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African Business Education Initiative
for Youth

アフリカの若者のための産業人材育成イニ
シアティブ（ABE イニシアティブ）

ADEA

The Association for the Development of
Education in Africa

アフリカ教育開発連合

BBB

Build Back Better
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Coalition for African Rice
Development

アフリカ稲作振興のための共同体
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Emergency Medical Team
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International Development Finance
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IFNA
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Security in Africa

食と栄養のアフリカ・イニシアチブ

IHR
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国際保健規則

INSARAG

International Search and Rescue
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国際捜索・救助諮問グループ

JCAP
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JICA 国別分析ペーパー
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Joint Crediting Mechanism

二国間クレジット制度

JDS

Japanese Grant for Human Resource
Development Scholarship

（無償資金協力）人材育成奨学計画

JKUAT

Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology

（ケニア国立）ジョモ・ケニヤッタ農工大
学

JOCV

Japan Overseas Cooperation Volunteers

青年海外協力隊

L/A

Loan Agreement

借款契約

MDGs

Millennium Development Goals

ミレニアム開発目標

NDCs

Nationally Determined Contributions

（気候変動：温室効果ガス削減）自国の貢
献

NEDA

Neighboring Countries Economic
Development Cooperation Agency

（タイ）周辺国経済開発協力機構

NEPAD

The New Partnership for Africa's
Development

アフリカ開発のための新しいパートナーシ
ップ

OECD-DAC

Organisation for Economic
Co-operation and Development

経済協力開発機構／開発援助委員会
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Development Assistance Committee
OSBP

One Stop Boarder Post

ワン・ストップ・ボーダー・ポスト

Pacific-LEADS

Pacific Leaders’Educational
Assistance for Development of State

太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム

PALM7

The 7th Pacific Islands Leaders
Meeting

第 7 回太平洋・島サミット

PEACE

Project for the Promotion and
Enhancement of the Afghan Capacity for
Effective Development

（アフガニスタン）未来への架け橋・中核
人材育成プロジェクト

PMAC
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マヒドン王子記念賞会合

PPP

Public-Private Partnership

官民連携

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation in Developing
Countries

レッド・プラス

SATREPS

Science and Technology Research
Partnership for Sustainable
Development

地球規模課題対応国際科学技術協力

SDGs

Sustainable Development Goals

持続可能な開発目標

SHEP

Smallholder Horticulture Empowerment
Project

小農による市場志向型農業

STEP

Special Terms for Economic
Partnership

本邦技術活用条件

TICAD

Tokyo International Conference on
African Development

アフリカ開発会議

UHC

Universal Health Coverage

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

UNDAC

United Nations Disaster Assessment
and Coordination

国連災害評価調整チーム

UNHCR

United Nations High Commissioner for
Refugees

国連難民高等弁務官事務所

UNFCCC

United Nations Framework Convention
on Climate Change

国連気候変動枠組条約

UNISDR

United Nations Office for Disaster
Risk Reduction

国連国際防災戦略事務局

UNOSSC

United Nations Office for South-South
Cooperation

国連南南協力事務所

WBT

Web-Based Training

ウェブベース研修
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評価の概要
１．評価対象に関する事項
法人名

独立行政法人国際協力機構

評価対象
事業年度

年度評価

2017 年度（平成 29 年度）
（第 4 期中期目標期間）

中期目標期間

2017 年度（平成 29 年度）～2021 年度（平成 33 年度）

２．評価の実施者に関する事項
主務大臣

外務大臣

法人所管部局

外務省国際協力局

担当課，責任者 政策課
今福 孝男 課長

評価点検部局

外務省大臣官房

担当課，責任者 考査・政策評価室
河原 一貴 室長

主務大臣

財務大臣
（外務大臣及び財務大臣の共管項目： No.16「内部統制の強化」
，No.18「短期借
入金の限度額」
，のうち，有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項。）

法人所管部局

財務省国際局

担当課，責任者

開発政策課
三好 敏之 課長

評価点検部局

財務省大臣官房

担当課，責任者

文書課政策評価室
渡部 保寿 室長

主務大臣

農林水産大臣
（外務大臣及び農林水産大臣の共管項目：項目 No.21「機構法第 31 条第 1 項によ
り業務の財源に充てることができる積立金の処分」に関し，農林業の開発に係る
開発投融資の債権の回収等に関する事項。）

法人所管部局

農林水産省大臣官房国際部

担当課，責任者

海外投資・協力グループ
井上 計 参事官

評価点検部局

農林水産省大臣官房

担当課，責任者

広報評価課
前田 剛志 課長

主務大臣

経済産業大臣
（外務大臣及び経済産業大臣の共管項目：項目 No.21「機構法第 31 条第 1 項によ
り業務の財源に充てることができる積立金の処分」に関し，鉱工業の開発に係る
開発投融資の債権の回収等に関する事項。）

法人所管部局

経済産業省貿易経済協力局

担当課，責任者

総務課
藤本 武士 課長

評価点検部局

経済産業省大臣官房

担当課，責任者

政策評価広報課
三浦 聡 課長

３．評価の実施に関する事項
評価のために以下の手続等を実施した。
（１）理事長ヒアリング：平成２９年７月２５日
（２）監事ヒアリング：平成２９年７月１１日
（３）有識者からの意見聴取：平成２９年７月２５日
４．その他評価に関する重要事項
 特になし
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総合評定
１．全体の評定
評定

Ｂ：全体としておおむね中期
計画における所期の目標を達
成していると認められる。

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況
2017 年度

2018 年度

2019 年度

Ｂ

-

-

2020 年度 2021 年度
-

-

評定に至った理由
法人に対する各項目別評定を踏まえて，総合的に法人の活動結果を判断し，Ｂ評定とした。
特に考慮した内容は以下のとおり。

大項目「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に関する項
目の評定について，評価対象８項目のうち，Ｓ評定１項目，Ａ評定６項目，Ｂ評定１項目と，
多くの項目で所期の目標を上回る成果を上げた。一方で，
「業務運営の効率化に関する事項」，
「財務内容の改善に関する事項」，
「その他業務運営に関する重要事項」のそれぞれの大項目
において，所期の目標を下回るＣ評定及びＤ評定の項目があることに鑑み，項目別評定を基
礎とした場合のＡ評定から，一段階引き下げた。
２．法人全体に対する評価
（１）法人全体の評価
機構は，独立行政法人国際協力機構法に基づき，開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興
又は経済の安定に寄与することを通じて，国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発
展に資することを目的として開発協力事業を行っている。2017 年度は開発協力大綱に基づいて設定さ
れた第４期中期目標期間（2017～2022 年度）の初年度であった。
機構は国内外の多様なパートナーとの連携や事業戦略の強化，不断の制度改善等を通じ，国家安全
保障戦略や，インフラシステム輸出戦略及び未来投資戦略等の政府の重要政策，並びに G7 伊勢志摩
サミットやアフリカ開発会議等で表明された国際社会に対する政府公約の達成への貢献に向けて，取
組を着実に実施した。
特筆すべき取組，成果として，
「シリア平和への架け橋」やバングラデシュにおけるラカイン州か
らの避難民支援，ウガンダにおける人道と開発の連携，ヨルダンにおける母子保健の取組等の難民支
援に精力的に取り組んだことは，外交政策上の観点から重要度・難易度の高い取組として特に高く評
価される。
また，ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）や食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）
，
アフリカきれいな街プラットフォーム等の機構の戦略的なプログラムによる SDGs 達成への取組を広
く国際社会に対して発信したことや，関西 SDGs プラットフォームの立ち上げ等を通じて国内の SDGs
浸透に取り組んだことに加え，防災グローバルプラットフォームの機会に国際社会における防災主流
化を促進したことや，メキシコ地震への緊急援助隊派遣が高い評価を得たこと等は，我が国の開発協
力政策の対外発信に大きく寄与する取組として評価される。
こうした機構の取組が評価され，相手国政府や国際機関から授賞される機会（モンゴル北極星勲章，
ニカラグア大統領勲章，中米統合機構（SICA）貢献勲章，国連笹川防災賞，公益社団法人土木学会賞
技術賞，世界経済フォーラム等主催 A New Vision for Development 等）も多くあったことは特筆す
べきである。
一方で，2017 年度の予算執行管理において，年度内の予算執行見込みが予算額を上回りかねない状
況となり，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を迫られ，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は，
「財務内容」
，
「組織基盤」
，
「内部統制」等に関して法人全体の信用を失墜させるものであることから，
今年度総合評定の引き下げに値すると判断される。
（主な業務実績について，下記「6．主な業務実績」
参照。
）
（２）全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
2017 年度の予算執行管理において，年度内の予算執行見込みが予算額を上回りかねない状況とな
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を迫られ，この過程で契約相手
先等関係者に負担をかけ，新規 ODA 事業の実施規模を縮小せざるを得なくなった。
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３．項目別評価における主要な課題，改善事項など
項目別評定で
各項目別評定に記載のとおり。
指摘した課題，
改善事項
その他改善事
項

特になし。

主務大臣によ
る改善命令を
検討すべき事
項

特になし。

４．その他事項
監事等からの
意見

１．
法人の業務は，法令等に従い適正に実施され，また，第 4 期中期目標の達成
に向けて概ね効果的かつ効率的に実施されたものと認める。
２．
法人の内部統制システムは，概ね適切に整備され運用されていると認める。
また，内部統制システムに関する役員の職務の執行について，特段指摘すべき事
項は認められない。法人業務の範囲が拡大し，内容も多角化する傾向にあるため，
内部統制システムの整備と運用及びそれに関する役員の職務の執行については，
課題を適時に把握するとともに適切な改善対応を継続的に実施することが望まれ
る。なお，運営費交付金に係る予算執行管理について，過年度において複数年度
にわたる事業が想定以上に開始されたことによる影響については，その調整能力
を引き続き継続するとともに，必要な改善を着実に進めることが望まれる。
３．
役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認
められない。
４．
財務諸表等に係る会計監査人の監査の方法及び結果は相当である。
５．
事業報告書は，法令に従い，法人の状況を正しく示しているものと認める。
６．
過去の閣議決定において定められた監査事項について，給与水準の状況，随
意契約の適正化を含めた入札・契約の状況，法人の長の報酬水準の妥当性，保有
資産の見直し等につき，適切な取組が行われている。
７．
その他（主な留意すべき事項）
・運営費交付金管理の徹底。
・ガバナンス及び内部統制の強化。
・業務の効率化，
「競争性のない契約」「一者応札・応募」の増加への対応，情報シ
ステムの全体最適化の促進。
・円借款事業案件管理・権限委譲の再考，質の高いインフラパートナーシップ推進
における特定分野への案件集中の回避や戦略的実施，市場リスク管理として JICA
特有の財務構造及び管理の在り方の検討，海外投融資事業の組織的位置づけ等の
明確化とそれに基づく案件形成・審査・実施。
・多様な人材の育成・活用。
・安全管理体制の不断の見直し。

その他特記事
項

第 4 期中期目標における「評価の考え方」に基づき，以下の考え方で自己評価を実
施した。
・
「外務省所管独立行政法人の業務実績評価の基準について」に従い，定量指標の達
成状況に加え，質的な成果や成果の最大化に向けた機構の取組状況も勘案して評価を
0-3

行う。
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５．項目別評定総括表
年度評価
中期目標

2017 年度

2018 年度

2019 年度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
開発途上地域の経済成長の基礎及び原動
Ｂ○
力の確保
開発途上地域の人々の基礎的生活を支え
Ａ○
る人間中心の開発の推進
普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実
Ｓ○
現
地球規模課題への取組を通じた持続可能
Ａ○
で強じんな国際社会の構築
地域の重点取組
Ａ○
民間企業等との連携を通じた開発課題の
Ａ○
解決への貢献
多様な担い手と開発途上地域の結びつき
Ａ○
の強化と裾野の拡大
事業実施基盤の強化
Ａ
Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
戦略的な事業運営のための組織基盤づく
Ｃ
り
業務運営の効率化，適正化
Ｂ
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項
財務内容の改善
Ｄ
IV．安全対策に関する事項
安全対策
V．その他業務運営に関する重要事項
効果的・効率的な開発協力の推進
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
開発協力の適正性の確保
内部統制の強化
人事に関する計画

2020 年 度 2021 年 度

項目別評
定調書
No.

-

-

No.1

-

-

No.2

-

-

No.3

-

-

No.4

-

-

No.5

-

-

No.6

-

-

No.7

-

-

No.8

-

-

No.9

-

-

No.10

-

-

No.11

Ｂ○

-

-

-

-

No.12

Ｂ

-

-

-

-

No.13

Ａ○

-

-

-

-

No.14

Ｂ
Ｃ

-

-

-

-

No.15
No.16

Ａ

-

-

-

-

No.17

※重要度を「高」と設定している項目については，各評語の横に「○」を付す。
難易度を「高」と設定している項目については，各評語に下線を引く。
６．主な業務実績
（1）持続可能な開発目標（SDGs）/2030 アジェンダ推進への貢献
中長期的な観点から SDGs に貢献していくことを念頭に，SDGs に係る機構の具体的な取組方針を定
めた SDGs ポジションペーパーを策定するとともに，地域別・課題別の事業戦略や，国別分析ペーパー
等の事業戦略と SDGs への貢献との連関性を強化した。国際社会に対しては，国連ハイレベル政治フォ
ーラムや UHCフォーラム等の国際会議での機構の取組方針の説明と共に，ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（UHC：Universal Health Coverage）や食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA：Initiative for
Food and Nutrition Security in Africa），アフリカきれいな街プラットフォーム等，機構の戦略的なプログ
ラムによる SDGs 達成への貢献を広く発信した。日本国内では，多様なパートナーとの連携を通じ地域
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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を推進した。また，若年層に SDGs の
重要性を浸透させるため，コロンビア大学のジェフリー・サックス教授を招聘し，SDGs 白熱教室と題
する公開議論を大学と共催した。さらに，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」を通じ企業等へ SDGs ゴール 17 のパートナーシップの重要性を発信し，開発協力に参画
する企業等の拡大に努め，日本国内における SDGs の浸透に貢献した。
（2）質の高い成長とそれを通じた貧困削減
開発協力大綱の重点課題として掲げる包摂性・強靭性・持続可能性を兼ね備えた「質の高い成長」 の
実現に向け，日本政府の「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的活用に積極的に貢献した。
特に，「質の高いインフラパートナーシップ」，「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」等の政
府政策に基づき，高度道路交通システムや道路アセットマネジメント等，日本の高い技術によるインフ
ラ整備をアジア・アフリカ地域を中心に展開したほか，公共交通指向型の都市開発や，地熱を含む再生
可能エネルギー等の気候変動に配慮したエネルギー開発等を積極的に推進した。
また，バングラデシュ及びエチオピア等での投資環境整備と経済特区開発を含む産業振興政策の一体
的支援や，ベトナムやラオスでの日本式経営の普及，アジア・アフリカ地域での高度人材の育成促進，
小農による市場志向型農業（SHEP：Smallholder Horticulture Empowerment Project）アプローチ及びフー
ドバリューチェーン（FVC：Food Value Chain）強化による農林水産業振興の支援等を広く展開した。さ
らに，ミャンマー等では中央銀行を核とする金融セクターで資金協力と人材育成を効果的に組み合わせ
た支援に取り組む等，各国で開発課題の解決に貢献する事業を実施した。
さらに，包摂性に配慮しつつ「平和と健康のための基本方針」，「平和と成長のための学びの戦略」
等の政府政策に基づき，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，UHC 達成に向
けて，G7 伊勢志摩ビジョン，TICAD ナイロビ宣言等を踏まえ，関係者との連携の強化と国際会議での
主導的発信に積極的に取り組んだ。また，メキシコでの患者への負担が少ない先進医療技術の制度化や
ミャンマー，エルサルバドル全国での教科書一斉配布，インドネシアの社会保険労務士制度の導入，及
び「栄養改善事業推進プラットフォーム」と連携した IFNA 重点国での事業化の推進等，日本の優れた
技術・制度・サービスを活用して開発途上地域の課題解決に資する協力を展開した。
（3）普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現
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・地方の行政の機能強化
等に取り組み，公正で包括的な社会の実現に貢献した。特に，ネパールでは，2009 年より起草を支援
してきた南アジア初の統一的民法典が議会審議及び大統領署名を経て成立した。
また，社会・人的資本の復旧・復興，基礎的社会サービスの改善，地方行政機関を中心とする政府機
関の能力強化に向けた協力を通じて，平和で安全な社会の実現に貢献した。特に，世界的に大きな課題
となっている難民への対応として，機構のウガンダでの難民受入コミュニティ及び難民に対する支援は
人道と開発の連携事例として国際機関等から高い評価を得た。また，ミャンマーのラカイン州からの避
難民への対応ではバングラデシュでの保健・給水・インフラ等の分野でホストコミュニティへの支援を
迅速かつ包括的に展開した。また，シリア難民への対応では「シリア平和の架け橋・人材育成プログラ
ム」にて留学制度を活用した研修員を受け入れ，難民への教育機会を提供した。加えて，ヨルダンでは
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，難民への保健サービ
スの提供に寄与したほか，国際連合パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）と共同で機構協力では初と
なる電子母子手帳を開発し，2017年4月から運用を開始した。
（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
防災グローバルプラットフォーム，アジア地域防災機関会合，世界防災フォーラム等で機構の取組を
発信し防災の主流化を促進した。また，ブラジルでの機構の災害分野での功績が認められ国連笹川防災
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賞を受賞した。また，機構が日本の機関として初めて緑の気候基金（GCF）の認証機関に認定されたこ
とに加え，中央アフリカ森林イニシアティブ基金事業を受託する等，外部資金を活用し事業をスケール
アップしていく取組を進めた。さらに，アフリカ稲作振興のための共同体（CARD： Coalition for African
Rice Development）における機構の取組の成果として，CARD 対象各国で策定された国家稲作振興戦略
が稲作開発の指針として活用され，同戦略がCARD 対象国以外にも応用されるといった波及効果が発現
した。
（5）地域の重点取組
各国・地域の情勢や特性に応じて協力方針の重点化を図るとともに，各地域での日本政府の政策，国
際公約，国別開発協力方針等に沿った事業を展開し，開発途上地域の開発を効果的かつ戦略的に支援し
た。東南アジア地域では，日・ASEAN 首脳会議での各公約を早期に達成するとともに目標額を上回る
成果をあげた。また，地域のハード・ソフト双方の連結性を強化するため，東西経済回廊及び南部経済
回廊等の整備やミャンマーにおける日本の電子通関システムの導入等，ASEAN 域内での貿易の円滑
化・活性化に貢献した。そのほか，これまでの機構の貢献に対し，パラオ国議会からの感謝状やニカラ
グア大統領勲章の受章等，各地域で相手国政府から高い評価を獲得した。
（6）民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献
民間企業等の優れた技術や知見の活用を通じた開発途上地域の課題解決に向けて，円借款及び海外投
融資等の迅速化等，民間企業等のニーズに対応した制度整備及びその周知に積極的に取り組んだ。また，
民間企業等の海外展開支援をより一層強化し，フィリピンの家電リサイクル事業や電気三輪自動車事業，
スリランカ廃棄物コンポスト化事業，バングラデシュの ICT 人材育成事業等，開発途上地域での多く
の提案型事業の適用や面的拡大につながった。
また，参画する企業の裾野拡大に向けたセミナーや広報等にも積極的に取り組み，全国各地で開催し
た中小企業向けセミナーでは約 6,000 社，1 万人以上の参加を得た。特に，中小企業海外展開支援事業
においては，地域金融機関との連携強化や事業の対象範囲を中堅企業にまで拡大したほか，「途上国発
イノベーション枠」の運用を開始し，国内外で研究・実証段階の革新的な製品・技術での事業提案を促
した。
（7）多様な担い手と途上国の結びつきの強化と裾野の拡大
ボランティア，地方自治体，NGO・市民社会（CSO）
，大学・研究機関等の開発協力への参画の促進，
連携の強化を通じて，開発途上地域の多様なニーズに対するこれらの担い手の知見・技術を活用した協
力に取り組んだ。特に，関西地域では，民間企業，NGO・NPO，大学・研究機関，自治体・政府機関
の参画により日本初の地域プラットフォームとなる「関西 SDGs プラットフォーム」を設置し，SDGs
推進に向けた産学官民連携の基盤を構築した。また，開発協力の担い手の裾野拡大のために，NGO-JICA
共同行動計画案の策定，草の根技術協力事業の新規団体参加促進を目的とした NGO 向けの事業マネジ
メント研修の新設等を行った。特に，フィジーでは漏水・盗水等の無収水率の低減，東・東南アジアで
初となる子どもの保護に関する法律の制定等の成果が発現した。
加えて，大学との連携を強化し，ABE イニシアティブ（African Business Education Initiative for
Youth），Innovative Asia，資源の絆，シリア平和への架け橋・人材育成プログラム，人材育成奨学計
画（JDS：Japanese Grant for Human Resource Development Scholarship）等にて日本の修士・博士
課程に就学する研修員を受け入れ，開発途上地域の将来の発展を担う中核人材の育成に貢献した。
（8）事業の戦略性の強化と体制整備
開発効果の向上のため，各スキームを効果的に組み合わせた事業を推進した。特に，国際社会の情勢
を踏まえて戦略的な事業の実施及び予見性を高めるべく，国際諮問委員会（IAB：International Advisory
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Board）及び経営諮問会議を新たに設立し，国内外の有識者の知見及び助言を得る体制を構築した。ま
た，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。
加えて，国内外のニーズに応じて新たな取組や制度改善を進め，特に留学制度を活用した技術支援に
よる親日派・知日派人材層の育成を積極的に推進し，それに向けた機構内の体制整備を進めた。また，
有償資金協力におけるドル建て及び現地通貨建て借款制度の導入や，質の高いインフラ投資の国際スタ
ンダード化やグローバル展開の推進に向けたアジア開発銀行（ADB：Asian Development Bank）や米州
開発銀行（IDB：Inter-American Development Bank）との協調融資額の拡大等に取り組み，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の実施に必要な基盤整備を進めた。
（9）運営費交付金事業予算の執行管理面での課題
2017 年度に運営費交付金事業予算の高い執行見込みが確認されたことを受け，技術協力プロジェク
トや各種調査事業を中心に事業計画の見直しを行った。この過程で契約相手先等関係者等との間で一部
混乱を招いた。これは，過年度に開始された技術協力プロジェクト等の後年度負担によるものであり，
複数年度にわたる事業の後年度の年度毎の支出額について，十分な管理，正確な支出予測ができていな
かったことが背景にあることから，予算統制部門の強化や予算管理に関する業務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，予算執行管理の強化を行った。
（10）安全対策に関する強化策の定着
「国際協力事業安全対策会議最終報告」に示された安全対策強化策は，おおむね完了した。具体的
には，脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化，行動規範の徹底，海外拠点等での防護措置の強化，
研修・訓練機会の整備と拡大，危機発生時の対応能力の強化等に取り組んだ。加えて，施設建設を伴
う全技術協力事業のモニタリングの実施・安全対策の指導，有償資金協力事業，無償資金協力事業を
対象とした実施状況調査，安全管理セミナーの実施等を通じて，施工現場の安全対策を強化した。
以上
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１．当事務及び事業に関する基本情報
No.1

開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保
（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）

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，日本再興戦略，インフラシス

策・施策

テム輸出戦略，国家安全保障戦略，グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）
戦略，TICAD Ⅵナイロビ宣言，持続可能な開発目標（SDGs）実施指針，質の高
いインフラパートナーシップ，質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ，未
来投資戦略 2017

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，

【重要度：高】開発課題の解決に直接寄与する成果を生み出すための目標項目であり，

難易度 **

開発協力大綱等の政策目標への貢献の観点からも機構の業務の最も枢要な部分であ
るため。（No.1 から No.5 共通）

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

* 以下全ての項目について同様のため，各項目では記載を省略する。
** 重要度の設定理由は項目 No.1 から No.5 で同様のため，他項目では理由の記載を省略する。

２．主要な経年データ
（1）「日本の開発協力の重点課題」セグメント（項目 No.1 ～ No.5）
①主要なアウトプット情報
②主要なインプット情報 （注１）

項目 No.1 ～項目 No.5 の項目別の記載を参照
2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

予算額（百万円）

107,333

-

-

-

-

決算額（百万円）

103,133

-

-

-

-

経常費用（百万円）

100,229

-

-

-

-

経常利益（百万円）

△ 11,222

-

-

-

-

100,263

-

-

-

-

1,370

-

-

-

-

行政サービスコスト（百万円）
従事人員数

（２）項目 No.1 の主要なインプット，アウトプット情報
①主要なアウトプット情報
（定量指標）
【指標 1-6】ABE イニシアティブ公約

達成目標
（注２）

目標値

900 人（注３） 250 人

）
達成のための育成人材数（長期研修等）（2013-2017）
【指標 1-6】Innovative Asia 公 約 達 成

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

/ 年

1,000 人（注４） 200 人

）
の ための育成人材数（長期研修等）
（人）（2013-2017）
②主要なインプット情報 （注５）

279 人
-

-

-

-

-

-

-

-

208 人

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

支出額（百万円）（注６）

20,242

-

-

-

-

（注 1）中期目標脚注 2 の記載に基づき，目標単位を項目 No.1 から No.5 に細分していることから，「事業等のまと
まり」全体としてのインプット情報を本表で記載する。
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（注 2）日本政府公約である ABE イニシアティブ及び Innovative Asia に示されている達成目標を基に設
定する。

（注 3）ABE イニシアティブの目標値：2013 年から 2017 年に 900 人（2017 年度に 1,000 人達成）
（注 4）Innovative Asia の目標値：2017 年から 2021 年に 1,000 人
（注 5）項目 No.1 ～ No.4 への支出額と項目 No.5 への支出額は重複するため，インプット情報は「日
本の開発協力の重点課題」セグメントでの記載に集約し，本表では参考値として各項目の支出額を記
載する。以下，項目 No.5 まで同様。
（注 6）項目 No.1 ～ No.4 に区分されない一部の支出額が項目 No.5 に含まれることから，No.1 ～ 4
の支出額合計と No.5 の支出額合計は合致しない。
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標参照箇所：
3.（1）開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）
中期計画参照箇所：
1.（1）開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）
年度計画
1.（1）開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）
ア 都市・地域開発
•

持続可能な都市・地域の実現に貢献するため，都市開発マスタープラン（MP）策定に係る事業を形
成・実施する。その際，公共交通志向型都市開発の推進や，社会的弱者を含む利害関係者との合意
形成，回廊開発アプローチ等による都市と地域の均衡ある発展を推進する。

•

特に，より合理的な交通需要予測手法を確立し，MP 策定支援への適用や更なる MP 活用策を打ち
出す。

イ 運輸交通・ICT
•

質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ等にも貢献するため，開発途上地域の発展段階に合わせ
たインフラや ICT 環境の整備に向けた事業を形成・実施する。その際，自然災害リスクの最小化
やインフラ資産の運営・維持管理体制の強化，へき地でのアクセスや社会的弱者の利用を想定した
環境整備等，インフラ全体の強靭性，包摂性，持続可能性の確保に配慮する。

•

特に，都市交通問題の解消に向けた日本の高度道路交通システム（ITS：Intelligent Transport Systems）
技術を東南アジアや南アジア等で活用する。また，日本政府の「戦略的イノベーション創造プログ
ラム」事業との連携を通じた道路アセットマネジメントに関する東南アジアの中核人材の育成に着
手する。

•

インドにおける高速鉄道事業では，設計や持続性に配慮した技術基準策定や人材育成等を支援す
る。また，各国での新たな都市鉄道システムの導入検討における持続的なシステムについては，基
幹交通網としての計画の妥当性や現地化にも配慮した運営・維持管理体制の適切性等を検討する。

ウ 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
•

パリ協定や質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ等にも貢献するため，安定的で質の高い電力
供給とアクセスの向上に向けた事業を形成・実施する。その際，気候変動対策にも配慮し，各国の
MP の策定・見直しや電力システムの高効率化，地熱等の再生可能エネルギーの導入に取り組む。

•

特に，第 6 回アフリカ開発会 議（TICAD VI：The sixth Tokyo International Conference on African
Development）を踏まえ，地熱開発の試掘支援の着手，アフリカ東部パワープールのガス火力発電
や送配電システムの拡充，効率的な運営・維持管理の実現のための IoT（Internet of Things）活用に
向けた人材育成を行う。

• 「ハイブリッド・アイランド・プログラム」では，太平洋島しょ国に対する広域支援を継続すると
ともに，カリブ海諸国等での安定的な電力供給と燃料消費削減を両立可能な最適電力系統に係る類
似協力の展開を開始する。
• 「資源の絆プログラム」では，国内の産学官のネットワークを最大限に活用，強化し，資源関連の
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研修の実施や帰国研修員に対するフォローアップを行う。
エ 民間セクター開発

・ TICAD VI 及びアジア地域での産業人材育成協力イニシアティブでの公約達成にも貢献するため，
産業振興政策の立案及び実施能力の向上，並びに産業人材育成に資する高等教育機関の能力向上や
育成拠点となる機関の機能強化に向けた事業を，アフリカでの TICAD 産業人材育成センター及び
アジアでの高等教育機関や日本センターを中心に形成・実施する。

・ 特に，「アフリカのための産業人材育成（ABE：Afirica Business Education）イニシアティブ」や
「Innovative Asia」を通じて本邦大学での教育及び本邦企業での実務研修を行う。また，アフリカで
のカイゼンの面的展開及び標準化のため，アフリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD：
New Partnership for African Development）事務局との協力による「カイゼン・イニシアティブ」の立
上げについて合意する。

・ 海外直接投資促進のためのアドバイザー派遣では，日本企業への現地情報の発信や経済特区開発に
関する教訓の取り纏めも行う。
オ 農林水産業振興

・ 農家の収入向上や開発途上地域の農産品輸出促進の実現を目指し，フードバリューチェーンの改善
や農産物の付加価値向上に向けた事業を形成・実施する。また，TICAD VI の公約達成にも貢献す
るため，小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP）アプローチの広域展開や展開国での技術指導
者や小農の育成を支援する。

・ 特に，各国での SHEP アプローチ普及に係るノウハウを取りまとめ，広域セミナーを通じて各国関
係者と共有する。
カ 公共財政管理・金融市場等整備

・ 健全な政府財政や金融市場等の基盤の実現や開発途上地域の国内資金動員の実現に向けた事業を
形成・実施する。また，開発途上地域のニーズに幅広く対応するため，国内関係省庁や国際機関と
連携し，金融および公共財政管理分野の研修を実施する。
• 特に，アジア諸国における日本の知見を活用した証券市場整備に関する新規事業の形成，並びに，
国内資金動員・国際課税や公共財政管理の能力向上に係る支援や，東部アフリカ地域におけるワ
ン・ストップ・ボーダー・ポスト（OSBP：One Stop Boarder Post）の域内マニュアルの適用・普及
促進を図る。
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.（2）参照）

・ 都市・地域の持続可能性に留意したマスタープラン策定支援及び制度・組織等の能力開発支援の実
施状況（SDGs Goal 11 関連）

・ 地域・越境インフラを含む質の高い，安全・安心で，持続可能かつ強じんな運輸交通インフラ及び
ICT 環境整備に係る支援の実施状況（SDGs Goal 9（9.1，9.c）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）

・ 質の高いエネルギー供給の確保及びエネルギーアクセスの改善に資する，低廉・低炭素・低リスク
をバランスよく満たす電源開発や効率的なエネルギーシステム等に係る支援の実施状況（ SDGs
Goal 7 関連）

・ 現地企業の強化やグローバル経済の活力取り込みに資する，産業振興機関及び貿易投資促進機関の
能力向上，産業政策及びビジネス環境の改善に係る支援の実施状況（SDGs Goal 8（8.1，8.2，8.3，
8.5，8.6，8.8，8.9），Goal 9（9.2，9.5）関連）

・ 産業基盤の強化に資する，職業訓練・高等教育を含む産業人材育成に係る支援の実施状況（SDGs
Goal 4（4.3，4.4）関連）

・ 生産者所得向上に資する，市場志向型農業振興を含むフードバリューチェーンの強化に係る支援の
実施状況（SDGs Goal 2（2.3，2.a）関連）適正・公正・透明な財政運営並びに金融部門の安定的発
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展に資する，財政当局や金融当局の機能・能力向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal 8（10，a），
Goal 10（4，5），Goal 17（1）関連）

３－２．業務実績
No.1-1 都市・地域開発
関連指標

2017 年度

基準値

持続可能性分析を含むマスタープラン策定都市数

3 件

3 件1

公共交通志向型開発戦略提案数

5 件

5 件2

95 回

14 回3

ステークホルダー会議開催数

（1）持続可能な都市・地域開発に貢献するマスタープラン（MP：Master Plan）の策定支援
・ 持続可能性分析を含むマスタープランを 3 都市で新たに策定した（タイ「未来型都市持続性推進
プロジェクト」，ラオス「ルアンパバ－ ン世界遺産の持続可能な管理保全能力向上プロジェクト」，
キューバ「全国運輸マスタープラン策定プロジェクト」）。
① 公共交通志向型都市開発（TOD：Transit Oriented Development）の推進
・ 公共交通志向型開発戦略の提案を新たに 5 件行った（フィリピン「メトロセブ都市交通システム
開発マスタープランプロジェクト」，タンザニア「ダルエスサラーム都市交通マスタープラン改訂
プロジェクト」，ミャンマー「ヤンゴン都市圏開発の課題整理のための情報収集・確認調査」，ボ
リビア「サンタクルス都市圏交通マスタープラン策定プロジェクト」，ケニア「ナイロビ都心総合
交通システム及び環状線事業計画策定プロジェクト」）。
・ フィリピン第二都市のメトロセブ都市圏での急激な都市化や人口増加に伴う交通渋滞等の抜本的
な改善に向けて，公共交通ネットワークの最適化を含む都市交通 MP 策定の現地調査を実施した。
早期の事業化を目指し，MP の骨子検討と並行して調査の前半から優先開発プロジェクト案の情報
整理及び関係者間協議や意見交換等に取り組み，特にセブ本島とマクタン島を結ぶ橋梁について今
後両国の議論を深めることとなった。
・ ケニアのナイロビ市都心での深刻な交通渋滞や事業計画の相互調整不足による無秩序な開発に対
し，「ナイロビ都心総合交通システム及び環状線事業計画」の MP で道路網や交通結節点の整備，
及び公共交通の導入による都市部のモビリティ改善の必要性を提言し，総合的な都市交通システム
の施策案を策定した。
・ 加えて，インドのアンドラ・プラデシュ州では，2024 年を目標とする新しい州都建設において，
鉄道・バス・道路等の州都地域の包括的な運輸・交通計画の策定に向けた現地調査及び各種交通調
査を実施し，緊急アクションプランを策定した。2018 年 2 月の州高官の来日時には，日本の運輸・
交通システム及び計画策定プロセスを紹介し，日本の高度技術に対する高い評価を得て，今後の同
州の運輸・交通計画の議論につなげることとなった。
② 社会的弱者を含む利害関係者との合意形成
・ インフォーマルセトルメントへの配慮：マダガスカル「アンタナナリボ・トアマシナ経済支線
（TaToM）総合開発計画策定プロジェクト」では，洪水リスク地域に住むインフォーマルセトルメ
ントの現状把握を含む現地調査を実施し，調査結果を総合開発計画へ反映する支援を行った。
・ 女性参画を重視した被災地域の復旧・復興支援：ネパールのゴルカ郡，シンドパルチョーク郡では
1
2
3

2015 年度実績
2015 年度実績
前中期目標期間（2012-2015）実績は，56 回
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開発計画の一部となる復興計画を住民参加型で策定した際に，男性の出稼ぎ労働者の多い地方部で
の女性の参加を重視し，女性組合の設立や女性を対象とする農業及び畜産活動の支援，並びに関連
するトレーニング等を実施した。これにより女性による生業回復に向けた活動が始動し，女性組合
による共助の仕組みが強化され，災害に強いコミュニティの礎が構築された。
③ 都市と地域の均衡ある発展の推進


西アフリカ「成長の環」回廊：国境を越えた広域的な開発計画の策定を継続支援し，地域統合及び
魅力的な共通市場の形成と投資環境の実現を目指す当該地域の産業開発及び回廊開発を組み合わ
せた MP を策定した。2018 年 1 月には対象 4 か国の大臣 7 名と西アフリカ諸国経済共同体
（UEMOA：Union Economique et Monétaire Ouest Africaine）理事 1 名が出席した Joint Steering
Committee 会議にて，回廊開発計画と実施枠組みが公式に承認された。ガーナ「国際回廊改善計画」
（2017 年 3 月贈与契約（G/A：Grant Agreement）締結）のうち，テマ交差点の立体化ポーション
が 2018 年 2 月に着工。ブルキナファソ「ワガドゥグ東南部タンソババイパス道路改善計画」
（2017
年 8 月 G/A 締結）及び「グンゲン - ファダングルマ間道路整備事業」
（2018 年 2 月借款契約（L/A：
Loan Agreement）調印）並びにコートジボワール「第二次日本・コートジボワール友好交差点改善
計画」（2018 年 3 月 G/A 締結），「アビジャン立体交差建設事業」の協力準備調査を実施し，
各国 MP の策定及び実施を進めた。

・ 全国総合開発計画（ブータン）：日本の包括的な全国総合開発計画の策定経験を活かした都市と地
方の均衡ある開発と地方の過疎化防止に向けた施策の提案のため，機構の支援で実施した第三回国
民総幸福量調査結果等の既往統計データの解析等を通じてブータン国内の現状分析及び地方部の
過疎要因を特定した。また，公共事業・定住省，国民総幸福量委員会をはじめとする関係省庁の高
官を招聘し，日本の自治体（島根県海士町・長野県飯田市）の地域振興・過疎対策に係る取組を紹
介し，その結果を踏まえてブータン全国総合開発計画に係る開発ビジョンを策定した。

No.1-2 運輸交通・ICT
関連指標
旅客数及び貨物量

2017 年度

基準値

旅客数：945 千人 / 日
貨物量：344 千トン / 日，3,501TEU / 日，
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2,192 台 / 日，2,207 百万トン・km/ 日
運輸交通に係る研修実績数
運営・維持管理の協力数または支援との連携数

854 人

860 人5

23 件

17 件6

（1）相手国の発展段階に応じたインフラ整備
① 日本の高度道路交通システム（ITS）の展開
・ カンボジアの首都プノンペンで 100 か所の交差点信号機（日本方式の信号制御 MODERATO）及
び交通管制センター等を導入したほか，ウガンダでは信号交差点の導入・維持管理，交差点を中心
とする交通量管理の能力強化等を支援し，カンパラ市中心部の交通管制センターの整備と32 か所
の交差点の MODERATO 導入や改良工事に向けた調査を実施し，2018 年度以降の協力内容の検討
を行った。
・ インドのベンガルール都市圏における交通渋滞の緩和と都市環境の改善に向けたMODERATO 等
の交通管制機器を導入する事業を形成した。
4
5
6

新たに統計を取る取組のため基準値なし
前中期目標期間（2013-2015）実績平均
前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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・ 課題別研修「ITS（高度道路交通システム）実務」において，東京大学生産研究所，ITS-Japan，JICA
研究所等の産学官連携により日本のITS 技術の有用性を伝えるプログラムを実施するとともに，研
修の効果発現に向けてアジア・アフリカ地域を中心に12か国19名の帰国研修員のアクションプラン
の活動を遠隔支援するとともに，2018 年5 月スリランカでの現地フォローアップセミナーの開催に
向けて帰国研修員の準備を支援した。
② 道路アセットマネジメント人材育成支援


「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP：Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion）」
との連携：道路アセットマネジメントに係る最先端の研究・開発を実施している内閣府の国家プロ
ジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」の「インフラ維持管理・更新・マネジ
メント技術」（以下，SIP インフラ）との間で協力覚書を締結（2017 年 10 月）。また，開発途上
地域での効果的・効率的な道路行政の実現に向けた支援体制として，SIP インフラの研究関係者，
東京大学を含む全国の 13 大学，インフラ事業者及び自治体等からなる協力体制を整え，道路アセ
ットマネジメント技術の海外展開及び人材育成推進のためのプラットフォームを構築した。2018
年3月にはベトナム「道路維持管理能力強化プロジェクト・フェーズ 2」のカウンターパート（C/P：
Counterpart Personnel）15 名に対し，東京大学による SIP 連携の研修を実施し，点検データの分析
や同データを基にした補修予算推計及び健全度推移予測といったデータ活用方法の演習を実施し
た。

・ 研究支援：各国に適した道路アセットマネジメント手法の研究のために長期研修を実施し，ラオス
から3名の受入を支援したほか，カンボジアでは人選や研究コンサルテーションに取り組み，2名が
東京大学，北海道大学に合格した（2018年4月入学）。
・ 自立的且つ包括的な人材育成：フィリピン「道路・橋梁の建設・維持に係る品質管理向上プロジェ
クト・フェーズ 3」，パキスタン「橋梁維持管理プロジェクト」，ザンビア「橋梁維持管理能力向
上プロジェクト」及びエチオピア「アジスアベバ市道路維持管理能力向上プロジェクト」では，C/P
機関の高官来日時や合同調整委員会で，協力終了後の自立的な中核人材育成のための支援策を協議
し，パキスタンとエチオピアでは両国でのインフラ長寿命化技術やアセットマネジメント技術の定
着を目指した研究・開発に係る支援（長期研修）について協議を行った。


コンゴ民主共和国「キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画」：5月に第2次改修計画が完了
し，約12km の道路拡幅，舗装修復，道路排水施設整備等の改修を通じて首都キンシャサ市の経済
活動の活性化及び首都機能の回復に貢献した。また，日本企業による施工品質に加え，工事中の安
全対策や迂回路計画，粉塵対策等，周辺住民に配慮した施工計画が相手国政府から高く評価され，
ポワ・ルー通りは「日本コンゴ大通り」に改称された。また，実施中の技術協力「道路維持管理能
力強化プロジェクト」では維持管理能力に係る人材育成を行い，建設工事から適切な維持管理まで，
一貫して日本の高い品質によるインフラ支援に取り組んだ。



シハヌークビル港湾公社の一部株式を取得（カンボジア）：カンボジア唯一の大水深港のシハヌー
クビル港に対して，機構は有償資金協力，無償資金協力，技術協力を通じてインフラ整備及び運営
能力強化を継続的に支援。6月にシハヌークビル港湾公社（PAS）はカンボジア証券取引所に上場し，
機構は新規公開株式のうち戦略投資家への割当分を取得。今回の株式上場によりPAS が調達する資
金は，クレーン増設やオフドックヤード整備等，貨物取扱の能力向上に充てられる予定。同港では
「新コンテナターミナル整備事業」を実施し，コンテナターミナルの経営・技術向上に係る支援も
今後予定されており，PAS の支援強化による港湾運営の効率化，国際競争力の向上，経営能力の改
善を通じて，カンボジアの貿易促進が期待される。

③ インフラ及び物流における安全性・安心性の確保
・ ホンジュラス共和国「国道 6 号線地すべり防止計画」：ホンジュラスとニカラグアの首都を結ぶ
国道6号線で，山岳地帯の落石及び地すべり等自然災害リスクへの対応と円滑な交通の確保のため
に，地すべりリスクの高い 3 地区での継続的なモニタリングを通じたC/P への技術移転と対象地区
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の地すべり対策工事を支援する無償資金協力の協力準備調査を実施（2017 年 9 月 G/A 締結）。
・ ニカラグア「リオ・ブランコ - シウナ間橋梁・国道整備事業」：首都と北カリブ海自治地域を結
ぶ国道21B号線の4橋梁の架け替えとアクセス道路の整備事業に向けたL/A を2017年10月に締結。近
年，老朽化及び腐食が著しく落橋の危険性が指摘されていた4橋梁の安全性・安心性の確保と，そ
れによる旅客量・貨物量の増加，さらには農畜産品の流通・輸出促進を通じた農業・畜産業開発が
期待されている。また，中南米地域で初めて本邦技術活用条件（STEP）が適用され，日本の災害に
強い質の高いインフラ技術の導入が計画されている。
・ サモア独立国「ヴァイシガノ橋架け替え計画」：首都アピア市内の幹線道路上に位置するヴァイシ
ガノ橋の架け替えを目的とした無償資金協力のG/A を2017年7月に締結。同橋は首都と同国唯一の
商港であるアピア港及びファガリ空港をつなぐ主要幹線道路上に位置しており，アピア市のあるウ
ポル島の道路ネットワークにおいて重要な橋梁として位置付けられているが，老朽化と塩害による
損傷の進行で架け替えが喫緊の課題となっていた。サイクロン等の自然災害に強い幹線道路の確保
と大型車の通行再開を含む輸送力強化に資することが期待されている。
・ モザンビーク「カーボデルガード州国道 380 号橋梁整備計画」：モザンビーク- マラウイ間のナカ
ラ回廊上の3橋梁の改修に係る無償資金協力のG/Aを締結した。国道380号線はムトゥワラ回廊とナ
カラ回廊の2回廊を連結する役割を担い，また，同国北部のインド洋ロヴマ沖の天然ガス開発を進
めるうえでの重要なアクセス道路となる。対象橋梁は仮設橋のため大型車両の通行が困難かつ雨季
には通行不能となる期間が生じるなど，当該地域の物流への影響や老朽化による落橋の危険があっ
たが，本事業により同地域の南北物流網が改善され，周辺地域の交易の活性化，地域経済の開発促
進及び物流の安全性・安心性の確保が期待される。
・ ミャンマー「マンダレー港整備計画」：同国の内陸水運で最も重要な河川港の一つであるマンダレ
ー港に対し，接岸施設建設，荷役施設の機械化，ターミナル建設等，近代化に向けた整備のために，
無償資金協力「マンダレー港整備計画」にかかる協力準備調査を実施した（2018年3月G/A 締結）。
本事業により当国の内陸水運による交通・物流の効率化が期待される。
（2）各協力手法・取組の相乗効果の発揮
・ ケニア：モンバサ港周辺のコンテナターミナル及び東アフリカ北部回廊に接続する道路並びにモン
バサ南部地域へのバイパス道路の建設を計画する有償資金協力「モンバサ港周辺道路開発事業（第
二期）」（2017年7月L/A 締結）では，同港を起点とする物流の円滑化とケニア及び東アフリカ地
域全体の経済社会発展への貢献が期待される。また，同国で実施中の技術協力「道路維持管理業務
の外部委託化に関する監理能力強化プロジェクト（フェーズ 3）」（2016-2019年）で支援する外部
委託契約の標準入札書類等を活用した適切な維持管理の実施が期待される。
・ モンゴル：実施中の有償資金協力「新ウランバートル国際空港建設事業」と技術協力「新ウランバ
ートル国際空港人材育成及び運営・維持管理能力向上プロジェクト」を通じ，日本における開港，
空港移転のノウハウを活用し，施設整備から人材育成，制度設計までの一貫した支援を行うことで，
空港全体の運営・維持管理能力の強化が期待される。
・ ネパール：技術協力「補給管理センター及び航空路レーダー管制業務整備プロジェクト」を通じて，
無償資金協力「トリブバン国際空港近代化計画」で導入された同国初となる航空路監視レーダーの
運用能力の向上を支援した。また，航空保安機材の運用中部品及び予備品を適切に管理するために
我が国で開発・運用されている「補給管理センター」の導入を支援した。
（3）ICT 整備の具体的な実施状況
・ 南々協力を通じたサイバーセキュリティ技術の展開：インドネシアでの情報セキュリティ第三国研
修に参加した東ティモールが同国初の政府情報セキュリティチーム（TLCSIRT）を設立したのに対
し，組織運営に係る法整備や情報セキュリティ技術の能力強化を支援。2017年9月にはインドネシ
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ア人2 名を含む専門家チームがワークショップと政府関係者向けの情報セキュリティ啓発セミナ
ーを開催（100名以上参加）。また，12月にはインドネシア人専門家3名がTLCSIRT職員約20 名に
サイバー攻撃への対応や攻撃時のデータ分析・解析等に係るワークショップと政府職員を対象とす
る情報セキュリティセミナーを開催した（100名参加）。


地上波デジタル放送日本方式（ISDB-T）の海外展開支援：日本政府の「インフラシステム輸出戦
略（2017年改訂版）」及び「海外展開戦略（情報通信）（2017年策定）」を踏まえ，ISDB-T 採用
国に対しての技術協力，資金協力を実施している。スリランカではISDB-T の放送網整備に係る円
借款事業の実施促進調査として，周波数計画策定，地デジ移行ロードマップ策定，技術規格策定支
援等を実施した。また，ボツワナではアナログ放送停波（ASO：Analogue Switch Off）に向けた支
援を行い，日本以外では初めてのASOリハーサルを同国地方都市で成功させた。

・ トランスフォーム・アフリカサミット（TAS：Transform Africa Summit）2017：公式スポンサーと
して機構役員が登壇し，81か国より国家元首含む3,800名が参加するなか，日本のICT協力について
周知した。また，ルワンダで「ICTイノベーションエコシステム強化プロジェクト」を開始し，ス
マートフォンや地域工房のファブラボ（Fab Lab）等の革新的な技術を開発課題の解決に活用するた
めの環境づくりを支援した。
（4）持続性の高い新たな都市鉄道システムの構築に向けた具体的な施策の実施状況
① インド高速鉄道事業支援
・ 円借款により整備を実施予定のインド初の高速鉄道開業に向けて詳細設計や制度整備等を支援し，
インド高速鉄道公社やインド鉄道省等をはじめとするインド高速鉄道関係者を対象に，幹部向けの
研修（2回）と技術者・実務者向けの研修（7回）を実施した。研修では，日本の駅設備や車両の視
察，日本の新幹線の整備・運行・維持管理の各種技術に係る講義等，高速鉄道の導入準備に向けた
様々な技術移転を行った。
② 都市鉄道等による基幹交通網の運営・維持管理の向上
・ ベトナム「ホーチミン市都市鉄道建設事業」：これまでのホーチミンでの都市鉄道建設及び都市鉄
道運営会社の設立支援を踏まえ，持続性の高い都市鉄道の構築のため「ホーチミン市都市鉄道規制
機関及び運営会社能力強化プロジェクト（HCMTC2）」を実施し，都市鉄道規制の作成や都市鉄道
運営会社のシステム整備，及び運営維持管理能力の向上を支援した。
・ フィリピン「南北通勤鉄道事業」：既存交通との調和化によるマニラ首都圏の渋滞緩和への貢献の
ため，マニラ市内ツツバンとマニラ首都圏近郊北方マロロス市間の約38km を結ぶ「南北通勤鉄道
事業」の詳細設計調査を終え，事業の具体化に向けて「マロロス－クラーク鉄道事業（北伸事業）」
及び「南北鉄道事業南線（通勤線）（南伸事業）」の詳細設計を開始した。南伸事業はマニラ首都
圏を縦断し既存国鉄路線に近接する難易度の高い工事が見込まれるところ，本邦鉄道技術の活用に
よる質の高い鉄道整備を支援した。
・ ミャンマー「鉄道車両維持管理・サービス向上プロジェクト」：有償資金協力で整備が進められて
いるヤンゴン・マンダレー鉄道（約620km）及びヤンゴン環状鉄道（約46km）の改修事業で導入さ
れる日本の鉄道システム（車両含む）の現地適用化に向けた技術移転や運営体制の構築のため，
「ミ
ャンマー国鉄道車両維持管理・サービス向上プロジェクト」で，車両メンテナンス及び旅客サービ
スに係る技術支援を実施。
・ 自動案内軌条式旅客輸送システム（AGT：Automated Guideway Transit）整備：カンボジア初の都
市鉄道整備となるプノンペン都市鉄道整備事業の事業化調査（F/S：Feasibility Study）でAGTの導入
を提案予定。路線間の接続性，相互乗り入れ，バスとの交通結節点整備，路線の拡張性，維持管理
の持続性，経済及び道路渋滞へのインパクトを考慮した費用対効果等の観点で検討。また，ケニア，
ナイジェリアでのAGT整備事業を想定するF/S，及びMP 策定を支援。AGT，モノレール等の新交通
システムは対応可能な企業が限られるため，最適な交通システムの導入に向けて案件形成段階から
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維持管理にも配慮した検討を行った。
No.1-3 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
関連指標

2017 年度

初期電化・供給増・安定化等の裨益想定人口

基準値

113 万人

質の高いエネルギー分野の研修実績数

559 人

うち，資源の絆研修実績数

うち 17 人

電力開発に係る新規計画策定数

10 件

385.5 万人7
582 人8
うち 9 人
19 件9

（1）安定的かつ質の高い電力供給とアクセス向上に向けた具体的な施策の実施状況
① 気候変動対策への配慮


スリランカ電力 MP等：2040年を目標年とした長期電源開発計画及び送電線開発計画を策定した。
本事業では，スリランカ政府の意向や世界的な潮流を踏まえ，電源計画策定の過程で経済性の評価
のみならず，環境面及びエネルギー安全保障面を点数化し，様々なケースの比較検討を経て最適と
される計画を策定した。また，パラオ送配電MP やラオス電力系統MP も実施した。

・ 電力システムの高効率化：パキスタン，バングラデシュ，エジプトを対象とし，現地調査等による
課題の特定とその結果を踏まえて，本邦研修等にて火力発電所の効率的な運用・保守に係る能力開
発を行うために「火力発電所運営・維持管理能力向上プログラム」を実施した。今後の類似事業で
協力の質を向上するため，エネルギー効率利用課題に関し3か国を対象とした技術協力実施に係る
一括契約を締結し，その教訓を踏まえて同分野の協力に係る執務参考資料を作成する予定。


再生可能エネルギーの導入：ニカラグア等で調査を含む試掘支援を実施。パラオでは国家政策に基
づき，電力系統における再生可能エネルギー発電量45％を目指したロードマップの策定支援と安定
的に供給を行うための系統計画を検討し，併せて実施に向けた課題等も整理した。また，エジプト
の紅海沿岸ハルガダ市での，20MWの太陽光発電と系統安定化用に10MWの蓄電システムを整備す
るための円借款の詳細設計を実施した。

② TICAD VI等への貢献
・ 地熱開発：エチオピアで調査を含む試掘支援を実施し，新たにジブチで試掘実施能力の向上を図る
開発計画調査型技術協力の討議議事録（R/D：Record of Discussions）を署名した。また，ニカラグ
アでも試掘に関する有償資金協力のM/Dを署名した。
・ 東部パワープールのガス火力発電や送配電システム：モザンビーク，タンザニア等で発送変電の拡
充に向けた調査等を実施。タンザニアでは天然ガスの開発と活用に係る計画策定を支援した。
・ IoT（Internet of Things）活用に向けた人材育成：ケニアの地熱発電所でIoTを活用した運営維持管
理のための人材育成を国際連合工業開発機関（ UNIDO：United Nations Industrial Development
Organization）と連携し引き続き実施。基礎情報収集・確認調査を通じて必要な機器の仕様を検討し，
UNIDO に情報を提供した。
（2）「ハイブリッド・アイランド・プログラム」の実施
・ フィジーを拠点とする広域の技術協力「大洋州地域ハイブリッド発電システム導入プロジェクト」
で，長期専門家の派遣により活動が本格化し，現地セミナー及びWSの開催，本邦研修やC/Pのハイ
ブリッド発電システムに係るキャパシティアセスメントを実施した。また，トンガ向け風力発電設
備は無償資金協力の入札が完了し調達を準備したほか，ガイアナでは再生可能エネルギー電源開発
7
8
9

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
前中期目標期間（2012-2015）実績は，76 件
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と電力系統安定化に向けた無償資金協力に係る準備調査が完了した。
（3）資源の絆プログラム
・ 開発途上国地域の資源分野の人材を育成し，長期的に知日派・親日派を育て，日本の資源関係者と
の人的ネットワークを強化する目的で「資源の絆プログラム」に2013年度から取り組んでいる。国
内産学官のネットワークを強化し新たに9か国より17名の留学生を受け入れたほか（累計72 名），
サンプル採取と資源国の鉱業関係機関とのネットワーク形成を目的とした海外フィールド調査を
48件，本邦企業及び行政機関等でのインターンシップ等（2017年度内5件）を実施した。併せて帰
国モニタリング手法の改善等，帰国研修員のフォローアップの強化に取り組んだ。
No.1-4 民間セクター開発
関連指標

2017 年度

貿易・投資促進や経済特区開発等に係る協力数
職業訓練・高等教育機関の能力向上等に係る協力数

基準値

81 件

38.5 件10

2 件

9.5 件11

（1）産業振興政策の立案と実施能力の向上
① アフリカ開発のための新しいパートナーシップ（NEPAD：The New Partnership for Africa’s
Development）事務局との連携を通じた生産性向上のためのグローバルネットワークの構築


アフリカ・カイゼン・イニシアティブの立上げと生産性向上機関のネットワーク化：第6回TICAD で
の安倍総理大臣の宣言を踏まえ，NEPAD事務局と「アフリカ・カイゼン・イニシアティブ」の合意
文書（Letter of Agreement：LOA）に署名し，NEPADカイゼンユニットへの専門家派遣，及びアフ
リカでのカイゼンの普及に向けたNEPADポジションペーパーの作成を支援した。また，同イニシア
ティブ中核国のタンザニア，ザンビアで第2フェーズ案件を開始，カメルーンでは第2フェーズ案件
のR/Dを署名。さらに，第2回カイゼン知見共有セミナーをケニアで開催し，アフリカ各国に加えて
マレーシア，アルゼンチン等カイゼン先行国からの生産性向上機関の参加を得て，アフリカ，日本，
アジア，中南米をつなぐ生産性向上機関のネットワークを強化した。また，アルゼンチンで開始し
たカイゼンプロジェクトではアフリカ諸国向け第三国研修の実施等，アフリカと連携したカイゼン
の展開を検討した。

・ プロジェクト研究等：これまでのカイゼンプロジェクトの成果を基に，アフリカでのカイゼン事業
の標準モデルの検討のため，プロジェクト研究「アフリカ地域カイゼン支援にかかる標準アプロー
チ策定調査」を実施。現地コンサルタントの育成に向けたアフリカ地域の標準カリキュラムを策定
した。
・ 他の事業との連携：エチオピアでは，カイゼンプロジェクトと連携しつつ，円借款「女性起業家支
援事業」附帯の技術協力である「企業の成長を目的としたビジネス・ディベロップメント・サービ
ス強化プロジェクト」に関する詳細計画を策定し，2018年5月にR/Dを署名した。
② アジア・アフリカ地域等における産業振興政策の強化
主にアジア地域で，日本企業と現地企業のリンケージ強化を図るべく，投資促進と産業振興を一体的
に支援する取組みを開始している。
・ ミャンマーの長期投資促進計画支援：外国投資促進による産業振興支援のため，ミャンマーの長期
投資促進計画の策定支援を含む投資促進・輸出振興の情報収集・確認調査を実施。同計画はミャン
マーでの2018年内の閣議承認に向けて，相手国政府内で決裁中。
・ 投資促進と産業振興の一体的支援：バングラデシュの投資促進，ビジネス環境改善，経済特区開発
10
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前中期目標期間（2012-2015）実績は，154 件
前中期目標期間（2012-2015）実績は，38 件
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及び産業振興を一体的に支援する「投資促進・産業競争力強化プロジェクト」を開始。日本・バン
グラデシュ官民合同経済対話とも連携して政策・制度の改善に向けた協力を開始した。また，エチ
オピア「産業振興プロジェクト」では，産業政策立案，投資促進・工業団地開発，国際市場をター
ゲットとする産業の育成による貿易促進を包括的にし，本邦企業のエチオピア進出支援を視野に入
れた事業展開に着手した。
・ 自動車等の主要産業振興支援と現地企業の育成：インドネシアの自動車，電気電子及び食品加工分
野の国際競争力強化に向けて政策対話を含めた調査を実施し，各政策の方向性を検討。フィリピン
では，産業競争力向上のため自動車産業政策を策定し，投資促進，産業人材育成及び現地企業育成
に係るパイロット活動を通じて同政策の実施を支援した。また，アルゼンチンのカイゼンプロジェ
クトでは日系自動車企業と連携し，サプライヤー候補の現地企業にカイゼンの技術指導を実施。さ
らに，メキシコでは自動車産業クラスタープロジェクトのR/Dを署名し，今後の日系自動車企業4 社
との連携を通じた現地サプライヤーの育成を計画した。
・ ベトナム中小企業支援法：「日越共同イニシアティブ」を通じて助言してきた中小企業支援法の成
立（2017年6月）を受けて，施工後の支援に向けてパイロット事業等を含む調査を実施した。
（2）日本センター等の人材育成機能強化


ベトナム：第3都市ハイフォン市の現地企業経営者が日本式経営を学ぶ「ハイフォン経営塾」の第1
期生が5月に研修で来日。北九州市の協力を得て本邦企業とのビジネスマッチングを開催し，217件
の提携・交渉を行った。また，ベトナム日本センター（ハノイ）がしずおか信用金庫と連携して現
地企業約30社と静岡県企業10社のビジネスマッチングイベントを開催し，本邦企業の10 社中5社が
現地企業と継続的にコンタクトする意向を示した。

・ ミャンマー：現地企業19社（都市開発・建設業，製造業・加工業等）のCEOをミャンマー日本セン
タープロジェクトの本邦研修で招聘した際，東京及び大阪で中小企業基盤整備機構と共催で商談会
を開催し，162社の本邦企業の参加を得た。


ラオス：ビエンチャン在住のビジネスマン向けの「LJI ビジネスカフェ」や，若手企業家育成のた
めの「スタートアッププログラム」，及び中小企業経営者向けに半年間のマネジメント研修を行う
「経営塾」を新たに開始し，参加型手法で且つ現地に適したプログラムの提供を通じて実践力の高
い人材育成に取り組んだ。

・ TICAD 産業人材育成センター：カイゼンプロジェクト等を中心に，起業家及び中小企業への包括
的支援枠組みの構築をアフリカ地域で推進中。特にエチオピアではTICAD 産業人材育成センター
（無償2月閣議付議）を拠点として，生産性向上（カイゼンプロジェクト），ビジネス・経営（（BDS：
Business Development Services）プロジェクト）等企業支援のワンストップサービスを提供するプラ
ットフォームの構築を開始。
（3）政府公約等への貢献
① アジアにおける産業人材育成
・ 2015年日・ASEAN 首脳会議の公約達成に係る産業人材育成支援：政府公約（2015～2017年の3年
で40,000人育成）を達成。主なプログラムの一つである ASEAN 工学系高等教育ネットワークプロ
ジェクト（AUN/SEED-Net）を通じ，ASEANのトップ大学26校と本邦大学14校との間でネットワー
クを構築し，人材育成及び国際共同研究を実施。ベトナム・日越大学，カントー大学，マレーシア
日本国際工科院，インドネシア・ハサヌディン大学，ミャンマー・ヤンゴン工科大学，マンダレー
工科大学，東ティモール国立大学といった，各国における工学系の拠点大学を中心に，教育・研究
能力の強化を図り各国の持続的成長に資する高度人材の育成を支援した。
・ Innovative Asia：9月よりアジア地域12か国60 校の大学及び大学院から，主に情報技術とIoT，人工
知能等の科学技術分野及び工学分野を専攻する152名の長期研修員の受け入れを行った。
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② アフリカにおける産業人材育成


ABEイニシアティブ：政府公約（2013～2017年に900名受入）に対し，2017年度受け入れ分で累計
1,100人を達成し，公約目標を上回る留学生を受け入れた。およそ全員が夏期インターンに参加し，
うち第1期生の約半数が修了時インターンに参加。企業や研修員間の交流イベントに積極的に取り
組んだ結果，インターン受入企業も65社（第1期）から100 社（第2期）に，さらに ABEイニシア
ティブ登録企業も当初の100社から約470社に増加するなど，アフリカ地域への本邦企業の関心拡大
に貢献した。



汎アフリカ大学科学技術院（PAU：Pan African University），エジプト日本科学技術大学（E-JUST：
Egypt-Japan University of Science and Technology）等，拠点大学への協力：ジョモ・ケニヤッタ農
工大学に設置された汎アフリカ大学東部拠点の汎アフリカ大学科学技術院（PAUSTI）の教育・研
究能力の強化支援を通じ，2017年度に19か国42人の修士を輩出した。また，エジプト日本科学技術
大学では工学系大学院でアフリカ諸国7か国から留学生を受け入れており，2017年度は10名の留学
生が入学し，修了生は35名（博士24名，修士11名）に上った。

（4）海外直接投資の促進に向けた取組
本邦企業への現地情報の積極的な発信や経済特区開発に関する教訓の取りまとめを行った。
・ アジア地域投資セミナー：機構主催，日本貿易振興機構（JETRO：Japan External Trade Organization），
中小企業基盤整備機構及び日本アセアンセンター後援でセミナーを開催し，民間企業，コンサルタ
ント，金融機関及び政府関係機関から200名以上の参加を得た。インド，スリランカ，ネパール，
パキスタン，ベトナム，モンゴルに派遣中の日本人専門家より各国の投資環境の説明を行い，セミ
ナー後は24件の個別相談に対応するなど具体的な情報提供を行った。
・ アフリカ各国の投資セミナー：ザンビア，ガーナ（6月），エチオピア，モザンビーク（2月）の投
資セミナーを開催し，合計で約300 名の参加者を得た。また，JETRO と連携してモロッコ国別研修
「ビジネス・投資改善」を開始し，研修日程の一部でモロッコ投資セミナーを開催した。
No.1-5 農林水産業振興
関連指標

2017 年度

基準値

小農による市場志向型農業の推進（SHEP アプロー

展開国数

23 か国

20 か国12

チ等）に係る展開国数及び研修実績数

研修人数・技術指導者

2,730 人

1,300 人13

17,913 人

3 万人14

7 件

4.25 件15

小規模農民
FVC に関連する事業の数（新規）

（1）フードバリューチェーン（FVC）の改善や農産物の付加価値向上に向けた具体的な施策の実施状
況
・ 農産物の安全性強化：パラグアイでは，胡麻の残留農薬対策強化による胡麻の輸出促進プロジェク
トの詳細計画策定調査を行い，12月に協力を開始した。また，キルギス国内及び国外市場における
ユーラシア経済連合（EAEU：Eurasian Economic Union）基準に則った食品検査能力強化のためのプ
ロジェクトの詳細計画策定調査を実施し，2018年度の開始に向けて準備を行った。
・ FVC政策強化支援：フィリピンとの二国間農業対話では，機構のFVC 強化に関する取組を説明し，
今後の同国農業分野の協力の方向性を共有した。ミャンマーでは，3月に署名されたFVC ロードマ
12

TICAD V 目標値の 2014 年度から 2015 年度実績

13

TICAD V 目標値の 2014 年度から 2015 年度実績

14

TICAD V 目標値の 2014 年度から 2015 年度実績

15

前中期目標期間（2012-2015）実績は，17 件
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ップの実施支援のために政策アドバイザーを派遣し，FVC強化の新規案件形成に向けた基礎情報収
集・確認調査を実施した。加えて，優良種子流通促進に係るプロジェクトを9月に開始した。
・ 民間の知見活用：インドネシア流通改善プロジェクトでは，フィリピンで中小企業支援事業（普及・
実証事業）の実績を有するイーサポートリンク社と連携し，野菜集出荷場における青果物需給情報
システム整備のための中小企業支援事業（案件化調査）を実施している。
・ グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）戦略への貢献：ASEAN-FVC構築に向けた協力プ
ログラム策定のための検討に着手し，2018年度のASEAN特設FVC構築支援に係る研修（農産物の安
全管理体制強化，アジア地域バリューチェーン構築による地域アグリビジネス振興）の立上げに向
けてASEAN事務局を含む関係機関との協議を行った。
（2）小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP）アプローチの展開
・ 事業実施：10か国以上での技術協力事業，広域専門家の派遣（南アフリカ及びセネガル）及び課題
別研修「アフリカ地域市場志向型農業振興」の実施により，SHEPアプローチを活用した農業普及
サービスの質の向上による小規模農家のエンパワメントや所得向上を支援した（2,730名の技術指導
者及び17,913名の小農を育成）。また，ジンバブエ，ニジェール，タンザニアを対象に，新規の技
術協力事業の形成に向けて詳細計画策定調査を実施した。
・ 実践のためのツール開発：農業普及員向けのSHEPハンドブック及びマルチメディア教材「SHEP ア
プローチ～動機づけ理論に基づく「市場志向型農業振興」～」を開発し，ホームページ上で公開し，
現場の活動やJICA内外におけるSHEPの紹介において活用された。
・ 情報発信：SHEPホームページ（英語，仏語）を新規に立上げ，広報動画「市場を目指して小規模
農家が変わる アフリカ全土に広がるSHEPアプローチ」（日本語，英語）を作成しユーチューブ上
で公開した（視聴件数約600件）。また，SHEPフェイスブックを通じて，SHEPに関する情報を発
信・共有した（投稿件数80件）。
・ 人材の育成：内部人材向け研修（21名参加），コンサルタント向け勉強会（2回），青年海外協力
隊向け勉強会（2回），在外事務所員向け勉強会（2回），専門家会合（3回），国内関係団体（大
学，生産者団体）への講演等を通じて，SHEPアプローチ協力人材を育成した。

No.1-6 公共財政管理・金融市場等整備
関連指標

2017 年度

財政運営及び金融に係る研修実績数

393 人

基準値
328 人16

（1）健全な政府財政や金融市場等の基盤実現に向けた具体的な施策の実施状況
・ 公共財政管理及び金融分野の課題別研修：各地域のニーズに応じた課題別研修として，金融分野で
は7コース（金融政策・中央銀行業務，金融規制監督，アジア地域証券取引所整備（アジア・ミャ
ンマー向け），アセアン地域債券市場整備，NIS地域金融システム安定化及び中小企業育成支援策，
南部アフリカ地域開発金融機関のためのプロジェクトバリューチェーンの強化），公共財政管理分
野では国税庁及び世銀と連携して6コース（国際税務行政（上級・一般），アジア国際課税，税関
行政（全世界，中南米），公共財政管理・公的債務管理エクゼクティブ・プログラム（世銀連携））
を実施した。一部のコースでは，各国で実施中の技術協力の関係者を積極的に受け入れ，現地専門
家等との連携によるプログラムデザインの改善により，研修成果を現地でフォローする相乗効果が
見られた。
16

前中期目標期間実績（2012-2015）平均
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ミャンマー中央銀行支援：無償資金協力で整備したミャンマー中央銀行基幹システムの利用促進の
ため，研修を通じて同国金融市場の近代化やシステム上の課題及び施策案を明確にした。同国の地
場金融機関のIT化や決済システム開発のニーズを踏まえ，同システムの機能拡充に向けた無償資金
協力の調査を実施し，2018年3月に閣議決定された。

・ 証券市場整備支援：モンゴル「資本市場監督能力向上プロジェクト・フェーズ 2」，ベトナム「株
式市場の公正性及び透明性改善に向けた能力向上プロジェクト」の形成に向けて詳細計画策定調査
を実施した。今後，これらプロジェクト実施を通じて，両国の市場育成に向けた制度整備が進展す
ることが期待されている。
・ アジア地域の税務行政支援：ラオス，ミャンマーで新規アドバイザー派遣を開始し，申告納税制度
に向けた能力強化の協力を開始したほか，ベトナム「税務行政改善」では国際課税及び税源浸食と
利益移転（BEPS：Base Erosion and Profit Shifting）等の課題に対応する協力を行った。
・ 資源国の財政管理能力強化：PNG「資源収入管理能力向上プロジェクト」の詳細計画策定調査を実
施し，11月にRDを締結した。


東部アフリカにおける国境手続き円滑化（OSBP）の促進：東部アフリカ地域での「国際貿易円滑
化のための能力向上プロジェクト」で策定されたOSBPマニュアルが，東アフリカ共同体（EAC： East
African Community）の正式マニュアルとして承認された。また，同マニュアルに基づき，ケニア・
タンザニア間のナマンガ国境でOSBPが試行導入され，さらに，2016年4月にタンザニア・ルワンダ
間のルスモ国境で導入されたOSBPにより通関の所要時間がほぼ半減していることが定量的に確認
された。

３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
開発協力大綱でも重点課題として掲げている包摂性・強靱性・持続可能性を兼ね備えた「質の高い成
長」の実現に向けて，相手国のニーズを的確に把握した上で，様々なスキーム・リソースを活用した取
組の一層の強化を図りつつ，日本政府と共に，相手国政府の関係機関との協議等を通じ，同国の政策・
計画等に具体的に反映させていくことを期待する。（2016 年度主務大臣評価報告書，No.2「持続的経済
成長」）
（2）対応：

 「質の高い成長」の実現に向けて経済成長の基盤となるインフラ整備や産業振興支援を推進した。具
体的には，都市の持続可能性や社会的弱者等の包摂性に配慮した全国総合開発計画や都市開発・都市
交通 MP の策定を支援し，また「質の高いインフラパートナーシップ」等の重要政策に基づき，特に
アジアのインフラ支援の強化を含め各国の発展段階に応じた資金協力を推進し，技術協力との連携に
よる維持管理能力強化等を支援した。また，
「戦略的イノベーション創造プログラム」の大学等と連
携し道路アセットマネジメントに係る最先端技術の適用や人材育成を行った。さらに，資源・エネル
ギーでは相手国ニーズを踏まえて気候変動に配慮したエネルギー開発を推進し，中長期的なエネルギ
ー計画の策定支援と共に，エネルギービジネスの展開を見据えた民間連携での技術導入を推進した。
民間セクター開発では相手国政府との対話を通じて投資環境整備と産業振興政策の一体的な支援を
推進し，さらに「産業人材育成イニシアティブ」，「アジア地域投資促進・産業振興イニシアティブ」
等に基づき高度人材の育成を促進。二国間農業対話等を通じてアジアにおける FVC 強化の取組を推
進し，農作物の輸出促進に向けた生産 - 流通 - 輸出前検査や食品検査基準強化等に取り組んでいる。
加えて，経済成長を支える資金調達・供給基盤の強化に向けて本邦企業，大学等との連携の下，特に
アジア地域で中央銀 行を核とした金融セクターのシステム化，人材育成等を支援した。

３－４．年度評価に係る自己評価
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＜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ていることに加え，以下のとおり年度計画に対して質的な成
果や成果の最大化に向けた取組で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.

都市・地域開発

○

持続性，強靭性，包摂性に配慮し，3件のMP策定を完了。非正規居住者・女性等の脆弱層に配慮し
た地域開発の実施，日本の地域振興経験の共有。

◎

地域統合と市場形成に向けた回廊開発の発展【③】：UEMOA，西アフリカ4か国大臣による西アフ
リカ回廊開発計画・実施枠組の承認。3か国で6件の調査を促進。

2.

運輸交通・ICT

○

日本の高度道路交通システム活用による首都渋滞緩和と都市交通の改善。インフラ・物流の安全
性・安心性の確保。新たな都市鉄道の整備促進（インド，ベトナム，フィリピン，ミャンマー）。

○

ハード（インフラ整備）とソフト（維持管理支援）の連携推進（ケニア，モンゴル等）。地上波デ
ジタル放送日本方式の海外展開（スリランカ，ボツワナ）。

◎

最先端技術の開発への適用【②】：内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」と連携
し，最先端の道路アセットマネジメント技術を活用した海外展開・人材育成推進のプラットフォー
ム構築。

◎

質の高いインフラ支援に対する高い評価【④】：コンゴ民主共和国首都道路12キロメートル改修完
了。施工品質，安全対策，周辺住民配慮で高い評価により「日本コンゴ大通り」に改称。

3.

質の高いエネルギー供給とアクセスの向上

○

質の高いエネルギー分野研修559人，うち資源の絆プログラム17人受入。電力開発新規計画10件策
定。

○

気候変動配慮のエネルギー支援を推進：2040長期電源開発の検討（スリランカ）。国家政策の再生
可能エネルギー45％ロードマップの策定（パラオ）。太陽光発電と蓄電システム支援（エジプト）。
ハイブリッド・アイランド・プログラムの本格始動。

◎

気候変動配慮等のアフリカエネルギー開発（TICADVI 貢献）【①，⑤】：エチオピア，ジブチ地
熱開発，タンザニア東部パワープールのガス火力発電，ケニア発電公社IoT 能力強化のUNIDO 連携，
ビジネス展開を見据えた民間連携等の戦略的な取組。

4.

民間セクター開発

○

貿易・投資促進，経済特区開発等に係る協力数78件。投資環境整備と産業振興政策の一体的支援（ミ
ャンマー長期投資促進，バングラデシュ・エチオピアでの包括的支援）。関係機関，JETROと連携
した投資セミナー開催。

◎

カイゼンのグローバル展開・ネットワーキング【②】：カイゼンの知見共有でアフリカ，日本，ア
ジア，中南米の生産性向上機関のグローバルネットワークを強化。

◎

日本式経営と本邦・現地企業のビジネスマッチング【②，⑤】：ベトナム（ハイフォン経営塾），
ラオス（LJIビジネスカフェ，経営塾）。

◎

アジア・アフリカの高度人材育成【①，⑤】：ASEANトップ大学26 校とのネットワーク構築，ABE
イニシアティブ政府公約達成，PAU/E-JUST等アフリカ拠点大学支援。

5.

農林水産業振興
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○

SHEPアプローチ展開国23か国，技術指導者2,730人，小規模農家17,913人育成。フードバリューチェ
ーン（FVC）による農産物安全強化支援（パラグアイ胡麻の残留農薬対策強化やキルギス食品検査
支援）

6.

公共財政管理・金融市場等整備

○

金融分野7コース，公共財政管理分野6コース（世銀，国税庁連携含む）の課題別研修を実施。証券
市場整備（モンゴル，ベトナム）や税務行政（ラオス，ミャンマー）を支援。

◎

日本型金融システム導入支援【②】：ミャンマー中央銀行基幹システム（無償）の利用促進に向け
た研修の実施。新規課題（地場金融機関 IT 化等）への対応。

◎

アフリカ国境通関支援の公的承認と成果発現【④】：OSBPマニュアルの地域経済共同体（EAC）
での正式承認。国境の試行導入で定量効果を確認（通関手続き時間の半減）。

＜課題と対応＞
「質の高いインフラパートナーシップ」，「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」及び「自由で開
かれたインド太平洋戦略」等の政策，並びに TICAD VI の政府公約等を踏まえつつ，SDGs 達成に向けて
相手国の発展段階に応じた支援に取り組む。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
開発途上地域の経済成長の基盤及び原動力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．都市・地域開発
持続可能性分析を含むマスタープランを，タイ，ラオス，キューバの３都市において新たに策定し
たほか，公共交通指向型都市開発の提案を，フィリピン，タンザニア，ミャンマー，ボリビア，ケニ
アの５事業において実施し，持続可能な都市・地域の実現に貢献した。
マダガスカルやネパールでは，インフォーマルセトルメントの現状把握を含む現地調査を実施し，
調査結果を総合開発計画へ反映するなど，社会的弱者を含む利害関係者との合意形成に考慮した都
市・地域開発に取り組んだ。
特筆すべき成果として，西アフリカ「成長の環」回廊の取組において，都市と地域の均衡ある発展
の推進を考慮したマスタープラン策定等に取り組んだ結果，対象４か国の大臣等が出席する会議にお
いて，回廊開発計画と実施枠組が公式に承認されたことが評価される。
２．運輸交通・ＩＣＴ
カンボジア，インドにおいて，都市交通問題の解消に向けた日本の高度道路交通システム（ITS：
Intelligent Tarnsport System）の導入に取り組み，MODERATO 等の日本方式の信号制御システムの活
用を推進したことや，ホンジュラス，ニカラグア，サモア等において，自然災害リスクの最小化や，
インフラ及び物流における安全性・安心性の確保，持続可能性の確保等に配慮した運輸交通インフラ
整備を通じて，質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブに取り組んだ。また，インド初の高速鉄道
開業に向けて，幹部及び技術者・実務者向けの複数の研修や，詳細設計・制度整備等を支援した。
特筆すべき成果としては，機構が支援したコンゴ民主共和国首都道路が，日本企業による施工品質
の高さ，工事中の安全対策や迂回路計画，粉塵対策等周辺住民に配慮した施工計画が相手国政府から
高く評価され，
「日本コンゴ大通り」に改称されたことは，質の高いインフラ支援に対する相手国政
府からの高い評価を得られた事例と考えられる。また，道路アセットマネジメントに係る最先端の研
究・開発を実施している内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」の「インフラ維持管
理・更新・マネジメント技術」
（以下，SIP インフラ）」との間で協力覚書を締結し，SIP インフラの
研究関係者，東京大学を含む全国の 13 大学，インフラ事業者及び自治体等からなる協力体制を整え，
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海外展開・人材育成推進のプラットフォームを構築したことは，国内のリソースと連携して最先端技
術を開発に適用するための取組として高く評価される。
３．質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
スリランカにおいて環境面及びエネルギー安全保障面を考慮した 2040 年までの長期電源開発計画
及び送電線開発計画を策定したほか，パラオにおいて発電に占める再生可能エネルギー割合 45％を目
指したロードマップ策定支援等を実施した。
フィジーを拠点とする広域の技術協力「大洋州地域ハイブリッド発電システム導入プロジェクト」
は，長期専門家の派遣により活動が本格化し，現地セミナーや本邦研修等を実施した。また，資源の
絆プログラムは国内産学官のネットワークを強化し，新たに９か国より 17 名の留学生を受け入れる
など，所期の目標を達成する成果を上げた。
特筆すべき成果として，エチオピア，ジブチにおいて試掘支援等の地熱開発分野の取組を実施した
ことや，モザンビーク，タンザニア等で東部パワープールのガス火力発電や送配電の拡充に向けた調
査や計画策定を支援したこと，ケニア発電公社の IoT 能力強化を国際連合工業開発機関（UNIDO）と
連携して実施したことは， TICAD Ⅵに基づく我が国の取組へも貢献するものとして評価される。
４．民間セクター開発
貿易・投資促進や経済特区開発等に係る協力として 81 件，職業訓練・高等教育機関の能力向上等
に係る協力として，２件の事業を実施した。特に，ケニアで開催した第２回カイゼン知見共有セミナ
ーにおいて，アフリカ各国に加えてマレーシア，アルゼンチン等の参加を得たことや，アルゼンチン
のカイゼンプロジェクトでアフリカ諸国向け第三国研修を実施したこと，アフリカでのカイゼン事業
の標準モデル検討のためのプロジェクト研究を実施したこと等，カイゼンの面的展開及び標準化に向
けて多様なアプローチにより推進したことが評価される。
アジア・アフリカの高度人材育成として，アフリカでは ABE イニシアティブを通じて 2017 年度受
入れ分で累計 1,100 人となり，政府公約（2013～2017 年に 900 名受入）を上回る実績を達成した。同
事業を通じて，インターン受入企業も 65 社（第１期）から 100 社（第２期）に，さらに登録企業も
当初の 100 社から約 470 社に増加するなど，アフリカ地域への本邦企業の関心拡大という成果をもた
らしたことは評価に値する。また，アジアにおいては 2015 年日・ASEAN 首脳会議の公約（2015～2017
年に 40,000 人育成）を達成し，Innovative Asia では 152 名の長期研修員の受入を行った。
日本式経営と本邦・現地企業のビジネスマッチングの取組として，ベトナム現地企業経営者が日本
式経営を学ぶ「ハイフォン経営塾」の１期生が研修で来日し，北九州市と協力してビジネスマッチン
グを実施したほか，ラオス日本センター（LJI）において，ビジネスマンを対象とした「LJI ビジネ
スカフェ」や若手企業家育成のための「スタートアッププログラム」，中小企業経営者向けの「経営
塾」等を開始し，実践力の高い産業人材育成に取り組んだことを評価する。
５．農林水産業振興
小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP） アプローチを 23 か国で展開し，2,730 名の技術指導
者及び 17,913 名の小規模農民を育成した。また，フードバリューチェーン（FVC）による農産物安全
強化支援として，パラグアイにおける胡麻の残留農薬対策強化や，キルギスにおける食品検査支援能
力強化に取り組んだ。
６．公共財政管理・金融市場整備
金融分野７コース，公共財政管理分野６コース（世銀，国税庁連携含む）の課題別研修を実施した。
モンゴルやベトナムにおいて，証券市場整備に係る詳細計画策定調査を実施したほか，ラオス，ミャ
ンマー，ベトナムにおいて税務行政支援を実施するなど，金融市場整備等の分野での協力を推進した。
特筆すべき取組として，ミャンマーにおいて無償資金協力で整備した中央銀行基幹システムの利用
促進に向けた研修を実施した他，地場金融機関のＩＴ化や決済システム開発等の新課題に対応するた
めの調査を実施したことは，日本型金融システム導入に係る取組として評価される。
また，東部アフリカ地域での「国際貿易円滑化のための能力向上プロジェクト」で策定された OSBP
（One Stop Border Post）マニュアルが，東アフリカ共同体（EAC： East African Community）の正
式マニュアルとして承認され，このマニュアルに基づいてタンザニア・ルワンダ間のルスモ国境で導
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入された OSBP により通関の所要時間がほぼ半減していることが定量的に確認されたことは，これら
の取組の有効性を示すものであり，同様の取組を他の地域に拡大するための根拠となる成果として評
価される。
以上の定性的な実績に加え，定量指標である ABE イニシアティブ公約達成のための育成人材数が目
標値（250 人）を達成する 279 人，Innovative Asia 公約達成のための育成人材数が目標値（200 人）
を達成する 208 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）
持続的な経済成長の基礎の形成に取り組む事業には，開発協力大綱でも重点課題として掲げている
強靱性，持続可能性，包摂性を兼ね備えることが重要。過去の事業の評価から得られる教訓も活用し
つつ，日本政府と共に，相手国政府の関係機関との協議等を通じ，相手国のニーズに合致した事業が
戦略的に実施されることを期待する。その際，限られたリソースがより有効に活用されるよう，他事
業との連携や，成功事例の別地域での展開等，創意工夫ありたい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・経済成長の基礎及び原動力の確保は，日本が実績を挙げ，得意としてきた分野であり，なお一層の
レベルの高い活動を期待したい。
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