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 大学・教育機関：シリア難民支援や Innovative Asia 等の留学制度を活用した新たな人材育成事

業の実施にあたり，受入大学の開拓や応募促進を行ったほか，大学との事務合理化の検討を行い，

各大学との覚書締結を開始した。 

 自治体：連携協定等を締結している北九州市と，職員間の合同勉強会を通じて具体的な連携策の

検討を開始した。また，「沖縄 21世紀ビジョン基本計画」改訂や「熊本地震からの復旧・復興プ

ラン」等の地方自治体の国際協力や地域活性化に係る政策推進にも関与することで，自治体の国

際協力の参加を促進している。また，自治体間連携セミナーを通じて，自治体の海外展開のノウ

ハウを共有することで，国際協力経験の少ない自治体の参加を促進している。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

根拠：評価指標において目標水準を上回る成果を上げていることに加え，年度計画に照らして質的な

成果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断する成果を上げていることから，中期計

画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

具体的には，本部・国内拠点・海外拠点のネットワークをいかし，開発途上地域の開発に対する NGO，

企業，大学，地方自治体等の多様なアクターの参画の促進と連携の深化を図り，それらアクター間の

結び付けにも努め，開発効果の向上と日本の地域社会への還元の相乗効果を実現すべく取り組んだ。 
 

1． NGOとの連携推進 

1-1. NGO－JICA 協議会を通じ，SDGs，ODA 本体業務での連携や開発教育推進のための協働，地方

創生／地域活性化に係る情報交換や具体的な連携策を幅広く検討，協議した。地域の NGO や機構

の在外事務所や国際協力推進員を中心に，新たな参加者の増加に取り組み，延べ 353 人の参加を

得た。 

1-2. NGO と協力した各種取組として，関西国際センターと地域の NGO との定期協議の開始や NGO

と企業との連携を促進するシンポジウムの共催，ネットワーク NGO との連携のあり方を検討する

調査団の合同派遣等を実施し，NGO との更なる連携強化に取り組んだ。また，他の NGO 支援団体

や助成団体との連携を主体的に進め，市民参加事業全体を底上げした。 

1-3. 2015年度の NGO－JICA協議会での検討・協議結果を踏まえ，NGO等活動支援事業の制度改善

を行い，国内拠点や在外事務所による地域の特性やニーズをいかした自主的な支援プログラムの

企画・実施を行うことができる制度とした。 
 

2． 民間企業との連携 

2-1. 民間企業や企業団体等との連携基盤の構築や民間企業向けセミナー等の開催，各種メディア

を通じた広報（報道実績 524 件）に取り組み，民間連携に係る制度の周知や認知度向上に取り組

んだ。 

 経済産業省による新輸出大国コンソーシアムに本部及び国内拠点も積極的に関与した。 

 地域金融機関との連携関係の構築を開始し，計 24行との業務連携に係る覚書を締結し，新たな企

業等との関係を構築した。 

 JICA債が国内市場初の「ソーシャルボンド」のセカンド・オピニオンを取得したことに加え，SDGs

ターゲット 17.3（追加的資金源の動員）に貢献する日本政府の SDGs 実施指針の具体的施策とし

て位置付けられ，SDGs達成に向けた市場資金の活用を促進させた。これが評価され，トムソン・

ロイター・マーケッツ社の「Deal Watch Award 2016」の社債部門「Bond Issuer of the Year」

を受賞した。 

2-2. 開発途上地域の課題と本邦企業の提案内容のマッチング強化を図るため，2,326 件の個別相

談を実施したほか，企業向けウェブサイトに製品・技術の活用が期待される現地情報を拡充した。 
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 機構の投資促進専門家によるアジア投資セミナーの開催や，TICAD VIの機会や Pacific-Leads等

の新規事業の開始の機会を捉えた効果的な情報発信，国内拠点の研修員を活用したビジネスセミ

ナーや商談会の実施等，機構の知見・経験やリソースを活用して創意工夫しつつ情報発信やコン

サルテーションを行った。 
 

3． 教育機関との連携 

3-1. 大学との一層の連携強化のため，大学連携課を設置した。また，包括連携協定・連携覚書を

締結している大学数（33）を上回る 65大学に対してこれまでの協力関係や今後の課題を取りまと

め，執務参考資料として機構内で共有した。 

 留学制度を活用した人材育成事業の実施に向け，大学との事務の合理化を進めたほか，シリア難

民支援や Innovative Asia 等の新規事業を推進した。 

3-2. 日本の大学や大学院と連携し，開発途上地域の中核人材の育成や拠点大学の教育・研究能力

強化に係る支援や，SATREPS や草の根技術協力事業等による事業を実施した。 

 TICADや第 7回太平洋・島サミットの公約等の実現に向けて大学との連携事業を推進した。 

 SATREPS では，日本政府のワンヘルスアプローチ推進に資する人獣共通感染症を含む感染症対策

の推進において，ケニアでリフトバレー熱の迅速診断キットの開発や製品化を進めた。また，バ

イオ燃料に係る研究成果を金沢工業大学が草の根技術協力事業を通じて社会実装する取組を開始

する等，大学等の科学技術の知見を開発途上国の課題解決に活用する取組を推進した。 
 

4． 地方自治体との連携 

全国で「自治体間連携セミナー」を実施し，前年度比 3 倍以上の参加者（693 人）を得て，自治体

の海外展開の促進や自治体間のネットワーク構築を行った。 

 横浜市と包括連携協定を更新したほか，職員間の合同勉強会の開催（北九州市）や連携実績の他

県への展開（埼玉県）等，連携関係を更に深化・発展させた。 

 「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」への改訂支援や，「熊本地震からの復旧・復興プラン」も踏ま

えた県庁への国際協力推進員の配置等を通じ，地方自治体の国際協力や地域活性化に係る政策推

進にも貢献した。 
 

5． 地方創生への貢献に向けた取組 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2014年 12月閣議決定）を踏まえ，開発途上地域の課題解決

を通じて日本の地域活性化にも資する取組を行っている。 

 フィリピンのビクトリア市への協力を通じ，沖縄県南城市のまちおこしや活性化につながる活動

の実施や，国別研修を通じたジョージアと北海道の自治体間の交流関係の構築等が確認された。 

 ミャンマーでは，機構が支援したミャンマー日本人材育成センターの研修員と延岡市との連携の

結果，帰国研修員同窓会により，ビジネスマッチングの場となる「ノベオカフェ」がミャンマー

国内に開設・運営された。 

 ラオスに対する草の根技術協力事業を通じた福井県若狭町での空き家の利活用推進や，フィリピ

ンでの草の根技術協力事業の成果を踏まえた埼玉県とセブ州間の覚書締結や参加企業の海外展開

支援事業への参画等，産学官連携による貢献事例が確認された。 
 

＜課題と対応＞ 

 引き続き，NGO，自治体，大学・研究機関のそれぞれの特性や強みをいかし，開発途上地域の課題

解決に資する事業実施を推進するとともに，都道府県庁等の対話の促進や，コンサルテーションの質

の向上等を通じて開発協力への参画や連携を促進する。 
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３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

NGO との連携推進に向けた取り組みについては，当初計画を上回る NGO-JICA 協議会参加者数 353

人（当初計画 250人）を確保し，地方の NGOや新規の NGOとの連携強化を進めた。これに加えて，関

西国際センターでの NGO 定期協議の開始や，NGO と企業の連携を推進するシンポジウムの共催等を通

じて，NGOとの更なる連携強化を実施した。 

民間企業との連携に向けた取り組み状況については，制度の周知・応募関心企業の開拓を積極的に

行った結果，民間提案型事業のメディアを通じた報道件数 566 件（年度計画 290 件），個別相談実施

件数 2,326件（年度計画 1,200件）と当初計画を大きく上回る実績をあげた。加えて，地方金融機関

との連携関係の構築を開始し，計 24 行との業務提携に係る覚書を締結したこと，JICA 債の戦略的活

用を実施していることが評価される。 

教育機関との連携推進に向けた取組については，年度計画を達成する水準である 33 校の大学との

連携実績を取りまとめたことに加え，大学との一層の連携強化のため，大学連携課を設置し，留学制

度を活用した人材育成事業の実施に取り組んだことが，日本が有する人材，知見，技術等の活用に係

る取り組みとして評価される。 

地方自治体との連携に向けた取り組みについては，国際協力への新規参入自治体開拓のために開催

した自治体間連携セミナーに，当初計画を大きく上回る計 693名（当初計画 140名）が参加し，自治

体の海外展開の促進や自治体間のネットワーク構築に貢献した。 

地方創生への貢献に向けた取組として，「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2014 年 12 月閣議決

定）を踏まえ，開発途上地域の課題解決を通じて日本の地域活性化にも資する取組を行っている。具

体的には，ミャンマーにおいて，機構が支援したミャンマー日本人材育成センターの帰国研修員同窓

会と延岡市との連携の結果，ビジネスマッチングの場となる「ノベオカフェ」がミャンマー国内に開

設・運営される等，地方の海外進出に貢献している。 

 

 以上を踏まえ，評価指標の目標水準を上回る成果を上げたことに加え，多様な関係者との連携を新

たに構築する取り組みを機動的に実施することで，各種連携事業への裾野拡大等の成果を上げている

ことから，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め，「Ａ」評価とする。 

 

 ＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き，NGO，自治体，大学・研究機関のそれぞれの特性や強みをいかし，開発途上地域の課題

解決に資する事業実施を推進するとともに，都道府県庁等との対話の促進や，コンサルテーションの

質の向上等を通じて開発協力への参画や連携を促進することに期待したい。また，翌年度の定量的指

標の達成目標設定に際しては，過年度の実績等を踏まえた適切な水準を設定されたい。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・東京以外の地域での JICA と NGOの定期協議の事例として JICA関西の取り組みが紹介されたことを

歓迎する。ぜひ同様の取り組みを他の国内機関においても実施し、JICAと NGO の連携の全国展開へと

つなげていただきたい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.10 ボランティア 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱，平成 28年度開発協力重点方針，日本再興戦略 

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 

平成 28年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力 

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 達成目標 基準値  2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 
◎スポーツ職種ボランティアの新規
派遣人数（人） 

120 81   新規 219  231 

◎JICA ボランティアウェブサイトの
ページ閲覧数 

900万*    818万 676万 787万 

◎連携ボランティアの人数（人） 100 83   新規 146  166 
◎企業・自治体向け報告会（回） 4  5 7 8 9  8 
JICA ボランティアウェブサイトの年
間訪問回数 

 164 万   新規 169万 229万 

開発課題に沿ったボランティアの実
績（国別ボランティア派遣計画の開発
課題への合致率／シニア海外ボラン
ティア） 

  
84％/ 
83％ 

80％/ 
87％ 

74％/ 
85％ 

79％/ 
82％ 

84％ 
80％ 

②主要なインプット情報 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 
従事人員数（人） 46 50 56 56 56 

◎2016年度計画の評価指標  *2016年度計画で目標値を新規設定。 

 

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 

ボランティア事業は，開発途上地域の経済及び社会の発展，復興への寄与，我が国と開発途上地域
の友好親善及び相互理解の深化，並びに国際的視野の涵養と経験の社会還元を事業の目的とする。本
事業を取り巻く環境の変化に対応するため外務省が平成 23 年に行った海外ボランティア事業のあり
方及び同事業の実施のあり方の抜本的な見直しの結果を踏まえ，事業の質向上のための事業実施体制
や運営手法の改善，ODAの他事業や専門性を有する企業，地方自治体，NGO，他機関等との連携の強化，
帰国後の社会還元支援を含む，国民が安心して参加できるような取組の強化，事業にふさわしい評価
の実施，ボランティアの活動状況・成果・帰国後の活躍状況の「見える化」等の取組を着実に実施す
る。 
中期計画 

ボランティア事業は，開発途上地域の経済及び社会の発展，復興への寄与，我が国と開発途上地域
の友好親善及び相互理解の深化，並びに国際的視野の涵養と経験の社会還元を事業の目的とし，効果
的かつ効率的に実施する。本事業を取り巻く環境の変化に対応するため外務省及び機構が行った平成
23 年 7 月の海外ボランティア事業のあり方及び同年 8 月の同事業の実施のあり方の抜本的な見直し
（「草の根外交官：共生と絆のために～我が国の海外ボランティア事業～」）の結果を踏まえ，事業の
質向上のための事業実施体制や運営手法の改善，ODA の他事業や専門性を有する企業，地方自治体，
NGO，他機関等との連携の強化，帰国後の社会還元支援を含む，国民が安心して参加できるような取
組の強化，事業にふさわしい評価の実施，ボランティアの活動状況・成果・帰国後の活躍状況の「見
える化」等の取組を着実に実施する。 

具体的には， 
 開発課題の解決に資する事業の実施や他事業及び他機関との連携を通じて事業の質を高める取組

を促進する。 
 ボランティアの活動状況の「見える化」の取組を進める。 
 派遣中ボランティアの現地活動の支援を強化する。 
 国民参加型事業として，多様な人材の参加を促進するために，自治体，民間企業，大学等との連携
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の強化に取り組む。 
 開発ニーズを満たす人材の養成・確保を進めるために，より効果的で効率的な募集・選考，訓練・

研修への改善を進める。 
 帰国ボランティアの社会における積極的な活用を進めるための具体的な方策を検討・実施するとと

もに，グローバルな視点を有するボランティアの経験の社会還元及び帰国後のキャリアアップへの
側面支援等の取組を強化する。 

年度計画 
① 国別ボランティア派遣計画の更なる活用，課題別の事業実施体制への改編，職種別派遣計画の充

実を通じ，開発課題に沿った新規案件形成に引き続き取り組む。また，2015 年度に開催したボラ
ンティア事業の方向性に係る有識者懇談会の提言結果を受け，具体的な取組を検討する。 

② スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に貢献すべく，スポーツ分野のボランティア派遣倍増計画
を着実に進めるとともに，スポーツ（障害者スポーツを含む）を通じた開発の取組を強化するた
めに，関係機関との連携強化を進める。 

③ ボランティア事業の活動状況を一層周知し，日本社会へのボランティア経験の還元を図るため，
ウェブサイトのコンテンツ充実を通じた事業広報を行う。 

④ 派遣中のボランティアの課題対応能力を強化するため，活動計画の策定支援及び海外拠点を通じ
た活動状況のモニタリング，在外研修，本邦からの調査団派遣による支援等を実施する。 

⑤ 国民参加型事業として地方自治体，企業，大学等の多様なリソースを活用するため，連携案件の
形成を強化し，現地課題の解決，開発効果の発現を促進する。また，帰国隊員向けにキャリアア
ップ支援を行い，その一環として復興・地域起こし関係機関との連携強化，企業・地方自治体向
け報告会の開催や帰国後研修等，帰国隊員の進路開拓支援を行う。 

⑥ 応募者の利便性を高めるため，募集情報のウェブサイト掲載を拡充し，ウェブサイト（ペーパー
レス）による応募・選考制度を試行導入する。また，訓練，研修の効果向上のため，2013年度に
導入した新訓練プログラムのレビューや技術補完研修の改善に取り組む。 

主な評価指標 
（定量的指標） 
・SFT隊員の 2016年度新規派遣数：120人 
・JICAボランティアウェブサイトのページ閲覧数：900万 
・連携ボランティアの人数：100人，企業・地方自治体向け報告会：年 4回 

 

３－２．業務実績 

指標 10-1 開発課題に沿ったボランティア派遣の状況  

1.開発課題に沿ったボランティアの派遣 

(1) 開発課題に沿った派遣状況（国別ボランティア派遣計画の更なる活用） 

 全ての協力対象国（77か国）に国別ボランティア派遣計画を策定し，重点開発課題に沿った案件形

成を推進した結果，開発課題に沿った派遣者数は全体の 84.3%（JV85.3%，SV 79.7%）となった（2015

年度比約 5.4％増）。 

表 10－1 ボランティアの派遣実績（単位：人） 

 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

青年海外協力隊（JV） 948 1,081 1,267 1,198 1,132 

シニア海外ボランティア（SV） 246 268 271 256 218 

日系社会青年ボランティア 31 43 57 49 86 

日系社会シニア・ボランティア 15 13 16 15 32 

合計 1,265 1,405 1,611 1,518 1,468 
 

(2) 新規案件形成と充足率向上に向けた取組 

 課題解決に資する案件形成（職種別ボランティア事業計画の作成）：主要 19 職種の職種別ボランテ

ィア事業計画を作成し，課題解決に資する案件の形成や要望調査票の作成を重点的に進めた。この

結果，全体の 85.6％（前年度比 4.8%増）が開発課題に沿った案件となった。 

 要請に対する充足率の向上：応募者が少なく充足率の向上が課題となっている農林水産分野，保健

医療分野について大学・自治体との連携を進め，人材の安定的な確保に取り組んだ。特にモンゴル
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とベトナムでは大学連携により複数のボランティア案件を形成した。また，応募者が多い青少年活

動職種に関しては，資格要件・活動内容が類似した小学校教諭職種への振替を柔軟に行うことで，

小学校教育職種の充足率の向上と応募者の参加機会の拡大を図った。 
 

2.グループ型派遣の促進 

 グループ型案件の実施：複数のボランティアの活動をグループ化することで開発課題により効果的

に貢献するため，案件数を整理（2015年度 67件から 2016年度 51件）しつつ，新たに 222名（2015

年度 216名）を派遣した。 

 ケニア：矯正保護施設能力向上の技術協力プロジェクトのフォローアップとして青少年活動ボラン

ティアのグループ型派遣を実施した。同国の矯正保護の課題を募集時に積極的に発信し，保護観

察・矯正施設現職職員の応募につなげたことにより，効果的な活動展開が期待されている。 

 ラオス：看護・助産サービスの向上を目的としたグループ型派遣により，母子健康手帳の普及を支

援した。現場の医療従事者がより効果的に母子健康手帳を使用するためのガイドブックの策定に協

力し，配属先病院等の現場職員等約 100名を対象にトレーニングを実施（7月）。 

 フィジー：環境教育（11名）と廃棄物処理（1名）をグループ型で派遣した。技術協力事業とも連

携し，学校での環境教育実施能力や廃棄物削減の啓発，分別有機ゴミ量のモニタリング能力の強化，

エコバックの普及等の活動を実施した。ナンディ市では 27校が参加し 602枚のエコバックを販売，

ラウトカ市では 31校が参加し，150枚のエコバックを販売しており，同様の取組が周辺地域に拡大

している。 
 

3.開発効果の向上に向けた取組 

 投入管理シートの活用促進：開発課題への貢献を高めるべく課題別事業実施体制を強化し，国別ボ

ランティア派遣計画の投入管理シートのレビューを事業展開作業用ペーパーと同時期に行うこと

で，他事業との案件形成の調和化を図った。 

 他事業との連携推進 

 パラグアイ：帯広畜産大学との連携のもと，ボランティア 8 名を派遣。また，本邦研修「酪農

生産技術改善」により，同大学でボランティアの同僚やモデル農家等関係者 6 名を受け入れ，

酪農技術や地域関係者間の連携手法等にかかる技術研修を実施した。 

 モザンビーク：「ニアッサ州持続的村落給水・衛生改善プロジェクト」との連携（No.10-4参照） 
 

4.2015 年度に開催された「ボランティア事業の方向性に係る有識者懇談会」の提言への取組状況 

 目的の再整理：ボランティア事業の意義を再確認するとともに，強みをいかす取組を推進すべく，

①開発途上国の経済・社会の発展，復興への寄与，②異文化社会における相互理解の深化と共生，

③ボランティア経験を活かした社会還元，の 3点に目的を再整理した。 

 より魅力ある事業への取組強化：派遣中ボランティアの技術支援の強化，参加層拡大のための応募

時年齢の緩和や大学連携ボランティアの推進，Sport for Tomorrowに貢献するスポーツ分野職種の

積極的案件形成等に新たに取り組んだ。 

 評価の取組：ボランティア活動の達成度を確認するため，ボランティアと現地配属先が作成・共有

する活動結果表の様式・作成要領等の見直しを検討した。 
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5.国際機関や他ドナーとの連携状況 

(1) 他援助機関との連携 

 JICA－KOICA 国際ボランティアフォーラム：2016年 7月にアジア地域のボランティア団体の知見の

発信・拡大を目指し，アジア初となる SDGs に関する国際ボランティア事業会議を開催した。SDGs

及び東京行動宣言8の達成に向けた取組について参加者間で活発な議論が行われた。 

 国際ボランティア会議（IVCO）：ボランティアの開発効果に係る学際的研究が限られる中，機構が

行ったボランティアの開発効果に係る研究成果や，KOICAや国連ボランティア計画（UNV）との共同

研究の成果を共有し，IVCO2016の成果文書であるボン宣言の策定に貢献した（10月）。 

 UNV との連携協定：包括連携協力の覚書を締結した（11 月）。従来のボランティア派遣に加え，ボ

ランティアに関する共同研究，人事交流等についても合意した。 
 

(2) 現場での連携 

 ミャンマー：特別支援学校において機構と KOICA のボランティアが異なる職種（障害児・者支援，

理学療法士）で協働し，現地スタッフの知識・技術力の向上に貢献した。 

 モンゴル：米国平和部隊，KOICA のボランティアと小学校教育，看護師等のボランティアが協力し

て健康教育に関するセミナーを 10 回共催した。セミナーの内容を書籍にまとめて関係機関等へ配

布し，健康教育の現場での実践を促している。 

 

指標 10-2 国際機関や他ドナーとの連携推進に向けた取組状況 

1. SFTに貢献するボランティアの派遣状況 

･SFT ボランティアの派遣：231名（長期 119名／短期 112名）の体育・スポーツ職種ボランティアを派

遣し，SFT公約達成に寄与した（2015年度 229名：長期 112名／短期 117名）。 

･スポーツと開発ポジション・ペーパー：SFTに係る取組強化に向け，開発課題の観点から体育・スポー

ツ分野の取組を整理した事業実施指針「スポーツと開発ポジション・ペーパー」を策定した。 

･国際社会への発信：50 か国のスポーツ担当大臣が出席する文部科学省主催「スポーツ・文化・ワール

ド・フォーラム／スポーツ大臣会合」に機構理事長が参加し，機構の協力経験の共有とスポーツを通

じた国際協力の意義を発信した。各国関係者にボランティア事業の取組が認知された。 

･リオ・オリンピック・パラリンピック：サモア派遣ボランティア（柔道）の教え子が出場し，ボラン

ティアもコーチとして参加した。また，他に派遣中ボランティアが指導する 3 名（ソロモン陸上競技

2 名・モンゴル柔道 1 名）が選手として出場した。これらの成果はメディアを通じて国内外に発信さ

れ，機構の取組及びボランティア事業の成果として広く認知された。 
 

2. 関係機関との連携強化 

･野球：日本野球機構（NPB）と連携協力覚書を締結し，派遣ボランティアに対する事前研修や NPBが作

成した児童向け野球教本の提供・利用等により，ボランティア活動の質の向上が図られた。また，NPB

独自の海外での取組を機構が側面支援することにより，NPB の目指す日本型野球の裾野拡大にも貢献

した。また，読売新聞社とも覚書を締結し，同社が実施する「世界の野球グローブ支援プロジェクト」

と連携して，ボランティアが活動する 5 か国に中古野球用品を寄贈した。アルゼンチンでは派遣中ボ

ランティアと連携し，元プロ野球選手による現地技術指導を実施した。 

                                                   
8国際ボランティア会議（IVCO）2015 にて提唱された取組目標。国際ボランティア団体がより連携を強化し
SDGs 達成に向けて取り組むことが合意された。  
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･サッカー：2015年度に締結した Jリーグ，日本サッカー協会（JFA）との連携協定に基づき，Jリーグ

が日本国内のファンから収集した中古ユニフォーム・ウェアを，スリランカで活動中のボランティア

を通じて児童・生徒に配布し，現地との橋渡しを行った。また，関連職種のボランティアが派遣前に

JFAを訪問し，ボランティア活動中に JFAから助言を得られる環境を整備した。 

･ラグビー：ボランティア帰国報告会に日本ラグビーフットボール協会と関係の深い世界ラグビー協会，

アジアラグビー協会関係者を招いてボランティア案件形成・要請開拓について意見交換した。 

 

指標 10-3 ボランティアに対する一般国民の理解促進に向けた取組状況 

1. 「見える化」促進のためのウェブサイトコンテンツの充実 

･閲覧数：ボランティアウェブサイトの訪問回数 229万（2015年度 169万），サイト中の記事の閲覧数（ペ

ージビュー）787万（同 676 万）を達成した。 

･ウェブサイトコンテンツの充実：帰国ボランティアのインタビュー記事「人とシゴト」の月次更新，

事例掲載数の拡大（前年度比 12 人増），活動中ボランティアのブログ「世界日記」執筆者の定期的な

更新等により内容を拡充した。また，帰国ボランティアを交えたトークイベントを開催し，タイアッ

プ記事をメディアを通じて掲載した。特に「ハフィントンポスト」では 17,523 回記事が閲覧され，ボ

ランティアウェブサイトへの訪問誘導に寄与した。 

･ソーシャルメディアの活用：最新の募集情報や写真・動画を活用した記事を制作し，毎日発信した結

果，Facebookの青年海外協力隊事務局公式ページは 8月に「いいね！」数が 2万に達し，年度末には

3.4万を達成した。 
 

2. ウェブサイト掲載以外の一般国民の理解促進に向けた取組 

･マグサイサイ賞受賞関連：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

果たした貢献が認められ，アジアで社会貢献などに傑出した功績をあげた個人や団体に贈られる「ラ

モン・マグサイサイ賞」を日本の団体としては初めて青年海外協力隊が受賞した。 

･これを機に，理事長によるトップ広報をはじめ，積極的なニュース・リリースを展開した結果，国内

外の多くのメディアにボランティア事業が掲載され，広報効果が得られた（新聞掲載数：国内 57 紙

86記事，現地 12紙 28記事。TVニュース 4局）。 

 

指標 10-4 ボランティアの現地活動に対する支援状況 

1. 活動計画表の策定支援及びモニタリングの推進  

･活動計画表の策定実績：ボランティアが配属先と協議して作成する活動計画表を活動支援及びモニタ

リング用ツールとして活用するとともに，活動終了時に同計画に対する活動結果表をとりまとめて配

属先と合意，確認した（活動計画表は 100.0％，活動結果表は 99.3%のボランティアが作成。活動終了

時のボランティアの満足度は 98.1％（2015年度 98.1％）と，前年度並みの高水準を維持している。 

･在外研修：派遣中ボランティアの活動支援と課題対応能力の強化を目的として，21 件の在外研修を実

施した。ボランティアの課題対応能力強化に向け，在外（事務所・ボランティア）が企画する研修に

加えて本部でも研修を実施した。 

 エクアドル：周辺国の環境分野ボランティアと配属先の同僚が参加して廃棄物処理に関する在

外研修を実施した。本邦研修参加者である配属先の同僚も協力して日本の廃棄物処理手法の現

地適用事例を共有し，参加者の課題取組姿勢の向上や周辺国間の協力関係の構築につながった。 
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 モザンビーク：「ニアッサ州持続的村落給水・衛生改善プロジェクト」と連携し，南部アフリカ

7か国より 22名のボランティアが参加し，水・衛生分野に関する在外研修を実施。講師や技術

協力プロジェクト専門家らが水衛生・水質検査やファシリテーションに関する講義を実施。研

修では，各ボランティアが活動に係る問題点を共有し，水管理組合の組織強化や地域住民の衛

生啓発等，今後の活動に向けたアクションプランを作成した。 
 

2. 派遣中ボランティアへの技術的支援の拡充 

･技術的支援の実施：技術顧問も参加して派遣中ボランティア向け巡回指導調査（20 件）の派遣等を通

じ，在外拠点及び派遣中ボランティアに助言，指導した。同調査で得られた知見を職種別，国別ボラ

ンティア派遣計画に反映し，各国の開発課題及び課題に対応したボランティア職種の日本国内でのリ

ソース賦存状況を考慮した新規案件形成に活用した。さらに，知見の蓄積・共有・発信・活用促進の

ためのボランティア成果品登録制度や，メーリングリスト，Facebookの開始，技術情報支援制度等の

活用促進を図った。 

 

指標 10-5 自治体，企業，大学等との連携推進に向けた取組状況  

1. 民間連携ボランティア派遣  

･民間連携ボランティアの派遣：12社 17名を新規に派遣した（2015年度 14社 20名）。 

･派遣後の成果：ボランティアを派遣した企業への調査の結果，参加した社員が実際に駐在員や店舗マ

ネージャーとして赴任するなど海外事業展開に直接従事する事例（タイ，ベトナム）や，参加社員の

成長が図られたとして社内の人材開発制度として継続的に利用する事例が確認された。 

･広報，事業理解促進に向けた取組：中小企業を中心とした認知度の向上を目的に広報・セミナーを強

化し，包括的な中小企業海外展開支援セミナーとは別にグローバル人材セミナーを 6 回開催し，102

社の参加を得た（2015年度 3回，38社）。また，民間連携ボランティアに関心を有する企業 44社の参

加を得て，ベトナム，スリランカ，ラオス，パラグアイほか計 8 か国に調査団を派遣し，国内拠点を

通じて事後のフォロー（合意書締結や帰国隊員への求人）を実施中。また，普及実証事業を実施中の

企業及び覚書を締結した地域金融機関に対し，国内拠点から制度周知を図った。 

･派遣促進に向けた取組：民間連携ボランティアの合意書を締結しながらも派遣に至っていない企業か

らのボランティア派遣実現に向けたヒアリングを行い，中小企業においては，人材が限られているこ

と，派遣希望国が治安情勢や外交政策上，派遣が困難（バングラデシュ，中国）等の状況を把握した。

合意書継続を希望する企業とはコンサルテーションを再開することとした。また，同制度の対象拡大

（企業以外の法人）に向けて制度見直し検討に着手した。 
 

2. 自治体連携ボランティア派遣  

･現職参加制度によるボランティア派遣：教育委員会や自治体に対し現職参加制度（派遣及び自己啓発）

の理解促進に努め，自治体職員 49名，教員 108名を新規派遣した（2015年度 31名，77名）。 

･自治体連携派遣：沖縄県 2 名（ラオス，ボリビア）等，7名を新たに派遣した（2015年度 7名）。東京

オリンピック・パラリンピックでジャマイカのホストタウンとなる鳥取県に連携派遣を働きかけ，職

員 1 名の派遣につなげた。また，パラグアイ移住 80 周年に際し関係の深い香川県，兵庫県の現職教員

を派遣する覚書等の枠組みを形成し，兵庫県から 2 名の合格者を得た。 

･自治体連携ボランティアセミナーを通じて好事例や自治体間での課題，ノウハウの共有を図り，効果

的な事業管理が浸透した。 
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3. 大学連携ボランティア派遣 

･派遣実績：20大学から 142 名を派遣した（2015年度 14大学・119名）。 

･派遣拡大に向けた取組：参加学生への教育的効果，開発課題への効果的アプローチ，連携内容のレビ

ュー等について覚書締結大学と定期協議を行い，応募者増を図った。また，学部生を対象にした短期

ボランティアの積極的派遣を推進し，その後の長期ボランティアへの参加につなげるべく学内帰国報

告会や学内広報を行った結果，大学連携ボランティア（短期）の後に 9 人が長期ボランティアに応募

した（2016年度 6人）。さらに，2016年度は北海道大学（獣医学部），東京農業大学，神奈川県立保健

福祉大学と新たに覚書を締結し，うち 2大学から 1 名派遣した（合計 23大学）。 
 

4. 帰国隊員向けの進路支援状況  

･帰国後研修：8回（進路開拓者向け 4回，現職参加者向け 4回）実施し，計 364名が参加した（帰国隊

員の参加率 33％：2015年度 275名，参加率 32％）。また，企業・自治体向け報告会をそれぞれ 4回（計

8回）開催し，民間企業 124 社（延べ 180社）と 39（延べ 54）自治体が参加した（2015年度計 5回）。 

･自治体等との連携：自治体，教育委員会にボランティアの採用を働きかけた結果，6団体が採用試験優

遇措置を新たに導入した（和歌山県，京都府，熊本県合志市等）。2016年度は 52名が採用試験に合格

した（2015年度 64名）。 
 

5. 復興・地域おこし関係機関との連携状況  

･熊本地震の復興：被災地の益城町で帰国隊員 11名による避難所でのボランティア活動を支援した。ま

た，帰国隊員 2名が益城町役場の職員採用試験に応募・合格し，2017年度から勤務予定である。 

･復興庁との連携：復興支援員として帰国ボランティア 5 名が採用され，岩手，宮城，福島の自治体で

活動中である（2012年度からの累計 123名）。 

･地域活性化に向けた支援：「日本も元気にする青年海外協力隊 OB会」に関し，I/Uターン・移住関係機

関のボランティア帰国報告会への出席や，帰国隊員との交流の機会を設けることで，日本の地域おこ

しへの参加を促進した結果，島根県海士町に 2名が就職した。 

･グローカル協力隊：日本の地域活性化に取り組む意欲を有する者を対象に，本邦での派遣前の技術補

完研修或いは帰国後の社会還元活動を支援するグローカル協力隊制度を創設し，募集・選考要領を作

成するとともに，受入れ自治体を開拓した結果，複数の関心表明自治体・団体を得て，1 名が内定し

た。2017年度から開始予定としている。 

 

指標 10-6 募集・選考制度及び訓練・研修方法の改善に向けた取組状況  

1. 効果的・効率的な募集業務の推進 

･ウェブ応募の先行導入：下半期からウェブ応募を一部先行導入し，全応募者 1,631名の 25％（402名）

が利用するとともに，900 件の Web エントリー者の 46.7％が Web による応募に至った。応募者側から

は利便性を評価する声が利用者アンケートを通じて確認され，機構側の応募者情報入力作業の軽減等

の業務合理化にもつながった。 

･ウェブサイトの改善：募集説明会開催情報の掲載方法を改善するとともに，動画「青年海外協力隊へ

の道（日本も元気にする青年海外協力隊編）」を掲載し，帰国後のキャリアをよりイメージし易く伝え

る工夫をした。 

･応募要件の緩和：応募者の拡充のため，応募時健康状況確認や語学資格証明要件を緩和した。また，

体育・スポーツ分野等での現役大学生の参加促進のため，10 月から JV 応募時年齢範囲を「応募時に
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満 20歳以上」から「（応募から約 5か月後の）派遣前訓練開始時に満 20歳以上」に拡大した。 
 

2. 新訓練プログラムモニタリング方式の策定とプログラム見直しの実施 

･2013年度に導入した新訓練プログラムをレビューした結果を受けて，2017年度の派遣前訓練プログラ

ムを改定し，また訓練・研修全体の改善に向けたアクションプランを策定した。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

「JICA ボランティア事業の方向性に係る懇談会」の有識者からの提言を踏まえた各種の取組を推進

することを期待したい。また，平成 28 年度行政事業レビューの有識者コメントを踏まえ，民間連携

ボランティアについては，派遣実績の状況を分析し，制度の一層の活用に向けた制度改善に期待する。 
 

＜対応＞ 

 「JICA ボランティア事業の方向性に係る懇談会」有識者からの提言に対応して目的の再整理や事

業の取組の再評価を行ったほか，活動の達成度が確認できるように活動結果表を見直した。また，事

業の効果的な実施に資する提言内容は優先度に応じて引き続き順次実施していく予定。民間連携ボラ

ンティアについても，平成 28 年度行政事業レビューにて指摘されたことを受け，実績を伸ばすため

の制度の改善・見直しを進めており，参加企業へのきめ細かいコンサルテーションとフォローアップ

を継続している。今後も，国内拠点と共同で中小企業を主たる対象に合意書締結企業の新規開拓を進

める予定。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

根拠：当初計画に従い着実に評価指標の実績を上げていることに加え，年度計画に照らして質的な成

果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断する成果を上げていることから，中期計画

における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

具体的には，2015 年度の「JICA ボランティア事業の方向性に係る懇談会」の提言も踏まえ，開発

課題に沿ったボランティア派遣，国際機関等との連携を含む事業の質の向上，日本国内の様々な主体

との連携，ボランティア事業の社会還元を進めた。また，これまでの長年にわたる取組を通じた社会

への貢献が認められマグサイサイ賞等の外部からの評価を獲得したほか，ボランティア活動の見える

化の促進も進め，以下のような成果を上げた。 
 

1. 開発課題に沿ったボランティアの派遣 

1-1. 「JICA ボランティア事業の方向性に係る懇談会」の有識者からの提言を踏まえ，より魅力

のある事業にするための取組を強化した。開発課題に沿った案件形成に向け，職種別ボランティ

ア事業計画の作成や海外拠点への案件形成の支援を行うとともに，グループ型派遣や国別ボラン

ティア計画を機構内で共有し，他スキームとの連携を推進して開発効果の拡大を図った。さらに，

派遣中の在外研修等の支援を見直すとともに，知見の共有体制を整備することで効果の拡大に努

めた。 

1-2. 開発課題解決への貢献のため，国際機関や他ドナーとの連携を推進した。 

 KOICA とのアジア初となるボランティアフォーラムを開催し，機構の知見や研究成果を共有しつ

つ，SDGsへの貢献に係る議論に貢献した。 

 10月の国際ボランティア会議においても機構の知見を発信しボン宣言の策定に貢献した。 

 国連ボランティア計画（UNV）との包括連携協力に係る覚書を締結し，UNV 派遣に加え，知見共有

に向けた共同研究や人事交流を行うことを確認した。 
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2. スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に関する取組 

日本政府の SFT に貢献するため，231 名のボランティアを派遣し，スポーツ（障害者スポーツを含

む）を通じた開発の取組を行った。 

 リオ・オリンピック・パラリンピックでは機構ボランティアが指導した選手が出場することで機

構の取組がメディアに取り上げられたほか，スポーツ・文化・ワールド・フォーラムのスポーツ

大臣会合で機構の取組を発信する等，機構のスポーツに係る取組の発信を行った。 

 新たに日本野球機構や読売新聞社と連携協定を締結し，関係機関との連携を推進することで協力

の質の向上を図った。 
 

3. 見える化の促進 

 ボランティアに対する見える化促進について，ウェブコンテンツの充実やソーシャルメディアの拡

充を通じて，2016年度は 787万のページビューを得，前年度比で 35%増となる 229万の訪問者数を達

成した。 

 アジアで社会貢献などに傑出した功績をあげた個人や団体に贈られる「ラモン・マグサイサイ賞」

を日本の団体としては初めて青年海外協力隊が受賞した。これを機に積極的な発信を展開した結

果，多くの記事に取り上げられた。 
 

4. ボランティアの現地活動に対する支援状況 

在外研修や巡回指導調査等を通じ，派遣中のボランティアへの技術的支援を行った。またボランテ

ィア成果品登録制度等を通じ，知見の蓄積・共有を推進した。 
 

5. 自治体，企業，大学等との連携推進 

2016年度は計 166名の連携ボランティアを派遣した。 

5-1.民間連携ボランティア 

セミナー等を通じ裾野拡大に努めつつ，合意書を締結しながらも派遣に至っていないケースに対し

て個別にヒアリング・アンケート等を実施して派遣を促進した。 

5-2.自治体連携 

新たに 6 名を派遣した。大学連携についても，3 大学と新たに覚書を締結し，定期協議を重ねて応

募者増を図った。 

5-3.帰国隊員向けの進路支援 

帰国後研修や自治体との連携により進路開拓を支援した。 

 熊本地震の復興支援やボランティア帰国報告会への関連機関の参加勧奨等を通じ，自治体への就

職につなげた。 

 海外のみならず日本国内での貢献を目指したグローカル協力隊制度を新たに発足し，我が国の地

域活性化に貢献する活動にも取り組んだ。 
 

6. 募集・選考制度及び訓練・研修方法の改善 

ウェブ応募を先行導入するとともに，青年海外協力隊の応募要件の緩和を行った。また，新訓練プ

ログラムのレビューを行い，訓練・研修全体の改善に向けたアクションプランを策定した。 
 

＜課題と対応＞  

「JICAボランティア事業の方向性に係る懇談会」で各界有識者の意見を集約して取りまとめられた

提言を踏まえた事業改善を引き続き進める。また，地方自治体や大学・研究機関，民間企業との連携

を通じた多様な形態による参加を推進する。加えて，活動状況，成果，帰国後の活躍状況の「見える

化」等の取組を引き続き着実に実施するとともに，ボランティア活動を通じて得た経験・知見の社会

への還元を支援し，国民の開発協力への理解と支持を促進する。 
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３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

定量的目標に関して，スポーツ・フォー・トウモロー(SFT)関連隊員の新規派遣人数等に関して目

標を大きく上回る成果で達成していることに加え，質的な成果として 2015 年度の「JICA ボランティ

ア事業の方向性に係る懇談会」の提言も踏まえた対応を行い，応募者が少なく充足率の向上が課題と

なっている農林水産分野，保健分野について大学・自治体との連携を進め，人材の安定的な確保に取

り組み，対応を行ったことを評価する。 

また，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貢献が認

められ，アジアで社会貢献などに傑出した功績をあげた個人や団体に送られる，「ラモン・マグサイ

サイ賞」を日本の団体として初めて青年海外協力隊が受賞したことは，ボランティア活動の見える化

の促進にもつながる顕著な成果として高く評価される。 

開発課題に沿ったボランティアの派遣については，アジア初となるボランティアフォーラムを

KOICA と連携して開催したこと，UNV との覚書締結の成果は，SDGs の推進にも資する戦略的な取組し

て評価する。 

スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に関する取組については，2020 東京オリンピック・パラリ

ンピックも見据えて取り組んだ結果，関連隊員の新規派遣人数が当初目標を大きく上回る 231人（当

初目標 120人）を達成したことは，限られた資源の中で最大限の成果を上げていると評価される。加

えて，リオ・オリンピック・パラリンピックにおいて機構ボランティアが支援した選手が出場したこ

とや，日本野球機構，読売新聞社との連携協定の締結など，広報的成果や協力の質向上に資する取組

を実施している。 

見える化の促進に関する取組については，アジアのノーベル賞といわれる「ラモン・マグサイサイ

賞」を日本の団体としては初めて青年海外協力隊が受賞したこと，また受賞について積極的な発信に

努め，多くの記事に取り上げられたことが高く評価される。また，JICAボランティアウェブサイトの

ページ閲覧数は，当初計画には及ばない 787万件（当初計画 900万件）の結果であったものの，ウェ

ブコンテンツの充実やソーシャルメディアの拡充に努め，前年度比で 35%増となる 229 万の訪問者数

となっており，当初計画に沿った取組を進めたと判断できる。 

自治体，企業，大学等との連携推進に向けた取組については，各連携スキームによる派遣が 166名

（当初計画 100名）となったほか，企業・自治体向け帰国報告会を 8回（当初計画４回）実施する等，

初期の目標を大きく上回る実績となったことに加え，熊本地震の復興支援や，グローカル協力隊制度

の新たな発足を通じて，多様なリソースの活用や連携案件の形成に取り組んだ。 

 

 以上を踏まえ，評価指標の目標水準を上回る成果を上げており，また，SFT 等に係る我が国の国際

公約への貢献，国内の様々なリソースとの連携強化に向けた機動的な取組が認められることに加え

て，質的に顕著な成果として，日本の団体として初となる「ラモン・マグサイサイ賞」を受賞し，機

構の取組が対外的にも高く評価されていることから，中期計画における所期の目標を顕著に上回る成

果が得られていると認め，「Ｓ」評価とする。 

 

 ＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

平成 29 年度行政事業レビューでの有識者コメントを踏まえ，応募者の減少に対応するため，より

有効な広報の在り方について引き続き検討・見直しを実施し，また多様化する開発途上国のニーズを

満たすため，要請数に対して応募者が少ない職種に関する業界・団体への一層の働きかけ等に取り組

むことを期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
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特になし。 
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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 達成目標 基準値 2012 年度 2 0 1 3 年 度 2 0 1 4 年 度 2 0 1 5 年 度 2 0 1 6 年 度 
草の根技術協力事業等の効果向上及び効率化に向けた取組状況 
◎草の根技術協力事業の応募数
（件） 

150 210   新規 210 195 

◎「世界の人々のための JICA基金」応募数（件） 25 24   新規 24 38 
市ヶ谷ビル地球ひろば利用者の満足度（5段階評価アンケートのうち上位 2段階の評価の比率） 

◎体験ゾーン団体訪問利用者 
90％ 

（2016年度） 
97％ 96％ 97％ 95％ 95% 95% 

◎体験ゾーン一般訪問利用者 
90％ 

（2016年度） 
94％ 94％ 94％ 94％ 95% 95% 

◎登録団体 70％ 78％ 79％ 80％ 76％ 72% 76％ 
開発教育の質の向上に向けた取組状況 
◎開発教育に関する機構ウェブサ
イトへのアクセス 

170,000 
（2016年度） 

169,382 185,110 191,452 187,357 167,540 196,801 

◎開発教育に関する研修の参加
実績 

9,000人
（2014年度） 

13,427 13,644 11,798 10,149 9,616 10,299 

NGO等に対する研修プログラム等の実施状況 
NGO向け研修の回数（件）   47 44 46 39 48 
NGO向け研修の参加者数（人）   381 443 478 516 988 

◎2016年度計画の評価指標 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標 
２．（４）国民の理解と参加の促進 
（ロ）市民参加協力  
NGOや自治体，教育機関等知見と技術を有する団体が担い手となる事業を実施することは，ODAに対

する国民の理解増進に資するものであり，現地の実情に一層合致したより適正かつ効果的な技術の移
転に資するものである。このような観点から，機構は，NGO 等との連携を推進し，草の根技術協力事
業の実施に当たっては，開発途上地域の人々の生活改善・生計向上に直接役立つ基礎生活分野を中心
として，政府対政府による国際協力事業では十分手が届き難い，草の根レベルのきめ細やかな協力を
行う。また，幅広い国民の参加を得るため，主体的な発意が尊重されるよう配慮するとともに，手続
のさらなる迅速化に努める。 

国民の理解と参加の促進を目的として，NGO，教育機関，地方自治体等の様々な団体・個人が発意
し，自ら取り組む国際協力活動に対し，支援サービスを提供する。 
中期計画 
１．（４）国民の理解と参加の促進 
（第１，２段落は，中期目標と同一のため省略） 

具体的には， 
 草の根技術協力事業については，幅広い国民から事業の趣旨に合致した応募を得るために，対象協

力地域に関する情報や事業例等をわかりやすく説明するよう努めるとともに，事業の効果発現と成

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.11 市民参加協力 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱，平成 28年度開発協力重点方針，「NGO と ODAの連携に関する
中期計画～協働のための 5 年間の方向性～」，まち・ひと・しごと創生総合
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 

平成 28年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力 

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127 独立

行政法人国際協力機構運営交付金 
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果向上に向けた体系的な事業運営の改善及び事務手続きの一層の簡素化・迅速化を図る。 
 国内拠点等を通じて，地域に密着した国際協力活動を支援するとともに，NGO や教育機関，地方自

治体等との連携の強化等により，開発教育の質の向上に取り組む。 
 国際協力の実践を目指す NGO等に対し，人材育成，組織強化，事業マネジメントの向上等を目的と

したプログラムを推進する。 
年度計画 
１．（4）国民の理解と参加の促進 

（ロ） 市民参加協力 
① 草の根技術協力事業及び「世界の人々のための JICA基金」の効果向上及び効率化に向けた制度

改善を行い，定着を図る。特に，両事業への中小規模の新規 NGO等の参加促進のための更なる
制度見直しや広報拡充を行うとともに，事業効果確認のための調査・評価等の評価制度や経理・
手続きの更なる簡素化を行う。 

② 草の根技術協力事業 10年の振り返り分科会，行政事業レビュー及び外務省第三者評価の指摘を
踏まえ，国際協力に関わる NGO等の組織強化，事業運営能力の向上等のため，2015年度に見直
した NGO支援事業を推進する。そのために，国内拠点主導の実施体制への変更や新制度による
事業の実施・定着を図る。 

③ 地球ひろば（市ヶ谷・名古屋）を通じて，市民による多様な国際協力への参加や理解の促進を
行う。 

④ 国内拠点を中心とした NGO，教育機関，地方自治体等との連携強化を通じて，開発教育を実践
する人材の能力向上や各種プログラムの内容改善等を図り，開発教育支援の質の向上に努める。 

⑤ 開発教育・国際理解教育の推進を図るべく，次期学習指導要領策定の動向や方向性を踏まえ，
文部科学省や関係機関との連携を強化する。 

主な評価指標 
（定量的指標） 
・草の根技術協力事業及び「世界の人々のための JICA基金」の応募数：150 件，25件 
・市ヶ谷地球ひろば利用者の満足度（5段階評価アンケートのうち上位 2段階の評価の比率）：体験

ゾーン利用者 90%，登録団体 70% 
・開発教育に関する JICAウェブサイトのページ閲覧数：17万 
・開発教育に関する研修実施人数：9,000人 

 

３－２．業務実績 

「NGOと ODAの連携に関する中期計画～協働のための 5年間の方向性～」（2015年 6月，NGO・外務省

定期協議会）も踏まえ，地域の多様なアクターとの連携（No.9-1参照）を基盤とし，開発協力における

参加と協働，市民の NGO活動に対する参加等への拡大といった各側面からの NGO/CSOとの連携を戦略的

に強化して事業を展開すべく，以下のような取組を行った。 

 

指標 11-1 草の根技術協力事業等の効果向上及び効率化に向けた取組状況 

1. 草の根技術協力事業の実績・成果（実績：表 11-1） 

(1) 中小規模の新規 NGO等の参加促進に向けた取組 

 NGO等活動支援事業の活用：（No.11-2参照） 

 自治体間連携セミナーの実施とニーズ発掘：地域活性化特別枠については，自治体間連携セミナー

を実施して，潜在的なニーズの掘り起こしに努めた。（No.9-4参照） 
 
 
 
 

表 11-1 草の根技術協力事業の実績（単位：件） 

分類 応募 新規採択 実施 
コンサル 

テーション 

事業形態 提案団体 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

草の根協力支援型 NGO，大学，公益

法人（国内外での

実績 2年以上） 

67 67 29 29 23 36 399 404 

草の根パートナー型 76 59 28 26 95 94 313 272 
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地域提案型 

地方自治体 

    15 1   

地域経済活性化特別枠     58 38   

地域活性化特別枠 66 69 31 49 55 89 160 320 

合計 209 195 68 100 246 258 872 996 
 

2. 草の根技術協力事業の開発効果の拡大 

(1)コンサルテーションの実施，強化 

 国内拠点，海外拠点間のコンサルテーションに係る情報共有の強化：国内拠点の「市民参加の拡大」

の観点と，海外拠点での「開発の貢献」の視点の双方のバランスに留意した事業の形成・実施に取

り組んだ。具体的には，応募，採択後，案件実施中の各段階で，各拠点で得た応募・実施団体に係

る情報共有を，草の根技術協力事業担当者の合同会議や実施監理研修，業務公電による周知等によ

り強化・徹底した。 

 応募・実施団体との情報交換会の開催：東京国際センターでは，草の根技術協力事業の応募・実施

団体 56団体，93名を対象に，「草の根技術協力事業のよりよい実施のための情報交換会」を開催し

た（11月）。 
 

(2)担当者の能力強化 

外務省 ODA 評価「草の根技術協力に関する評価（第三者評価）」等での提言を踏まえ，機構の草の根

技術協力の担当者の能力強化に取り組んだ。 

 合同研修・実施監理研修（10 月）：初めての取組として，国内拠点 14 か所の担当者 62 人，在外事

務所 12 か所の担当者 19 人，国内事業部 12 名による合同会議を実施した。国内拠点，海外拠点間

のコンサルテーションに係る情報共有の重要性や具体的な強化策を検討した。また，担当者の応

募・実施団体に対するコンサルテーション能力の向上のための実施監理研修を実施した。国際協力

事業安全対策会議の結果を踏まえ，草の根技術協力事業の安全対策も周知・徹底した。 

 経験共有ワークショップ（5月）：草の根技術協力事業の約 5割を担当している東京国際センターの

特性を活用し，同センターが実践しているコンサルテーション方法や経験をワークショップで共有

した。 
 

(3)事業効果確認のための調査・評価 

 草の根技術協力事業の事後調査：行政事業レビュー及び会計検査の指摘を踏まえて試行的に開始し

た。案件終了後の現況把握のため，事業終了から 3 年経過した案件を対象に，実施団体（NGO や大

学，地方公共団体等）及び各事業の現地カウンターパート機関に対してアンケート調査を行った。

加えて，今後の事業全体の制度改善に役立てるため，現地カウンターパートや裨益者等を対象に現

地調査（フィリピン，カンボジア，ネパール，ケニア）を行い，上述のアンケート調査と合わせ，

開発効果の発現要因の分析，日本の地域活性化の事例分析を行った。 
 

(4)主な優良事例 

 日本伝統治療（柔道整腹術）の普及（モンゴル）：2006年度から 2009年度の外務省の日本 NGO連携

無償資金協力，2009 年度以降の草の根技術協力事業（支援型，パートナー型）を通じ，10 年にわ

たって日本伝統治療（柔道整復術）の普及活動を実施した。結果，モンゴル国内での普及の中核と

なる指導者の育成・認定や，モンゴル国立医科大学に日本国外で初めて柔道整復術を専門的に学ぶ

コースが開設され，モンゴル国内でモンゴル人のみで普及活動ができる体制が構築された。事業完
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了に係る報告・祝賀会が東京国際センターで実施され，東京オリンピック・パラリンピック担当大

臣も参加の下，日本での研修課程を終えた研修員に指導者認定書が授与された（11月）。 

 コミュニティ防災の推進（フィリピン）：「イロイロ市におけるコミュニティ防災推進事業（フェー

ズ 2）」（地域活性化特別枠）では，横浜市の危機管理政策の経験（災害時の自助・共助の取組等）

を活用し，市役所の危機管理態勢強化や障害者等の災害弱者の対応強化，大学と地域防災の連携強

化を通じ，イロイロ市全体の地域防災力の向上を支援した。結果，従来現地では防災に対する知識

がなく，防災予算も返納せざるを得ないような状況であったが，横浜市の協力により，防災マップ

や災害時の警報発令等の具体的方策が行政や地域住民に明確に認識された。洪水が頻発する当該地

域で，コミュニティレベルで意欲的に防災への備えがなされるようになった。また，防災マップ作

成の過程でこれまで地域で見過ごされがちであった障害者への配慮が進む等の成果も見られた。 

 モザンビーク「ジャトロファバイオ燃料を活用した小規模電化プロジェクト」（支援型）：（No.9-3

参照） 

 フィリピン「沖縄県南城市モデルを活用したビクトリアス市アグリ・ビジネス／アグリエコツーリ

ズム強化プロジェクト」（地域活性化特別枠），ラオス「チャンパサック県職業訓練校と福井県若狭

町による相互の地域発展を目指した木材加工・建築産業の人材育成プロジェクト」（地域活性化特

別枠）：（No.9「地方創生への貢献に向けた取組状況」参照） 
 

3. 草の根技術協力事業に関する制度改善の導入と成果 

2015年度に取り組んだ経理と業務に係る制度改善を国内拠点を通じて実施団体に定着させ，案件の質

の向上と手続き負担の軽減の両立を図った。 

 経理・手続きの簡素化：調達部との協議を踏まえ，草の根技術協力事業に係る経理処理ガイドライ

ン及び業務実施ガイドライン，契約・経理処理に係るフォーマット等の主な課題を抽出し，経理処

理ガイドラインを更新した（2017年 3月）。 

 相談窓口の設置：2015 年度から試行的に設置した国内拠点の担当者の契約，経理等に係る相談窓口

を活用することにより，国内拠点による契約経理業務の透明性や公平性の向上を図った（相談実績

213件）。また，蓄積された課題や相談内容は上記の各種ガイドラインへ反映した。 

 調達業務集約化：草の根技術協力事業の質の向上に向けた国内拠点の体制整備の一環として，5 拠

点（3支部，2訓練所）の調達業務を試行的に本部調達部に集約した（20件）。調達部との協議，国

内拠点からの意見聴取等を行い，2017年度以降の契約事務の本格移行に向けて検討した。 
 

4. 寄附事業実績・成果 

(1) 世界の人びとのための JICA 基金（JICA基金） 

JICA基金を通じ，市民や企業からの寄附を中小規模NGO／NPOの国際協力活動支援に活用している。 

 JICA 基金の適正な運営：2016年度の寄付金受入額は 2,542万円（2015年度 2,878 万円）であり，

支援対象事業は 13か国 16件（うち，新規団体 11件）（2015年度 6か国 11件）であった。 

 広報活動の強化と応募団体の増加：活用事業の報告は従来ウェブサイトのみで行っていたが，新し

い取組として活用事業報告会を実施した（4 月）。55 人の参加を得るとともに，報告会の模様を収

録して機構ウェブサイト上で公開した（テレビ会議接続 16か所）。ネットワーク NGOの協力を得る

など広報・応募勧奨に力を入れた結果，2016年度の応募は 38件となった（2015年度 24件）。 

 基金活用団体の経理業務負荷軽減のための業務改善：従来，契約期間が 11 月から翌年度 8 月まで

と年度を跨いでいたため，精算業務が年度末と契約終了時に 2回発生し，団体側の負担となってい
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た。これを改善すべく，実施期間を 5月から翌年 1月までの単年度契約とし，団体の経理業務負荷

を軽減した。これに合わせ，募集・選考のスケジュールを見直した。 
 

(2) 使途特定寄附金 

 ラオス・奨学金事業：株式会社ニコンからの 282万円の寄附により，ラオス「ニコン・JICA奨学金

制度」を実施した。 

 ブラジル・アマゾン保護区における自然環境分野の研修・教育関連施設建設事業：伊藤忠商事株式

会社から受領した 1,900万円の寄附により，2017年度以降にブラジル「アマゾン保護区における自

然環境分野の研修・教育関連施設建設事業」を実施する予定。（No.3-1「自然環境」参照） 
 

5. 安全対策の強化 

草の根技術協力事業及びJICA基金活用事業の安全管理を強化した。具体的には，連絡体制・緊急連絡

網及び現地業務連絡先届等各種届出の徹底，海外旅行保険付保の義務付け，安全対策研修の実施，研修

参加旅費を含む安全対策費用の負担，事業内容を変更せざるを得ない場合の対応方針の決定等を行い，

業務委託契約書を見直し，国内拠点を通じて団体に周知した。 

 

指標 11-2 NGO等に対する研修プログラム等の実施状況 

1. 新たな NGO等活動支援事業の実施・定着に向けた取組 

(1) NGOのニーズに合わせた制度・体制の見直し 

2015年度に改正した NGO等活動支援事業の制度や体制の整備を進め，JICA企画型，NGO等提案型の 2

つのプログラムに大別し，それぞれの執務要領を制定して，内外の関係者に周知した。 

 JICA 企画型： NGO 全体に裨益するプログラムは本部が企画する一方，国内拠点や海外拠点でも担

当地域の NGOのニーズを踏まえたプログラムを独自で企画できることとした。 

 NGO 等提案型：従来は単年度契約のみであったが，NGO 側のニーズを踏まえ，提案団体が中・長期

的な視点を持った事業を提案・実施できるよう，複数年度契約も可能とした。 
 

(2) 国内拠点主導の実施体制の変更：東京国際センターが全国の支援事業を主管していたが，各国内拠

点が地域のニーズによりきめ細やかに対応できるよう，各国内拠点が主管することとした。 
 

(3) 広報：全国 7 拠点での説明会や NGO－JICA 協議会，機構ウェブサイト等を通じて周知し，各プログ

ラムの活用を促進した。 
 

2. NGO等活動支援事業の実績・成果 

(1) JICA 企画型プログラム（本部企画） 

開発途上地域で事業を実施する NGO等の能力強化のため，事業サイクル・マネジメント研修を各国内

拠点で実施した。受講後のアンケートでは，概ね 5 段階評価中の 4.0 点以上の高い評価を得た。（計 32

回（基礎編 20回／実用編 12回），受講者計 477名（基礎編 302名／実用編 175名）） 
 

(2) JICA 企画型プログラム 国内・海外拠点による企画 

国内外の各地域・国特有のニーズを踏まえ，NGO 等の能力強化や活動促進に係る研修等を，各国内拠

点や海外拠点が独自に企画して実施した。（国内 3拠点／在外 3拠点）（項目 No.9-1参照） 

 国内拠点による企画：中部国際センター，横浜国際センター，四国支部で企画・実施した。中部国

際センターでは，草の根技術協力事業の相談・提案が多数寄せられる一方で，採択まで至るケース
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が少ない状況を踏まえ，特に，中小規模の NGOを対象に，プロジェクト計画・立案の理解促進，提

案書作成のスキルアップに係るセミナーを実施した。 

 海外拠点による企画：ベトナム，フィリピン，カンボジアで各事務所の NGO－JICAジャパンデスク

が中心となり，当該国で活動を行う NGOを対象としたプログラムを企画・実施した。カンボジア事

務所では，在カンボジア NGO日本人ネットワークの要望を受け，現場コミュニケーションの能力強

化に資する対話型ファシリテーション研修を企画し，実施した。 
 

(3) NGO等提案型プログラム 

NGO の地域特性や事業対象とする開発課題に応じた NGO 等の組織運営や事業展開に係る能力を強化す

るため，所管する国内拠点がコンサルテーションを実施し，NGO 等を対象とした研修やネットワーク構

築の実績がある団体からプログラムの提案を受付けた。この結果，複数年度契約の導入等の制度改善に

より応募件数が大幅に増加した（応募 13件，採択 8 件（2015年度類似案件 3 件，3件））。 

 

指標 11-3 地球ひろば等を通じた国民参加支援の実績 

地球ひろばは，市民の国際協力への参加を促進し，開発途上地域の人々への共感や連帯感を育むとと

もに，国際協力に関わる市民団体の情報発信や交流，研修を行う機能を担っている。また，運営経験及

び展示機能をいかし，他の国内拠点での展示及び外部公共施設での貸出展示も進めている。 
 

1. 地球ひろば（市ヶ谷，中部国際センター）の利用実績 

(1) 利用者数の実績（表 11-2,11-3参照） 

 市ヶ谷ビル地球ひろば：2016 年度の利用者総数は 17.4 万人となった。体験ゾーン訪問者は，全体

で 3.5万人，団体訪問者数は全国の修学旅行生を中心に 534件，1.2万人に上った。 

 なごや地球ひろば：中部国際センターなごや地球ひろば（以下，なごや地球ひろば）の 2016 年度

の来館者総数は 8.6 万人となり，2009 年 6 月の開設以来の累計来館者数は 61.0 万人となった。団

体訪問は学校関係の利用者（毎年の定期的な訪問プログラム含む）に加え，地域の社会福祉団体や

自治体の市民向けイベントや研修，中学校の社会体験学習等でも利用されている。 
 

表 11-2 地球ひろばの利用実績（単位：人） 

 2016年度 2015年度 前年度比 

市ヶ谷ビル イベント利用者（市民団体によるセミナー等） 92,300 77,776 +14,524 

体験ゾーン訪問者（相談，展示スペース） 34,661 32,921 +1,740 

カフェ利用者（食を通じた開発教育支援） 47,149 50,796 -3,647 

合計 174,110 161,493 +12,617 

中部国際 

センター 

イベント利用者（市民団体によるセミナー等） 6,223 7,466 -1,243 

体験ゾーン訪問者（相談，展示スペース） 26,827 25,221 +1,606 

カフェ利用者（食を通じた開発教育支援） 52,823 56,628 -3,805 

合計 85,873 89,315 -3,442 
 

表 11-3 地球ひろばの団体訪問実績 

 2016年度 2015年度 前年度比 

件数 

 

市ヶ谷ビル 534 545 -11 

中部国際センター 202 219 -17 

合計 736 764 -28 
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人数 市ヶ谷ビル 11,528 10,863 +665 

中部国際センター 7,224 6,322 +902 

合計 18,752 17,185 +1,567 
 

(2) 市ヶ谷ビル地球ひろばの取組 

 JICA 地球ひろば設立 10 周年記念感謝祭：5 月 28 日に設立 10 周年記念感謝祭を実施した。地球ひ

ろば登録団体 70 団体によるブース出展・活動発表，著名人によるトークイベント等を行い，地球

ひろば設立以来最も多い参加者（1,150 名）を得て，多くの市民が地球ひろばの存在を知る好機と

なった。機構の和文ウェブサイトの 5月のアクセスログランキングでは感謝祭の記事がトップを記

録した。 

 展示機能の改善：展示スペースを 2つに隔てていた壁を撤去し，来場者が全ての展示スペースを効

率よく見学できるように導線を改善した。また，平面及び球体型 LEDディスプレイを導入し，SDGs

について直感的に理解できるインフォグラフィックス等の手法を盛り込んだ映像を映し出すこと

により，従来の体験型展示物を有効に活用した展示の改善を行った。 

 SDGs 理解促進への貢献：SDGs の一般市民への理解促進を図るため，SDGs をテーマにした企画展の

開催（2017 年 3 月～9 月）や，新しいシリーズセミナーとして SDGs サロンを立ち上げ，一般市民

が SDGsを自分事としてとらえるきっかけを提供している。 

 企画展の開催（5～9 月）：教育をテーマとし，1.4万人が来場した（2015年度 1.1万人）。 

 セミナー・イベントの開催：計 62件を主催した。設立 10周年記念企画として，地球ひろば登録団

体間の交流促進を目的としたセミナーを実施した（10 月，2017 年 2 月）。在京大使館等と協力し，

6か国の展示・写真展・セミナー・料理提供を開催したほか，TICAD VI関連の展示も開催した。加

えて，民間企業等の CSR/BOP 活動に関する展示・セミナーを開催した（計 5件，参加者 213名）。 

 近隣居住・勤務者の来館促進：JR及び地下鉄市ヶ谷駅に看板広告を設置するとともに，チラシを近

隣の大学，公的機関，商店街等に配布し，来館者の掘り起こしを図った。 
 

(3) なごや地球ひろばの取組 

 企画展の開催：「ぐるぐる循環！水のはなし」（6 月～9 月），「生きる。暮らす。守る。－つながる

世界の命と健康－」（2017 年 1 月－4 月）に加え，TICAD VI に合わせた「パネル展－アフリカと世

界－」（6 月～9月），ブラジルでのオリンピック・パラリンピック開催及び JICAボランティアの募

集時期に合わせた「ボランティア写真展－日本と世界をつなぐ，スポーツのチカラ－」（9月～2017

年 1月）を開催した。時宜を得た企画により，各種メディアでの報道にもつながった。 

 地域と連携した事業の開催：中部地域最大の国際交流イベント「ワールド・コラボ・フェスタ」を

地域の国際交流協会と共催したほか，隣接する大学の学園祭や地元企業の市民向けイベント等での

ブース出展，地域における国際協力・国際交流団体との共催イベントの実施等を通じ，地域との連

携を深めるとともに，地域の国際協力の拠点としての機能も高まっている。 

 グローバル人材育成への取組：大学生を対象とした「グローバルカレッジ」（年 2 回）や市民と国

際協力団体とのマッチングイベント「国際協力カレッジ」の開催，夏休みの親子向けイベントなど

を実施した。また，開発教育指導者研修（初級編・実践編）や教師海外研修の参加者等による，な

ごや地球ひろば訪問プログラムの利用等を通じて，国際協力人材の裾野拡大に貢献している。 
  

(4) 利用者満足度 

 市ヶ谷ビル地球ひろば：「２．主要な経年データ」参照  
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 なごや地球ひろば：体験ゾーン利用者アンケートの結果，団体訪問利用者の 100％から 5 段階評価

のうち上位 2段階（とても良かった，良かった）を得た（2015年度 98％）。また，なごや地球ひろ

ばでの主催セミナーに対し，アンケート回答者の 92％から上位 2段階（大変良い，良い）を得た（2015

年度 92.5％）。 
 

2. 貸出展示（サテライト活動） 

 市ヶ谷ビル地球ひろばによる機構国内拠点での貸出展示等：計 81 件の貸出展示，イベント出展を

行った（2015年度 73件）。 

 自治体の総合教育センターでの貸出展示：埼玉県総合教育センターと覚書を締結して貸出展示を行

っており，2016 年度には延べ約 4.6 万人が訪問した（2015 年度約 5.5 万人）。また，群馬，新潟，

千葉県の総合教育センターでの貸出展示及び栃木，山梨県の総合教育センターでの資料配架を継続

した。 

 科学館での貸出展示：全国科学館連携協議会との覚書に基づく貸出展示として，静岡，北海道，長

崎の科学館で地球ひろば作成の「生物多様性－人と自然の共存」を，福岡，愛知で「出動！国際緊

急援助隊」を展示した。見学者は約 8.3万人であった（2015年度約 5.7万人）。 
 

3. 情報提供，施設貸出サービス 

 情報提供：市ヶ谷ビル地球ひろばのメールマガジン新規登録件数は 1,012件（2015年度 1,212件）

で，総登録者数は 1万 1657件となった。セミナーの告知，ひろばの活動紹介を行う Facebookの「い

いね！」5,683 人，Twitter のフォロワー2,249 人を獲得した（2015 年度 4,115 人，1,628人）。登

録団体主催・機構後援イベントもこれら媒体で積極的に広報している。 

 施設貸出（市ヶ谷ビル）：市民団体間の情報交換・交流・連携の促進のため，登録団体にセミナー

ルーム，打合せスペース，メールボックス，展示スペース等を提供している。2016 年度末時点で

821団体が登録し（2015年度末 790団体），施設貸出件数は 646件となった（2015年度 691件）。 
 

4. セミナーやワークショップを通じた国民参加の促進 

 セミナーの開催：各国内拠点，関係外部機関，イベント会場等で合計 6,974 件のセミナー等を国内

拠点が開催し，市民が国際協力に取り組む機会を提供した（2015年度 6,822 件）。 

 国際協力イベント「グローバルフェスタ JAPAN 2016」ほか：機構は共催者として企画段階から参

画し，ブース展示，ステージ発表，ワークショップ等を通じて，開発途上地域の現状や機構の活動

を紹介した。2016年度は地球ひろば 10周年のアニバーサリーテントも出展してテーマである SDGs

に沿ったプログラムを多数実施し，イベント全体の来訪者は昨年とほぼ同数の約 10万人であった。

（2015 年 10.1 万人）（No.13-4 参照）。また，例年 8 月に開催される「子ども霞が関見学デー」で

は，外務省で環境をテーマとしたブース出展を行うとともに，文部科学省では来場者向けに開発教

育のワークショップも行った（来訪者 1,600名）。 

 

指標 11-4 開発教育の質の向上に向けた取組状況 

国内外に開発の現場をもつ強みをいかし，児童・生徒向けの事業（出前授業，国内拠点への訪問受入

れ等），教員向けの研修（教師海外研修等）の双方により開発教育を推進し，事業の質の向上に向けた

取組も行っている。 
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1. 開発教育の実践者に対する研修 

国内拠点における企業や地方自治体との連携による事業の業務の増加を勘案し，地方自治体の教員研

修センターや NGO等の既存研修を通じた開発教育支援事業の実施や新たな研修の立上げ等，効果的・効

率的な実施に向けた連携強化を図っている。 

 研修実績：受講者数 1 万 299 名（2015年度 9,616名） 

 埼玉県教育委員会との連携活動の他県への展開：埼玉県教育委員会のプログラムで機構による開発

教育に係る教員研修を実施してきた経験を他県にも展開した結果，千葉県，新潟県が実施する教員

研修の一部で，機構職員による講義を実施することとなった。特に千葉県では，小中学校 5年次研

修，中学校初任者研修，国際理解研修で 1,000名以上の教員に対する研修実施につながった。 
 

2. 教師海外研修の実施，過年度参加者へのフォローアップ 

 研修実績：実施 18件，参加者計 138名（2015年度 20件，163名） 

 教師海外研修過年度参加者へのフォローアップの実績：外務省 ODA評価「開発人材育成及び開発教

育支援の評価」の提言への対応として，地域に構築された教員などの「核」と「ネットワーク」を

維持・拡大する取組を全国及び各地域の双方のレベルで実施している。 

 全国レベルの研修及び実践報告：8 月，2017 年 2 月に東京で実施し，教師海外研修から帰国後

も熱心に開発教育を実践している教員 23名が参加した（2015年度 26名）。 

 地域での研修事例：横浜国際センターで実施した開発教育指導者研修（2017年 1月）では，過

年度の教師海外研修参加者 8 名がファシリテーター等の指導側となり，開発教育の授業づくり

グループワークを実施した。また，教師海外研修の過年度参加者で結成された教員ネットワー

クグループでは，小学生を対象にネパールを題材とした開発教育の取組を行い，よこはま国際

フォーラムで活動報告を行った。 
 

3. 教員ネットワークの活性化を通じた地域での開発教育の推進 

 ネットワーク協議会：教師海外研修参加者を含め，国際理解教育／開発教育を実践する教員が形成

している教員ネットワークの関係者を集めた「ネットワーク協議会」を 2017 年 1 月に開催し，教

員 25名，NGOから 4名が参加した（2015年度 26名）。 

 開発教育メールマガジンの発信：2015年度より配信を開始した「開発教育メルマガ」の登録者数は

674人となった（2015 年度 530名）。 
 

4. 出前講座，訪問プログラム，エッセイコンテスト，グローバル教育コンクール等の実績 

 国際協力出前講座：JICAボランティア，機構職員，研修員等の協力の下，2,216 件を実施した（2015

年度 2,038 件）。出前講座の質の向上のため，講師向けの手引きを作成した。東京国際センターの

テーマに応じた資料のひな形や全国向け講習会の取組に係る資料を公開し，他地域での活用を図っ

た。 

 JICA訪問プログラム：国際協力の意義や開発途上地域の現状を伝えることを目的に，計 1,513校の

訪問を受け入れた（2015年度 1,469校）。満足度アンケートでは，回答団体の 98％（2015年度 98％）

が 5段階評価の上位 2 段階（とても良かった，良かった）とした。 

 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト：SDGs をテーマとした結果，昨年度から 1万件以上の

増加となる過去最多の 8 万 814作品の応募を得た（内訳：中学生の部 5 万 727 作品，高校生の部 3

万 87作品，2015年度 6万 9,755作品）。中学生・高校生の約 80人に 1 人が応募する結果となり，

各学校で生徒自身が SDGsを考えるきっかけ作りに貢献したと推察される。 
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 グローバル教育コンクール：写真部門 203 作品，グローバル教育取り組み部門 77 作品の計 280 作

品の応募を得た。（2015年度 241作品，91作品，計 332作品） 
 

5. グローバル人材育成支援 

 公開シンポジウム「世界潮流から考える日本の教育のミライ」を開催した。シンポジウムには鈴木

寛氏（元文部科学副大臣）やグローバルティーチャー賞トップ 10 に日本人として初選出された高

橋一也氏も登壇し，140 名が参加した。時代の流れから国際理解教育が大きなムーブメントになる

旨が発表され，関係者による今後の活動のさらなる活性化と連携に向けた貴重な機会となった。 

 全国の教員が容易かつ効果的に開発教育を実践できるよう，授業内で活用できる映像を 4テーマ作

成（紛争・難民，イスラム，教育，ODA）し，合わせて授業案を検討した。 

 各国内拠点では，開発教育支援事業を通じ，各地域におけるグローバル人材育成にも貢献している。 

 JICA二本松：生徒全員が東日本大震災・福島第一原発事故からまだ避難中（被災者）である「ふ

たば未来学園（SGH 指定校）」に対し，2 泊 3 日のグローバルキャンプを実施し，災害からの復

興を果たすグローバルリーダーの育成に貢献した。 
 

6. ウェブサイトの拡充 

 実績：開発教育のウェブサイトに開発教育・国際理解教育サイト（先生のお役立ちサイト）を新設

したことにより，ページ閲覧数は 19.7万件（2015 年度 16.8万件）となった。 

 

指標 11-5 開発教育・国際理解教育の推進のための文部科学省等との連携状況 

学校教育における開発教育や国際理解教育の位置付けを高め、授業でも開発教育が扱われることも目

指して、文部科学省や自治体の教育委員会との連携や、学習指導要領と開発教育の関連付け等に積極的

に取り組んでいる。 
 

1. 文部科学省との連携 

(1) 次期学習指導要領改訂作業への貢献 

市ヶ谷地球ひろば所長が中央教育審議会の専門委員として、次期学習指導要領改訂に向けて実施され

た「中教審初等中等教育課程部会 社会・地理歴史・公民ワーキンググループ」に参加し、2015 年 12

月より 2016 年 6 月まで計 14 回の会合に参加した。これらの会合の結果を踏まえ、「次期学習指導要領

等に向けたこれまでの審議のまとめ（案）」（2016年 8 月教育課程部会）及び「幼稚園、小学校、中学校、

高等教育及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（2016 年 12 月

中央教育審議会）が取りまとめられ、文部科学省より学習指導要領の改訂案が公表された（2017年2月）。

会合を通じた主な取組・成果は次の通り。 

 機構の知見・経験に基づく提言：日本が行ってきた途上国への貢献や難民や紛争などの現代のグロ

ーバルな課題を高校生が知り、考察することの重要性を提言した。また、機構、国際機関、NGO 等

の外部機関を学校現場がより活用を進めるべき旨を提言した。なお、発言に当たっては、開発教育

の知見のある NGOからの意見も参考にした。 

 上記の内容も反映し、以下のとおりの結果となった。 

 「歴史総合」：4つの大項目の一つとして「グローバル化と私たち」が設定され、国際社会を背

景とした人々の生活や社会の在り方、国際関係の変化を扱うこととなった。 

 「地理総合」：3つの大項目の一つとして「国際理解と国際協力」が設定され、世界の多様性の

ある生活・文化の理解や、地球規模の諸課題とその解決に向けた国際協力の在り方を考察させ
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ることとなった。 

 「公共」：「持続可能な社会づくりの主体となるために」という項目で、文化と宗教の多様性や

国際平和、国際経済格差の是正と国際協力などを探求する学習を行い、その解決に向けてどの

ように主体的に関わるかを考えさせることとなった。 
 

(2) 文部科学省との連携による開発教育支援事業 

 教師海外研修・教育行政担当者コースの実施：ルワンダ、スリランカ、カンボジアに計 3件のコー

スを実施し、文科省から 2 名、17 都道県から 18 名が参加した。全参加者が所属先等で報告会を実

施したほか、所属先で国際理解教育の実践に係る調査実施や JICA の開発教育イベントでの講演な

ど、研修の結果をその後の活動につなげた参加者もいる。 

 文部科学省著作刊行物への寄稿：初等教育資料に加え、2016 年度の中等教育資料にも、JICA 開発

教育支援事業を活用した教員の実践事例等を紹介した。 

 スーパーグローバルハイスクール（SGH）への協力： 文部科学省に指定された SGHに対して各国内

拠点を通じて支援している。9月に発表された SGH 中間評価（2014年度指定校）で最も高い評価を

得た高校 4校（56校中の 4校）に対しても、学校が取り組むグローバルな社会課題研究に関し、機

構の開発教育支援事業を通じて貢献した。 

 こども霞が関見学デー：文部科学省のプログラムの中で、TICAD VIと絡め、アフリカ・マラウイの

出前講座を実施した。25人の児童・生徒及び父兄が参加し、好評を得た。 
 

2. 地方自治体、総合教育センター等との連携による開発教育支援事業 

 オリンピック・パラリンピック教育への貢献：東京都教育委員会のオリンピック・パラリンピック

教育推進支援事業に、出前講座のメニュー（ボランティア経験者・長期研修員）を提供した。小・

中学校を対象に、11件の出前講座を実施した。 

 茨城県教育委員会：茨城県教育委員会との連携を深め、1 か年の長期社会体験研修（インターン）

受入れ、茨城県教育研修センターにおける展示の開催や、教育委員会との定期協議会を開始した。

加えて、2017年度より 6年次研修でのグローバル人材育成にかかる講師派遣等、新たな連携を構築

している。 

 沖縄県：「沖縄 21世紀ビジョン基本計画」に基づき、沖縄県主催「おきなわ国際協力人材育成事業」

に協力した。機構在外事務所も協力し、39名の高校生をラオス、ベトナム、スリランカに派遣した。

若者の開発途上地域の現状や国際協力への理解を深める機会として非常に有用であり、沖縄県から

も高い評価を得た。 

 埼玉県教育委員会：（No.9-4参照） 
 

3. NGO との連携による開発教育支援事業：（No.9-1参照） 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き NGO，教育機関及び地方自治体等との意見交換を通じ，市民参加協力事業の裾野の拡大及

び，これら事業の開発効果の拡大に向けた取組に期待したい。また，草の根技術協力事業等 JICA の

市民参加協力事業のため海外で活動する NGO，教育機関及び地方自治体等関係者について，十分な安

全対策を講じるよう要請する。 
 

＜対応＞ 
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国内拠点，海外拠点間のコンサルテーションに係る情報共有の徹底や，各担当者の能力強化を通じ，

応募，採択後，案件実施中の各段階でのコンサルテーションの強化を図り，また，事業効果確認のた

めの調査を新たに開始し，市民参加協力事業の開発効果の拡大に取り組んだ。なお，コンサルテーシ

ョンの一環として，NGO 等活動支援事業の制度を見直し，本部だけでなく国内拠点や海外拠点がプロ

グラムを企画できることになり，各地域や国の状況や NGO等のニーズを踏まえた支援を行える制度と

した。 

安全対策については，安全対策研修の実施や NGO－JICA協議会等で「国際協力安全対策会議最終報

告書」を踏まえた機構の安全対策の説明及び意見交換を行った。草の根技術協力事業及び JICA 基金

について，安全対策に係る研修を導入すると共に研修参加旅費を含む安全対策費用の負担や契約書の

見直し等を行い，国内拠点を通じて団体に周知した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

根拠：評価指標の目標水準を上回る成果を上げていることに加え，年度計画に照らして質的な成果や

成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断する成果を上げていることから，中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

 具体的には，NGO 側のニーズを踏まえ，草の根技術協力事業や開発教育等の裾野拡大と事業の効果

向上が好循環を生み出すための取組を行うとともに，国際協力や SDGs 等の理解促進に向けた次期学

習指導要領改訂への貢献等を通じ，将来的な開発教育の広がりに資する重要な成果を上げた。 
 

1. 草の根技術協力事業等の効果向上及び効率化に向けた取組 

1-1. 制度改善を行った NGO等活動支援事業の活用や，自治体間連携セミナーを通じて中小規模の

NGOや自治体の参加促進に取り組み，草の根技術協力事業の応募数は 195件となった。「世界の人々

のための JICA基金」については活動事業報告会を実施し，ウェブサイト等を通じて広く発信した

ほか，ネットワーク NGOとの広報・応募推奨を行い，応募数は 38件となった。 

1-2. 裾野拡大に向けた取組を基礎に，国際協力に参加した団体による事業効果の拡大のため，国

内拠点と海外拠点の情報共有の徹底や合同研修・実施監理研修を行い，応募，採択後，案件実施

中の各段階でコンサルテーションの質の向上に取り組んだ。さらに，事業効果を確認するため，

草の根技術協力事業の事後調査を試行的に開始した。 

 モンゴルにおける日本伝統治療（柔道整復術）の普及体制の構築，フィリピンにおけるコミュ

ニティレベルでの防災対策の実践や障害者の配慮等，草の根技術協力事業での具体的な成果が

確認された。 
 

2. NGO等に対する研修プログラム等の実施 

 2015年度の NGO－JICA協議会での検討協議等の結果を踏まえ，NGO等活動支援事業制度見直し，本

部だけでなく，国内拠点や在外事務所が，各地域や国の状況や NGO等のニーズを踏まえた支援を行え

る制度に改善するとともに，各国内拠点が支援事業を主管する体制に変更した。 

 NGO 等提案型プログラムでは，ネットワーク NGO と協働して NGO 等の組織能力強化に係る「支

援」に加えて，教育・保健や開発教育等に強みを有する NGO等と協働し，開発課題への NGOと

機構の「協働」を目指した研修を，国内拠点主導で企画・実施できるようにした結果，NGO 側

からのプログラム応募数が大幅に増加した（2016年度 13件，2015年度類似案件 3件）。支援か

ら協働の好循環に対する NGO側のニーズに合致した制度となった。 

 JICA企画型プログラムでは，国内 3拠点，海外 3拠点での提案・実施を行った。例えば，カン

ボジアでは，在カンボジア NGO日本人ネットワークのニーズを受け，現地コミュニケーション

の能力強化に資する対話型ファシリテーション研修を実施した。 
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3. 地球ひろば等を通じた国民参加支援 

裾野拡大の基盤となる地球ひろば等を通じた国民参加支援では，市ヶ谷地球ひろば利用者の満足度

は体験ゾーン（一般，団体）及び登録団体それぞれで 95％，95％，76％となった。また，設立 10 周

年に係る感謝祭では設立以来最多となる 1,150名の訪問を得た（通年の訪問者数は 17.4万人）。 
 

4. 開発教育支援の質の向上 

 開発教育の実践者 10,299 人に対して研修を実施した。また，出前講座の各テーマに応じた資料集

等を公開するなど，開発教育に係る情報や資料をウェブサイトで発信し，ページ閲覧数は 19.7 万件

となった。 

 埼玉県教育委員会のプログラムと連携した教員研修の経験を他県に活用し，千葉県では 1,000

人以上の教員に対する研修実施につながった。 

 エッセイコンテストでは SDGsをテーマとしたところ，過去最多の 8万作品以上の応募を得た。

中学生・高校生の約 80 人に 1人が応募する結果となり，生徒自身が SDGs を考えるきっかけと

なった。 
 

5. 開発教育・国際理解教育の推進のための文部科学省等との連携 

文部科学省による次期学習指導要領の改訂作業に対し，地球ひろば所長が中央教育審議会の委員と

して社会・地理歴史・公民のワーキンググループを通じて貢献した。 

 2017年 2月に学習指導要領の改訂案が発表され，歴史総合や地理総合，公共のそれぞれの項目

において，グローバルな課題や国際理解・国際協力等が扱われることとなった。審議会の検討

に際して機構が行った提言の内容が反映された。 
 

＜課題と対応＞ 

NGO，自治体，大学・研究機関のそれぞれの特性や強みをいかした事業を実施するため，コンサル

テーションの質の向上に引き続き取り組む。また，学習指導要領の改訂に向け，開発途上地域の現状

や課題と開発協力の意義が適切に学校現場等で伝えられるよう働きかけるとともに，メディア等の連

携事業や地球ひろばでの活動を通じて SDGs等の理解促進に取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

草の根技術協力事業等の効果向上及び効率化に向けた取組については，草の根技術協力事業及び

「世界の人々のための JICA 基金」の応募数がそれぞれ，195件（当初計画 150 件），38件（当初計画

25 件）の実績となり，当初計画を上回っている。これは， NGO 等活動支援事業の制度改善や，自治

体間連携セミナーの実施，活動事業報告会の実施等の成果であると評価される。また，モンゴルや，

フィリピンでの草の根技術協力事業において，具体的な開発課題への成果が発現していることも評価

される。 

NGO等に対する研修プログラム等の実施については，2015年度の NGO－JICA 協議会での検討協議等

の結果を踏まえ，機動的に制度・体制の見直しを実施した点， NGO等提案型プログラムの応募数が前

年度比約 4倍に大幅に増加した（2016年度 13件，2015年度類似案件 3件）点に加え，これまで東京

国際センターが一括で主管していた支援事業を，各国内拠点が主管することとなったことで，地域の

ニーズによりきめ細やかな対応が可能となった点が評価される。 

地球ひろば等を通じた国民参加支援については，市ヶ谷ビル地球ひろばの利用者の満足度（5 段階

評価アンケートのうち上位 2段階の評価の比率）が体験ゾーン（一般，団体）及び登録団体でそれぞ

れ 95％，95％，76％となり，当初計画（それぞれ 90％，90％，70％）を上回る実績となっている。 

開発教育・国際理解教育の推進，質の向上に向けた取組については，開発教育に関する機構ウェブ
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サイトへのページ閲覧数 19 万 6,801件（年度計画 17 万件），開発教育に関する研修実施人数 10,299

人（年度計画 9,000人）と，当初計画を上回る成果をあげた。また，文部科学省による次期学習指導

要領の改訂作業において，協力隊経験者等の人材ネットワークや，途上国に関する現場の情報と経験

等を有する機構の立場から，中央教育審議会の検討の場で日本が行ってきた途上国への貢献や難民や

紛争などの現代のグローバルな課題を高校生が知り，考察することの重要性の提言を行った結果，歴

史総合や地理総合，公共それぞれの「グローバル化と私たち」，「国際理解と国際協力」，「持続可能な

社会作りの主体となるために」の項目において，機構からの提言を反映した内容が扱われることとな

ったことが評価される。 

 草の根技術協力事業等 JICA の市民参加協力事業のため海外で活動する NGO，教育機関及び地方自

治体等関係者の安全対策については，安全対策研修の実施や NGO－JICA協議会等で「国際協力安全対

策会議最終報告」を踏まえた機構の安全対策の説明及び意見交換を行った他，草の根技術協力事業及

び JICA 基金について，安全対策に係る研修を導入すると共に研修参加旅費を含む安全対策費用の負

担や契約書の見直し等を行う等，着実に実施していると評価される。 

 

以上を踏まえ，開発協力における市民参加協力の裾野の拡大，NGO のニーズを踏まえた NGO 支援プ

ログラムの見直し及び次期学習指導要領の策定への参加等開発教育分野における貢献は，中期計画に

おける所期の目標を達成していると認め，「Ｂ」評価とする。 

 

 ＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き NGO，教育機関及び地方自治体等との意見交換や，メディア等との連携や地球ひろばでの

活動を通じて SDGs 等の理解促進に取り組み，市民参加協力事業の裾野の拡大に貢献することを期待

する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.12 開発人材の育成（人材の養成及び確保） 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱，平成 28年度開発協力重点方針 

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 

平成 28年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力 

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 
主要なアウトプット（アウトカム）情報 達成目標 基 準 値 2012年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 
◎PARTNER新規登録者数（人） 1,500 1,366 1,671 1,808 1,704 1,801 1,651 
◎PARTNER新規登録団体数（団体） 65（2012） 

85（2013～） 
94 125 133 139 125 128 

 
◎PARTNER情報提供件数（件） 2,300 2,308 2,757 3,064 3,376 3,501 3,782 
◎キャリア相談件数（件） 200 1479 214 255 256 226 264 
◎能力強化研修修了者（人） 270 253 255 330 323 488 560 
◎インターン受入人数（人） 30（2014） 

90（2015～） 
29 28 40 94 108 105 

◎2016年度計画の評価指標 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標 

国際協力に係る優れた人材の養成及び確保は，広く事業全般の基盤をなすものであり，また，我が
国の国際協力の質的向上に直接関連するものである。このため機構は，コンサルタント等開発を担う
人材の養成及び確保のための研修等の業務を，開発ニーズを踏まえて的確に行う。 

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， 

 国際協力人材センターの情報発信機能の強化を通じ，国際協力への参加機会及び人材育成機会に関
する情報提供を効果的に行う。 

 援助ニーズが高いものの人材が不足している分野課題に対応した能力強化研修等の実施により，開
発を担う人材の能力開発・強化に取り組む。 

年度計画 
① 国際協力に携わる人材向けサービスの拡充や国際協力団体以外との連携の拡大による利用層の発

掘による新規登録者の獲得を進める。また，国際協力キャリア総合情報サイト「PARTNER」登録人
材の能力の向上に向けた情報発信を強化する。 

② 能力強化研修については，多様な援助ニーズに応えるべく，中小企業支援，強靭な保健，障害と
開発等の課題を踏まえた柔軟なコースを新規に設け ，研修を実施する。 

③ 機構事業を含む日本の国際協力に携わるグローバル人材の裾野拡大のため，大学生，大学院生及
び医療人材を対象としたインターンを 2015年度と同規模で実施する。 

主な評価指標 
（定量的指標） 
・新規人材登録者数：1,500 人，新規登録団体数：85団体，情報提供件数：2,300件，キャリア相談
（対面）人数：200人 

・能力強化研修参加者数：330人 
・新規課題コースの実施 
・インターン受入人数：90 人 

 

 

                                                   
9
 キャリア相談件数は対面による相談件数で相談後にアンケートを行ったもの。基準値は 2011 年度実績値。 
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３－２．業務実績 

指標 12-1 国際協力人材センターの情報発信機能強化の実績 

1.人材と国際協力・JICAをつなぐ PARTNERの一層の活用 

(1)PARTNER の利用実績 

 PARTNERの個人登録者数は 23,423件（国際協力人材登録者数 10,756件，簡易人材登録者数 12,667

件）となり，うち新規国際協力人材登録者数は 1,651件で目標値（1,500件）を上回った。 

 PARTNER登録団体数は，1,090件（国際協力登録団体 948件，簡易登録団体 142件），うち新規登録

団体数は 128件であり，目標値（85件）を上回った。 

 PARTNERで情報提供した今年度の求人件数は 3,782 件で，目標値（2,300件）を上回った。 

 なお，ウェブサイト全体の訪問数は年間 721.6万件となり，2015年度（724.3 万件）とほぼ同等の

訪問者数となり，訪問者数を維持している。 
 

(2)PARTNER 登録人材の能力向上に向けた情報発信の強化 

 能力強化研修のウェブ化：PARTNER 登録者の能力向上を目的に，能力強化研修の一部をウェブで受

講可能とし，登録者に提供・周知した。 

 セミナーの開催：国際協力キャリアの理解促進を目的とした「国際協力人材セミナー」，環境分野

の潮流や中小企業海外展開支援事業など個別のテーマに関する理解深化のための「ジョブセミナ

ー」，国際協力の分野でワーク・ライフバランスを実現しながら働き続けるための環境整備に向け

た「ワーク・ライフバランスワークショップ」をそれぞれ 3回開催した。 

 PARTNER の情報拡充：2016 年度は特にワーク・ライフバランスの情報を拡充した。仕事と私生活を

両立させている内外の関係者の経験談やコラムを定期的に更新し，メールマガジン等で発信した。 
 

(3)キャリア相談の実施 

 キャリア相談（対面）件数は 264件となり，目標値の 200件を上回った。夜間及び休日のキャリア

相談を継続するとともに，2016 年度は参加者にとって望ましい開催時期を過去の実績から分析し，

求人情報閲覧回数が増加する時期（5月，1月）にキャリア相談会の周知，開催を強化した。  
 

2.連携の拡大と PARTNER 利用者の発掘状況 

(1) 海外展開を志向する中小企業や国際協力経験者の活用を志向する地方自治体等の取り込み 

 裾野拡大の取組：PARTNER を通じた裾野拡大に向け，国内の国際協力・交流イベント等に参加して

広報を行うとともに，地方自治体や民間企業に PARTNERについて説明した。 

 地方自治体の裾野拡大：地域おこし協力隊や中小企業への青年海外協力隊経験者活用に関して

PARTNER の機能紹介を通じて説明し，地方自治体の PARTNER の活用を促進した。特に，石川県のい

しかわ就職・定住サポートセンターや徳島県のもうかるブランド推進課では中小企業向けセミナー

にて PARTNER紹介が取り入れられるなどの活用につながった。 

 中小企業の裾野拡大：民間企業及び NGO等に対し，団体にとっての PARTNER 活用のメリットを紹介

した。特に，6 月に業務提携に関する覚書を締結した滋賀銀行との連携に際し，取引のある関連企

業が海外展開する際の人材確保に有益であるとして PARTNERの登録を勧奨した。 
 

(2) 大学連携 

 国際関係学部等が設置されている 55 大学の就職課及び広報課に PARTNER に係る説明を行い，40 大

学が学生向けに PARTNERポスター及びリーフレットを設置した。特に，北海道大学では大学主催の
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国際協力イベントで国際協力人材セミナーを開催し，約 50名の登録につながった。 
 

(3) PARTNER 利用者の発掘 

 若手人材の利用拡大に向けた広報：若手社会人及び大学生・院生を対象として広報した。特定の分

野課題における人材拡充を目的に年 3回実施するジョブセミナーでは，ターゲットとなる人材の関

心及び参加しやすさを考慮し，初めて地域編（アフリカ）を開催した。また，「学生向けおすすめ

情報」ページを PARTNER内に新規開設し，中学生から大学生をターゲットに，国際協力に係る基本

情報から業種に係る事項まで幅広い情報を提供している。今後，さらに本内容を拡充していく予定

としている。 

 国際協力キャリア就職相談会：外務省主催のグローバルフェスタや一般社団法人海外コンサルタ

ンツ協会（ECFA）主催のキャリア就職相談会，株式会社国際開発ジャーナル社の国際協力キャリ

アフェア等，国内各地の 15件のイベント等で国際協力キャリアを説明すると共に，PARTNERの紹

介・活用促進に取り組んだ。 

 安全対策研修：新設された同研修の動画を 10 月末に PARTNER に掲載し，年度内に 7,126 件のアク

セスがあった。 

 

指標 12-2 援助人材ニーズに合致した能力強化研修等の実施状況 

1. 援助人材ニーズに合致した能力強化研修等の実施状況 

 能力強化研修の実施：23 コース，計 26 回を実施し，560 名が参加し，年度計画の目標値を上回っ

た（2015 年度 19 コース計 24 回，488 名）。多様な援助ニーズに応えるため，2016 年度は中小企業

支援，強靭な保健，障害と開発等，以下の 10コース（計 12回）を新設，開講した。①中小企業海

外展開支援事業に関する基礎講座（2回実施），②国際保健規則コア能力強化－強靭な保健システム

構築に向けて，③障害と開発－開発プロセスへの障害者の参加に向けて，④金融包摂と貧困削減，

⑤ジェンダー主流化，⑥基礎教育（カリキュラム・教科書・アセスメント），⑦ガバナンス（地方

行政）－日本と途上国の連携による地方創生，⑧母子手帳を活用した母子継続ケア人材養成，⑨有

機農業技術（一般社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会共催），⑩人道＆緊急支援の国際基準

トレーニング（国際協力 NGOセンター（JANIC）/JQAN10共催，2回実施）。 

 他機関との連携：海外農業開発コンサルタンツ協会や JANICと連携し，他団体と機構のリソースを

いかした共催事業を実施した。結果，機構の知見だけでは提供が難しい研修を参加者に提供でき，

援助ニーズに応えられる人材の養成に貢献することができた。 

 

指標 12-3 インターンの実施状況 

 インターンの実施実績：合計 105 名の受入を達成した（うち一般・開発コンサルタント型 98 名，

医療職型 4名，博士型 3名。2015年度合計 108名）。 

 インターン拡大に向けた取組：より多くの学生へのインターンシップ機会を提供するため，合格水

準には達しているものの募集枠を超えて受入が難しいと判断された応募者を「有資格者」として登

録し，合格者が辞退した場合の繰上合格の対象とした。その結果，43名（一般・開発コンサルタン

ト型 40 名，中期インターン 3 名）を有資格登録し，うち 2 名（一般型）を繰上合格として派遣し

た。また，大学の休学やギャップイヤーを活用した長期の海外実習がグローバル人材を育成する手

                                                   
10

 支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク（J-QAN：Quality & Accountability Network in Japan） 
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段として認知され始めていることを受け，中期インターンを新設した。12 名の募集に 36 名が応募

し，選考の結果 16 名の派遣が決定した。合格者は来年度派遣し，3～8 か月のインターンシップを

実施する予定である。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

 引き続き，PARTNER への新規登録人材の獲得に向けた取組を行うとともに，SDGsへの取組を含む新

たな開発課題に対応した人材の養成・確保に向けた取組を期待したい。 
 

＜対応＞ 

 国際協力人材セミナーやジョブセミナーの場で，SDGsを含む新たな開発課題に対応できる人材の養

成・確保を目指した情報発信を行うと同時に，ユニバーサル・ヘルス・カバレッジや気候変動対策等，

関連テーマの能力強化研修を実施し援助ニーズに応えられる人材養成に努めた。また，PARTNER を活

用し，JICA地球ひろばが実施する SDGs関連セミナーの広報を積極的に行った。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

根拠：評価指標の目標水準を着実に達成したことに加え，年度計画に対して所定の成果を上げている

ことから，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

1. 国際協力人材センターの情報発信機能強化 

国際協力人材の裾野拡大に向け，PARTNER の利用拡大に向け，女性のニーズに対応したセミナーの

充実や地方自治体や中小企業への登録推奨等を行った結果，個人登録者数 23,423 件（国際協力人材

登録者数 10,756 件，簡易人材登録者数 12,667 件），うち新規国際協力人材登録者数 1,651 件，キャ

リア相談件数 264 件，PARTNER サイトへの訪問件数 721.6 万件を達成し，いずれも年度計画の目標値

を上回った。 
 

2. 援助人材ニーズに合致した能力強化研修等の実施 

23 コース，計 26 回を実施して 560 名が参加し，年度計画の目標を上回った。開発ニーズへの対応

と開発協力人材が不足する分野での能力強化を図るため，金融，ジェンダー，ガバナンス，人道・緊

急支援等の計 10コースを新設した。 
 

3. インターンの実施 

計 105 名（うち一般・開発コンサルタント型 98 名，医療職型 4 名，博士型 3 名）が参加し，年度

計画を上回った。 
 

＜課題と対応＞ 

多様化する援助ニーズに応えられる人材を養成・確保するため，PARTNER を通じた情報発信を強化

し，PARTNER 新規登録者を拡充する。また，援助人材ニーズに合致した新規の能力強化研修コースの

設置等を含めた取組を推進する。 

  

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

国際協力人材センターの情報発信機能強化に向けた取組については，当初計画を上回る，新規の個

人登録者数 1,651件（年度計画 1,500人），団体登録件数 128件（年度計画 85件），情報提供件数 3,782
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件（年度計画 2,300 件），キャリア相談件数 264 件（年度計画 200 件）の成果を上げた。これは，裾

野拡大に向けた取組の成果であるとして評価される。 

援助人材ニーズに合致した能力強化研修及びインターンの実施については，当初計画を上回る能力

強化研修参加者数 560名（年度計画 330名），公募型インターン受入人数 105 名（年度計画 90名）の

成果を上げた。加えて，多様な開発ニーズに対応する能力強化研修コースの新設を行ったことが評価

される。 

 

 以上を踏まえ，当初計画における所期の目標を達成していると認められることから，「Ｂ」評価と

する。 

 

 ＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き，PARTNER への新規登録人材の獲得に向けた取組を行うとともに，国民の意識の変化への

対応や，開発途上国のニーズに合致する開発課題に対応した人材の養成・確保に向けて，枠組・発想

を変えた取組を期待したい。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・人材開発については手詰まりを感じる。最近の国内のボランティアの盛り上がりを見ると，国民の

意識も相当変ってきているのではないか。枠組・発想を変えた取組みを期待したい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.13 広報 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱，平成 28年度開発協力重点方針 

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 

平成 28年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力 

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 達成目標 基準値 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 
イベントの参加者数   220,501 297,004 271,032 213,000 491,321 
ウェブサイトアクセス数 
（日英ページ合計閲覧数：万） 

  
3,170 4,032 4,262 4,250 4,059 

ソーシャルメディア実績（日本語，
外国語合計 Facebookファン数） 

  
619 6,998 14,409 22,598 28,655 

ODA見える化サイト掲載案件の更
新数 

     新規 1,737 

ODA見える化サイトの案件掲載数
（新規/累計） 

  
704/ 
1,508 

916/ 
2,424 

695/ 
3,119 

330/ 
3,449 

343/ 
3,792 

ODA見える化サイトページ閲覧数   
707,053 731,984 924,170 922,349 

1,036,8
25 

②主要なインプット情報 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 
従事人員数（人） 10 10 18（注） 18 18 

（注）2014年度以降の増は地球ひろばを組織再編により広報室に統合したことによるもの。 

 

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 

国民に対する説明責任を果たし，国際協力に対する国民の信頼，理解・共感及び参加を促進すると
ともに，機構が事業を展開する開発途上地域における人々の我が国 ODAに対する理解を促進するとの
観点から，マスメディアや NGO等との連携を強化するとともに，国内及び海外拠点を有効に活用し，
国内広報及び海外広報に適正に取り組む。機構は国民の情報アクセスのハブとなり，利用者にとって
の利便性・分かりやすさを向上させるとともに，ODA 案件の形成・実施に際し，国民への情報開示を
積極的に推進する。 
中期計画 
（ⅰ）ODA の現場を伝える広報 

（中期目標と同一のため省略） 
（ⅱ）「見える化」の徹底（透明性の向上） 
成果重視への転換による援助の効果の明示，全ての ODA資金協力プロジェクトの現状・成果等を体系
的に可視化するウェブサイト（HP）等を通じ，情報開示を強化する。その際，成功事例か失敗事例か
に関わらず情報を開示する。このように開発協力の透明性を高め，また，目的や実態をできるだけ分
かりやすく伝えることで，国民の ODAに対する信頼を高める。 
年度計画 
（ⅰ）ODAの現場を伝える広報 

機構全体の基幹業務として，機構の広報戦略に基づき，国際協力の意義や背景となる課題をわかり
やすい形で幅広く市民に伝える一般広報及び各種有識者，マスメディア等のオピニオンリーダーに対
する専門広報を効果的に実施する。TICAD VIや伊勢志摩サミットの機会を捉えて，記者向け勉強会の
開催やウェブサイトでの特集企画を含め，複数のメディアを組み合わせた戦略的な発信を行う。 
（ⅱ）「見える化」の徹底（透明性の向上） 

「ODA見える化サイト」を通じ，よりタイムリーな対外発信を行う。 
主な評価指標 
（定性的指標） 

・TICAD VIに関するウェブサイト連載企画の実施 
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（定量的指標） 
・ODA見える化サイト掲載案件の更新数：500案件 

 

３－２．業務実績 

指標 13-1 戦略性及び情報発信力の強化に向けた取組状況 

1. 広報活動の戦略性の強化 

日本国内の一般市民を対象とした国際協力に関する「一般広報」と，マスメディア，アカデミア，経

済界等のオピニオンリーダー層を対象とした ODAに関する「専門広報」を両輪として広報活動を推進し

ている。2016年度は様々な発信機会を捉え，これまでの機構の取組の成果を中心に据えて発信した（重

点的なテーマや取組は表 13-1 参照）。加えて，地方創生に貢献する中小を含む民間企業，自治体，NGO

などとの連携事業の本部・地方での発信に努めた。発信にあたっては，20代までの若者層への訴求力を

高めるべく，Twitterや Facebook も活用した。 

表 13-1 2016年度の主な広報活動の重点テーマ 

主な発信機会 主要テーマ 

TICAD VI アフリカが抱える課題やポテンシャルと日本の関係 

伊勢志摩サミット 感染症対策，母子保健，UHC，世界の難民問題と日本の関係等 

リオ五輪 開発と平和のためのスポーツ協力 

マグサイサイ賞受賞 青年海外協力隊の活躍 

母子手帳国際会議 世界で「生命のパスポート」と呼ばれる日本発の母子健康手帳を通じた協力 

世界津波の日 日本の自然災害の経験・教訓を活用した世界の防災・減災への貢献 

COP22 日本の優れた環境技術を活用した気候変動対策への協力 

国際女性の日 災害対策や平和構築分野で女性の視点で社会を変える取組や，女性への暴力の

連鎖を断ち切る協力 
 

(1) TICAD VI に関する戦略的発信 

初の TICADアフリカ開催の機を捉えてアフリカ向け広報を強化し，日本国内でも本邦企業や若年層を

中心にアフリカ開発への理解と関心を高めるために戦略的な広報を展開した。 

 アフリカ向け広報：アフリカ諸国における日本のプレゼンス強化を重視し，日本との関係性構築の

可能性がある政府・民間教育・NGO 等を対象に，機構の協力事業の売りとなる「人づくり」や「協

力の質」，「主体性の尊重」等に係る情報を，アフリカ現地メディアを効果的に活用して発信した。 

 主な取組・実績：各在外事務所での現地メディアを通じた発信や，アフリカ現地メディアの日

本への招へい等を実施した結果，現地メディアによる報道 947件につながった。 

 海外メディア本邦招へいプログラム（6 月～7 月）：アフリカ 14か国の新聞記者 14 名を招き，

アフリカの開発課題に貢献する日本の経験をテーマとした取材の場を提供した。その結果，ア

フリカと日本との経済関係や，日本の廃棄物処理の現状などに係る 46 件の報道につながった。

また，14名中 6名が TICAD VI会合を取材し，40件の記事を執筆した。 

 在外事務所による現地メディアを通じた発信例：タンザニアでは，上記プログラムに参加した

記者と契約し，インフラ，地方開発（農業），人材育成を主なテーマとした記事執筆を依頼した

結果，現地主要 3紙に計 9回の機構紹介記事が掲載された。カメルーンでは，事務所設立・JOCV

派遣 10周年の機会も捉え，国営ラジオテレビ放送局による機構協力のビデオを制作し，国営放

送での放送（2 回）につなげた。南スーダンでは，テレビ・ラジオ組織能力強化の技術協力プ

ロジェクトと連携し，南スーダン公共放送の 4名をケニアに派遣し，報道の OJTを兼ねて TICAD 
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VI本会合やサイドイベント，バイ会談等を取材・報道した。結果，SHEPの紹介や要人面談等が

公共放送のテレビ・ラジオで報道された。 

 アフリカ関心層（日本国内）向け広報：アフリカ進出やアフリカ支援の担い手となり得る本邦企業

や学生等を中心に，アフリカ政治・経済の実情やビジネスの潜在性等に係る情報を発信した。特に，

理事長によるトップ広報では，日本のアフリカ開発と平和への貢献の重要性を発信した。また，記

者勉強会やメディア懇談会でも TICAD VI を題材として，マスメディアによる発信につなげた。加

えて，TICAD VI前後の本邦メディアによるアフリカ取材にも協力したほか，国内拠点でも企業やメ

ディアを対象に情報を発信した。 

 主な取組・実績：TICAD VI 関連の報道のうち，53件で機構についての言及があった。 

 TICAD VI に関するウェブサイト連載企画：TICAD VI の事後広報として，ビジネス層向け広報企

画「アフリカビジネス入門」を日経ビジネスと連携して展開した。鮫島弘子氏（起業家，デザ

イナー。元 JOCV）を起用し，機構の民間連携スキームを活用する企業を多数紹介しつつ，週刊

誌，オンラインマガジン等でアフリカに進出する企業の最前線を発信した（11月から 2017年 3

月までに 5回連載。2017年 3月末現在 3.2万 PV）。 

 マスメディアを通じた発信例：アフリカと日本のつながりを考える生放送番組に機構職員が出

演し，アフリカにおける日本の協力の評価等を発信した（8 月 BS 朝日「いま世界は」）。また，

ケニア，モザンビークでの現地取材に対応し，日本の官民による回廊開発や地熱開発等（8 月

日経新聞「ニュース解剖」）やケニアの BOPビジネス分野で活躍する JOCVの OBへの取材を通じ，

アフリカ市場開拓に向け JICA ボランティアを企業が積極活用すべきとの記事が掲載された（9

月日経新聞「経営の視点」）。また，日刊工業新聞で 8月から連載を開始した「JICAの現場から」

では，隔週で各国事務所長による寄稿を実施しており，TICAD VIの機を捉えて，アフリカから

開始した。その後，中南米，アジアへと継続している。 

 国内拠点を通じた地方での取組例：関西国際センターでは，在外事務所長会議の機会を活用し，

エジプト，エチオピア，モザンビークの各所長とともに，民間企業を対象としたアフリカ・セ

ミナーを実施した（4月）ほか，関西地域のメディアを対象に記者勉強会を開催した。 

 アフリカの特派員に対する勉強会の実施：南アフリカ・ヨハネスブルクの特派員向けに南アフ

リカ諸国における協力について記者勉強会を実施した（7月）。 

 一般層（国内）向け広報：アフリカに関する知識や接点の少ない層を対象に，アフリカ理解の底上

げと潜在的関心層の拡大に向け，社会や文化・スポーツ等のアフリカに対する関心を喚起させるよ

うなアプローチやコンテンツの選択を行った。 

 広報誌等の活用：アフリカ特集（7 月）では，日本とアフリカのつながりについて，インフォ

グラフィックを用いて発信した。また，TICAD に関するパンフレット（一般層向け，アフリカ

民間連携）や写真パネルを作成し，様々なイベント等で活用した。 

 ウェブサイトや SNS の活用：機構のウェブサイト内にアフリカ特設サイトを設置し，国内拠点

や在外拠点を含めた記事を集約的に発信した。また，「元気なアフリカをもっと身近に」をテー

マに，アフリカの素顔を Facebook，Twitter，YouTubeを通じて発信した。 

 国内拠点を通じた地方での取組例：関西国際センターでは，兵庫県国際交流協会と共催してい

る映画鑑賞会のテーマを「アフリカ」として，映画上映とアフリカにおける UNDOUKAI（運動会）

の紹介を含めた講演「スポーツと開発」を実施した。また，上映後にはアフリカの研修員と市

民との交流会を開催した。中国国際センターでは JETRO と岡山県と共催で 3 回にわたる勉強会
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を開催した。中小企業支援事業を実施している岡山の企業による講演等を行い，会社員，主婦，

大学生等幅広い層のアフリカ理解を促進した。 
 

(2) 訴求力のあるテーマ（伊勢志摩サミット，リオ五輪等）に関する戦略的発信 

 伊勢志摩サミット：サミット開催に向け，感染症対策，UHC，母子保健等を中心に事業成果を発信

した。外務省サミット準備局と連携し，「感染症対策」，「母子手帳」，「質の高いインフラ」をテー

マとした事業紹介パネルを制作し，サミット会場のメディアセンターに展示した。 

 リオ五輪：記者勉強会を実施し，五輪選手を支援する JOCV や南スーダン選手団初の五輪出場支援

等の情報を発信した（6月）。結果，サモア・柔道隊員（サモア柔道代表監督としてリオに同行）が

毎日新聞の「コラム発信箱」で取り上げられたほか，NHK の開会式（入場行進）中継での言及につ

ながった。各国の JICA ボランティアのスポーツ分野における活躍は産経，朝日，毎日新聞等で記

事化された。南スーダン選手団については産経新聞，共同通信より地方紙等に掲載された。 

 青年海外協力隊のマグサイサイ賞受賞：（No.10-3参照） 
 

(3) 理事長によるトップ広報（講演，スピーチ，ウェブ発信，記事化） 

 理事長と主要マスメディアとの懇談：①世界人道サミット，伊勢志摩サミットから TICADVI へ（6

月），②就任後 1 年を振り返って，今後の取組方針（安全対策，人材育成事業）（10 月），③ASEAN

地域への協力の最新動向（2017年 1 月）をテーマにメディア懇談会を計 3回開催した。結果，母子

手帳を通じた母子の健康改善に向けた協力が毎日新聞「コラム発信箱」や朝日新聞「私の視点」で

発信された。 

 トップ広報：日本が長年の協力を通じて得た信頼，スポーツを通じた平和と開発への貢献，日本で

の開発途上地域の人材育成の重要性，安全対策の更なる強化と地方や民間との連携重視を，『外交』

7 月号，毎日新聞「そこが聞きたい」（9 月），文部科学省主催のスポーツ・文化・ワールド・フォ

ーラムのスポーツ大臣会合での講演（10月），産経新聞「リーダーの素顔」（11月），文藝春秋（2017

年新年特別号），読売新聞「地球を読む」（12月）等で一貫して展開した。 

 

指標 13-2 分かりやすい広報に向けた取組状況（国際協力に関する一般広報） 

1. 各種媒体を通じた発信 

(1) SNS，ウェブサイトを活用した発信・広報 

表 13-2 ウェブサイトや SNSを通じた発信の実績 

 ページ閲覧数 Facebook 

（ファン数） 

Twitter 

（フォロワー数） 

Youtube 

（再生回数） 

2017年 3月 日：3,513万 PV 

（-6.5%） 

英：546万 PV 

（+10.5%） 

日：16,585 人 

（+45.6%） 

英：12,070 人 

（+52.5%） 

日：29,830人 

（+7.8%） 

英：5,040人 

（+7.8%） 

日：113,701回 

（+17.8%） 

英：186,543回 

（+181.0%） 

2016年 4月 日：3,756万 PV 

英：494万 PV 

日：11,390 人 

英：7,911人 

日：27,669人 

英：3,638人 

日：96,495回 

英： 66,375回 
 

 実績（表 13-2）：特に Facebookファン数は，2016年度当初比で日本語サイトで 46%増，英語サイ

トで 53%増と大幅増，YouTube再生回数も英語サイトで約 3倍増となった。他ドナーや公的機関な

どの動向をレビューし，デジタルメディア発信体制を抜本的に見直し，SNS の強化を中心に据え
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て組織的な発信基盤を整備したことが Facebookのファン数増加につながったと考えられる。 
 

(2) 広報誌を通じた発信 

 実績：日本語版 12 号（月刊，3.5 万部），英語版 4 号（季刊，1 万部）を発行し，全国の図書館等

に配布した。TICAD VIの機を捉えたアフリカ特集（7月）等，時宜を得た特集テーマとした。 
 

2. 国際協力プラットフォーム事業「なんとかしなきゃ！プロジェクト」を通じた発信 

 主な実績：アフリカや海外ボランティアを主な展開テーマとした活動を展開した。特に，2015年度

末に実施したリニューアル（スマホ最適化，ソーシャルハブの導入等）や 20 代までの若年層をタ

ーゲットとしたイベント等の効果により，18－24歳が最多ユーザー（2017年 3月時 33％。2016年

3 月時の最多ユーザーは 25－34 歳で 29％）となり，ウェブサイト訪問数は前年度比 1.7 倍，ペー

ジ閲覧数も前年度比 1.2倍となった。（表 13-3） 
 

表 13-3 「なんとかしなきゃ！プロジェクト」の主な実績 

 Web訪問数 

（年間） 

ページ閲覧数 

（年間） 

Facebook 

（年度末） 

Twitter 

（年度末） 

サポーター数 

（年度末） 

2017年度末 312,157 人 588,363PV 約 32,000人 5,400人 98,000人 

2016年度末 176,786 人 509,300PV 約 32,000人 4,900人 96,000人 
 

 著名人を通じた発信：著名人メンバー12 名を 11 か国に派遣した（JICA オフィシャルサポーター2

名含む，うちラオス 2 回）。現地取材結果はマスメディアやイベント等を通じて発信した。例えば

紺野美沙子氏を TICAD 前にケニアに派遣し，アフリカとのビジネス連携をテーマに日経ビジネス誌

や BS-TBS で発信した。永島昭浩氏がキャスターを務める「みんなのニュース weekend」（フジテレ

ビ）では，不発弾処理支援やスポーツを通じた交流など，同氏のラオス視察の模様が放送された。 

 イベントを通じた発信：20代までの若者層をターゲットとしたイベントを重点的に実施・出展した。

イベント数（主催，協力等）は 78 件，参加者数は約 49.1万人（2015 年度 109 件，約 21.3 万人）

に上った。主に著名人メンバーを活用した企画を実施し，開発途上国視察の様子を伝え，国際協力

を身近に感じながら自分にできることを参加者が考えるきっかけづくりの場としてアピールした。 

 国際協力フェスティバルへの参加：SDGsに沿ったプログラムを多数実施したほか，著名人（倉木麻

衣氏，広瀬アリス氏など）によるステージ企画を通じ，開発途上地域の現状や国際協力の意義など

を紹介した。各フェスティバルの来場者は，東京（グローバルフェスタ）約 10 万人，名古屋（ワ

ールド・コラボ・フェスタ）約 8.3万人，大阪（ワン・ワールド・フェスティバル）約 2.5万人と

なった。（2016年度約 10.1万人，約 7.8万人，約 2.4万人）（No.11-3参照） 

 学生レポーター制度の導入：若年層向け発信強化の一環として学生レポーターを初めて募集し，13

人を任命した。学生レポーターは著名人海外視察や国内イベントを取材し，機構のウェブサイトや

ソーシャルメディア等に記事を掲載した。また，機構広報誌でも学生レポーターを起用し，広く知

られていない分野での取組（法整備分野（9月号）等）を分かりやすく発信した。 

 

指標 13-3 マスメディア等との連携実績（ODAに関する専門広報の取組） 

1. マスメディアへの発信 

 報道実績：マスメディアにおける ODA関連の報道実績は 15,442件となり，2015年度（15,171件）

に比し微増となった。また，「JICA」ないし「国際協力機構」に言及した記事は 8,986 件（2015 年
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度 7,327件）となり，ダッカ襲撃テロ事件関連の報道（約 1,400件）を除いても約 7,600件と昨年

度を上回り，過去最多の報道実績となった。 

 理事長と主要マスメディアとの懇談：No.13-1参照。 

 記者への情報提供：プレスリリースや取材機会に関する情報提供をメールで月 4回程度配信し，記

者の関心に合わせた個別取材の素材を提供した。記者勉強会を 10 回開催し（2015 年度 11 回），最

新の事業の動き等を記者向けに説明して関心を喚起した。特に，アフリカ，日本の大学，民間企業

の優れた研究や技術を活用した取組，スポーツや文化に係る協力，ASEAN，防災（女性への支援を

含む）等，機構の取組成果を発信した。 

 ニュース・リリース実績：141本を発出した（2015 年度 191本）。 

 主な報道事例 

 ニューヨークタイムズ（6月）：ダカール駐在のフリーランス記者がセネガル野球連盟に派遣中

の JOCVを取材し，アフリカにおける日本の野球支援が同紙の 1面やスポーツ面に掲載された。 

 母子手帳：機構の国際協力専門員への取材の結果，毎日新聞の「コラム発信箱」（6月）にパレ

スチナ難民向けの母子健康手帳電子化の取組が取り上げられた。母子手帳国際会議（11月）の

際には，この記事をきっかけに，朝日新聞の「ひと」や電子版（11月）や NHK WORLD（12月）

での発信につながった。特に，NHK WEB（11 月）では，長文記事「"日本発" 母子手帳は難民の

"生命のパスポート"」が掲載された。さらに，若年層のリスナーの多い J-WAVEのニュース番組

「JAM THE WORLD」（20～22 時放送）でも同専門員のインタビューが 5 日間に亘り放送された。 

 世界津波の日：メディアの関心の高かった制定後初となる「世界津波の日」では，津波の日フ

ォーラム等の報道で中南米における機構の支援に言及があった。また，インドネシア（アチェ）

でアチェ州政府と共催した防災セミナーでは，岩手県の市立中学校校長が講演を行ったため，

岩手日報がインタビュー記事を複数回掲載した。また，インドネシア事務所からの発信により

NHKによる報道（3回）や，共同通信からの配信による地方紙での掲載につながった。 
 

2．国内拠点でのメディアへの発信 

 地方紙における機構関連報道：全国紙地方版を含む地方紙の ODA 関連報道実績は 9,706 件となり，

2015 年度（9,236 件）から約 5％増加し，過去最高となった。このうち「JICA」または「国際協力

機構」に言及した記事は，6,151件で 2015年度（4,814件）に比して大幅増となった。 

 国内拠点における発信強化への取組・地方メディア派遣：メディアへの売り込みやプレス対応等の

能力向上を目的に，メディアアプローチ研修を国内拠点に対して実施した。また，地方の新聞社・

テレビ局等計 16社 24 名を 13か国の開発途上国の事業現場に派遣し，80件の報道につながった。 

 関西国際センターでの記者勉強会等の実施：地域でのメディアとの関係強化に向け，関西国際

センターはメディア懇談会や記者勉強会を実施し，地域金融機関との覚書締結等の機を捉え，

地方紙や全国紙地方版でも記事掲載につながった。（No.8-3参照） 

 地方マスメディア派遣の成果：機構事業（特に中小企業海外展開支援事業）に係る地方部での

大型連載・記事掲載につながった。例えば，山陰中央テレビでは夕方のニュースで 3 日間にわ

たりモンゴル事業（円借款，協力隊等）が紹介された。 
 

3．海外拠点のメディアへの発信 

 海外拠点における発信：海外のマスメディアによる機構関連報道件数は 26,326 件で，2015 年度

（26,154件）と同水準であった。 
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 海外拠点における発信能力の強化：現地広報強化のため，3か国にて周辺 18 か国 25名のナショナ

ルスタッフ等を対象に広報研修を実施した。また，理事長出張などの要人訪問の機会を通じ，サイ

ト視察時のメディアの同行取材，プレス・インタビューの機会を積極的に設けた。 

 主な取組事例 

 南スーダン事務所：初代ミス南スーダンや風刺漫画家を広報アドバイザーに起用して広報活動

を展開した。ジュバ市内に住む男女 520 人に対する意識調査を実施した結果，ノルウェーやア

メリカの主要ドナーと同程度の認知度（72%）であることを確認したほか，給水施設整備やナイ

ル架橋建設に係る無償資金協力事業の認知度もそれぞれ 84%，56%となった。また，機構が支援

している全国スポーツ大会についても，第一回大会（2016年 1月）の認知度は 35.5%（6月～7

月時調査）であったが，リオ五輪への南スーダン初参加（8 月）の機を捉えた広報を展開した

結果，第二回大会（12 月）の認知度は 48.4%（11 月～12 月）と 12.9 ポイント上昇した。機構

や機構の活動を現地の一般市民に広く知ってもらうことに成功している。 

 カンボジア事務所：首都プノンペンの「プノンペン公共バス運営改善プロジェクト」の広報で

は，都市渋滞の現状と改善の必要性を一般市民に伝える動画を作成し，YouTubeや Facebookを

通じて発信した。投稿 2日間で 12万人のリーチ，1,600以上のシェア，25,000回以上の再生回

数となる反響を得た。動画作成にあたって現地で人気のあるキャラクターを使用したこと，ま

た，SNSを活用した若年層を中心とした配信が効果的な広報につながった。 

 エルサルバドル事務所：2015 年度のプレスツアーに参加した記者が JICA ボランティア事業に

関心を抱いたことをきっかけに，同国で最大の発行部数を誇る主要紙 La Prensa Gráfica 紙で，

毎週日曜日に当地で活動中のボランティアの活動および人物紹介記事が掲載されている。また，

大使館とともにプレスツアーを実施（10 月）し，「初中等教育算数・数学指導向上プロジェク

ト」や JOCV（小学校教育）の活動が新聞 4紙やテレビ 2局で紹介された。 

 海外メディアの日本招へい：No.13-1（1）参照 

 

指標 13-4 「ODA見える化サイト」の充実に向けた取組状況 

 新規公開実績：新規案件及び事後評価実施案件 343 案件の掲載を完了し，2010 年度の公開開始から

の累積掲載案件数は 3,792 案件に達した。（2015年度 330案件，3,449案件） 

 改善の取組：今後，新規に掲載する案件数が限られてくることから，掲載済み案件の情報の更新を

強化し，1,737 案件の情報を更新した（2015 年度 1,150 案件）。また，ユーザーにより分かりやす

いサイトにするため，トップページをリニューアルした。 

 アクセス状況：上記取組の結果，「ODA 見える化サイト」のページビューは，昨年度を上回る 103

万 PVを達成した。（2015年度約 92万 PV） 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

 20 代から 30 代の若者層への訴求力を高めるため，若年層への継続的な働きかけを期待したい。 

＜対応＞ 

20代までの若年層への訴求力を高めるべく，Facebook や Twitterを活用した広報を行った。特に，

「なんとかしなきゃ！プロジェクト」では，スマホ最適化やソーシャルハブの導入や，若年層をター

ゲットとしたイベント等の成果により，18～24歳の若年層を中心にウェブサイトの訪問数やページ閲

覧数が大きく増加した。 
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３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

根拠：評価指標の目標水準を上回る成果を上げていることに加え，年度計画に照らして質的な成果や

成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断する成果を上げていることから，中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。具体的には，初のアフリカ開催となった

TICAD VI等の機会に，関心の高いテーマやコンテンツに係る創意工夫や，様々な広報媒体の活用等に

よる戦略的な広報を展開し，多数の報道実績や Facebook ファン数等の増加につなげる等，以下のよ

うな成果があった。 
 

1. ODAの現場を伝える広報 

1-1. TICAD VIや伊勢志摩サミット，リオ五輪等の機を捉え，機構の取組の成果を中心に据えつつ，

それぞれのテーマに沿った重点的な発信を行った。特に，TICAD VIの開催に合わせてアフリカ向

けの広報を強化するとともに，日本国内でもアフリカに関心がある層や，アフリカに関する知識

や接点の少ない層それぞれに有効なコンテンツやアプローチを選択して広報を展開した。 

 アフリカ向け広報では，海外メディア本邦招へいプログラムに参加した記者を活用した現地メ

ディアを通じた報道（タンザニア）や，事務所設立や JOCVの周年記念にあわせた発信（カメル

ーン），また，メディアに対する技術支援を兼ねた現地報道の実現（南スーダン）等，各海外拠

点の創意工夫による広報により多数の現地報道につながった。 

 国内向け広報では，日経ビジネスと連携したウェブサイト連載企画や，国内の生放送番組の出

演や各メディアの現地取材への対応，国内拠点からの発信を通じ，国内のビジネス層の関心を

喚起させる報道につなげた。日本とアフリカのつながりをインフォグラフィックで紹介したほ

か，スポーツ等の身近なテーマによるアフリカでの取組の紹介，「なんとかしなきゃ！プロジェ

クト」や SNSの積極的な活用を通じ，特に若年層を中心に一般層のアフリカに対する理解や関

心を高めた。 

1-2. その他，様々な発信機会を捉え，これまでの機構の取組の成果を中心に据えて発信した。 

 リオ五輪では，五輪選手を支援する JOCVや南スーダン選手団初の五輪出場支援等の取組が大き

く報道された。 

 母子手帳では，機構専門員に焦点を当てた報道が，第 10 回母子手帳国際会議の前後を通じて

様々なメディアを通じて継続して行われた。 

1-3. 広報誌や SNS，ウェブサイト，「なんとかしなきゃ！プロジェクト」等を活用し，国内外の一

般市民に対してわかり易い広報を実施した。 

 他ドナーや公的機関等の動向をレビューの上，デジタルメディア発信体制を抜本的に見直し，

SNS の強化を中心に据えて組織的な発信基盤を整備した。結果，カンボジア事務所での創意工

夫による取組による効果的な広報等もあり，Facebook のファン数が年度当初比で日本語・英語

共に大幅に増加，YouTube 再生回数も約 3倍増となった。 

 「なんとかしなきゃ！プロジェクト」では，スマートフォン最適化やソーシャルハブの導入等

の成果により，20代までの若年層を中心にウェブサイトの訪問数やページ閲覧数が大きく増加

し，若年層への訴求力の向上につながった。 

 海外での広報では，モデルやスポーツ選手など現地に発信力のある人物を広報アドバイザーと

して起用し，一般市民の機構や機構の活動に係る認知度向上を図った（南スーダン，タンザニ

ア）ほか，現地の人気キャラクターを活用した動画作成により，機構支援の意義や取組を多数

の一般市民に伝える（カンボジア）等，創意工夫による効果的な広報を展開した。 

1-4. 機構理事長とのメディア懇談会や，本部や国内拠点での記者勉強会等を通じて，マスメディ
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ア等のオピニオンリーダーに対する専門広報を実施した。 

 マスメディアにおける ODAや機構に関連した記事は，ダッカ襲撃テロ事件関連の報道を除いて

も過去最多の報道となった。 

 地域金融機関との覚書締結の機会を捉えた地域メディアとの関係強化や，国内拠点の発信力強

化の取組の結果，国内の地方紙での ODAや機構に言及した記事も前年度比増となった。 
 

2. 「見える化」の徹底（透明性の向上） 

「ODA見える化サイト」を通じた対外発信については，1,737件の掲載案件を更新した。 
 

＜課題と対応＞ 

 引き続き，SNS やウェブサイトも有効に活用し，関心を持ってもらいやすい話題や動画の発信を通

じて，国内外で関心の高いイベント等の時宜を得た発信を行う。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

ODAの現場を伝える広報に向けた取組については，TICAD VI，伊勢志摩サミット，リオ五輪等，様々

な発信の機会を捉えた戦略的な広報に取組んだ結果として，「JICA」「国際協力機構」に言及した報道

実績が約 7,600件（ダッカ襲撃テロ事件関連の報道約 1,400件を除く）と，過去最多の報道実績とな

ったことは評価される。特に，初のアフリカ開催となった TICAD VI では，アフリカ向けの広報とし

て，海外メディア本邦招へいプログラムを活用した現地メディアでの報道や，事務所設立等の機会の

活用，南スーダンにおける現地メディアに対する技術支援を兼ねた現地報道の実現など，各海外拠点

の創意工夫による広報に取り組んだ結果，現地メディアによる報道が 947件となった。また，国内向

け広報においては，専門広報として日経ビジネスと連携したウェブサイト連携企画を通じてビジネス

層の関心を喚起させる報道につなげたことや，スポーツ等の身近なテーマの設定や，「なんとかしな

きゃ！プロジェクト」の推進，SNS の積極的活用等若年層をターゲットにした広報の取組を通じ，一

般層のアフリカに対する理解や関心を高めたことを高く評価する。また，広報誌や SNS,ウェブサイト，

「なんとかしなきゃ！プロジェクト」等を活用し，国内外の一般市民に対してわかり易い広報を実施

した結果，「なんとかしなきゃ！プロジェクト」のウェブサイト訪問数前年度比 1.7 倍，ページ閲覧

数 1.2倍，最多ユーザーのターゲットである若年層へのシフトを実現したことや，FACEBOOKファン数

の増加（年度初比＋45.6％）等，戦略的な情報発信に係る取組が高く評価される。 

「見える化」の徹底（透明性の向上）に向けた取組については，ODA 見える化サイト掲載案件の更

新数が当初計画を大きく上回る 1,737案件（当初計画 500案件）の実績となり，閲覧数も昨年度を上

回る 103万ページビュー（PV）（2015年度 92万 PV）を達成したことが高く評価される。 

 

以上を踏まえ，評価指標の目標水準を上回る成果を上げており，また様々な発信の機会を捉えた戦

略的な広報展開の取組は質的にも目標策定時の想定を上回る成果を上げていると認め，「Ａ」評価と

する。 

 

 ＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き時宜を得た発信に取り組み，幅広い層への継続的な働きかけを期待したい。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.14 技術協力，有償資金協力，無償資金協力 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱，平成 28年度開発協力重点方針 

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 

平成 28年度外務省政策評価事前分析表 28-Ⅵ-1 経済協力 

平成 28 年度行政事業レビューシート番号 0126 無償資金協力，0127独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 
主要なアウトプット（アウトカム）情報 達成目標 基 準 値 2012年度 2 0 1 3 年 度 2014年度 2015年度 2016 年 度 
技術協力の実績（億円）   1,678 1,773 1,759 1,917 1,975 
インフラ輸出戦略に関連した研修員数 2,000    新規 2,289 2,448 
円借款の実績：新規承諾額（億円）   12,229 9,857 10,138 20,745 14,674 
円借款の実績：ディスバース額（億円）   8,644 7,495 8,273 9,700 8,790 
円借款の迅速化（％）※   40.0 68.5 51.1 47.8 56.9 
海外投融資の新規承諾実績（件）   1 1 2 4 6 
無償資金協力の実績：贈与契約締結額（億円）   1,416 1,158 1,112 1,117 980 

※当該年度に借款契約に至った案件のうち，起算点から借款契約までの期間が 9か月以内の案件の割合。 

 

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 
（５）事業実施に向けた取組 
（イ）技術協力，有償資金協力，無償資金協力 
（ⅰ）技術協力 
 技術協力は，開発途上地域の人々が直面する開発課題に自ら対処していくための総合的な能力向上
を目指す，人を介した協力であり，機構は，条約その他の国際約束に基づき，人的資源の開発，技術
水準の向上及び公共的な開発計画の立案を支援することにより，開発途上地域の経済的社会的開発の
促進及び福祉の向上に寄与することを目的として，案件を戦略的，効果的かつ効率的に実施する。 
（ⅱ）有償資金協力 

有償資金協力は，開発途上地域に対して条約その他の国際約束に基づき，又は開発事業を実施する
我が国又は開発途上地域の法人等に対して金利・償還期間等について緩やかな条件の下で資金を提供
することによって，開発途上地域の自助努力による経済発展，経済的自立を支援するものであり，機
構は，借入国政府の能力向上の支援を含む取組による事業プロセスの迅速化や制度改善を図り，案件
を戦略的，効果的かつ効率的に実施する。我が国又は開発途上地域の法人等に対する有償資金協力（海
外投融資）については，既存の金融機関では対応できない，開発効果の高い事業を対象とし，適切な
監理を行いつつ，平成 25 年 6 月に閣議決定された日本再興戦略の考え方に従って対応していく。そ
の際，パイロットアプローチからの教訓をリスク審査・管理体制等に確実に反映させた上で，万全の
体制で実施していく。 
（ⅲ）無償資金協力  

無償資金協力は，開発途上地域の基礎生活分野向上，社会基盤整備，環境保全，人材育成等を中心
とする経済社会開発に資するために行う返済義務を課さない資金協力であり，機構は，条約その他の
国際約束に基づき，案件を戦略的，効果的かつ効率的に実施するとともに，外務大臣が自ら行う無償
資金協力のうち，機構の関与が必要なものとして外務大臣が指定するものについては，その案件が戦
略的，効果的かつ効率的に実施されるよう，その促進に努める。 

ODA の開発効果を確実に実現するため，案件規模の適正化を図りつつ，引き続きコスト縮減に努め
るとともに，予測できないリスクに対応する仕組みを強化する等の取組を通じて企業の参加促進を図
り，競争性を高める。 
中期計画 

（５）事業実施に向けた取組 

（イ）技術協力，有償資金協力，無償資金協力 

（ⅰ）技術協力 

（一段落目は中期目標と同内容のため省略） 



14-2 

 

具体的には， 

 人的資源開発・計画立案・制度改善を中心に，各国，地域の課題解決のために適正かつ迅速な案件
の形成・実施に努める。 

 我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ，開発効果の高い案件
の形成・実施に向けた制度改善に取り組む。 

（ⅱ）有償資金協力 

（一段落目は中期目標と同内容のため省略） 

具体的には， 

 自助努力による経済発展，経済的自立等，開発途上地域の課題の解決に適切に対応するため，同地
域のニーズや民間との連携の観点も踏まえ，案件の適切かつ迅速な形成・実施に努める。 

 我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ，更なる迅速化や，借
入国の為替リスクの軽減等，政府と共に開発効果の高い案件の形成・実施に向けた制度改善に取り
組む。 

 海外投融資については，既存の金融機関では対応できない，開発効果の高い案件に対応するという
考え方に則り，民間セクターを通じた開発途上地域の開発促進のため，民間企業等の案件ニーズの
把握・発掘に取り組むとともに，優良案件の形成に努め，パイロットアプローチからの教訓をリス
ク審査・管理体制等に反映しながら，対応していく。 

（ⅲ）無償資金協力  

（一段落目は中期目標と同内容のため省略） 

 具体的には， 

 基礎生活分野，社会基盤整備，環境保全，人材育成等を中心とする経済社会開発を中心に各国，地
域の課題解決のために適正かつ迅速な案件の形成・実施に努める。 

 我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ，開発効果の高い案件
の形成・実施に向けた制度改善に取り組む。 

年度計画 
（5）事業実施に向けた取組  
（イ） 技術協力，有償資金協力，無償資金協力 
（ⅰ）技術協力  

開発途上地域が直面する開発課題に自ら対処していくための総合的な能力向上を目指し，国内関係
機関が有する日本の知見や経験を活用しつつ，戦略的かつ効果的・効率的な技術協力事業（研修を含
む）の形成・実施を促進する。特に，インフラ輸出戦略等諸々の政策課題に対応した研修の推進及び
「新機軸・高品質」な研修の構築等を通じ，より強固なネットワークを形成する。 
（ⅱ）有償資金協力  
① 日本政府の方針を踏まえ，日本政府に対し進捗状況表を用いつつ，円借款承諾計画を適時に共有

するとともに，標準処理期間（要請から借款契約調印までに要した期間が 9か月以内）の達成に
向けて円借款の迅速化のための取組等を推進する。 

② 政府の政策的な優先度及び開発途上地域のニーズ並びに実施上の課題を踏まえ，借入国の為替リ
スクの軽減等，政府と共に開発効果の高い案件の形成・実施に向けた制度改善に努める。 

③ 民間セクターを通じた開発途上地域の開発を促進すべく，海外投融資の適切かつ迅速な案件発
掘，形成，実施に努める。これまで整備された体制及び制度についても，必要に応じて改善，強
化に努める。 

（ⅲ）無償資金協力  
開発途上地域の発展段階に応じた開発課題の解決に結びつく戦略的かつ効果的・効率的な無償資金

協力事業の形成・実施を促進する。特に，日本政府の政策及び開発途上地域の課題等に対応し，より
円滑な実施の確保を図るため，無償資金協力事業の包括的改善として決定した施策の定着化及び新規
の制度・運用改善を行う。 
主な評価指標 
（定量的指標） 

・インフラ輸出戦略に関連した研修員数：2,000人 
（定性的指標） 

・日本政府の政策及び開発途上地域の課題等に対応した制度・運用改善 
・「新機軸・高品質」な研修の実施 
・「質の高いインフラ・パートナーシップ」に係る制度改善 
・無償資金協力事業の包括的改善として決定された制度・運用改善 

 

３－２．業務実績 

機構は，相手国政府の開発政策・計画や同政府との政策協議等を踏まえて策定された外務省の国別開

発協力方針及び JCAP に基づき，事業計画作業用ペーパー等の作成と外務省との検討を通じ，国・地域
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別分析や開発課題の明確化を図っている。事業計画作業用ペーパーでは，各地域・国で達成すべき具体

的な開発目標と，その達成までの協力シナリオを設定し，統合効果をいかして技術協力，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」の推進に留意し，ハード・ソフト

の双方から効果的・効率的な協力の実施を図っている。（プログラム・アプローチの事例は No.5-1参照） 

プログラム・アプローチを効果的に推進するため，国際社会の状況及び開発途上国の開発政策や開発計

画並びに日本の外交政策を踏まえ，各事業形態の効果向上に向けて以下のような取組を推進した。 

 

指標 14-1 技術協力事業の実績 

 引き続き，質の高い成長を目指すアジア地域や，官民一体による潜在成長力の大きいアフリカ地域

を重点とし，1,975億円（暫定値）の技術協力事業を実施した（2015年度 1,917億円）。 

 分野別では，計画・行政，公共・公益事業，農林水産，人的資源を中心に実施しているが，特に研

修事業，留学制度を活用した人材育成事業を戦略的に展開したこと，また道路・港湾整備等を含む

「質の高いインフラ」の観点からのソフト面からの支援にも戦略的に取り組んだことを反映し，人

的資源の 2014年度以降の増加傾向が 2016 年度も継続し，公共・公益事業では 2015 年度 19.2％か

ら 2016年度 22.5％へとその割合が大きく増加した。（図 14-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）四捨五入の関係上，各数値の合計と合計値が一致しない場合がある。 

図 14-1 地域別・分野別技術協力事業の割合（暫定値） 

 

指標 14-2 技術協力の効果向上に向けた取組状況 

1．事業の戦略性強化に向けた取組 

 開発途上地域が直面する開発課題を解決し，最大限の開発効果を発現するため，技術協力事業を通じ

て人材育成，組織体制強化，政策立案，制度構築を支援した。特に，「2030 アジェンダ」，「開発協力大

綱」，「日本再興戦略 2016」，「インフラシステム輸出戦略（2016改訂版）」，伊勢志摩サミットや TICAD VI

等における日本政府のコミットメント等の国内外の政策課題に応え，開発効果の高い協力を行うべく，

有償資金協力や無償資金協力による事業展開にあわせ，技術協力による人材育成や本邦技術の活用を有

機的に組み合わせて多様な協力を行った。具体的には，バングラデシュにおける母子保健サービスの質

改善（No.1-1「保健」），ケニアにおける IPP参入も含めた地熱開発の促進（No.2-1「資源・エネルギー」），

ヨルダンとイラクに対する難民受入に伴う財政改革支援（No.4-1）等を実施した。 
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 また，開発途上国のニーズや国内外の政策課題に応えつつ，多様な関係機関の知見や技術を一層活用

してより魅力的かつ効果的な技術協力を展開できるよう，以下に示す取組や制度改善を推進した。 

 留学制度を活用した人材育成事業の枠組み構築：開発成果の実現に向けた効果向上や，開発途上地

域との中長期的かつ良好な関係の構築・維持のため，留学制度を活用した人材育成事業に係る制度

を設計した。新制度の構築・活用に向けて，次のような取組を行った。 

 シリア難民を対象とした人材育成事業：シリア国内での紛争が継続する中，就学機会を奪われ

たシリア人の若者に教育の機会を提供し，将来の復興を担う人材を育成するため，シリア難民

を対象とした「シリア平和への架け橋・人材育成プログラム」を開始した。（No.4-1参照） 

 Innovative Asia 事業の立ち上げ：「日本再興戦略 2016」への貢献策として，アジアの開発途上

国 12か国の産業開発を担う若手人材を対象に，日本の大学での修士又は博士課程教育と日本の

企業・研究機関でのインターンシップの機会を提供する「Innovative Asia」事業を立ち上げ，

募集を開始した（2017年 1月）。今後，2017年度から 2021年度までに計 1,000 人を受入予定。 

 国際社会人ドクター・コース：アジア諸国の国家中枢人材養成プログラムとして，名古屋大学

を通じた履修コースを開始した（2017年 2月）。 

 実施体制の整備：本部国内事業部に大学連携課を設置し，留学制度を活用した人材育成事業の

制度設計や日本の大学との事務手続きの合理化を行った。（No.9-3参照） 

 日本の研究機関の知見を活用した開発途上国の新たな政策課題への対応力強化：2015 年度に開始

した「JICA政策提言研究」では，インドネシアの裾野産業や中小企業の生産性向上に関する共同研

究に加え，同国での地方自治体における PPP推進にかかる共同研究を新たに開始した。 

 中小企業等の知見を活用した技術協力の強化：TICAD VI の機会を捉え，「開発途上国の社会・経済

開発のための民間技術普及促進事業」や「協力準備調査（BOPビジネス連携促進）」でアフリカ地域

を対象とした事業の応募を推奨した。その結果，全体採択数 19件のうちザンビアやガーナを含め 9

件がアフリカ地域を対象とした事業となり，アフリカ地域における中小企業を含む本邦民間企業が

有する知見や技術の活用に貢献した。（No.8-3参照） 

 DACリスト卒業国等のニーズに応えたコストシェア技術協力の拡充：コストシェア技術協力拡充の

ための制度設計を進め，執務要領を制定し，各国のニーズに応えた協力案件の形成や環境整備を進

めた。 
 

2. 業務工程の簡素化，業務手順の標準化に向けた取組 

 技術協力事業のさらなる事務効率化に向けた改善策に取り組んだ。具体的には，技術協力合意文書

の合理化に向けた改定を行った。加えて，事業の質の確保に向けた内部人材の能力向上をさらに進

めるため，技術協力業務に係る研修体系を整理した。 
 

3. 研修事業の戦略的・効果的な実施に向けた取組 

 「インフラシステム輸出戦略」への貢献：市場開拓，日本の製品・技術の魅力向上，日本企業の海

外展開促進，人的ネットワーク形成等につながる人材育成を目的に，インフラ輸出分野に関連する

研修員 2,448 人を受け入れた（2015 年度 2,289 人）。また，帰国研修員とのネットワークを維持・

強化し，機構の活動との連携を図っている。 

 ボリビア：日本大使館，JETROペルー事務所と共催した「貿易促進セミナー」（12月）では，輸

出促進・貿易制度整備分野の帰国研修員が講師となり，現地の商工団体や企業関係者等約 200

人を対象に講義した。結果，対日関心の喚起や理解増進につながった。 
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 新機軸・高品質な研修の構築：分野横断的な課題への対応や日本の政策課題への対応促進に向け，

高度・最先端の講義・視察・実習等を含む「新機軸・高品質プログラム」を実施している。 

 ITS（高度道路交通システム）実務：帰国研修員の活動状況を踏まえ，現地ニーズに応じたセミ

ナーや調査実施による帰国後の活動を支援した（ザンビア等）。（No.2-1「運輸交通」参照） 

 金融政策・中央銀行業務：日本銀行，金融庁，メガバンク等の視察を含め，中央銀行の役割や

適切な金融政策立案の実施に係る理解を深めた。（No.2-1「法制度整備・民主化」参照） 

 公共財管理・公的債務管理エグゼクティブ・プログラム：世界銀行の公的債務管理研修と機構

の公共財政管理や偶発債務に係る研修を合同で実施した。（No.2-1「法制度整備・民主化」参照） 

 帰国研修員等による海外の知日人材ネットワークの強化：経協インフラ戦略会議での人材育成につ

いての議論や，日本政府による新日派・知日派人材の活用に向けた政策を踏まえつつ，機構の帰国

研修員同窓会の活性化や日本理解促進のため，以下の取組等により帰国研修員とのネットワークを

維持・強化している。 

 親日派・知日派リストへの貢献・活用：日本政府が運用を開始した親日派・知日派リストに対

し，機構の帰国研修員のリスト及び情報共有フローを整備した。また，帰国研修員の閣僚等要

職就任等に係る情報を機構内で共有する取組を促進した。 

 長期研修員に対する日本理解プログラムの提供：長期研修員の日本理解を促進するプログラム

の検討を開始した。実施方法の検討にあたり，試行的に広島で復興・平和構築理解研修を行い，

3グループ，69名の長期研修員が参加した（2017年 2月～3月）。 

 研修の効果確認，改善，関係強化等を目的とした調査団の派遣：研修員の帰国後の状況調査やセミ

ナー開催支援，2017年度以降の研修に向けての改善，帰国研修員自身との関係強化等を目的として，

国内拠点から調査団を派遣した。（12国内拠点，34件） 

 研修の運営効率化：課題別研修のラインナップのスリム化により，コース当たり研修員数は微増傾

向にある（10.9人/コース：2012年度 9.9人，2013年度 10.1人，2014年度 10.6人，2015年度 10.7

人）。特に，参加要請の多いコースを複数回実施し，高い割当率（相手国政府が要請したコースに

参加できる率）を維持した（94.2%：2014 年度 95%，2015 年度 95.7%）。また，「研修員受入の手引

き」や各国内拠点の「研修ハンドブック」を改訂し，研修事業の事務合理化と効果向上を図った。 

 在外拠点ナショナルスタッフの研修：帰国研修員の同窓会活性化や，戦略的な研修の実施に重要な

役割を担う在外拠点のナショナルスタッフに対し，日本での OJTを実施した（35か国 35名）。 

 

指標 14-3 円借款事業の実績 

 引き続き，国際情勢や開発途上地域の開発ニーズを踏まえつつ，日本政府の「インフラシステム輸

出戦略」及び「日本再興戦略」の下での各政策・イニシアティブを推進すべく，インフラ整備支援

を重点として円借款事業を実施した。分野別では，運輸，電力・ガス，社会的サービスを中心に，

計 51 件，1 兆 4,674 億円（L/A ベース）を新規に承諾した（図 14-2：2015 年度計 71 件，2 兆 745

億円）。また，ディスバースは 8,790億円に達した（2015年度 9,700億円）。 

 地域別では，「質の高いインフラ・パートナーシップ」を踏まえたインフラ整備支援の拡充等によ

り，アジア地域への地域別シェアは 76.6%に増加するとともに（2015年度 71.1%），TICAD V及び VI

への支援策の一環としてアフリカ地域への地域別シェアは 8.3%に増加した（2015年度 6.5%）。 
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 フィリピン向け「フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業（フェーズ II）」（10 月 L/A 調

印），ミャンマー向け「バゴー橋建設事業」（3 月 L/A 調印）等，数多くの案件で円借款事業と技術

協力や無償資金協力を戦略的に組み合わせ，有機的な連携を図ることで，開発効果の向上や本邦技

術・ノウハウの普及・移転を促進した。 

  （注）四捨五入の関係上，各数値の合計と合計値が一致しない場合がある。 

図 14-2 地域別・分野別円借款事業（L/A承諾額）の割合 

 

指標 14-4 円借款の迅速化 

1. 円借款要請から借款契約（L/A）調印までの標準処理期間（9か月以内）の達成 

 日本政府との間で円借款要請から L/A調印までの標準処理期間を 9か月と設定し，達成状況を外務

省がウェブサイトで公表している。2016年度も進捗状況表等を用いつつ，円借款承諾計画を日本政

府に適時に共有し，また個々の案件の承諾促進に向けた日本政府との適時・適切な情報共有等を通

じ，迅速な承諾の実現に取り組んだ。この結果，2016年度承諾案件の 9か月目標の達成率は 56.9%

（51件中 29件）となった（表 14-1。2007-2015年度の平均は 48.5%）。 

 

表 14-1 標準処理期間の達成状況 

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

42.4% 33.3% 48.4% 54.1% 54.5%※ 40.0% 68.5% 51.1% 47.8% 56.9% 

※東日本大震災を受け供与を先送りせざるを得なかった一部の案件を含めると 46.8%。 
 

2. 迅速化の具体的な事例 

 ヨルダン：シリア難民の流入等により財政負担が大幅に増大したヨルダンに対し，日本政府が掲げ

る「中東地域安定化のための包括的支援」の一環として，迅速に日本政府との協議や審査を行い，

「金融セクター，ビジネス環境及び公的サービス改革開発政策借款」に係る L/A を調印した（12

月。起算点から 4か月以内）。（No.4-1参照） 

 有償勘定技術支援による詳細設計：フィリピン「フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業

（フェーズ II）」（10月 L/A調印），モロッコ「海洋・漁業調査船建造事業」（2017年 1月 L/A調印）

等の本邦技術活用条件（STEP）案件で有償勘定による詳細設計調査を積極活用し，工事着工までの

期間の短縮を図った。 
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指標 14-5 有償資金協力の効果向上に向けた取組状況 

1. 新手法の検討・導入及び制度改善 

 日本政府の政策を踏まえ，有償資金協力が開発途上国や日本の企業にとってより魅力的となるよう

様々な取組・改善を行った。主な取組内容，改善結果は以下のとおり。 

 「質の高いインフラ・パートナーシップ」に係る制度改善：日本政府が発表した「質の高いインフ

ラ・パートナーシップ」及び同フォローアップ策，並びに「質の高いインフラ輸出拡大イニシアテ

ィブ」の中で掲げられている支援量の拡大に対応するため，ドル建て借款制度及びハイスペック借

款制度を創設した。加えて，高度な施工精度が求められる案件で品質を担保するための包括的建設

サービス方式の導入に向けた調査・セミナー等を実施し，相手国政府への働きかけを継続している。

また，円借款の迅速化に向け，F/S 開始から着工までの期間を最短 1 年半にすることを目指し，有

償勘定技術支援による詳細設計の部分先行実施に着手した。加えて，質の高いインフラ投資の国際

的スタンダード化・グローバル展開を推進するため，ADB との連携や IDB との協調融資枠を拡大し

た。 

 ADB との連携：PPP 等民間インフラ案件への投融資を実施するため，今後 5 年間で最大 15 億

米ドルを目標に，海外投融資スキームを活用した出資による ADB 内への信託基金の新設に係る

手続きを整備した。信託基金は 8月に口座を開設して運営を開始し，2017年 3月末時点でイン

ドとインドネシアの 2件の案件を承諾した。また，アジアで質の高い公共インフラ整備を促進

するため，今後 5 年間で機構・ADB合計で 100 億ドルを目標とした開発途上国政府向け協調融

資の実施に向けて案件形成を進め，ミャンマーで 2件が承諾された。 

 IDB との連携：中南米地域における質の高いインフラ投資促進を目的とした IDB との協調融資

枠組（CORE）に関し，対象分野や対象国の拡大，目標額の 3 倍増（2020 年度までに合計 30 億

米ドル）等に係る合意文書を IDB 総会（4 月）期間中に IDB と署名した。これにより，機構は

IDBにとって史上最大の協調融資パートナーに位置付けられた。 

 中進国及び中進国を超える所得水準の開発途上国支援の強化：日本政府が示した中進国・卒業移行

国への円借款を積極的に供与する方針に基づき，案件の形成・承諾に至った（パナマ，ヨルダン，

タイ各 1件）。 

 ノンプロジェクト型借款の活用：日本政府より，相手国の政策・制度の立案・実施に貢献するため，

ノンプロジェクト型借款の一層の活用が方針として出されており，案件の形成・承諾に至った（ベ

トナム 2件，エルサルバドル，タンザニア，スリランカ，セネガル，ヨルダン，インド各 1件）。 

 変動金利適用案件の承諾：円借款の魅力を高めるため，所得階層が低所得国以上である借入国向け

に変動金利制度を導入している。2016 年度はインドネシア 3 件，パキスタン，パナマ，ヨルダン，

インド各 1件に対して変動金利適用案件を承諾した。 
 

2. 与信先の信用力審査と機構内の金融リテラシー向上 

 与信先の信用力審査を事業部と審査部が適切に連携して実施した。難易度の高い海外投融資案件を

含め，出融資判断時に事業部提案及び審査部意見書を踏まえて与信に係る意思決定を行った。 

 機構内の金融リテラシー向上のため，プロジェクトファイナンス研修（計 2 回，延べ約 40名参加），

財務分析研修（計 2 回，延べ約 60 名参加）を実施した。また，機構内の経済知識向上のため，マ

クロ経済研修（計 2 回，延べ約 80 名参加），ファイナンシャルプログラミング・債務持続性分析
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研修（延べ約 35名参加），IMF セミナー（計 2 回，延べ約 70名参加）を実施した。 

 

指標 14-6 海外投融資事業の実績及び実施態勢の強化に向けた取組状況 

 外部向けセミナー及び外部との面談を通じ，民間企業の有するニーズの把握，及び有望な海外投融

資の発掘に努めた。また，国際金融公社（IFC），ADB等の国際機関との意見交換を通じ，連携案件

の発掘にも努めた。 

 新規案件の出融資調印は 6件 184億円の実績となり，件数ベースで海外投融資再開後の単年度当た

り最大規模の実績となった。主な事例は以下のとおり。 

 日本 ASEAN 女性エンパワーメントファンド：ASEAN ビジネス投資サミットでの安倍首相のスピ

ーチ（2015 年 11 月）に基づき，女性のエンパワーメントに焦点を当てたマイクロファイナン

スのための新たなファンドとして JAPAN ASEAN Women Empowerment Fund が設置され，同ファ

ンドと出資契約書を締結した（9 月）。住友生命を始めとする国内機関投資家や国際協力銀行

（JBIC）も出資している。 

 中東・北アフリカ支援ファンド：日本政府が IMF・世銀春季会合で発表した難民問題への貢献

策の一つとして，IFC の中東・北アフリカファンドへの出資に係る出資契約書を締結した（4

月）。「アラブの春」として 2011 年初頭から本格化した民主化運動以降，不安定な経済社会

状況が続く中東・北アフリカ地域に対し，中東・北アフリカ地域への民間投資促進等を通じて，

経済・社会安定化に寄与することを目的としている。2012 年 10 月の海外投融資業務の再開以

降，中東・北アフリカ地域向けでは初の海外投融資事業となる。（No.6-1参照） 

 ツェツィー風力発電事業（モンゴル）：電力需給逼迫の緩和への貢献や自然エネルギーの促進

のため，自然エネルギー分野で初の海外投融資ドル建てプロジェクトファイナンス案件となる

風力発電所建設に係る出資契約書を締結した（9月）。（No.2-1「資源・エネルギー」，No.8-2

参照） 

 オフグリッド太陽光事業（タンザニア）：TICAD VI 支援策の実現として，Digital Grid 社に

よるオフグリッド太陽光事業（未電化地域の村落にあるキオスク（小売店）への太陽パネル設

置と BOP層に対する LEDランタンの充電・レンタルや携帯電話の充電サービスの提供等）に対

し，海外投融資の出資契約を締結した（10 月）。2012 年 10 月の JICA 海外投融資業務の再開

以降，サブサハラ・アフリカ地域向け，ベンチャー投資事業向け双方にとって初の案件となっ

た。（No.2-1「資源・エネルギー」，No.8-2参照） 

 海外投融資に係る制度拡充：「質の高いインフラ輸出イニシアティブ」における制度拡充の一環と

して，「JICA海外投融資についてのよくある質問と回答」を機構ウェブサイトに掲載した。 

 

指標 14-7 無償資金協力事業の実績 

 外務省の開発協力重点方針を推進するための無償資金協力事業を実施した結果，2016年度の贈与契

約（G/A）締結件数は 140 件，締結額の実績は 980 億円（2015 年度 154 件，1,117 億円）となった

（図 14-3）。地域別では，引き続きアジア地域が 44.4％と中心となっているが，アフリカ地域の

割合が 2015年度 32.7％から 2016年度 38.7％へと大幅に増加し，両地域で全体の 8割以上（83.1％）

を占めている。 

 分野別では，引き続き道路や港湾，上下水道の建設などの公共・公益事業（53.9％），学校建設な

どの人的資源分野（11.1％），灌漑施設建設などの農林水産分野（9.1％）を中心に実施したほか，


