１．当事務及び事業に関する基本情報

開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（「質
の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）

No.2
業務に関連する政
策・施策

当該事業実施に係る

開発協力大綱，平成 29 年度開発協力重点方針，国際保健のための G7 伊勢志摩ビジ
ョン，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，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，新水道ビジョン，TICAD VI ナイロビ宣言，持続可能
な開発目標（SDGs）実施指針，未来投資戦略 2017

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

根拠（個別法条文等）
当該項目の重要度，

【重要度：高】

難易度
関連する政策評価・

平成 29 年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力

行政事業レビュー

平成 29 年度行政事業レビューシート番号 0127 無償資金協力，0128 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情報

目標値 /
達成目標

（定量指標）
機構の支援を得た保健医療サービ

130 万人

スの裨益想定人口（2016 年から 2018

（注１） ）

年）

年

44 万人

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

44.3 万人

） （2016-2018）

学びの改善のための支援により裨益

1,000 万人

した子供の人数

（注２） ）

200 万人

486 万人

（2017-2021）
②主要なインプット情報

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

支出額（百万円）

18,080

（注１） 日本政府公約である TICAD VI の達成目標を基に，機構貢献分を 65％と想定して設定する。
TICAD VI の目標値：2016 年から 2018 年に 200 万人
（注２） 前中期目標期間の実績と同等の水準を基に設定する。前中期目標期間実績平均 200 万人 /
年
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所

中期目標：3.（2）
，中期計画：1.（2）

年度計画
1.（2）開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（「質の高い成長」とそれを通
じた貧困撲滅）
ア ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を目指した保健システムの強化

・ 平和と健康のための基本方針及び国際保健のためのG7伊勢志摩ビジョン等にも貢献するため，健康
危機への準備態勢強化を含めたUHCの実現や非感染症対策の強化に向けた事業を形成・実施する。

・ 特に，UHCの実現に向け，第三国と連携した能力強化のための国際研修を実施するとともに，国際
的なUHCモニタリング会合で国際機関との連携事例を発信する。また，非感染症対策の能力強化を
目的とした技術協力事業を新たに開始する。
イ 感染症対策の強化
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・ 感染症による健康危機時に対応する公衆衛生上の備えの強化に向けた事業を形成・実施する。また，
国際保健規則（IHR：International Health Regulation）遵守を促進する。加えて，突発的な感染症の拡
大に対応した緊急支援を行う。

・ 特に，アフリカ地域では，新規の技術協力事業や留学制度を活用したグローバル感染症対策に係る
人材育成事業を形成する。

・ 世界保健安全保障アジェンダと連携した活動（ミャンマー，フィリピンに対する合同評価，域内セ
ミナー等）を行う。
ウ 母子保健の向上
母子に対する継続的な保健サービスの提供と乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた事業を形
成実施する。

・ 特に，母子手帳を活用した母子保健の向上のための技術協力事業をガーナで新たに開始する。
・ 開発途上国での母子手帳の普及促進及び国際的な認知向上に向け，世界保健機関（WHO）とともに，
母子手帳に係る国際標準の策定を目的とした母子手帳に係るガイドライン策定を行う。
エ 栄養の改善

・ 「栄養改善事業推進プラットフォーム」の推進にも貢献するため，日本の民間企業の活力も活用し，
栄養改善に向けた事業を形成・実施する。

・ 「食と栄養のアフリカ・イニシアティブ（IFNA：Initiative for Food and Nutrition Security in Africa）」
の目的に合致した栄養改善に資する事業形成のため，IFNA重点対象国を中心に栄養に関する調査
を実施し，その結果を基に，新規及び既存事業に総合的な栄養目標や指標を組み込む。また，IFNA
推進のため，アフリカ開発のための新しいパートナーシップ（NEPAD）等と協力し，第1回パート
ナー会合及び運営委員会を開催するとともに，世界銀行・国際通貨基金（IMF）総会サイドイベン
ト等で栄養分野の重要性とIFNAを通じた日本の貢献を発信する。
オ 安全な水と衛生の向上

・ 安全な水へのアクセスの改善及び持続的・効率的な水の供給，利用，管理や衛生に関する知識や技
術の向上に向けた事業を形成・実施する。

・ 特に，国内外の水道事業のグッドプラクティスや教訓を共有し，開発途上国と日本の水道事業関係
者（民間企業含む）との関係を強化するため，アジアの水道事業体幹部が参加する国際フォーラム
を横浜市とともに開催する。
カ 万人のための質の高い教育

・ 平和と成長のための学びの戦略にも貢献するため，子どもの学びの改善に向けた事業を形成・実施
する。

・ 特に，疎外されている子どもへの教育機会の実現のため，インクルーシブ教育及び難民児童支援に
係る新規の技術協力事業を新たに開始する。また，アフリカ地域4か国では，子どもの学びの改善
を目標とした事業のプログラム化を行う。

・ 子どもの学びの改善の効果的な実現策を検討するためのインパクト評価を実施するとともに，世界
銀行の世界開発報告書及びユネスコの教育グローバルモニタリングレポートに関する協議に参画
し，日本の基礎教育協力の優良事例を世界に発信する。
キ スポーツ

・ スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT：Sports for Tomorrow）をはじめとした政府方針を踏まえた「ス
ポーツと開発」に係る事業方針に基づき，ボランティア派遣，課題別研修や技術協力プロジェクト
等の事業を形成・実施する。その際，競技団体・大学等の関係機関とのネットワークを一層構築す
るとともに，好事例や知見を蓄積する。

・ 特に，機構の体育・スポーツ分野の広報媒体の作成・配布やイベントの開催，相手国政府への発信
に取り組む。
ク 社会保障・障害と開発
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・ 社会保障制度の構築や障害者等の社会的弱者に配慮した事業を形成・実施する。また，障害者の開
発プロセスの参加促進に係る取組や，事業への障害の視点の組込を推進するため，機構事業関係者
に対する研修を実施する。

・ 特に，タイで高齢者介護制度に係る事業成果の課題分析や，ヨルダンで障害のある難民支援のため
の技術協力事業の形成を行う。

・ アジアの持続的発展に向けた高齢者社会への対応に関するセミナーをアジア開発銀行（ADB）と共
催し，日本の取組を発信する。
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照）

・ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）実現に資する，政策・制度の導入・改革，能力強化等
の保健システムの強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 3（特に 3.8）関連）

・ 強じんな保健システムの構築に資する，感染症への対応能力の強化に係る支援の実施状況（SDGs
Goal 3（3.3，3.d）関連）

・ 母子保健サービスの向上に資する，看護・助産人材育成等に係る支援及び母子手帳の普及と国際的
認知の向上に係る取組の実施状況（SDGs Goal 3（3.1，3.2）関連））

・ 栄養状況の改善に資する，分野横断的かつ民間の活力も活用した支援の実施状況（SDGs Goal 2（2.2）
関連）

・ 安全で安価な水の確保に資する，安全な水へのアクセス改善や水の供給・利用・管理や衛生に係る
能力向上支援の実施状況（SDGs Goal 6 関連）

・ 子供の学びの改善に資する，質の高い教育環境の提供，ジェンダー配慮・女子教育の推進，及び疎
外されている人々への教育拡大に係る支援の実施状況（SDGs Goal 4（4.1，4.2，4.5，4.6，4.7，4.a 及
び4.c）関連）

・ スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に資する，関係機関との連携強化やスポーツを通じた支援
の実施状況（SDGs Goal 4 関連）

・ 社会保障制度の構築に係る支援の実施状況（SDGs Goal 1（1.3），8（8.5，8.8），10（10.4）関連）
・ 障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害の視点の組込に係る取組状況（SDGs Goal 4（4.5，
4.a），8（8.5），11（11.7）関連）

３－２．業務実績
No.2-1 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を目指した保健システムの強化
関連指標

2017 年度

基準値

UHC 実現に向けた国家政策の策定に係る協力展開国数

8 か国

5 か国17

保健政策に係る研修実績数

104 人

90 人18

32 施設

9 施設19

非感染性疾患の治療・検査態勢が強化された医療施設数

（1） UHC実現に資する保健システムの強化に向けた具体的な施策の実施状況
① UHCフォーラム2017での発信
・ UHC東京宣言：世銀，WHO，UNICEF，UHC2030及び日本政府とUHCフォーラム2017 を共催し，
UHC推進の重要性に係る国際社会への発信と，2030 年までにUHC を達成すべく取組の加速化をコ

17
18
19

前中期目標期間（2012-2015）実績
前中期目標期間（2012-2015）実績平均
前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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ミットする「UHC東京宣言」の採択に貢献した。機構はフォーラム開催前のグローバルヘルス・リ
ーダー会議，世銀総会，世銀・JICAハイレベル会合等の機会や，世銀・WHO 等と共同製作した報
告書「Business Unusual：Accelerating Progress Towards UHC」，「Moving Toward UHC： 10 Countries
Report」の公表等を通じ，これまでの協力経験に基づく知見を共有した。
・ 主催サイドイベント：「公衆衛生上の緊急事態に対する保健システムレジリエンスと地域のラボネ
ットワークの役割」では，WHO，米国疾病予防管理センター（CDC：Centers for Disease Control and
Prevention），米国国際開発庁（USAID：United States Agency for International Development），アフ
リカ疾病予防管理センター（アフリカ CDC）等と討議し，最後にアフリカの健康危機対応能力強
化を目的としたアフリカCDCとJICAの協力趣意書の署名を締結。また，「SDGs指標のモニタリン
グシステム強化」ではセネガルの取組をモデルとしたUHCモニタリングの議論をリードし，さらに，
「母子継続ケア強化によるUHCへの貢献への支援」では機構役員がモデレーターを務めて UHC達
成に向けた母子継続ケアの重要性を議論する等，知的貢献を行った。
・ UHC戦略の策定，公開：UHC課題別戦略を策定し，同戦略の要旨と事業展開に係る英文パンフレッ
トをUHCフォーラムの展示で配布する等，一般参加者にも積極的な情報発信を行った。
② 国際社会への情報発信
・ 国際会議：UHC 2030ステアリング委員会（機構上級審議役が同委員会初代共同議長に就任）やSDGs
ハイレベルパネルフォーラム（UHC2030主催サイドイベント）に加え，第70回世界保健総会，国連
総会のUHCハイレベルイベント，日独シンポジウム等でUHC達成に向けたグローバルな学び合いと
実践促進の重要性等を発信し，議論をリードした。
・ 保健人材育成の貢献・成果の発信：第4回保健人材グローバルフォーラムでサイドイベントを主催
し，アフリカ仏語圏14か国の保健人材ネットワークを通じた人材育成・配置政策の改善に関する取
組を発信した。


5S-KAIZEN-TQMの表彰：開発途上地域における5S-KAIZEN-TQMの普及展開の取組を紹介した
UHCファイナンス会議や5S-KAIZEN-TQM10周年セミナーでの情報発信（16か国参加），さらに，
世界経済フォーラムや世銀及び国際開発研究所主催による“A New Vision for Development” を受賞
（5S-KAIZEN-TQM手法を活用した協力が革新的ビジョンに基づく事業に選抜）。

・ 非感染性疾患及び高齢化対応に係るUHC国際的枠組みづくりへの貢献：ADBとUHC推進に向けた
協力覚書を署名し，アジア地域での感染症及び非感染性疾患対策，高齢者介護等の取組を通じた
UHC達成に向けた協力を合意した。また，WHO主催の高齢者の健康に係るグローバルコンサルテ
ーションで技術協力事業の成果を発信したほか，ベトナム及びタイ保健省の参加を推薦するなど国
際的な枠組みづくりに貢献した。
③ 第三国等と連携した国際研修
・ 課題別研修「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成のための医療保障制度強化」で，タイ保健省
と連携し，全ての人に財政的負担が可能な保健医療サービス提供のための制度や仕組みづくりに関
する研修を具体的な事例に基づき実施。また，エジプト第三国研修「保健経済」で，保健行政に係
る財源確保やプーリング，費用対効果分析及び計画策定・モニタリング等の研修をエ ジプトの保
健財政・保健経済を事例に実施し，アフリカ8か国の保健行政官の能力強化を行った。
・ タンザニア「地域中核病院マネジメント強化プロジェクト」で，これまでの技術協力を通じて育成
された現地指導者や行政官の協力の下，病院のカイゼン（5S-KAIZEN）推進に係る指導者育成のた
めの能力強化研修を実施し，6か国11名の病院・保健省関係者を育成した。
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世銀，WHO，フランス開発庁（AFD：Agence Française de Développement），ドイツ国際協力公社（GIZ：
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit），USAIDと共催して第3回UHC 共同研修を開
催し，仏語圏アフリカ及びハイチの21か国から保健省，財務省，保険機関等の職員138名が参加し
た。今年度は「保健財源と医療サービス提供を繋ぐ戦略的購買と保健財政の管理」を焦点とし，機
構専門員から日本の健康保険の「診療報酬制度」を紹介し参加者の高い関心を得たほか，UHC の
達成へ向けた日本のコミットメントを積極的にアピールする機会につながった。

④ 各国での具体的な事業
・ ミャンマー「ヤンゴン新専門病院整備計画」：同国内の循環器系疾患，脳神経疾患の診断・治療の
ための病院建設・機材整備計画を支援し，より多くの患者対応が可能となる環境を整備した 。ま
た，地方の中核病院の整備による医療サービス提供能力の強化を通じ，同国のUHC達成を支援。


バングラデシュ「看護サービス人材育成プロジェクト」：ミャンマーのラカイン州から流入する避
難民のヘルスケアを担うキャンプ派遣看護師に対する研修を実施し（2バッチ計67名），現場のニ
ーズに即した看護ケアの提供に貢献した。ミャンマー側においても，同国派遣中の感染症対策アド
バイザーが，本邦企業によるラカイン州での血液保冷や輸送に必要な医療機材の寄贈を保健省と調
整し，それら機材の稼働に必要な発電機や消耗品を調達した結果，同州での安全な血液供給の体制
強化に貢献した。

・ セネガル「UHC支援プログラム」：同国のUHCの達成に向けて，財政支援プログラムの政策アク
ションとして国家保健財政戦略，医療保障マーケティング戦略，無料医療制度マニュアル，医療保
障法案，保健投資計画，保健サービスの質改善戦略及び母子保健統合戦略等の策定を設定し，さら
に，保健行政アドバイザーや円借款実施促進専門家の派遣及び本邦研修等を通じて政策アクション
の達成と同国の総合的な UHC の政策立案に貢献している。
・ コンゴ民主共和国「保健人材開発支援プロジェクト・フェーズ 2」：「国家保健人材開発計画」の
策定・実施を支援しつつ，保健人材データベースの構築及び助産教育基準の導入を支援し，保健人
材の適正配置に向けた基盤を強化した。また，保健教育の質を改善することで，医療人材の偏在や
地域格差の改善，保健サービスの質の向上及びアクセスの改善を支援した。
⑤ 事業終了後の面的展開


モルドバ「医療機材維持管理改善プロジェクト」：技術協力終了から半年経過後も，プロジェクト
で開発した標準フォームを使用するなど活動の継続が見られた。特に，定期メンテナンスの増加
（263回から333回），医療機材使用者向けの研修実施回数の従前水準の維持（17回から16回） 等，
活動の定着が確認された。



ケニア「ニャンザ州保健システム強化プロジェクト」：事後評価で州および県の保健行政マネージ
メントチームの責任，役割に変化なく維持されていたほか，コミュニティヘルスボランティアの報
告率が74％から93％へ上昇，乳幼児死亡率の4％減少，予防接種率の74％から85％への上昇，患者
の待ち時間の短縮等，各種指標の改善を通じ協力成果が得られた。

（2）非感染症対策の強化に向けた具体的な施策の実施状況
・ スリランカ「非感染性疾患対策強化プロジェクト」：有償資金協力「保健サービス改善事業」で，
心血管疾患の診断・治療ニーズ対応のために血管造影装置等を整備した4州4県の中核病院を中心と
して技術支援を実施。非感染性疾患の患者の情報管理制度，血液検査に必要な検体搬送の制度及び
病院間連携でより多くの患者が適切なケアを受ける紹介制度の構築を進め，検査・治療を行う中核
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病院と非感染性疾患のスクリーニングを行う地方医療施設との連携を強化し，非感染性疾患の早期
発見及び適切な診断から治療までの体制が強化された。
・ キューバ「医療機材保守管理・診断能力強化プロジェクト」：がん診療に係る日本製医療機器の品
質管理に関し，キューバ国立医療機器センターの技術者を受け入れて技術研修を実施し，キューバ
における計測・校正基準の策定・制定を支援した。


メキシコ「TRI 法に焦点をあてた低侵襲医療技術の普及プロジェクト」：日本に優位性のある虚血
性心疾患治療の低侵襲医療技術の研修モデルを策定し，同研修が専門医の認定・更新に係る国家制
度の中に初めて組み込まれた（現時点で53名が受講し国家資格認定）。また，現地医療技術改善に
よる具体的な成果として，死亡率低下や入院期間の短縮につながり，相手国政府による研修整備等
の自主的な展開も進行している。



セルビア「国家乳がん早期発見プログラム改善プロジェクト」：横浜市と連携した本邦研修に参加
した乳がん組織型検診担当官21名が，同国保健省により研修コーディネーターとして選出され，同
国での乳がん検診受診者数及び早期発見数の増加に向けた乳がん検診の実施体制強化に貢献した。
さらに同研修を契機に横浜市立大学がベオグラード市の教育機関に対し，乳がん治療に関する本邦
研修の実施等の独自の協力を開始した。

No.2-2 感染症対策の強化
関連指標

2017 年度

感染症対策に係る研修実績数

基準値

6,966 人

6,700 人20

（1）公衆衛生の強化に向けた具体的な施策の実施状況
① 無償資金協力及び技術協力のスキーム連携による体制強化
・ ナイジェリア「疾病予防センター診断能力強化計画」：協力準備調査でBSL3ラボを含む支援を計
画。同センターをベースに「公衆衛生上の脅威の検出及び対応強化プロジェクト」の詳細計画策定
調査を実施し，無償資金協力で整備された検査室のマネジメントや研究・検査能力を技術協力で強
化することで，ナイジェリアの健康危機対応能力のより効果的な向上が期待される。
・ コンゴ民主共和国「国立生物医学研究所整備計画」：現在実施中の無償資金協力と連携し，「新興
感染症対策能力強化プロジェクト」の詳細計画策定調査を実施した。無償資金協力により整備され
た検査室のマネジメントや研究・検査能力を技術協力で強化することにより，コンゴ民主共和国の
感染症サーベイランスシステムや健康危機対応能力をより効率的に強化することが期待される。
② アフリカにおける感染症対策人材の育成
・ グローバル感染症対策：留学制度を活用した人材育成事業を開始し，コンゴ民主共和国，ザンビア，
ケニアから計10名を受け入れた。
・ 地域拠点ラボの第三国研修：ケニア中央医学研究所，ガーナ野口記念医学研究所，ザンビア大学獣
医学部など，過去の協力で強化された地域拠点ラボでの第三国研修を形成した。
（2）国際保健規則（IHR：International Health Regulation）遵守の促進
・ 世界保健安全保障アジェンダ（GHSA：Global Health Security Agenda）との連携：ミャンマーに派
20

TICAD VI の目標値：2016 年から 2018 年に 2 万人
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遣中の感染症対策アドバイザーが，感染症検査機能等に関するGHSAとの合同評価に対してインプ
ットを行ったほか，GHSAアジア域内セミナーに出席し機構の協力事例の共有を行った。また，
GHSAウガンダ閣僚級会合では，ケニア，ガーナ，ザンビア，ナイジェリア，コンゴ民主共和国，
セネガル，フィリピン，ミャンマー，ベトナム，ホンジュラスの感染症分野での協力実績に係る日
本の成功事例を提出した。
・ 合同外部評価（JEE）への参画：ナイジェリア及びザンビアでのIHRの履行状況を分野ごとに確認
する合同外部評価に，機構専門家が参加し技術的インプットを行った。これらの結果は各国のIHR
遵守能力強化を目的としたヘルスセキュリティアクションプランに反映された。
・ マヒドン王子記念保健国際会議（PMAC：Prince Mahidol Award Conferrence）：タイ保健省，世
銀，WHO，国連開発計画（UNDP：United Nations Development Programme）等と共催し，人畜共通
感染症や薬剤耐性等をテーマに新興感染症対策に関する戦略的取り組みを議論した。機構は人間の
安全保障の観点からSDGsゴール3（特に UHC）の達成には，脆弱層当事者の参画と彼らのエンパ
ワメントが不可欠な旨，全体会合やパラレル・セッションを通して一貫して発信，また各国の現場
の感染症対策において必要なリーダーシップについても二国間援助機関の観点から発表したほか，
地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS：Science and Technology Research Partnership for
Sustainable Development）による感染症対策の取組を発信した。
・ アフリカ CDC との連携促進：国際保健規則遵守促進，公衆衛生の備えの強化に向けた連携促進を
目的に，アフリカCDCと協力趣意書（Letter of Intent）を締結した。今後，アフリカの地域拠点ラボ
を通じてアフリカCDCの地域ラボ・サーベイランスネットワークの強化等を支援する。
（3）その他の感染症対策支援
・ 結核対策支援：アフガニスタン「結核対策プロジェクト・フェーズ 3」では，薬剤耐性結核の患者
に対し新しい治療薬デラマニドを処方する環境を整備し，さらに，同国の国立結核プログラムによ
るグローバルファンドへのプロポーザル策定を支援し，2018年から2021年に直視監視下短期化学療
法（DOTS：Directly Observed Treatment, Short-Course）の実施及び遺伝子診断機器購入のための 1,460
万ドルの資金獲得を支援した。
・ 南アフリカ共和国「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成のための保健財政能力強化」では，保
健省事務次官を招聘した際に大塚製薬との面談機会を設定したことにより，同国でのデラマニドの
承認の早期化と国内の早期普及に向けて同次官と大塚製薬の間で合意がなされた。さらに，ケニア
では「結核対策アドバイザー」を通じ，地方自治体である カウンティでの結核ラボ強化のため，
ラボの管理・運営技術，研修計画立案・実施，オペレーショナル・リサーチ等に関する能力強化研
修を延べ714名に実施し，同国の感染症等健康危機対策の強化に貢献した。
・ ミャンマー結核患者のトレーサビリティ向上：エイズ，結核等の感染症対策の支援で，特に結核ラ
ボの検体追跡システムの導入及び指導を行い，患者情報や検査結果の入力負荷を軽減した結果，シ
ステムに台帳機能を持たせて結核患者に係る医療情報トレーサビリティの向上に貢献した。
・ パキスタン「定期予防接種体制強化プロジェクト」：ハイバル・パフトゥンハー州で最もアクセス
困難な地域の集団に対する予防接種サービス提供を支援し，1,630人の乳幼児と妊娠可能年齢の女性
たちに予防接種を行った。そのうち187人の未接種児を特定した。
（4）突発的感染症の拡大に対する緊急支援
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・ コンゴ民主共和国エボラ出血熱アウトブレイク対応：現地派遣中の保健省アドバイザーと連携して
非接触型体温計等の機材を供与すると共に，ザンビアSATREPS事業で北海道大学とデンカ生研が共
同開発したエボラウィルス迅速診断キットの無償提供の協力を得て，相手国内の施設への配布と施
設における迅速なウィルス検査・診断の促進に貢献した。さらに，保健省とともにサーベイランス
の現状，コミュニティ参加状況，サーベイランスシステムの統合にかかる現状調査を行い，カナダ
での国際保健学会にて発表し，医療危機準備体制強化におけるコミュニティサーベイランスの有用
性が確認された。また，これらの調査でエボラ患者の発見，診断，届出を行う上でのエボラ迅速診
断キットの有用性が確認された。
・ マダガスカルにおけるペスト流行に対する緊急援助−物資供与−：8月末からマダガスカル国でペス
トが流行し始め，人から人へ感染する肺ペストの感染が大都市圏を中心に広がっていた。緊急援助
物資として非接触型赤外線体温計，マスク，毛布を供与。物資は同国政府により国内31か所の病院
に配布された。
No.2-3 母子保健の向上
関連指標
母子手帳が新たに正式に導入された国数
母子手帳の導入に向けた働きかけを行った国数
母子保健サービスに携わる看護・助産人材に係る研修実績数

2017 年度

基準値

1 か国

累計 25 か国21

43 か国 / 年

―22

1,542 人

240 人23

（1）乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた具体的な施策の実施状況
・ タジキスタン「ハトロン州母子保健システム向上プロジェクト・フェーズ 2」：5歳未満児及び新
生児死亡率の高いハトロン州の6 つの県における医療施設を対象に，ハイリスク妊産婦や新生児及
び乳児のケアの質の改善や施設間の連携強化，医療機材のマネジメント強化に着手し，母親と子ど
もといった脆弱層の保健医療サービスの質の向上を支援。ハイリスクの妊産婦や低体重の新生児な
どに適切なケアを提供するための二次レベルの医療施設の人材育成や州行政レベルでのケアの質
の確保のための仕組みづくりの構築を支援した。
・ ヨルダン「シリア難民ホストコミュニティ地方部における村落保健センターのサービス向上プロジ
ェクト」：モバイルクリニック（移動式診療車）を遠隔地やシリア難民居住地域に巡回させ，リプ
ロダクティブヘルスを中心に基礎的保健サービスを住民319名（うちシリア難民131名）に提供し，
保健サービスのアクセスに係る格差是正や脆弱層である難民への保健サービスの提供に寄与した。
・ ホンジュラス「国家保健モデルに基づくプライマリーヘルスケア体制強化プロジェクト」：事業を
通じて各種指標の改善が見られ，5回以上の妊婦健診を受けた妊産婦の割合が，プロジェクトサイ
トのエル・パライソ県では34％から55.1％に，レンピーラ県で81％から87.8％に改善した。また，
施設分娩割合がプロジェクトサイトのエル・パライソ県では45％から86.6％に，レンピーラ県では
68％から95.0％に大きく改善した。2017年7月から開始された家庭保健チームによる携帯型超音波機
2015 年度までの累計
新たな取組のため基準値なし
23 「日・ASEAN 健康イニシアティブの目標値：2014 年から 2019 年に 8,000 人」のうち母子保健関
連で 1,200 人）
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器による無料妊産婦検診により，717例がスクリーニングされ（実施前0件），うちハイリスクと診
断された9例が2次病院へ紹介された。これらによりハイリスク分娩を予防し，妊産婦及び新生児死
亡の軽減に寄与するリファラルシステムの構築に貢献した。
・ ニカラグア「チョンタレス保健管区およびセラヤセントラル保健管区における母と子どもの健康プ
ロジェクト」：分娩施設での分娩第3期（後産期）のケアと出産直後の新生児ケアの指標を満たす
割合は，2015年の59.5％から95.4％へ，1～4歳の間で1回目乳幼児健診を受ける割合は，2014年の
47.5％から54.1％へ，施設分娩のためにマタニティホームに宿泊した農村地域の妊婦の割合は，2015
年の42.1％から56.2％へ改善した。
・ ブルンジ「妊産婦・新生児ケア人材の能力強化プロジェクト」：協力対象病院で妊産婦死亡サーベ
イランス会議を実施し，各施設で70～95％の割合で同会議で提言された対処（プロトコールに沿っ
た出産介助の徹底，妊産婦検診の啓発等）が確認された。また，帝王切開後の感染割合がベースラ
インの7.6％から5.73％へ減少し，報告された母体死亡症例のうち医療記録が確認できた割合は
20.1％から98.9％に，ニアミス数では69％から100％に上昇した。
・ セネガル「母子保健サービス改善プロジェクト・フェーズ 2」において，「人間的出産」や科学的
根拠に基づくケア等を中心概念とする母子継続ケアモデルをセネガル全14州に拡大し，母子保健サ
ービスの質の改善に貢献。同国における母子保健統合戦略の策定にも技術的な支援を行った。
（2）母子手帳の普及促進及び国際的な認知向上
・ 母子の健康に関わる家庭用記録ガイドライン案の策定：WHOと連携し，母子手帳を含む母子の健
康に関わる家庭用記録の国際標準の設定を目的にガイドライン案を策定した。策定に係る資金的な
貢献に加え，機構及び機構がこれまで協力した国における知見や経験を2017年12月に開催されたガ
イドライン策定会議において参加者にインプットした。
・ 各国のニーズに対応した母子手帳の普及展開：ガーナで全国標準母子手帳のパイロット版が完成し
たほか，アンゴラでも母子手帳の普及に向けたプロジェクトが開始され，母子手帳の全国標準版が
完成した。また，アフガニスタンでは，識字率の低さを考慮し，イラストを多用する形でダリ語，
パシュトゥーン語の2か国語で母子手帳プロトタイプが完成したのに加え，パイロット2県（カマ県，
ミルバチャコット県）で配布を開始し，全国展開を視野にいれたパイロット事業を支援した。さら
に，ヨルダンでは，国際連合パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA：United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East）と共同で開発した，機構協力では初となる電子母子手
帳が完成し，2017年4月から運用を開始。

No.2-4 栄養の改善
関連指標

2017 年度

食と栄養のアフリカ・イニシアティブ推進のためのアクションプラン策定国数

24

新たな取組のため基準値なし
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10 か国

基準値
―24

栄養改善に係る研修実績数

33 か国25

―26

（1）「栄養改善事業推進プラットフォーム」の推進
・ 運営委員会の共同議長を務めたほか，プラットフォームメンバー企業が開発途上国での栄養課題を
把握し，彼らの現地のビジネスパートナーを開拓する機会を提供するために「ベトナム栄養改善事
業ビジネスプログラム」を企画・実施して7社11名の参加を得た。開発途上国地域でのビジネスチ
ャンスの開拓のためにJICA課題別研修「母子栄養」では栄養担当官とメンバー企業との意見交換会
を設けた結果，プラットフォームメンバー企業から8名が参加し彼らの知見を深めた。
（2）食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）の推進
・ IFNA 国別アクションプランの策定：IFNA重点10か国全てにおいて，保健分野，農業分野等の相手
国政府関係者及び開発パートナーからの出席を得てIFNAに関する取組方針を議論する現地ワーク
ショップを含む調査を実施し，国別アクションプラン（ICSA：IFNA Country Strategy for ctions）の
素案を策定した。今後，域内ワークショップを経て最終化し，各国にて政府承認を得る予定。
・ JICAのIFNA貢献事業の形成：上記調査の結果を踏まえ，ナイジェリア及びマダガスカルにおける
技術協力プロジェクトの新規計画並びに既存案件に栄養への貢献を含めた機構の国別対応方針案
を策定した。
・ 第1回パートナー会合と情報発信：機構が主催した第1回パートナー会合にアフリカ21か国，国際機
関，二国間協力機関，研究機関，NGO等から閣僚級を含む163名が出席し，IFNAについて国際的な
発信を行った。また，世界銀行や国際通貨基金（IMF）の春季会合や栄養分野では最大級の開催規
模となるSUN Global Gatheringのほか，計12の国際会合等に出席し，スピーチやプレゼンテーション，
パネリスト等として，IFNA及び機構の取り組みを発信した。また，IFNAホームページを立ち上げ
最新情報を掲載したほか，機構ホームページの栄養分野サイトを大幅に拡充している。
・ 国際機関との連携推進による成果拡大：世銀への日本政府拠出の SUN 信託基金の運用にJICAが関
われるよう世銀・日本政府間の合意文書の改訂を実現した。また，外務省及び国連世界食糧計画
（WFP：World Food Programme）と連携し，日本政府補正予算からIFNA関連プロポーザル4件に計
6.5百万ドル相当の拠出が決定した。さらに，Global Nutrition Report の Stakeholder Groupに加入し，
同報告書の国際編集会議に貢献した。
・ 栄養改善パートナー事業：栄養改善に貢献する活動に意欲のあるボランティアや専門家等のネット
ワークを設立し，協力隊訓練所及び専門家派遣前研修で栄養概論の説明と募集を行った結果，354
人が登録している。栄養改善パートナー通信を7月から月次発行し，各地の取組事例の発信と共有
を行っている。なお，パートナー通信は機構サイトでも公表予定。
・ 分野横断的な取組：抜本的な栄養改善のためには，保健や農業，教育，水産等のアクターの関与に
よるマルチセクターでの協力が必要とされるなか，課題別研修「農業を通じた栄養改善」に10か国
12名が参加したほか，「中西部アフリカ地域幼児教育」及び「母子栄養改善」でも農業を通じた栄
養改善についての講義を実施する等セクターを超えた取組を推進した。また，水産分野で初となる

25

課題別研修「農業を通じた栄養改善」
，
「中西部アフリカ地域幼児教育」
，
「母子栄養改善「学校保健」
の計 30 か国及び栄養コンポーネントを含む技プロ（フィジー，キリバス，ソロモン）の国別・現地研
修 3 か国。
26 新たな取組のため基準値なし
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国際栄養ワークショップ「Global Workshop on Nutrition-sensitive Fish Agri-food Systems」に出席し，
国際的な認知を得られつつある水産分野の栄養貢献を証明するエビデンス確立の重要性について
発信を行った。
No.2-5 安全な水と衛生の向上
関連指標

2017 年度

基準値

安全な水にアクセス可能となる人々の人数

701 万人

183 万人27

水の供給・利用・管理や衛生に係る研修実績数

9,104 人

3,050 人28

（1）安全な水へのアクセス改善に向けた具体的な施策の実施状況
・ ヨルダン「第二次北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊急改善計画」：シリア難民ホ
ストコミュニティにおける水供給の改善に向けて，国連プロジェクトサービス機関（UNOPS：
United Nations Oﬃce for Project Services）との間で，機構が実施した協力準備調査を基に24億1,200 万
円を限度とする贈与契約（G/A）を締結。
・ タジキスタン「ハトロン州ピアンジ県給水改善計画」の受賞：タジキスタン初の大型鉄筋コンクリ
ート高架水槽の建設を含む給水施設の整備により，4,800戸に対して安全な水の供給が24時間可能と
なったことにより，土木技術と社会の発展に大きく寄与した画期的なプロジェクトと評価され，土
木学会賞技術賞を受賞した。
・ カンボジア「水道事業人材育成プロジェクト（フェーズ3）」：北九州市との連携により，協力対
象8州都のうち 2 州都に対し無償資金協力の協力準備調査を開始し，ソフト及びハード双方から水
道事業の改善に取り組んでいる。資金協力による施設整備によって顧客拡大の基盤を整え，技術協
力によって研修やOJTを通じた財務・会計知識の向上やコスト削減を図った結果，8州都の公営水道
事業体が全て黒字転換するという顕著な成果を達成している。今後も，技術協力と資金協力を組み
合わせることによって，さらなる給水人口の増加と水道事業経営基盤の強化を図る。
（2）水の供給，利用，管理や衛生に関する知識や技術の向上
・ 「第三回アジア太平洋水サミット」：アジア・太平洋水フォーラムの主催により39か国650名以上
が参加。機構は「持続可能な都市給水のためのガバナンス」をテーマにセッションを主催し，ヤン
ゴン市長，カンボジア工業手工芸省長官等が登壇。約100名の参加者に対し，ガバナンス強化の重
要性を説明した。その結果，ガバナンス強化及び政府の役割の重要性が同サミットの成果文書であ
る「ヤンゴン宣言」に反映された。
・ 水道事業体のネットワーキング強化：横浜市との共催により「第4回アジア地域上水道事業幹部フ
ォーラム」を開催し，アジア13か国の水道担当省庁，水道事業体幹部を含む合計280名の参加を得
た。「水道サービスの普及と質の向上」「財源確保」「ガバナンス」をテーマに各国の課題や教訓
を共有し，日本の自治体を含む水道事業体のネットワーキング強化に貢献した。
・ 自治体連携の促進：地方自治体の関係者と水道分野の協力ノウハウを共有する「自治体等水道事業
関係者勉強会」を2日間にわたって開催し，水道事業体24団体65名が参加した。

27
28

2014-2015 実績均
2013-2014 実績均
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・ 日本の経験の整理・発信，課題的知見の蓄積：「日本の水道事業の経験」を取りまとめてJICAの
HPで公開したほか，ほぼ100％に近い水道普及率を実現させた日本の水道行政体制及び法制度のガ
バナンス強化の取組等を国内外の水道事業関係者やWHO等の国際機関に，国際会議，勉強会等の
場で共有した。また，水資源分野の課題別指針を改訂し，SDGsゴール6に関するポジションペーパ
ーを取りまとめ，従来の水や衛生へのアクセス改善に加え，水の効率的利用や統合水資源管理など
SDGsで追加された項目を踏まえて機構の協力方針を明確化した。さらに，「統合的水資源管理分
野」では同分野の効果的な協力の実施のために横浜市鶴見川，福井県大野市，四国吉野川流域等の
事例の現地調査や情報収集を行い，利害関係者間での合意形成の進め方等，開発途上国向けの協力
へフィードバックするための分析を行った。
・ 「水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究」：開発途上国の官民連携（PPP：Public-Private
Partnership）事例や，民間セクターを活用する上で開発途上国水道事業体が有すべき能力等の留意
事項を取りまとめた。調査研究結果は，2018年度より開始予定のラオス「水道事業管理能力向上プ
ロジェクト（MaWaSU2）」等の技術協力プロジェクトによる制度設計支援等に活用予定である。
・ 衛生分野の協力：「世界トイレの日」にあわせて世界最大のトイレメーカーLIXILが主催したトイ
レに関するシンポジウム（企業関係者，NGO，マスコミ等約50名が参加）にパネリストとして参画
する等，複数のシンポジウム・イベントに登壇した。また，「衛生分野における協力案件リスト」
を作成し，アプローチの難易度が高い衛生分野の更なる協力に向けた情報整備を図った。これによ
り，開発途上国の衛生・トイレに関する協力の必要性を日本国内の業界・関係者と共有し，民間企
業，国際機関，NGO を含むネットワークの構築に貢献した。
・ 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」：パイロット事業で建設した
小学校用トイレが，UNICEFが実施した「学校給水・衛生施設のデザインと使用の評価調査」で「学
校衛生施設の良きモデル」と高く評価された。特に，低学年から高学年，障害者を含む全ての生徒
が使用可能とするスロープや手すりの設置や，女子生徒やプライバシーに配慮した設計等が高く評
価された。今後，同国政府や他ドナー等を通じて協力の成果が他地域・州へ普及されることが期待
されている。
No.2-6 万人のための質の高い教育
関連指標
疎外されている人々に配慮した教育支援アプローチ（研修教材等）の開発件数

2017 年度

基準値

3 件

1 件29

（1）子どもの学びの改善に向けた具体的な施策の実施状況
・ 「みんなの学校プロジェクト」の開発モデルの展開：ニジェールにて，世界銀行及び教育のための
グローバル・パートナーシップ（GPE：Global Partnership for Education）との連携により，みんなの
学校プロジェクトが開発した「学校補助金有効活用モデル」を小学校3,000校，算数ドリルを含む「質
の改善モデル」を小学校3,500校に導入した。また，UNICEFも小学校100校にて「学校補助金有効活
用モデル」を導入し，さらに，ボコ・ハラムの影響を受ける子どもが多いディッファ州のオールタ
ナティブ教育センター12校に同算数ドリルを導入した。
・ ミャンマー全土で教科書の一斉導入：技術協力事業で開発された小学1年生用の新規教科書が，先
29

前中期目標期間（2012-2015）実績は，4 件
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方政府により2017年6月より全国の小学校に一斉導入され，全土で130万人に裨益した。
・ エルサルバドル全土で数学教科書の一斉導入：技術協力事業で開発した中学7-9年生の数学教科書
が先方政府により2018年2月より全国の中学校に一斉導入され，全土で28万人に裨益した。
また，今次プロジェクトの介入効果の検証を目的に，インパクト評価を2017年9月から開始し，教
科書の有効活用等に係る政策提言に繋げる予定。
・ 読み書き速習活動による学習能力の向上：インドの大手NGOプラサムと連携し，同NGOが開発し
た読み書き速習活動（国際学術誌にも掲載され教育分野に限らず世界的に評価の高いアプローチ）
の知見を応用し，ニジェール及びマダガスカルのみんなの学校プロジェクトに導入し，パイロット
校児童を対象に読み書き・計算向上の取組を実施した。試行の結果，10日間のプログラムで文章を
読める児童（初等第 3 学年から第 5 学年対象）が34％から72％に増加した。
・ ザンビア初等算数教育に係るプロジェクト研究：学校に通う子どもの基礎的計算の問題に見られる
初等算数教育の根本的な課題の分析と，同国の全国の子どもの学びの改善に向けた教育パッケージ
の開発に向けたプロジェクト研究をザンビア教育省と合同で開始した。
・ カンボジア教員養成改革支援：技術協力事業，無償資金協力，新留学生プログラムを組み合わせ，
2年制教員養成の4年制化にかかる教員養成改革支援を開始した。政策支援，シラバス及び教材開発，
教官の修士取得支援に着手した。
（2）インクルーシブ教育及び難民児童支援に係る新規の技術協力事業
・ スリランカ：インクルーシブ教育案件の立ち上げに係る詳細計画策定調査を行い，討議議事録（RD）
を署名した。障害児教育の支援の中でも通常校をメインターゲットとした初の技術協力プロジェク
ト。
・ レバノン：同国教育省関係者の本邦招聘を通じ，日本型教育の理解促進や同国内のシリア難民児童
にも裨益する学校運営改善に係るパイロット活動を実施し，今後の技術協力の円滑な開始・展開に
向けた情報収集を行った。
・ ブラインドサッカー・教材開発における情報保障：教育ナレッジマネジメントネットワークのイン
クルーシブ教育小タスクの主催で，機構内向けにブラインドサッカー体験及び教材開発における情
報保障を実施し，機構関係者のインクルーシブな視点（障害理解及び多様性理解）の涵養に取り組
んだ。
・ アフガニスタン全国の教員養成校で開発科目の導入：技術協力で開発した特別支援教育の科目6 教
科16単位にかかる教員養成校教官向けの研修が実施され，約100名が受講し，全国導入の準備が整
った。
（3）日本の基礎教育協力の優良事例の発信
・ 世界開発報告書及びユネスコの教育グローバルモニタリングレポートへの知的貢献：策定協議に参
画し，ニジェール及びブルキナファソのみんなの学校プロジェクトのインパクト評価の結果を論文
にまとめ，世界銀行など関係者と共有した結果，両論文が2017年10月に出版された世界開発報告書
に引用された。また，広島大学が翻訳監修するユネスコの教育グローバルモニタリングレポートの
2017年版和訳版の編集に協力した。その際，同レポートの責任者に対して2019年版のレポートのテ
ーマ（マイグレーション）との関連で機構の事業（留学生，難民）の説明や関連研究レポートの提
供を行った。
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No.2-7 スポーツ
関連指標

2017 年度

ボランティアを通じた活動の裨益者数
スポーツ分野における新規ボランティアの派遣人数

基準値

11.5 万人

7.3 万人30

265 人

2020 年に 162 人31

（1）スポーツと開発
① ボランティア派遣，課題別研修や技術協力プロジェクト等の事業の実施
・ スポーツ隊員の派遣：日本式体育が持つ多様な価値（全員参加・礼節促進）の普及を通じたSDGs
への貢献のために，体育分野のボランティアの他，柔道等各種スポーツ分野の隊員を派遣した。ネ
パールでは障害児・者支援の隊員がネパールボッチャ協会に配属され，同国初のボッチャ選手権を
開催し障害者スポーツの普及に貢献した。
・ ボスニア・ヘルツェゴビナ「スポーツを通じた信頼醸成プロジェクト」：民族ごとに施行されてい
るカリキュラムの統合に向けた教育改革で体育科カリキュラムの統合が9月から本格化し，技術協
力事業による支援を実施している。
・ 課題別研修「学校体育」：筑波大学と連携し，自国の体育科教育の現状把握と改善提案を目的に8
か国16名の研修員受入を実施し，各国の体育教育の現状・課題が整理され，学校体育の普及・質の
向上に係るアクションプランが策定された。
・ 課題別研修「スポーツを通じた障害者の社会参加の促進」：障害者のエンパワメントや障害者スポ
ーツを幅広く学び，自国で適用可能な障害者スポーツの各種ルールや指導法，広報の在り方に関す
る知識・技術を身につけるために，9か国12名の研修員受け入れを実施した。スリランカでは，帰
国研修員が州の特別支援学級にて卓球バレーの普及活動を進めている。
② 競技団体・大学等の関係機関とのネットワークの構築
・ 「スポーツと開発」協力構想会議：スポーツ庁及び東京2020組織委員会からの有識者を招いた協議
体を形成し，「スポーツと開発」事業取組方針の策定に着手した。
・ 大学連携：スポーツ競技に実績のある中京大学，広島大学，流通経済大学及び福岡教育大学と新た
に連携協定を締結し，5件の連携ボランティア派遣を行った。
③

機構の体育・スポーツ分野の広報媒体の作成・配布やイベントの開催，相手国政府への発信

・ ユネスコ大臣会合での発信：事前にスポーツ庁と密に情報交換を行い，日本型体育教育の推進に関
する機構の取組について文部科学大臣を通じて発信し，参加各国に広く周知した。
・ ASEAN スポーツ大臣会合ラウンドテーブル出展：JICA「スポーツと開発」取組について紹介した
パネルを出展し，ASEAN 諸国のスポーツ・体育分野のハイレベル関係者に広く周知。
・ タンザニア初の女子陸上競技会：情報・文化・芸術・スポーツ省との共催で女性の社会参画を促す
初の女子陸上競技会「LADIES FIRST」を開催した。2020年の東京オリンピックに向けた公式記録
会の位置付けの下，合計105人が参加。現地に進出する本邦企業も運営資金の一部やT シャツ等の
物品を提供し大会を支援した。

30
31

2014-2015 実績平均
SFT 目標値（2012 年度実績（81 人）を 2020 年までに倍増）
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No.2-8 社会保障・障害と開発
関連指標

2017 年度

基準値

社会保障に係る研修実績

135 人

128 人32

障害に関する研修等に参加した機構事業関係者の人数

467 人

213 人33

（1）社会保障制度の構築に向けた具体的な施策の実施
① 高齢化分野の連携に係るADBとのMOU締結
・ 機構の地域包括ケアシステム構築に係る協力の紹介と，地域に根差した包括的なケアを推進する能
力強化のアプローチの重要性を共有した。機構理事長及びADB総裁が覚書（MOU： Memorandum of
Understanding）に署名し，アジア・太平洋地域での健康危機対応に係る戦略的な連携につき合意し
た。
・ 課題別研修「アジア地域における高齢化への政策強化」：7か国から11名の研修員を受け入れ，国
立保健医療科学院との連携で研修を実施した。9月に行われたADB-JICAハイレベル・リトリートで
MOUの進捗確認の一環として，同研修にADBから2名のオブザーバー参加を得た。世銀からも専門
家2名がオブザーバーとして参加した。


インドネシア「社会保険実施能力強化プロジェクト」：社会保険の適用や保険料徴収に課題を有す
る同国において，日本の社会保険労務士制度をモデルとした資格制度（社会保障士制度）を構築す
ることを目標とする機構初の事業。案件形成段階から日本の全国社会保険労務士会連合会の全面的
な協力を得て実施。12月にはインドネシア労働保険庁（BPJS雇用）と同会の協力協定締結につなが
った。



タイ「高齢者のための地域包括ケアサービス開発プロジェクト」：8月に終了した「要援護高齢者
のための介護サービス開発プロジェクト」では，同国の高齢者介護サービスのモデル開発を行い，
協力対象地域の65％で日常生活動作の指標が改善する等の成果が見られ，タイ政府による介護サー
ビスの予算化につながった。6月にはマレーシア，ベトナム等10か国から関係者を招聘した経験共
有セミナーを開催した。また，後継案件として，これまでの協力で築いてきた地域における介護の
体制を活かしつつ，高齢者が要援護状態に陥らないように新たに医療と介護の連携強化（急性期医
療から在宅医療に円滑に移行するためのケア提供の仕組み）を重視した協力を開始した。

（2）社会的弱者への配慮に向けた具体的な施策の実施
・ 能力強化研修「障害と開発分野」：機構の「障害と開発」分野の取組への関与を目指す人材の育成
を目的とし，主にコンサルタント，医療・障害福祉関係者，NGOを対象に，今年度は17名に実施し
た。
・ エジプト「情報アクセシビリティ改善による障害者の社会参画促進プロジェクト」：印刷物を読む
ことに障害のある人が理解しやすい形式で図書・文書を提供するための，情報通信技術（ICT）を
活用した「アクセシブルな情報システム（DAISY：Digital Accessible Infomation System）」を導入す
るJICA初の技術協力事業となり，詳細計画策定調査を実施。
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・ ヨルダン「障害者の経済的エンパワメントおよび社会参加促進プロジェクト」：ヨルダンで生活す
る障害のあるシリア難民も裨益対象とした障害者の就労移行支援としてのジョブコーチサービス
の事業化を支援する協力を開始した。
・ 資金協力事業設計における障害配慮：円借款事業（フィリピン マニラ首都圏地下鉄事業（第一期），
フィリピン「幹線道路バイパス建設事業（III）」，インドネシア「ジャカルタ特別州下水道整備事
業」，インドネシア「ジャカルタ都市高速鉄道事業フェーズ2（第一期）」，インドネシア「パテ
ィンバン港開発事業（第一期）」，ジョージア「東西ハイウェイ整備事業（フェーズ2）」）につ
いて設計段階での障害配慮に関する提言を行った。また，無償資金協力（ブルキナファソ「第二次
中学校校舎建設計画」，マラウイ「ドマシ教員養成大学拡張計画」，サモア「ヴァイシガノ橋架け
替え計画」，スワジランド「包摂的な教育の推進のための中等学校建設計画」，モンゴル「ウラン
バートル市初等・中等教育施設整備計画）」）にて障害配慮を加えた施設設計（スロープ等）を取
り入れることとした。
・ 情報整備・発信：本部のバリアフリーアクセスマップと文章による案内を和英版で作成し，HPに掲
載したほか，機構の「障害と開発」パンフレットを更新した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
国際保健のためのG7伊勢志摩ビジョンやTICAD VIのナイロビ宣言等を踏まえ，引き続き，「持続可
能な開発目標（SDGs）推進本部」とも連携しつつ，SDGs達成に向けた新たな分野・パートナーとの取
組の検討及び着実な案件の形成，実施等に期待したい。（2016 年度主務大臣評価報告書，No.1「貧困
削減（MDGs達成への貢献）」）

＜対応＞
政府政策及び公約並びに SDGsの達成に向けて，以下の支援を実施している。
保健：UHC を目指した保健システムの強化に向けて，地域保健，保健人材，中核病院強化，健康保
険制度等の支援を実施し，UHC フォーラム2017での議論及びUHC東京宣言採択に貢献した。感染症及
び公衆衛生の緊急事態への対応強化では，SATREPSとの連携による科学技術の適用や，アフリカ CDC
及びWHOとの連携体制の強化，民間企業と協力した結核等に係る薬剤耐性分野への取組を推進してい
る。
質の高い教育：子どもの学びの改善に向けてカリキュラム改訂・教材開発，日本型教育の展開・推進，
教員養成改革支援等に取り組んだ。また，国内の大学等と連携した留学制度を活用した人材育成事業の
更なる推進や，各国の拠点大学・地域拠点大学等の能力強化等を通じた高度人材の育成支援を進めてい
る。
安全な水：アジア地域ではカンボジアの経験をモデルとする水道事業体の総合的能力強化及び知見・
経験の共有促進に向けた支援を国内の地方自治体，省庁，大学・研究機関等の協力を得て実施し，SDGs
達成に向けて保健衛生改善に向けたナレッジの蓄積にも取り組んでいる。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：A
根拠：一部の評価指標において目標水準を上回る成果を上げていることに加え，年度計画に照らして質
的な成果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断されることから，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。
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具体的には，包摂性に留意しつつ人々の基礎的生活を支える人間中心の開発に貢献した。特に，①
UHC，TICAD，SDGs等の達成に向けた関係者との連携の推進と各分野の国際会議での主導的発信（UHC
フォーラム等），②相手国ニーズに対する日本の技術・制度の導入の支援（メキシコ低侵襲医療技術の
国家制度化，ミャンマー教科書全国配布，インドネシア社労士制度等），③協力困難地域に対するアウ
トリーチ（ヨルダン，コンゴ民），④SDGs達成に資する定量指標の改善（母子保健指標），⑤日本の医
療技術輸出に向けた貢献等，特筆すべき成果をあげた。
1.

UHCを目指した保健システムの強化

○

UHC実現に資する政策策定支援を8カ国で展開し，保健政策に係る研修を104人に実施。アジアの感
染症・非感染症疾患対策，高齢者介護等の取組に係る ADB との協力覚書締結。

○

これまでの協力対象国をパートナーとした第三国研修を実施（タイ，エジプト，タンザニア）。

◎

UHC推進の主導的な取組【①】：「UHC東京宣言」採択への貢献。UHCフォーラム等国際会議等
での情報発信と議論の主導。国際機関連携でのUHC研修の開催。

◎

ミャンマー・ラカイン州からの避難民ヘルスケア支援【③】：難民キャンプ派遣看護師の育成と本
邦企業と連携した医療機材提供による安全な血液供給の体制強化。

◎

日本の技術・制度の現地化【②，⑤】：メキシコ虚血性心疾患治療技術の研修モデルの国家制度化，
セルビア乳がん検診技術の省庁研修導入と横浜市連携。

2.

感染症対策の強化

○

施設整備（無償）と人材育成（技協）の連携による公衆衛生能力基盤の強化（ナイジェリア，コン
ゴ民主共和国）。WHO 国際保健規則の遵守促進。

◎

ミャンマー結核感染防止に向けた技術導入【③】：検体追跡システムの導入，患者トレーサビリテ
ィの向上。

◎

科学技術と連携したエボラ出血熱対策への貢献【③】：SATREPS開発のエボラ迅速診断キットの提
供，健康危機準備体制下におけるサーベイランスの有用性の発信。

3.

母子保健の向上

○

WHOと連携した母子保健手帳のガイドライン案の策定。

◎

難民コミュニティへのアウトリーチ【③】：モバイルクリニック（移動式診療車）の巡回（ヨルダ
ン）。ヨルダン電子母子手帳完成。

◎

保健指標の具体的な改善【①】：SDGs（ゴール3）にも関連する妊婦検診率，新生児ケア等の指標
が改善（ホンジュラス，ニカラグア，ブルンジ）。

4.

栄養の改善

○ 「栄養改善事業推進プラットフォーム」の体制構築，企業のマッチング支援（ベトナム）
◎

IFNAアクションプラン策定支援【②】：政府承認を得るべく重点10か国でドラフト策定を支援。

5.

安全な水と衛生の向上

○

安全な水へのアクセス改善に係る自治体等と連携した具体的な支援事業の実施（ヨルダン，タジキ
スタン，カンボジア）。

○

日本の水道事業の知見を国際社会へ積極的に発信（アジア太平洋水サミット（ヤンゴン宣言），ア
ジア地域上水道事業幹部フォーラム）

◎ タジキスタン給水支援事業受賞【④】：4,800戸の水整備で土木学会賞技術賞受賞。
6.

万人のための質の高い教育
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○

子どもの学びの改善に資する質の高い教育環境の提供。「みんなの学校プロジェクト」の開発モデ
ルの展開等。

◎

協力成果の国家承認【④】：ミャンマー，エルサルバドルで先方予算による教科書の全国一斉配布，
アフガニスタン教員養成カリキュラムの全国一律導入。

7.

スポーツ

○

スポーツ隊員派遣，課題別研修等を通じた体育教育の普及を支援。

8.

社会保障・障害と開発

○

障害者支援事業の実施（エジプト，ヨルダン）。資金協力での障害者配慮。

◎

日本型社会保健制度の現地導入と展開支援【②，⑤】：インドネシア社会保険労務士制度，タイ介
護サービス制度の導入及び相手国政府での予算化。

＜課題と対応＞
国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン，UHC フォーラム東京宣言，平和と成長のための学びの戦略，
食と栄養のアフリカ・イニシアチブ等政府政策を踏まえつつ，SDGs 達成や TICAD ７I の打ち込みに
向け教育・保健等のソフトインフラ，人への投資において役割を果たす。また，社会保障制度づくりの
支援を通じ，公平で包摂的な社会の確立に向け貢献する。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進に向けた取組について，機構の活
動として，以下の実績が認められる。
１．UHC を目指した保健システムの強化
UHC 実現に資する政策策定支援を 8 か国で展開した他，保健政策に係る研修を 104 人に実施，非感
染性疾患の治療・検査体勢を 32 の医療施設で強化した。
国際機関や第三国と連携した取組として，タイ，エジプト，タンザニアにおいて，これまでの協力
対象機関をパートナーとして第三国研修を実施したことに加え，世銀，WHO，フランス開発庁（AFD）
，
ドイツ国際協力公社（GIZ）
，USAID と共催して UHC に係る国際研修を実施した。また，アジアの感染
性・非感染性疾患対策，高齢者介護等の取組を通じた UHC 達成に向けて，ADB との協力覚書を署名し
た。
スリランカ，キューバ，メキシコ，セルビアにおいて，非感染症対策の強化に向けた取組を実施し，
特にメキシコにおいては，日本に優位性のある虚血性心疾患治療技術の研修モデルを策定し，同研修
が国家制度化された。また，セルビアにおいては，横浜市と連携した本邦研修に参加した乳がん組織
型検診担当官が同国の研修コーディネーターとして選出され，同国の乳がん検診の実施体制強化に貢
献したほか，同研修を契機に横浜市立大学がベオグラード市の教育機関に対し，乳がん治療に関する
本邦研修を実施する等の独自の協力が開始されており，機構の取組を通じた日本の技術・制度の展開
に繋がっていることが評価される。
また，
「UHC フォーラム 2017」を，世銀，WHO，UNICEF，UHC2030 及び日本政府と共催した他，複数
のサイドイベントを主催し，フォーラム開催前のグローバルヘルス・リーダー会議や世銀総会，世銀・
JICA ハイレベル会合等の機会や，世銀・WHO 等と共同制作した報告書の公表等を通じ，これまでの協
力経験に基づく知見の共有に取り組み，
「UHC 東京宣言」の採択に貢献したことが評価される。加えて，
世界経済フォーラムや世銀，国際開発研究所主催による“A New Vision for Development”において
5S-KAIZEN-TQM 手法を活用した協力が革新的ビジョンに基づく事業として受賞するなど，国際社会へ
の情報発信に取り組み，高い評価を得たことも留意する。
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加えて，バングラデシュにおいて，ミャンマーのラカイン州から流入する避難民のヘルスケアを担
う難民キャンプ派遣看護師に対する研修を実施し，現場のニーズに即した看護ケアの提供に貢献した
こと，また，ミャンマーにおいても，同国に派遣中の感染症対策アドバイザーが，本邦企業と連携し
て医療機材提供を実施し，同州での安全な血液供給の体制強化に貢献したことは，治安や紛争影響下
での特殊な要因下で事業運営を行う難易度の高い取組に対して，避難民支援に対する多様なアプロー
チを企業等とも連携しつつ実施した創意工夫による成果として高く評価される。
２．感染症対策の強化
感染症対策に係る研修を 6,966 人に対して実施したほか，ナイジェリア及びコンゴ民主共和国にお
いて，施設整備（無償）と人材育成（技協）の連携による公衆衛生能力基盤の強化に取り組んだ。ま
た，グローバル感染症対策として，留学制度を活用した人材育成事業を開始し，コンゴ民主共和国，
ザンビア，ケニアから計 10 名を受け入れた。
世界保健安全保障アジェンダ（GHSA）との連携については，ミャンマーに派遣中の感染症対策アド
バイザーが，感染症検査機能等に関する GHSA との合同評価に対してインプットを行った他，GHSA ア
ジア域内のセミナーや，GHSA ウガンダ閣僚級会合において，協力事例の共有を行った。
国際保健規則（IHR）遵守の促進としては，ナイジェリア及びザンビアでの IHR の履行状況を確認
する合同外部評価に，JICA 専門家が参加して技術的インプットを行い，各国の IHR 遵守能力強化を目
的としたヘルスセキュリティアクションプランに反映された。
特筆すべき取組としては，ミャンマーにおいて，結核ラボの検体追跡システムの導入及び指導を行
い，患者情報や検査結果の入力負荷を軽減した結果，結核患者に係る医療情報トレーサビリティの向
上に貢献したことは，結核感染防止に向けた技術導入として評価される。
また，コンゴ民主共和国でのエボラ出血熱アウトブレイクに対しては，現地派遣中の保険省アドバ
イザーと連携して非接触型体温計等の機材を供与するとともに，SATREPS 事業で開発したエボラウィ
ルス迅速診断キットの提供等を通じて，迅速なウィルス検査・診断の促進に貢献した。また，保険省
とともにサーベイランスに係る現状調査を実施し，カナダでの国際保健学会で発表し，医療危機準備
体制強化におけるコミュニティサーベイランスの有用性が確認されるなど，困難な環境下において機
構の別スキームの事業との連携等を通じた創意工夫により発現した成果として評価する。
３．母子保健の向上
WHO と連携し，母子手帳を含む母子の健康に関わる家庭用記録の国際基準化を目的にガイドライン
案を策定した。また，ガーナにおいて全国標準母子手帳のパイロット版を完成させたほか，アンゴラ，
アフガニスタン，ヨルダンで母子手帳の普及展開に取り組んだ。
タジキスタン，ヨルダン，ホンジュラス等で乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた取組を実
施し，特にホンジュラス，ニカラグア，ブルンジでは，機構の取組を通じて SDGｓ（ゴール３）に関
連する，妊婦健診率や新生児ケア等の各種保健指標の改善が見られたことが評価される。
ヨルダンにおいて，モバイルクリニック（移動式診療車）を遠隔地やシリア難民居住地域に巡回さ
せ，リプロダクティブヘルスを中心に基礎的保健サービスを住民 319 名（うちシリア難民 131 名）
に対して提供し，保健サービスのアクセスに係る格差是正や脆弱層である難民への保健サービスの提
供に寄与したこと，加えてヨルダンにおいて国際連合パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）と共同
で開発した機構協力では初となる電子母子手帳が完成・運用を開始したことは，難民コミュニティへ
のアウトリーチを拡大する取組として高く評価される。
４．栄養の改善
ベトナムにおいて「栄養改善事業推進プラットフォーム（NJPPP）」運営委員会の共同議長を務めた
ほか，
「ベトナム栄養改善事業ビジネスプログラム」を企画・実施して，プラットフォームメンバー
企業が開発途上国での栄養課題を把握し，現地ビジネスパートナーを開拓する機会を提供した。
また，IFNA に係る取組として，IFNA 第 1 回パートナー会合を主催し，同イニシアチブを国際的に
発信したほか，IFNA 重点 10 か国すべてにおいて，取組方針を議論する現地ワークショップを含む調
査を実施し，国別アクションプランの素案を策定したこと，更に同調査結果を踏まえ，ナイジェリア
及びマダガスカルにおいて技術協力プロジェクトを新規計画し，栄養への貢献を含めた JICA の国別
対応方針案を策定したことが IFNA 推進に係る具体的取組として評価される。
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５．安全な水と衛生の向上
ヨルダン，タジキスタン，カンボジア等において，安全な水へのアクセス改善に向けた取組を実施
し，701 万人が安全な水にアクセス可能となり，9,104 人に対して水の供給・利用・管理や衛生に係
る研修を実施した。
国内外の水道事業のグッドプラクティスや教訓の共有に係る取組として，
「日本の水道事業の経験」
を取りまとめて JICA の HP で公開したほか，日本の水道行政体制及び法制度のガバナンス強化の取組
等を国内外の水道事業関係者や WHO 等の国際機関に，国際会議，勉強会等の場で共有した。
また，横浜市との共催により，
「第 4 回アジア地域上水道事業幹部フォーラム」を開催し，アジア
13 か国の水道担当省庁，水道事業体幹部の参加を得たことで，日本の自治体を含む水道事業体のネッ
トワーキング強化に貢献した。
特筆すべき成果としては，タジキスタンにおいて，国内初の大型鉄筋コンクリート高架水槽の建設
を含む給水施設の整備を通じ，4,800 戸に対して 24 時間安全な水の供給が可能となり，同事業が土
木技術と社会の発展に大きく寄与した画期的なプロジェクトと評価され，土木学会賞技術賞を受賞し
たことは，機構の取組が外部機関等から高い評価を得た事例として評価される。
６．万人のための質の高い教育
阻害されている人々に配慮した教育支援アプローチ（研修教材等）の開発件数は 3 件となり，前中
期目標期間中の実績（4 件）に基づく基準値（1 件）を上回った。また，スリランカにおいて，イン
クルーシブ教育案件立ち上げに係る詳細計画策定調査を実施したほか，シリア難民児童が急増するレ
バノンにおいて，同国教育省関係者の本邦招聘を実施し，今後の技術協力の円滑な開始・展開に向け
た情報収集を行った。
ミャンマー及びエルサルバドルにおいて，技術協力で開発した教科書が先方政府予算により全国に
一斉配布されたことは，機構の取組が先方政府から高い評価を得た事例として評価される。エルサル
バドルの事業については，介入効果の検証を目的として，インパクト評価を実施し，教科書の有効活
用等に係る政策提言につなげることを予定している。
７．スポーツ
スポーツ分野における新規ボランティアを 265 人派遣したほか，
「学校体育」，「スポーツを通じた
障害者の社会参加の促進」等の課題別研修や，ボスニア・ヘルツェゴビナにおいて，体育科カリキュ
ラムの統合に向けた支援を実施した。
関係機関とのネットワーク構築については，スポーツ庁及び東京 2020 組織委員会からの有識者を
招いて「スポーツと開発」協力構想会議を開始した他，スポーツ競技に実績のある 4 大学との連携協
定締結や連携ボランティア派遣を実施した。
広報媒体の作成やイベントの開催，相手国政府への発信については，ユネスコ大臣会合での日本型
体育教育の推進に関する取組の発信や，ASEAN スポーツ大臣会合ラウンドテーブルにおいて，
「スポー
ツと開発」取組について紹介するパネルの出展を行った。
８．社会保障・障害と開発
主にコンサルタント，医療・障害福祉関係者，NGO を対象に，
「障害と開発」分野への関与を目指す
人材の育成を目的とした能力強化研修を実施する等，467 人の機構事業関係者に対して障害に関する
研修等を実施した他，シリア難民も裨益対象としたヨルダンの案件や，エジプトにおける技術協力，
複数の資金協力事業において，障害者等の社会的弱者に配慮した事業を形成・実施した。
特筆すべき事業としては，インドネシアにおいて日本の社会保険労務士制度をモデルとした資格制
度を構築する機構初の事業を実施したことに加え，タイにおいて実施した「要援護高齢者のための介
護サービス開発プロジェクト」で，協力対象地域の 65％において日常生活動作の指標が改善する等の
成果が見られたことで，タイ政府による介護サービスの予算化につながった。これらは，日本型社会
保健制度の現地導入と展開支援に資する取組として評価される。
以上の定性的な実績に加え，定量指標である機構の支援を得た保健医療サービスの裨益想定人口が
目標値（44 万人）を達成する 44.3 万人，学びの改善のための支援により裨益した子供の人数が目標
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値（200 万人）を大きく上回る 486 万人となったことを踏まえ，中期計画における所期の目標を上回
る成果を上げていると認め，
「Ａ」評価とする。
＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョンや UHC フォーラム東京宣言，平和と成長のための学びの
戦略，食と栄養のアフリカ・イニシアチブ等を踏まえ，SDGs 達成や TICAD ７に向けて，新たな分
野の取組・パートナーとの連携の検討及び着実な実施に期待したい。栄養・スポーツ分野において，
内外の関係各所と連携しつつ具体的な取組がなされることを期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
特になし。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.3

普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現

業務に関連する政

開発協力大綱，平成 29 年度開発協力重点方針，国家安全保障戦略，女性・平和・安
全保障に関する行動計画，法制度整備支援に関する基本方針

策・施策
当該事業実施に係る

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

根拠（個別法条文等）
当該項目の重要度，難

【重要度：高】
【難易度：高】治安や紛争影響下での特殊な要因下で事業運営

易度

を行う必要があり，目標達成に法人の創意工夫を要し，かつ外部要因に事業
実施を規定する条件が大きく左右されるため。

関連する政策評価・行

平成 29 年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 29 年度行政事業レビューシート番号 0127 無償資金協力，0128 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
目標値

①主要なアウトプット
達成目標

情報（定量指標）
中東地域安定化のための包括的支

15,000 人

援に係る公約達成のための育成人

（2016-2018）

材数

（注１）

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

/ 年
5,000 人

②主要なインプット情報

6,115 人

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

支出額（百万円）

5,446

（注 1）2016 年 5 月の G7 伊勢志摩サミットにおける中東地域安定化に係る日本の公約で示されている達
成目標を基に，機構貢献分を 75％として想定して設定する。中東地域安定化のための包括的支援の目標値：
2016 年から 2018 年に 2 万人

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所

中期目標：3.（2）
，中期計画：1.（3）

年度計画
1.（3）普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現
ア 公正で包摂的な社会の実現
・

民事法・経済法を中心とした法制度の整備及び確立，立法府，司法府，中央・地方の行政，公共放
送の機能強化等に向けた事業を形成・実施する。

・

特に，法整備に関しては，東南アジアを中心とした重点国に対する民商事法分野を中心とした支援
を行う。加えて，立法府における議会事務局の能力強化（ベトナム）や選挙改革支援（カンボジア
等），また，国営放送局の公共放送化の支援（ウクライナ，ミャンマー，コソボ等）を行う。中央・
地方の行政強化に関しては，公務員制度の改革や人材育成の強化（ベトナム，カンボジア等）や地
域住民のニーズに基づく開発計画策定・事業実施能力強化（タンザニア，バングラデシュ等）を行
う。

イ 平和と安定，安全の確保
・

社会・人的資本の復旧・復興，基礎的社会サービスの改善と，これに資する政府機関（特に地方行
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政機関）の能力強化に向けた事業を，国際機関とも連携しつつ形成・実施する。また，治安機関や
海上保安機関等の法執行機関，国境管理機関等の機能強化や，安全なサイバー空間の実現等に向け
た事業を形成・実施する。特に，地方行政の能力強化に向けた課題別研修を形成する。また，地雷・
不発弾処理能力向上に資する南南協力事業を実施する。加えて，治安機関に関しては，インドネシ
ア，ブラジル等地域警察制度の普及に向けた協力を行うとともに，テロ，薬物犯罪，サイバー犯罪
等の国際的な課題に係る課題別研修を実施する。
・

難民・国内避難民に関係する取組については，自立支援を継続的に実施する。特に，シリア周辺国
及びアフリカにおける職業訓練，農業技術指導を行う。また，難民の受入コミュニティのレジリエ
ンス強化のための新たな取組を開始する。加えて，国連難民高等弁務官事務所（UNHCR：United
Nations High Commissioner for Refugees）と連携し，2018年に発効予定の難民コンパクトの検討作業に
参加する。

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照）
・

法令の整備及び開発計画の策定，住民と政府の関係改善や行政サービスの基盤強化，公的機関の機
能強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 16（16.3，16.5，16.6，16.7，16.10），Goal 17（17.18，17.19）
関連）

・

紛争再発防止及び社会の融和に資する，包摂性や透明性等に配慮した社会・人的資本の復旧・復興，
基礎的社会サービスの改善，住民の生計向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal 16関連）

・

平和で安全な社会の構築に資する，治安維持を担う法執行機関等の機能強化支援の実施状況（SDGs
Goal 16関連）

３－２．業務実績
No.3-1 公正で包摂的な社会の実現
関連指標

2017 年度

基準値

民事法・経済法を中心としたルール整備等ガバナンス強化に係る研修実績数

1,068 人

1,087 人34

包摂性や透明性等に配慮し，紛争再発防止，及び社会の融和に資する活動によ

1,728 人

1,350 人35

る研修実績数

（1）法制度の整備及び確立に向けた具体的な施策の実施状況
ベトナム，ラオス，ミャンマー等の重点国に対する民商事法分野を中心とした支援を実施した。具体
的には以下のとおり。
・ ベトナム：民事法整備の観点から，機構が支援し制定された 2015年改正民法を踏まえた「担保取
引に関する議定」制定支援を実施し，同議定は2017 年9月に発効した。また，弁護士の能力強化の
観点から，民事訴訟等の訴訟手続き，投資・商業分野等の相談スキルを含む「弁護士マニュアル（全
三巻）」（ベトナム弁護士連合会）の作成を支援し，2017年内に完成した。さらに，紛争解決の予
測可能性の向上及び手続きの整備の観点から，第一に最高人民裁判所による判例制度の改善支援を
継続し，2016 年の10判例に続いて，2017年には新たに6判例が選定されたほか，第二に機構が支援
して 2015年に成立した最高人民検察院による改正刑事訴訟法が2018年1月に施行された。
・ ラオス：機構の支援を得て作成された民法典の草案が5月に国会に提出され，審議結果を踏まえた
修正作業に入り，2018年10月の成立に向けて日本側有識者との意見交換を行う等引き続き支援して
34
35

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
2015 年度実績
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いる。このほか，裁判外紛争解決制度による一層合理的な経済紛争の解決を目指して支援した経済
紛争解決法ハンドブック（2017年3 月完成）の関係機関への普及活動を支援している。加えて，機
構は労働法ハンドブックの作成を支援し，2018年1月に完成した。
・ ミャンマー：新しい知財法の制定を見据えて裁判所が制度改革を進めており，機構による支援の結
果，ミャンマー最高裁が，裁判所の抱える課題や解決方法を記載した政策文書をまとめた。現在，
同政策文書に基づき，知財に関する教科書，知財裁判に関する裁判官向けガイドラインが機構の支
援により作成されている。また，民間企業と国との間の契約の審査を行う法務長官府への支援の結
果，契約の雛形や審査マニュアルが作成され，契約審査期間の短縮による民間企業の投資促進が期
待されている。さらに，裁判官向けの経済関係法令教科書の作成や，調停制度の政策文書作りに係
る支援も行なっており，こうした司法インフラの強化により，民間企業が紛争に巻き込まれた際の
リスクを軽減し，また，投資決定にあたっての心理的不安を取り除くことが期待される。
・ 中国：「市場経済の健全な発展と民生の保障のための法整備支援プロジェクト」では，民法典編纂
事業の第一段階である「民法総則」の制定を支援し，同総則は2017年3月に全国人民代表大会で成
立し，同年10月から施行された。「民法総則」は，法人制度の整備による取引相手の明確化や，法
人代表者の責任強化による企業活動の保護等を促すものであり，日本企業による取引活動のより一
層の円滑化に寄与することが期待される。
・ ネパール：「迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」では，事件管理改善，
調停活用に関する支援を行った結果，事件管理ハンドブック及び調停人向け教材が完成し，普及の
ためのセミナーを実施した。加えて，3つのモデル裁判所に対し，調停室の整備を支援することに
より，裁判所で調停を行うための物理的環境を整えた。
・ 仏語圏アフリカ8か国向けの刑事司法人材育成：国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI：The
United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders）の協
力を得て①捜査，起訴，公判，②テロ犯罪，組織犯罪対策（刑罰決定を含む）をテーマとした研修
をコートジボワールで行い，地域的課題である刑事司法の発展，犯罪防止・治安の安定に貢献した。
なお，2017年度は5年間の協力の最終年度となり，越境犯罪対策に向けた課題分析を行い取りまと
めたほか，フランス司法関係者の協力を得て刑事司法分野での日仏連携促進にも寄与した。


ネパールの国づくり支援の一環として，機構が2009年から国別研修や専門家派遣を通じて起草を支
援してきた南アジア初の統一的民法典が，議会審議と大統領の署名を経て成立した。支援の過程で
は，市民の経済活動や家族関係の法に基づく発展の実現を大きな目的とし，ジェンダー平等や個人
の自由意思の尊重の観点からも助言した。かつ，ネパールの社会の実情に合った立法を目指すこと
にも配慮し，コンサルテーションミーティング等の実施も支援した。今後，成立した民法の内容を
周知・普及し，適切な運用を目指した支援を継続する予定としている。

・ アジア太平洋地域の国際法曹団体である the Law Association for Asia and the Paciﬁc（LAWASIA）の
年次総会が東京で開催された際，ベトナム，カンボジア，ラオスの民法整備と日本の支援をテーマ
としたパネルセッション及び司法アクセスに関するサイドイベントを主催し，機構のネパールでの
調停制度支援やコートジボワールでのコールセンター構築支援の取組を発信し，アジアの多くの法
曹関係者の機構の司法アクセス向上分野への支援に係る理解を増進した。
・ 国際的な法律家団体である International Legal Assistance Consortium（ILAC）年次総会が東京で開催
された際にサイドイベントを共催し，平和構築に資する法の支配の確立に対する取組を東ティモー
ルの事業を例に発信した。機構内外の平和構築支援の専門家と法整備支援の専門家が平和構築の過
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程における法制度整備の重要性に関する知見を共有すると共に，国際的ネットワークを強化した。
（2）立法府，司法府，中央・地方の行政，公共放送の機能強化
① 立法府における議会事務局の能力強化
・ ベトナム：「国会事務局能力向上プロジェクト」で日本の参議院事務局が実施する「特別体験プロ
グラム（子供の国会参観・体験プログラム）」や「こども国会」を視察した結果，ベトナム国会事
務局でも同取組が試行される等，日本の国会事務局の経験・ノウハウを踏まえた協力が展開された。
② 選挙改革
・ カンボジア：有権者の二重登録等が問題となっていたカンボジアにおいて，初の有権者の電子登録
システムの導入・運用に対する技術支援や選挙実施細則の策定支援，有権者教育等の活動を支援し
たことにより，大きな混乱もなく6月に地方選挙が実施された。
③ 中央・地方の行政強化
ア）中央行政の政策立案・実施の能力・質の強化


TQMを通じた公共サービス改善：バングラデシュでTQMの実践を通じた公共サービス改善を支援
した。中央政府のみならず全国27県219郡への普及を支援した結果，政府・行政機関で7,000を超え
るカイゼンテーマが設定され，また6,000を超えるカイゼンチームが独自に立ち上がり，公共サービ
ス改善に向けた取組体制が強化された。

・ 公務員制度・人材育成の推進：カンボジア，ボツワナに対する公務員人材育成に係る国別研修を引
き続き実施し，公務員制度改革の推進に向けた知見を提供した。また，ベトナム及びミャンマーの
幹部公務員人材育成に向けた新規事業を形成した。
・ 公共投資管理の改善：財政安定化問題に直面し，公共投資事業の効率的な計画・実施が課題になっ
ているラオス，モンゴルに対し，公共投資管理の改善に向けた人材育成や能力向上に係る新規事業
を形成した。
イ）地域住民のニーズに基づく開発計画策定・事業実施能力の強化
・ タンザニア：技術協力プロジェクトの支援により地方開発交付金制度改革が正式承認されたタンザ
ニアにおいて，住民の自助活動をいかした開発予算の配賦・行政サービスの提供とそれを全国の自
治体に普及させる体制の構築を引き続き支援した。
・ ニカラグア：地方自治体とコミュニティとの協働を通じた地方の開発を推進すべく，各地方自治体
に対する中期開発計画の策定に係るガイドや研修プログラム・教材の開発を支援した実績を踏まえ，
全国の地方自治体における同開発計画の策定・実施に向けた制度・体制の構築を支援する新規事業
を形成した。


日本の地方創生の経験や知見を開発途上国の地方行政能力強化に係る事業に適用すべく，プロジェ
クト研究の実施を通じ，開発途上国支援に有用と考えられる地域マネジメント上の教訓を体系的に
整理し，「地方創生リソース活用ハンドブック」を作成した。その共有シンポジウム（3回） では
機構内外から約280名の参加があった。同ハンドブックの能力強化研修での活用，北海道での地方
創生×SDGsシンポジウムの実施等の波及効果も出ている。

・ 政府間フォーラム「民主主義共同体」による SDGs ゴール16の自主的指標の策定に，基本的人権の
保障のために差別禁止条項が憲法等の基本法に含まれているか否かを指標とすべき等，機構が提案
した意見が反映された。
④ 国営放送局の公共放送化
・ ウクライナ：「公共放送組織体制強化プロジェクト」では，公共放送の新たな組織体制の確立直後
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に緊急災害報道の改善をテーマに幹部職員に対する本邦研修を実施し，日本の知見を共有した。
・ ミャンマー：「ミャンマーラジオテレビ局能力強化プロジェクト」では，公共放送への移行時の検
討事項である中長期ロードマップについて議論するとともに，番組制作のためのOJTを通じて日本
の知見を提供した。
・ コソボ：「コソボ国営放送局能力向上プロジェクト」では，多数派アルバニア系の放送であるRTK
（Radio Television Kosovo）1 と，セルビア系を中心とする少数派向けの放送であるRTK2の共同番
組制作を推進するとともに両放送局へ放送機材を供与し，同放送局の基盤づくりに貢献した。
No.3-2 平和と安定，安全の確保
関連指標

2017 年度

平和で安全な社会の構築のための政府機関等
の機能を強化する活動に係る研修実績数

基準値
1,033 人36

4,950 人
（うち，本邦研修 165 人）

（うち，本邦研修 78 人）

（1）社会・人的資本の復旧・復興，基礎的社会サービスの改善，国際機関との連携を踏まえた政府機
関（特に地方行政機関）の能力強化事業の形成・実施


シエラレオネ：「カンビア県地域開発能力向上プロジェクト」を通じ，内戦後の復興期からの移行
プロセスにある同国において，地方行政機関が効果的・効率的に地域開発を進めるための支援を実
施した。具体的には，地方議会が地域住民と協働する開発計画づくりと透明性・説明責任を確保し
たサービスデリバリーの指針を示した地方開発モデルを形成し，地域開発の実施手順と各実施段階
における主要関係者の役割をまとめたガイドラインを作成した。同ガイドラインの実用性は大統領
府から全国に普及すべき開発事業実施の指針として高く評価され，担当大臣から大統領へ進呈され
た。また，全国普及に向けたフォーラムを開催し，同ガイドラインを地方政府の指針とすることが
決定された。このプロセスを通じ，国連開発計画（UNDP）等の国際機関や他ドナーにも本プロジ
ェクト及び同ガイドラインが広く認知・共有された。

・ コートジボワール：首都圏で地方行政機関が公正なサービスデリバリーを行うことを通じて，紛争
の影響により分断されたコミュニティの紐帯を再構築していくことを目指す「大アビジャン圏社会
統合促進のためのコミュニティ強化プロジェクト（フェーズ2）」を開始した。
・ スーダン：「ダルフール3州における公共サービスの向上を通じた平和構築プロジェクト」では，
過去の紛争により行政サービスの担い手がいなくなり適切なサービスが提供できなくなった地域
を対象に，紛争終結に伴う国内避難民の持続的な帰還を促進するための地方行政の公共サービス向
上に向け，保健，給水等の分野でパイロット事業を実施した。これらの成果を中央政府が中心とな
って取りまとめ，政府関係者及び住民向けに，同国が和平に向かっている現状や政策を周知するセ
ミナー（ダルフールウィーク）を実施した。
・ 紛争影響国で地域再建プロセスの中核的な役割を担う地方行政官及び中央政府職員の政策・計画
立案・実施能力の向上を目的とした課題別研修「紛争影響国における地域社会再建にかかる地方行
政能力強化」を実施した（7か国より13名参加）。日本の地方行政の運営における「説明責任」の
重要性，住民グループによる共助の役割，有効性等について，福島県いわき市の原発被災者受入れ
事例等を含めて研修を行った。
36

前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均
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・ イラク：現地の治安情勢が流動的な中，円借款事業により国内の経済基礎インフラの整備を支援し，
平和の配当を実感できる支援を展開した。イラク南部バスラ県に位置するハルサ発電所は，電力需
要が高いイラク中部にも連結されており，国内の電力供給で重要な位置を占めている。円借款「ハ
ルサ発電所改修事業」は，同発電所の改修により国内の電力需要に応え，電力供給能力の回復・安
定化を目的としており，2017年に同発電所4号機（定格出力200MW）の改修が完成した。
・ ボスニア：「スポーツ教育を通じた信頼醸成プロジェクト」では，「スポーツの力」を考えるワー
クショップ及び若年層の民族交流プログラムを通じて，これまで互いに言葉を交わすことがなかっ
たセルビア人・ボスニア人の子どもが運動会やホームステイ，ワークショップを通じて交流が生ま
れ，SNS 等を通じ現在も交流が継続している子どもがいるほか，障害者・高齢者を対象にしたワー
クショップも実施し，公約である Sports for Tomorrow の実績に貢献した。
・ フィリピン・ミンダナオ：「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト」にて，バンサモロ自治政府
設立に向けて，多様な関係者を交え，ガバナンスやコミュニティ開発など包括的な支援を実施。日
本政府・機構は国際コンタクトグループや国際停戦監視団への参加等様々な形でミンダナオ和平に
向けた支援に長年関与しており，フィリピン政府関係者も立ち入りができなかったモロ・イスラム
解放戦線（MILF：Moro Islamic Liberation Front）支配地域において，これまで機構がフィリピン政
府とMILF双方と構築した関係を基に，フィリピン稲研究所の専門家や農業普及員による農業技術
指導を実現し，平和の配当を住民が享受することを通じて，ミンダナオ和平の推進に貢献した。
・ ネパール：コミュニティレベルにおける些細な揉め事を拡大させない等，紛争予防を目的として，
調停による和解・問題解決を行う取組を地方レベルで実施しつつ，連邦制導入が進む中で新しく選
出された地方議会がコミュニティ調停を導入するための各種法案やガイドラインに盛り込むべき
手続き等を連邦・地方開発省に対しアドバイスし，順次承認されており，政策レベルの意思 決定
に貢献している。
（2）治安機関，海上保安機関等の法執行機関，国境管理機関等の機能強化，及び安全なサイバー空間
の実現等に向けた事業の形成・実施
① 海上保安機関の法執行機関の能力強化
・ 機構，政策研究大学院大学，海上保安庁及び日本財団の協力の下で2015年に開始された「海上保安
政策プログラム」において，修士課程プログラムを修了したインドネシア，マレーシア，フィリピ
ンからの第二期（2016年10月～2017年9月）5名に学位記が授与された。修了者が海上保安政策の企
画・立案に係る高度な能力を身に着け，また各国の連携が強化されたことにより，海洋をめぐる国
際秩序の維持発展に寄与することが期待される。
② 地域警察制度の普及
・ インドネシア：「市民警察活動全国展開プロジェクト」では11州の警察が自立して地域警察研修を
実施できる「指定州」に認定されるとともに，並行して技術支援を行う鑑識分野で920名の国家鑑
識検定合格者が輩出された。こうした成果を受けて，市民警察活動の更なる全国展開を目指し，プ
ロジェクトのフェーズ2を開始した。
・ ブラジル：「地域警察活動普及プロジェクト」では，各州警察が主体となって実施する地域警察セ
ミナーを数多く開催し，日本の地域警察活動の知見を共有した。セミナーには行政官や一般市民を
含めた約3,650名の参加を得る等，全国レベルで地域警察活動に対する理解が促進された。
③ テロ，薬物犯罪，サイバー犯罪等の国際的な課題への対応，安全なサイバー空間の実現
3-6

・ 課題別研修「国際テロ対策」（20か国22名），「薬物犯罪取締」（17か国22名），「サイバー犯罪
対処能力向上」（14か国17名）を実施した。また，今年度から新たにベトナム国別研修「サイバー
セキュリティ及びサイバー犯罪対処能力強化」を開始した（10名）。日本の警察や本邦企業の知見
を活用し，捜査技術の向上や警察官の能力強化，参加者同士のネットワーク構築に貢献した。
・ 課題別研修「サイバー攻撃防御演習」及び「ASEAN地域のサイバーセキュリティ対策強化のための
政策能力向上」を実施した。9か国29名が参加し，CERT（Computer Emergency Response Team）の
インシデントレスポンス（被害の早期発見・検知ならびに対処）能力の向上や，サイバーセキュリ
ティ政策の立案・実施に必要な能力の向上を図った。
（3）地雷・不発弾処理能力向上に資する南南協力


2016年に和平合意が実現したコロンビアにおいて，機構が長年にわたり支援を行ってきたカンボジ
ア地雷対策センター（CMAC：Cambodian Mine Action Centre）を通じ，従来から展開していたラオ
ス，イラクに対する協力に加え，コロンビアに対して地雷除去推進のための南南協力を開始し，和
平合意事項の履行に貢献した。ラオス不発弾除去組織の除去活動計画策定能力等の向上を目的に，
CMACの協力も得つつ，活動計画策定支援や，パイロット地区3県でのIT技術導入やデータベース
統一化による除去計画作業の効率化を支援した。

（4）難民・国内避難民を対象とした支援
① 難民・国内避難民の自立支援
・ パレスチナ：難民キャンプ改善のための取組を計画・協議し，開かれた住民組織形成を推進するこ
とを目指す「難民キャンプ改善プロジェクト」において，公平性，透明性，包摂性に配慮した社会
調査を実施した。これまで参加の機会が限られた女性や若年層の声を踏まえた計画策定を行い，生
活状況改善（施設のバリアフリー化等）に着手した。


シリア平和の架け橋・人材育成プログラム：シリア危機により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，将来のシリアの復興を担う人材を育成するべく，留学生19名の受入を開始
した。留学制度を活用した研修員として難民を受け入れる初めての事業であることから，難民支援
に知見を持つUNHCRの協力を得つつ実施した。候補者への募集案内は難民へのアクセスがある
UNHCRが実施した。またUNHCRによる提言も踏まえつつ，日本政府とも調整を図りながら，難民
であることに配慮した制度設計（家族手当の支給，生活支援等）を行いプログラムを形成した。



コロンビア：2016年に和平合意が締結されたことを受けて，平和構築アセスメントを実施するとと
もに，帰還した国内避難民のための生計向上支援として専門家を派遣し，農作物の生産・流通の改
善による生計向上に係る支援を開始した。

・ パキスタン：国内避難民向けの農業支援を国連食糧農業機関（FAO：Food and Agriculture Organization
of the United Nations）と連携して実施した。2015年からの2年間で約77,200 世帯（約58 万人）を対
象に，小麦・メイズ等の優良種子や小家畜を提供し，20件の灌漑施設を修復した。1,620ヘクタール
の荒れ地が農地となり，農業生産や家畜の飼育に着手した。
② シリア周辺国及びアフリカにおける職業訓練，農業技術指導
・ ヨルダン：シリア危機が長期化する中で，支援に依存するのではなく，難民自らが生計を向上させ
る手段を見出す必要性が大きくなっている。このような状況の下，ヨルダン「シリア難民女性生計
向上支援プロジェクト」では，パレスチナ難民の生計向上支援での経験をいかした難民の生計向上
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に資する協力モデル（生計向上パッケージ）案の形成を支援している。また，ザアタリ難民キャン
プでは，難民が居住するシェルター内の電気配線工事等を十分な経験を有しない難民が実施してい
ることで事故や電力設備の故障等につながっているため，UNHCR等と連携し同難民キャンプのシ
リア難民を対象に配電技術等のワークショップを開始した。
・ ウガンダ：「コメ振興プロジェクト」で難民・ホストコミュニティ住民への稲作研修を2014年から
実施し，UNHCRとの連携により，これまで難民798名，ホストコミュニティ471名に対して稲作栽
培研修を実施し，難民や周辺コミュニティの生計向上に貢献している。
③ 難民の受入コミュニティのレジリエンス強化
・ ウガンダ：紛争の影響を受け，周辺国からの難民受入地域となってきた西ナイル・アチョリ両地域
を対象に，地方政府の基礎的行政機能の強化を通じた地方政府・コミュニティ並びに住民間の信頼
関係再構築を目的とした協力を実施した。住民参加型開発計画策定手法の普及・定着を図るととも
に，資源の共同利用・管理を目的としたパイロット事業の実施を通じて住民間の関係構築・協働の
促進に資する生計向上活動のモデル構築を進めている。


また「西ナイル地域難民受入コミュニティの現状及びニーズに係る情報収集・確認調査」は，ウガ
ンダで開催された難民連帯サミット直後に開始し，難民居住区を抱える郡・県の行政と協力の上，
初めて難民居住区・居住区外のニーズや難民受入による社会インフラへの負荷をデータ分析及び現
地踏査により明らかにし，ウガンダの中央政府機関及び関連ドナーと共有し，支援を必要とするホ
ストコミュニティの状況を「見える化」して機構の支援方策を検討した。あわせて，効率的・効果
的なホストコミュニティ及び難民居住区への支援策の具体案を提示・共有し ，他機関による案件
形成にも貢献した。人道と開発双方のニーズを取りまとめたものとして，国際機関や他ドナーから
も高い評価を受けたほか，以前は具体的な事業への支援金額にのみ関心を寄せていた首相府の意識
がこの調査を通じて変化してきたことも大きな成果である。

・ ザンビア：元難民の現地統合を支援するため，現状確認と課題整理を行うとともに，元難民の移転
計画見直しの方向性等について先方政府と協議した。また，元難民現地統合支援アドバイザーによ
る案件形成準備，UNDP等の巻き込みによる援助協調の再活性化，行政官研修を実施した。加えて，
草の根技術協力事業を通じて11の自助グループを結成し，井戸の管理を通じた衛生活動の普及によ
り，住民間（元難民とホストコミュニティ）の社会関係の構築に取り組んだ。


バングラデシュ：ミャンマーのラカイン州からの避難民対応として，避難民のバングラデシュ側へ
の流入に伴い，現場のニーズが日々変動する中，バングラデシュ政府との間で構築した人的ネット
ワークとこれまでの事業経験を活かし，避難民流入によるホストコミュニティの負担を軽減すべく，
バングラデシュ政府及び関係国際機関と対象分野や規模，スキーム，連携方法等の議論を重ね，既
往案件（資金協力・技術協力）を活用し，保健（看護師への研修，感染予防等），給水（地下水賦
存量調査等），インフラ整備支援等の事業を迅速に開始した。

④ 「難民グローバル・コンパクト」策定，人道と開発のNEXUS推進への貢献
・ 「国連難民連帯サミット」（ウガンダ，6月）において，ウガンダ政府・UNDPとの共催，UNHCR
との協力によりサイドイベントを実施した。また，UNHCR主催「包括的難民支援枠組み（CRRF：
Comprehensive Refugee Response Framework）」テーマ別会合（10月）において，機構専門家がセッ
ションの共同議長を務める他，難民受入国・ホストコミュニティの喫緊の課題に即応した機構のア
プローチを共有し，人道と開発のNEXUSの推進，及び現場のニーズを反映した「難民グローバル・
コンパクト」の策定に貢献した。
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３－３．指摘事項への対応

＜指摘事項＞
公平性，透明性，包摂性等に配慮しつつ，特に難民・国内避難民に関係する取組においては，人道支
援と開発協力のそれぞれの強みをいかした連携に留意して取り組むことが期待される。（2016年度主務
大臣評価報告書，No.4「平和の構築」）

＜対応＞
人道と開発の強みを生かした連携との観点から，UNHCR が進める包括的難民支援枠組み CRRF 策定に
向け，UNHCR 主催のテーマ別会合において，南スーダン難民を 100 万人以上受け入れているウガンダで
の地方政府支援の取組を共有した。また，UNHCR との人事交流を実施することで両組織の強みを把握し
た上での案件形成，機構内部での難民問題への意識を高める取組を実施した。加えて世界銀行，UNDP 等
の開発機関との連携の議論，UNHCR，WFP といった人道機関との意見交換を継続している。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｓ
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を上げていることに加え，独立行政法人の評価に関する
指針」（平成27年5月25日改訂）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準について」（平成27
年3月外務省）に掲げられた S評定の根拠となる質的な成果（目標策定時に想定した以上の政策実現に
対する寄与）を満たしており，中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認め
られる。具体的には，公平性，透明性，包摂性に配慮しつつ，平和で安定な社会の実現に貢献した。特
に，①G7伊勢志摩サミット政府公約への貢献（シリア難民受入），②戦後の日本の経験をいかした政府
の基礎的能力の向上（ネパール民法，バングラデシュ総合的品質管理（TQM：Total Quality Management）
等），③治安上の困難を抱える等難易度の高い支援（シリア難民及びミャンマーのラカイン州からの避
難民対応，ミンダナオ和平等），④人道支援と開発協力のそれぞれの強みをいかした連携への高い評価
（ウガンダ難民） 等，全体として法人の自主的な取組による創意工夫や，目標策定時に想定した以上
の政策実現に対する寄与を実現した。
1. 公正で包括的な社会の実現
○

重点国に対する民商事法分野を対象とした協力を実施（ベトナム，ラオス，ミャンマー，中国等）。

○

日本の国会事務局の経験を踏まえた協力を展開（ベトナム）。

○

選挙実施細則の策定及び有権者の電子登録に係る技術支援を行い，地方選挙の円滑な実施に貢献
（カンボジア）。

○

公共サービス，公務員制度，公共投資管理の改善を通じ，中央政府の政策立案・実施能力を強化（バ
ングラデシュ，カンボジア，タンザニア，ニカラグア等）。

○

国営放送局の公共放送化を支援（ウクライナ，ミャンマー，コソボ）。

◎

南アジア初の統一的民法典の成立への貢献【②】：2009年より起草を支援したネパール民法が議会
審議及び大統領署名を経て成立。

◎

バングラデシュTQM取組の面的拡大【②】：TQMの実践を通じた公共サービス改善支援が，独自
の6,000のカイゼンチームの立ち上がりにより全国的に拡大。

◎

地方創生の知見・経験の事業への適用【②】：プロジェクト研究で日本の地方創生経験から開発途
上国の地方行政能力の強化に有用と考えられる地域マネジメント上の教訓を体系的に整理し，シン
ポジウムで発信。
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2. 平和と安定，安全の確保
○

紛争影響地域で地域再建プロセスを担う中央・地方政府を対象とした政策・計画の立案・実施能力
向上に向けた研修を新設（シエラレオネ，ウガンダ，コートジボワール等）。

○

日本の知見をいかした地域警察制度の普及に係る事業を実施。鑑識技術を支援し，国家鑑識検定に
920名の合格者を輩出（インドネシア）。日本の地域警察活動を全国的に発信（ブラジル）。

○

CMACを通じた地雷・不発弾処理能力向上に係る南南協力を実施し，和平合意事項の履行に貢献（ラ
オス，イラク，コロンビア）。

○

職業訓練・農業指導を通じ難民・国内避難民の自立を支援（パレスチナ，シリア，コロンビア，パ
キスタン，ヨルダン等）。難民等受入コミュニティのレジリエンスを強化（ウガンダ，ザンビア，
バングラデシュ等）。

◎

人道と開発の連携【④】：ウガンダにて難民受入コミュニティ及び難民の双方のニーズを分析し発
信。人道と開発双方のニーズを取りまとめたことに国際機関等から高い評価。

◎

海上法執行機能強化【①】：海上保安政策プログラムで人材を育成。

◎

地方開発モデルの指針化【②】：シエラレオネにて形成・策定したガイドラインが地方政府の指針
化。現地の国際機関及び他ドナーにも広く認知・共有。

◎

紛争地域での平和の配当【③】：フィリピン（ミンダナオ）にて自治政府設立に向けた能力向上を
支援。MILF支配地域で農業技術を指導し，平和の配当を住民が享受することを通じて，ミンダナオ
和平の推進に貢献。

◎

和平合意履行推進に向けた包括的支援：ラオス，イラクに加え，コロンビアでCMAC を通じた地雷・
不発弾処理能力向上に係る南南協力を実施し，和平合意事項の履行に貢献。加えて，国内避難民に
対する生計向上支援を実施。

◎

留学制度を活用した難民受入れ【①，③】：若者への教育機会の提供にむけて，留学制度を活用し
て19名のシリア難民を受入れ。

◎

ミャンマーのラカイン州からの避難民への迅速かつ包括的支援【③】：国際機関と緊密に調整を行
いながらバングラデシュのホストコミュニティ支援を保健，給水，インフラ等の分野にて迅速に事
業化。

＜課題と対応＞
SDGs や日本政府の政策目標達成に向け，社会・人的資本の復旧・復興，基礎的社会サービスの改善，
法執行機関の機能強化や，安全なサイバー空間の実現等に向けた支援をすべく，着実な事業実施を行う。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ｓ
＜評定に至った理由＞
普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現に向けた取組について，機構の活動として，以下の実
績が認められる。
１．公正で包摂的な社会の実現
ベトナム，ラオス，ミャンマー，中国等の重点国に対して，民商事法分野を中心とした法制度の整
備及び確立に向けた支援を着実に実施したほか，1,068 人に対して民事法・経済法を中心としたルー
ル整備等ガバナンス強化に係る研修を実施した。
民商事法分野以外の取組としては，ベトナム「国会事務局能力向上プロジェクト」において，日本
の参議院事務局が実施する取組を視察し，
「特別体験プログラム（子供の国会参観・体験プログラム）
」
等の日本の国会事務局の経験・ノウハウを踏まえた協力がベトナムで展開されたほか，カンボジアに
おいて，選挙実施細則の策定及び有権者の電子登録に係る技術支援を行い，地方選挙の円滑な実施に
貢献した。
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また，ウクライナ，ミャンマー，コソボにおいては，技術協力を通じて国営放送局の公共放送化を
支援し，カンボジア，ボツワナにおいては，公務員人材育成に係る国別研修を実施したほか，ベトナ
ム及びミャンマーの幹部公務員人材育成に向けた新規事業を形成した。
特筆すべき成果としては，ネパールにおいて，JICA が 2009 年から国別研修や専門家派遣を通じて
起草を支援してきた南アジア初の統一的民法典が，議会審議と大統領の署名を経て成立したことが挙
げられる。支援の過程では，市民の経済活動や家族関係の法に基づく発展の実現を大きな目的とし，
ジェンダー平等や個人の自由意思の尊重の観点からも助言した。成立した法典は，ネパールの社会の
実情に合った立法を目指す，日本らしい法制度整備支援の成果として高く評価される。
バングラデシュにおいて，TQM（Total Quality Management）の実践を通じた公共サービス改善支
援に取り組んだ結果，政府・行政機関で 7,000 を超えるカイゼンテーマが設定され，また 6,000 以上
のカイゼンチームが独自に立ち上がり，公共サービス改善に向けた取組体制が全国的に拡大・強化さ
れた。
また，プロジェクト研究で日本の地方創生経験から開発途上国の地方行政能力の強化に有用と考え
られる地域マネジメント上の教訓を体系的に整理し，「地方創生リソース活用ハンドブック」を作成
した。また，その共有のためのシンポジウムを 3 回開催し，情報発信に取り組んだことは，日本が持
つ地方創生の知見・経験の事業への適用の取組として評価される。
２．平和と安定，安全の確保
平和で安全な社会の構築のための政府機関等の機能を強化する活動に係る研修を，基準値となる前
期中期目標期間実績平均（1,033 人）を上回る 4,950 人に対して実施した。
治安機関や海上保安機関等の法執行機関の機能強化として，インドネシア，ブラジルにおいて，日
本の知見をいかした地域警察制度の普及に係る事業を実施した。また，政策研究大学院大学，海上保
安庁及び日本財団と協力して 2015 年に開始された「海上保安政策プログラム」において，第一期の
卒業生としてインドネシア，マレーシア，フィリピンの 5 名の研修員に学位記が授与された。
テロ，薬物犯罪，サイバー犯罪等の国際的な課題への対応として，課題別研修「国際テロ対策」，
「薬
物犯罪取締」
，
「サイバー犯罪対処能力向上」，
「サイバー攻撃防御演習」，「ASEAN 地域のサイバーセキ
ュリティ対策強化のための政策能力向上」を継続実施したことに加え，ベトナム国別研修「サイバー
セキュリティ及びサイバー犯罪対処能力強化」を新規開始した。
シリア周辺国及びアフリカにおける職業訓練，農業技術指導の取組として，ヨルダンにおいて難民
の生計向上に資する協力モデル（生計向上パッケージ）案の形成を支援したほか， UNHCR 等と連携し
てヨルダンにおいてシリア難民を対象に配電技術等のワークショップを開始した。また，ウガンダに
おいて，難民・ホストコミュニティ住民への稲作研修を UNHCR と連携しつつ実施した。加えて，UNHCR
主催難民グローバル・コンパクト（GCR）テーマ別会合において，難民受入国・ホストコミュニティ
の喫緊の課題に即応した JICA のアプローチを共有し，
「人道と開発の連携」の推進及び現場のニーズ
を反映した「難民グローバル・コンパクト」の策定に貢献した。
特筆すべき取組としては，内戦後の復興期からの移行プロセスにあるシエラレオネにおいて，地域
開発の実施手順と各実施段階における主要関係者の役割をまとめたガイドラインを作成したことが
挙げられる。同ガイドラインは大統領府から全国に普及すべき開発事業実施の指針として高く評価さ
れ，同国地方政府の指針となったことに加え，国連開発計画（UNDP）等現地の国際機関及び他ドナー
にも同ガイドラインが広く認知・共有されたことは，JICA が実施した地方開発モデルが相手国や他ド
ナーが取り組む開発事業実施の指針となった事例として高く評価される。
また，フィリピンのミンダナオにおいて，自治政府設立に向けて，多様な関係者を交えてガバナン
スやコミュニティ開発等包括的な支援を実施したことも高く評価される。同事業では，これまでの長
年の支援を通じて機構が構築したネットワークをもとに，フィリピン政府関係者も立入ができなかっ
たモロ・イスラム解放戦線（MILF）支配地域において，フィリピン稲研究所の専門家や農業普及員に
よる農業指導を実現した。平和の配当を住民が享受することを通じて，ミンダナオ和平の推進に貢献
した。
加えて，JICAが長年支援を実施してきたカンボジア地雷対策センター（CMAC）を通じた地雷・不
発弾処理能力向上に係る南南協力を，従来から展開していたラオス，イラクに加え，コロンビアに
も拡大し，同国の和平プロセスの後押しに貢献したことを評価する。コロンビアでは，専門家派遣
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を通じて，帰還した国内避難民を対象とした生計向上にも取り組み，包括的支援を実施した。
人道と開発の連携に係る取組としては，ウガンダにおいて，情報収集・確認調査を通じて，初め
て難民居住区・居住区外のニーズや難民受入による社会インフラへの負荷を，データ分析及び現地
調査により明らかにし，ウガンダの中央政府機関及び関連ドナーと共有した。この取組は人道と開
発双方のニーズを取りまとめたものとして，国際機関や他ドナーから高い評価を受け，他機関によ
る案件形成等に貢献したことから高い成果と認められる。
また，留学制度を活用した研修員として難民を受け入れる初めての事業である，
「シリア平和の架
け橋・人材育成プログラム」を開始し，将来のシリアの復興を担う人材を育成するべく，19 名のシ
リア難民を受け入れた。実施に際しては，難民支援に知見を持つUNHCRから，募集案内や制度設計に
おいて協力を得つつ取り組むなど，困難な事業を機構の自主的な取組による創意工夫により実施し
た成果として評価される。
加えて，ミャンマーのラカイン州からの避難民対応として，国際機関と緊密に調整を行いながら
バングラデシュのホストコミュニティに対して，既往案件（資金協力・技術協力）を活用し，保健
（看護師への研修，感染予防等）
，給水（地下水賦存量調査等），インフラ整備支援等の分野にて事
業を迅速に開始したことが評価される。
以上の定性的な実績に加え，定量指標である中東地域安定化のための包括的支援に係る公約達成の
ための育成人材数が目標値（5,000 人）を上回る 6,115 人となったこと，また本項目が中期目標上，
重要かつ難易度【高】となっているなかで，特にシエラレオネにおける内戦後の地方開発モデルの指
針化，難民支援（ウガンダ，シリア，ラカイン州）や，フィリピン・ミンダナオ支援において，機構
の創意工夫により国際機関等と連携して取り組んだことを評価し，中期計画における所期の目標を量
的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認め，
「Ｓ」評価とする。
＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
自由，民主主義，基本的人権の尊重，法の支配といった普遍的価値を共有した平和で民主的な社会
の実現に向けて，引き続き，柔軟性の確保や他機関との連携強化に工夫しつつ，着実な事業実施が期
待される。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・人道危機はいまだに続いており，家を逃れている人々の数は 2017 年も極めて高い水準である。そ
の中で難民認定率が低い日本において，難民受け入れ以外でも，国際協力の分野で貢献できることは
多いのではないか。留学生の受け入れも一例であり，国際社会の動向も視野に入れつつ，可能な限り
の人道支援を行うべきであろう。
・SDGs ゴール 16 に関連し，普遍的価値としての人権尊重，民主的な包摂性，被援助国政府の透明性
確保等に焦点を当てた取り組みの強化が望まれる。人権は内政問題ではなく，国際的な関心事項とし
て，国を越えて，すべての国と人びとが取り組むべき事項である。JICA の「普遍的価値の共有等」は，
日本の人権外交とも一致するものであり，援助効果を高めるためにも，この分野における取組をより
強化すべきであろう。
・平和と安定な社会の実現にむけて，日本は難民を受入れるホストコミュニティ支援・行政側の能力
強化を重視するアプローチをとり，人道支援に集中しがちな他ドナーの取組を補完する重要な役割を
果たしている。
（ウガンダ等，外務省 ODA 評価で現場を訪問したが）現地の行政に寄り添った支援を
しており，中央・地方レベル双方で高く評価されていたことを実感した。評価「S」は妥当と考える。

3-12

１．当事務及び事業に関する基本情報

No.4

地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築

業務に関連する政策・
施策

開発協力大綱，平成 29 年度開発協力重点方針，仙台防災協力イニシアティブ，美
しい星への行動 2.0（ACE2.0），二国間クレジット制度（JCM），環境インフラ海
外展開基本戦略

当該事業実施に係る根

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
当該項目の重要度，難

【重要度：高】

易度
関連する政策評価・行

平成 29 年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 29 年度行政事業レビューシート番号 0127 無償資金協力，0128 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
達成目標

①主要なアウトプット情報

年

定量指標）
防災分野に係る育成人材数

目標値 / 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

8,000人/ 年

8,000 人 22,700 人

（注）
②主要なインプット情報

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

支出額（百万円）

18,976

（注）日本政府公約である仙台防災協力イニシアティブに示されている達成目標を基に，機構貢献分を
80％として想定して設定する。仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015 年から 2018 年に４万人
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所

中期目標：3.（4）
，中期計画：1.（4）

年度計画
1.（4）地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築
ア 気候変動
・

パリ協定を始めとする気候変動に係る国際枠組にも貢献するため，開発途上地域の低炭素かつ気候
変動の影響に対して強靭な社会づくりに資する事業を形成・実施する。また，気候変動対策の主流化
を促進するため，事業において気候変動影響の配慮と，それを踏まえた事業計画作りを推進する。

・

特に，適応策にかかる気候変動対策支援ツールの改訂や，各国の「自国の貢献（NDC：Nationally
Determined Contributions）」の作成・改善・実施に係る能力開発を支援する。

・

ベトナムにおいて，NDCの緩和策の実施促進に資する技術評価，国家温室効果ガス排出最小化ロー
ドマップの策定及び測定・報告・検証（MRV：Measurement, Reporting and Veriﬁcation）システムの構
築を支援し，その成果を国連気候変動枠組条約の第23回締約国会議（COP23）サイドイベント等の機
会で発信する。

イ 防災の主流化・災害復興支援
・

自然災害に対して強靭な社会づくりの推進に向けた事業を形成・実施するとともに，開発途上国や
国際社会での防災の主流化を推進する。また，災害発生時に切れ目のない迅速な支援を行うべく，災
害や支援ニーズに係る情報を収集，発信し，関係者間で迅速に共有する。

・

特に，防災グローバルプラットフォーム等の国際会議での発信や，仙台防災協力イニシアティブの
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目標達成に向けた防災人材育成に取り組む。また，ネパールでは，より良い復興（Build Back Better）
の概念に基づき，日本の知見を踏まえた復興計画の立案を支援する。
ウ 自然環境保全
・

自然環境保全と人間活動との調和を図る仕組みづくりに向けた事業を形成・実施する。また，民間
企業と連携したREDD+を推進するため，官民プラットフォームの加盟団体の増加や新たな官民連携
事業の形成に取り組む。

・

特に，地域セミナーや国際会議，研修事業を通じ，「JJ-FAST（JICA-JAXA熱帯林早期警戒システ
ム）」の利用の拡大に取り組む。加えて，国連気候変動枠組条約のCOP23及び砂漠化対処条約の第13
回締約国会議（COP13）等の場で事業成果を発信する。

エ 環境管理
・

都市部の住環境の改善や持続可能な経済社会システムの構築，能力強化に向けた事業を形成・実施
する。

・

特に，SDGsのモニタリングにも貢献すべく，汚水処理率等のモニタリング手法に係るパイロット調
査を実施し，その成果を国際会議等で発信する。

・

廃棄物分野については，アフリカ諸国を対象にした地域協力プラットフォームの構築及び，第8回
太平洋・島サミットを見据えた事業形成や「3R（Reduce, Reuse, Recycle）プラスReturn」に係る調査
を実施する。

・

フィリピンとベトナムでは，下水道分野で自治体と連携した無償資金協力事業を新たに形成する。

オ 食料安全保障
・

アフリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）への貢献や，水
産資源の持続的利用の推進に向けた事業を形成・実施する。

・

特に，CARDのこれまでの取組の成果と教訓・課題のレビュー調査を実施し，調査結果を踏まえ，
CARD運営委員会で2019 年以降の支援の方向性を検討する。

・

干ばつによる農家家計への影響を低減することを目的とした支援や，東カリブ島しょ国地域での水
産資源管理に係るシンポジウムの開催，アフリカでの内水面養殖普及の広域支援事業を新たに開始す
る。

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.①参照）

・ 低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資する，気候変動対策に係る支援の実施
及び機構内における気候変動主流化の取組状況（SDGs Goal 13 及び 1（1.5），2（2.4），7（7.2，
7.3），11（11.3， 11.5），15（15.2，15.3）関連）

・ 自然災害に対して強じんな社会づくりに資する，防災の主流化及び被災国に対するビルドバックベ
ターの考え方に基づく支援の実施状況（SDGs Goal 9，11（11.5，11.b），13（13.1）関連）

・ 国内外の関連機関との連携を含む，自然環境保全に係る支援の実施状況（SDGs Goal 6（6.6），13，
14（14.2，14.a），15（15.1，15.2，15.3，15.9）関連）

・ 我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管理分野の政策･ 法制度や管理態勢の
構築，能力強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 3（3.9），6（6.2，6.3），11（11.6，11.b），12
（12.1，12.4，12.5），13（13.2）関連）

・ 食料安全保障に資する，CARDへの貢献を含む持続可能な農業の推進及び水産資源の利用に係る支
援の実施状況（SDGs Goal 2（2.1，2.3，2.4），14（14.4，14.7）関連）

３－２．業務実績
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No.4-1 気候変動
関連指標

2017 年度

気候変動対策分野に係る研修実績数

基準値

4,625 人

3,187 人37

（1）気候変動に係る国際枠組への貢献
①

低炭素・気候変動の影響に対する強靭な社会づくりに貢献する施策の実施状況

・ ベトナム「国としての適切な緩和行動（NAMA：Nationally Appropriate Mitigation Action）策定及び
実施支援プロジェクト」において，ベトナムの「自国の貢献（NDC）」に記載されている温室効果
ガス排出削減施策の実施に活用し得る技術オプションを調査し，低炭素技術をリスト化した資料集
を作成した。また，ホーチミン市をモデル都市とし，測定，報告及び検証（MRV： Measurement,
Reporting and Veriﬁcation）の体制構築と能力向上支援に加えて，ベトナム天然資源環境省気候変動
局が実施している「温室効果ガス排出削減のためのロードマップ政令」起草プロセスを支援した。
また，緩和施策の具体化・実施可能性の検討と関係省庁や地方自治体の理解促進・意識向上を通じ，
ベトナムのNDCの実施促進に貢献した。
・ モンゴル「国家温室効果ガスインベントリの継続的な改善サイクル構築にかかる能力向上プロジェ
クト」，パプアニューギニア「PNGにおける持続可能なGHGインベントリシステム構築のための能
力強化プロジェクト」では，温室効果ガス（GHG）の排出・吸収量のデータをまとめるインベント
リ作成の能力強化支援を開始した。適切なNDCを作成するための前提条件となる透明性の高いイン
ベントリの作成能力強化支援を通じて，各国のNDC実施の基盤整備に貢献している。


モンゴルでは同国で二例目となる風力発電所建設プロジェクト「ツェツィー風力発電事業」が運転
開始に至った。同事業は，日本とモンゴルの民間企業が出資して設立された事業会社をJICAが海外
投融資を通じて支援しており，気候変動対策の民間資金動員に貢献した。また，パキスタンでは「省
エネルギー基準及びラベリング制度にかかる戦略策定・推進プロジェクト」にて，省エネルギー基
準及びラベリング制度の義務化，普及活動，人材育成を開始し，省エネの民間投資が促進される環
境作りに貢献している。



国連気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate Change）の下に
設立された開発途上国の気候変動対策を支援する国際基金「緑の気候基金（Green Climate Fund：
GCF）」から，機構が日本の機関として初となるGCFの認証機関として認定された。今後，GCF資
金を活用した気候変動対策事業の案件形成・実施が可能となる。

② 国連会議等での情報発信
・ UNFCCCの第23回締約国会議（COP23）において，日本政府が設営したジャパン・パビリオンで計
10件のサイドイベントを国内外の機関と共催し，日本の気候変動分野の支援実績をアピールすると
ともに，気候変動対策を巡る様々な課題に関する議論に参画し，日本のプレゼンス向上に貢献した。
共催したサイドイベントのうち1件では，機構が重点的に気候変動対策を支援してきたイスカンダ
ル（マレーシア）とホーチミン（ベトナム）の代表に加えて東京都の関係者が登壇し，都市レベル
の実効性ある気候変動対策について議論した。また，世界銀行，フランス開発庁（AFD：Agence

37

前中期目標期間（2012-2016）実績平均
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Française de Développement）とともに，サイドイベント「不確実性の大きな状況下での適応性の高
い投資判断：不確実な世界で持続可能な開発を計画するための新しいアプローチ」を開催し，将来
の不確実な気候要因の影響に対して強靭な開発事業の計画を可能にする新しい手法について，機構
の調査研究の成果を発信した。
・ 機構，民間を含めた31金融機関が参加している「金融機関における気候変動対策主流化」イニシア
ティブにおいて，横浜市と進めたバンコクの気候変動対策支援と機構の気候変動分野課題戦略策定
の事例を紹介し，機構の知見や経験を広く関係者に共有した。また，これらの事例が同イニシアテ
ィブで取りまとめた事例集に掲載され，発信された。
・ 気候変動の影響に関する損失・被害（ロス & ダメージ）のためのワルシャワ国際メカニズムの執
行委員会会合，UNFCCC非附属書I国の国別報告書に関する専門家協議グループ会合にそれぞれ日本
の委員として出席し，国際的な気候変動ガバナンスの強化と実務運営の双方に貢献した。
（2）機構内の気候変動対策の主流化
・ 気候変動分野ナレッジマネジメントネットワークを通じ，パリ協定等を踏まえた機構の気候変動対
策分野の課題別戦略や優良事例の共有，GCF事務局と連携したGCF案件の形成に関する内部セミナ
ー等を開催し，機構内の気候変動主流化を推進した。
・ 事業における気候変動影響の把握と気候変動影響への対策の事業計画への統合を進めるため，適応
策に係る気候変動対策支援ツールの改訂案を作成し，タンザニアの火力発電所建設事業で試行運用
を開始した。当該事業における気候ハザード（海面上昇，洪水等）や脆弱性，気候リスクを把握し，
具体的な影響を分析の上，想定される適応策の選択肢を提示することができた。

No.4-2 防災の主流化・災害復興支援
関連指標

2017 年度

行政官，地域住民に係る本邦研修，第三国研修，現地セミナー参加等の実

22,700 人

基準値
8,000 人38

績数

（1）自然災害に対する強靭な社会づくり
仙台防災協力イニシアティブの目標達成に向けた防災人材育成及び開発途上国における仙台防災枠
組の達成に向けた支援に取り組んだ。
① 災害リスクの理解：対象各国の土砂災害・火山・地震・津波等の災害リスクの解明に資するSATREPS
事業を採択（1件），実施（8件）した。
② ガバナンス強化：各国の中央防災機関の能力向上と人材育成を推進した。中央防災機関の大臣や幹
部等のハイレベル関係者への往訪や本邦招へいを活用し，仙台防災枠組の浸透を働きかけた。
③ 防災投資の促進：タイ「チャオプラヤ川流域総合洪水管理計画における外郭環状道路放水路」に係
る情報収集・確認調査，フィリピン「マニラ首都圏パラニャーケ放水路」に係る情報収集・確認調
査，バングラデシュ「持続的な水関連インフラ整備に係る能力向上プロジェクト」では，洪水対策
事業の投資計画の形成・作成支援等，個別案件を通じて着実な防災投資の浸透を図った 。また，
日本政府公約である仙台防災協力イニシアティブに示されている達成目標を基に，機構貢献分を 80％と
して想定して設定する。仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015 年から 2018 年に 4 万人
38
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