

確化し，効率的な投資計画を検討するというプロジェクトの成果を対マラリア政策に反映した

（2012年度）。 

 スーダン：母子保健従事者向け研修の実施とその全国展開（2013年度）  

 バングラデシュ：社会・文化的なバリアを減少させるための住民の組織化運動と 5S-KAIZEN-TQM

を活用した病院における医療サービスの質的改善を連携させたモデルの全国展開（2015年度） 
 

② 新たなパートナー，国際的な枠組みとの戦略的な連携 

 ゲイツ財団との「ローン・コンバージョン」手法：パキスタン政府の 5歳未満児 2,880万人を対象

としたポリオ・ワクチンの一斉投与キャンペーンにおける同手法適用を通じて，ワクチン接種率

90％を達成した。同手法は経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and 

Development：OECD）の DAC賞を受賞し，その成果をいかした事業をナイジェリアでも開始した（2012

年度～2014年度）。さらに，パキスタンでは，ポリオ早期撲滅に向け，同手法を適用したゲイツ財

団との連携による第 2 フェーズとなる円借款事業を形成した。ゲイツ財団とは，国際保健や栄養分

野での連携を強化するための MoUを締結（2016年度）。 

 アンゴラの医療人材育成のためのブラジルとの三角協力事業：国連の南南協力 EXPOにて「グッド・

プラクティス賞」を受賞した（2014年度）。 

 母子保健分野における Global Financing Facilities（GFF）との連携:世界銀行の主導の下，母子

保健分野における新たな資金調達の枠組みとして 2015 年 7 月に開始した GFF の計画段階から

Investors Groupに参加して積極的に関与した。また，ケニアでは円借款によるパラレル・ファイ

ナンスと技術協力を通じて母子保健・UHC分野の資金ギャップの解消及び戦略策定等に貢献したほ

か，バングラデシュでは 2017 年からの GFF の本格実施を見据え，郡レベルにおいて技術協力と円

借款の連携により展開している母子保健分野モデルの推進とその人材育成の成果に基づき，開発パ

ートナーとの協調の上，政策レベルでのインプットを引き続き実施している（2015年度）。セネガ

ルでは国家 UHC戦略の推進を目的とした協調融資事業を形成（2016年度）。 
 

③ ジャパンブランドとしてのグローバルな展開 

 母子保健（母子手帳）の展開：アジア・アフリカ・中南米の 34 か国で母子保健向上のための技術

協力を展開している。既に母子手帳が定着しているインドネシアにおける 8か国を対象にした第三

国研修，カメルーン政府が主体となって開催した第 9回母子手帳国際会議の後援を通じた母子保健

関連技術協力を実施している 15 か国のプロジェクト関係者との母子手帳の普及に関する課題の共

有，マヒドン王子賞国際会議（PMAC）のサイドイベントなどを通じ，母子手帳の持つ価値の共有等

に取り組んだ（2015年度）。第 10回母子手帳国際会議を開催し，WHOとの国際ガイドライン策定の

発表や，母子手帳の難民支援での有用性などを発信した（2016年度）。 

 カイゼン（保健施設）の展開：日本が大きな強みを持つ 5S-KAIZEN手法を活用した病院管理の改善

に関する各国の取組をリーフレット，DVD教材等に取りまとめ，様々な機会で活用した。これらの

取組は OECDが設立した DAC賞の 2015年ファイナリストとして，革新的かつスケールアップが可能
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なアプローチとして表彰されるという成果に結実した（2015年度）。 
 

④ 新たな課題への対応 

 非感染症疾患（キューバ）：がん診療サービス向上支援に係る無償資金協力事業を開始（2016年度）。 

 ワンヘルスアプローチ強化：人獣共通の新感染症や薬剤体制対策に関し，SATREPSを通じた支援を

実施。ケニアでは長崎大学と，リフトバレー熱の簡易診断キットを開発・製品化（2016年度）。 

 高齢者支援の推進（タイ）：タイの実情にあった介護サービスモデルの開発と実施を支援。加えて，

介護サービスを持続的な仕組みとするための政策提言を実施（2016年度）。 
 

⑤ 民間企業との連携 

 医療の国際展開の貢献（カンボジア）：「救急救命医療整備事業」で設立され，日本式の医療サービ

スの提供及び運営や人材面での指導等を通じて日本政府が主導する医療の国際展開支援にも貢献

する救急救命センターがプノンペンで全面稼働（2016年度）。 

 民間製品の輸出拡大：サラヤ株式会社がウガンダでのアルコール手指消毒の普及促進事業での活動

を受けて，日経ソーシャルイニシアチブ大賞の企画部門賞を受賞（2016年度）。 

 

３－２－３．水 

（1）主要な業務実績 

① MDGs 目標達成に向けた取組（目標年次：2015年），SDGsへの貢献に向けた取組 

・ アジアの大都市における給水能力の増強と給水サービスの改善に向けた取組を実施した。 

 ミャンマー：ヤンゴン都市開発マスタープラン実現に向け，優先度の高い事業を選択し，円借款

や無償資金協力，福岡市や東京都の協力を得た技術協力事業を戦略的に形成，実施した（2012

年度～2015年度）。 

 カンボジア：コンポンチャム及びバッタンバン上水道拡張計画を完工。水道料金を改定し，公営

水道局の経営状況の安定化にも貢献（2016年度） 

・ アフリカの給水・衛生改善の裨益人口拡大に向けた取組を実施した（以下②を参照）。 

・ その他地域での特記すべき事例は以下のとおり。 

 ヨルダン：シリア危機の発生を受け，ヨルダン北部 4県における緊急給水計画策定支援を実施し，

難民受入地域の給水計画を策定した（2013年度～2015年度）。 

 タジキスタン：給水人口が 47％にとどまっていたハトロン州を中心に，無償資金協力による給

水人口の拡大や，施設の維持管理能力強化等を支援する技術協力を実施している（2014 年度）。 

 サモア：無償資金協力「都市水道改善計画」を完工し，沖縄県の水道事業体の協力を得た技術協

力プロジェクトと連携し，島嶼部の浄水場運転等の日本の知見を活用して給水事業を改善（2016

年度） 

・ SDGs達成への貢献として，水の利用可能性と持続可能な管理の確保に向けた取組を実施した。 

 キューバ：地下水管理に係るモデル構築や同国初となる地下水管理計画を作成（2016年度） 

 スーダン，ボリビア：「参加型合意形成」による，地域住民の参加支援・強化を通じた統合水資

源管理に係る技術支援を開始（2016年度） 

 タイ：タイと日本の共同研究プラットフォームを基盤とした気候変動適応戦略の立案支援に係る

SATREPSを開始（2016 年度） 
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② TICAD における公約達成への貢献 

・ TICAD IV横浜行動計画（2008－2012）の目標を大幅に超える成果を達成した。 

 「600万人への安全な水提供」に対し，約 930 万人を達成 

 「水管理技術者 5,000 人の育成」に対し，約 1万 3,200人を育成 

・ TICAD V横浜行動計画（2013－2017）の目標達成に貢献する成果を上げた。 

 「1,000 万人への水・衛生施設へのアクセスと都市水道技術者 1,750 人の育成」に対し，2016

年度までに約 1,097万人のアクセス，1,112人の育成を実現 

・ アフリカの給水・衛生改善の裨益人口拡大と人材育成に向けた取組を実施した。 

 ブルキナファソ：2009 年より無償資金協力を通じ，中央プラトー州及び南部中央州において，

299 基の深井戸を完成させ，約 7.2 万人に対して安全な水を供給した（2012 年度）。また，第二

フェーズの事業も観光し，274 基の深井戸を完成させ，約 9 万人に対して安全な水を供給した。

施設維持管理や衛生活動に係る技術支援も併せて実施した（2016年度）。 

 エチオピア：1998 年からの水供給実施組織の育成を支援した結果，3,652 人の技術者を輩出し，

国立の技術者養成学校が設立された（2015年度）。 

 セネガル：トイレにアクセスできる人口比率が全国平均（34.3％）を下回る 3州を対象に村落衛

生改善事業を開始し，啓発員や建設工計 383 人の育成と改良型トイレ 810 基の建設を支援した

（2015年度）。また，海水淡水化施設の整備によるダカール首都圏の給水能力強化に係る円借款

事業を形成（2016年度）。 

 モザンビーク：施設建設，施工，住民への衛生啓発のみならず，施工業者や現地コンサルタント

等の民間人材の育成まで支援し，給水施設 115か所と衛生施設 16か所を建設。34,500人の安全

な水アクセスに貢献し，72村落で野外排泄を撲滅（2016年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

① 政策への反映，モデルの全国展開 

 給水施設の維持管理モデルを国家プログラムとして採用し，全国（ザンビア），州全域（ブルキナ

ファソ）に普及（各年度） 

 水分野の人材育成のための研修実施体制が中央政府及びスーダン側の自助努力により州レベルで

も構築され，5,851人の技術者が研修に参加（各年度） 

 SDGsターゲット 6bに貢献する統合水資源管理に関する参加型かつ実践的なプロジェクトの新規案

件を形成・開始（ボリビア，スーダン）（2015年度，2016年度） 

 インドネシア：300以上の水道事業体の研修プログラムを立案。日本の水道協会や自治体の支援を

得て，包括的な人材育成を展開（2016年度） 
 

② より大きなインパクトを目指した国内機関との連携 

 北九州市（カンボジア）及びさいたま市，埼玉県，横浜市，川崎市，松山市（ラオス）の協力を得

て，水道事業体の能力強化を実施した。カンボジアでは「プノンペンの奇跡」として国際的に優良

事業体として有名となったプノンペン水道公社（PPWSA：Phnom Penh Water Supply Authority）を

核とし，円借款や無償資金協力との相乗効果を図りつつ地方部及び第三国に対する技術研修や経営

指導等を展開した。PPWSAの水道事業の改革事例は機構研究所によりプロジェクト・ヒストリーと

して出版され（指標 7-1 参照），国際水協会（IWA：International Water Association）の主催す

る国際会議等でも発信した（2012，2015年度）。 
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 フィリピンでの無償資金協力において，正確な給水状況モニタリングのための遠隔監視システムの

運用とデータの分析・活用に横浜市の知見を活用した（2014年度）。 

 東京大学を研究代表機関とする SATRTEPS「タイ国気候変動に対する水分野の適応策立案・実施支

援システム構築プロジェクト（IMPAC‐T）」を実施。2016年度からは後継案件となる「タイ国にお

ける総合的な気候変動適応戦略の共創推進に関する研究（ADAP‐T）」を開始し，都市，農業等 6

セクターの水利用に関する気候変動適応策の共同研究に着手した（2012～2013，2016年度）。 

 「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」シンポジウムを開催（2016年度） 

 プロジェクト研究「日本の水道事業の経験」：100％に近い水道普及と，24 時間蛇口から飲める水

道水を低廉な価格で供給する日本の卓越した水道事業の過去の開発経験を教材としてとりまとめ，

自治体向け勉強会で発信（2016年度） 
 

③ 水ビジネスの促進にも資する取組 

 ミャンマー：本邦関係省庁，地方自治体及び民間企業が参加した技術セミナーを開催し，本邦技術

の優位性を積極的に発信した（2012年度）。 

 チュニジア：無償資金協力の先行事例を参照しつつ，海水淡水化事業に対する円借款の適用を検討

した。また，日本貿易振興機構（JETRO）の研修等の機会に本邦企業による視察を設け，政府関係

者の本邦製品・技術に対する理解を深めた（2014年度，2016年度）。 

 

３－２－４．格差是正・貧困層支援 

拡大する格差に配慮した開発促進のため，住民のニーズを踏まえた基礎的なインフラの整備や地方行

政やコミュニティの能力強化の分野を支援した。また，SDGs達成に向けて，様々な課題分野の単独又は

複合的な支援実施や，新たな課題（栄養，障害者，高齢者支援等）に係る取組を強化した。 

（1）主要な業務実績 

・ 貧困層や少数民族に裨益する基礎的インフラのハード面・ソフト面での整備に貢献した。 

 ミャンマー：貧困地域や少数民族居住地域（7地域及び 7州）にて，緊急性の高い生活基盤イン

フラの整備を支援し，2015 年度までに道路 2 件，給水 2件，電力 9 件を完了した（2013 年度，

2015年度）。 

 タンザニア：地方道路維持管理のための能力強化を実施した。例えばイリンガ州では，維持管理

状況に関する評価にてプロジェクト開始時点から終了までで良好な状態の地方道路の割合がお

よそ 6割から 9割へ増加している（2015年度）。 

 インドネシア：新たに導入された社会保障制度に係る能力強化を支援した結果，同国政府の負担

による日本の社会保健労務士制度を適用したパイロット事業が開始された（2016年度）。 

・ 住民参加型によるコミュニティの主体性強化と自治体の能力向上に取り組んだ。 

 ホンジュラス：西部地域において自治体主体の下で地域住民の意思と参加を反映し，地域資源を

有効活用するための一連のサイクル（FOCAL プロセス）を構築し全国展開を進めた結果，2016

年度までに 90 自治体で市中期開発計画が策定され，76 の市開発計画が大統領府に認証された

（2015年度，2016年度）。 

 タンザニア：分権化政策の一環として住民参加型手法を検証・開発した。住民負担を伴う開発事

業へ優先的に予算配分する地方政府開発交付金ガイドライン改訂にもつながった（2015 年度）。 

 インド：州人口の約 83％が山岳地帯に居住する貧困率 40％のトリプラ州での住民参加型の植林

と焼畑農業従事者に対する支援を通じ，環境改善と貧困削減の双方に貢献した（2015年度）。 
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・ 金融的手法を用い，貧困層のレジリエンスを強化する取組を実施した。 

 エチオピア：天候インデックスの導入及び「条件付き現金給付」による現金給付の効果向上を図

る初の技術協力を立ち上げた（2013年度）。 

 パキスタン：世界銀行等と連携して法制度の構築・改革等を進め，政府政策で掲げる貧困層の自

立を促進するマイクロファイナンス活用の普及・拡大を図っている（2015年度）。 

・ 障害者への支援を通じ，社会格差是正・ダウンサイドリスクの低減等に取り組んだ。 

 ルワンダ：2,500 人以上の障害を持つ元戦闘員等を対象に職業訓練を実施し，7 割以上の卒業生

が収入を生み出す活動を開始した（2013年度）。 

 モンゴル，スワジランド：障害児に配慮した学校建設に係る無償資金協力事業形成に向けた調査

を実施（2016年度） 

 ヨルダン：雇用事務所の環境整備やマニュアル等の作成を支援し，事業終了後も全 16 か所の雇

用事務所で活用されている。（2016年度） 

 PMAC2017 での発信：PMAC として初の試みとなる，多様な障害当事者の登壇が機構の企画したパ

ラレルセッションで行われた（2016年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

① 食料増産，収入の多角化・安定化に向けた取組 

 ケニア：2年間で約 2,000人の小規模園芸農民の平均所得を倍増させた経験に基づき，小農による

市場志向型農業の推進（SHEP（Smallholder Horticulture Empowerment Project）アプロ―チ）の

面的拡大に取り組んでいる。2016年度末までに計 23か国に展開し，SHEP を推進する技術指導者を

1,900人育成した（2012年度～2016年度）。（指標 2-1「農業・農村開発」参照） 

 カンボジア，ベトナム：食料増産に向け，技術協力と資金協力を組み合わせた灌漑施設整備と関係

機関の能力強化，制度構築，人材育成を総合的に実施した（2013年度）。 

② 就業機会の確保につながる能力強化に向けた取組 

 2012年度から行ってきたアフリカ若年雇用政策調査に基づき，TICAD Vサイドイベントにて政策提

言「アフリカの若者に明るい未来を」を発表した（2013年度）。 

③ 金融サービスへのアクセス改善のための取組 

 ホンジュラス：条件付き現金給付制度との連携により，5対象都市にて貧困層の能力強化，金融機

関の商品開発支援により金融包摂を促進している。受給世帯向け研修は参加者の 50％以上が女性

となっている（2015年度）。 

④ 栄養改善に向けた取組 

 2013年に発表された「国際保健外交戦略」，TICAD V や成長のための栄養サミット（いずれも 2013

年 6月）等での日本の栄養支援へのコミットメントを踏まえ，組織横断的な栄養タスクを設置した

（2015年度）。 

 2016年の TICAD VIにて，「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）」を立ち上げた。アフリカ

開発のための新しいパートナーシップ（NEPAD：the New Partnership for Africa's Development），

アフリカ開発銀行（AfDB：African Development Bank）等と運営委員会を発足し，10 ヵ国で案件

形成のための調査を開始（2016年度） 

 民間企業や非政府組織（Non-Governmental Organizations：NGO）の知見や技術を活用した事業を

推進し，栄養改善のためのドナー，国際機関，市民社会による国際的枠組みである Scaling Up 

Nutrition等と連携を進めている（2015年度）。 
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 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」が設立し，運営委

員会議長として貢献した（2016年度）。 

 ゲイツ財団と国際保健・栄養分野での連携を強化するための戦略的パートナーシップ強化に係る

業務協力覚書を締結（2016年度） 

 JICA ボランティアや専門家等からなる「栄養改善パートナー」を発足し，派遣中専門家等へのコ

ンセプト説明を行うとともに，派遣前の専門家及びボランティアへの募集説明を開始（2016年度） 

 グアテマラの栄養：女性ボランティアへの妊産婦栄養等の研修を行い 490 人に修了証を授与した。

第 2 次レベルでの施設分娩数が全対象 3県で 1.5～4 倍増加し，施設分娩の低体重児の割合も 2 県

でそれぞれ 3.3％，5％減少した（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：Ａ 

根拠：全ての年度で国際社会による MDGs の達成やそれに続く SDGs 達成に向けた取組，TICAD におけ

る日本政府の支援策の実現に向けた戦略的な取組を進め，教育，保健，水，格差是正・貧困層支援の

各分野において，質的，量的の両側面で以下の成果を上げた。 

MDGs は達成期限である 2015 年末時点で 1 日 1.25 ドル未満で暮らす極度の貧困人口は 1990年比で

2010年に半減，2015年には 3分の 1に減少，初等教育就学率は 2000年比で 83％から 91％，5歳未満

児死亡率は 1990 年比で 1,000 人当たり 90 人から 43 人へと半分以下に減少，安全な水へのアクセス

は 76％から 91％へと開発途上国全体で多くの改善が見られた。他方で，地域別や国別に見ると達成

状況には差があることから，機構は特にアフリカやアジアの一部国等，特に進捗に遅れが見られる国

への取組を加速化させた。 

SDGs 達成に向けた取組としては，SDGs 全体及び各ゴール達成に向けたポジション・ペーパーを作

成し，SDGs達成に向けた各分野及び分野横断的な取組を推進した。 

 教育分野では，MDGs達成への貢献に向けた日本政府の国際公約（「日本の教育協力政策 2011-2015」）

の目標（2011年から 5年間で 2,300万人の子どもに質の高い教育環境を提供）に対し，2,679万人と，

機構単独で同目標を上回る成果を上げた。さらに，2016年度も支援を継続した結果，2,922万人の実

績となった。例えば，アジアの進捗遅延国であるバングラデシュやラオスにて，初等教育の質的改善

に取り組み，初等教育修了率や国内地域間格差の改善を達成した。パプア・ニューギニアでは遠隔支

援の教材の継続利用と生徒の試験結果向上との間での有意な効果をインパクト評価で確認した。 

保健分野では，MDGs の達成に向けて母子保健や感染症課題に取り組むとともに，SDGs への達成に

向けてこれらの支援を継続しつつ，UHC の主流化や各国での保健サービスの強化による UHC 推進や非

感染症疾患等の新たな課題に取り組んだ。例えば，フィリピンの 2州を対象に母子保健サービスを強

化した結果，妊産婦死亡率，医師・助産師の立ち会いによる出産の割合が改善した。バングラデシュ

では，機構支援モデルが省令により制度化される成果が発現するとともに，モデルの適用が産前健診

や施設分娩数の増加につながっていることをインパクト評価により検証した。ケニアでは，UHC 推進

プログラムの中核となる技術支援を開始したほか，保健省 UHCロードマップの作成支援，世界銀行等

との連携による保健セクター政策借款の形成といった包括的な取組を推進した。また，エボラ出血熱

の発生・拡散という突発的な課題に対しても，流行国（ギニア，シエラレオネ，リベリア）での緊急

対応，流行周辺国 10 か国以上（ガーナ，セネガル，ザンビア，コートジボワール，リベリア等）で

の準備態勢の強化の支援を同時期に迅速に展開した。 

水分野では，MDGsの達成遅延地域（アジア，アフリカ）を対象に水アクセスの改善に取り組むとと

もに，SDGs達成に向け給水施設の維持管理や統合的水資源管理に係る能力向上を支援した。特にミャ

ンマーでは，ヤンゴン水道マスタープランの下，複数のスキームを効果的に組み合わせた支援により
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給水能力増強と給水サービス改善に貢献した。 

全般的に達成度合いに遅れが見られたアフリカでは，TICAD IV（2008－2012）の成果を踏まえ，TICAD 

V（2013－2017）の横浜行動計画に沿った支援策の実施を通じて取組を加速化させた。また，TICAD VI

ではナイロビ宣言の起草と実施に貢献した。 

TICAD IVについては，教育（理数科教員研修，みんなの学校モデル拡大，教室建設），保健（保健・

医療人材育成，病院や保健センター改善），水（安全な水の提供，水管理技術者の育成）の全ての目

標を大幅に超える達成実績を残した。例えば，10万人の理数科教員研修の目標では約 79万人，1,000

か所の病院や保健センター改善という目標に対しては 3,844施設を改善，水管理者 5,000人育成目標

に対して約 1 万 3,200 人等，目標の 2 倍以上もの達成結果となった。TICAD V については，教育分野

の目標（2,000万人の子どもに対する質の高い教育の提供）において，2014年度時点の達成状況が約

600 万人であったものが 2016 年度には約 1,700 万人となった。保健分野では，目標（12 万人の保健

人材育成）に対して 2016年度までに約 9.5万人を達成した。水分野では目標（1,000万人への水及び

衛生施設へのアクセスと都市水道技術者 1,750人の育成）に対し，2014年度で約 412万人への水衛生

へのアクセス提供であったのが，2016年度には 1,097 万人となり，横浜行動計画の達成に向け，着実

な成果を上げている。TICAD VI では，特に保健分野において，UHC in Africaの策定を主導したほか，

各国での UHC支援を推進した。 

また，機構が成果を上げたことで国家モデルとして政策へ反映され，協力終了後の全国展開という

波及効果が期待される取組やジャパンブランドとしてグローバルな展開を果たす等，成果のスケール

アップにも取り組んできた。具体的な例として，教育分野ではザンビアの授業研究，ミャンマーの児

童中心型学習，セネガルやニジェール，ブルキナファソの学校運営モデル，保健分野ではアジア，ア

フリカでの取組や第 10 回母子手帳会議等を通じた母子手帳の普及，水分野ではザンビアやブルキナ

ファソでの給水施設維持管理モデルやスーダンの水分野人材育成研修，格差・貧困分野では小農によ

る市場志向型農業（SHEPアプローチ）等が挙げられる。 

 これらに加えて，国内外の多様な重要パートナーとの連携による戦略的な取組を推進してきた。事

例としては，教育分野では日本の学習産業に関連する複数の企業との連携や文部科学省が進める

Edu-Port立上げへの貢献，保健分野ではゲイツ財団との「ローン・コンバージョン」手法によるポリ

オ撲滅事業での連携や栄養分野を含めた戦略的パートナーシップの強化，ブラジルとの三角協力によ

るアンゴラ医療人材育成，世界銀行主導による母子保健の新たな資金調達枠組，日本式医療サービス

の国際展開事例となるカンボジア・プノンペンの救急救命センターの全面稼働，水分野では地方自治

体（北九州市，さいたま市，横浜市，沖縄県等）や大学（東京大学）との連携が挙げられる。特に，

開発途上国に広く適用可能な革新的取組として，アンゴラ医療人材育成が国連南南協力 EXPO でのグ

ッド・プラクティス賞を受賞，さらに，経済開発協力機構（OECD）の DAC賞のファイナリストとして，

ゲイツ財団との「ローン・コンバージョン」手法（2014 年度），保健医療施設でのカイゼン手法及び

ザンビア授業研究（2015年度）が選出された。 

格差是正・貧困層支援については，MDGsでは十分に強調されなかった格差是正への取組を強化すべ

く，コミュニティのニーズを踏まえた包摂的取組として，基礎的インフラの整備や地方行政とコミュ

ニティの能力強化を推進してきた。ミャンマーの貧困地域での生活基盤インフラ（道路，給水，電力）

整備や，タンザニアでの地方道路維持管理能力強化など，ハード，ソフト両面から強化を図る取組を

展開した。行政とコミュニティの能力強化では，ホンジュラスにて地域資源を有効活用するための一

連のサイクル（FOCAL プロセス）の構築と全国展開を通じ，2016 年度までに 90 の自治体で市中期開

発計画が策定され，76の市開発計画が大統領府に認証される等の成果を上げている。その他，障害者

支援（ルワンダ，タイでの第三国研修），高齢者福祉支援（タイ）や貧困層の金融サービス改善（ホ

ンジュラス），複数セクターによる支援として栄養分野への協力（グアテマラ）等，新たに確認され

た課題に対する取組を推進した。 

以上のとおり，特に MDGsの達成期限である 2015年度までに，教育，保健，水，格差是正・貧困層
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支援の分野において，MDGs 達成に資する量的，質的の両側面で上記のような成果を上げたこと，SDGs

の達成に向け，MDGsでの取組を継続・発展するとともに，新たな課題に対しても取り組み，具体的な

成果を上げていることから，全体として中期目標の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＞ 

絶対的貧困の削減は依然として最も基本的な開発課題であるため，SDGs達成への貢献に向け，包摂

性に留意し，人々の基礎的生活を支える人間中心の開発を支援する。 

 

３－４．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

MDGs及び SDGs達成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．教育（基礎教育）分野 

教育分野では，MDGsのうちゴール 2（2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全

課程を修了できるようにする）の達成貢献に向けた日本政府の国際公約（「日本の教育協力政策

2011-2015」）の目標（2011 年から 5年間で 2,500万人の子どもに質の高い教育環境を提供する）に対

し，2015 年末までに 2,679 万人と，機構単独で同目標を上回る成果を上げた。更に，2016 年度の支

援により，累計 2,922万人の成果となったことは日本政府の政策実現に貢献する成果として評価され

る。また，アジア，アフリカの MDGs の進捗遅延国において，初等教育の質的改善に取り組み，初等

教育修了率や国内地域間格差の改善に貢献した。例えばバングラデシュでは，初等教育の純就学率は

76％（1990年）から 94％（2009年）に改善する一方，修了率の改善は 40％（1990年）から 54％（2009

年）にとどまり，MDG 達成に大きな課題を残していた。機構は，技術協力，無償資金協力，ボランテ

ィア事業によるプログラム協力を行い，2014 年 4 月に実施したプログラム協力の中間レビューによ

れば，これらの支援は修了率の改善（2012 年実績で 73％）に貢献しており，創意工夫が必要な難易

度の高いプログラム協力を通じた成果として評価される。  

SDGs では，MDGs における初等教育の完全普及を更に発展させ，インクルーシブで公正な質の高い

教育の実現を目指しており，ミャンマーでの教科書・指導書開発支援や，パプア・ニューギニアでの

遠隔教育支援等を通じて，開発協力大綱で重点課題とする「質の高い成長」とそれを通じた貧困対策

及び SDGsの達成に貢献していると評価される。 

 

２．保健分野 

保健分野では，MDGs達成に向け，母子保健サービスの強化等の取組をアジア・アフリカで継続的に

実施するとともに，2015 年 9 月に採択された SDGs の達成に向けたユニバーサル・ヘルス・カバレッ

ジ（UHC）の主流化に資する取組や，非感染症疾患や高齢者支援等の新たな課題への取組，2014 年度

に西アフリカ地域で大規模な流行がみられたエボラ出血熱への対応等を実施した。UHC の実施に際し

ては，TICAD VIにおいて UHC in Africaの策定を主導したほか，世銀等との連携による保健セクター

政策借款形成といった取組に加え，日本政府と国際会議を共催し，UHC 主流化に向けた対外発信を積

極的に実施したことで，UHC の推進に貢献した。また，エボラ出血熱の発生・拡散という突発的な課

題に対しても，流行国での緊急対応のみならず流行国の周辺国 10 か国以上での流行拡大への準備態

勢の強化に係る支援を同時，かつ迅速に展開した機動力の高さ，疫病の流行国での事業という困難を

克服して取り組んだことが評価される。 

加えて，各機関との連携を深めており，保健分野ではゲイツ財団との「ローン・コンバージョン」

手法やブラジルとの三角協力によるアンゴラ医療人材育成，世銀主導による母子保健の新たな資金調

達枠組等への協力を行い，案件の質の向上に取り組んだことは，支援相手国政府や他機関による外部
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の関与も得て発現した成果として評価される。 

これらの機構の知見を活用した案件は革新的なアプローチとして国際社会で高く評価されており，

2014年度にはアンゴラ医療人材育成案件が国連南南協力 EXPOでのグッド・プラクティス賞を受賞し，

ゲイツ財団との「ローン・コンバージョン」手法が，経済開発協力機構（OECD）の DAC賞のファイナ

リストに選出され，2015年度にはカイゼン手法を用いた病院管理案件が同じく DAC賞のファイナリス

トに選出されたことにも留意する。 

 

３．水分野 

水分野では，MDGsへの取組として，達成遅延地域（アジア・アフリカ）を対象に水アクセスの改善

に取り組んだ。例えば，ミャンマーにてヤンゴン水道マスタープランの下，円借款や無償資金協力，

福岡市や東京都の協力を得た技術協力事業を効果的に組み合わせた支援により給水能力増強と給水

サービス改善に貢献すると共に，地方自治体や大学との連携を行い，案件効果の向上を図ったことが

特筆される。また，関係省庁，民間企業及び自治体がプレゼンターとして参加するセミナーを主催し，

後続する資金協力や技術協力を見据えて本邦技術の優位性の積極的な発信に貢献した。これらは，外

部の関与も得て発現した成果であると評価される。 

SDGsへの取組としては，すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保するという

ゴールに向けて，給水施設の維持管理や統合的水資源管理に係る能力向上等を支援した。 

 

４．格差是正・貧困層支援 

MDGsでは十分に強調されなかった格差是正への取組を強化すべく，コミュニティのニーズを踏まえ

た包摂的取組として，貧困層や少数民族に裨益する基礎的インフラのハード面・ソフト面での整備や

住民参加型によるコミュニティの主体性強化と自治体の能力向上等を推進した。例えば，ミャンマー

の貧困地域での生活基盤インフラ（道路，給水，電力）を整備するハード面の取組や，タンザニアの

地方道路維持管理のための能力強化に係るソフト面の取組等を通じて，拡大する格差に配慮した開発

の促進を図った。また，SDGs での新たな課題とされる障害者支援や貧困層の金融サービス改善，栄養

分野への協力等，新たに確認された課題に対する取組を推進したことも，新分野の難易度の高い取組

として評価される。 

 

５．TICADにおける公約達成への貢献 

全般的に MDGsの達成度合いに遅れが見られたアフリカでは，TICAD IV（2008-2012）への貢献，TICAD 

V（2013-2017 年）の横浜行動計画に沿った支援策の実施を通じた取組，初のアフリカ開催となった

TICAD VI のナイロビ宣言及び同実施計画に沿った支援策の実施に取り組んだ。TICAD IV が掲げた 10

万人の理数科教員研修の目標に対し約 79万人，1,000 か所の病院や保健センター改善という目標に対

し 3,844施設の改善，水管理者 5,000人の育成目標に対し約 1万 3,200人等，2012年度までに教育，

保健，水分野の全ての目標を大幅に超える成果を上げた。 

また，2017 年までを目標期間とする TICAD V 横浜行動計画については，2,000 万人の子どもに対す

る質の高い教育の提供という目標に対し 2016 年度で約 1,700 万人，12 万人の保健人材育成という目

標に対し 2016年度までに 9.5万人，1,000万人の水及び衛生施設へのアクセスという目標に対し 2016

年度までに 1,097万人等，着実な成果を上げている。これらは，日本政府の政策実現に貢献する成果

として評価される。 

 

以上を踏まえ，TICAD や各分野の日本政府への施策の策定・実施において目標を大きく上回る実績

を上げる貢献を行っていること，教育，保健，水，格差是正・貧困層支援の各分野において，貧困削

減に係る MDGsの達成に資する量的・質的の両面で上記の成果を上げたこと，また SDGsでの新たな課

題への取組も実施していること，機構の知見を生かした事業が国際社会からも高く評価されているこ
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とに加えて，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＞  

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を期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・現場での事業実施から得られた、格差縮小に関する教訓を、日本（JICA）の強みとして、積極的に

発信していただきたい。この観点から、7 月 12 日の報告会で言及のあった、世銀の 2018 年度 World 

Development Reportにニジェールの「みんなの学校」プロジェクトからの学びを共有されたことは素

晴らしい。ぜひ一過性のもの、一事業のみの試みとせず、機構全体としてこのような教訓を収集・整

理し、国際社会に発信し続けていただきたい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.2 持続的経済成長 

業務に関連する政

策・施策 

ODA 大綱，開発協力大綱，各年度の国際協力重点方針 

日本再興戦略，インフラシステム輸出戦略 

当該事業実施に係る

根拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

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） 達成目標 基準値 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 
ア）運輸交通 
道路・橋梁総延長（km）   429 830 726 347 355 
鉄道総延長（km）   630 200 260 120 37 
空港／港湾の数（港数）   14/7 3/3 1/5 6/4 2/4 
能力向上対象人数（人）   4,799 839 886   783 799 
イ）都市・地域開発 
マスタープラン策定数（都市数）   7 9 5 4 3 
ウ）資源・エネルギー 
低炭素電源･ナショナルグリッド支援国数     新規 22 23 
資源・エネルギー分野の人材育成数     新規 1,325 603 
エ）法制度整備・民主化 
法制度整備・民主化分野の本邦
研修参加者数（新規+継続） 

    
新規 1,700 1,997 

支援対象の法令・法案数（件）   新規 29 33 22 22 
支援対象の法令運用・司法実務文書数（件）   新規 18 27 24 26 
オ）高等教育 
支援対象大学延べ数（校）   96 102 72 65 70 
日本の大学での学位取得支援人数   585 472 594 861 1,053 
事業提携している日本の大学延べ数（校）   153 174 236 262 311 
カ）農業・農村開発（注 2） 
SHEP アプローチを推進する技
術指導者の人材育成数（2014 年
度からの累計人数） 

    
新規 1,324 1,900 

SHEP アプローチを実践する小
規模農家の育成数（2014年度か
らの累計人数） 

    
新規 29,988 42,468 

キ）民間セクター開発 
アフリカにおける産業人材育成
人数（2013年度からの累計） 

    
新規 31,754 48,330 

②主要なインプット情報（億円）（注 3） 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 
ア）運輸交通      技術協力 

有償資金協力 
無償資金協力 

112 
5,115 
481 

132 
5,839 
428 

135 
1,536 

441 

161 
9,941 
352 

263 
8,200 
388 

イ） 都市・地域開発   技術協力 
有償資金協力 
無償資金協力 

45 
1,007 

31 

48 
3,400 
149 

37 
1,565 

208 

53 
10,752 

352 

48 
4,957 
158 

ウ）資源・エネルギー  技術協力 
有償資金協力 
無償資金協力 

47  
1,852 
169 

56 
1,571 

56 

58 
3,779 

53 

91 
4,157 

71 

82 
2,122 

84 
エ）法制度整備・民主化 技術協力 

有償資金協力 
無償資金協力 

6 
- 
- 

8 
- 
- 

8 
- 
- 

109 
- 
- 

94 
- 
- 

オ）高等教育      技術協力 40 48 52 65 83 
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有償資金協力 
無償資金協力 

122 
7 

376 
1 

- 
38 

105 
1 

- 
66 

カ）農業・農村開発   技術協力 
有償資金協力 
無償資金協力 

194 
191 
112 

202 
135 
89 

191 
821 
122 

194 
357 
117 

191 
1,033 

89 
キ）民間セクター開発  技術協力 

有償資金協力 
無償資金協力 

81 
421 
- 

77 
773 
51 

90 
617 
- 

96 
597 
- 

116 
648 
0.7 

（注 1）道路・橋梁，鉄道，空港・港湾は当該年度の承諾案件の計画値を合計しているため，案件形成
のタイミングにより年度別に大きな変動があり得る。 

（注 2）「農業・農村開発」のその他のアウトプットは項目 No.3の「オ）食料安全保障」参照。 
（注 3）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。 

 

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） 
（ロ）持続的経済成長 
 我が国自身の復興・成長体験，知識・技術・制度を世界と共有し，日本の成長にも配慮しつつ，途

上国の持続的成長を後押しする。その際，経済成長の果実が，貧困層も含め広く配分されるよう，
格差是正にも配慮して事業を実施する。 

主な評価指標 
指標 2-1 持続的な経済成長の実現に向けた取組状況 

 

３－２．業務実績 

指標 2-1 持続的な経済成長の実現に向けた取組状況 

３－２－１．運輸交通 

（1）主要な業務実績 

①国際化・地域化への対応 

・ 東南アジア諸国連合（ASEAN：Association of South‐East Asian Nations）統合の支援として，

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事業を展開した。2014年 11月の日・ASEAN首脳

会議における日本政府公約の実現にも貢献している。 

 メコン地域の東西・南部経済回廊：ベトナムのカイネップ・チーバイ港，ダナン港，サイゴン東
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西ハイウェイ，南北高速道路の部分開通（2013年度），カンボジアのネアックルン橋開通による

南部経済回廊の完成，国道 1号線，5号線，ラオスの国道 9号線の改修（2014年度～2016年度） 

 海洋 ASEAN 経済回廊：域内の貿易・投資促進を担う ASEAN RoRo 船ネットワーク構築事業の調査

を実施し，ASEAN次官級交通政策会合で報告した（2012年度，2013年度）。また，港湾電子処理

システム（EDI：Electric Data Interchange）に関する港湾 EDIガイドラインが日・ASEAN大臣

会合にて承認され，ミャンマーにおける港湾 EDI整備を目的とした無償資金協力「港湾近代化の

ための電子情報処理システム整備計画」を実施（2014年度，2015年度）。インドネシアではジャ

カルタ国際港湾の改修が完了した（2014年度）。カンボジアのシハヌークビル港周辺海域に係る

電子海図の作成を支援し，国際セミナーで成果品の利活用を促進した（2016年度）。 

 航空運輸網：ハノイ市ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル完工による年間利用者の拡大

（従来の年間 600万人から最大 1,600万人）（2014年度） 

 ASEAN全域ソフトインフラ：次世代航空保安システムへの移行支援（2013年度，2015年度） 

 法制度整備，金融，貿易円滑化支援（2－3－4．参照） 

・ TICAD Vの日本政府の支援策の実現のため，西アフリカ成長リング，北部回廊（モンバサ～内陸部），

ナカラ回廊の開発やワンストップ・ボーダー・ポスト（OSBP：One Stop Border Post）の普及に向

けた取組を行った。TICAD VI に向け，5大成長回廊を中心に質の高いインフラ投資を促進した。 

 3回廊地域のインフラ整備計画と産業開発戦略を組み合わせるマスタープランを策定し，具体的

な案件を形成（2014 年度～2016年度） 

 タンザニア・ケニア間，ルワンダ・タンザニア間の国際幹線道路・橋梁の改良と OSBP の整備完

了（2014），ルワンダ・タンザニア国境の OSBP 施設が開通（2016年度）。 

 東アフリカ共同体事務局への広域インフラ開発アドバイザー派遣，OSBP ワークショップの開催

（2014年度）。 

・ その他地域においても，経済回廊及び国際道路網の整備を実施した。 

 安倍総理のバングラデシュ訪問時に合意された「ベンガル湾産業成長地帯構想（BIG‐B）」への

協力の実現に向け，情報収集・確認調査により機動的に対応して 9事業の円借款事業に調印（2014

年度～2016年度） 

 中米道路網の整備（2014年度） 
 

②全国交通 

・ 各国において全国交通施設の整備に関する事業を実施した。 

 トルコ・ボスポラス海峡横断地下鉄開通：日本の技術を活用した沈埋トンネルの敷設や埋蔵文化

財に配慮した事業実施（2013年度） 

 ネパール・首都カトマンズと南部平野部を結ぶシンズリ道路全 158kmの完工，地震災害への復興

支援：1996 年以来，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実施し

た。また，斜面対策技術等の日本の技術も活用している。2015 年 5 月の地震に対し，技術協力

を通じて緊急復旧に対応した（2014年度，2015 年度）。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，土木学会賞の技術省を受賞した（2016年度）。 

 イラク・港湾セクターマスタープラン：港湾セクターの発展，管理戦略及び主要港湾のマスター

プランと中期開発計画及び港湾の監督，管理，運営の改善のための中期行動計画（目標年 2025

年）の策定し，完成した（2015年度）。 

 インド高速鉄道建設事業：円借款事業に実施にあわせ，技術協力により事業の詳細設計や入札関
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連業務，安全認証制度の整備や技術基準の策定等に係る包括的な支援を開始した（2016 年度）。 

・ 過去に供与した船舶等を引き続き有効活用するため，定期維持管理の拠点であるフィジーに対して

大洋州の島嶼国を対象とした船舶の維持管理に係る広域支援を開始した（2016年度）。 
 

③都市交通 

・ 最上流の計画策定に関する事業を実施した。 

 フィリピンのメトロマニラ首都圏の運輸交通ロードマップの完成と政府承認：2013 年 7 月の日

比首脳会談に貢献。ロードマップの円借款事業等の事業化を推進（2013年度，2014年度） 

 カンボジアのプノンペン市の都市交通マスタープランの完成：道路，都市公共交通，交通管理の

統合的な計画や公共交通を軸とした日本の知見を活用した都市骨格の提示（2014年度） 

 ミャンマーの総合交通マスタープラン，ヤンゴン市の都市交通マスタープランの完成：ヤンゴ

ン・マンダレー間の鉄道整備及びヤンゴン環状鉄道改修による事業化（2014年度，2015年度） 

 ネパールのカトマンズ盆地都市交通改善のためのマスタープランにおける地震災害への復旧

（2015年度） 

 バングラデシュのダッカ都市交通戦略計画を策定し，同国政府により承認（2016年度） 

・ 都市交通施設の整備に関する事業を実施した。 

 ベトナムのニャッタン橋（日越友好橋）の完成（2015年度） 

 コンゴ民主共和国の首都幹線道路の改修（日コンゴ大通り）（2014年度） 

 インドのチェンナイ・メトロの部分開業（2015年度） 
 

④地方交通 

・ 人口密度が希薄で道路整備が遅れがちな地方において，地方のニーズ・予算的な制約を踏まえた技

術協力や，インクルーシブな視点に基づく資金協力を実施した。 

 人力を多用した道路工事手法の技術・研修能力強化（タンザニア）：プロジェクトの成果を活用

した後継案件で全国展開が完了し，地方・都市間の安定した道路交通の確保に大きく貢献（2015

年度） 

 持続的に適用可能な軟弱地盤対策技術開発（ミャンマー）：災害多発地域での道路技術改善を通

じ，地方の生活水準と経済振興に貢献（2012 年度） 

 貧困削減地方インフラ開発（インドネシア）：住民グループ，特に女性の積極的参画（2014年度）

農道管理能力向上（ブータン）：農林省農業局と県の農道架橋の調査・設計・建設管理能力向上

支援を通じ，モデル橋梁 3橋の工事が完了し，ブータン政府が目指す「全国民が 2時間以内に道

路へアクセス可能」の実現に大きく貢献（2014年度）。 

 地域格差の是正（ミャンマー）：無償資金協力による地方道路の整備・維持に必要な建設機材等

の整備（カレン州：2012年度，ラカイン州：2013年度，カチン州及びチン州：2015年度）とと

もに，全国道路網の整備・維持管理能力強化のための技術協力を開始（2016年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

①質の高いインフラパートナーシップへの貢献 

・ メコン地域の東西・南部経済回廊整備 

 アジア開発銀行（ADB）との連携等により，2015 年からの 5年間で従来の約 30％増となる約 1,100

億ドルの「質の高いインフラ投資」をアジア地域に提供する方針に対して，ADBと大メコン圏地

域での運輸交通インフラ整備に関して協議（2015年度）。覚書に基づき，支援の方向性や具体的
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な連携事業の発掘・精緻化に向け協議した（2016年度）。 
 

②日本の比較優位のある技術・知見の活用 

 日本の都市鉄道整備・運行技術，防災基準の活用：エジプト・カイロ地下鉄 4号線の新設における

信頼性の高い鉄道運行システムや省エネ車両の導入，日本の防災基準適用（2013年度，2014年度） 

 施設整備から人材育成，制度設計までの一貫した支援：「新ウランバートル国際空港建設事業」（円

借款事業）と並行した技術協力を通じた運営・維持管理支援（モンゴル）（2014年度） 

 高度道路交通システム（ITS：Intelligent Transport Systems）に関する海外展開戦略：東洋大学，

東京大学，国交省，ITS Japan 等の参加による研究会の立上げと民間企業との具体的事例の検証

（2012年度） 

 総合的な管理ノウハウを有する鉄道・航空・道路インフラ事業者との連携：ベトナム，モンゴルの

国際空港整備支援における国交省や成田空港等との連携による技術協力（2014年度） 

 道路インフラ資産の長寿命化に係る課題検討及び「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」

と連携した道路アセットマネジメント中核人材育成に関する戦略策定（2016 年度） 
 

③新たな課題への対応 

 道路防災（キリバス，インド，エルサルバドル）（2015年度） 

 耐震橋梁設計基準策定への支援（チリ）（2015年度，2016年度） 

 情報通信技術（ICT：Information and Communication Technology）の利活用：ベトナムのハノイ

市における公共交通 IC カード普及促進（2015 年度），インドのベンガルール首都圏における渋滞

緩和を目的とした ITS 機器整備に係る無償資金協力事業の形成（2016年度） 

 

３－２－２．都市・地域開発 

（1）主要な業務実績 

①最上流の計画策定支援 

・ 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。あわ

せて，日本の都市に蓄積された知見を積極的に活用し，各自治体や自治体参加企業を含む日本企業

の海外展開にも資する協力を行った。また，都市計画策定支援にあたっては，「強靭性」，「包摂性」，

「持続可能性」に配慮した提案を行った。 

 インドネシアのジャカルタ首都圏投資促進特別地域マスタープランの策定：ジャカルタ首都圏の

長期ビジョン策定のため，本邦民間開発会社の参画を得て，日本の技術，知見をマスタープラン

に反映し，その事業化を通じてインドネシアの開発への貢献と日本の技術・システムの海外展開

支援につなげた（2012年度～2014年度）。 

 ミャンマーのヤンゴン都市開発マスタープランの策定（2013 年 5 月にヤンゴン地域政府により

閣議決定）：都市計画と都市交通に係る計画を策定し，優先的事業の事業化に向けた案件形成を

進めた（新タケタ橋建設事業等）。2012年度にはヤンゴン市長や都市開発に関係する省庁の高官

を日本に招いて公開セミナーを実施した（2012年度，2013年度）。 

 フィリピンのメトロセブ持続可能な環境都市構築のためのロードマップ作成：機構が横浜市と連

携して策定支援した「メガ・セブ・ビジョン 2050」具体化に向けたロードマップ作成支援と汚

泥処理，固形廃棄物処理，水処理分野の普及・実証事業による支援を実施し，完成した（2014

年度，2015年度）。 
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 モンゴルのウランバートル市都市計画マスタープラン：2013 年 2 月にモンゴル国会により承認

された。また，同マスタープランに基づく技術協力の結果，土地区画整理や都市管理に必要な土

地再開発法が制定された。2014 年度からは寒冷地自治体（札幌，旭川）の知見を活用した技術

協力を開始した（2013年度，2014年度）。 

 アフガニスタンのカブール首都圏開発プログラム：2008年から 2009年にかけ策定した「カブー

ル首都圏開発計画（基本計画）」に基づく都市環境や居住環境の改善・整備等を実施した。一部

区域については，平和構築段階での都市機能整備事業として，同国首都圏開発事務局と諸外国の

民間デベロッパーとの契約実現に至った（2012年）。 

 セネガルのダカール首都圏開発マスタープランの策定：持続可能性の包括的な評価や公共交通志

向型開発の援用，海岸部等のリスク評価を通じた強靭性への配慮，住民参加型による計画策定に

よる包摂性の配慮を実施し完成させた（2015 年度）。 

 東ティモールのディリ都市計画の策定：持続可能性を留意すべき視点の一つとして設定し，衛星

都市の形成を提案した。主要開発エリアを対象に未来都市構造シナリオ選定や環境社会配慮に係

るパブリックコンサルテーションを実施した（2016年度）。 

 パプア・ニューギニアのレイ－ナザブ都市開発計画の策定：土地収用に係るパブリックコンサル

テーションを実施した（2016年度）。 
 

②TICAD への貢献 

・ TICAD Vにおける日本政府の支援策の実現のため，「戦略的マスタープラン」の候補案件の選定を進

め，調査を実施した。 

 モザンビークのナカラ回廊地域の開発戦略の策定（2013年度～2015年度） 

 ケニア，コートジボワールの首都開発マスタープラン完成（2014年度） 
 

③環境未来都市構想への協力 

 第 3回環境未来都市構想推進セミナーの実施（2013年度） 

 「グリーン成長都市に関する国際会議」を受けた，北九州市の持続的都市づくりの経験発信と課題

別研修形成の着手（2014年度） 

 都市の持続可能性に関するプロジェクト研究の実施と都市診断ツールの検討（2015年度） 

 低環境負荷，強靭性，包摂性等持続可能性に配慮した都市計画，地域開発計画をセネガルやフィリ

ピン，チュニジア等で実施（2015年度） 
 

（2）戦略的な取組 

①日本の知見をいかした都市開発の実現への取組 

 大学，宇宙航空研究開発機構（JAXA），地方自治体等の参画によるプロジェクト研究「付加価値の

ある地理空間情報」の実施：衛星技術やビッグデータの活用を取り入れたイノベーティブな機構の

事業のあり方や，地形図や地理情報システム（GIS）の開発途上地域の事業での活用を検討（2012

年度） 

 多摩田園都市モデルを用いた公共交通機関主体の都市開発モデルの検討（ベトナム）（2013年度） 

 横浜市，神戸市，北九州市，旭川市からの調査団参加や専門家派遣による連携（2013年度） 

 フィリピン「メガ・セブ・ビジョン 2050」（横浜市と策定支援）の具体化に向けた持続可能な環境

都市構築のためのロードマップ策定支援（2014年度） 
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②人的ネットワークのノウハウを活用した案件形成・実施 

 東南アジアの経験のアフリカ都市開発案件への活用：ガーナのクマシ地域総合開発計画調査でのベ

トナム視察（2012年度） 

 ブルキナファソで実施した地形図案件を核としたアフリカ諸国の経験共有セミナー（2012年度） 

 モザンビーク首都の都市交通案件へのブラジル・クリチバ市からのバス専用道路に関するアドバイ

ザーの招へい（2012年度） 

 都市間連携プラットフォームの構築に向けた取組：都市開発マスタープランの策定経験を有するア

ジア 5都市の行政関係者を招へい（2015年度） 

 アジアとアフリカの都市開発に関する知見を共有するセミナーの開催：アジア 2か国，アフリカ 7

か国が参加（2015年度） 
 

③成長セクターにおける格差拡大抑制の取組 

 ケニア：ナイロビ都市開発マスタープラン策定において，女性・子ども・障害者の交通に配慮し，

必要な道路標示や歩行者信号の設置や安全教育を行うことを提案した（2013 年度）。 
 

④持続可能性評価指標（CASBEE都市－世界版）の開発への参画 

 CASBEE都市（世界版）検討小委員会（14回）に委員として継続的に参加した。機構の都市開発 M/P

の対象都市のデータの提供や検討小委員会への参加等を通して，SDGs に配慮し開発途上国でも適

用可能な CASBEE都市（世界版）の開発に貢献した（2016年度）。 

 

３－２－３．資源・エネルギー 

（1）主要な業務実績 

①低廉・低炭素・低リスクの電力供給の促進 

・ 低炭素電源の開発を通じ，CO2排出量削減に向けた支援を実施した。 

 超々臨界圧石炭火力：インドネシア，バングラデシュ等で導入を支援。2014 年度に同技術の初

の適用事業としてバングラデシュのマタバリ発電所に対する円借款事業を調印した。併せて，国

別研修により発電所職員を育成した。従来技術と比べ，CO2換算で年間 40万トン分の温室効果ガ

スの排出抑制効果が見込まれる（2014年度～2016年度）。 

 ガスコンバインドサイクル火力：ウズベキスタンで導入を支援し，トゥラクルガン火力発電所建

設，タシケント熱電供給所建設等の円借款を調印した。従来技術と比べ，CO2換算で年間 106 万

トン分の温室効果ガスの排出抑制が見込まれる。同事業と併せ，維持管理や電力開発計画立案に

携わる人材育成を行っている（2014年度～2016年度）。 

 高効率ガス火力：ベトナム，イラク，ウズベキスタン，モザンビーク等で導入を支援（2014 年

度）。タンザニアでは全国電力 M/Pの結果を踏まえた情報収集・確認調査を実施（2016年度）。 

 水力開発：ネパール，ラオス，ウガンダ，ホンジュラス等で導入や改修支援に着手した（2012

年度）。スリランカやトルコでは日本の技術的優位性の高い可変速揚水発電を活用した案件を提

言，形成した（2014 年度）。 

 太陽光開発，風力開発：エジプトで試験的な導入に向けた支援実施（2012年度） 

・ ナショナルグリッド（基幹系統）の増強や配電網拡張によるエネルギーアクセス改善を推進した。 

 送配電網の延伸（ミャンマー，ベトナム，エジプト，リベリア，ウガンダ，シエラレオネ，ガー

ナ等）（各年度） 
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 低損失送電線等の日本の技術を活用した高効率送配電設備に資する事業の計画（スリランカ，バ

ングラデシュ，インド）（2014年度～2016年度） 

 地方部の中小水力発電開発（インドネシア，フィリピン，ラオス，カンボジア，ホンジュラス等） 

 無電化村における電力供給事業：企業提案による協力準備調査（BOPビジネス連携促進）の実施

（ガーナ，ケニア，バングラデシュ）（2012年度） 

 グリッド接続型再生可能エネルギー利用と系統安定化支援：エジプトの太陽光発電に係る詳細設

計支援やモロッコのスマートグリッド導入支援に係る情報収集・確認調査を実施（2016年度） 

 再生可能エネルギーによる地方電化：ケニアにおける地方電化モデルの構築と各種ガイドライン

の策定，同国国立大学との研究開発，教育，研修の改善を支援。結果，累計 53 件の学術論文や

物理学部の再生可能エネルギー専科の設立，計 200名以上の太陽光技術指導者の育成，関連テキ

ストの国内での標準化等の成果を確認。タンザニアでは，オフグリッド太陽光事業に係る海外投

融資事業を形成（2014年度～2016年度） 

 ブータン：地方部を含めた電化支援を通じ，電化率の飛躍的な向上（2008 年 54％から 2013 年

95％）に貢献（2013 年度） 

 タンザニア：送配電設備の運用・維持管理に関する能力強化支援を実施（2014年度，2015年度） 

・ アフリカ地域で国際連結電力網（パワープール）の構築支援を実施した（2015 年度，2016年度）。 

 東部パワープール：タンザニアの全国電力 M/P の策定支援を完了（2016年度） 

 南部パワープール：情報収集・確認調査を実施。アンゴラ，モザンビークで電力 M/P策定を開始

（2016年度） 

・ 日本の省エネ技術の知見，経験を活用し，需要サイドの省エネ促進支援を実施した。 

 ベトナム，イラン，セルビアにおける新規技術協力事業の実施（2012年度） 

 南アフリカ，オマーンでの開発調査の実施（2012年度） 

 省エネルギーマスタープラン策定（バングラデシュ），省エネルギー技術研修支援（ベトナム）

等（2014年度，2015 年度） 

 省エネルギー研修センターの開所（セルビア）（2016年度） 

 産業セクターに対する省エネ技術指導により，モデル企業の消費エネルギーが削減（パキスタン）

（2016年度） 
 

②地熱開発の促進 

・ アフリカ大地溝帯において，包括的な地熱開発に関する支援を実施した。また，2016年度の TICAD 

VIではサイドイベントを開催してオール・ジャパンによるアフリカ地熱開発の取組を発信したほか，

日本政府のコミットメントの策定・検討に貢献した。 

 ケニア：円借款による地熱発電プラント建設と，地表地質調査から試掘，貯留量評価，プラント

デザイン，独立系発電事業契約に至る一連の技術協力，地熱開発公社の人材育成，地熱開発戦略

更新支援を包括的に実施し，アフリカ大地溝帯の地熱開発の拠点形成に寄与している。（各年度）。 

 エチオピア，ルワンダ：地熱開発マスタープラン策定支援を実施。マスタープランに基づき，具

体的な円借款事業等の形成を開始（2013年度～2016年度） 

 タンザニア等リフトバレー諸国 5か国全域に関する将来の支援戦略の策定（2013年度） 

・ インドネシアや中南米においても制度設計，探査技術支援，施設整備を実施した。 

 インドネシア：地熱開発のボトルネック解消に向け，探査，掘削，評価，ファンドデザイン及び

試掘ファンドの運営能力向上に関する技術支援を実施した（2013年度）。また，探査制度向上の
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ための SATREPSを実施した（2014年度～2016 年度）。 

 中南米：コスタリカでのグアナカステ地熱開発（円借款事業）と地熱貯留槽評価支援（技術協力）

の案件形成・実施（2013年度，2014年度），ニカラグアでのモンバチョ地熱開発（円借款事業）

とエクアドルでのチャチンビロ地熱開発（円借款事業）に関する案件を形成（2015 年度，2016

年度） 

・ 上記に関連した人材育成を実施した。 

 地熱分野の大学との連携体制や，地熱デベロッパー，コンサルタント，プラントメーカー，掘削

業者等による支援体制を構築し，日本での研修立上げを準備した（2014年度，2015年度）。 
 

③島嶼国エネルギー支援 

・ 「ハイブリッド・アイランド」構想の準備・合意に基づき，大洋州島嶼国においてディーゼル発電

機の効率化系統安定化機能の強化，燃料費削減と再生可能エネルギーの導入許容量の増加に関する

支援を実施した。「ハイブリッド・アイランド」構想は，機構からの提案により，第 7 回太平洋・

島サミット（PALM7：The 7th Pacific Islands Leaders Meeting）（2015 年 5 月）の「福島・いわ

き宣言」の日本政府による支援表明に反映された。 

 マスタープラン策定支援：マーシャル，フィジー（2014年度） 

 マイクログリッド整備支援：トンガ（2014年度） 

 大洋州地域におけるエネルギー・セキュリティ向上支援策に関する情報収集・確認調査の実施，

同調査への沖縄を含む日本の島嶼地域の知見の活用（2014年度） 

 「ハイブリッド・アイランド・プログラム」に係る具体的な無償資金協力事業 4件を形成。また，

フィジーを拠点とした広域の技術協力事業を開始（2016年度）。 

・ カリブ地域，インド洋の島嶼国に対しても同様の支援を展開した。（2014年度～2016年度） 

 東カリブ地域における地熱開発支援：米州開発銀行（IDB）及びカリブ開発銀行と協力覚書を締

結し，地熱開発可能性に関する調査を開始した（2014年度）。 

 セーシェル及びカーボヴェルデ：日本の技術（海水揚水，バッテリー，エネルギー管理システム

（EMS：Energy Management System）等）を活用した再生可能エネルギーの最適導入について情

報収集確認調査を実施して検討した（2015年度）。 
 

④最上流の計画策定への支援推進 

・ 持続的な成長の実現のため，各国の一次エネルギー事情に応じた最適な電力・エネルギー政策・計

画の策定等，的確なデータ，分析に基づく政策レベルからの支援を実施した。 

 インドネシア：クリーン・コール・テクノロジー導入促進に関する開発調査を実施し，超々臨界

圧石炭火力や石炭ガス化複合発電を導入するロードマップを策定した（2012年度）。 

 ミャンマー：同国初となる中長期的な最適電力開発計画を策定し，ヤンゴン都市圏及び主要地方

都市の配電網リハビリに関する円借款事業や，全国の送変電設備整備に関する事業を実施した

（2013年度，2014年度，2015年度）。 

 パキスタン：電力セクター改革プログラムの円借款供与に加え，最適電源・送電開発計画の策定

支援を実施（2014年度，2015年度） 

 タンザニア：全国レベルの電力開発マスタープラン策定に加え，首都ダルエスサラームについて

電力の安定供給に資する配電レベルの設備整備に関する具体的な計画策定を支援（2015 年度，

2016年度） 



 

2-10 

 ヨルダン：シリアからの難民流入や近隣国からの電力輸入不足に対応するための長期的なマスタ

ープランを策定（2016年度） 
 

⑤資源分野における人材育成支援 

・ 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」を立ち上げた（2013年度）。 

 長期研修員の受入：2014年度 16人，2015年度 21人，2016年度 18人 

 学位取得，インターンシップ，短期プログラム，海外フィールド調査等の実施（2015年度，2016

年度） 

 鉱業分野の人材育成のための技術協力実施（モザンビーク，マラウイ，カンボジア）（2014年度） 

・ 秋田大学との「資源分野の戦略的連携合意書」の締結をはじめ，九州大学，北海道大学，早稲田大

学，京都大学，東北大学とも協力関係を築いた。 

 秋田大学国際資源学部の大学院創設や早稲田大学での英語修士コース開始の実現（2014年度） 

 北海道大学，九州大学との国際資源開発に関する共同課程設置支援（2015年度，2016年度） 

 筑波大学が新たな留学生の受入に参加し，参加校が 9校に拡大（2016年度） 
 

⑥SATREPS等による開発課題への挑戦 

 バイオマス燃料技術の社会実装（タイ）：開発された低コストのバイオ燃料技術が，タイ政府の代

替エネルギー開発計画にバイオ燃料の基幹技術として採用された（2015年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

①「質の高い成長」に向けた取組の強化（2016年度） 

 モンゴルのツェツィー郡での風力発電所建設に係る海外投融資契約を締結（2016年度） 

 ケニアの地熱発電事業での IoT等の最新技術の活用推進（2016年度） 
 

②国内のネットワークの拡充 

 大企業との連携：日常的な情報交換，民間連携スキームを通じた連携強化（各年度） 

 中小企業との連携：小型水力・小型風力・太陽光関連等における関係構築と再生可能エネルギーを

用いた地方電化等における技術や活力の有効活用（各年度） 

 大学との連携：SATREPSを通じたエネルギー・環境分野の大学・研究機関とのネットワーク構築（各

年度），「資源の絆プログラム」を通じた多数の留学生受入（2014年度～2016 年度）。 
 

③ジャパンブランドとしての対外発信と内外リソースの動員・参画促進 

 地熱：世界地熱会議，地熱学会等の国際会議・学会で機構の地熱開発支援の取組を発表した。 

 「ハイブリッド・アイランド」構想：上記（1）③参照。 

 

３－２－４．法制度整備・民主化 

（1）主要な業務実績 

①包括的な法整備支援 

・ ミャンマーでは，ASEAN 経済共同体設立に向けた市場経済化促進・投資貿易整備のための法・司法

制度整備が喫緊の課題であり，法改正・政策検討に関する新たなニーズに迅速に対応した。 

 基礎情報収集調査，詳細計画策定調査の実施と現地セミナーの開催（2012年度） 

 法整備支援プロジェクト，知財庁設立に向けた基礎情報収集調査を開始（2013年度） 
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 6つのワーキンググループによる活動実施。現地セミナーの開催（2014年度，2015年度） 

 会社法，知的財産法，人材育成に関する本邦研修の実施（2015年度） 

 日本の法務省，日本弁護士連合会等による国際支援委員会を形成（2016年度） 

・ ベトナムでは，1990年代半ばから民事分野の法令の起草支援や法の運用，裁判実務の改善に対する

支援を実施してきた。 

 改正弁護士法の成立（2012年度） 

 副首相を団長とするベトナム指標調査ミッションの受入：2013 年 1 月に発表されたベトナム憲

法改正草案で，機構が取り組んできた被疑者の弁護権の強化や公判の迅速化等が反映され，同国

の「法の支配」を目指す方向性に貢献した（2012年度）。 

 機構による支援を踏まえた改正民法の草案の国会への提出。改正破産法，改正裁判所組織法，改

正検察院組織法の成立（2014年度） 

 技術協力事業の結果，中央司法関係機関と地方機関の連携による実務上の課題に基づく執務参考

資料の作成フローが定着した（2014年度）。 

 機構による支援を踏まえた改正民法典の成立（2015年度） 

・ カンボジアでは，1990年代末から，民法・民事訴訟法を中心とする基本法の整備に対する支援を開

始し，法曹人材育成への支援を併せて実施している。 

 不動産登記省令成立，民法に関する現地セミナーや研修の実施及び普及用資料作成（2012年度） 

 カウンターパート機関による研修実施と民法・民事訴訟法の理解促進（2014年度） 

 カウンターパートが講師となった自立的な普及セミナー実施，各種普及用資料出版（2015年度） 

 プロジェクト終了までにセミナーを 20 回以上開催し，延べ 1,500 人を超える法律実務家の理解

促進に貢献（各年度） 

・ ラオスでは，法律人材育成強化プロジェクトを実施し，各種法令の実務参考資料の作成・普及を実

施した（2014年度～2016年度）。 

 民法典起草支援及び各条文の理解促進，パブリックコメントに基づく草案の議論（2015 年度，

2016年度） 

 4つのサブワーキンググループによる活動の実施。現地セミナーの開催。民法，経済紛争解決法，

刑事関連法，法曹育成に関する本邦研修の実施（2015年度，2016年度） 

・ ウズベキスタンでは，市場経済化に伴う企業の自由競争下での活動を担保するため，倒産法の運用

改善や担保法の起草支援を実施した。 

 「企業活動の自由の保障法」に関するマニュアルの普及活動の実施（2012年度） 

 世界銀行「Doing Business 2013」で「倒産処理」の指標が上昇し，ビジネス環境全体の改善に

貢献（ビジネス環境を改善した国の世界第 4位にランク）（2012年度） 

・ ベトナム，インドネシア，フィリピン，モンゴルにて競争法改正支援及び運用能力強化支援を展開

した。2015年にはフィリピンにて包括的競争法が成立している（2014年度，2015年度）。 

・ モンゴルでは，全国の一審裁判所で話し合いにより紛争を解決する調停制度の導入を支援し，利用

は年間 1万件に及んでいる（2015年度）。 

・ ネパールでは，2009年より民法の起草を支援し，議会への提出及び議会内の立法委員会の検討が進

められた。起草にあたっては，パブリックコンサルテーションを各地で実施し，同国の習慣や文化

等を尊重しつつ，現代社会での適応や国際標準の準拠にも配慮した（2016年度）。 
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②金融支援の拡充 

・ 金融行政に関するシステム構築，能力向上に対する支援を実施した。 

 ミャンマー中央銀行の資金・証券決済システム構築や証券取引所開設・運営に向けた支援を実施。

証券取引所は 2015年 12月に予定どおり開所した（2014年度，2015年度）。 

 モンゴル資本市場の規制・監督能力向上支援（2014年度，2015年度） 

 ベトナムの国営企業・銀行改革に対する支援を実施。政策提言書の一部が同国の国営企業改革に

係る 5か年計画に反映された。また，対象企業に対するコーポレートガバナンス強化のためのガ

イドラインや主要なリスク指標を策定し，2017年から施行予定（2014 年度～2016年度） 
 

③貿易円滑化支援 

・ 2011年に日本政府が表明した ASEAN貿易円滑化のための「アジア・カーゴ・ハイウェイ構想」実現

に向け，ASEAN各国の税関に対する技術協力を実施した。 

 国際標準に沿った関税評価・関税分類手続き導入（カンボジア，ミャンマー，タイ）（2013年度） 

 効率的な税関手続きのための税関リスク・マネジメントの強化（フィリピン，ラオス，ベトナム）

（2013年度） 

 二国間経済連携協定（EPA），自由貿易協定（FTA）の円滑な運用に必要な原産地証明の運用能力

強化（タイ，マレーシア）（2015年度） 

 日本式の通関システムの導入（ベトナム）：輸出入・港湾情報処理システム（NACCS：Nippon 

Automated Cargo and Port Consolidated System）を導入し，全国 5万社以上が登録済み。また

今後の安定運用と利活用改善に係る共同調査を実施（2013年度～2016年度）。ミャンマーでも同

システムの構築が完了し，正式に運用を開始（2014年度～2016年度）。 

・ TICAD Vの日本政府の支援策の実現のため，税関職員の人材育成や OSBP・税関行政支援を実施した。

また，2016年度の TICAD VI ではサイドイベントを東アフリカ共同体，NEPAD，世界税関機構（WCO：

World Customs Organization）と共催し，OSBP ソースブック第二版を発表した。 

 OSBP 整備：タンザニア・ケニア間，ルワンダ・タンザニア間，の国境税関施設整備事業の完工

により国境手続き効率化と所要時間削減に貢献（2014年度～2016年度） 

 WCO との連携：プロジェクト研究「保税運送ガイドラインの作成に係る JICA/WCO 共同プロジェ

クト」及び「アフリカ貿易円滑化に向けた能力向上に係る JICA/WCO 連携」に関する契約を締結

し，具体的な事例発信等を実施（2016年度）。 
 

④ガバナンス強化 

 バングラデシュ：行政機関の「効果的な国家健全性戦略（NIS）」の実施枠組確立に向けた支援の結

果，全 59省庁中 53省庁が NIS行動計画を作成し，活動モニタリングの枠組みを構築した。一般国

民の NISの認知度も大きく向上（5%から 81%）した（2014年度，2016年度）。 

 モンゴル：内部監査及び業績モニタリングに関する能力向上支援の結果，内部監査の主要行政機関

における実施や，内部監査関連法令を含む中期戦略計画の承認に至った（2014年度，2015年度）。 

 タンザニア：内部監査に関する能力向上支援（2015年度） 

 汚職防止能力の向上支援：課題別研修「汚職対策（刑事司法）」（2014年度）等による人材育成 

 カンボジアにおける人口・経済センサス統計能力強化支援（2012年度～2015 年度），ネパールの経

済センサス統計（2015年度） 

 ベトナム・ホーチミン国家政治学院及び国家行政学院公務員研修所における共産党幹部候補者に対
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する研修，並びにカリキュラム・教材作成，教員能力強化などの支援（2015 年度，2016年度） 
 

⑤民主化支援 

 「アラブの春」以降の北アフリカ等における公正な選挙運営支援：エジプト，チュニジア等（2013

年度） 

 立法府支援：ベトナムにおける国会事務局の能力強化支援（2015年度，2016 年度） 

 地方行政支援：バングラデシュ，カンボジア，タンザニア，ホンジュラス，ドミニカ共和国等 

 中立・公正なメディア確立に向けた支援：南スーダン（2013 年度，2015 年度），コソボ（2015 年

度），ミャンマー（本邦研修の成果をいかし，初の生放送番組を実施）（2016 年度） 

 南スーダン：スポーツを通じた平和構築を目指し，南スーダンのスポーツ団体関係者と共に国営放

送局職員を日本に招いた。南スーダンと日本とのスポーツ交流を訪日して取材し，番組制作能力を

向上させるとともに，同国での日本のアピールに貢献した（2015年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

①国内ネットワークの拡充・協力人材の確保 

・ 日本の法律実務家や研究者等とのネットワークの拡充に努めた。 

 法務省との共催による法整備支援連絡会を開催し，100人以上の参加者に対し，機構の取組事例

の報告や意見交換，理解促進を行った（2012 年度）。 

 日本弁護士連合会との協力協定の締結と長期専門家の人選の共同実施の開始（2012年度），日本

弁護士連合会調査団訪問の機会を活用した共同セミナーの開催（ミャンマー）（2015年度） 

 法整備支援連絡会に加え，法整備支援ネットワーク会合を初めて実施（2016年度） 
 

②官民連携強化への貢献 

 ミャンマー法改正に関する公開形式の現地セミナーにより現地商工会等を通じた本邦企業等に情

報提供し，企業，法律事務所十数社がオブザーバー参加した（2012年度）。 

 民間企業と連携し，ミャンマー，カンボジア，バングラデシュを対象としたビジネス関連法制の問

題分析及び具体的な改善提案を実施（2013年度） 

 主に東南アジア諸国の税務行政，税関プロジェクトを中心に，現地日本側関係機関（商工会等）と

情報を共有し，進出企業が抱える課題等を把握して解決に向けた側面的な支援を実施（2015年度） 
 

③国際機関との連携 

 世界税関機構（WCO）との連携：業務連携覚書（2015年 1月締結）に基づき，同年に 2回政策対話

を実施。また，共同でアフリカの OSBPの役割の再定義を含む合同研究を開始（2015年度） 

 UNDP との連携：「法遵守の文化（CoL：Culture of Lawfulness）」のシンポジウムを共催（2016 年

度） 
 

④南南協力を通じた協力成果の拡大 

 ラオス法律人材育成強化プロジェクトのカウンターパートのベトナムへの派遣：法制度支援で初の

第三国研修を実施（2012年度） 
 

⑤新機軸・高品質な研修の形成・実施 

 「金融規制監督」，「金融政策・中央銀行業務」，「公共財政管理・公的債務管理エクゼクティブ・プ

ログラム」の新設・実施（2016年度） 
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３－２－５．高等教育 

（1）主要な業務実績 

①TICAD V支援策実現に向けた取組 

・ 2013年 6月の TICAD V で立上げが表明された「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）」の制度設計を短期間で行い，2014 年度中に事業を開始，本邦大学修士

課程での教育と本邦企業でのインターンシップによる実践的機会を提供した。地方大学の国際化や

地域理解につながり，日本の地域活性化にも貢献した。 

 留学生受入実績：2017年までの目標数である 900人受入の目標に対し，2014 年に第 1陣 156人，

2015年に第 2 陣 317 人，2016 年に第 3陣 348 人の合計 821 人を本邦大学にて受け入れ，目標を

上回る達成が見込まれる（2013年度～2016年度）。 

 本邦企業でのインターンシップ：日本企業約 400 社の登録を得て，第 1 陣 149 人を日本企業 65

社で，第 2陣 306人を 100社でインターンシップを実施（2015年度，2016年度）。 

・ アフリカ連合（AU：African Union）の汎アフリカ大学（PAU：Pan African University）構想に対

し，科学・技術・イノベーションを担う東アフリカ拠点の支援パートナー国として日本政府が覚書

を締結したことを受け，拠点大学となったケニア国立ジョモ・ケニヤッタ農工大学（JKUAT：Jomo 

Kenyatta University of Agriculture and Technology）を通じた教育・研究機能の強化支援を技

術協力プロジェクト「アフリカ型イノベーション振興・JKUAT/PAU/AUネットワークプロジェクト」

として 2014年度に開始，第 1バッチ 54人（2015年 11月卒業），第 2バッチ 68人，第 3バッチ 78

人が入学済（各年度）。また，「ものづくり道場」が JKUAT学内に完成した（2016年度）。 

・ ルワンダ「トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェクト」により職業訓練・教育機関のモデル

構築支援を行い，政策への反映と全国規模でのモデル普及を目指すフェーズ 2を開始（2012年度）。 

・ エジプト日本科学技術大学（E-JUST：Egypt-Japan University for Science and Technology）の

開学 5 周年記念式典・シンポを 2015 年に実施し，E-JUST の現在までの教育・研究面の成果や，大

学新設支援や日本型工学教育の知見を共有した。順調に学生数，修了生が伸びており（2016 年 12

月時点で修士 69名，博士 84名を輩出），ケニア 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っている（2015年度，2016年度）。 
 

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 

・ マレーシア・日本国際工科院，インド工科大学ハイデラバード校，インドネシアハサヌディン大学，

東ティモール国立大学，ミャンマー（ヤンゴン工科大学，マンダレー工科大学）といった，各国の

工学系の拠点大学の教育・研究能力強化のための支援を実施している。 

 ミャンマー：産業振興とインフラ開発に資する人材育成のため，主要工科大学であるヤンゴン工

科大学とマンダレー工科大学の教育・研究能力向上を目的とした技術協力を開始（2013年度） 

 ベトナム：カントー大学強化に対する円借款事業と技術協力事業を形成・実施。日本の 9大学に

よる支援体制の構築と，機構内における農業・水産・環境の分野横断的課題への対応に向け，2015

年度に技術支援を開始（2014 年度，2015 年度）。同様に，日本の大学及び大学院の協力を得て，

2010年の日越共同声明を起点とした日越大学の開学に貢献（2016年度）。 

 モンゴル：日本の 6 大学の支援体制により工学系高等教育支援の円借款事業を開始（2014年度） 

・ 開発途上国の大学の教育・研究能力の向上を進めるため，開発途上国間及び本邦との大学間ネット

ワーク構築の支援を実施した。 

 アセアン工学系高等教育ネットワーク（AUN/SEED-Net：ASEAN University Network/Southeast 
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Asia Engineering Education Development Network）：技術協力事業フェーズ 2 の終了及びフェ

ーズ 3 の開始（本邦 14大学，域内の各メンバー大学 26 校）。域内と本邦における学位取得プロ

グラム，地域共通課題にかかる共同研究，産学連携活動を実施。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）等の成果を上げている（2016年度）。 

 マレーシア・日本国際工科院（MJIIT：Malaysia-Japan International Institute of Technology）：

日本の 3大学とのダブルディグリー，ジョイントディグリー開設に向けた調整や日系企業でのイ

ンターン受入を実施。2015年 10月には，学部第 1期生 73人が 10月に卒業し，10人以上が日本

企業や日系企業に就職（2014年度，2015年度）。 

 インド工科大学ハイデラバード校：化学・機械・材料工学分野等の長期研修員の受入。長期研修

員と日本企業の連携促進のための「日印人材フォーラム」開催（2014年度） 

・ 本邦大学の国際化への貢献も念頭に，2015 年度は 861 人，2016 年度は 1,053 人の開発途上国の留

学生を招き，本邦大学で学位取得を支援している。また，本邦大学の教員を年間 300人以上開発途

上国に派遣することにより，開発途上国の大学の能力向上を支援するとともに，本邦大学の開発途

上国大学との学術交流も促進している。 

 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（PEACE：Project for the Promotion 

and Enhancement of the Afghan Capacity for Effective Development）」：2011 年度から 2016

年度の 6か年で 514人を全国 34大学 47研究科に受け入れ，当初目標の 500人を達成した。2016

年 3 月卒業の 58 名を含め，これまで 281 名が学位を取得し，修了生は運輸省や外交官（駐日ア

フガニスタン大使館書記官）他，関連セクターで活躍。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出ている。2015 年度にフェーズ 2 実施の要請を受け，先方政府と合意し

R/Dを署名（各年度） 

 ABEイニシアティブの立上げと実施（①参照） 

 太平洋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）：第 7 回太平洋・島サミットを受け 2016 年度から 3年

間で 100人受入の計画で開始し，2016年度は 41人を受け入れた。来日時に沖縄で共通プログラ

ムを実施し，県庁訪問や地元企業との交流も図った（2016年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

①評価手法，成果の指標の検討・改善 

 プロジェクト研究「高等教育協力プロジェクトの評価指標の標準化検討」により機構の過去の案件

や世銀等他ドナーの案件をレビューし，成果の示し方や指標設定方法を検討・整理（2012年度） 
 

②新しい援助手法・アプローチの開拓 

 高等教育機関の教育プログラムの評価認定システムに関する初の支援（インドネシア）：産業界が

必要とする質の高い工学教育の確保に貢献すべく，個別専門家派遣や技術協力プロジェクト「イン

ドネシアエンジニアリング教育認定機構設立プロジェクト」等を展開（2012 年度～2014年度） 
 

③政策インパクトを増強する取組 

 ミャンマー：教育セクターと高等教育セクターの調査結果をマルチドナーで実施した「教育セクタ

ー包括レビュー調査」にインプットした（2012年度）。 

 フィリピン：雇用促進の増大に貢献するため，開発政策支援借款に付帯する技術支援として産業人
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材育成のための高校支援を実施（2012年度） 
 

④オール・ジャパン体制による支援体制の構築・運営 

 マレーシア・日本国際工科院（MJIIT）（外務省・文科省・機構・27 大学，政府機関 2），インド工

科大学ハイデラバード校（外務省・文科省・総務省・日本学術振興会・科学技術振興機構，機構，

9 大学），ABE イニシアティブ（外務省・文科省・経産省，機構，経団連），日越大学（官邸・外務

省・文科省・経産省，機構，7大学）などの体制を構築・支援し，効果的に事業を推進している（2015

年度～）。 

 

⑤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，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（2016年度）。 

 

３－２－６．農業・農村開発 

（1）主要な業務実績 

①市場志向型農業の振興による小規模農家の生活向上 

・ 2 年間で対象約 2,000 人（122 グループ）の小規模園芸所得を倍増させたケニアでの協力成果を踏

まえ，2013年の TICAD Vで小農による市場志向型農業（SHEPアプローチ）の域内拡大が提唱され，

支援策実現のための事業を形成・実施した。TICAD V 目標値は 2013 年度から 2016 年度末までに以

下の達成状況となっており，一部指標では公約以上の成果を前倒しで達成した。 

 2017年までに SHEPアプロ―チ 10か国の展開：実績 23か国 

 2017年までに SHEPを推進する技術指導者 1,000人の育成：実績 1,900 人 

 2017年までに SHEPを実践する小規模農家及び農業団体関係者 5万人の育成：実績 4万 2,468人 

 専門家の派遣，農業機械化，農業生産，流通，販売技術研修の実施等 

・ SHEPアプローチ広域化は，課題別研修「アフリカ地域市場志向型農業振興」コースを起点とし，現

地でのフォローアップを行うことで定着化の向上を図っている。2014年度より上記研修を年 2回行

い，2015 年度からは上記コースを補完する「普及員コース」，さらにはフランス語圏アフリカ地域

を対象とした「行政官コース」も開設した（2015 年度）。帰国研修員が各アクションプランを主体

的に実施したことから，その活動をスケールアップすることを目的とする技術協力プロジェクトを

新たに 3件立ち上げた（マラウイ，エチオピア，セネガル）（2016年度）。 

・ PC ゲーム及びスマートフォンアプリの開発，SHEP のコンセプトである「動機づけ理論」に係る心

理学的観点からの分析・考察の国際学会での発表や，TICAD VI サイドイベントでの SHEP 展開事例

の発信を実施した（2016年度） 
 

②フード・バリューチェーン（FVC）の構築による農家所得向上の確保 

・ 農産物市場化・流通分野への協力の方向性を検討するため，海外ドナー・NGO を含めた優良事例の

整理と教訓の活用に関するプロジェクト研究を実施した（2012年度）。 

 モザンビーク北部のナカラ回廊開発：地域の環境に適した農業技術の開発やコミュニティ開発モ

デルの確立，農業開発マスタープランの策定などを通じた支援を日本・ブラジル・モザンビーク
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の三角協力により実施している（ProSAVANA：アフリカ熱帯サバンナ農業開発プログラム）（各年

度）。2016年には，マスタープランに対する批判を受け，現地において現地住民・農家の主導に

よる対話の促進支援や，日本国内の NGOとの意見交換を実施した（2016年度）。 

 灌漑農業収益向上プロジェクト（ミャンマー）：精米業者，仲買人，生産者，種子生産者等のコ

メ関連のバリューチェーン関係者の間の連携を強化し，優良種子を利用した飯米の生産により，

精米歩合を向上させ，コメ生産の付加価値を向上させる取組を開始（2015年度） 

 フード・バリューチェーンの構築による農民の収益向上（ベトナム）：契約農業の導入によりト

レーサビリティーを向上させ，民間による安全性のコントロール，需要に応じた生産によりロス

を削減し農民の収入を向上することを目的とした「ゲアン省農業振興開発計画策定支援プロジェ

クト」を開始した。クァンナム州においては千葉県南房総市が草の根技術協力事業を活用して「道

の駅」を基盤とした農業の第 6次産業化による地域振興の協力支援を実施している（2015年度）。 

 農業省高官を含む関係者の招へい（インドネシア）：2015 年 10 月にインドネシアの高官等を招

き，「官民協力による農産物流通システム改善プロジェクト」で目指す農産物流通システムの参

考となる現場視察，実際の農家の収入向上事例の共有，及び今後の民間連携に向けた情報交換ワ

ークショップを行った（2015年度）。 

 農業の 6 次産業化を通じた地域振興（キルギス）：一村一品アプローチによる小規模ビジネス振

興への支援を通じ，公益法人 OVOP+1を設立し，地場産業振興のモデルを構築した（2016年度）。 

・ 日本の科学技術・民間技術を活用し，将来的に農家所得向上に資する支援を実施した。 

 官民連携（PPP：Public-Private Partnership）による肥料工場の建設，BOP ビジネスを通じた

農漁業産品の生産・販売・流通支援（2012年度） 

 好適環境水を用いた高付加価値淡水養殖（カンボジア）：従来技術と同等以上のエビ幼生生存率

の確認，農家レベルでの種苗生産の検証とビジネスモデル成立の可能性に向けた取組（2013 年

度，2014年度） 

 環境ストレス耐性の作出技術の開発（ブラジル）：作出されたダイズ系統が従来品種より乾燥，

高温に対して高い耐性を有することを確認（2013年度） 

 インフラシステム輸出戦略にも資する圃場整備支援（ミャンマー）（2013年度） 

 主要穀物に寄生する雑草の防除技術の開発（スーダン）：実証に成功し，展示圃場におけるソル

ガムの収量増加を達成（2014年度） 

 小規模分散型の農業廃棄物のバイオ燃料利用モデルの開発（ベトナム）：新規技術の有効性が実

証され，小規模分散型のバイオマス利用モデルを提示（2014年度） 

 エビの次世代型養殖技術の開発（タイ）：エビ感染症の早期死亡症候群の原因遺伝子を世界で初

めて特定し，100％の精度で検出可能な診断法を確立（2014年度） 
 

③グローバル・フード・バリューチェーン（GFVC）拡大によるグローバルな経済活性化への貢献 

・ 日本政府が推進する GFVC戦略会議に対する情報提供を通じ，GFVC戦略の策定に貢献（2014年度） 

・ GFVC戦略に基づき，インドネシアやベトナムでの事業化に着手し，機動的に対応（2014年度） 

・ 2015 年度に GFVC 戦略も受ける形で開催された農林水産省二国間対話のうち，インドネシア，ミャ

ンマー，ベトナム，カンボジア，フィリピンに関する協議に機構本部あるいは海外拠点から参加し，

各国の機構事業の関連協力実績と今後の方向性を発信した（2015年度，2016 年度）。 

・ 開発途上国の中央省庁の農産物安全担当部局の行政官が自国の農産物の安全管理体制の課題を把

握し，その改善に向けた取組が開始されることを目的として課題別研修「農産物の安全管理体制強
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化」コースを新規に開始した（2015年度）。 

・ エチオピアでは農薬検査所の検査技術能力向上・認証強化等を支援し，コーヒー豆輸出促進につな

がった（2016年度）。 
 

（2）戦略的な取組 

①国際連合食糧農業機関（FAO），国際連合世界食糧計画（WFP）等と協調した取組強化 

・ FAO，WFP，国際農業研究協議グループ（CGIAR：Consultative Group on International Agricultural 

Research），世界銀行，アフリカ開発銀行（AfDB）の関係者と農業・農村開発分野における連携強

化に向けて協議した。また，FAO や WFP とはアフリカの食料安全保障と栄養の取組強化に向けた協

力を検討しており，同課題への国際的貢献に連携して取り組んでいる（2015 年度，2016年度）。 

 農業及びフードシステムにおける責任ある投資の推進：2014年 10月に FAO等が中心となり策定

した「農業及びフードシステムにおける責任ある投資のための原則」に呼応し，世界銀行，FAO

と連携した課題別研修「合理的・持続的な土地利用の促進」を新規に開始した（2015年度）。 

 エボラ出血熱への対応における連携：セネガルでの稲作生産支援により品質が向上したコメをエ

ボラ出血熱危機下のギニアに対する WFP食糧支援に活用する連携が実現した（2015年度）。 
 

②M/P 等の相手国の政策・制度への反映 

 マラウイ：農業開発戦略のモニタリング・評価の枠組み構築と職員の実施能力強化を支援した結

果，データ収集テンプレートの全国的な試行につながった（2016年度）。 

 

３－２－７．民間セクター開発 

（1）主要な業務実績 

①ビジネス環境改善 

・ 産業振興を志向する各国に対し，産業振興アドバイザーの派遣等を通じた助言や政策提言を行った。 

 エチオピア：首相，関係閣僚との政策対話を通じた東アジアの開発経験に基づく産業振興政策の

検討・実施への知的支援や，貿易振興，投資促進に関する政策提言を実施し，これらの内容を反

映した同国 5か年計画が 2015年 12月に策定された（各年度）。2016年度には政策対話フェーズ

2を完了して成果や政策事例集を取りまとめたうえでフェーズ 3を開始し，産業政策対話に加え

て実務支援を含む技術協力事業を立ち上げた。 

 カンボジア：政策官庁トップへの産業政策の提言を行い，今後の経済開発の方針策定に協力した

（2012年度）。 

・ ASEAN 各国や TICAD V の支援策に貢献すべくアフリカ各国に貿易・投資アドバイザーを派遣し，投

資促進政策の実施支援や各国の投資促進能力の向上支援を行うとともに，日系企業への投資環境情

報の提供や各種照会・相談対応を行った（各年度）。 

 TICAD V 支援策への貢献：「2017 年までに 10 か国への派遣」を達成した（2015 年度）。さらに，

2か国への派遣を決定した（2016年度）。 

 アジア 8か国に派遣の資促進専門家による本邦企業を対象とした投資セミナー開催（2016年度） 

・ 工業団地・経済特区整備・開発に関する支援を実施した。 

 ベトナム「ロンアン省環境配慮型工業団地関連事業」（海外投融資）：日本企業と現地企業が工業

団地向けの廃水処理・浄水等のサービスを提供し，日本企業を含む外国企業の投資環境整備に貢

献した（2012年度）。 
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 ケニア「モンバサ経済特区開発マスタープランプロジェクト」：入居企業の労働者の居住環境へ

の配慮等のビジョン・コンセプトの決定，誘致産業・機能の選定，インフラ整備計画の策定及び

運営体制の整備を支援し，2015 年 9 月に港湾，工業団地，自由貿易区，居住地区等から成る開

発マスタープランを策定し，資金協力事業に向け協力準備調査を開始（2014年度～2016年度） 

 ミャンマー「ティラワ経済特区管理委員会能力向上支援プロジェクト」：各種の能力強化支援を

通じて日本企業の進出を後押しした結果，日本企業を含む入居企業の投資認可が実現した（2014

年度）。既に投資認可 81社，建設工事に着手 63社，操業開始済み 25社。計画を大幅に上回る企

業進出の検討を受け，今後の経済特区の更なる開発に向けた合意形成がなされた（2016 年度）。 
 

②現地企業の競争力向上 

・ ビジネス・ディベロップメント・サービスやカイゼン等の企業支援能力支援を通じた現地企業の競

争力向上に資する事業を実施した。特にアフリカにおいては，2013 年度の TICAD V を踏まえ，「品

質・生産性向上（カイゼン）」活動の導入・普及を行った。TICAD VI では，新たに「アフリカ・カ

イゼン・イニシアティブ」を日本政府が表明し，具体的な実施に向けた NEPAD との協議を開始した

（2016年度）。 

 メキシコ：「自動車産業基盤強化プロジェクト」で日系自動車メーカーによる技術指導（2012年

度）。2015年 7月には本邦でメキシコ自動車産業セミナーを開催し，自動車関連メーカー，商社，

銀行，メディア等約 150 社と多数の参加を得た（2015 年度）。国立職業技術高校にて，自動車

産業人材の育成に係る自動車産業コースのカリキュラムの完成や開講を達成したほか，日系企業

との連携審議会を設立した（2016年度）。 

 インドネシア：EPAの実施促進に資する協力の実施（2012年度）。輸出振興庁の機能改善を通じ，

顧客志向の輸出支援サービスの効果的な提供に貢献（2014年度） 

 ベトナム：適正な企業活動を促進する基準認証制度の整備（2012年度，2013年度） 

 エチオピア：カイゼンを民間企業へ持続的に普及させる仕組みが確立した。エチオピアカイゼン

機構は設立時 9人から 2年弱で 12部門約 100 人を擁する組織となり，国家カイゼン委員会事務

局としての機能を期待されている。また，次期エチオピア開発戦略（2015－2019）にてカイゼン

が生産性や競争力に関する新章の柱として位置付けられた（2014 年度）。過去 6 年間で約 5 万

4,000 人に対してカイゼン研修を実施し，品質管理活動グループの活動を通じ，平均約 37%の生

産性向上を達成した（2016年度）。 

 タンザニア：延べ 63 社に対するカイゼン指導やカイゼン普及戦略案を策定（2016年度） 

・ 日系企業の海外展開が期待されるアジアやアフリカ等において，日本的な経営・技術ノウハウを有

する産業人材育成や技術移転を実施した。特にアフリカにおいては，2013年度の TICAD Vを踏まえ

た産業人材育成支援を行った。 

 インド：製造業の経営幹部を育成する協力を通じ，日本的経営哲学やトヨタ生産方式を製造業経

営幹部に伝授したほか，日印の製造業・経済交流に資する経営人材の育成に貢献した（2012 年

度）。さらに，事業成果を踏まえ，環境対策や省エネルギー，貧困層への配慮等の社会的要素を

含む包括的成長に焦点を当てた新規の技術協力を開始した（2013年度）。 

 インドネシア：海外投融資事業「産業人材育成事業」（2013年度） 

 TICAD IVへの貢献：カイゼン等を通じた産業人材育成支援（チュニジア，エチオピア，ガーナ，

ケニア，カメルーン）（2012年度） 

 TICAD Vへの貢献：「アフリカ 10 か所の TICAD 産業人材育成センターの設置」に対し，9か所を
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設立済み。2016年 3月に，アフリカ 11か国を集めたカイゼン知見共有セミナーをアディスアベ

バで開催し，100 人以上が参加した。「アフリカの産業人材育成 3 万人」に対し，48,330 人を育

成した。（2015年度，2016年度） 

 コンゴ民主共和国：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・機材の拡充を目

的とした無償資金協力の贈与契約（G/A）を締結。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（2016

年度） 

 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（2016年度） 

・ 日本センタープロジェクトを通じ，日系企業と親和性の高い現地人材の育成や同センターを確固た

る人材育成交流拠点とするための取組を行った。 

 ミャンマー：ミャンマー政府と日本センターを設立した（2012年度，2013年度）。本邦研修や現

地活動を通じ，経団連会員企業との交流が具体的な商談につながった（2014 年度，2016 年度）。

延岡市は商工会議所及び行政と連携しビジネス交流会や市民レベルでの交流を実施（2016年度） 

 日本と現地の経営人材の交流を推進するための活動の導入（カンボジア，ラオス，モンゴル）（2014

年度），日系企業による現地の優秀な人材確保のための就職説明会（ベトナム，ラオス，カンボ

ジア等）（延べ日系企業 111社，約 2,890名）や日本への留学希望者を対象とした留学フェア（5

か国）の開催（2016 年度） 
 

③地域経済・産業の振興 

・ 地域資源の活用を通じた生産者主体の取組を推進し，地域経済振興に貢献した。また，貧困層に焦

点を当てた地域産業振興支援としても一村一品運動（OVOP：One Village One Product）を実施し

た。 

 ケニア：日本企業との取引を通じた産品輸出の実現（2014年度） 

 キルギス：輸出産品生産者グループ（約 1,500 人）の 1 人当たり利益の年 58 ドルの増を実現し

た。また，障害者施設と連携して障害者を生産活動に巻き込み，収入を障害者施設や孤児院の活

動資金に充当した（2014年度）。フェルト商品等の委託生産を受けている株式会社良品計画との

連携を継続している（2015年度）。一村一品アプローチによる小規模ビジネス振興に係る事業を

通じ，公益法人 OVOP+1を設立し，地場産業振興のモデルを構築した（2016年度）。 

 グアテマラ：地方貧困地域の先住民による一村一品活動により，地域産品の販売拡大や地域の観

光地化に取り組み，地域振興を図る体制の形成に貢献（2014年度） 

 エルサルバドル：一村一品運動アドバイザーの活動を通じ，地方貧困地域の女性，若者を巻き込

み，果物，民芸品，観光等を対象とした一村一品運動を実施（2014年度） 

 エルサルバドル：過去の協力で確立されたアカガイの人工種苗の生産と養殖技術の普及を通じ，

女性，子どもを含む地方零細漁民の生計向上と重労働からの解放に貢献（2014年度） 

・ 観光セクターの開発支援を行った。 

 ミャンマー：ミャンマーの歴史文化都市であるバガンにおいて，地域住民の主体的な参加や世界

遺産登録プロセスにも配慮した地域観光開発モデルを構築する技術協力を実施（2015年度） 
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（2）戦略的な取組 

①成長セクターにおける社会的弱者への配慮 

 バングラデシュ：縫製工場ビルの崩壊後，実施中の技術協力と円借款を活用し，迅速に耐震化や建

て替えを支援した（2013年度）。 
 

②日本国内の関係機関とのネットワーク強化 

 国内中小企業支援機関との連携：中小企業向け展示会での投資アドバイザーや日本センター専門家

による国内中小企業向けの ODA事業の紹介や各国情報の提供，相談会の実施（2012年度） 

 JETRO，在京大使館等と連携しての投資セミナーの共催：カンボジア，ザンビア（2013年度）等ア

ジア，南アジア，アフリカ，中東・欧州，中南米の投資セミナーの共催 
 

③産業政策対話等を通じた上流レベルの取組 

 エチオピア：（上記（1）①参照） 

 

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：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，包摂性・強靭性・持続可能

性を兼ね備えた「質の高い成長」の実現に貢献するとともに，日・ASEAN 特別首脳会議や TICAD 等に

おける日本政府の支援策の実現に向けて貢献した。 

運輸交通分野については，国際化・地域化への対応として，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

に資する事業を着実に展開した。併せて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

支援策の実現にも貢献した。全国交通の実績としては，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ネパール・シンズリ道路の完工，インド高速鉄道建設のソフト面の支援開始等，

難易度及び質の高いインフラ事業を推進した。また，都市交通への協力としては，その後の事業化等

にもつながる形でミャンマーの最上流の計画策定を実施し，地方交通ではインクルーシブな視点に基

づく協力を実現した。これら協力に際しては，日本の比較優位のある技術・知見の活用も推進した。

また，インフラ資産の運営・維持管理能力強化に向けて「戦略的イノベーション創造プログラム」と

連携した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，今後の中・長期的な人材育

成支援に向けた体制を構築した。 

都市・地域開発分野においては，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

計画の実現を支援した。特に，横浜市と機構が連携して取り組んだフィリピン・セブのロードマップ

作成や，寒冷地の自治体の知見を活用したモンゴル・ウランバートルマスタープラン（M/P）のモン

ゴル国会での承認や実施計画の閣議決定など，日本の都市に蓄積された知見を積極的に活用し，各自

治体や本邦企業の海外展開にも資する協力を実現した。また，都市計画策定支援にあたっては，SDGs

や開発大綱でも課題の一つである「持続可能な都市」の実現に向けてセネガル，フィリピン，チュニ

ジア，東ティモール等で強靭性，包摂性，持続可能性に配慮した提案を行ったほか，ミャンマーでは

2016年度の政権交代後の同国政府からの要請に機動的に対応し，迅速な計画策定に貢献した。なお，

持続可能性については，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（CASBBEE都市－世界版）の開発に貢献した。 

資源・エネルギー分野においては，SDGsへの貢献を念頭に，ウズベキスタンやバングラデシュ等で


