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（1）組織・業務実施態勢の強化状況 

関連指標 2017 年度 基準値 

外部有識者の参加を得た，組織運営・事業戦略に関する会議の開催回数 3 回 
-

75 

 

① 戦略的な事業運営基盤の構築に向けた組織体制の見直し，各拠点機能の強化 

・ 戦略的に事業を運営する観点から適正な組織体制を継続的に検討し，「インフラ技術業務部」，「JICA 

開発大学院連携準備室」の設置，「財務部」，「資金・管理部」，「債権管理部」の統合 による

合理化等の見直しを随時行った。また，国内拠点の体制について，所掌業務や業務合理化等の検討

を行った。海外拠点については，安全管理に係る人員体制の強化を図った。 

・ 地域の結節点として，国内機関が担う役割が大きく増す中において，機能強化策について取りまと

めた。2018年度以降，随時，具体化を行う。 

・ 在外拠点の共有化・近接化の新たな実績はないが，各拠点のオフィス賃貸契約の更新時に，個別に

共有化・近接化の可能性を検討している。 

 

② 外部の知見の効果的な活用と業務戦略，事業方針の検討 

・ 組織経営について助言を得ることを目的に，外部有識者を交えた経営諮問会議を定期的に開催する

体制を構築し，会議を開催した（5月，1月）。会議での委員からの助言等に基づき，長期経営戦略

の策定に着手する等，組織経営の改善に役立てた。 

・ 国際社会で活躍する有識者から機構の事業方針や取組に関する助言を得て，事業の戦略性の向上等

を図ることを目的に，International Advisory Board を定期的に開催する体制を構築し，会議を開催し

た（6月）。会議での委員からの助言等に基づき，重要な事業戦略を改めて整理の上，中期的な地

域戦略やパートナーシップ戦略等を策定した。 

・ 論点を明確化し，より戦略的な議論がなされるよう理事会運営細則を見直し，経営理事会と執行理

事会に区分した。また，陪席者，付議議題についても整理を図った。 

・ 外部環境が大きく変化していることを踏まえ，2008年に策定されたJICAビジョンを見直し，「信頼」

をキーワードとした，新たなミッション・ビジョン・アクションを策定した（7月）76。 

 

（2）国内拠点の利用・活用状況 

 

関連指標 2017 年度 基準値 * 

国内拠点の利用者数 97.5 万人 73.5 万人77
 

研修施設の稼働率 57.8％ 58.4％78
 

* 基準値は前中期目標期間実績平均。 

                                                   
75 新しい取組のための基準値なし 
76 ミッション「JICA は，開発協力大綱の下，人間の安全保障と質の高い成長を実現します」，ビジョ

ン「信頼で世界をつなぐ」，アクション：1. 使命感，2. 現場，3. 大局観，4. 共創，5. 革新

https://www.jica.go.jp/about/vision/index.html 
77 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
78 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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・ 地域のニーズや特性をいかした創意工夫により，多様なパートナーとの連携構築やネットワークを

活用した事業の効果向上，また，日本の地域活性化にも資する取組を各国内拠点で実施した。主要

な例は以下のとおり。 

 横浜国際センター：2002年に開設された移住資料館の来館者数の累計が50万人を突破した。常設展

示や企画展の開催を通じ，日本人の海外移住の歴史と日系人の活躍について広く理解を促進するこ

とに貢献している。 

 関西国際センター：関西地域の民間企業，NGO/NPO，大学・研究機関，自治体・政府機関等で構

成され，SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けた関西地域での活動促進を目的とした「関西SDGs

プラットフォーム」が発足（12月）。JICA関西は経済産業省近畿経済産業局及び関西広域連合本部

事務局と共に共同事務局を担っている。 

・ 中部国際センター：名古屋駅南部に広がる大規模再開発エリア「ささしまライブ」のコンセプトで

ある「国際歓迎・交流の拠点」を具現化するための場所として，なごや地球ひろばをリニューアル

オープンした（10月）。まちびらきの2 日間に4,000人が訪れ，SDGsと国際社会の取組への理解を

促進する機会を提供した。また，愛知大学と共催で著名人（魚類研究家であるさかなクン） を招

へいし，国際協力の理解促進を図った。 

・ 北海道国際センター（帯広）：草の根技術協力事業（地域経済活性化特別枠）「北海道フード特区・

フードバレーとかち 海外展開支援を兼ねた東南アジア食産業人材育成」（提案自治体：帯広市，

実施団体：帯広商工会議所，2014年～2016年）の一環として，マレーシアでのハラル認証を受けた

大福の生産を開始した。2018年2月に十勝の工場で生産される和菓子8品に対するハラル認証（マレ

ーシアJAKIM認証）を取得した。地元中小企業のマーケット拡大，マレーシアとの関係強化に繋が

っている。 

・ 四国支部：四国地方ESD（Education for Sustanable Development）活動支援センター開設に合わせ，

四国NGOネットワーク及び環境省四国環境パートナーシップオフィスとSDGs推進をテーマとする

「ESD学びあいフォーラム」を共催し，四国支部展示スペースでは，SDGsパネル展を開催した（7

月）。これを機に，年2回開催をしている四国・NGO-JICAラウンドテーブルへのESD活動支援セン

ター，環境省四国環境パートナーシップオフィスからの参加に繋がり，関係機関のネットワークが

構築された。 

 

（1）業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況 

① 情報共有基盤の移行及び活用促進に向けた取組 

・ 情報システム刷新計画及び情報システム整備計画に沿って，機構内のIT環境整備を進め，新情報共

有基盤への切り替え，データセンター基盤の切り替えを行い，新情報共有基盤の利用を開始した。

この新基盤への円滑な業務移行のために機構内の利用者に対し，対面形式・WBT形式での研修を行

った。 

・ また，2016年度に完了した拠点間の情報通信網の安定的な運用に努めるとともに，拠点のステータ

ス変更や移転に伴う各種対応を実施した。 

・ 新情報共有基盤の活用促進に加え，引き続き，導入済システム（ノートPC，無線LAN，リモートア

クセスツール等）の活用の定着に努め，会議の効率化や紙資源の節約，働き方改革への対応等をさ

No.9-2 業務基盤の強化 
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らに進めた。 

② 業務システムの改善及び構築等を通じた業務基盤の強化に向けた取組 

・ 「業務主管システム全体最適化方針」に沿って，2015年度に確立した推進体制（プログラム・マネ

ジメント・オフィス）による管理・調整の下，各主要システムの更改を進め，2017年度は開発工程

に着手した。また，共通データベース，共通サーバ基盤の構築についても，各主要システムの進捗

と連携させながら，計画通りに進めている。 
 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

国内外ともに，業務の拡大及び働き方改革等の状況の変化に対応可能な，効率的な組織の最適化に向

けた検討を継続することが期待される。（2016年度主務大臣評価報告書 No.22「組織運営の機動性向上」） 

 

＜対応＞ 

内外の情勢を踏まえた組織の最適化へ向けて，組織体制の見直し及び外部知見の活用等，迅速かつ柔軟

な対応を行った。加えて，新情報共有基盤を整備したことにより，一層効率的な働き方を行う環境を整え

た。具体的には，Skype for Business による Web 会議やインスタントメッセージの導入，グループウエア

更改に伴う業務公電システムへの電子決裁機能の導入等が挙げられる。あわせて，一層簡易な手続きで在

宅勤務を行うことを可能にし，働き方の多様化を推進した。 

 

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大幅に上回る成果を上げていることに加え，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. 実施体制の整備 

○ 経営諮問会議（2 回）を開催し長期経営戦略の策定に着手。 

○ 理事会運営細則を見直し経営理事会と執行理事会を区分，付議事項を整理。 

○ 国内機関強化策を策定した。 

○ 各国内拠点にて多様なパートナーとの連携を通じた事業の効果向上，地域活性化に資する取組を実

施（関西国際センター：SDGs達成に向けた関西地域での活動促進を目的とした関西SDGsプラット

フォームの発足，横浜国際センター：移住資料館の累計来館者数が50万人を突破し，日本人の海外

移住の歴史と日系人の活躍について広く理解を促進することに貢献）。 

○ 外部環境の変化を踏まえ2008年に策定されたJICAビジョンを見直し。 

◎ 機動的かつ迅速な組織体制の見直し：JICA開発大学院連携準備室，インフラ技術業務部を設置。財

務部，資金・管理部，債権管理部の統合による合理化。 

◎ 外部の知見の活用：事業の戦略性の向上を図ることを目的にInternational Advisory Boardを開催，助

言を踏まえて，中期的地域戦略及びパートナーシップ戦略を策定。 

 

2. 業務基盤の強化 

○ 新情報共有基盤の導入，業務システムの改善及び構築を通じ業務基盤を強化。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き，国内外の情勢を踏まえて，本部を含む国内拠点，海外拠点の体制について機動的な対応を行

う。新情報共有基盤のより一層の活用に向け，機能改善等の検討・活用方法の周知を行う。 
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３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｃ 

＜評定に至った理由＞ 

戦略的な事業運営のための組織基盤づくり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。 

 

経営諮問会議（2 回）を開催し長期経営戦略の策定に着手したほか，理事会運営細則の見直しや，

国内拠点強化策を策定したほか，外部環境の変化を踏まえ 2008 年に策定された JICA ビジョンの見

直しを実施した。 

国内拠点においては，地域のニーズや特性をいかした創意工夫により，多様なパートナーとの連携

構築やネットワークを活用した事業の効果向上に取り組み，利用者数は前中期目標期間実績平均

（73.5万人）を上回る 97.5 万人となった。 

情報システム刷新計画及び情報システム整備計画に沿って，機構内のＩＴ環境整備を進め，新情報

共有基盤を導入し，利用者向けの対面形式・ＷＢＴ形式での研修を実施した。 

特筆すべき取組として，戦略的な事業運営の観点から，組織体制を機動的に見直し，JICA開発大学

院連携準備室，インフラ技術業務部の設置，並びに財務部，資金・管理部，債権管理部の統合による

合理化を実施したこと，事業の戦略性の向上を図ることを目的に International Advisory Boardを 6

月に開催し，助言を踏まえて中期的地域戦略及びパートナーシップ戦略を策定したことを評価する。 

他方，過年度に契約された案件に関する支払いの占める割合が，例年よりも増加したことにより，

2017 年度の予算執行見込みが予算額を上回りかねない状況となった。これにより，技術協力プロジ

ェクト，各種調査事業を中心に事業計画の見直しに迫られ，この過程で契約相手先等関係者に負担を

かけたこと，新規 ODA事業の実施規模を縮小せざるを得なくなったことを，外務省としても重く受け

止めている。これは，機構全体の予算施行状況を把握すべき管理部門と，個別の事業を担当する各部

局との間の調整が不足したことも要因と考えられるところ，「各部門の役割と責任範囲を明確化し，

より柔軟かつ機動的な意思決定を行うための実施体制の構築・運営に取り組む」とする中期目標に沿

わない，改善すべき事態と判断される。 

 

以上の定性的な実績を踏まえると，定量指標である情報共有基盤システムに係る研修実績が目標値

（12 件）を大きく上回る 27 件ではあるが，各部門の役割と責任範囲の明確化を始めとする組織基盤

づくりの不十分さが予算執行管理に係る問題の発生に繋がったことから，中期計画における所期の目

標を下回っており，改善を要すると認め，「Ｃ」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） 

29年度に発生した予算執行管理問題の原因究明に基づき，各部門の役割と責任範囲の明確化や，予

算執行統制の強化，理事会を通じたガバナンスの強化，システムの改善等，組織基盤の徹底した強化

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） 

・JICA 評価は「B」ランクであるが，評価者は「C」ランクにして，JICA 本部の組織改革，特徴ある

組織改革（円借款機能と技術協力機能の独自性と協調性の統合など）を断行すべきと考える。職員自

らの経験と実績をもとに，協調性とダイナミズムのある組織へ JICA 職員自身が取り組むような組織

運営を図るべきである。 

 

・経営諮問会議や経営理事会の設置について記載があったが，体制整備をうけて，経営の戦略性（中

身）の強化に努めていただきたい。その意味で，JICAが今年度中をめどに策定している長期経営戦略

の内容と方向性は非常に重要となる。開発協力をとりまく内外環境が大きく変化する中で，また JICA

の厳しい財務状況をふまえ，「JICA 再生」のための抜本的な改革が必要と考える（他の項目で記載し

たように，ナショナルスタッフの登用，予算勘定と各種スキームの柔軟な運用，外部資金動員，知日

人材を活用していく仕組みづくりを含め）。 

・実施体制の整備をもって評価を「B」とすることでよいか，「C」の可能性を含めて要検討か。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.10 業務運営の効率化，適正化 

業務に関連する政策・施策 ― 

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 

当該項目の重要度，難易度 ― 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値/ 年 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

一般管理費及び業務経費の効率化 1.4％（注１）
 

以上 

1.4％ 1.4％     

有識者による外部審査を行った対象

契約件数 

70（注２）件 70 件 65 件     

（注１）前中期目標期間実績 1.4％ 

（注２）前中期目標期間の実績から 25％増として設定する。前中期目標期間実績平均 56 件 / 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：4.（2），中期計画：2.（2） 

年度計画 

2.（2）業務運営の効率化，適正化 

ア 経費の効率化 

・ 運営費交付金を充当して行う業務の一般管理費及び業務経費（特別業務費及び人件費を除く。）の

合計について，業務の質の確保に留意しつつ前年度比1.4％以上の効率化を達成する。 

 

イ 人件費管理の適正化 

・ 各種の国際社会の開発目標の達成に貢献し，政府や社会から期待される役割を果たすために，必要

に応じて人員配置を見直す。 

・ 手当を含めた役職員給与を国家公務員の給与水準も十分に考慮したうえで厳格に検証して給与水

準の適正化に取り組む。その上で，給与水準及びその合理性・妥当性を公表する。 

 

ウ 保有資産の必要性の見直し 

・ 詳細な保有資産情報の公表を引き続き行う。また，資産内容の見直し，保有資産の必要性の有無を

検討する。加えて，竹橋合同ビル内区分所有部分については，有効な利活用の方策を継続的に検討す

る。 

 

エ 調達の合理化・適正化 

・ 機構の事務・事業の特性を踏まえた調達等合理化計画を策定し，これに基づく取組を確実に実施す

る。 

・ 契約監視委員会による点検を踏まえた競争性のない随意契約の削減に取り組む。また，外部審査制

度の活用，制度改善やセミナー開催などを通じ，透明性の向上や新規参入の拡大，競争性の向上に取
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り組む。 

・ 適正な調達を継続的に行うための事務能力を強化するため，国内拠点，海外拠点に対する遠隔研修

や直接支援等を行う。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

• 給与水準適正化の取組状況 

• 契約監視委員会等の実施状況と審査結果への対応状況 

 

３－２．業務実績 

 

・ 在外の事務所契約等の見直し，固定的経費の削減等の取組により，運営費交付金を充当する物件費

の前年度比率 1.4％の効率化を達成した。 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

対国家公務員指数（ラスパイレス指数）（年齢・地域・学歴勘案後） 101.6 100.6
79

 

総人件費（給与・報酬部分） 176.2 億円 168.3 億円80
 

 

（1）人員配置の見直し 

・ 人員配置状況を精査し，2017年度の配置計画を策定・実施した。特に，安全管理等に関する政府や

社会からの要請に応え，在外事務所に安全管理担当者を配置した。 

 
（2）給与水準の適性化と総人件費管理 

・ 2017年度の人事院勧告を参考にしつつ，国家公務員に準じて給与水準の引上げを実施するとともに，

役職定年制度，職務限定制度，勤務地限定制度を継続適用し，給与水準の適正化を図った。また，

給与水準及びその合理性・妥当性についてウェブサイトで公表した。 

・ 安全対策強化等の趣旨で当局に認められた 27人分の人件費予算増も踏まえて採用や人員配置等を

行い，大きな予実乖離がない執行水準にて人件費を管理した。また，質の高いインフラ輸出の推進

や更なる安全対策強化等に係る10人分の人件費予算増が当局に認められた。 

 

・ 決算公告にて毎年資産情報の公開を行っている。 

・ 竹橋合同ビル内区分所有部分については，主務省他と協議の上，執務室等として有効に利活用する

方針を決定した。 

 

関連指標 2017 年度 基準値 * 

                                                   
79 2015 年度実績 
80 2015 年度実績 

No.10-1 経費の効率化 

No.10-2 人件費管理の適正化 

No.10-3 保有資産の必要性の見直し 

No.10-4 調達の合理化・適正化 
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契約監視委員会に附議した契約件数 59 件 39 件81
 

 

2016年度の調達実績の分析等を含め総合的に検討した結果を踏まえ，契約の競争性の拡大及び調達関

連事務の合理化・適正化及び組織全体の調達リテラシーの向上に重点的に取り組んだ。具体的な取組は

以下のとおり。 

 
（1）調達等合理化計画に基づく取組の実施状況 

契約調達手続きの適正な実施と簡素化，効率化を促進した。具体的な取組は以下のとおり。 

・ 契約事務の適正で確実な遂行及び精算事務を集約する体制を安定的に運用した。 

・ 民間連携事業及び草の根技術協力事業における契約手続きの更なる効率化及び実施体制の改善を

行った。 

 
（2）競争性のない随意契約の削減，透明性及び競争性の向上，新規参入の拡大への取組の実施状況 

① 一者応札・応募の削減に向けた取組 

・ 契約実績の定期的モニタリング，分析，契約監視委員会等における点検を継続的に実施した。案件

の特性による業務の分割や発注規模拡大等の工夫の検討，仕様書の精度向上，説明会開催等の応募

勧奨拡大等の審議結果を踏まえて，同結果を機構内で周知するとともに，これらの取組を継続して

実施した。 

・ 新規参入の拡大を図るために，各種説明会，意見交換，意見招請等を継続的に実施した。 

・ 公示予定案件の公表を継続し，公示時期の平準化を促進した。 

② 競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組 

・ 競争性の向上を含む契約適正化の観点から，競争性のない随意契約について，ガイドラインに沿っ

た運用状況のモニタリングを行うとともに，契約監視委員会における継続的な点検を実施した。 

・ 「参加意思確認公募」案件を一つの審議項目として追加し点検を実施した。 

 

（3）適正な調達を継続的に行うための実施基盤の確保 

効率化，適正化のための組織全体の調達リテラシーの向上を目的に以下の取組を実施した。 

・ 海外拠点の調達実施体制の適正化：本部の在外調達支援体制を維持し，全在外拠点からの問合せ対

応（942件）や調達事務への支援を継続した。また，海外拠点の調達手続きに関する参考資料を整

備するとともに，短期在外調達支援要員を25拠点に計画的に派遣し，現地職員の計画的な育成と現

地の体制整備を図った。 

・ 国内拠点の調達実施体制の適正化：国内拠点調達に係る相談・巡回指導，調達情報提供，調達支援

セミナー，調達部内の支援体制整備を通じて国内拠点への支援を強化した。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き，効果的な事業を実施するための効率化に向けた取組を継続するとともに，合理化，適正化

の成果を適切にモニタリングすることを期待する。（2016年度主務大臣評価報告書 No.25「事務の合理

化・適正化」） 

事業に必要な態勢の強化を図りつつ，効率的な事業運営に向けた取組の継続を期待する。（同上 No.26

                                                   
81 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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「経費の効率化・給与水準の適正化等，保有資産の見直し」） 

引き続き「コンサルタント等契約における競争性・公正性向上のためのアクションプラン」の着実な

モニタリング並びに契約の監視及び情報公開を期待したい。（同上 No.23「契約の競争性・透明性の拡

大」） 
 

＜対応＞ 

効果的で適正な事業実施に向けて，2017年度は民間連携事業を始めとする制度改善と効率化，合理化

を進めてきた。また，国内拠点，海外拠点等に対する研修や直接支援等を通じて，効率化，適正化のた

めの組織全体の調達リテラシーの向上にも取り組んできた。2018年度には草の根技術協力の契約事務移

管も予定されているため，必要な態勢整備を図りつつ，事業担当部署の実施・監理能力の向上支援を通

じた適正で効率的な事業運営に向けて引き続き取り組む。 

「競争性・公正性の向上に向けてのアクションプラン」の実施状況，成果を総括し，報告書ドラフト

への外部コメント取り付け中であり，2018年度上半期完成・公表予定。 

 

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下回っている一方，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. 経費の効率化 

○ 運営費交付金を充当する物件費の効率化目標を達成。 

 

2. 人件費管理の適正化 

○ 給与水準の適正化を維持し，給与水準及びその合理性・妥当性をウェブサイトで公表。 

 
3. 保有資産の必要性の見直し 

○ 保有資産情報を公表。竹橋合同ビルの利活用を決定。 

 
4. 調達の合理化・適正化 

○ 調達等合理化計画に基づき，契約手続きの適正な実施と簡素化，効率化を促進。民間連携事業及び

草の根技術協力事業に係る契約手続きの効率化及び実施体制を改善。 

○ 一者応札・応募の削減に向け，契約実績の定期的モニタリング・分析，契約監視委員会等による点

検 ，総合評価落札方式導入後の状況分析等を実施。 

○ 競争性のない随意契約について，ガイドラインに沿った運用状況のモニタリングを実施。また，契

約監視委員会での継続的な点検を実施。 

○ 海外及び国内拠点の調達適正化及び実施体制の整備と強化への支援（海外：短期在外調達支援要員

を25拠点に派遣，国内：巡回指導，調達支援セミナー等を開催）。 

 
＜課題と対応＞ 

引き続き，効率的な事業運営を行うための取組を継続する。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

業務運営の効率化，適正化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。 
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１．経費の効率化 

運営費交付金を充当する物件費の効率化目標を達成した。 

 

２．人件費管理の適正化 

給与水準の適正化を維持し，給与水準及びその合理性・妥当性をウェブサイトで公表したほか，安

全管理等に関する政府や社会からの要請に応え，在外事務所に安全管理担当者を配置した。 

 

３．保有資産の必要性の見直し 

保有資産情報を決算公告等で公表したことに加え，竹橋合同ビルを執務室等として利活用すること

を決定した。 

 

４．調達の合理化・適正化 

調達等合理化計画に基づき，契約手続きの適正な実施と簡素化，効率化を促進したほか，民間連携

事業及び草の根技術協力事業に係る契約手続きの効率化及び実施体制の改善を実施した。 

競争性のない随意契約の削減に係る取組として，ガイドラインに沿った運用状況のモニタリングを

行うとともに，契約監視委員会における継続的な点検を実施した。 

海外及び国内拠点の調達適正化及び実施体制の整備と強化への支援として，短期在外調達支援要員

を 25 拠点に派遣したほか，国内においては巡回指導や調達支援セミナー等を開催した。 

なお，定量指標に定めている「有識者による外部審査を行った対象契約件数」は，65件と目標値（70

件）を僅かに下回ったが，これは運営費交付金事業の予算執行状況の影響を受けて，外部審査の対象

となるコンサルタント等契約の新規公示数そのものが想定より大幅に減少した（2017年度の機構の契

約件数全体は 798件と，前年度 1,003件よりも約２割少ない）ことによるものであり，機構のコンサ

ルタント等契約の一部の案件において選定プロセスの一環に外部者を参加させるという実質的な目

的は達成していると認められる。 

 

以上の定性的な実績に加え，定量指標である一般管理費及び業務経費の効率化が目標値（1.4％）

を達成する 1.4％となったこと，有識者による外部審査を行った対象契約件数が実質的には目標を達

成していると考えられるところ，中期計画における所期の目標を達成する成果が得られていると認

め，「Ｂ」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） 

引き続き，効率的な事業運営を行うための効率化に向けた取組を継続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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２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

該当なし        

 

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：5. 中期計画：3. 

年度計画 

3. 財務内容の改善に関する事項 

・ 運営費交付金を充当して行う業務について，以下 6. に示す予算，収支計画及び資金計画に基づき

事業の質の確保に留意して適正な予算執行管理を行う。また，前年度期末の運営費交付金債務残高

の発生要因等を分析する。 

・ 自己収入の確保とその適正な管理・運用に努める。 

 

３－２．業務実績 

 

・ 中期計画及び年度計画別表（予算，収支計画及び資金計画）に基づき，年度当初に予算編成及び配

分を行うと共に，月次で進捗をモニタリングし，予算執行管理を行った。 

・ 開発協力に対する支援ニーズの増加及び迅速化への対応のため，2015年度から2016年度にかけて，

後年度負担を伴う技術協力事業実施を促進した結果，2017年度の予算執行見込みが予算額を上回り

かねない状況となった。これにより，2017年10月以降，新規事業の着手を大幅に抑制し事業計画の

見直しを行ったが，この過程で契約相手先等関係者との間で一部混乱を招いた。 

・ 上記を踏まえ，再発防止として，技術協力事業の後年度負担管理上の課題を改めて確認し，運営費

交付金事業の予算執行管理体制及び業務フローの見直し等を含め統制強化に着手した。 

・ 2017年度末時点の運営費交付金債務残高は，201.0 億円となっており，その内訳は以下のとおりで

ある。 

運営費交付金の残 84.5 億円 

前渡金 116.0 億円 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.11 財務内容の改善 

業務に関連する政策・

施策 

― 

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 

当該項目の重要度，難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

No.11-1 運営費交付金を充当して行う業務に関する予算執行管理の状況 
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前払費用，長期前払費用等 0.4 億円 

（注）四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。 

・ 2017年度末時点の運営費交付金の残の発生理由は，相手国側機関の都合等により，当初の計画に変

更が生じ，年度をまたいで契約せざるを得なかった等の事情による。 

 

・ 自己収入のうち事業収入は消費税の還付等を除く5.4億円（2016年度実績4.8億円，2017年度計画額

2.5億円）となった。計画額からの主な増要因は在外事務所の移転に伴う差入保証金の戻入等の雑収

入の増による。 

・ また，寄附金収入は3,600万円（同1,700万円，1,500万円）となり，「世界の人びとのためのJICA 基

金」を通じた支援事業（新規15件，継続11件）及び，使途特定寄附金事業による「ラオスにおける

ニコン・JICA奨学金制度」及び「アマゾン保護区における自然環境分野の研究・教育関連施設建設

事業」に使用した。 

・ また，海外開発計画調査事業等の受託事業収入は2.9億円（同3.3億円，2.8億円）で，当該事業の実

施費用に充当した。 

・ GCFの認証機関に機構が認定され，今後同基金の資金活用が可能となる（No.4-1 参照）。 

・ 米州開発銀行と中南米地域における地場中小零細企業の競争力強化等のための共同調査の受託に

係る収入300万円を得た。 

・ SATREPS事業「チリにおける持続可能な沿岸漁業及び養殖の確立に資する赤潮早期予測システムの

構築と運用」の社会実装に係る追加の活動部分の受託について主務大臣の承認が得られた。本邦企

業（三井物産株式会社）が有する環境基金からの資金を得て，事業効果の拡大を予定。 

 

 

・ 機構債の発行は2016年12月に決定された日本政府のSDGs実施指針の具体的施策（「社会貢献債の

発行（JICA）」）として位置付けられている。6，9，12月にソーシャルボンドを計600億円発行し，

4月に政府保証外債5億ドルを発行し，国内外の民間資金を成長市場である開発途上国のために動員

した。 

・ コンゴ民主共和国「国家森林モニタリングシステム運用・REDD+パイロットプロジェクト」につい

て，中央アフリカ森林イニシアティブ（CAFI）基金に応募し，400万ドル規模の事業の受託が決定

した。本基金にてスケールアップして実施予定（No.4-3 参照）。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き，年度末の運営費交付金債務残高の削減に向けた，要因分析，対応策の検討を期待したい。

（2016年度主務大臣評価報告書 No.27「予算（人件費の見積を含む），収支計画及び資金計画（有償資

金協力勘定を除く）」） 
 

＜対応＞ 

運営費交付金について，予算執行状況を細かくモニタリングする等，予算執行管理に取り組むと共に，

相手国側機関のニーズ等，現地事情を踏まえた予算見直しを適宜行った。 

 

その他財務内容の改善や開発資金の動員等に資する取組 

No.11-2 自己収入の確保に向けた取組と管理・運用の状況 
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３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｃ 

根拠：以下1. 予算執行管理に記載した事象により，年度計画に照らして目標水準を下回ると判断される。 

 
1. 予算執行管理 

△ 開発協力に対する支援ニーズの増加及び迅速化への対応のため，2015年度から 2016年度にかけて，

後年度負担を伴う技術協力事業実施を促進した結果，2017年度の予算執行見込みが予算額を上回り

かねない状況となった。これにより，2017年10月以降，技術協力プロジェクト，各種調査事業を中

心に事業計画の見直しを行ったが，この過程で契約相手先等関係者との間で一部混乱を招いた。 

 

2. 自己収入の確保に向けた取組 

○ 自己収入のうち事業収入は消費税の還付等を除く5.4億円。寄附金収入3,600万円は，「世界の人び

とのためのJICA基金」を通じた支援事業（新規15件，継続11件）及び使途特定寄附金事業に使用。 

◎ 外部資金の活用：機構が緑の気候基金（GCF）の認証機関に認定。今後，GCFの資金を活用した気

候変動対策事業を形成・実施予定。 

◎ 事業の受託：米州開発銀行と中南米地域における地場中小零細企業の競争力強化等のための共同調

査の受託に係る収入300万円を得た。 

 

3. 開発資金の動員に資する取組 

○ 機構債に関して，ソーシャルボンドを計600億円，政府保証外債を5億ドル発行し，国内外の民間資

金を開発途上国支援に動員。 

◎ コンゴ民主共和国の森林保全モニタリングに係る事業の拡大のための資金として，中央アフリカ森

林イニシアティブ基金（CAFI）より400 万ドル規模の事業の受託が決定。 

 

＜課題と対応＞ 

上記の技術協力事業の後年度負担管理に関する課題を踏まえ，予算統制部局の強化，予算管理体制や

予算管理におけるフロー及びシステムの改善・強化，予算リテラシーの向上等により，予算執行管理に

係る統制の強化に取り組んでいる。 

自己収入（特に受託収入）の確保に関しては，機構法第13条第1項及び第2項に定める業務の遂行に支

障が生じないよう留意しつつ，多様な資金の動員に向け一層の取組を図る。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｄ 

＜評定に至った理由＞ 

財務内容の改善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．予算執行管理 

過年度に契約された案件に関する支払いの占める割合が，例年よりも増加したことにより，2017

年度の予算執行見込みが予算額を上回りかねない状況となった。これにより，技術協力プロジェクト，

各種調査事業を中心に事業計画の見直しに迫られ，この過程で契約相手先等関係者に負担をかけたこ

と，新規 ODA事業の実施規模を縮小せざるを得なくなったことを，外務省としても重く受け止めてい

る。これは，「事業の質の確保に留意し，適正な予算執行管理を行う」とする中期目標に沿わない，

抜本的に改善すべき事態と判断される。 
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２．自己収入の確保に向けた取組 

JICA が緑の気候基金（GCF）の認証機関に認定され，今後 GCF 資金を活用した気候変動対策事業を

形成・実施可能となったこと，米州開発銀行と中南米地域における地場中小零細企業の競争力強化等

のための共同調査の受託収入（300 万円）を得たことは，自己収入の確保に向けた取組として評価さ

れる。 

 

３．開発資金の動員に資する取組  

ソーシャルボンドとして，機構債を計 600億円，政府保証外債を 5億ドル発行し，国内外の民間資

金を開発途上国支援に動員した。 

また，コンゴ民主共和国の森林保全モニタリングに係る事業の拡大のための資金として，中央アフ

リカ森林イニシアティブ基金（CAFI）より 400万ドル規模の事業の受託が決定したことは，開発資金

の動員に資する取組として評価される。 

 

以上の定性的な実績を踏まえると，自己収入の確保に向けた取組として GCFの認証機関に認定され，

今後より拡大した気候変動対策事業の実施が可能となったことや CAFI から 400 万ドル規模の事業を

受託することで開発資金の動員に資するなど，限られた財源で成果を上げるための積極的な取組を実

施したこと等評価される成果はあるものの，予算執行管理の問題において関係者及び我が国の ODA事

業実施に与えた影響を外務省としても重く受け止めている。機構は既に，「予算執行管理室」の創設

や，理事会を通じたガバナンスの強化，「予算執行管理改善に関する第三者諮問委員会」の立ち上げ

等を通じて，予算執行管理体制の改善，内部統制の強化に取り組んでいるが，中期計画における所期

の目標を下回っており抜本的な改善の取組を継続的に行う必要があるため，「Ｄ」評価とする。なお，

有識者からの意見にもあるように，自己評価書において，より適切な状況把握や，分析と対策が記載

されているべきであった。 

 

 ＜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） 

今回の予算執行管理問題を深刻な事態として受け止め，関係者への影響を最小限とすることに留意

しつつ，予算執行管理体制の改革を含む再発防止策の策定・実施を通じて，事態の早期正常化が実現

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） 

・予算執行管理の問題は，「一部混乱を招いた」ではすまない深刻な事態と認識している。問題発生

後の組織内の情報共有（タイミング，経営陣とのコミュニケーション等），及び対応方法も問題があ

った（一律的な予算カット，コンサルタントへの皺寄せ，研修事業への影響等）。 

・2018～19年度で予算を上回る事業ニーズが少なくとも 100億円程度あるとのことだが，技術協力事

業の規模に照らすと，資金不足の影響は大きい。JICA は今般の事態が今後の JICA 事業運営に与える

影響を分析し，抜本的な改革が必要と考える（上記 No.9に関連）。 

・これは「D」に相当する重い事態と考える。 

 

・予算の執行管理に関する重大な問題が生じ，2018年度もその余波が続いている。報告書では，この

点に関する説明が必ずしも十分ではなく，組織運営に関する基本的な業務遂行にどの程度の問題があ

ったのか，わかりにくい。従って報告書からは，今後，二度と同じ問題を引き起こさないための分析

と対策が見えてこない。 

 

・昨年に引き続きリスク管理上の問題が表面化したことは極めて遺憾である。とりわけ今回の予算執

行管理上の問題は，管理システムの技術が高度化した現在では，初歩的なミスとの評価を受けること

も免れない。機構業務の拡大，複雑化と周囲の期待に組織が追いついていない現実を認識し，組織の
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将来を展望した改革を期待したい。 

 

・JICA評価は「C」ランクであるが，評価者は「D」評価ではないかと考えている。JICAは 2015～2016

年度にかけて，後年度負担を伴う技術協力事業実施を行った結果…と述べているが，それは予算管理

不足がもたらした結果である。財務マネジメントという基本中の基本が欠如した結果と言える。それ

にしても，国民の税金をもとに事業を展開している組織が財務マネジメント不足とは，評価の領域を

越えている。 

・しかも，その結果は，日本の国際協力を支えている人びと，企業，団体に多大な運営上，経営上の

損害を与えている。JICAは自らの査定で「契約相手先等関係者との間で一部混乱を招いた」と述べて

いるが，内外にわたって多くの人びと，企業，団体等が被害者になっていることを深く反省すべきで

ある。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.12 安全対策 

業務に関連する政策・施策 ― 

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 

当該項目の重要度，難易度 【重要度：高】【難易度：高】関係者の安全の確保は機構事業を安定的に実施す

る上での大前提となる要因であること。また，不確実性が高く，目標の達成が

機構の努力だけではコントロールできない外部の要因に左右され，かつこれま

でに比べて業務の対象の拡大や，大幅な取組の強化を伴うこと。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値/ 年 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

事業関係者等の安全対策研修の受講者

数 / うち，テロ対策研修受講者 

3,000 人 

/ 

720 人

（注） 

3,000 人 

/ 

720 人 

6,924 人 

/ 

769 人 

    

（注）前中期目標期間の実績から約 25％増として設定する。前中期目標期間実績平均 2,381 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：6.，中期計画：4. 

年度計画 

4. 安全対策に関する事項 

・ 国際協力事業関係者の安全確保のため，「国際協力事業安全対策会議最終報告（2016年8月）」に基

づき，安全対策の強化に向けた取組を行う。具体的には，脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化や

日本政府と連携した情報共有の徹底，事業関係者等に対する行動規範の共有の徹底，海外拠点等での

ハード・ソフト両面の防護措置の強化，安全対策に係る研修・訓練機会の整備と拡充，及び危機発生

時の対応能力強化や事業関係者に対する支援策の検討等を着実に推進する。 

・ 施設建設等事業の工事安全対策に関し，工事安全対策に関する指針文書の適切な運用や現場における

安全対策の強化を通じ，安全対策に関する取組を徹底する。特に，事故の件数の多い国や事業規模の

大きい国での安全対策を重点的に実施する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

・ 海外における事業関係者の武力紛争，テロ，一般犯罪，交通事故，自然災害等による被害の低減に

向けた取組状況 

・ 工事事故の低減に向けた取組状況 

 

３－２．業務実績 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

No.12-1 海外の事業関係者の安全対策に係る取組状況 
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安全確認調査及び安全巡回指導調査国数 44 か国 30 か国82
 

 

（1）脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化，情報共有の徹底 

・ メディアや外部情報リソース，政府・他ドナー，海外拠点に配置された安全対策アドバイザー等か

ら世界各国・地域の治安動向等に係る安全情報を常時収集・分析し，国際協力事業関係者に迅速な

情報提供と注意喚起を行った。 

・ 在留届及び「たびレジ」への登録を関係者に周知徹底するとともに，コンサルタント等との契約で

登録を義務化した。さらに，機構ウェブサイトに安全対策の専用ページ83を新たに開設し，関係者

が各種の安全対策情報を一元的に確認できる体制を整えた。 

 国際機関等（国連安全保安局（UNDSS），世界銀行等）との情報共有等の連携強化のため ，役員

レベルでの意見交換，在外拠点における現場レベルでの脅威情報の交換等の連携及び人事交流（世

界銀行に機構職員をインターンとして約1か月間派遣）を実施し，脅威情報の分析手法の改善に役

立てた。 

 

（2）行動規範の徹底 

・ 機構の事業を遂行する上で必要な入国，滞在時の安全対策のルールを機構独自に定めた国別の安全

対策措置（渡航措置及び行動規範）を合計122か国で策定・改定した。機構と契約関係にある事業

関係者に対し，契約書で機構の安全対策措置の遵守を義務化するとともに，機構と契約関係のない

国際協力事業関係者に対しても，安全対策の一助として提供を開始した。また，11月には機構ウェ

ブサイトにも掲載し，さらに現地でも安全対策連絡協議会の開催等を通じて関係者に周知徹底した。 

・ 上記に加え，特に脅威度の高い13か国への全渡航者を対象に渡航前に安全対策ブリーフィングを行

い，安全対策措置を含む安全情報を提供した。 

 

（3）海外拠点等での防護措置の強化 

・ プロジェクト開始前に在外事務所を中心に現地治安情勢を確認している。その中でも特に脅威度の

高い国を中心に，合計24か国で安全評価調査（国全体の治安情勢・リスク分析，事業現場の安全対

策状況の点検等）を実施した。また，有事発生時に備えた海外拠点等での防護措置の強化のため，

合計23か国で防弾車の調達を開始し，9か国で避難場所整備に向けた調査を実施した。 

 

（4）研修・訓練機会の整備と拡充 

・ 国際協力事業関係者（機構内部人材含む）を対象とした座学研修（1,023名受講），テロ対策実技研

修（769名受講），及びウェブ研修（13,073アクセス）を実施するとともに，在外関係者に対する現

地安全対策研修を合計44か国で実施した。 

・ 国内の地方在住者や企業の安全管理者が受講できる研修メニューを拡充するとともに，ビデオ教材，

ハンドブック等の研修教材を拡充すべく作成に着手した（2018年度に運用開始予定）。 

 

（5）危機発生時の対応能力の強化 

・ 緊急事態発生時の初動対応マニュアルを改訂するとともに，本部で同マニュアルを基にした机上訓

練を実施した。また，2017年8月に大統領選挙を控えて現地の治安状況の不安定化が懸念されてい

                                                   
82 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
83 https://www.jica.go.jp/about/safety/index.html 

http://www.jica.go.jp/about/safety/index.html


12-3 

 

たケニア事務所で，有事発生時を想定した空港までのエスコート警備も含む退避訓練を行った。加

えて，有事対応の際に設置する緊急事態オペレーションルームを本部に整備した。 

・ テロ・騒擾等に伴う国外退避支援サービス（チャーター機手配含む）について，機構と直接契約関

係にない資金協力事業関係者も含む契約とした。 

・ 事件・事故発生時の直接・間接被害者に対するメンタルケア強化の一環として，内部向けのWBT

「JICA 関係者の緊急（重症傷病発生）時の対応」を導入した。 

 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

事故事案報告件数（事業規模１兆円当たり） 13 件 23 件84
 

実施状況調査，安全管理セミナー，円借款事業（STEP）施工安全確認調査

の件数 

135 回 137 回85
 

 

（1）指針文書の適切な運用 

・ 施設建設等事業の安全対策委員会（12月）で2017年度上半期の事故発生状況を確認するとともに，

2014年度策定の「ODA建設工事安全管理ガイダンス」について見直すべき項目等を検討した。 

・ 施設等建設を伴う全18件の技術協力事業をモニタリングし，必要に応じてガイダンスに基づく安全

対策が取られるよう指導した。また，有償資金協力案件25件，無償資金協力案件71件を対象に実施

状況調査を行った。加えて，現場関係者や事務所員を対象とした安全管理セミナー38件を実施した。 

 

（2）施工現場の安全対策の強化 

① 事故の件数の多い国や事業規模の大きい国での安全対策 

・ 近年事故件数の多いインド，タイ，ベトナム等で実施実況調査を実施し，インドでは安全管理セミ

ナーも併せて行った。ベトナムにおいては技術協力プロジェクトとして「建設事業における積算管

理，契約管理及び品質・安全管理能力向上プロジェクト」も実施中であるほか，鉄道セクターにお

いて，定期的に実施している円借款事業（STEP）施工安全確認調査を実施した。 

・ 工事安全対策にかかる助言を担当し，実施状況調査を行う企画調査員（資金協力）について，全体

で1名の増員を決定し，事故件数・事業規模等を勘案し，在外事務所への配置を見直した。 

② 事故の防止に向けた取組 

・ 実施状況調査，安全管理セミナー，安全パトロールを実施しているほか，コンサルタント/コントラ

クターからの事故報告に対して原因や再発防止策に向けた技術的な確認と助言を行っている。 

③ 建設工事の安全対策・事故防止を主管する省庁等に対する協力（技術協力及び研修） 

・ 技術協力プロジェクトを通じた相手国政府の安全対策や事故防止を促進する取組として，ベトナム

「建設事業における積算管理，契約管理及び品質・安全管理能力向上プロジェクト」やモンゴル「建

設分野における労働安全管理能力強化プロジェクト」を実施している。また，ミャンマー「道路橋

梁技術能力強化プロジェクト」では安全管理ワークショップを開催した。 

・ 課題別研修では，「社会基盤整備における事業管理」で安全・衛生管理を講義した。また，「労働

                                                   
84 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
85 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

No.12-2 工事安全対策に係る取組状況 
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安全衛生政策向上」でも，労働安全衛生，安全対策教育等に関する講義を実施している。加えて，

南アジアODAローンセミナーでは実施機関等を対象に工事安全対策を講義した。 

 

（3）戦略的な取組及び成果 

国際建設技術協会との共催により「ODA 建設工事におけるコンサルタントの工事安全管理能力コー

ス（初級編）」を開催した（修了者 39 名）。同研修は初心者を対象にしているが，今年度初めての取組

として，施工監理業務経験者を対象に，ケーススタディを盛り込んだ中級編を開催した（修了者 11 名）。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

国際協力事業安全対策会議に基づく各種強化策の着実な実施及び，不断の見直しが求められる。（2016 

年度主務大臣評価報告書 No.20「安全対策の強化」） 
 

＜対応＞ 

 「国際協力事業安全対策会議最終報告」に示された強化策について全て着手し，おおむね完了した。今

後は現在継続的に取り組んでいる強化策を着実に完了させるとともに，効果的・効率的な運用への不断の

見直しを行う。 

 

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大幅に上回る成果を上げていることに加え，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. 海外の事業関係者の安全対策に係る取組 

○ 脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化（メディアや安全対策アドバイザー等多様な情報ソースか

ら世界各国・地域の治安動向に係る安全情報を常時収集・分析），情報共有の徹底，2）行動規範

の徹底（122か国を対象に国別安全対策措置を策定・改訂），3）海外拠点等での防護措置の強化（24

か国を対象に安全評価調査を実施），4）研修・訓練機会の整備と拡大（44か国を対象とする現地

安全対策研修等の実施），5）危機発生時の対応能力の強化（初動対応マニュアルの改訂）を実施。 

◎ 国際機関との連携強化：各在外拠点での国連安全保安局（UNDSS：United Nations Department of 

Safety and Security）等と現場レベルでの脅威情報の交換等の連携を促進。世界銀行に機構職員をイ

ンターンとして派遣する等の人事交流を実施し，脅威情報の分析手法を改善。 

2. 工事安全対策に係る取組 

○ 施設建設を伴う全技術協力事業のモニタリングを実施し，ガイダンスに基づく安全対策の指導を実

施。有償資金協力25件，無償資金協力71件を対象に実施状況調査を実施。 

○ 事故件数の多い国や事業規模の大きい国にて，安全対策・事故防止を主管する省庁等に対する技術

協力プロジェクトや課題別研修を通じた協力を行い，施工現場の安全対策を強化。 

◎ コンサルタントの工事安全監理能力の向上：国際建設技術協会との共催により，施工監理業務経験

者を対象に「ODA建設工事におけるコンサルタントの工事安全管理能力コース（中級編）」を新規

に開催。 

 

＜課題と対応＞ 

「国際協力事業安全対策会議最終報告」を踏まえ，各種強化策を着実に進める。特に，脅威情報の収集・
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分析能力を強化するとともに，全ての関係者が事業の一部として安全対策に取り組む仕組みを構築する。

また，事業関係者の危機管理意識が維持されるよう，研修・情報発信等を通じて継続的に意識喚起に取り

組む。 

  

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

安全対策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．海外の事業関係者の安全対策に係る取組 

脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化として，メディアや安全対策アドバイザー等多様な情報ソ

ースから世界各国・地域の治安動向に係る安全情報を常時収集・分析を行い，国際協力事業関係者に

迅速な情報提供と注意喚起を実施した。 

行動規範の徹底に係る取組として，122 か国を対象に国別安全対策措置を策定・改訂したことに加

え，機構と契約関係にある事業関係者に対する契約書での安全対策措置遵守の義務化や，契約関係の

ない関係者にも安全対策措置の提供を実施したほか，特に脅威度の高い 13 か国への全渡航者を対象

に渡航前に安全対策ブリーフィングを行い，安全対策措置を含む安全情報を提供した。 

海外拠点等での防護措置の強化として，プロジェクト開始前に在外事務所を中心に現地治安情報を

確認し，その中でも特に脅威度の高い国 24 か国を対象に安全評価調査を実施し，23 か国で防弾車の

調達を開始，9か国で避難場所整備に向けた調査を実施した。 

研修・訓練機会の整備と拡大の取組として，国際協力事業関係者を対象とした座学研修を 1,023人，

テロ対策実技研修を 769人に対して実施したほか，ウェブ研修（13,073アクセス）を実施したことに

加え，前中期目標期間の実績平均（30 か国）を上回る 44 か国を対象とした現地安全対策研修等を実

施した。 

危機発生時の対応能力強化の取組として，初動対応マニュアルを改訂するとともに，本部での同マ

ニュアルを基にした机上訓練や，ケニア事務所での有事発生時を想定した空港までのエスコート警備

を含む退避訓練を実施したことに加え，有事対応の際に設置する緊急事態オペレーションルームを本

部に整備した。 

特に評価される取組として，国連安全保安局（UNDSS），世界銀行等との情報共有等の連携強化を目

的として，役員レベルでの意見交換や，在外拠点での脅威情報の交換等の連携を促進したほか，世界

銀行に機構職員をインターンとして派遣する等の人事交流を実施し，脅威情報の分析手法の改善に取

り組んだことは，評価される。 

 

２．工事安全対策に係る取組 

施設建設等事業の安全対策委員会において，「ODA建設工事安全管理ガイダンス」の見直すべき項目

等を検討したことに加え，施設建設を伴う全技術協力事業のモニタリング及びガイダンスに基づく安

全対策の指導を実施したほか，有償資金協力 25件，無償資金協力 71件を対象に実施状況調査を実施

し，加えて現場関係者や事務所員を対象とした安全管理セミナーを 38件実施した。 

事故件数の多い国や事業規模の大きい国において，実施状況調査や安全管理セミナーを実施したこ

とに加え，安全対策・事故防止を主管する省庁等に対する技術協力プロジェクトや課題別研修を通じ

た協力を行い，施工現場の安全対策の強化を働きかけ，工事安全対策に取り組んだ。 

特に，国際建設技術協会との共催により，「ODA建設工事におけるコンサルタントの工事安全管理能

力コース（初級編）」を開催したことに加え，施工監理業務経験者を対象に「ODA 建設工事における

コンサルタントの工事安全管理能力コース（中級編）」を新規に開催したことは，コンサルタントの
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工事安全管理能力の向上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，定量指標である事業関係者等の安全対策研修の受講者が目標値（3,000

人）を大きく上回る 6,924 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達成していると

認め，「Ｂ」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） 

「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づく各種強化策の着実な実施を期待する。特に，国際

機関等との連携強化を通じて脅威情報の収集・分析能力の強化や，研修等を通じた事業関係者の危機

管理意識喚起の取組に期待する。 

 

 ＜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.13 効果的・効率的な開発協力の推進 

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 

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 

当該項目の重要度，難易度 ― 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

SDGs への貢献の一層の明確化を含む戦

略性の強化が図られ，国際的に対外発信さ

れた協力プログラム等の数 

30 件

（注） 

（2017-20

21） 

 

6 件 

 

12 件 

    

（注）各年度で全世界で６件以上を基準として設定する。 

 

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：7.（1），中期計画：5.（1） 

年度計画 

5.（1）効果的・効率的な開発協力の推進 

ア 予見性，インパクトの向上 

・ 国・地域の課題を把握，分析し，協力の方向性を取りまとめたJICA国別分析ペーパー（JICA Country 

Analytical Work）を策定または改定し，各国の協力プログラム及び事業計画の策定やそれらの実施

モニタリングにも活用する。 

・ 開発課題の現状や解決策について検討し，それを事業に反映することにより，課題対応力を強化す

る。特に，課題別指針及びポジションペーパー等の分野・課題別の協力方針等を策定または改定し，

事業形成や実施にも活用する。 

・ SDGsへの貢献を明確化するため，SDGsに向けた対応を記載したポジションペーパー等に基づき，

重点的に取り組む協力プログラム等を選定し，その内容や成果を国際的に発信する。 

 

イ 効果・効率性の向上 

・ 日本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，日本政府とと

もに開発効果の高い事業の形成・実施に向けた制度や運用の改善を行う。 

・ 技術協力については，上記にも対応した制度や運用の改善や導入を行うほか，留学制度を活用した

人材育成の推進のための制度・運用の改善を行う。また，帰国研修員による各国でのネットワーク

の強化や活動の活性化のため，各国の同窓会活動の事例共有等を行う。 

・ 有償資金協力については，質の高いインフラパートナーシップ関連の新規施策の実施（円借款の迅

速化等）に取り組む。 

・ 無償資金協力については，「無償資金協力の制度・運用改善に係る報告書」（2016年6月外務省）

を踏まえた制度の改善や導入を行う。 

・ 各種の事業や調査研究等から得られた知見や教訓を活用するため，ナレッジマネジメントネットワ
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ークを推進し，SDGs等に関するナレッジの蓄積，共有，発信を行う。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.参照） 

・ 機構の専門的知見や教訓を反映させた地域・国・課題等に関する協力方針の策定・改定・活用状況 

・ 上流政策から事業レベルまでの支援を展開する協力プログラム等のうち，SDGsへの貢献の一層の明

確化を含む戦略性の強化が図られた協力の実施状況 

・ 迅速性，効率性，事業の質の向上等の様々な開発パートナーのニーズに対応した諸制度・運用の改

善及び事業への活用状況 

 

３－２．業務実績 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

地域・国・課題別の協力方針（JICA 国別分析ペーパー（JCAP），事業計

画作業用ペーパー，課題別指針，ポジションペーパー）の新規策定 ・改

定数 

142 件 146 件86
 

 

（1）戦略的な事業展開に向けた国・地域別及び課題別の対応力強化 

・ 中期的な地域戦略及び課題戦略の策定：国際社会の情勢，日本政府の外交政策，開発援助の動向の

変化を踏まえた戦略的な開発協力に取り組むため，中期的な事業展開の方向性と具体的なアクショ

ンを明記する形で中期計画上の4つの課題領域における課題戦略及び6つの地域における地域戦略

等を新たに策定した。 

・ 地域・国別の留学生受入中期5か年戦略の策定：これまでスキーム・プログラム毎に検討や受入を

行っていた機構の留学制度を活用した人材育成事業の戦略性を高めることを目的に，地域・国別の

留学生受入中期5カ年戦略（2017-2021年度）を新たに策定。地域毎の受入の方向性（分野，人選戦

略等）や案件形成の方向性について，機構内の方針が明確化された。また，我が国の質の高いイン

フラ推進に関する各種政策を踏まえ，相手国政府と日本側関係者の双方が協力して，将来的に道路

維持管理や水道事業経営の中核を担うことが期待される有望な人材を育成する新たなプログラム

を開始した。また，一部の国において，どの開発課題に対応する人材をどの省庁・組織からリクル

ートするかを整理するとともに，今後の人選をより効果的に行うべく省庁等においてリーダーとな

る人材がどのようなキャリアパスを経るのかについて調査を行った。 

・ JICA国別分析ペーパー（JCAP）の策定：これまでに52か国を対象とするJICA国別分析ペーパー

（JCAP）と116か国を対象とする事業計画作業用ペーパーが策定され，外務省の国別開発協力方針

の改定に係る議論や協力プログラム及び事業計画の策定，新規案件形成等，効果的な開発協力の推

進のために活用されてきた。今年度はモンゴルのJCAP改定を終了し，またインド，ベトナム，マラ

ウイ，タンザニア等のJCAP改定に向けた議論が開始され，協力方針に係る外務省や先方政府等関係

者との協議を通じて，現況に基づく戦略の検討及び意見交換や情報共有等が進められた。 

・ IAB（Internatioal Advisory Board）での議論を踏まえた戦略性の強化：第一回IAB会合を開催した

（2017/6/29，30）。委員からは主に，質の高い成長，知見の共有，中国との関係，地域戦略，パー

トナーシップに関連した提言が出され，会合の結果を機構内で共有すると共に，重要な事業戦略を

                                                   
86 前中期目標期間実績（2012-2015）は，584 件 

No.13-1 予見性，インパクトの向上 
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改めて整理の上，中期的な地域戦略及び課題戦略等の策定に際して反映した。また，スティグリッ

ツ委員（コロンビア大学教授）を個別招へいし（2018/3/27-29），「アフリカにおける質の高い成

長とJICAに期待される役割」をメインテーマとした議論を行った。スティグリッツ委員からは，ア

フリカの経済成長に向けて取り組むべき課題及び機構に期待される役割についての提言が出され，

2019年8月に開催予定のTICAD ７に向けて有益な助言が得られた。 

 

（2）SDGsへの貢献に向けた取組 

 SDGsポジションペーパー等の策定と発信：SDGsへの貢献に向けた機構の具体的な取組方針を策定

し内外の理解を促進すべく，2017年度はゴール 1，2，6，10，14，17に係るSDGsポジションペーパ

ーを策定し，公表した（2018年6月時点では全17ゴールにおいて策定済）。また，SDGsに関連する

国内外のイベントで，機構理事長をはじめ役員等が同ポジションペーパーの概要を含む機構の取組

方針等を積極的に発信した。さらに，水資源，自然環境保全，防災分野のポジション・ペーパーの

ほか，先述の地域戦略，課題戦略及びJCAP等の策定/改訂時にSDGsへの貢献等の記載を徹底した。 

 SDGs達成への戦略的なプログラム：SDGsの達成を明確化した機構独自のプログラム等（UHC，IFNA，

アフリカのきれいな街プラットフォーム等）を新たに選定し，国際会議やプレスリリース等を通じ

て計12件を国際的に発信した。特に，国連ハイレベル政治フォーラムとUHCフォーラム 2017では，

機構が重視する取組をSDGsへの貢献と結びつけハイレベルから広く発信した。 

・ 開発途上国における SDGs の推進：ルワンダのアフリカ地域SDGsセンターと業務協力協定を締結

し，同センターが開催した高等教育・保健分野に係る国際会議に登壇した。また，インドネシア政

府によるSDGsの計画・運営推進を支援する情報収集・確認調査を実施し，同国で収集可能な SDGs 

指標や優先課題の特定，現地実施体制の整備等に貢献した。同調査結果を踏まえ，「インドネシア

SDGs実施体制強化プロジェクト」の開始準備も行った。 

・ SDGs推進に向けた国内の連携と協働の強化：関西地域の企業，NGO/NPO，大学・研究機関，自治

体及び政府機関で構成される「関西SDGsプラットフォーム」の設立と共同事務局を担い，地域社

会でのSDGsの浸透及び開発途上国の課題解決に向けた取組の促進を図った。また，広く日本国内，

特に若年層にSDGsの重要性とJICAの取組を浸透させるため，コロンビア大学のジェフリー・サッ

クス教授を招へいし，大学生・院生を含む約400名の参加者との意見交換・議論（「SDGs 白熱教室」）

を上智大学と共催した。さらに，SDGsへの貢献で重要な役割を担う民間セクターとの共創のため，

日経社会イノベーションフォーラム「SDGsから考える持続可能な社会」を日本経済新聞社と共催

し，機構理事長及び役員が基調講演やパネルディスカッションに参加。機構の取組紹介や，課題や

解決策の活発な議論が交わされ，企業等からの参加者600名以上に対しSDGsゴール17 のパートナー

シップの重要性を発信し，開発協力に参加する企業等の裾野拡大に努めた。これらを含め約30件も

のSDGs関連イベントへ登壇し，SDGs推進に向けた機構の取組を国内に広く周知するとともに，新

たな連携枠組みの創設や連携先の確保を行った。 

 社会貢献債（JICA債）の発行：「途上国の課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）」の推進及びSDGs

達成へ貢献する「社会貢献債（JICA債）」（累計発行額1,000億円）の発行等を通じ，SDGsへの貢

献に積極的な企業，投資家への支援を促進した。 

 

No.13-2 効果・効率性の向上 
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関連指標 2017 年度 基準値87
 

技術協力，有償資金協力，無償資金協力事業の実績額（億円） 技協：1,923 億円有

有償：18,883 億円 

無償：1,151 億円 

技協：1,783 億円有

有償：13,723 億円 

無償：1,200 億円 

 

（1）開発協力事業の効果・効率性の向上 

① 技術協力 

開発途上地域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事業が展開できるよう，以下のような制度・運用の改善や導入を行っ

た。 

・ 各種連携事業に係る手続きの合理化：多様なアクターとの連携案件の増加を踏まえ，企業からの分

かりやすさに配慮した企業提案型スキーム構成の改善を行った。また，民間提案型事業の先方政府

との合意文書の雛形改訂等を通じた事務手続きの効率化と迅速化に向けた改善を行った。併せて，

実施計画策定及び予算管理強化に係る決裁基準表の見直しを通じて内部手続きの合理化を行った。 

・ 「質の高いインフラ」の迅速な実現に向けた改善：案件形成に必要なマスタープラン策定にかかる

改善を図り，大型インフラ案件の早期コミットに向けた計画策定から事業化調査（F/S）策定等を

迅速かつシームレスに実施するための，「質の高いインフラ推進型調査」を新たに導入した。 

・ 留学制度を活用した人材育成の推進：留学生の就学管理及び教育研究支援を大学に委ねる方式を導

入し，留学生受入手続きの一元化を図り，大学との関係強化・改善を図った。同制度の周知のため，

受入大学用の執務参考資料を作成した。日本の開発経験を体系的に学習する機会を提供するJICA開

発大学院連携について，趣旨に賛同する大学と2018年度開講に向け協議を実施。また，内外の関係

者が共通理解のもとプログラムを推進していくために，実施要領を作成した。 

・ 帰国研修員によるネットワークの強化：帰国後の支援体制の強化に向け，在外事務所を通じた各国

の同窓会活動にかかる事例の収集と蓄積を行った。ABEイニシアティブの帰国研修員がインターン

先企業の現地代理店を立ち上げる等ネットワークの拡大が見られた。 

② 有償資金協力（円借款，海外投融資） 

「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」等の日本政府の政策等を踏まえ，有償資金協力が開発途上国や日本企業にとってよ

り魅力的なものとなるよう様々な取組・改善を行った。 

（ア）円借款 

・ 迅速化：協力準備調査の実施に係る企画競争において，応札者による調査期間等の短縮化提案を評

価に加味することとした（バングラデシュ「マタバリ港開発事業準備調査」，モロッコ「ケニトラ

大西洋新港建設事業準備調査」で実施）。一部案件において詳細設計の早期開始，調達手続きの早

期開始，部分着工・開業の導入，随意契約の導入等の迅速化対策により，設計や調達関連手続きが

短縮化された。インドネシアの東部新港建設事業（パティンバン港）ではF/Sから着工まで2年以内

で実施される見込みである等大幅な短縮につながっている。 

 円借款の魅力の向上：ドル建て借款の第一号案件としてジャマイカ「エネルギー管理及び効率化事

業」の借款契約を締結。また，より譲許的な条件とする形でハイスペック借款の供与条件を決定。

加えて，サブ・ソブリン向け円借款において，例外的に政府保証を免除する場合の各種要件を決定。 

                                                   
87 前中期目標期間（2012-2015）実績は，技協 7,132 憶円，有償 5 兆 4,893 憶円，無償 4,803 憶円 
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・ 「質の高いインフラ」実現のための発注者への有償勘定技術支援の実施に向け，インド「ムンバイ 

- アーメダバード間高速鉄道建設事業」にて包括的建設サービス（WCS：設計段階より施工ノウハ

ウを持つコントラクターが参画することで施工の質を担保する方式）の適用を念頭に，プレ・コン

ストラクションサービスの準備を進めている。WCS方式導入により，技術的難易度の高い工事区間

における各種リスクの低減や手戻りの回避による迅速化効果が期待される。 

（イ）海外投融資 

・ 初の現地通貨建て融資，民間金融機関との協調融資の実施：民間企業の投融資奨励のため，現地通

貨建て融資，および民間金融機関（日系メガバンク2行）との協調融資をフィリピン「マニラ首都

圏西地区上水道無収水対策事業（フィリピン・ペソ建て融資）」で初めて実施（No.6-1参照）。 

・ 国際機関との連携推進：質の高いインフラ案件への投融資のため，2017年5月にIFCとの業務協力に

係る覚書を締結し，2017 年度は，バングラデシュとヨルダンの2件の協調融資案件で調印に至った。

国際金融公社（IFC）との人事交流については，2018年3月に両機関の間で実施覚書を締結し，2018

年度中の実施に向けて協議中。また，ADBとの連携に関しては，ADB内に設立された信託基金を引

き続き活用。2017年度はインドネシアとタイの2 案件が承諾に至った。2018年3 月にIDB Investと業

務協力にかかる覚書を締結（No.6-1 参照）。 

・ 民間企業との連携推進：民間資金動員の拡大に向け，民間企業による調査活用を慫慂しつつ事業化

の確度を高めるため，2017年8月及び2018年3月に協力準備調査（PPPインフラ事業）の制度改善を

実施。 

③ 無償資金協力 

「無償資金協力の制度・運用改善に係る報告書」（2016年 6月外務省）を踏まえ，無償資金協力が開

発途上地域と本邦関係者の双方のニーズに応えたより効果的かつ効率的な事業となるよう，次のような

制度の改善や導入を行った。 

・ 円滑な免税手続きの推進：優先的に免税を確保すべき税目/対象について考え方を整理するとともに，

既存資料の整理及び協力準備調査を通じて当該国の免税に係る情報を収集した。外務省が導入する

予定である免税口上書の作成に当たり，当該資料を共有することよって外務省の支援を行った。 

・ 先方負担事項履行の徹底：先方負担事項の履行状況を徹底させるためにモニタリング体制の強化，

品質管理会議の実施，銀行取極め（B/A）及び支払授権書（A/P）手続きに係る説明資料を整備し，

先方政府の理解を促進した。 

・ 民間連携の推進：民間企業及び関係者からの事業提案を促進するため，HP上に地域毎，スキーム毎

の機構窓口となる連絡先を公開し，機構へのアクセス改善を行った。 

 

（2）事業から得られた知見や教訓の活用状況 

・ 各ナレッジマネジメントネットワーク（KMN）関係者が参集する連絡会をほぼ毎月開催し，各KMN 

の革新的SDGs達成に向けた知見や取組の発表を通じ機構内の経験共有及び意見交換を促進した。

KMNを通じ得られた知見・教訓は，SDGsポジションペーパーの質の向上や課題・地域戦略の策定・

更新・発信，分野課題横断的な取組（例：民間連携に係る好事例の共有等を行う「民間連携意見交

換会」，開発途上国の課題解決のためのイノベーティブな技術の活用事例の収集・整理・普及を行

う「イノベーション・タスクフォース」の立ち上げ）に活用された。 

・ 機構のSDGsへの取組方針，具体事例及び今後の展望等の知見を国内外に幅広く共有・発信するた

め，マルチメディア教材（日・英）を制作した。 
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３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き，プログラム化を含めた技術協力，有償資金協力，無償資金協力の効果的な連携を意識した

案件形成，実施を進めつつ，各種制度改善の推進を期待したい。（2016年度主務大臣評価報告書，No.14

「技術協力，有償資金協力，無償資金協力」） 

 

＜対応＞ 

技術協力，有償資金協力，無償資金協力を組み合わせたプログラム・アプローチの実施に加え，SDGs

への貢献を明確化するための各種戦略の策定や更新に取り組んだ。特に，留学生制度を活用した人材育成

のための JICA 開発大学院連携構想の具現化，円借款の魅力の更なる向上のためのハイスペック借款の基

本的な考え方の整理・発表，サブ・ソブリン借款での政府保証免除要件の決定，ドル建て借款案件第一号

案件の実施等に取り組んだ。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：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，以下のとおり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. 予見性・インパクトの向上 

○ 事業戦略として4つの課題戦略，6つの地域戦略及び地域・国別の留学生受入中期5か年戦略の新規

策定，機構の国別分析ペーパー（JCAP）策定・改訂の推進（モンゴル，インド，ベトナム，マラウ

イ等）。 

○ IAB（International Advisory Board）の開催，国内外の有識者と中期的な戦略性強化に関する各種テ

ーマを議論。スティグリッツ委員の追加招聘によりTICAD ７も見据えたアフリカの経済成長支援

策の課題を協議。 

○ SDGs推進に向けた国内の連携と協働の強化：「関西SDGsプラットフォーム」設置。ジェフリー・

サックス教授を招へいしSDGsに関する議論・対話を実施することにより若年層にSDGsの意義をア

ピール。 

○ アフリカ地域SDGs センターとのSDGs推進に向けた業務協力協定の締結。 

◎ SDGs達成への戦略的なプログラム形成：SDGsの達成を明確化したプログラム等（UHC，IFNA，ア

フリカのきれいな街プラットフォーム等）を選定し，国際会議やプレスリリース等を通じて計12 件

を国際的に発信。 

◎ 企業等の SDGs 貢献支援：「途上国の課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）」の推進及びSDGs

推進に貢献する「社会貢献債（国際協力機構債）」の発行による企業等のSDGs貢献を支援。 

 

2. 効果・効率性の向上 

○ 日本政府の政策を踏まえた取組や制度改善を実施。 

○ 技術協力：事務手続きの効率化と合理化に向けた改善を実施（執務参考資料，雛形の改訂）。質の

高いインフラの迅速化に向け，計画策定から事業化調査（F/S）策定のシームレス化（質の高いイン

フラ推進型調査）。 

○ 有償資金協力：円借款の迅速化に向けたプロポーザル評価制度の見直し。発注者への有償勘定技術

支援の実施に向けた工夫（包括的建設サービス方式を念頭においた各種リスクの低減や手戻りの回

避による迅速化）。 
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○ 無償資金協力：免税手続きの整理及び先方負担事項の履行の徹底に向けたモニタリング等の強化。 

○ 知見の蓄積と共有：各ナレッジマネジメントネットワーク（KMN）の革新的取組やSDGs達成に向

けた知見の発表を定期開催，体制定着。分野横断的な取組で具体的な成果が発現（民間連携意見交

換会，イノベーションタスク等）。 

◎ 円借款の魅力向上：ドル建て借款第一号案件の実施（ジャマイカ）。ハイスペック借款の基本的な

考え方を整理・発表。サブ・ソブリン円借款で例外的に政府保証を免除する各種要件を決定。 

◎ 初の現地通貨建て融資等の海外投融資の実施：現地通貨建て・民間金融機関との協調融資を実施（フ

ィリピン上水道無収水対策事業）。 

 

＜課題と対応＞ 

策定した中期的な戦略に基づく事業展開を推進する。具体的には，インド太平洋の枠組での協力全体の

戦略策定と優先事業の選定，JICA 開発大学院連携を通じた質の高いコースの提供や国の発展を担う人材

確保といった取組を強化する。また，協力の戦略的概念整理（コンセプト化）の推進と対外発信の強化に

努める。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

効果的・効率的な開発協力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．予見性，インパクトの向上 

戦略的な開発協力に取り組むため，4 つの課題戦略及び 6 つの地域戦略を新たに策定し，中期的な

事業展開の方向性と具体的なアクションを明記した。また，留学制度を活用した人材育成事業の戦略

性を高めることを目的に地域・国別の留学生受入中期 5か年戦略を新たに策定したほか，モンゴル，

インド，ベトナム，マラウイ等において，国・地域の課題を把握・分析し，協力の方向性を取りまと

めた国別分析ペーパー（JCAP）の策定・改訂に取り組んだ。 

IAB（International Advisory Board）を開催し，委員から得られた，質の高い成長，知見の共有，

中国との関係，地域戦略，パートナーシップに関連した提言を，中期的な地域戦略及び課題戦略等の

策定に反映させた。また，スティグリッツ委員の追加招聘を実施し，TICAD ７も見据えたアフリカの

経済成長支援策の課題を協議した。 

「関西 SDGs プラットフォーム」を設置したことに加え，ジェフリー・サックス教授を招へいし SDGs

に関する議論・対話を実施することで若年層に対しても SDGsの意義を発信した。 

特に，SDGsに向けた対応を記載したポジションペーパー等に基づき，重点的に取り組むプログラム

等（UHC，IFNA，アフリカのきれいな街プラットフォーム等）を選定し，国際会議やプレスリリース

等を通じて計 12 件を国際的に発信したことは，SDGsへの貢献を明確化する取組として評価される。 

 

２．効果・効率性の向上 

技術協力に係る制度・運用の改善や導入として，事務手続きの効率化と合理化に向けた改善を実施

したほか，質の高いインフラ整備の迅速化に向けて計画策定から事業化調査（F/S）策定までをシー

ムレスに実施するための「質の高いインフラ推進型調査」を導入した。 

有償資金協力に係る新規施策の取組として，円借款の迅速化を目的としてバングラデシュ，モロッ

コの案件で応札者の調査期間等の短縮化提案を評価に加味したことや，インドネシアにおいて F/Sか

ら着工まで 2年以内で実施される見込みとなる等，大幅な短縮に取り組んでいる。また，発注者への

有償勘定技術支援の実施に向けた取組（包括的建設サービス方式の適用検討）を実施しており，これ

により技術的難易度の高い工事区間における各種リスクの低減や手戻りの回避を通じた迅速化効果

も見込まれる。 

無償資金協力においては，2016年の制度・運用改善に係る報告書を踏まえて，免税手続きの整理及
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び先方負担事項の履行の徹底に向けたモニタリング等の強化に取り組んだ。 

事業や調査から得られた知見や教訓を活用するためのナレッジマネジメントネットワーク（KMN）

を通じて，革新的取組や SDGs 達成に向けた知見の発表を定期的に開催する体制を定着させ，分野横

断的な取組で民間連携意見交換会，イノベーション・タスクフォースの立ち上げ等具体的な成果が発

現した。 

円借款の制度改善として，ジャマイカにおいてドル建て借款第一号案件の借款契約を締結したほ

か，ハイスペック借款の基本的な考え方を整理・発表したこと，サブ・ソブリン円借款で例外的に政

府保証を免除する各種要件を決定したこと等は，開発効果の高い事業の形成・実施に向けた制度・運

用の改善として評価される。 

また，海外投融資においては，機構初となる現地通貨建て・民間金融機関との協調融資の案件をフ

ィリピンにおいて実施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 SDGｓへの貢献の一層の明確化を含む戦略性の強化

が図られ，国際的に対外発信された協力プログラム等の数が目標値（6 件）を大きく上回る 12 件と

なったことを踏まえ，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。 

 

 ＜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） 

引き続き，我が国の持つ強みや機構が有する開発協力に関する経験，専門的知見や教訓を蓄積・活

用するための，方針作成や事業展開，制度の改善に係る取組を期待したい。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・効果的・効率的な開発協力の推進のために，より抜本的な改革が必要ではないか。（財務省を巻き

込むイシューとは理解するが）予算とスキームの縛りをなくすなど，スキーム別に事業を構想する現

行アプローチを見直すことを提案したい（例えば，世銀・ADB 方式のように，無償資金協力や有償資

金協力においても技術協力ができる仕組み）。これにより，技術協力を単体ではなく，より包括的な

プログラムの中に位置づけて実施できる可能性が高まり，開発効果のスケールアップも期待できよ

う。 

・また，帰国研修員や留学生についてモンゴルやキルギスの例は歓迎すべきであるが，こうした知日

人材とのネットワーキングを強化し，国際協力の文脈で彼らが活躍していく機会を提供できる仕組み

づくりを真剣に考えてほしい。 

・技術協力・無償資金協力・有償資金協力といった各スキームでは効率化等の努力はみられるが，ス

キーム間及び民間連携の取組との連携など，より横断的な観点からの取組にも今後，期待したい。 

・評価「B」で妥当と考える。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.14 
国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連

携推進 

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 

当該項目の重要度，難易度 【重要度：高】外部主体との連携の強化を通じて開発成果の向上を図ることは

業務・組織の見直しで指摘している重要項目のため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 

/ 年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

参加・発信した国際会議の数 79 件（注） 66 件      

（注）2016 年度の年度目標値と同水準として設定する。2016 年度目標値 66 件 

 

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：7.（2），中期計画：5.（2） 

年度計画 

7.（2）国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進 

ア 国際的な議論への参加と発信 

・ 国際的な援助潮流の形成に参画するため，国際会議等に参加し，日本の考え方を踏まえ知見・経験

等を発信する。特に，SDGsの実施，開発資金及び2017年度に予定されている主要国際会議（日本が

主催するADB 年次総会及びユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）モニタリングに関する国

際会議等）における議論に貢献する。 

 

イ 国際機関・他ドナー等との連携推進 

・ 重要課題（UHC・栄養，インフラ，難民等）に係る事業や共同発信を効果的に実施するため，国際

機関・他ドナー等との本部レベルでの協議等を通じた連携を推進する。 

・ 国際的な開発協力の枠組みのアウトリーチを推進するため，新興ドナーとの連携（三角協力を含む）

や経験共有を推進する。特に，韓国やタイの対外援助機関との協議・連携を進める。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 1. 参照） 

・ 開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢献状況 

対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機関・他ドナー等（新興ドナー含む）との連携状況 

 

３－２．業務実績 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

日本政府への情報提供等を通じて機構が貢献した国際会議の数 20 件 19 件88
 

                                                   
88 2015 年度実績 

No.14-1 国際的な議論への参加と発信 
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（1）主要国際会議の議論への参画 

国際的な援助潮流の形成に参画するため，国際会議等に参加し，日本の考え方を踏まえて知見・経験

等を積極的に発信した。特に，以下のような取組を通じて，各種議論に貢献した。 

① ADB 年次総会 

“Building Together the Prosperity of Asia”をコンセプトに第50回ADB 年次総会が横浜市にて開催され，

機構は15カ国の政府及びAFD等の開発協力機関と25 件の協議を実施したほか，以下のテーマに係る議

論に貢献した。 

・ アジアの高齢化と保健分野の協力強化：日本政府主催のセミナー「高齢化するアジアにおける持続

可能な開発に向けた行動」に機構理事長等が登壇し，高齢者の知見は社会の発展に活用可能であり，

高齢者の活躍を促進する社会を形成すべきであることを主張するとともに，パネリストの立場から，

高齢者への支援を投資分野と捉え，高齢者が社会に貢献することを「シルバー・ボーナス」として

活用できる社会を目指すべきと言及し，高齢化を巡る議論に貢献した。また，機構とADBの間でア

ジア・大洋州地域における健康の安全保障とUHCの推進に向けた保健分野の連携強化を目的とする

協力覚書（MOU）を締結した。 

・ アジアのインフラ開発，SDGs：アジアのインフラ需要推計に関するセミナーをADBとの共催で開

催。機構はインフラの需要予測に関する調査・研究を踏まえ，経済インフラに加え社会インフラ及

び防災関連インフラの需要予測の必要性を指摘するなど研究成果を発表し，ADBの需要推計に含ま

れていない社会開発・防災分野への投資の重要性を指摘するなど，議論の深化に寄与した。また，

SDGsをテーマとするパネル討議に登壇し，キャパシティ・ディベロップメントの協力事例の紹介

に加え，民間等他機関からの資金動員を促すためにマスタープラン（MP）の策定などを通じて中

長期的かつ分野横断的な開発事業の全体像を示すことの重要性等について指摘した。その他，各種

セミナー（南南協力，衛星技術，資金調達）にも機構職員が登壇するとともに，展示ブースの出展

や来場者への説明を通して，機構事業を広く発信した。 

②  UHC フォーラム 2017 

 日本政府，世銀，WHO，UNICEF，UHC2030の共催で開催。TICAD VIで打ち出した「UHC in Africa」

の推進に向けて，UHC推進に向けた国際社会の進捗モニタリングや知見の共有を行った。世銀総裁，

WHO事務局長，国連事務総長，その他援助機関の代表者，ミャンマー，セネガルの首脳，その他開

発途上国の財務または厚労大臣のほか，国内からは首相，財務大臣，厚労大臣等，国内外よりハイ

レベルな参加者を得た。本会合のセッションでは機構理事長，上級審議役が登壇し，さらに 3つの

サイドイベント（①セネガルにおける医療保障分野における支援，②母子継続ケア強化によるUHC

への貢献，③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）を主催し，本邦の知見を発信・共有しつつUHCの普及及び議論の深化に貢献した。なお，

③のサイドイベントにおいて，アフリカ疾病予防管理センター（アフリカCDC）と機構の協力趣意

書の署名式を実施した。 

・ 世銀・WHO 等と作成した「Business Unusual：Accelerating Progress Towards UHC」，「Moving Toward 

UHC：10 Countries Report」の2つを報告書として本フォーラムで公表し，機構のUHCへの取り組み

を世界に広く発信した。 

③  ハイレベル政治フォーラム（HLPF） 

・ 7月に国連本部で開催された「持続可能な開発のための国連ハイレベル政治フォーラム」での「自
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発的国家レビュー」（計43か国参加）で岸田外務大臣より日本のSDGsへの取組に係る発表が行わ

れ，北九州市の水道技術と連携したカンボジア・プノンペン上水公社への協力，母子健康手帳の導

入を通じた母子保健分野への支援，SDGsビジネス調査制度の導入等，機構の事業が多く紹介され

た。また，UHCサイドイベントではUHC2030運営委員会議長を務める機構上級審議役が基調講演を

行いUHCの投資性など議論の充実化に向けた情報発信を行った。 

 

（2）開発資金の議論への貢献 

・ 機構フランス事務所長がDAC統計作業部会及び民間セクターツールの計上に係る特別タスクフォ

ースの副議長を務め，ODA現代化に伴う開発資金の議論の推進に貢献した。民間資金の動員にかか

る民間セクターツール（PSI：Private Sector Instruments）に係る日本の貢献が適切に計測されるため，

DAC本会議等への日本政府の対処方針に対し，正負の影響や日本にとって有利となる測定方法への

助言等の具体的なインプットを行った。 

 

（3）開発シンクタンクとの共同発信 

・ グローバルシンクタンクサミット：ADB横浜総会に合わせて開催され，各国のシンクタンク関係者

ら約120人が出席。機構研究所長は貧困をテーマとするセッションで司会を務め，格差是正に向け

た能力強化，科学技術やイノベーションの論点を提示し，議論の深化に貢献した。 

・ 欧州シンクタンク（チャタムハウス，フランス国際問題研究所）：仏国際問題研究所主催の「第10 

回世界政策会議（World Policy Conference：WPC）」に機構理事長が登壇し「アフリカにおける投

資」のセッションでアフリカ稲作振興のための共同体（CARD），UHC，IFNA等の機構のアフリカ

支援策とABEイニシアチブ等の成果を発信し参加者と議論。また，英国王立国際問題研究所（チャ

タム・ハウス）主催のセミナーでは，機構理事長がインド太平洋地域における日本のODAの役割に

ついて議論し同地域の発展への機構の貢献を発信した。 

・ ブルッキングス研究所：効果的な援助のあり方の共同研究の第4フェーズとして「サミットから解

決策へ：グローバル目標達成のためのイノベーション」をテーマとする研究を開始。2017年度は研

究成果をまとめた書籍発刊に向けた各章ドラフトが作成された。 

・ 戦略国際問題研究所（CSIS）：機構研究所所長がワシントンのCSIS本部で開催された第3回世界開

発フォーラムに登壇し，イノベーションを促進する上での能力開発の重要性を発信。CSISとの共同

研究の二年次成果報告書「SDGsとデータ革命：リープフロッグをどのように導くか」の発刊イベ

ントを開催。 

 世界経済フォーラム（WEF）“A New Vision for Development”での受賞：世界経済フォーラム（WEF），

世銀，国際開発研究所（IDRC）主催の”A New Vision for Development”において， 5S-KAIZEN-TQM 

手法を活用した一連のプロジェクトが，革新的ビジョンに基づく開発の取組として全世界から選り

すぐられた事業の一つに選抜された。”A New Vision for Development”の記念式典では，タンザニア

の州リファラル病院で取り組まれているカイゼン事例として，5S（整理，整頓，清潔，清掃，しつ

け）の実践により患者の待ち時間が43％減，期限切れの医薬品が37％減などといった事例を紹介。

限られた資源を有効に配分し，工夫を加えることで医療事故が減り，医療サービスの質が向上した

好事例として，機構の取組が高く評価された。 

・ 機構理事長がミャンマーの民主化と改革，SDGs達成のための資金動員等のセッションに登壇し，

機構の支援の考え方や取組事例を国際社会に発信した。 
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関連指標 2017 年度 基準値 

国際機関・他ドナー等との連携件数/ うち，新興ドナーとの連携数 31 件 /9 件 11 件 /4 件89
 

国際機関・他ドナー等幹部と機構役員との面談数 / うち，新興ドナ

ーとの面談数 

139 件 /21 件 104 件 /8 件90
 

新興ドナーとの対話促進や連携のための国際会議・ワークショップ

等への参加 

22 件 16 件91
 

 

（1）重要課題における連携強化 

① 質の高いインフラ： 

・ フィリピン大統領，ミャンマー国家顧問，インド首相，ロシア首相，韓国大統領など，各国ハイレ

ベルが参加するABIS（ASEAN Business Investment Summit）のパネルディスカッションに機構理事

が登壇。機構のインフラ事業の紹介と「質の高いインフラ」に係るライフサイクルコストの具体策

の検討等に言及した。さらに，グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（GIH）と民間資金を

導入し得る複雑な官民連携の意見交換を行い，PPP プロジェクトの案件形成に係る先方の経験を得

た。 

② 保健・ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC） 

 グローバルヘルス・リーダー会議，UHCファイナンス会議，世銀春季総会・年次総会・ハイレベル

会合，IHP+ for UHC 2030スティアリング委員会，SDGsハイレベルパネルフォーラム，国連総会 UHC

ハイレベルイベント，第4回保健人材グローバルフォーラム，グローバルヘルス合同大会2017等の

時宜を捉え，国際社会に対してUHCの有用性や機構の取組の発信を通し，世銀や国連，他ドナー等

とのネットワーキング及び連携強化を図った。また，第70回世界保健総会での WHO幹部との面談

では機構の戦略・取組を紹介し，今後の連携に向けた検討や情報交換を行った。さらに，WHOが主

催する高齢者の健康に関するグローバルコンサルテーションに参加し，技術協力の経験を共有する

等，UHC達成に向けた高齢者ヘルスケアの国際的な枠組の構築を支援した。加えて，世銀，WHO

と連携した仏語圏アフリカ21か国向けワークショップをセネガルで開催し，同地域でのUHC普及を

促進した。 

・ ADB年次総会で，UHC推進に向けた保健分野の協力覚書をADBとの間で署名し，アジア地域での国

境を超える感染症のリスクや，高齢化が進む同地域での非感染性疾患及び高齢者の介護等への取組

を通じたUHCの達成への協力を合意した。 

③ 難民支援（ウガンダ難民連帯サミット，CRRF テーマ別会合） 

・ ウガンダ地方政府の能力強化支援に係るサイドイベントをUNDPと共催したほか，包括的難民支援

枠組み（CRRF）第3回テーマ別会合で，ウガンダでの機構の支援事例を報告。難民に係る国家シス

テム及びサービスへの取組に関するパネルディスカッションでは共同議長を務め，機構の知見を共

有しCRRFの策定に貢献した。また，2018年の難民グローバルコンパクトの採択に向け，CRRF対象

国での開発援助機関のイベントの開催可能性につき国連開発計画（UNDP）と協議した。 

                                                   
89 2015 年度実績 
90 2015 年度実績 
91 2015 年度実績 

No.14-2 国際機関・他ドナー等との連携推進 
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・ ザンビア・ウガンダでの難民支援に関するIDA18難民ウィンドウとの連携及び周辺国からの難民受

入負担が増加しているヨルダン・レバノンでの中東・北アフリカ（MENA）資金イニシアティブ後

に「グローバル譲許的資金ファシリティ（GCFF）」との協調融資に向けて，世銀と協議した。ま

た，UNHCRと連携したシリア難民留学生受入は，第1年次に19名が来日し11大学で研修を開始。そ

の際，国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）とシリア留学生の人選での協力関係を構築した。 

④ 栄養改善（食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）） 

 NEPAD及びIFNA 運営委員機関と連携し，アジスアベバでIFNA第1回パートナー会合を開催した。

各国閣僚級を含む163名が出席する中，IFNAの基本方針並びに中期計画，年間計画を報告し，要人

スピーチやパネルディスカッション及び国別発表等を通じて，IFNAの考え方を参加国間で共有する

とともに機構のコミットメントを国際的にアピールした。そのほか，世銀・IMF春季会合，アフリ

カ開発銀行（AfDB）年次総会，世界食料安全保障委員会年次会合，SUNグローバルギャザリング

等，10の国際的な会合に出席し，積極的に発信を行った。さらに，国際食料政策研究所（IFPRI）

が作成する世界栄養報告書のドナー編集委員に登録し，栄養分野での国際的議論への貢献に務めた。 

⑤ 食料安全保障（アフリカ稲作振興のための共同体：CARD） 

・ 第13回CARD運営委員会 がナイロビで開催され，機構を含む全11の運営委員会機関代表らが参加し，

CARDのレビューに関する議論を行った。また，2019年から始まるCARDフェーズ2の枠組み案及び

2018年のCARD 総会を日本で開催することに合意した。 

 

（2）国際機関や伝統ドナーとの連携の推進 

① 世銀：ハイレベル対話を開催し，7 つのテーマ（4 地域・3 課題）で理事・副総裁レベルの連携協議

を実施したほか，国際金融公社（IFC）との定期協議を新規に開始した。世銀・IMF 春季会合及び

年次総会には機構役員等が参加し，サイドイベントに登壇。春季会合及び年次総会並びに年間を通

じて，地域・課題を担当する世銀幹部との各地域に係る連携協議を実施した。さらに ，UHC フォ

ーラム 2017 では世銀総裁と機構理事長らが UHC 推進に向けた取組を強化していくことで合意し

た。加えて，この機を捉えて東京大学で開催された科学技術イノベーションに関する公開フォーラ

ムに世銀総裁と機構理事長ともに登壇する等，連携強化に努めた。 

② 国際開発金融クラブ（IDFC：International Development Finance Club）：機構は，運営委員会メ

ンバーとして IDFC の活動を牽引。5 月の運営委員会を東京で主催し，複数の関連定期会合に参加

した。気候変動に関する取組（IDFC 気候資金報告書の作成，Climate Finance Forum への登壇等）

に積極的に貢献し，国際開発金融機関のネットワークで機構の存在感の向上を図った。 

③ フランス開発庁（AFD）・日仏連携：「アフリカにおける持続可能な開発，保健及び安全のための日

仏計画」に基づき，コートジボワール「成長インフラ強化プログラム」での機構の「アビジャン都

市開発マスタープラン」と AFD との連携事業の実施を促進するとともに，連携促進のための定期

協議を通して，他国への展開可能性について協議した。また，アフリカ及びアジア等の第三国にお

ける日仏連携の促進に向けて，日仏ビジネスフォーラムへの登壇や日仏企業関係者に対する事業説

明を AFD と行った。 

 

（3）新興ドナー等との連携の推進 

① 韓国・中国・アジア（タイ等）：韓国国際協力団（KOICA：Korea International Cooperation Agency），

韓国輸出入銀行・対外経済協力基金（EDCF），中国輸出入銀行と定期協議を実施し両者の事業情

報を密に共有したほか，EDCF 主催によるアジアドナー4 者協議（機構，中国輸出入銀行，EDCF，
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フィリピン NEDA 国家経済開発庁）に参加し，4 ドナー間の連携深化について協議した。さらに，

タイ国際開発協力機構（TICA）とのパートナーシップ協定を締結し，「日メコン連結性強化イニシ

アティブ構想」を踏まえた連携を深めた。また，2016 年に NEDA と締結したパートナーシップ合

意書に基づく第一号案件として，円借款事業「国道 5 号線改修事業」（第一期）と NEDA のカンボ

ジア向け借款の間での連携に係る MD に署名した。加えてカザフスタンの援助実施機関設立の支援

を継続し，ODA 関係者を本邦に招へいし研修を行った。 

② 南南・三角協力：南南協力の能力強化のため，国連南南協力事務所（UNOSSC）及びケニア政府

と連携し，南南・三角協力に関する技術ワークショップを共催。アフリカ諸国を中心とする 16 か

国の政府関係者等，100 名以上が参加した。また，第 9 回国連南南協力 EXPO が開催され，南南・

三角協力の基準や枠組み作りに関する議論に参画。同会合で「開発協力局長級ハイレベル会合」を

UNOSSC 及びトルコ政府と共催した。いずれの会合でも機構の取り組みや教訓を発信し，議論の

発展に大きく貢献したほか，多くの新興国が機構との三角協力の事例を共有するなど，機構の存在

感の向上にも大きく貢献した。 

③ SDGCAとの連携協力協定調印 

・ アフリカ地域持続可能な開発目標センター（SDGCA：Sustainable development Goals Center for Africa）

の総裁と機構理事長との間で，連携協力協定（MOC）に署名。同MOCは，アフリカにおけるSDGs

の達成を促進するため，機構が有する開発の知見・経験・イニシアチブ等をSDGCAを通じてアフ

リカ域内へ発信するとともに，SDGs達成に貢献し得る事業を推進することを目的とするもの。本 

MOCにおいて，機構とSDGCAはアフリカ地域におけるSDGs達成状況のモニタリングと評価のため

の指標の収集・分析において協力を行うことで合意した。 

  

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

 引き続き SDGs の実施や開発資金及び 2017 年度に予定されている主要国際会議（ADB 年次総会，

UHC モニタリングに関する国際会議等）における議論に貢献し，機構の経験や開発課題へのアプロ

ーチを発信し，国際援助潮流の形成に参画していくことが期待される。その際，国際会議への登壇回

数といった指標に表れない実質的な国際潮流への貢献度やリーダーシップの発揮度を定性的に評価

していくことも重要と考えられる。（2016 年度主務大臣評価報告，No.6「国際社会におけるリーダー

シップへの発揮の貢献」） 

＜対応＞ 

 国際的なアジェンダの形成では，UHC に係る過去 4 年間の世銀とのハイレベル対話や TICAD VI

での議論が，世銀・国連等の賛同を集めて 2017 年の UHC フォーラムの開催につながり，その結果

UHC に対する日本及び機構の取組への国際的な認知を得た。また，DAC 統計作業部会及び民間セク

ターツールの計上に係るタスクフォースの副議長や，国際開発金融クラブの運営委員会メンバーとし

て，2011 年の設立以来，活動を牽引しており，2017 年 5 月には東京での運営委員会を主催した。③

国際場裏におけるネットワーク形成：韓国，中国，タイとの定期協議を続け，三角協力推進のための

中核グループの主要メンバーを務め，IDFC の運営委員会メンバーを継続するなど，新興ドナーとの

ネットワーク形成を継続している。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  
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評定：Ａ 

根拠：評価指標の目標水準を達成していることに加え，年度計画に照らして質的な成果や成果の最大化

に向けた取組で目標水準を上回ると判断され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，ADB年次総会やUHCフォーラム2017，HLPF等の主要国際会議で，現場事業を通じて培

った機構の知見等を積極的に発信し，議論の深化に貢献した。特に，開発シンクタンク等との共同発信

及び新興・伝統的パートナーとの連携枠組の構築・パートナーシップの強化の推進（タイ，フィリピン

等），機構独自の協力アプローチに対する国際社会からの高い評価（革新的開発手法としての 

5S-KAIZEN- TQM）等，特筆すべき成果をあげた。 

 

1. 国際的な議論への参画と発信 

主要な国際会議（ADB 年次総会，UHC フォーラム 2017，HLPF 等）への役員等の参画やスピーチ・

登壇（79 件）等を通じ，機構の経験や開発課題へのアプローチ等の知見を幅広く発信した。 

○ 新しい開発課題や体制構築に係る開発パートナーとの連携協定を締結。（ADB：アジア高齢化支援，

アフリカCDC：公衆衛生ネットワーク）。 

○ 開発協力大綱等の重点分野（質の高いインフラ，UHC，難民，栄養等）の具体的な機構事業を踏ま

えた発信。 

◎ 開発シンクタンクとの共同発信【②】：各国シンクタンク関係者が集うグローバルシンクタンクサ

ミット，仏国際問題研究所及び英国国際問題研究所での情報発信。ブルッキングス研究所及び米国

戦略国際問題研究所との共同研究の推進。 

◎ “A New Vision for Development”での受賞【④】：世界経済フォーラム，世銀及び国際開発研究所

が主催する“A New Vision for Development”を，民間セクターのカイゼンを公的病院運営に取り入れ

た5S-KAIZEN-TQMの事業が革新的ビジョンに基づく開発の取組として受賞。 

 

2. 国際機関・他ドナー等との連携推進 

○ 国連機関，世銀及び仏等の伝統ドナーの他，中国，韓国，タイ等の新興ドナーとの定期協議や関連

会議を実施。アジアドナー4者協議（機構，中国輸出入銀行，韓国EDCF，フィリピンNEDA）に参

加。 

○ タイTICA とのパートナーシップ協定締結，NEDAとのパートナーシップ協定に基づく協力推進（カ

ンボジア円借款）。カザフスタン援助実施機関設立を支援。 

○ 南南協力・三角協力の展開に向け，国連南南協力事務所（UNOSSC：United Nations Office for South- 

South Cooperation）及びケニア政府と連携して技術ワークショップを開催（16か国100名以上参加）。

国連南南協力 EXPO及びハイレベル会合（UNOSSC，トルコ政府共催）で機構の知見を積極的に発

信。 

○ アフリカでのSDGs推進に向けてアフリカ地域持続可能な開発目標センターと連携協力協定を締結。 

◎ UHC推進に向けた連携強化【①】：UHCの有用性や機構の取組を発信し，世銀，国連，他ドナー等

との連携を強化。WHO主催の高齢者の健康に関するグローバルコンサルテーションではUHC達成に

向けた高齢者ヘルスケアの国際的な枠組の構築に貢献。 

◎ 難民支援における連携【②】：世銀第 18 次融資と連携した難民支援（ザンビア，ウガンダ），及び

中東・北アフリカ（MENA）資金イニシアティブとの協調融資に向けた協議（ヨルダン・レバノン）。 

UNHCR連携によるシリア難民留学生受入。 

◎ アフリカ栄養改善に向けた連携【②】：アフリカ開発のための新しいパートナーシップ（NEPAD）

等と連携したIFNAパートナー会合を開催（各国閣僚級163 名出席）。機構のコミットメントを強く

アピールしたほか，国際食料政策研究所の世界栄養報告書のドナー編集委員として貢献。 
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＜課題と対応＞ 

昨年に引き続き，主要国際会議への参加及び発信や，開発資金の議論への参画を通し，国際援助潮流の

形成に貢献するとともに，国際機関，他ドナー，新興国等（南南・三角協力含む）の連携強化に努める。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携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．国際的な議論への参加と発信  

ADB 年次総会，UHC フォーラム 2017，HLPF 等主要な国際会議への役員等の参画やスピーチ・登壇

を，目標回数（66 件）を上回る 79 件実施し，機構の経験や開発課題へのアプローチ等の知見を，質

の高いインフラ，UHC，難民，栄養等，開発協力大綱等の重点分野の具体的な機構事業を踏まえて幅

広く発信した。 

各国シンクタンク関係者が集うグローバルシンクタンクサミット，仏国際問題研究所及び英国王立

国際問題研究所での政策会議やセミナーにおいて，機構のアフリカ支援策や，インド太平洋地域にお

ける日本の ODAの役割等について情報発信を行ったことに加え，ブルッキングス研究所及び米国戦略

国際問題研究所との共同研究を推進したことは，国際的な援助潮流の形成に参画する取組として評価

される。 

また，世界経済フォーラム，世銀及び国際開発研究所が主催する“A New Vision for Development”

において，民間セクターのカイゼンを公的病院運営に取り入れた 5S-KAIZEN-TQM の事業が革新的

ビジョンに基づく開発の取組として受賞したことは，機構の取組が国際機関等から高く評価された事

例として考慮に値する。 

 

２．国際機関・他ドナー等との連携推進  

中国，韓国，タイ等の新興ドナーとの定期協議や関連会議を実施し，新興ドナーとの連携数，面談

数が基準値を上回る 9件，21件（基準値はそれぞれ 4件，8件）となった他，アジアドナー４者協議

（機構，中国輸出入銀行，韓国 EDCF，フィリピン NEDA）で４ドナー間の連携深化について協議を実

施し，新興ドナーとの連携や経験共有に取り組んだ。また，タイ TICA とのパートナーシップ協定締

結，NEDA とのパートナーシップ協定に基づく協力推進（カンボジア円借款），カザフスタン援助実施

機関設立支援等，新興ドナーとの具体的な連携も積極的に推進した。 

南南協力・三角協力展開の取組として，国連南南協力事務所（UNOSSC：United Nations Office for 

South- South Cooperation）及びケニア政府と連携してアフリカ諸国を中心とする 16 か国の政府関

係者等が参加する技術ワークショップを開催した他，国連南南協力 EXPO 及びハイレベル会合

（UNOSSC，トルコ政府共催）においても機構の知見を積極的に発信した。 

重要課題における連携強化の取組として，グローバルヘルス・リーダー会議，UHC ファイナンス会

議，世銀総会・ハイレベル会合等の機会を捉えて，UHCの有用性や機構の取組を発信し，世銀，国連，

他ドナー等との連携を強化したほか，WHO 主催の高齢者の健康に関するグローバルコンサルテーショ

ンでは，機構の技術協力の経験を共有する等を通じて UHC達成に向けた高齢者ヘルスケアの国際的な

枠組みの構築に貢献したことは評価される。 

また，難民支援においては，世銀第 18 次融資と連携した難民支援をザンビア，ウガンダにおいて

実施したほか，中東・北アフリカ（MENA）資金イニシアティブとの協調融資に向けた協議を実施し

たことに加え，UNHCR と連携してシリア難民を対象者として，留学制度を活用した長期研修員受入

事業の第一年次として，19 名の受入・研修を開始したことを評価する。 

また，IFNA においては，アフリカ開発のための新しいパートナーシップ（NEPAD）等と連携し

て，各国閣僚級 163 名が出席する IFNA パートナー会合を開催し，機構のコミットメントを強くア

ピールすることに成功したほか，国際食料政策研究所が作成する世界栄養報告書にドナー編集委員と

して登録し，栄養分野での国際的議論への貢献に務めたことも特筆すべき成果である。 
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以上の定性的な実績に加え，参加・発信した国際会議の数が目標値（66 件）を上回る 79 件となっ

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が得られていると認め，「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） 

主要国際会議への参加及び発信や，開発資金に関する議論への参画を通じた国際援助潮流の形成に

引き続き取り組むとともに，南南・三角協力も含む新興ドナーとの連携や，国際機関，他ドナー等と

の連携による開発効果の最大化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） 

・UHC，カイゼンなど，日本が蓄積してきた経験を国際機関や他ドナー，シンクタンク等と連携して

発信を強化している点は評価される。継続的な努力を期待する。 

・評価「A」は妥当と考える。 

 

・研究活動に，日本の開発協力の有効性を広く世界に認知せしめるような活動を期待したい。活動の

実績から，その有効性を科学的に説明する研究を広く発信し，日本が開発学の世界的中心となること

を目指す研究や研究所のあり方を示し，その実現に取り組むべきである。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.15 開発協力の適正性の確保 

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，我が国の人道支援方針，平
和と健康のための基本方針，国際的に脅威となる感染症対策の強化に関す
る基本方針，日・ASEAN防災協力強化パッケージ 

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 

当該項目の重要度，難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

機構が実施するプロジェクト（技術協力，

有償資金協力，無償資金協力）における

ジェンダー案件比率 

40％（注） 40％ 55％     

（注）2013-2014 年の先進国の援助機関の実績平均 32％から約 20％高い水準として設定する。前中

期目標期間（2012-2015）実績平均 22％。 

 

 

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：7.（3），中期計画：5.（3） 

年度計画 

5.（3）開発協力の適正性の保

ア 環境社会配慮 

• 環境社会配慮ガイドラインを適切に運用し，助言委員会の関与も得て，環境社会配慮面の審査とモ

ニタリング結果の確認を確実に行う。また，環境社会配慮に関する理解促進に向けた機構内外の関

係者の研修機会を拡充するとともに，研修業務をより効果的・効率的に行うため，コンサルタント

や大学等への外部委託化を実施する。 

• 環境社会配慮ガイドラインの包括的な検討と改定を目的として，ガイドラインの運用実態を確認す

る。 

イ 女性のエンパワメントとジェンダー平等推進 

• 外務省が新たに策定した女性の活躍推進のための開発戦略にも貢献するため，同戦略の重点分野で

ある女性の健康や生活にやさしい環境の整備，女子教育の推進・強化，防災分野等における女性の

リーダーシップ推進に関する事業を形成・実施する。また，引き続き国連決議1325 号国別行動計画

の実施とモニタリングに貢献する。 

• 機構事業におけるジェンダー主流化を推進するために，ジェンダー案件の量的拡大と質的向上を図

る。特に，開発援助委員会（DAC）のガイドラインを踏まえたジェンダー案件選定手順の整備，各

事業ジェンダー主流化重点案件の選定と技術支援，SDGs統計に留意したモニタリング体制の検討を

行う。 

• 事業の各段階におけるジェンダー平等の視点に立った業務運営を推進するため，機構内外の関係者
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に対しジェンダー主流化に係る研修・啓発活動を実施する。 

ウ 不正腐敗防止 

• 不正腐敗情報相談窓口を適切に運用し，不正行為等に関する情報に対して適切に調査・対応する。不
正行為等が認められた場合は厳正に対処する。また，不正腐敗を防止するため，相手国政府や関係者，
職員への研修や啓発活動を実施する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

・ 国際水準に基づく環境社会配慮ガイドラインの運用状況 

・ 環境社会配慮に関する理解の促進に係る取組状況 

・ 我が国政府の男女共同参画に係る政策への貢献を含む，ジェンダー主流化推進に係る取組状況 

・ 不正腐敗を防止するための先方政府や関係者への啓発に係る実施状況 

 

３－２．業務実績 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

ガイドラインに基づく環境レビュー結果の公開数 51 件 79 件92
 

機構内部関係者，コンサルタント及び開発途上国実施機関職員等に対

する研修・セミナーの参加人数 

1,118 人 756 人93
 

 

（1）環境社会配慮ガイドラインの運用状況 

① 環境社会配慮面の審査とモニタリング結果の確認 

・ カテゴリ分類：相手国に対し適切な環境社会配慮がなされるよう働きかけるため，「JICA環境社会

配慮ガイドライン」に則って支援要請等がなされた全386案件に対して環境社会面に与えると予想

される影響の大きさ等に応じてカテゴリ分類（A：11件，B：95件，C：270件，FI：10件）し，案

件検討から審査，実施の各段階で環境社会面に与える影響に対する配慮状況を確認した。 

・ 環境社会配慮助言委員会：主にカテゴリA案件について，全体会合を10回，個別の案件について助

言を行うワーキンググループ会合を22回開催し，計20 案件に対して環境社会配慮の支援・確認に

関する助言を得た。同委員会は，常設の第三者的な機関として協力事業への助言を行うという国際

的にも他に類を見ないものであり，いずれの助言も緩和策の策定や実施等にいかされている。全て

の会合の公開，逐語議事録の機構ウェブサイト上での公表等，透明性の高い運営を継続した。 

・ 事業実施段階での監理強化：定期的に在外事務所を通じて環境社会配慮の実施状況を確認する取組

を開始し，また，案件監理調査を通じて相手国の実施機関が行う実施段階の環境社会配慮状況を確

認して，実施機関及び在外事務所に必要な対応を求めることで，環境社会配慮に係るモニタリング

文書の取付け等を促進した。これらの取組により，機構内及び相手国実施機関のモニタリング・監

理の意識が向上した。 

・ ガイドライン改定に向けた運用実態確認調査に関して，環境社会配慮助言委員会等で助言委員や

NGOと意見交換し，調査方法や項目について外部関係者の合意を得たうえで調査を開始した。 

 

（2）環境社会配慮に関する理解の促進 

① 研修機会の拡充 

                                                   
92 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
93 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

No.15-1 環境社会配慮 
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・ 機構内外の関係者計1,118名（2016年度907名）に対して環境社会配慮に関する説明・研修を行い，

環境社会配慮に対する理解を促進した。 

・ コアスキル研修等による機構内部向け説明：661名（2016年度502名） 

・ 課題別研修等による協力相手国実施機関等向け説明：142名（同203名） 

・ コンサルタント向け研修：109名（同80名） 

・ 審査部職員海外出張時の協力相手国実施機関等向け説明：206名（同122名） 

・ 研修機会をさらに拡充するため，最近の事例等を踏まえて既存の研修資料を更新した上で，機構内

関係者を対象としたE-learningによる研修を本格的に実施した。 

・ 課題別研修に関して，研修の質の向上を目的として専門的知見を有するコンサルタントに委託し，

研修内容を改善した。また，専門家能力強化研修や海外コンサルタント協会と共催したコンサルタ

ント向け研修では，新たに大学等の外部専門家による講義を加えて，研修の質の向上を図った。 

 
（3）国際水準の環境社会配慮の実施の強化 

① 世界銀行等との環境社会配慮政策との調和化 

・ 環境社会配慮政策の運用面の調和化や相手国の能力強化のため，国際開発金融機関との会合に7回

参加し，機構の取組の発信や他ドナーとの情報交換を実施したほか，世界銀行やADB等と協議を実

施した。特に，2016年に世界銀行，ADB，オーストラリア外務貿易省と締結したアジア・太平洋諸

国での環境社会配慮政策の効果的な適用に向けた取組を推進する趣旨の覚書を踏まえ，相手国の能

力強化に向けた連携活動の一環として，世界銀行から講師を招いて課題別研修を実施した。 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

女性行政官等の育成人数 4,323 人 1,666 人94
 

 

（1）女性の活躍推進のための開発戦略への貢献 

① 女性の活躍促進に資する事業の形成・実施 

「女性の活躍推進のための開発戦略」の重点分野に沿った事業の形成・実施を進めた。 

・ 女性の健康や生活にやさしい環境（インフラ）の整備：バングラデシュ，インド，フィリピンにお

ける鉄道関連プロジェクト（円借款）でジェンダー視点の組み込みを行うとともに，ルワンダ等に

おける道路等インフラプロジェクトへのジェンダー視点の組み込みを積極的に進めた。 

・ 女子教育の推進・強化：約5万人の女子の学習環境改善という伊勢志摩サミットの貢献策

（2016-2018）に対し，2017年度までに45,917人に機構の事業を通じて貢献した。 

・ 防災分野等における女性のリーダーシップ推進：日本政府のイニシアティブである「仙台防災イニ

シアティブ」（2015年）や「女性活躍推進のための開発戦略」（2016年）に掲げられた防災分野に

おける女性のリーダーシップ推進のため，課題別研修「ジェンダーと多様性からの災害リスク削減」

を実施した。また，「世界防災フォーラム/防災ダボス会議」（仙台）で多様なアクターや女性の参

画による災害レジリエンスを高める合意形成プロセスに関する公開パネルディスカッションを後

援開催した。加えて，課題別研修「日アフリカ・ビジネスウーマン交流プログラム」では，日本と

                                                   
94 伊勢志摩サミットにおける公約値（2016-2018 の 3 年間で約 5,000 人） 

No.15-2 ジェンダー主流化 
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アフリカにおける女性起業家の交流を通じ，リーダーシップを育成している。 

② 国連決議1325号国別行動計画の実施とモニタリングへの貢献 

・ 2015年度に日本政府が定めた「女性・平和・安全保障に関する行動計画」の実施状況のうち，機構

による事業実施分に係るモニタリング調査を実施し，65 案件を国連決議1325号国別行動計画に基

づく取組実績として日本政府に報告した。また，6案件の事例分析の結果を好事例として機構内に

共有し，今後の平和構築，防災案件にジェンダーの視点を入れる重要性に係る理解を促進した。 

③ 国際社会に対する戦略的な情報発信 

・ 他機関との連携・協力を推進するとともに，国際会議等で機構のジェンダー主流化に係る取組や事

例を積極的に発信した。 

・ 中米統合機構（SICA）への協力：SICAとの協議を通じて女性企業家支援を切り口にした支援ニー

ズが確認され，SICA加盟国に対する課題別研修「中米統合機構加盟国向けビジネスを通じた女性の

エンパワメント」を開始した。 

・ 「国際女性会議（WAW!2017）」：日本政府主催の同会議の本会合パネルディスカッション「女性

と起業」に機構理事長が登壇し，機構の女性の経済的エンパワメント推進等の取組事例を紹介した。 

また，安倍首相がカンボジアでの女性起業家支援，河野外相がメコン地域人身取引等に係る取組他

について発信した。また，公式サイドイベントを仙台（災害とジェンダー）と東京（女性企業家と 

SDGs）で実施した。 

・ TICAD 7：2019年開催予定の TICAD 7に向け，主催地の横浜市と女性活躍推進をテーマとする共催

イベント等の実施に向けた調整を開始した。 

 

（2）ジェンダー主流化の推進に向けた取組 

① ジェンダー案件の量的拡大と質的向上 

・ 円借款事業のジェンダー主流化促進：ジェンダー案件の量的拡大に重要な円借款事業のジェンダー

主流化を促進すべく，円借款事業の審査段階における各種決裁に対するジェンダー視点の確認を強

化した。また，円借款事業を多く扱う地域部総括課及び担当課に対して，ジェンダー視点に立った

活動を取り入れることの重要性について説明会を実施し，ジェンダー主流化の理解促進，理事会の

案件審議時におけるジェンダー案件化に向けたコメントの増加等につながった。 

・ 各種業務マニュアルの改訂：事業形成段階においてジェンダー視点の組込みが強化されるよう，事

業事前評価表及び案件計画調書のひな型を改訂した。また，ジェンダー視点に立った活動を推進す

るため，コンサルタント等契約の業務指示書記載事項のひな型を作成して各部署に配布して使用を

慫慂した。 

・ 重点モニタリング案件の設定：主要分野に重点モニタリング案件を設定し，ジェンダーの視点に立

った案件形成，実施モニタリング，評価の重点的な実施を試行している。 

・ 執務参考用資料の充実：SICA及びエジプトを対象としてジェンダー情報を整備する調査を行った。

また，ガバナンス及びインフラ分野でジェンダーの視点を具体的に組み込んだ事例や，具体的な活

動内容を計画するうえでの留意点等をまとめた執務参考資料を作成し，関係部署に共有した。 

② ジェンダー平等の視点に立った業務運営の推進 

・ ジェンダー主流化研修：専門家の派遣前研修（12回，計282人），機構職員への講義（6回，計43人） 

でジェンダー主流化に係る講義を行った。また，ルワンダ事務所及びミャンマー事務所でジェンダ

ー主流化研修を実施した。 

・ 能力強化研修：コンサルタント等34人の参加者に技術協力，無償資金協力，円借款の準備段階でジ
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ェンダー主流化を促進するための視点や手法を，講義及び演習を通じて伝えた。 

・ 機構内関係者への啓発：理事会でジェンダー主流化の状況を共有し，各事業の理事会審議における

ジェンダー視点を確認することの重要性に対する経営層の認識を高めた。また，機構内部局責任者

を対象としたジェンダー責任者会議，部局・国内機関・在外事務所の担当者を対象としたジェンダ

ー担当者会議を通じ，ジェンダーの視点に立った事業実施の重要性及び事例を共有した。 

・ ナレッジマネジメントの強化：ナレッジサイトの情報整理及び内部イントラネットであるジャイナ

ビへの各種執務参考資料の掲載を行い，事業担当者が資料にアクセスしやすい環境を整備した。「ジ

ェンダーと開発」ナレッジマネジメント会議を2回開催し，機構におけるジェンダー主流化推進の

方策や課題別指針の改訂について議論した。 

・ 有識者とのネットワーク及び助言の活用：4名の外部有識者委員の参加のもとでジェンダー懇談会

を開催し，事業ジェンダーの取組を外部有識者委員へ説明し，今後の取組の改善に向けて意見交換

した。 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

職員向け研修，セミナーの参加人数 259 名 120 名95
 

 

（1）不正腐敗防止対応 

・ 不正行為への対応：有償資金協力の事業実施及び入札過程，中小企業海外展開支援事業に係る委託

契約，研修員受入事業に係る運営支援業務委託契約等に関し不正行為等が発覚した3件の事案に対

し，措置規程に基づき契約競争参加資格停止の措置を採った。 

・ 不正腐敗情報に係る相談窓口の運用：機構内の不正腐敗防止担当部署において，弁護士及び公認会

計士の参加を得て，通報内容に適切に対応し，外務省の不正腐敗情報相談窓口と関連案件の情報を

共有し，共同で対処した。 

 

（2）相手国政府，関係者及び職員への啓発活動 

・ 相手国のガバナンス強化，不正腐敗防止に関する能力向上支援として，研修，専門家派遣，技術協

力プロジェクトを活用して相手国のガバナンスを強化した。具体的には，インドネシア「公正な競

争のための事業競争監視委員会能力強化プロジェクト」やベトナム「2020年を目標とする法・司法

改革支援プロジェクト」等，公共調達及び不正腐敗防止に関する法制度整備支援を実施した。課題

別研修「汚職対策（刑事司法）」を引き続き実施し，汚職対策分野の最新の国際的動向に沿ったテ

ーマについて各国の実務的な知識や経験，課題を共有し，参加国の実務改善を支援した。 

・ 不正腐敗事案に対する機構内の意識及び取組を強化するため，在外拠点に赴任する職員への研修を

計12回実施するとともに，全部署を対象に不正腐敗防止を含むコンプライアンスに係るWBT（ウェ

ブベース研修）を実施した。 

 

（3）戦略的な取組及び成果 

・ 重大な不正行為（不正請求，贈賄，談合，独禁法違反等）に対する契約違約金を契約金額の10分の

                                                   
95 2015 年度実績 

No.15-3 不正腐敗防止 
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1から10分の2に引き上げた。また，業務が既に終了している案件についても同違約金を課せるよう

に契約約款を改正した。 

・ ODA事業における過大請求等の重大な不正行為を繰り返した企業に対して，企画競争の評価点を減

点（100点満点から6点を減点）する制度を導入した。 

・ ODA 事業における現地再委託及び現地傭人契約の第三者検査の対象国を拡大した（3か国程度から

10か国程度）。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

環境社会配慮：引き続き環境社会配慮ガイドラインの適切な運用を期待したい。（2016年度主務大臣

評価報告書 No.17「環境社会配慮」） 

ジェンダー主流化：ジェンダー視点の取組の優良事例や教訓の取りまとめ及び同結果を活用した，よ

り一層の女性の参画につながる活動の展開に期待したい。（同上 No.18「男女共同参画」） 

不正腐敗防止：なし（同上 No.24「ガバナンスの強化と透明性向上」） 
 

＜対応＞ 

引き続き環境社会配慮ガイドラインを適切に運用した。ジェンダー主流化に関し，国連決議 1325 号国

別行動計画のモニタリング調査で事例の詳細分析，その他様々なセクターにおける優良事例や教訓を取り

まとめ，執務参考資料として整理するとともに，各種研修等を通じて機構内外関係者に広く共有した。こ

れらの取組を通じ，各事業での更なる女性の参画促進につなげた。 

 

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大幅に上回る成果を上げていることに加え，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. 環境社会配慮 

○ 全386案件のカテゴリ分類等，環境社会配慮ガイドラインを適切に運用。環境社会配慮助言委員会

全体会合を10回，ワーキンググループ会合を22回開催し，計20案件に対して助言を得て，緩和策の

策定や事業の実施等に活用。 

○ 機構内外の関係者1,118名に対して環境社会配慮に関する説明・研修（コアスキル研修，課題別研修，

コンサルタント向け研修等）を実施し，環境社会配慮に対する理解を促進。課題別研修の実施を専

門的知見を有するコンサルタントに委託し研修の質を向上。コンサルタント向け研修では大学等の

外部専門家による講義を加え研修の質を向上。 

 

2. ジェンダー主流化 

○ 「女性の活躍推進のための開発戦略」の重点分野に沿った事業（女性の健康や生活にやさしい環境

の整備，女子教育の推進・強化，防災分野等での女性のリーダーシップ推進）を形成・実施。国連

決議1325 号国別行動計画のモニタリングとして，65 案件を取組実績として日本政府に報告。 

○ 円借款事業のジェンダー主流化促進，各種業務マニュアルの改訂，重点モニタリング案件の選定等

を通じてジェンダー案件の量的拡大及び質を向上。 

○ ジェンダー主流化研修（専門家派遣前研修計1 回282人，機構職員向け講義計6回43人），能力強化

研修（コンサルタント等34人）を通じて，ジェンダー平等の視点に立った業務運営を推進。 
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3. 不正腐敗防止 

○ 不正行為が発覚した3件の事案に対し，措置規程に基づき，契約競争参加資格停止の措置を採る等

適切に不正腐敗防止に対応。 

○ インドネシア，ベトナム等での公共調達及び不正腐敗防止に係る法制度整備支援，課題別研修「汚

職対策」等を通じて，相手国のガバナンス強化，不正腐敗防止に係る能力向上を支援。不正腐敗防

止に係る在外赴任前研修計12回，不正腐敗防止を含むコンプライアンスに係るウェブ研修を通じ

て，機構職員の不正腐敗防止に係る意識及び取組を強化。 

○ 重大な不正行為（不正請求，贈賄，談合，独禁法違反等）に対する契約違約金を引き上げ，業務が

既に終了している案件についても同違約金を課せるように契約約款を改正。重大な不正行為を繰り

返した企業に対し企画競争の評価点を減点する制度を導入。ODA 事業における現地再委託及び現

地傭人契約の第三者検査の対象国を拡大。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き環境社会配慮ガイドラインを適切に運用しつつ，第三者の関与も得て，環境社会配慮面の審査

及びモニタリング結果の確認を確実に実施する。また，環境社会配慮ガイドラインの包括的な検討と改定

を目的としたガイドラインの運用実態の確認を本格的に進める。 

  

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

開発協力の適正性の確保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．環境社会配慮  

支援要請等がなされた全 386案件のカテゴリ分類を行い，案件検討から実施の各段階で環境社会面

に与える影響に対する配慮状況を確認したほか，環境社会配慮助言委員会全体会合を 10 回，ワーキ

ンググループ会合を 22回開催し，計 20案件に対して助言を得て，緩和策の策定や事業の実施等に活

用する等，ガイドラインの適切な運用と透明性の高い運営を実施した。 

環境社会配慮に関する説明・研修（コアスキル研修，課題別研修，コンサルタント向け研修等）を，

昨年度（907人）を上回る 1,118 人に対して実施し，環境社会配慮に対する理解促進に務めた。また，

専門的知見を有するコンサルタントへの委託や，大学等の外部専門家による講義を加える等，研修の

質の向上にも取り組んだ。 

 

２．女性のエンパワメントとジェンダー平等推進  

外務省が策定した「女性の活躍推進のための開発戦略」の重点分野に沿った事業として，鉄道や道

路等インフラプロジェクトへのジェンダー視点の組込を積極的に進め，女性の健康や生活にやさしい

環境の整備を推進した。また，2016 年～2018 年の３年間で約 5 万人の女子の学習環境改善という伊

勢志摩サミットの貢献策に対して，機構の事業を通じて 45,917 人を対象に女子教育の推進・強化を

実施し２年目終了時点で９割強達成の実績を上げたほか，同期間に 5,000人の女性行政官等の人材育

成という目標に対して 2017 年度で 4,323 人の実績であったことに加え，防災分野等での女性のリー

ダーシップ推進に対しても課題別研修や国際会議における機構の知見の発信を通じて貢献した。 

円借款事業のジェンダー主流化促進，各種業務マニュアルの改訂，重点モニタリング案件の選定等

を通じて，ジェンダー案件の量的拡大及び質の向上に取り組んだ結果，定量指標である「機構が実施

するプロジェクトにおけるジェンダー案件比率」は，目標値 40％を上回る 55％となった。また，機

構の専門家や職員を対象としたジェンダー主流化研修や，コンサルタント等を対象とした能力強化研

修を実施し，ジェンダー平等の視点に立った業務運営を推進した。 

 

３．不正腐敗防止 
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不正行為が発覚した 3件の事案（有償資金協力の事業実施，中小企業海外展開支援事業に係る委託

契約，研修員受入事業に係る運営支援業務委託契約等）に対し，措置規程に基づき適切に対応した。 

技術協力を通じた公共調達及び不正腐敗防止に係る法制度整備支援を通じて，相手国のガバナンス

強化・不正腐敗防止に係る能力向上を支援したほか，各種研修や制度改善を通じて機構の不正腐敗防

止に係る意識及び取組を強化した。 

 

以上の定性的な実績に加え，定量指標である機構が実施するプロジェクトにおけるジェンダー案件

比率が目標値（40％）を上回る 55％となったことを踏まえ，中期計画における所期の目標を達成する

成果が得られていると認め，「Ｂ」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） 

引き続き環境社会配慮ガイドラインの適切な運用，より一層女性の参画に繋がる活動の展開，不正

腐敗防止に，適切に取り組むことを期待したい。 

 

 ＜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.16 内部統制の強化 

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，海外移住審議会最終意見書 

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 

当該項目の重要度，難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報（定量指

標） 
達成目標 目標値 / 年 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

内部統制のモニタリング実施回数 2 回 / 年（注） 2 回 2 回     

（注）2015 年度実績を基に設定する。2015 年度実績 2 回 

 

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：7.（4），中期計画：5.（4） 

年度計画 

7.（4）内部統制の強化 

ア 内部統制を実施するための環境整備 

・ 業務方法書等に基づき，機構の内部統制を機能させるために必要な規程等を整備するとともに，必

要に応じて内部統制が機能するよう改正する。 

 

イ 組織運営に関係するリスクの評価と対応 

・ 主要リスクの見直しを行うとともに，見直し後の主要リスクに基づき，機構の業務運営上のリスク

を分析，評価する。また，リスク事案に対して適時・適切に対応し，再発防止策を講じる。リスク

の分析，評価結果及びリスク対応状況について，コンプライアンス及びリスク管理委員会等の場で

その結果を報告する。 

・ 有償資金協力業務の適切な業務運営を確保するため，有償資金に係るリスクを適切に識別・測定し，

モニタリングを行う。 

 

ウ 内部統制の運用 

・ 機構における内部統制が確実に実施されるよう，定期的に内部統制の実施状況をモニタリングし，

結果を理事会にて報告するとともに，必要に応じ内部統制の態勢の強化を検討する。 

・ 業務の有効性及び効率性を向上するため，機構の中期計画及び年度計画に基づく業務実績等評価を

行う。 

 

エ 機構内及び外部からの情報伝達体制の確保 

・ 内部及び外部通報制度を適切に運用し，通報に対して適切に対処する。 
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オ 内部監査の実施 

・ 内部監査に関する国際的指針に従って内部監査を実施するとともに，監査結果のフォローアップを

着実に実施する。 

 

カ 情報通信技術（ICT）への対応 

・ 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等を踏まえ，情報セキュリティ規程等を確

実に運用する。また，情報システム委員会及び情報セキュリティ委員会の開催や情報セキュリティ

対策推進計画のレビューを通じて，情報セキュリティに係る組織的対応能力を向上させる。 

・ 情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するための方策を検討し，可能なものから実施す

る。 

・ 行政機関個人情報保護法等の改定に対応するべく，機構の規程等を改定し，個人情報の保護を推進

する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

・ リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 

・ 法令遵守強化に係る取組状況 

 

３－２．業務実績 

 

（1）リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 

関連指標 2017 年度 基準値 * 

コンプライアンス / リスク管理委員会 / 有償資金協力勘定リス

ク管理委員会の開催回数 

 

2 回 /2 回 /5 回 

2 回 /2 回 /5 回96
 

事務所管理における法務の知識に係る海外拠点赴任前研修回数 12 回 12 回97  

コンプライアンスに係る専門家等赴任前研修回数 12 回 12 回98 

 

① 内部統制を実施するための環境整備及び運用 

・ 環境整備：業務の適正を確保するために必要な規程の改正等を行った。 

・ 運用：コンプライアンス違反等の事故等が発生した場合は，コンプライアンスに関する規程に基づ

き報告・調査し，再発防止策を検討・実施した。また，コンプライアンス委員会に主要な事故や件

数及びその再発防止策の実施状況を報告した。 

・ 機構の中期計画及び年度計画に基づき，第3期中期目標期間及び2016年度実績に係る業績評価を実

施し，結果等をセミナー等により機構内にフィードバックした。第4期中期目標期間の初年度とな

ったことを受け，機構内の電子掲示板やセミナー（本部，国内，在外36拠点参加），在外拠点のナ

ショナルスタッフ向け「JICAアカデミー」での講義，拠点長会議等での経営層への報告等を通じ，

中期計画の内容や通則法改訂を受けた変更点等を周知した。 

② 組織運営に関するリスクの評価と対応 

・ リスク管理委員会（リスク評価と対応態勢を強化するため，「コンプライアンス及びリスク管理委

員会」から改組）で重大リスクを特定し，重大リスク対応強化の取組計画を策定した。 

                                                   
96 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
97 2015 年度実績 
98 2015 年度実績 

No.16-1 リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 
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・ 有償資金協力勘定リスク管理委員会において，定期リスク管理報告（ポートフォリオ管理に関する

定期リスク管理報告を半期毎に実施）及び有償資金協力勘定の資産・負債管理（将来の収支分析や

収支改善策に係る議論を半期毎に実施）を行うとともに，金利リスクに関するヘッジ方針を策定し

た。 

・ No.11「財務内容の改善」で報告したとおり，2017年度の予算執行見込みが予算額を上回りかねな

い状況となったことを受け，2017年10月以降，技術協力プロジェクト，各種調査事業を中心に事業

計画の見直しを行ったが，この過程で契約相手先等関係者との間で一部混乱を招いた。本件に関し

て，主要リスク項目の「財務・会計リスク」の分析・評価を事前に十分行うことができなかった。 

③ 機構内外からの情報伝達体制の確保と運用 

・ 外部通報：外部通報窓口及び不正情報に係る相談窓口を通じた通報について，公益通報者保護法の

趣旨に基づき通報者の保護を図りつつ，関係規程に基づき通報内容に応じて適切に対処した。 

・ 内部通報：内部通報受付管理者を置き，内部通報専用メールアドレス，専用ポスト，郵送等を通じ

て内部通報を受け付ける制度を設けている。内部通報の制度案内（和英）を整備し，電子掲示板へ

の掲載，機構内の研修や赴任前研修，各種配布物への掲載，機構の契約先への配布等を通じて，機

構関係者及び機構の契約先に内部通報制度を周知した。また，通報があった場合には，通報者の保

護を図りつつ，関係規程に基づき通報内容に応じて適切に対処した。 

④ 内部監査の実施 

・ 内部監査基本計画に則り，内部監査に関する国際的指針に従って，以下のとおり定例監査及び特定

テーマ監査を実施するとともに，監査結果をフォローアップした。 

・ 定例監査：有償資金協力業務監査，情報システム/情報セキュリティ監査，個人情報管理監査，法人

文書管理監査，国内拠点監査（重点項目は研修員受入対応。東北支部，東京国際センター及び筑波

国際センター），在外拠点監査（重点項目は円借款案件監理態勢及びボランティア事業管理態勢。

ラオス，ザンビア，ジンバブエ，南アフリカ，ウズベキスタン，セント・ルシア，グアテマラ，ウ

ガンダ及びマダガスカルの各拠点が監査対象）を実施した。 

・ 特定テーマ監査：長期研修員受入業務実施態勢，海外投融資実施態勢，国際協力共済会，市場リス

ク（金利リスク）管理をテーマとした監査を実施した。 

⑤ ICTへの対応 

・ 「平成28年度政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づき改定した情報セキュ

リティ管理規程 / 管理細則に沿い，情報セキュリティ強化対策を実施した。また，個人情報保護に

関し，機構の規程等の改定や非識別加工情報の提供の対応体制整備等を実施し，改定された独法等

個人情報保護法に対応した。 

・ 機構に送付される不審メール対応の即時対応として，ヘルプデスクを24時間対応とした。また機構

内関係者向けの情報セキュリティ研修を強化するため4言語（日，英，仏，西）対応とした。 

・ 情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するため，CSIRT（Computer Security Incident 

Response Team）を設立し，運用時の課題を見極めて改善するための訓練を3回実施した。訓練を通

じて情報セキュリティ対策を改善するとともに，情報セキュリティインシデント対応体制が強化さ

れた。 

・ 年間を通じて実施するべき情報セキュリティ施策の内容を網羅した「情報セキュリティ対策推進計

画」を情報セキュリティ委員会で審議の上策定し，計画に基づいて対策を実施した。その結果，サ

イバー攻撃による内部情報の外部への漏洩等，重大な情報セキュリティインシデントは発生しなか
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った。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

機構及び事業が抱えるリスクについて，リスク管理委員会等を通じて十分な分析を行い，経営層が正

確に把握したうえで，適切な対応について判断がなされるよう，引き続きリスク管理の徹底に取り組む

ことが期待される。（2016 年度主務大臣評価報告書 No.24「ガバナンスの強化と透明性向上」） 
 

＜対応＞ 

経営層の判断により従来特定してきた主要リスクに加え，一旦発生すれば組織全体に甚大な影響を与え，

経営層のリーダーシップの下で取り組まざるを得ないようなリスクを「重大リスク」として新たに特定し，

優先的に対応策を策定する等の対応強化に取り組んでいる。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｃ 

根拠：以下2. 組織運営に関するリスクの評価と対応に記載した事象により，年度計画に照らして目標水

準を下回ると判断される。 

 

1. 内部統制を実施するための環境整備及び運用 

○ 内部統制モニタリングの方法を改善し合理化及び職員の意識浸透を推進。コンプライアンス違反等

の事故が発生した場合は，関連規定に基づき，コンプライアンス委員会に報告・調査し，再発防止

策を検討・実施。 

○ 第3期中期目標期間及び2016年度実績に係る評価を実施し，機構内に結果を周知。 

 

2. 組織運営に関するリスクの評価と対応 

○ リスク管理委員会や有償資金協力勘定リスク委員会等にて組織運営に関するリスクの評価・対応を

実施。 

△ 主要リスクの「財務・会計リスク」につき，リスク分析・評価を事前に十分に行うことができなか

った。 

 

3. 機構内外からの情報伝達の確保と運用 

○ 外部通報や内部通報制度等により，機構内外からの情報伝達体制を適切に確保。 

 

4. 内部監査の実施 

○ 内部監査基本計画に則り，内部監査に関する国際的指針に従って，定例監査及び特定テーマ監査及

び監査結果のフォローアップを実施。 

 

5. ICTへの対応 

○ 情報セキュリティ管理規程 / 管理細則に沿い，情報セキュリティの強化対策を実施。個人情報保護

に関し，機構の規程類等の改訂及び非識別加工情報提供の対応体制整備等を実施し，独法等個人情

報保護法に対応。 

◎ セキュリティの強化：機構に送付される不審メール対応の即時対応として，ヘルプデスクを24時間

対応とするとともに，機構内の関係者に対する情報セキュリティ研修を4言語（日，英，仏，西） 対

応に改善。情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するため，CSIRT（Computer Security 
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Incident Response Team）を設立し，訓練を3回実施。 

 

＜課題と対応＞ 

内部統制への意識を機構全体に広く浸透するための取組を継続し，内部統制の実施をより確実なものと

する。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｃ 

＜評定に至った理由＞ 

内部統制の強化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．内部統制を実施するための環境整備及び運用 

業務の適正を確保するために必要な規程の改正等を実施したことに加え，第３期中期目標期間及び 

2016 年度実績に係る評価を実施し，機構内に結果を周知した。 

 

２． 組織運営に関係するリスクの評価と対応  

過年度に契約された案件に関する支払いの占める割合が，例年よりも増加したことにより，2017

年度の予算執行見込みが予算額を上回りかねない状況となった。これにより，技術協力プロジェクト，

各種調査事業を中心に事業計画の見直しに迫られ，この過程で契約相手先等関係者に負担をかけたこ

と，新規 ODA事業の実施規模を縮小せざるを得なくなったことを，外務省としても重く受け止めてい

る。これは，機構が主要リスクとしている「財務・会計リスク」について，リスク分析・評価の事前

実施が不十分であったことが要因であり，「機構の業務運営上のリスクの識別，分析及び対応・・・

等，内部統制を確実に実施し，内部統制の実施状況についてモニタリング及びその結果を踏まえた態

勢の強化を行う」とする中期目標に沿わない，改善すべき事態と判断される。 

 

３．機構内及び外部からの情報伝達体制の確保  

外部通報や内部通報制度等により，機構内外からの情報伝達体制を適切に確保している。 

 

４．内部監査の実施  

内部監査基本計画及び内部監査に関する国際的指針に従って，定例監査及び特定テーマ監査を実施

し，監査結果のフォローアップを実施した。 

 

５．ＩＣＴへの対応 

情報セキュリティ管理規程/管理細則に沿って情報セキュリティの強化対策を実施した。また，独

法等個人情報保護法の改訂等に対応すべく，機構の規程等の改訂及び非識別加工情報提供の対応体制

整備等を実施した。 

機構に送付される不審メールへの即時対応を可能とするため，ヘルプデスクを 24 時間対応とする

とともに，在外事務所を含む機構内の関係者に対する情報セキュリティ研修を 4言語（日，英，仏，

西）対応に改善した。また，情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するため，CSIRT（Computer 

Security Incident Response Team）を設立し，訓練を 3 回実施するなど，情報セキュリティに係る

組織的対応能力の強化に適切に取り組んでいると評価される。 

 

以上の定性的な実績を踏まえると，定量指標である内部統制のモニタリング実施回数が目標値（2

回）を達成する 2回であり，情報セキュリティに係る組織的対応能力の強化に研修や体制の強化を通

じて取り組んだことは高く評価される一方，組織運営に関係するリスクの評価と対応の不十分さが予

算執行管理に係る問題の発生に繋がったと重く受け止めている。機構は既に，「予算執行管理室」の

創設や，理事会を通じたガバナンスの強化，「予算執行管理改善に関する第三者諮問委員会」の立ち

上げ等を通じて，予算執行管理体制の改善，内部統制の強化に取り組んでいることから，評価すべき

点と改善が求められる点及びその改善の取組を総合的に考慮した結果，中期計画における所期の目標
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を下回っており改善を要すると認め，「Ｃ」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） 

今回問題が発生した「財務・会計リスク」の管理方法を見直すことは当然であるが，組織横断的に，

内部統制機能及び意識を改善する強力な取組がなされ，関係者からの信頼回復に努めることを期待す

る。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・JICA評価は「C」ランクであるが，評価者は「D」評価ではないかと考えている。評価者は「内部統

制」でなく，「内部連携の強化」ではないかと考える。まず，「統制」は上から目線の運営姿勢である。

本来ならば組織に横軸を通す「連携」の強化が求められるはずである。「統制」は組織の硬直化を深

化させて，横への連携，連帯を失わせることになりかねない。組織の一方的なタテ軸化が組織のダイ

ナミズムを失わせ，今回のような事件を引き起こしたと言えないことはない。 

 

・英国 NGO等による被援助国での性的搾取問題，米国での MeTooムーブメント等の動きを受け，援助

業界でも，「Safegurding」，「ハラスメント・防止」が必須となっており，欧米では政府による NGO支

援においても，関連するポリシー策定と実効性が担保されていない NGOには資金援助を行わない動き

が見られる。日本では，現時点で大きな問題になっていないが，いつ何時，同じ問題が起こらないと

は限らず，エイド・ワーカー（政府・JICA 職員，青年海外協力隊，NGO，コンサル等）に対する取り

組みは極めて重要だと思われる。問題が起きて「国際協力」に対する信頼が失われてからでは遅く，

今からの対応が望まれる。 

 

・今般の予算執行管理の問題は，横断的なチェック＆コントロールが機能していなかったことを示唆

している。その意味では，経営陣にも責任がある（政府出身者，JICA 出身者ともに）。組織運営に関

する戦略的判断，職員と経営陣のコミュニケーションのあり方を含め，意識改革が必要と考える。 

評価は「C」でよいか。「D」に相当する重い事態と考える。 

 

・昨年に引き続きリスク管理上の問題が表面化したことは極めて遺憾である。とりわけ今回の予算執

行管理上の問題は，管理システムの技術が高度化した現在では，初歩的なミスとの評価を受けること

も免れない。機構業務の拡大，複雑化と周囲の期待に組織が追いついていない現実を認識し，組織の

将来を展望した改革を期待したい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.17 人事に関する計画 

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 

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 

当該項目の重要度，難易度 【難易度：高】独立行政法人等に対し平成 32 年度末までに女性管理

職比率を 13.5％（平成 27 年度平均：機構は 12.8％）から 15％まで

増やすことが政府方針で求められているが，これに比べ 33％高い目標

達成水準を設定しており，これを達成するには機構独自の創意工夫を

要するため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

女性管理職比率 20.0％※

（注） 

（2021 年度末 

- 14.5％     

※中期目標期間中に達成すべき目標値であり，年度計画では定量的な達成目標を定めていない。 

（注）政府の定める独立行政法人等における登用目標 15％（2020 年度末）を踏まえ，同目標の 1.3 倍

の達成率として設定する。2015 年度末実績 12.8％ 

 

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 7.（5），中期計画 10.（2） 

年度計画 

10.（2）人事に関する計画 

• 現地職員も含めた多様な人材を活用し，女性職員がより一層指導的な役割を担い活躍できる環境を

整備するため，働き方の選択肢の柔軟化，コミュニケーションの活性化やナレッジマネジメントの強

化等に向けた制度設計と運用の徹底，執務環境の整備等を行う。特に，働き方改革「SMART JICA 

PROJECT」の推進を通じた生産性向上，創造的業務の促進や，キャリア形成とライフイベント，家庭

生活の両立に向けた施策の実施，研修実施を通じた現地職員の能力開発に向けた取組を行う。 

• 職員の能力強化と中核的な人材育成のため，職員のキャリア開発にむけた研修や総合職職員のキャ

リア・コンサルテーションの継続，他機関への出向等を実施する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 1. 参照） 

・ 現地職員を含む多様な人材の活躍に資する，人事に関する施策の実施状況 

・ 業務の高度化に対応し業務の質を高め，職員の主体的なキャリア開発を推進するための人材育成に

関する施策の実施状況 

 

３－２．業務実績 

 

No.17-1 人事に関する施策の実施状況 
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（1） 働き方の柔軟化，コミュニケーションの活性化及びナレッジマネジメントの強化等に向けた施

策の実施状況 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

現地職員向け研修の年間実施件数 452 件 228 件99
 

 

 経営課題としての働き方改革の推進：2015年度より実施している働き方改革の目標や取組範囲をス

ケールアップし，新たに「SMART JICA 2.0」を策定した。これにより，働き方改革を経営層のリー

ダーシップの下で組織一丸となって取り組む経営課題として明確化し，理事会等の場で進捗を確認

するPDCAサイクルを確立した。また，働き方改革のモニタリング・評価に活用すべく，2004年度

から毎年実施している職員意識定点調査の設問内容及び分析方法を拡充した。2月に機構役員を中

心とした「働き方改革推進キャンペーン」を実施し，上からの率先垂範を促した（例： 毎月1日有

給休暇の取得推進等）。さらに，働き方の多様化や女性職員の活躍（海外赴任・出張等） の取組

に関し，複数の外部媒体やセミナー等を通じて対外的に発信し，独立行政法人における先進的事例

として紹介された（例：（株）コクヨが運営するWorMo’sのサイトでの記事，経団連が発行する人

事関連誌，民間企業等の人事関係者向けセミナーでの事例紹介など）。なお，2017年度末時点で育

児中女性総合職（小学校3年生以下の子を養育）の約2割（151名中27名）が海外に子連れで赴任中

である。 

 多様な人材が活躍できる環境づくり：第4期中期目標期間に対応する「次世代育成及び女性活躍推

進に向けた行動計画」を策定し，女性管理職比率20％を指標としつつ，働き方改革と一体的な取組

として推進。また，支援要員（事務スタッフ）の夏期休暇の付与や，育児・介護休業法改正を踏ま

えた有期雇用者の育児休業の拡充を通じ，職制間の待遇差の解消に努めた。さらに，育児，介護，

病気治療と仕事の両立を促進するため，復職前セミナー，復職後キャリアワークショップ，介護セ

ミナー，海外子女教育セミナー，がんと仕事の両立支援セミナー等の関連するセミナーを複数回開

催した。特に育児との両立については，男性職員の育児休業取得率が2倍（7.9％→16.7％，平均取

得期間4.3か月）となり，国家公務員（4.5％，取得期間1か月以下が約7割）を上回る取得水準とな

っている。 

・ 育児支援：仕事の両立支援策としての病児保育・ベビーシッター法人契約を拡充し，機構が利用す

る費用の一部を補助する制度を開始。法人契約登録者数は82名となり，年間利用実績は前年度比2

倍に達した。 

・ 生産性・創造性向上のための執務環境・制度の整備：首都圏の拠点を活用したサテライトワークの

導入（7月試行開始，年度末までの利用実績は90件）や執務室外でのPC接続環境改善を通じて，在

宅勤務利用実績が前年度比2.2倍（1,033件から2,274件に増）となった。 

・ 組織内コミュニケーションの活性化：職員食堂のレイアウト変更やSkypeの活用促進を通じて，ス

タッフ間のコミュニケーションを促進する環境を整備した。 

 長時間労働の是正及び適切な労務管理の実現：管理職による労務管理を円滑かつ適切に行うため，

パソコンのログ記録を基に超勤時間が確認できる仕組みを新たに整え，同記録も参照した確認を徹

底するとともに，管理職を対象とした研修や勤務システムの改修を行った。労働時間適正化の取組

を通じ，時間外勤務は前年度比11.7％減（2008年の組織統合後最も低い水準）を達成した。 

                                                   
99 2015 年度実績 
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・ ナレッジマネジメントの強化：様々なナレッジマネジメントの事例を紹介する「なれれぽ通信」の

機構内配信（計7回），海外長期研修の帰国報告会（計5回），職員やスタッフ向けコアスキル習得

のための「JICAアカデミー」での講義（計5回）等を実施。さらに，プロジェクトマネジメントの

改善に向けたGIZとの情報交換の結果を内部セミナーで共有した。 

 

（2）現地職員に関する施策の実施状況 

・ 現地職員の管理・育成に関する体制の強化：人事部に在外支援班を設置し（4 月），現地職員の人

事制度，育成方針，労務管理及び採用・退職を一元的に所掌する体制に改善した。また，「ナショ

ナルスタッフのガイディング・プリンシプル」と「現地職員管理ガイドライン」を統合して「 現

地職員の育成・管理に関するガイドライン」として全体方針を整理し，各在外拠点が任国の実情に

即して現地職員の採用・育成方針を設定できるようにした。また，外国籍現地職員雇用に係る留意

事項や多様な人材を活用する際の留意点を周知した。 

・ 現地職員の能力強化：現地職員向けの内部研修「JICA アカデミー英語版」を継続し，特にSDGs・

援助の潮流，業績評価等，組織の俯瞰的な理解に資する講義を設けた（7件，357名参加）。また，

能力強化の一環として現地職員3名の本邦配置を試行した。更に，組織内表彰（理事長表彰） を通

じて，現地職員の士気高揚を図った（2在外拠点の現地職員が理事長賞を受賞）。加えて，在外拠

点の現地職員育成担当者間での好事例等の共有を継続した（毎月実施し，計18事例を紹介）。 

 

 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

職員の外部機関との国際連携（長期・短期で国際機関・二国間援助 

機関等での業務を行う人事交流）の派遣件数 

34 件 13 件100
 

キャリア・コンサルテーションの実施人数 48 人 42 人101
 

 

（1）職員の能力強化と中核的な人材を育成するための施策の実施状況 

① キャリア開発に向けた研修等 

・ 若手・中堅職員の能力開発機会の提供：キャリア・コンサルテーションの対象を入構後7年目の職

員（48人）に行っているほか，入構から3年目の職員に対するプレ・キャリアコンサルテーション

（30件）も実施。また，博士号・修士号取得を目的とした国内・海外研修を13名派遣し，働きなが

ら学位取得を行う職員向け補助制度や職階別研修，語学研修，自己研鑽支援制度を継続した。 

 機構内インターン：社内インターン制度を試行導入し計7件を実施し，若手・中堅職員の自律的な

キャリア形成意識の向上に寄与した。 

 

② 他機関への出向，外部研修への参加等 

・ 職員のキャリア形成と他機関等との連携促進のため，国際機関，省庁，大学等への職員派遣を継続

した。 

・ 国際機関へ出向：国連食糧農業機関（FAO）の幹部ポスト（林業局長），世銀，ADB，IDB等の国

際機関への新規出向を開拓した。また，国際機関・二国間ドナー等との短期人事交流も促進した（国

                                                   
100 前中期目標期間実績（2012-2015） 
101 前中期目標期間実績（2012-2015） 

No.17-2 人材育成策の実施状況 
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際機関等長期派遣17件（うち新規ポスト4件），長期受入2件，短期派遣11件，短期受入4件実施）。 

・ 外部研修への参加：事業ニーズを踏まえた専門能力強化のため，国際開発ジャーナル社，富士通総

研，人事院，東京大学等が実施する外部研修に計23名を派遣した。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

業務内容の拡大と高度化に対応した人員の能力強化やライフステージに応じた多様な働き方の確

立を通じた人的リソースの効率的な活用に向けた引き続きの制度改善に期待する。（2016 年度主務大

臣評価報告書，No.33「人事に関する計画」） 
 

＜対応＞ 

業務が多様化する中，頻繁な異動に伴う知見のロスを最小化して業務の質の維持と向上を図るとと

もに，多様な人材の多様な働き方を促進して強みを構築・増強できるキャリアの選択肢を提示すべく，

特定職制度の改革や就業環境の改善に取り組んでいる。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

根拠：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，働き方改革の方針「SMART JICA 2.0」の実施を通じ，多様な人材が活躍できる職場環境

の整備及び次世代育成を促進する人事制度を整備した。特に，外部団体や民間企業等に参考となる女性

の海外出張や在外赴任等に係る制度整備並びに男性の育児休業取得率の向上，時間外勤務の実績で特筆

すべき成果が見られた。 

 

1. 人事に関する施策の実施状況 

経営課題として働き方改革を掲げ，新たに「SMART JICA 2.0」を策定。 

◎ 人事制度の充実化【③】：「次世代育成及び女性活躍推進に向けた行動計画」を策定し，多様な人

材が活躍できる環境づくりを推進（支援要員の夏季休暇付与，育児休業等の拡充等）。病児保育・

ベビーシッター法人契約を拡充，年間利用実績2倍，男性の育児休業取得率2倍超（対前年度比）。

育児中女性職員の子連れでの海外赴任（育児中の女性職員 151 名中 27 名が海外勤務）を支援。 

◎ 執務環境・制度整備【③】：サテライトワークを導入（90件）。在宅勤務利用実績は前年度比2倍

強（2,274件）。時間外勤務実績は前年度比11.7％減。 

○ 人事部に在外支援班を設置。現地職員の人事制度，育成方針，労務管理及び採用退職等を一元的に

所掌する体制に改善。現地職員向け内部研修（JICAアカデミー英語版）を継続（7件実施，357名参

加）。能力強化として現地職員3名を本部，国内機関に期限付配置。 

2. 人材育成策の実施状況 

○ キャリア・コンサルテーションを48名実施したほか，実施年次を引き下げより早期からのキャリア

形成への意識づけを強化（30件実施）。 

○ 博士号，修士号取得を目的とした国内・海外研修を13名派遣。機構内インターン制度を試行的に導

入し，多様なポストのOJTの機会を提供した（7件実現）。 

○ 職員のキャリア形成と他機関連携のため，国際機関への出向を拡充し，FAOの幹部ポスト，世銀，

アジア開発銀行（ADB），米州開発銀行（IDB）等への新規ポストを開拓した。 

 

＜課題と対応＞ 
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多様な人材の持続的な活躍を促すため，働き方の選択肢の柔軟化やワークライフバランスの確保に向け

た制度設計と運用の徹底等に引き続き取り組む。また，業務の多様化及び高度化が進む中，職員等の能力

強化と生産性の向上のため，特定の業務に精通した職員の活躍の幅を広げるべく制度改善に取り組むとと

もに，ナレッジマネジメントの強化，研修実施を通じた現地職員の能力開発，職員のキャリア開発にむけ

た研修や総合職職員のキャリア・コンサルテーション，他機関への出向等を実施する。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

人事に関する計画に係る取組について，機構の活動として，以下の実績が認められる。 

 

１．人事に関する施策の実施状況 

働き方改革を経営層のリーダーシップの下で組織一丸となって取り組む経営課題として明確化し，

新たに目標や取組範囲をスケールアップした「SMART JICA 2.0」を策定することで，理事会等の場で

進捗を確認する PDCAサイクルを確立した。 

現地職員の管理・育成に関する体制の強化として，人事部に在外支援班を設置し，現地職員の人事

制度，育成方針，労務管理及び採用・退職等を一元的に所掌する体制に改善した。また，能力強化の

取組として，現地職員向け内部研修（JICA アカデミー英語版）を継続（7件実施，357名参加）した

ほか，現地職員 3名の本部，国内機関への期限付配置を試行した。 

特筆すべき取組として，第４期中期目標期間に対応する「次世代育成及び女性活躍推進に向けた行

動計画」を策定し，女性管理職 20％を指標としつつ，働き方改革と一体的な取組として推進したほか，

支援要員（事務スタッフ）の夏期休暇の付与や，育児休業等の拡充等，多様な人材が活躍できる環境

づくりを推進した。また，仕事の両立支援策として病児保育・ベビーシッター法人契約を拡充し，年

間利用実績が２倍，男性の育児休業取得率は２倍超（対前年度比）となった。こうした取組もあり，

育児中女性職員の子連れでの海外赴任率は約２割となる等，多様な人材の活躍をを支援していること

が評価される。 

また，首都圏に所在する JICA 拠点を活用してのサテライトワークを導入（90 件）したほか，在

宅勤務利用実績は前年度比 2 倍強（2,274 件）となった。また，パソコンのログ記録を基に超勤時間

を確認する仕組みの整備や管理職を対象とした研修等に取り組んだところ，時間外勤務実績は前年度

比 11.7％減となったこと等は，機構の業務が拡大する中での難易度の高い取組の成果として評価さ

れる。 

 

２．人材育成策の実施状況 

キャリア・コンサルテーションを 48 名実施したほか，実施年次を引き下げたプレ・キャリアコン

サルテーションを実施し，より早期からのキャリア形成への意識づけの強化に取り組んだ。また，博

士号，修士号取得を目的とした国内・海外研修に 13 名を派遣し，働きながら学位取得を行う職員向

け補助制度や職階別研修，語学研修等を継続した。 

特筆すべき取組として，機構内インターン制度を試行的に導入し，若手・中堅職員の自立的なキャ

リア形成意識の向上に寄与したことや，職員のキャリア形成と他機関連携のため，国際機関への出向

を拡充し，FAO の幹部ポスト，世銀，アジア開発銀行（ADB），米州開発銀行（IDB）等への新規ポ

ストを開拓したほか，国際機関・二国間ドナー等との短期人事交流も促進したことは，業務内容の高

度化に対応する力を高め，職員の能力・適性に応じて，強みとする知見・経験を効果的に蓄積する取

組として評価される。 

 

以上の定性的な実績に加え，本項目が中期目標上難易度【高】となっていることを踏まえ，中期計

画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め，「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） 
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業務内容の拡大と高度化に対応した人員の能力強化やライフステージに応じた多様な働き方の確

立を通じた人的リソースの効率的な活用に向けた引き続きの制度改善に期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・女性活躍推進の観点を含め，勤務環境の整備に取組んでいること，また在外勤務で活躍している女

性職員が増えていることは評価したい。同時に，組織としての JICA の効果・効率性を高めるために

は，次の点を含め，人事制度の改革が望まれる。特に予算制約がある中，現地職員が意欲をもって活

躍できる環境を整えることは喫緊の課題と考える。 

・明示的に記載されていないが，（毎年述べているように）有能な現地職員を積極的に登用する方針

を打ち出し，昇進・キャリアディベロップメントや待遇のあり方を検討してほしい。現在は，在外事

務所の裁量にゆだねられており，JICAワイドの方針になっていない印象。 

・また，専門性の高い JICA 職員を政策コーディネーターや「強化プログラム」（まだ存在するのであ

れば）リーダーとして配置（及び育成）するなど，人事の観点からも検討が必要。 

・評価「A」に値する前向きな取組はある。同時に，課題（今後の期待）もあるので，それをどう考

えるか。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.18 短期借入金の限度額 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

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：なし，中期計画：7. 

年度計画 

7. 短期借入金の限度額 

一般勘定 670 億円，有償資金協力勘定 2,900 億円 

【理由】 

• 一般勘定については，国からの運営費交付金の受け入れ等が 3 ヶ月程度遅延した場合における職員へ
の人件費の遅配及び事業費の支払遅延を回避するため。有償資金協力勘定については，借入金償還と
貸付金回収の短期資金ギャップ，国際協力機構債券発行時の繋ぎ，貸付実行額の急激な変動等に機動
的・効率的に対処するため。 

 

３－２．業務実績 

・ 一般勘定，有償資金協力勘定ともに，本年度内の短期借入金の実績はない。
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・  

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.19 施設及び設備に関する計画 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

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：なし，中期計画：10.（1） 

年度計画 

9. （1）施設及び設備に関する計画 

・ 業務実施上の必要性の視点を踏まえた老朽化対策等，既存の施設・設備の整備改修等を実施する。 

 

３－２．業務実績 

・ 老朽化対策として給水設備の改修工事（沖縄国際センター），空調設備の改修工事（市ヶ谷ビル） 

を 2017 年度当初予算にて実施し，いずれも完了した。 

・ 第 3 期中期目標期間中に回収した債権又は資金を活用した改修は No.21 を参照。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.20 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

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：なし，中期計画：9. 

年度計画 

8. 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 

・ 剰余金が発生した際は，中期計画の達成状況を見つつ，事業の改善・質の向上に資する業務及び施

設・設備の整備に必要な経費に充てる。なお，運営費交付金で賄う経費の節減により生じた利益に

係る目的積立金の使途については，上記のうち運営費交付金で賄う経費に限る（別途措置される補

助金等で賄う経費を除く。）ものとする。 

 

３－２．業務実績 

・ 「独立行政法人通則法」第 44 条第 3 項により中期計画で定める使途に充てることができる剰余金

（目的積立金）はない。 

 



 

21-1 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.21 
積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱い 

（機構法第 31 条第 1 項及び法附則第 4 条第 1 項） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 29年度外務省政策評価事前分析表 29-Ⅵ-1 経済協力 

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 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

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：なし，中期計画：10.（3） 

年度計画 

9. （3）積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱いに関する事項（機構法第 31 条第 1 

項及び法附則第 4 条第 1 項） 

・ 前中期目標期間の最終事業年度において，通則法第 44 条の整理を行ってもなお積立金があるとき

は，主務大臣の承認を受けた金額について，直前の中期計画においてやむを得ない事由により中期

目標期間を超える債務負担としている契約（有償資金協力業務を除く。），前中期目標期間中に発

生した経過勘定等の損益影響額に係る会計処理等に充てる。 

・ 前中期目標期間中に回収した債権又は資金については，機構法に基づき，適切に国庫に納付する。 

 

３－２．業務実績 

・ 第 3 期中期目標期間の最終事業年度の積立金（429.1 億円）のうち 348.8 億円について，前中期

目標期間繰越積立金として，やむを得ない事由により第 3 期中期目標期間中に完了しなかった業

務の財源に充当することが 2017 年 6 月に主務大臣に承認された。2017 年度は 2016 年度予算

で契約した業務の経過勘定等の損益影響額や 2017 年度支出分等に 153.7 億円を充当し，前中期

目標期間繰越積立金の残高は 195.1 億円となった。なお，前中期目標期間繰越積立金の残高と自

己収入未使用分（80.3 億円）は同年 7 月に国庫納付を完了した。 

・ 第 3 期中期目標期間中に回収した債権又は資金（28.2 億円）は全額が第 4 期中期目標期間中の

既存施設改修の資本的支出の財源に充当する計画として主務大臣から承認された。2017 年度は北

海道国際センター（帯広），筑波国際センター，二本松青年海外協力隊訓練所の施設改修に必要

な基本計画や設計等の準備業務を実施したが，当該経費の支出実績はない ｡ 




