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に加えて，SDGsを軸とした連携（市民向け展示，職員向けのSDGsセミナー等）も開始し，重層的な関

係を構築した。 

 

（1）地方自治体が有する知見，技術等を活用した事業の展開 

① 自治体が有する知見，技術を活用した事業の形成 

ア）途上国の開発ニーズと日本の地方自治体が有する知見・技術の活用が両立できる案件の形成 

・ 開発途上地域の開発ニーズを自治体に積極的に発信し，自治体からの提案・実施につなげることを

目的としたインドネシア「官民連携型農業振興活性化支援情報収集・確認調査」を通じて自治体へ

のコンサルテーションをしてきた結果，開発途上国の開発ニーズと日本の地方自治体が有する知

見・技術の活用を両立できる草の根技術協力事業2件の採択に至った（千葉県南房総市「道の駅の

知見を活用したアグロツーリズム推進による農業振興と防災環境の向上」及び高知県越知町「越知

町の知見を活かした中アチェ県の柑橘資源6次産業化プロジェクト」）。 

イ）地方創生リソース活用ハンドブックの作成 

・ 地方自治体との連携の際の基礎資料として「地方創生リソース活用ハンドブック」を作成し，HP

上でも公開すると共に広く外部の参加者を募り内容紹介の報告会を行った。同ハンドブックは，地

方自治体をはじめとする組織や人材によって，途上国の開発課題の解決と同時に日本の地域の課題

へも貢献する，途上国と日本のWIN-WINの関係づくりを目指す事業を形成する上で活用されること

が期待されている。 

② 自治体が有する知見，技術を活用した事業の実施 

 福岡市水道局が2017年度7月末までにフィジー共和国で実施していた草の根技術協力事業「ナンデ

ィ・ラウトカ地区水道事業に関する無収水の低減化支援事業」の活動が他地域にも波及し，フィジ

ー全体の無収水率が51.9％から31.6％まで減少した。 

 

（2）自治体との連携強化を通じた地域活性化への貢献 

① 島根県海士町との連携 

・ 地方創生の成功事例として全国でも知名度の高い島根県海士町との連携を強化している。同町には 

2017年4月より機構の職員を派遣しており，連携協定も締結した。同町の持続可能な地域社会をつ

くる「学びの島」への取組に協力しつつ，開発途上国と日本の双方の地域活性化にも貢献する取組

である。 

② 草の根技術協力事業の活用 

・ 北海道十勝管内でのムスリムインバウンド対応促進を目指し，帯広商工会議所等の4団体が，草の

根技術協力事業で得た知見，人的ネットワークを活用し，「ムスリムフレンドリーとかち推進キャ

ンペーン」を7月より開始した。草の根技術協力事業を契機に現地の食品衛生管理技術向上だけで

なく，日本側のハラル食品対応能力の向上も目指したものであり，域内の他の経済団体も巻き込ん

だキャンペーンが展開されている。 

 

（3）質の向上及び裾野拡大を目指した自治体との連携事業の好事例の蓄積，発信，共有 

以下の取組の結果，2017年度に草の根技術協力事業に応募のあった地方自治体24団体のうち，3件が

新規応募となった（2016 年度は69 団体中11件）。 

① 好事例の蓄積・発信 

・ 草の根技術協力事業の質向上や新規参画する自治体のコンサルテーションで活用するため，草の根
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技術協力事業が日本の地域の課題解決にも貢献した好事例を取りまとめ，機構ウェブサイトに掲載

するとともに，自治体間連携セミナーで発信した。今後継続的に好事例を蓄積し，案件の質の向上

及び担い手の裾野拡大の双方に活用する予定である。 

② 自治体間での事例や経験の共有 

・ 自治体間連携セミナーを実施し，自治体による機構事業の理解の深化と自治体の国際協力の事例や

経験の共有を促進した（8回，600人参加）。参加者からは，小さな自治体でも世界と繋がっている

ことが認識できた，地域おこしと国際協力の連携についての知見，また普段は接点の少ない地域に

ついての情報収集ができ，貴重な機会だったとの意見を受けた。経験，知見の共有を通じ，新規自

治体の参画促進に加え，今後の草の根技術協力事業等の質の向上も期待される。 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

アクター別の草の根技術協力事業の実績（NGO/CSO） 

相談件数 / 応募件数 

相談：459 件 

応募：79 件 

相談：450 件59
 

応募：80 件60
 

 

開発課題の複雑化，国内外の課題のボーダレス化及び国内問題への関心の高まりに伴う若者の国際協

力離れの一方で，NPO や社会企業等国際協力のアクターの多様化等によりNGOを取り巻く環境は大き

く変化しており，これらに対応するために機構も新しいNGO連携の姿を模索している。 

2017 年度は，機構側の提案により「地方創生/地域活性化に向けた連携」に係る NGO-JICA 双方の問

題意識の共有を図るとともに，特に草の根技術協力事業の案件の質の向上，裾野拡大等について対話し

つつ，NGO に対する支援，協働に努めた。また，草の根技術協力事業担当者のコンサルテーション能

力強化，NGO 等活動支援事業の強化，ネットワーク NGO との連携強化等，一つの施策が多岐にわた

る相乗効果を発揮するよう留意して事業を運営した。 

 

（3）NGO/CSOの知見やアプローチの多様性をいかした事業の質の向上 

① 草の根技術協力事業担当者のコンサルテーション能力向上 

・ 国内・在外拠点向けの能力強化研修に機構の各拠点から担当者65名が参加した。より多角的なアプ

ローチで同事業の案件発掘・形成，軌道修正を含む事業管理・評価等ができるようになることを目

的とした研修及びフォローアップを通じ，コンサルテーション能力が向上した。 

・ 「日本・中南米連携強化促進会議」をパラグアイにて開催し，草の根技術協力事業に関わる中南米

地域の機構担当者9名が参加した。同域内で活動する団体へのサービス向上・コンサルテーション

能力の向上により，案件の質向上と裾野拡大に寄与することが期待される。 

② 実施中の草の根技術協力事業の案件の質向上のための取組 

・ 草の根技術協力事業等の案件を実施中の団体向けに，NGO/CSOの強みをいかして事業をより効果

的に実施できるようになることを目的に，NGO等活動支援事業として，「NGO等向け事業マネジメ

ント研修（基礎編 / 実用編）」をより草の根技術協力事業に沿った内容に変更するとともに，今年

度から案件形成能力強化のため「NGO等向け事業マネジメント研修（現場編）」を新設した。36

団体から87名が参加し，ケーススタディの演習等を通じて案件の軌道修正，モニタリングの向上に

                                                   
59 2015 年度実績 
60 2013-2015 実績平均 

No.7-3 NGO/ 市民社会組織（CSO） 
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直接的に役立ったという声を得た。 

③ 実施済の草の根技術協力事業案件からの教訓の抽出 

・ 3年度前に終了した草の根技術協力事業パートナー型，地域活性化特別枠の案件を対象に，実施団

体やカウンターパートへの事後アンケート調査を実施するとともに，今後も毎年継続してアンケー

トを実施し，優良事例・教訓を抽出・取りまとめる体制を整備した。 

④ NGO/CSOの知見やアプローチの多様性をいかした事業の実施 

 東アジア初の子どもの保護に関する法律の制定：「モンゴルにおける要保護児童支援制度の改善及

び強化支援事業（草の根パートナー型）」では，（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)

の支援を通じて，東・東南アジア諸国初となる子どもの保護に関する法律がモンゴルで制定された。

モンゴルの児童虐待やネグレクト問題に10年に亘って携わってきた SCJ が，教員，ソーシャルワ

ーカー，警察，医療センターの医師等の公的な現場レベルでのネットワーク（横のつながり）を踏

まえ，本事業を通じて，現場レベルでの取組・意見を，同国中央政府に届ける縦のつながりを作る

ことができたことが，法律制定につながった事例である。 

 

（2）担い手の裾野拡大 

以下の取組の結果，2017年度に草の根技術協力事業に応募のあったNGO延べ79団体のうち，50団体が

新規応募となった（2016 年度は延べ92団体中63団体）。 

① 担い手の裾野拡大のためのNGOと機構の共同による取組 

 担い手の裾野拡大：多様なアクターとの連携促進，国際協力の担い手の育成と裾野拡大，市民への

働きかけとファンドレイジング等からなるNGO-JICA共同の行動計画案を策定。これまで機構と 

NGOは定期協議を通じて連携強化に努めてきたが，ネットワークNGOを活用した連携事業に係る双

方の行動計画はこれまでなかったため，今後機構単独では難しかった新たなNGOやアクターとの連

携促進が期待される。 

② 草の根技術協力事業等への新規団体参画促進に対する取組 

・ 2017年度から，草の根技術協力事業の提案・実施を目指すものの，開発途上国での国際協力活動の

経験が少ない団体向けに，NGO等活動支援事業の1つとして「NGO等向け事業マネジメント研修（立

案編）」を新設し，12団体18名が参加した。事業現場の課題・ニーズを把握する現地調査手法や調

査結果に基づいた提案書の書き方等を学ぶ機会を提供し，2018年度以降の応募を促進した。 

③ 国際経験豊富なNGOによる地方の国際化支援の事例 

・ 「カンボジア・バッタンバン州の公立幼稚園における幼児教育・保育の質の改善事業」：（公社）

シャンティ国際ボランティア会が静岡県，浜松市とつながることで，日本の地域人材が初めて本格

的に国際交流や国際協力に参画し地方国際化支援を行った。日本の地方には開発途上国に役立つ技

術，ノウハウ，人材が多くあるものの，開発途上国の情報，活動経験がないため，なかなか活用が

出来ていないのが現状である。国際協力経験豊富なNGOが介在することで，県及び日本の幼児教育

に長年携わる社会福祉法人というマルチアクターでの国際協力に踏み出すことが出来た事例であ

り，今後より一層日本の地方の組織・技術が開発途上国の開発課題解決に用いられる際のモデルケ

ースとなる案件である。 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

No.7-4 大学・研究機関 
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アクター別の草の根技術協力事業の実績（大学・研究機関） 

相談件数 / 応募件数 

210 件 

34 件 

相談：140 件61
 

応募：30 件62
 

新規 SATREPS 協力及び SATREPS 案件の結果を踏まえて形成・採 

択された新規協力数 

13 件 11.75 件63
 

大学との連携による戦略的な育成人材数（長期研修等） 1,004 人 559 人64
 

 

（1）日本の大学・研究機関の専門的知見やネットワークを活用した中核人材の育成 

・ 大学の既存の教育研究課程に加え，日本の近現代の開発経験の理解を促進するための研修プログラ

ムを開発した。全国の大学で研修中の研修員のうち，108人の研修員が同プログラムに参加し，日

本の政治・経済・歴史に係る知見を深めた。 

・ ABEイニシアティブ：TICAD Vでの5年で1,000人の公約に対し，第4年次に 279名を受入れ，合計

1,100 人となり1年前倒しで公約を達成した。また，インターン受入等を希望する本邦企業の登録数

も360社（2016年度実績）から約480社（2017年度）に拡大している。また，研修員をインターンと

して受入れた地方の中小企業が，アフリカでの事業可能性を視野に中小企業海外展開支援事業に応

募・採択され調査を開始した（「ラミネート機材の普及を通じた職業訓練体制強化のための案件化

調査」）。また，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る。 

・ Innovative Asia：「日本再興戦略 2016」に基づくアジア諸国と日本の高度人材の還流促進の一環と

して，日本の15大学の修士・博士課程に152名の研修員の受入を開始した。 

・ シリア「平和への架け橋・人材育成プログラム」：中東地域安定化のための包括的支援の一環とし

て開始されたシリア難民に対する人材育成事業で日本の大学の修士課程に就学する19名の研修員

の受入を開始した。 

・ 大洋州島嶼国リーダー教育支援プログラム：第7回太平洋・島サミットで表明された同プログラム

の第2年次の研修員として41名を受け入れた。来日に当たり，沖縄にて共通プログラムを実施し，

地元企業との交流の機会を提供した。 

・ 国際社会人ドクターコース：開発途上国の幹部行政官・中核研究者等の候補者の育成を通じて，こ

れらの関係諸国で日本と強い絆を有する幹部人材を輩出することを目指し，長期の留学を行わずと

も現職のまま日本の大学の博士課程に在籍し，修学の機会を提供することを目的としたコースを整

備し，九州大学および名古屋大学での受入れを開始した。 

・ 人材育成奨学計画（JDS）：政策面で影響力のある行政官知日派リーダーの育成を目的とし，JDS

修了生を対象とした博士課程を実施し，7大学9研究科に計11名を受入れた。加えて，パキスタン，

ブータン，東ティモールの3か国を対象に加えるための協力準備調査を実施した。これにより，2018

年度よりJDSは16か国を対象とする予定である。また，産業界及び行政との連携促進を目的に，中

間研修，行政官交流会等の機会を活用し，経団連，国土交通省，経済産業省からの講演や人事院に

よるJDS生向け特別講義等を実施し，更なる付加価値向上を行った。 

 キルギスでJDS修了生から新たに3名の事務次官が誕生した。同国では政府の枢要なポストにJDS修

                                                   
61 2015 年度実績 
62 2013-2015 実績平均 
63 前中期目標期間（2012-2015）実績は 47 件 
64 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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了生が抜擢されており，2018年3月時点で大臣1名，副大臣1名，事務次官3名をJDS 修了生が担って

いる。なお，同国では全20名の閣僚のうち既述の大臣に加え4名がJDS以外の帰国研修員である。こ

れら主要な政府高官に対して機構から直接連絡をとれる環境があり，援助政策対話や事業形成・実

施の円滑化に大きく寄与している。また，JDS生のネットワークにより，在外事務所で開催するイ

ベントに首相が参加する等，キルギスと機構の関係構築にも高い効果が発現している。 

 

（2）担い手の裾野拡大 

・ 九州工業大学と新規の包括連携協定を締結した。また機構・大学双方の事務合理化を推進するため

の大学委託方式による覚書・研修委託契約の締結を推進し，累計29大学と同方式の覚書を締結した。 

・ 開発途上国の発展への貢献及び親日派・知日派人材の育成強化を目的として，各大学と連携し，学

術的知見を踏まえながら日本の近代化とODAの経験に関する講義の設置・拡充を行うJICA開発大学

院連携構想の賛同大学を募集・選定（17大学30プログラム）し，2018年度秋の立ち上げに向けてプ

ログラムの内容を検討するとともに，マニュアル整備等を行った。3大学については先行して2018

年度春より開講予定。 

 

（3）地球規模課題に対する新規事業の形成，事業成果の他の事業形態（スキーム）への展開 

・ SDGs達成に科学技術の観点から貢献するため，科学技術振興機構及び日本医療研究開発機構と連

携してSATREPS案件10件（8か国）を新規採択した。応募段階からSATREPS案件をSDGsの各ゴー

ルと紐付けすることを通じて研究者のSDGs貢献の意識を醸成している。 

・ また，SATREPSの研究結果を踏まえて他の事業形態へ展開された案件として3件（「カメルーン東

部州における小規模農家を対象としたキャッサバ商業化支援事業」，ガボン「ムカラバ地域におけ

るインタープリテーション手法を用いた地域参加型エコツーリズム開発」（いずれも草の根技術協

力事業），メキシコ「遺伝資源管理」（第三国研修））を実施した。ガボンの事業は，SATREPS

「野生生物と人間の共生を通じた熱帯林の生物多様性保全」で提案された自然保護や野生生物との

共生を図るため，住民主体のエコツーリズムとして研究成果を活用するものである。 

・ 本邦研究者とのネットワーク強化及び理解促進のため，大学・研究機関向けのSATREPS公募説明会

を東京に加えて関西（神戸）でも追加実施した。あわせて，21人（12月時点）の研究者に対して個

別応募相談を実施した。 

・ 科学技術外交の観点から，SATREPSの対象国の拡大が期待されている中，エルサルバドルでの

SATREPS第1号案件（「熱発光地熱探査法による地熱探査と地熱貯留層の統合評価システム」及び

「シャーガス病制圧のための統合的研究開発」の2件）を開始した。SATREPSの実施国は全世界で

47か国となっている。 

 エジプトのSATREPS案件「ナイル流域における食糧・燃料の持続的生産」の研究者が水文・水資源

学会の学術出版賞を受賞し，研究成果の対外発信に貢献した。 

 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

教師海外研修の参加者数 157 人 166 人65
 

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

No.7-5 開発教育，理解促進等 
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地球ひろば体験ゾーン来場者数 4.5 万人 2.9 万人66
 

地球ひろば利用者満足度アンケート結果（5 段階評価アンケー

トのうち上位 2 段階の評価の比率） 

団体・一般 95％ 

登録団体 73％ 

団体・一般 95％ 

登録団体 76％67
 

 

文部科学省，教育機関，NGO 等の多様な主体と連携し，学校教育をはじめとする様々な場を通じた

開発教育支援事業を行った。児童・生徒向けには，国際協力出前講座（年間 2,295 件），国内拠点にお

ける施設訪問（年間 1,634 件），国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト（2017 年度応募者 70,144

件）等を実施し，開発途上地域の現状や課題，国際協力への理解を促す機会を提供した。教員等に対し

ては，教師海外研修（157 人），開発教育指導者研修（13,117 人）を通じて開発教育/国際理解教育の担

い手の育成と拡充を図った。 

 

（1）開発教育支援事業の質の向上及び裾野拡大に向けた多様な主体との連携事業 

① 新学習指導要領の施行に向けた取組 

・ 日本国際理解教育学会と連携し，教員向けの国内研修（開発教育指導者研修）を開催し，2020年度

施行の新学習指導要領を踏まえた授業作りや機構の映像教材を活用した授業の実践について学ぶ

機会を提供した。 

・ 教科書会社に対し，機構の開発教育の取組を紹介するとともに，地球ひろばのSDGs企画展を紹介

した。機構の提供する情報を教科書作りに活用するよう働きかけた結果，教科書会社で作成する冊

子2誌に機構の事業等が大きく取り上げられた。 

・ 文部科学省が監修する雑誌「初等教育資料」及び「中等教育資料」にて，新学習指導要領で言及さ

れている「社会に開かれた教育課程」や「新学習指導要領と国際理解教育の授業実践」等をテーマ

とした学校教育に有用な記事を定期的に発信した。同冊子の利用によって学校教育現場での開発教

育や国際協力に対する理解促進が期待される。 

・ 文部科学省との連携により，スーパーグローバルハイスクール（SGH）の連絡協議会に参加する全

国のSGHの高等学校校長等約350名に対して機構の国際理解教育支援プログラムを紹介した。 

・ 文部科学省，各県の教育委員会等の後援の下，教師向けの海外研修や開発教育指導者研修等を実施

することで，教員のグローバル化や開発教育の推進・継続的実施に貢献するとともに，教育委員会

指導主事向けの海外研修も行い，開発教育の実践環境の整備を図っている。 

② SDGs を通じた開発教育の普及に向けたメディア等との連携 

・ 2017年4月より毎日小学生新聞日曜版（約9万9千部発行）に連載記事を掲載し，開発途上国の現状・

課題，日常生活の様子や国際協力の現場で働く専門家・ボランティア等の取組を紹介した。 

・ SDGsの理解促進を目的とした映像教材をNHKと連携して作成した。「難民」，「イスラム」，「国

際協力」，「教育」をテーマとし，映像教材を活用した学習指導案や参考資料等とあわせて機構ウ

ェブサイトに掲載して共有した。学校現場で有効に活用可能なアクティブラーニング教材として，

教育系新聞2紙，産経新聞他，各種メディアにも大きく取り上げられた。 

・ 教育現場を通じたSDGsの理解促進を進めることを目的に，関係省庁，市民団体，学校教育関係者，

民間企業等を対象とした意見交換会を開催し，約50名が参加した。 

・ 各地域でNGO/NPO，持続可能な開発のための教育（ESD：Education for Sustainable Development） 関

係者，大学等との連携促進を目的としたセミナー・ワークショップ「地域と世界をつなぐSDGs～

                                                   
66 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
67 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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国際理解教育・開発教育・ESD等関係者のつながりと相互の学び～」を開催した（参加109人）。

参加者間での新たな連携や開発教育実践者のネットワーク化に寄与した。 

 

（2）開発教育，国際理解教育の推進に向けた国内拠点の取組事例 

・ 教員向け研修：開発教育/国際理解教育の裾野拡大に向け，地方の教育委員会等への働きかけや教師

海外研修（教育行政官コース）を活用した研修を実施した。千葉県の教員研修では，従来の中学校

初任者，5年経験者研修，小学校5年経験者研修に加え，2017年度は小学校初任者研修のコマを機構

が担当することとなり，開発教育の講義やワークショップを実施した（18件，1,608名（前年比150％

増））。また，茨城県と栃木県では，中堅教員向けの研修で機構から開発教育支援事業の紹介や現

職教員特別参加制度や教師海外研修の参加者による授業実践事例を紹介し，好評を得た（508名（前

年度比426％増））。 

・ 教員のネットワークの維持・拡大：横浜国際センターでは，教師海外研修OB会と連携し，開発教

育教員ネットワークセミナーを初開催した。20名の児童・生徒に開発教育ワークショップを実施し，

一般の教育関係者16名との意見交換等も実施して地域の開発教育の裾野拡大に貢献した。 

・ 国際協力出前講座：地域ごとに多様化するニーズに応じて実施している。東京都では，推進するオ

リンピック・パラリンピック教育に機構の人材を紹介しているほか，大阪府河内長野市では関西国

際センターと覚書を締結し，市の教育メディアセンターを活用して海外とつないだ遠隔授業を実施

した。 

 

（3）地球ひろば 

・ SDGsをテーマとした展示・イベント：市ヶ谷のJICA地球ひろばをはじめ，なごや地球ひろば（中

部国際センター併設），横浜国際センター，関西国際センター等の国内拠点でSDGsをテーマとし

た展示やイベントを実施し，SDGsに対する理解促進・普及を図った。市ヶ谷地球ひろばではSDGs を

テーマとした企画展「私たちがつくる未来SDGs」を開催した（3月～9月）。同企画はSDGs をメイ

ンテーマに掲げた体験型の常設展示としては日本初となるものであり，対前年度同時期比で 1.5倍

となる26,843人の来場者を得た。従来のメインターゲットである中高生だけでなく，民間企業関係

者の来館者も多く，国連副事務総長（アミーナ・J・モハメッド氏）や大阪府 議会議員団の来訪等

要人の訪問も相次ぎ，朝日新聞等のメディアでも取り上げられる等，持続可能な社会の実現に向け

た議論の活性化に貢献した。 

・ 市ヶ谷地球ひろば展示スペースのリニューアル：これまで別々の入口からしか入室できなかった2

つの展示室間を行き来できるよう施設を改修し，来館者が両方の展示室を見学しやすくなった。ま

た，これにあわせて，地球ひろばのシンボルとなる大画面及び球体型LEDディスプレイを設置し，

インフォグラフィックス等の手法を盛り込んだデジタルサイネージを導入した。これにより，来館

者が世界の課題等を直感的に理解できる展示が実現した。 

・ なごや地球ひろば展示スペースのリニューアル：なごや地球ひろばが立地する名古屋市ささしまラ

イブ地区のまちびらきに合わせ，10月に体験ゾーンを全面リニューアルした。地元メディアの関心

も高く，テレビ6媒体，新聞・雑誌5媒体に取り上げられた。リニューアル後の2か月間の来館者数

は10,205人で，過年度の同期間と比較して2倍以上となり，中部地域の市民の開発協力の理解促進に

大きく貢献した。 

・ ほっかいどう地球ひろばのオープン：市ヶ谷，なごやに続く3つ目の地球ひろばとして，2017年4 月
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にほっかいどう地球ひろばを北海道国際センター内に設置した。道内初の国際理解教育推進のため

の体験型常設展示施設となり，当初見込みを大幅に上回る2,495人の来館者を得た。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

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

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

達成目標設定に際しては，過年度の実績等を踏まえた適切な水準を設定されたい。（2016年度主務大臣

評価報告書，No.9「NGO，民間企業等の多様な関係者との連携」） 

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

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

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

を期 待する。（同上，No.10「ボランティア」） 

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

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

（同上，No.11「市民参加協力」） 
 

＜対応＞ 

引き続き，地方自治体，NGO/市民社会組織，大学・研究機関等との対話の促進，連携の強化，コンサ

ルテーションの質の向上等を通じて開発協力の担い手の裾野の拡大を図るとともに，各々の特性や強み

をいかして開発途上地域の課題解決に資する事業を推進した。例えば地方自治体との連携に関しては，

連携協定・覚書を締結している自治体をはじめとして各地域での対話を強化するとともに，地域の連携

を推進する要員の配置を引き続き行い，国際協力の担い手になりうる組織の発掘や連携強化等を通じて

裾野の拡大を図った。なお，定量指標については，過年度の実績等を踏まえた水準で設定することに留

意した。 

ボランティア事業に関して，広告効果測定調査，機構広告認知度等を分析して潜在層を含めて応募者

の実態把握を進め，出稿媒体・掲載内容の見直しと出稿量の調整等によりボランティアウェブサイトへ

効率的に誘導し，より効果的な広報を実施した。また，要請数に対して応募者が少ない ICT や農業等の

分野に関して，業界団体への働きかけ，拓殖大学，東京農業大学等との連携を強化した。 

日本初の地域プラットフォーム「関西SDGsプラットフォーム」の立ち上げ，SDGsを通じた開発教育

の普及に向けたNHK等メディアとの連携，ほっかいどう地球ひろばの新設及び同地球ひろばや市ヶ谷地

球ひろばでのSDGsをテーマとして展示・イベント等を通じて，SDGs等の理解促進に取り組み，市民参

加協力事業の裾野の拡大を図った。 

 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

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

果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断されることから，中期計画における所期の目

標を上回る成果が得られていると認められる。 

具体的には，国際協力の多様な担い手の開発協力への参加を促し連携を強化することで，多様な担い

手が有する知見・技術を活用し開発途上国の様々なニーズに対応した。特に，担い手・事業横断的な取

組として，①日本初の民間企業，NGO・NPO，大学・研究機関，自治体・政府機関の参画による「関西
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SDGs プラットフォーム」を設置し，SDGsの達成につなげていく産学官民連携の基盤を構築したほか，

② NGOや自治体が有する知見・技術を活用した事業の形成・実施（フィジー無収水率の低減，子供の

保護に関する法律の制定），③地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）事業への評価（水文・

水資源学会学術出版賞受賞）等，特筆すべき成果をあげた。 

 

1. ボランティア 

○ 国毎の優先度検討の段階から募集・選考までの一体的な取組の強化，ボランティア事業計画の改善

等を通じて開発課題に沿った事業形成と実施。優先度の高い案件の充足率が81％（全体平均47％）

に改善。 

○ 8大学及び1自治体と覚書を締結。農業分野で拓殖大学と連携事業を形成。 

○ 中企業企業海外展開シンポジウム（企業・自治体・大学等101社），全国 OV（ボランティア経験者）

教員・教育研究シンポジウムを初開催（教員，地方自治体教育関係者等220名）。 

 

2. 地方自治体 

○ 地方自治体との連携促進のため「地方創生リソース活用ハンドブック」を作成。 

○ 島根県海士町（連携協定を締結）や北海道帯広商工会議所との連携を通じて地域活性化へ貢献。 

○ 自治体間連携セミナー（計9回300名）等を通じた自治体協力の好事例の発信・共有。新規自治体の

草の根技術協力事業等への応募促進。 

◎ 自治体が有する知見・技術を活用した事業【②】：福岡市水道局がフィジーで実施した無収水の低

減化を目的とした支援の成果が他地域にも波及し，同国全体の無収水率が51.9％から31.6％へ減少。 

◎ 戦略的な事業形成【②】：インドネシア官民連携型農業振興活性化に係る調査を実施し自治体の知

見・技術の活用できる草の根技術協力事業2件を採択。 

 

3. NGO/市民社会組織（CSO） 

○ 草の根技術協力事業の応募・実施団体の事業実施能力を高めるために「NGO等向け事業マネジメン

ト研修（現場編）」を新設（36 団体87名）。新規団体参画促進を目的に「NGO 等向け事業マネジ

メント研修（立案編）」を新設。 

◎ NGO の知見及び多様性をいかした事業の実施【②】：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンによる

草の根技術協力事業の実施を通じて，東アジア初となる子どもの保護に関する法律がモンゴルにて

制定。 

◎ 担い手の裾野拡大【②】：多様なアクターとの連携促進，国際協力の担い手の育成と裾野拡大，市

民への働きかけとファンドレイジング等からなるNGO-JICA共同の行動計画案を策定。 

 

4. 大学・研究機関 

○ ABEイニシアティブ，Innovative  Asia，シリア平和への架け橋・人材育成プログラム，国際社会人 

Dr.コース，JDS等にて日本の修士・博士課程に就学する研修員を受入。日本の近現代の開発経験に

係る研修プログラムを開発。 

○ SATREPS案件10件（8か国）を新規採択。SATREPSの成果を踏まえ草の根技術協力事業等の事業形

態に展開した案件3件を実施。 

◎ 人材育成の成果【②】：キルギスでは大臣1名，副大臣1名，事務次官3名がJDS修了生。全20 名の

閣僚のうち4名が帰国研修員。事業の形成・実施の円滑化に寄与。 

◎ SATREPS 案件の評価【④】：エジプトSATREPS案件「ナイル流域における食糧・燃料の持続的生

産」の研究者が水文・水資源学会の学術出版賞を受賞。研究成果の対外発信に貢献。 

 

5. 開発教育，理解促進等 
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○ 国際理解教育学会，文部科学省，教育委員会等と連携した開発教育指導者研修や海外研修，教科書

会社への機構の国際理解教育の取組紹介を通じて，新学習指導要領の施行に向けた取組を実施。 

○ メディアと連携し（NHKと連携した作成したメディア教材等）SDGsを通じた開発教育を普及。 

○ 日本初となるSDGsを主要テーマに掲げた体験型の常設展示の開催（来場者数は対前年度比1.5 倍），

ほっかいどう地球ひろばを開設。 

 
＜課題と対応＞ 

引き続き，それぞれの担い手の特性や強みをいかし，開発途上地域の課題解決に資する事業実施を推進す

るとともに，コンサルテーションの質と量の向上を通じた開発協力への参画や連携を促進する。特に，開

発協力における革新的な手法や技術等の取り込みを強化する。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

多様な担い手と途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大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．ボランティア  

1,463 人のボランティア派遣を実施し，専門性を有する技術顧問や技術専門委員を活用した選考プ

ロセスの改善（全要請に対する優先度の設定）や，ボランティア事業計画の改善に取り組んだ。また，

ウガンダ及びペルーにおいて技術協力事業と連携した現地研修を実施したほか，ボランティア間での

知見等の共有や重要開発課題のナレッジ共有のための情報プラットフォームの整備等に取り組み，派

遣中ボランティアの支援を強化した。 

地方自治体，大学等との連携として，8 大学及び 1 自治体と覚書を締結したほか，農業分野で拓殖

大学と連携事業の形成，民間連携ボランティアの対象を拡大する等の取組を通じて連携強化に取り組

んだ。また，民間企業・自治体関係者と帰国ボランティアとの交流会の開催や，中小企業に影響力を

有する業界紙を通じてのボランティア事業の発信に取り組んだ結果，2016 年度は 6 紙 13 回であっ

た記事掲載が，2017 年度は 10紙 53回に増加した。 

帰国隊員の活動支援として，日本の地域の課題の解決に貢献するグローカル協力隊制度について，

新たに「実践型」を開始したほか，同制度を活用したボランティア経験者及び受入団体からの聞き取

りや，外務省 NGO インターン・プログラム等の類似事業に関する情報収集を通じ，改めて制度見直

しについて検討を行った。 

 

２．地方自治体 

地方自治体との連携促進のため，途上国の開発課題の解決と同時に日本の地域の課題へも貢献する

事業形成の基礎資料として「地方創生リソース活用ハンドブック」を作成・発信したほか，自治体間

連携セミナー（計 9回 300 名）等を通じて自治体協力の好事例を発信・共有した。 

島根県海士町への職員派遣や連携協定を締結したほか，北海道帯広商工会議所との連携では北海道

十勝管内でのムスリムインバウンド対応促進に，草の根技術協力事業で得た知見，人的ネットワーク

が活用されるなど，自治体との連携強化を通じた地域活性化へ貢献した。 

特筆すべき取組として，福岡市水道局がフィジーで実施した，無収水の低減化を目的とした事業の

成果が，同国の他地域にも波及し，同国全体の無収水率が 51.9％から 31.6％へ減少したことは，自

治体が有する知見・技術が有効に活用された事例として評価される。 

また，インドネシア官民連携型農業振興活性化に係る調査を実施し，現地の開発ニーズを自治体に

積極的に発信した結果，日本の自治体の知見・技術を活用できる草の根技術協力事業 2件が採択され

たことは，様々な力を動員するための触媒としての役割を果たしているとして評価される。 

 

３．NGO/ 市民社会組織（CSO） 

NGO/CSO の一連の活動を促進するためのコンサルテーションとして，アクター別の相談を 459 件実
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施したほか，JICA担当者のコンサルテーション能力向上のために，国内及びパラグアイにおいて研修

を実施した。また，草の根技術協力事業の応募・実施団体の事業実施能力を高めるための「NGO 等向

け事業マネジメント研修（現場編）」や，新規団体参画促進を目的に「NGO 等向け事業マネジメント

研修（立案編）」を新設した。 

特筆すべき取組として，多様なアクターとの連携促進，国際協力の担い手の育成と裾野拡大，市民

への働きかけとファンドレイジング等からなる NGO-JICA 共同の行動計画案を策定した。ネットワー

ク NGOを活用した連携事業に係る双方の行動計画はこれまでなかったため，今後の連携強化が期待さ

れる。 

また，モンゴルにおいて，セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンによる草の根技術協力事業の実施を

通じて，現場レベルでの取組・意見を同国中央政府に届ける縦の繋がりを形成したことで，東・東南

アジア諸国初となる子どもの保護に関する法律がモンゴルにて制定されたことが評価される。 

 

４．大学・研究機関 

ABE イニシアティブ，Innovative Asia，シリア平和への架け橋・人材育成プログラム，国際社会

人 Dr. コース，JDS等を通じて，大学との連携による長期研修等を通じた人材育成を 1,004人に対し

て実施したほか，日本の近現代の開発経験の理解を促進するための研修プログラムを開発し，108 人

の研修員が同プログラムを受講した。 

また，SDGｓ達成に科学技術の観点から貢献するため，SATREPS 案件 10 件（8 か国）を新規採択し

たほか，カメルーン，ガボン，メキシコにおいて SATREPSの成果を踏まえた草の根技術協力事業等を

実施した。 

エジプトの SATREPS案件「ナイル流域における食糧・燃料の持続的生産」の研究者が，水文・水資

源学会の学術出版賞を受賞し，研究成果の対外発信に貢献したことは，特筆すべき成果として評価さ

れる。 

 

５．開発教育，理解促進等 

国際理解教育学会，文部科学省，教育委員会等と連携した教師向けの開発教育指導者研修や海外研

修の実施，教科書会社への機構の国際理解教育の取組紹介を通じて，新学習指導要領の施行に向けて，

開発途上地域の現状や課題と開発協力の意義が適切に学校現場等で伝えられるような働きかけを実

施した。 

また，NHK と連携したメディア教材の作成や，毎日小学生新聞への記事連載など，メディア等との

連携事業を実施して SDGs 等の理解促進に向けた開発教育の普及に努めた。 

加えて，日本初となる SDGs を主要テーマに掲げた体験型の常設展示を，市ヶ谷地球ひろばで開催

し，来場者数が対前年度比 1.5倍を記録したほか，なごや地球ひろばのリニューアル，ほっかいどう

地球ひろばの開設等に取り組んだ。 

 

上記に加えて，担い手・事業横断的な取組として，日本初の民間企業，NGO・NPO，大学・研究機関，

自治体・政府機関の参画による「関西 SDGs プラットフォーム」を設置し，SDGs の達成につなげて

いく産学官民連携の基盤を構築したことを高く評価する。 

 

以上の定性的な実績に加え，定量指標であるボランティア，地方自治体，NGO，大学・研究機関，

開発教育関係等との連携及び参加促進に向けたコンサルテーション件数が目標値（1,200 件）を上回

る 1,502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） 

引き続き，開発現場の様々なニーズの把握や状況に応じた迅速な対応するため，国内の大学，研究

機関，ボランティア，地方自治体，NGO 等が有する強みや経験を活用し，人・知恵・技術・資金を結

集しつつ，開発協力への参加を促し，連携した事業実施を推進することを期待する。特に，開発途上

地域の将来の発展を担う中核人材の育成や，機構の取組により構築した知日人材との人脈を日本の
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様々な協力に活用していく仕組みづくりに期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・国際協力の担い手が多様化し，様々な団体・企業等の知見・経験・技術力を活用した取組を一層強

化すべきである。長期的には，国際協力におけるパートナーとしての市民社会組織（CSOs）の一層の

活用強化が必要であり，その視点に立った CSOs の育成や投資という観点からの資金活用も重要であ

る。 

・また日本全体において，若い人の「国際協力離れ」が指摘されており，長期的には，「国際協力」

にとって大きな痛手となりうる。日本の内向き志向に変化をもたらし，日本の NPOに対しても国内経

験を海外でも生かしてもらえるよう，JICA の新しい視点での取り組みや ODA 広報に工夫が必要であ

る。 

・ボランティア応募者数については，内外の社会情勢も反映して 2013 年度以降，減少傾向とのこと

だが，（近年の企業の海外展開ニーズもふまえて）民間連携ボランティアの推進に加えて，JICA 国内

センターをハブとした JOCV（派遣前・帰国後）と企業・自治体との交流会，途上国現地における JOCV

と企業との交流促進など，ボランティア人材が蓄積した現地経験を内外の多様な関係者につなぐ場を

システマチックに作り，今日的なニーズに即した制度面の工夫を積極的に行うことも重要と考える。

既に個別の努力はみられるが，オール JICAで実施することが重要。 

・（No.5 のモンゴルに加え）キルギスでも JDS 帰国研修員が閣僚級ポストに就任していることは喜ば

しいが，上述のとおり，こうした知日人材との人脈を日本の様々な協力に活用していく仕組みづくり

に真剣に取り組んでほしい。今後，開発大学院構想が具体化していく際にも，帰国留学生とのネット

ワーク強化はきわめて重要になる。 

・開発大学院構想に関し，留学生に日本の近現代の開発経験を伝えることは有用であるが，途上国現

場の協力へどのように発展させていくかを念頭においた仕組みづくりを期待したい。日本の開発経験

だけでなく，国際協力を通じて「ジャパンブランド」（例えば，UHC，カイゼン）を他国に伝えた経験，

得られた教訓を含めたコンテンツ開発があると途上国現場での活用可能性が増えると考える。 

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。 

・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，研究所のあり方を示し，その実現に取組むべきである。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.8 事業実施基盤の強化 

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 

①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 

プレスリリース発出数 250 件

（注１） 

（2017-2021 

50 件 85 件     

フェイスブック投稿数 1,750 件

（注２） 

（2017-2021 

） 
350 件 1,045 件     

ODA 見える化サイト掲載案件の更新

数（案件） 

500 件 / 年

（注３） 

500 件 

 

1,207 件     

国際協力キャリア総合情報サイト 

（PARTNER）新規登録人数 

10,000 人

（注４） 

（2017-2021） 

 
1,800 人 1,875 人     

国際緊急援助隊・感染症対策チームへ

の登録者数 

200 人  

（延べ人数） 

） 
150 人 185 人     

②主要なインプット情報 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

予算額（百万円） 5,495     

決算額（百万円） 5,008     

経常費用（百万円） 5,154     

経常利益（百万円） △ 272     

行政サービスコスト（百万円） 5,156     

従事人員数 95     

（注1） 前中期目標期間の実績から各年度５件増として設定する。前中期目標期間実績平均 45 件 / 年 

（注2） 前中期目標期間の実績から約 4％増として設定する。2015 年度実績 336 件（日 240 件，英 96 

件） 

（注3） 前中期目標期間の実績と同等の水準として設定する。2010 年度から 2014 年度の実績平均 492 

件 / 年 

（注4） 前中期目標期間の実績から約 15％増として設定する。前中期目標期間実績平均 1,746 名 / 年 
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３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：3.（8），中期計画：1.（8） 

年度計画 

1.（8）事業実施基盤の強化 

ア 広 報 

・ 機構に対する理解の促進を図るため，開発課題や機構の活動とその成果の国内外のプレス向け発信

を，国内外で関心の高いイベント時等の時宜を得た形で行う。また，ソーシャルメディアを活用し，

関心を持ってもらいやすい話題や動画を発信する。特に，ウェブサイトのリニューアルに向け，機

構としてのデジタルメディアにおける位置付けと役割分担を念頭に，ウェブサイトの活用方針を策

定する。 

・ 開発協力に対する国民への一層の理解と支持を得るべく，ODA見える化サイトの掲載事業を更新す

る。 

 

イ 事業評価 

PDCAサイクルに沿って，事前評価，モニタリング，事後評価を着実に実施し，評価結果を速やか

にかつわかり易く公開，発信する。 

・ 事業評価を通じた学習・改善を図るため，評価結果の横断分析，統計分析及びインパクト評価等を

実施する。事後評価については，国内外のNGO，大学等の多様な主体と連携した専門的かつ多様な

視点から分析する。また，効果発現のプロセスの分析やメタ評価の手法を試行・整理する。 

・ 事業の改善や効果発現の向上に貢献すべく，評価結果から得られる学びを協力方針や事業等にフィ

ードバックするため，機構内外に対するセミナーや研修等の実施を行う。 

・ 事業評価の実施基盤を強化するため，事業部門や在外拠点が行う事業評価の実施支援や標準的指標

例の改訂等を行う。また，学会や国際会議等で事業評価を通じて得た知見を発信する。 

 

ウ 開発協力人材の育成促進・確保 

・ 協力ニーズの多様化に対応した開発協力人材の養成と確保のため，能力強化研修を行う。特に，質

の高いインフラ輸出等の新たな課題を踏まえた能力強化研修のコースを新設する。 

・ 開発協力人材の裾野拡大を目指し，国際協力キャリア総合情報サイト「PARTNER」による情報発

信を強化するため，コンテンツの拡充や掲載情報の多様化を図る。特に，学生による利用拡大を見

据え，学生向けのコンテンツを拡充する。また，2018年度に予定している「PARTNER」のリニュ

ーアルに向けて，ウェブサイトの新規構築を行う。 

 

エ 知的基盤の強化 

・ SDGs達成に向けた効果的な事業実施や国際援助潮流の形成に資する研究を，新たな開発ニーズにも

柔軟に対応しつつ実施し，研究成果を事業にフィードバックする。特に，日本の開発及びODAの歴

史，中国等の新興国の開発協力，インフラ事業等のインパクト評価，アジアのインフラ需要推計等

に関する研究を行う。 

・ 海外の研究機関等との連携を通じ，研究所の内部人材の育成や国内外の研究者・研究機関とのネッ

トワークを強化する。 

・ ワーキング・ペーパー及び書籍の発刊やウェブサイトの活用，学術誌への投稿を通じて研究成果を

公開する。主催・共催するシンポジウムやセミナー，国際会議等の場を活用し，国際機関，研究機

関， 政策担当者や援助実務者に対して，研究成果を発信する。 

 

オ 災害援助等協力 

・ 国際基準を維持するための研修・訓練プログラムの見直しと資機材整備を推進するとともに，登録
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要員の能力の維持・向上のための研修・訓練を実施する。 

・ 捜索・救助や災害医療及び感染症対策に関する国際連携枠組に参画し，日本の緊急援助の経験・知

見を発信する。また，効果的な協力体制確保のため，国内外の関係者とのネットワークを維持する。 

・ 多様な感染症に対応できるよう，感染症対策チームの登録要員を確保するため，関連学会等での広

報や研修・訓練を実施する。加えて，必要な資機材を拡充して整備する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.① 参照） 

・ 国内外における機構事業への理解・支持促進に資する，情報発信及び広報活動の実施状況 

・ 多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の実施状況 

・ 能力強化研修の見直しを含む，開発協力人材に対する研修実施状況 

・ 開発協力事業の効果向上及び国際援助潮流の形成に資する，研究の実施状況及び研究成果の活用状

況 

・ 国際資格の維持及び国際社会との連携を含む，国際緊急援助の態勢整備状況 

 

３－２．業務実績 

 

（1）開発課題や機構の活動及び成果の戦略的な発信 

① 戦略的な広報への取組 

・ 第4期中期計画広報戦略：第4期中期計画の「統一性，一貫性のある情報発信」の具体的な取組に向

けて，重点ターゲットやアプローチを整理した広報戦略を策定した。 

・ 時宜を得た情報発信：オピニオン・リーダー層から一般市民まで広くリーチできるよう，事前に広

報戦略で設定したターゲット分類に沿ってアプローチを検討し，ウェブ，SNS，広報誌の掲載やメ

ディアへの売り込み強化等，様々なツールを動員し効果的な広報を展開した。特に，特定期間に応

じて機構全体の特集テーマを定め，複数拠点から同一テーマの情報を戦略的に発信し，6月中旬か

ら8月中旬にかけてASEAN50周年，11月中旬から12月中旬にはユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

（UHC）フォーラム2017の開催にあわせてUHCを特集する発信を集中的に行った。 

 現地メディアを通じた発信強化：ASEAN50周年に合わせてASEAN加盟10か国の新聞記者10名を招

き，「東南アジアの課題に貢献する日本の技術と経験」をテーマに，都市問題を中心とする東南ア

ジアの課題の解決に向けたインフラ支援など，日本の技術・経験を取材する機会を提供。その結果，

機構の対ASEAN協力，日本の廃棄物処理，環境と調和した都市計画などに関し計46件の現地での報

道につながった。 

 国内の支持拡大に向けた取組：機構の最新の事業動向等を説明する記者勉強会を9回開催（テーマ

は科学技術協力，スポーツと開発，南南協力，防災，SDGs，食品産業の高付加価値化支援等）。そ

の結果，食品産業の高付加価値化支援に関し，日経新聞（2018 年1月4日付）の記事でコロンビア

の事例が紹介されたほか，日本農業新聞（2017年12月24日付）でもフィリピンとタンザニアの事例

が記事化された。また，地方で関心の高い「中小企業海外展開支援事業」の案件採択時のプレスリ

リースの様式・発信タイミングを全国内機関で統一し，統一性のある情報発信に留意。トップ広報

として，機構理事長が日本経済新聞の「経済教室」へ一帯一路に関する寄稿や，新潮社 Foresight

における「日本人のフロンティア」の連載等各種メディアに登場し，国内のオピニオン・リーダー

層，一般層双方の理解促進に取り組んだ。 

・ 実績：これらの取組を通してメディアを通じた発信として，国内で約7,400件，海外で約31,600件の

No.8-1 広報 
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機構やODAに関する報道があった。 

② 主要テーマの取組 

・ シリア難民長期研修員：長期研修員本人や同伴家族のプライバシーに配慮しつつメディアへ取材機

会を提供した結果，来日時から大学入学までの夏から秋にかけて複数の報道がなされた。時事通信，

日経新聞，東京新聞，公明新聞ではプログラム等の全般的な内容が紹介され，読売新聞，毎日新聞，

朝日新聞の地方版，公明新聞，NHK地方局，中国新聞，大分合同新聞では留学生個人の日本での生

活等を中心に報道された。JICA広報誌Mundiの読者アンケート結果での特集化に向けた高い要望を

受け，広報誌Mundi6月号及び英文誌10月号で特集を組み，機構の取組を内外に発信した。 

・ スポーツ協力：カンボジアで水泳指導をする隊員がカンボジアチームのコーチとして世界水泳大会

に同行。共同通信，毎日新聞による現地取材につながり，東京五輪に向けたボランティアの取組の

広報につながった。 

・ 母子健康手帳：母子手帳国際会議での難民向けの電子版母子手帳アプリの開発支援の紹介に関心を

持ったメディアへ継続的に情報を提供。アプリ運用開始時（4月）に時事通信等で報道され，その

後，小中学生の作文コンクールの優秀作品で当該記事が言及されるなど，機構の母子手帳普及支援

に係る一般国民の認知の向上につながった。 

・ 中小企業海外展開支援事業： 在外事務所長による日刊工業新聞への寄稿（月2回）のテーマを中小

企業海外展開支援事業や民間連携事業に定め，当該分野での機構の取組を継続的に発信した。広報

誌Mundi9月号の特集「SDGsに挑む企業」では，ビジネスにおけるSDGsの役割を説明し，機構が企

業との積極的な協働によりSDGsの達成に取り組む姿勢を発信した。 

 質の高いインフラ：インドの高速鉄道建設事業では，日印首脳会談等の外交機会に伴う関心の高ま

りにより，機構インド事務所長インタビューの掲載（日経産業新聞，Nikkei Asian Review）や，本

体建設に先行して実施される研修施設の建設に関する取材を受けて，日刊建設工業新聞，日経コン

ストラクション等で報道がされた。また，東南アジアの鉄道案件を題材とした報道（朝日新聞，日

経新聞，共同通信，日刊工業新聞）も多く，とりわけベトナム初となるホーチミンの地下鉄建設事

業，フィリピン通勤鉄道，インドネシアジャワ島横断鉄道について多く取り上げられた。更に，CNN 

香港より取材協力の依頼があり（特番「新興国開発を支える日本の技術（英語番組名： Building 

Bridges）」），機構のインフラ事業のベトナム（空港，橋梁），タイ（鉄道），ケニア（道路）の

案件が取り上げられたほか，相手国政府のカウンターパートや在外事務所長インタビュー等も含め

た30分番組が5回放送され（再放送含む），日本のインフラ支援の意義が全世界に効果的に発信で

きた。 

 メキシコ地震に対する国際緊急援助隊・救助チーム派遣：成田空港での結団式・解団式で取材機会

を設けたほか，現地でメディア対応を実施。日本国内では新聞とテレビを合わせて約190件の報道

があった。特に，帰国後に放送された「メキシコ地震 日本救助隊に“ありがとう”/ 救助の精鋭! 国

際緊急援助隊の実力」（フジテレビ）では，メキシコの人々からの具体的な感謝の声が報じられた。

また，広報誌 Mundi10月号の「防災」特集と本派遣のタイミングが同時となり，急きょ一部の記事

を加える等迅速な発信に努め，さらに英文版も発行して機を逃さず国外に情報を発信した。 

・ フィリピン・ミンダナオ支援：「憲法ルネッサンス・紛争地でのJICA活動」（共同通信）の記事が

多数の地方紙に掲載され，現地で長年支援に従事する専門家の活動や，復興支援の過程が詳しく紹

介されるなど，日本の国際協力の支援が多くのメディアで広く発信された。 

 周年事業とのタイアップ：ペルー日系人協会設立100周年を記念し，元プロ野球選手とボランティ
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ア等による野球教室を開催。事業視察の模様も合わせ，地方紙44紙，「ズームインサタデー」（日

本テレビ），BS日テレ特別番組，テレビ神奈川の特集（15分×2回）等，広範かつ深度のある広報成

果を得られた。また，国交25周年を記念してkiroroがキルギスを再訪し，現地の日本センター事業

等の視察の模様がNHKを含む主要地上波3局，ラジオ1局，主要紙1紙で報じられた。 

 

（2）SNS，ウェブサイト及びを活用した情報発信 

 

表 13－1 ウェブサイトや SNSを通じた発信の実績（2016年度および 2017年度） 

 ページ閲覧数 Facebook 

（ファン数） 

Twitter 

（フォロワー数） 

Youtube 

（再生回数） 

2017 年 3 月末時点 
日：3,512 万 PV 

英：546 万 PV 

日：16,585 人

英：12,810 人 

日：29,830 人

英：5,043 人 

日：113,698 回

英：185,999 回 

2018 年 3 月末時点 
日：3,481 万 PV 

英：671 万 PV 

日：20,545 人

英：18,761 人 

日：32,406 人

英：7,360 人 

日：113,814 回

英：421,195 回 

前回比 
日 ：-0.9％ 

英：+22.9％ 

日：+23.8％ 

英：+55.2％ 

日 ：+8.6％ 

英：+45.9％ 

日 ：+0.1％ 

英：+126.4％ 

 

・ 実績（表13－1）：昨年度同様，ウェブサイト上での記事と連動したSNSの情報発信を行った他，今

年度は2つのテーマ（「ASEAN」，「UHC」）について機構内の各部署が一定期間同一テーマの発

信を強化することで，統一性のある広報を行った。また，機構内の各部署及び他団体とSNS 記事を

紹介し合う等，連携を強化し，情報の更なる拡散を図った。情報発信成果は上表の通り。特にSNS

での情報発信が昨年度実績を上回った。 

・ ウェブサイト活用方針の策定： 機構ウェブサイトのリニューアルを念頭にその方針（案）を策定

した。 

 

（3）ODA見える化サイトを通じた情報発信 

・ ODA見える化サイトの掲載情報の更新実績は1 ①のとおり。その他，新規案件及び事後評価実施案

件264件の新規掲載を完了し，2010年度の公開開始からの累積掲載案件数は，4,056案件に達した。

「ODA見える化サイト」のページビューは，108万PV に達し，開発協力に係る国民の理解醸成に貢

献した。 

 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

外部事後評価における，大学・NGO 等の参加による分析や，対象の特性を

考慮した分析の実施件数 
5 件 5 件68

 

分析結果の事業等での活用に向けたフィードバック強化の取組数 8 件 1 件69
 

 

（1） PDCAサイクルに沿った各種評価の着実な実施と迅速な公開 

                                                   
68 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
69 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

No.8-2 事業評価 
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・ 事後評価結果の公開：評価対象となる10 億円以上の全ての事業及び10億円以下であっても有効な

教訓が得られる可能性の高い事業99件（内訳：技術協力29件，有償資金協力34件，無償資金協力36

件）に対し外部評価を実施し，2億円以上10億円未満の案件91件（内訳：技術協力65件，無償資金

協力26件）に対し内部評価を実施した結果を，機構ウェブサイトで公表した。 

・ 事業評価年次報告書の作成：2017年度の事後評価結果と評価結果の活用に向けた横断分析や詳細分

析等を「事業評価年次報告書 2017」として取りまとめ，機構ウェブサイトに公表した。 

 
（2）事業評価を通じた学習と改善に向けた取組み 

① インパクト評価の取組強化 

・ 「根拠に基づく政策立案（EBPM：Evidence-Based Policy Making）」を推進すべく，事業効果の精

緻な検証及び根拠（エビデンス）に基づく事業実施の促進に向けてインパクト評価の取組を充実化。

ホンジュラス金融包摂を通じた条件付現金給付制度（CCT，Conditional Cash Transfer）の受給世帯

の生活改善・生計向上プロジェクト等3件のインパクト評価を実施したほか，サブサハラアフリカ

地域のオフグリッド太陽光事業（タンザニア）など民間連携事業でのインパクト評価を実施中。ま

た，インパクト評価に関する人材育成として，JICAアカデミー及び外部向け能力強化研修等を通じ

人材育成を行った（外部コンサルタント等17人，内部7人受講）。 

② プロセスの分析の推進（ケーススタディ作成） 

・ 事業効果の発現プロセスの分析（従来のDAC評価5項目に基づく事業評価に加え，事業効果の発現

のプロセスを分析するもの）として，ケニア「ニャンザ州保健マネジメント強化プロジェクト」，

タイ「人身取引被害者保護・自立支援促進プロジェクト」等2件のプロセスの分析を実施し，それ

ぞれケーススタディを作成した。そのうち終了した2件（上記のケニアでの事業と2016年度に完了

したインド「デリーメトロ建設事業」）の結果を機構内外へ，実施中の1件（タイ人身取引案件）

の結果を機構内へ共有した。また，プロセスの分析手法の整理及び実施要領の作成に着手した。 

 国際ナレッジマネジメントへの情報発信：世界銀行を中心に国際援助機関で推進する国際ナレッジ

マネジメント（GDI：Global Delivery Initiative）に発足当初から参加，プロセスとの分析結果をケー

ススタディとして英文で提供し，世界銀行ウェブサイトで好事例として公開された。 

・ 事業関係者への知見の共有：開発コンサルタント等のニーズに対応し，プロセスの分析事例 / ケー

ススタディについて外部向けセミナーを開催。プロセスの分析の手法に基づいた事業プロセスから

得られた教訓は，今後の事業の形成から実施まで幅広い段階で活用度が高いと評価を得た。 

③ 多様な主体との連携：事後評価において，大学，NGO等幅広い関係者の参加を得て専門的かつ多様

な視点から，13件の分析を実施した。具体的には，パキスタン「技術教育改善プロジェクト」にお

いて，持続可能な開発目標（SDGs）達成へ向けた女性の教育とジェンダー平等の観点から本邦有識

者が考察を行った結果，専門的視点から事業の効果分析と提言を得ることができた。 

 

（3）評価結果の事業の効果発現に向けた評価結果のフィードバックの強化 

・ 教訓の活用促進：開発コンサルタント等のニーズに対応し，港湾セクターの事後評価結果から抽出

した課題共通の傾向や汎用性・実用性の高い教訓をまとめ，今後の案件形成や事業実施における留

意点を共有するため，機構内外向けのワークショップを開催した。また，農村開発（灌漑）分野の

事後評価結果を基にした教訓等活用のワークショップを開催し，事業評価の学びと教訓，横断分析

から得られた実践的な示唆を機構内外の関係者と議論した。 
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・ フィードバック説明会等の開催：事業評価から得られた教訓を事業に活用していくために，事後評

価結果や分析結果をフィードバックするための機構内向け説明会を3回開催した（延べ101人参加）。 

 

（4）事業評価の実施基盤強化 

・ 事後評価の体制整備：機構関係者の在外赴任前研修の機会等をとらえ，演習形式の研修等を取り入

れつつ戦略的に内部評価に係る事業担当者の能力向上に取り組んだ。 

 アカウンタビリティと質の向上に向けた取組：内部評価において，評価者となる各在外事務所によ

る評価結果の自己点検制度に加え，その評価結果を外部の第三者がメタ評価（評価の評価）する第

三者クオリティチェック制度を新たに導入することにより，評価の質の担保・向上の一層の促進に

向けた評価実施体制の改善に取り組んだ。 

・ 評価手法の整理：海外投融資事業，地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS），開発金融借

款，脆弱国における評価等の事後評価手法を整理し，事業評価年次報告書に掲載・公開した。海外

投融資事業に関しては，世銀と連携して評価手法に関する機構内向けのセミナーを開催し，事業担

当者の理解向上に取り組んだ。また，外部事後評価全般について，定量・定性分析手法を整理する

とともに，外部事後評価レファレンスを改訂した。レファレンスは英文版も作成しウェブで公開し

た。 

・ スキーム間の一体評価の試行：プログラム化推進の下，上位目標達成に向けたアプローチの改善及

び事業評価の効率的な実施を目的に，上位目標を共有する有償資金協力・有償附帯プロジェクトの

事前評価一体化に基づき，一体的な事後評価を実施した。加えて，今年度は無償資金協力・技術協

力プロジェクト間でも事後的な一体評価を試行したところ，今後はこれらについても事前評価一体

化を検討する。 

・ 国際会議，学会等での情報発信：世銀，ドイツ国際協力公社（GIZ）とそれぞれ国際会議を共催。

機構からは，過去の累積1,000件超の英文評価結果や教訓をGDIのデータベースに統一フォーマット

で提供し，知見の共有に貢献した。また，世銀・アジア開発銀行（ADB）と，スリランカにおける

水・衛生セクターの過去の支援について合同ケーススタディを実施し，共同報告書を作成した。分

析結果をスリランカでフィードバックするためにセミナーを開催し，受益国・ドナー双方の知見を

深めた。さらに，日本評価学会で機構の事業評価に関する取組を発表し，地方自治体や大学，NGO

をはじめとする国内他分野・他機関から認知を得た。 

 

（1）多様な協力ニーズに対応した開発協力人材の養成と確保 

・ 新たな開発課題への対応を含む能力強化研修の実施：援助ニーズに応じ「社会基盤マネジメント」

「民間セクター開発」の2コースを新設した。また，「質の高いインフラ投資」の推進が求められ

る中，開発協力人材の育成に向けて「社会基盤マネジメント」を実施し，さらに，関連するコース

                                                   

70 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

能力強化研修参加者数 565 人 349 人70
 

No.8-3 開発協力人材の育成促進・確保 
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としてODAのインフラ事業に携わるコンサルタント等を対象に「建設工事におけるコンサルタント

の安全管理能力向上」を国際建設技術協会と共催し，49名の参加を得た。加えて，民間セクターと

の連携が求められる中，「民間セクター開発」では，従来の開発途上国への政策提言や企業競争力

強化に係る協力に加えて，新しい流れである民間連携の観点を盛り込んだ内容により，多様な協力

ニーズに対応可能な人材の養成を行った。そのほか，「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」，「ジ

ェンダー主流化」等，新規・継続を含めて25コースを実施した。 

・ インターンの実績：合計117名のインターン生を受け入れ，そのうち87名を在外へ派遣した。一部

の大学で機構のインターンシップが大学の単位として認定。 

 

（2）開発協力人材の裾野拡大を目指したPARTNERの利用促進に向けた強化 

① PARTNERの利用促進に向けた強化 

・ サイトリニューアル及びコンテンツの拡充：PARTNERの情報発信力強化及び利用促進に向けたウ

ェブサイトのリニューアルのため，システムを新規構築した。また，国内の中小企業支援の強化に

向けて「中小企業海外展開支援事業特集」のコンテンツや，将来の開発人材となる学生向けに「学

生向けコンテンツ」を新設した。また，既存の「インターン・スタディツアー特集」では，NGOが

実施しているインターンやスタディツアーの情報の充実と検索機能の改善を行った。 

・ 新たな開発協力人材の登録：2017年度にPARTNERに新規に登録した人材は1,875人となり，目標値

（1,800 人）を上回った。 

② 国際協力人材の新規開拓： 

・ 学生への情報発信・キャリア支援：開発協力人材を目指す学生への情報発信及びキャリア構築支援

のため，大学等においてセミナー，講義を18回以上，延べ900名以上に行った。 

・ 関係機関との連携促進：若年層を中心とする開発協力人材の新規開拓及び養成に向け，海外コンサ

ルタンツ協会（ECFA）との共催で人材セミナーを11回開催し，約800名が参加した。また，世界銀

行東京事務所と連携したジョブセミナーや国際連合地域開発センター（UNCRD：United Nations 

Centre for Regional Development）と共催したグローバル人材セミナー等を開催し，国際協力の仕事

やキャリアパスに関する情報発信を行った。 

・ 大学との連携促進：北海道大学，三重大学，京都大学，明治大学等にて国際協力の仕事とキャリア

に関する講義を行い，学生に向けた情報発信強化及び裾野拡大に取り組んだ。 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

研究成果のダウンロード数（万件） 7.1 万件 5.2 万件71
 

国際機関・政策担当者等への効果的な発信事例/ 

機構事業へのフィードバック事例の件数 

17 件 

15 件 

15 件72
 

15 件73
 

 

（1）効果的な事業実施及び国際援助潮流の形成に資する研究と発信 

・ 日本の開発及びODAの歴史：2016年度に開始した研究プロジェクト「日本の開発協力の歴史」で外

                                                   
71 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
72 2015 年度実績 
73 2015 年度実績 

No.8-4 知的基盤の強化 
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部有識者を含む計24名の研究者の参加を得て，日本の開発協力政策等に関する研究を推進し，研究

成果を取りまとめた学術書籍が，2019年度後半から2020年度にかけて東大出版会より商業出版され

ることが決定した。 

・ 中国等新興国の開発協力：中国の対外援助推計等の研究成果につき，研究所長がコーネル大学や清

華大学でのセミナー及び北東アジア開発協力フォーラム等で発信するとともに，中国の対外援助に

関する正確な情報の共有を目的として国内外の政策担当者等にブリーフィングを実施した（計43 

回）。また，サセックス大学と共同で同大学の開発学研究所報（IDS Bulletin）の特集号を刊行する

ことが決定，新興国の開発協力に関する研究成果の発信を通じて新興国との協力関係の深化・発展

に資する政策提言につなげる予定。 

・ インフラ事業の研究分析と発信：デリーメトロが，女性の社会進出に与えた影響の暫定的分析結果

を世界銀行が実施したワークショップ（ieConnect for Impact Workshop）で発表。また，第50回ADB 

年次総会のサイドイベントとして，JICA/ADB 共催セミナー「アジアにおけるインフラギャップの

解消」を開催し，アジアでのインフラ需要推計研究の中間成果を発表し，社会インフラ整備の重要

性が認識された。 

・ SDGs 達成に向けた国際機関との連携・発信：機構と国連日本政府代表部，国連開発計画（UNDP），

コロンビア大学政策対話イニシアティブ（Initiative for Policy Dialogue：IPD）の共催で，米ニューヨ

ークの国連本部で，TICAD VIのフォローアップイベントを開催。SDGsの達成に向けて産業政策を

通じたアフリカの構造転換の課題と可能性について議論し，アフリカの開発に従事する外交団，国

連関係者に産業開発の重要性を発信した。また，戦略国際問題研究所（CSIS：Center for Strategic and 

International Studies）との共同研究「SDGs とデータ革命」をテーマにした第2年次研究成果発表セ

ミナーを米国ワシントンD.C.と東京で開催するとともに，グローバル目標達成のためのイノベーシ

ョンに関するブルッキングス研究所との共同研究を実施し，機構事業を題材とした研究の成果発信

を予定している。さらに，気候変動枠組条約第23回締約国会議（COP23）（5月，ドイツ）の日本

パビリオンのサイドイベントにて，「不確実性下の頑健な投資決定：ケニア国ムエア灌漑開発プロ

ジェクトの事例研究」を発表し，その後のパネルディスカッションでも具体的な機構事業の経験に

基づく気候変動適応策の評価アプローチについて共有を行った。 

・ 人間開発報告書2016：研究員が執筆した人間の安全保障に関する論説文が引用された「人間開発報

告書 2016—すべての人のための人間開発」刊行記念シンポジウムを国連開発計画（UNDP）と共催

で開催し，人間開発とSDGsの関連性への理解が深まった等の評価を得た。 

・ 防災：防災グローバル・プラットフォーム会合（5月，メキシコ）にて，研究所の提案を通じて実

現した日本政府主催サイドイベントで，「二国間援助機関による人道危機対応」研究の成果をベー

スとして「より良い復興（Build Back Better（BBB）と防災はどのように連携できるか」を発表し，

研究成果を実務へ還元する機会となった。 

 

（2）研究成果の事業へのフィードバック 

・ ポリシー・ブリーフ：研究成果の事業へのフィードバックを目的として，「障害と教育」等をテー

マとした5件のポリシー・ブリーフの作成を進めた。 

・ ランチタイムセミナー：職員を対象としたランチタイムセミナーを開催し，研究成果（新興国研究

等）について機構内関係者と幅広く知見の共有及び意見交換を行い，フィードバックを実施した（26

回開催）。 
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（3）海外の研究機関等との連携，ネットワークの強化（研究所人材の能力強化） 

・ GDNとの共同研究：開発途上国の研究能力の開発とネットワーキングを目的としたグローバル・デ

ィベロップメント・ネットワーク（GDN：Global Development Network）との間で共同研究「開発の

ための生産性向上～ KAIZEN 事例分析～」を開始した。キックオフ会合ではGDN側からブラジル，

ガーナ，フィリピン，ベトナムの執筆者の参加を得，カイゼンについてのセミナー，現場視察及び

ワークショップを4日間に渡り実施。GDN年次総会においては，“Facilitating Science, Technology and 

Innovation (STI) for the SDGs”をテーマにセッションを開催し，ルワンダでの情報通信技術（ICT）事

業支援における取組等の機構事業に基づく発信を行った。 

・ グローバル教育モニタリングレポート：日本の有識者（大学教授・研究者）を対象にユネスコが毎

年発刊している「グローバル教育モニタリングレポート」へのインプットを行うため，コンサルテ

ーション会議を開催。SDGsにおける教育関連目標，特にゴール4（すべての人にインクルーシブか

つ公正な質の高い教育を確保し，生涯学習の機会を促進する）の進展をモニタリングする役割を担

っているグローバル教育モニタリングレポートに対し，機構からバックグラウンドペーパー5本を

提供した。 

・ 海外シンクタンクとのネットワーク強化：G20メンバー国のシンクタンク会合（2月，5月，10月）

及びアジアシンクタンクサミット（11月）等に参加。国際開発研究に係る新たなシンクタンクの中

国国際発展知識センター（CIKD：Center for International Knowledge on Development）との会合や，

カナダのシンクタンクである国際ガバナンス・イノベーションセンター（CIGI：Centre for 

International Governance Innovation）での機構研究所長の講演等，研究成果を積極的に発信。 

・ ドイツ開発政策研究所（DIE：Deutsches Institut für Entwicklungspolitik）との連携：DIEの研究者

を招き，ドイツの新興国ネットワーク関与戦略である「マネージング・グローバル・ガバナン ス」

に関する公開セミナーを開催し，機構の南南協力の経験等も踏まえたキャパシティ・ビルディング

及び知識共創に係る知見を共有。 

・ SDGs白熱教室：ジェフリー・サックスコロンビア大学教授が「特定非営利活動法人ミレニアム・

プロミス・ジャパン」の招聘により来日した機会を捉え，「ジェフリー・サックス教授と語るSDGs

白熱教室～持続可能な社会の実現に向けて若者ができること～」を上智大学と共催し，教授との対

話を通じて日本で次世代を担う若者が国際課題に対し問題意識を高める機会を提供した。 

・ 研究人材の育成：機構内セミナー等を通じ機構職員を対象に研究人材の育成に向けた取組を強化し

（研究の杜，論文の書き方セミナー），リサーチ・プロポーザル事業の研究成果を基に，在外事務

所のナショナルスタッフがフィールドレポートを執筆した。 

 

（4）研究成果の公開，積極的な発信 

 プロジェクト・ヒストリー：過去の活動と成果を分析し，インタビューやエピソード等を取り入れ

た「プロジェクト・ヒストリー」シリーズの刊行について，2017年度は「クリーンダッカ・プロジ

ェクト・ゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録」，「タイの新しい地平を拓いた挑戦  

東部臨海開発計画とテクノクラート群像」，「屋根もない，家もない，でも，希望を胸に  フィリ

ピン巨大台風ヨランダからの復興」，「マダム，これが俺たちのメトロだ ! インドで地下鉄整備に

挑む女性土木技術者の奮闘記」を発刊，地球ひろばと連携して発刊記念セミナーを2回開催。また，

同シリーズの第1弾で刊行された「南米チリをサケ輸出大国に変えた日本人たち」の英文版（「Chile’s 
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Salmon Industry：Policy Challenges in Managing Public Goods」）の出版記念セミナーを，在チリ日本

大使館，チリ大学との共催でチリ首都サンティアゴとサケ養殖業が盛んなチリ南部のプエルモント

で開催。サケ養殖業に関わる日本とチリの産官学の関係者が一堂に会し，赤潮対策等のサケ養殖の

新たな課題に係る知見を共有した。 

・ 「平和と開発」領域の学術書籍発刊：「平和と開発」領域の研究成果（東アジアにおける人間の安

全保障，二国間援助機関による人道危機対応）を取りまとめた学術書籍3冊について2018年度の発

刊が決定。 

・ 日本型産業支援戦略：サブサハラアフリカの産業化について提言した英文報告書  “Training- 

Infrastructure-Finance（TIF）Strategy for Industrial Development in Sub-Saharan Africa”の発刊記念セミ

ナーを開催。本研究に関わった研究者と実務者に加え，ブルッキングス研究所より上席研究員を招

聘し議論を行った。 

・ 各種研究成果の発信：ワーキング・ペーパー発刊（20本），書籍発刊（8冊），報告書発刊（2冊），

開発協力文献レビュー（2本），セミナー等を26回開催。2018年4月頃出版予定の明石書店「開発政

治学を知る60 冊」で研究所主任研究員が開発に関する2章を執筆。また，外部の発表では，学会（61

回），外部セミナー講師（28件），非常勤講師（12件）等，積極的に機構の研究成果を発信し，さ

らに，国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）難民映画祭に於いて紛争とジェンダーに基づく暴力

に関する研究について紹介するなど研究成果の広報にも注力した。 

 

（5）研究所の国際評価 

・ シンクタンクランキング：ペンシルバニア大学の Global Go To Think Tank Index 2017の「国際開発

部門」で36位（日本の機関の中では2位）であった。また，「地域部門（中国，インド，日本，韓

国）」では 65位（日本の機関の中では12位）であった。 

 

 

関連指標 2017 年度 基準値 

研修・訓練回数 29 回 24 回74
 

 

（1）国際基準能力の維持・迅速派遣に向けた基盤強化 

・ 国際緊急援助隊・医療チームの強化：野外病院レベル（WHO- 緊急医療チーム（以下，EMT）タイ

プ2）の環境下への派遣を前提に，チームに求められる機能，部門及び人員配置を再整理し，登録

者508人を対象に研修を実施した。 

 チーム派遣オペレーション能力・実施体制基盤強化：迅速な派遣に向けて重要課題となる国際貨物

輸送の概要と手続きにおける留意点に係る講師を国際貨物コンサルティング会社から招へいし，職

員の理解を向上させた。また，アジア・大洋州地域のJICA在外事務所の緊急援助担当者を対象に，

国際緊急援助隊スキーム参加型セミナーを初めて開催。シミュレーション訓練を通じ，各国担当者

の緊急援助スキームの理解向上と各事務所での災害の事前対策・準備を推進した。さらに，チーム

派遣オペレーション標準手順書を更新し，担当・副担当制による事務局体制の強化を図った。加え

て，救助・医療チームの現地派遣時における在外事務所への負担軽減や，平時の情報収集及び準備

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

No.8-5 災害援助等協力 
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を通じた派遣オペレーションの効率化に向けて，在外事務所が国際緊急援助隊の受け入れ時に対応

すべき事項を網羅したマニュアルを全面改訂。メキシコへの救助チーム派遣時に活用され，チーム

の受入準備の迅速化に貢献した。 

 

（1）国際的な連携枠組への参画と日本の経験・知見の発信 

① 国際捜索救助諮問グループ（INSARAG：International Search and Rescue Advisory Group）の活動 

・ マレーシアで開催されたアジア大洋州地域会合に出席。同地域会合では副議長国として議論をリー

ドし，能力強化のための域内活動計画を取りまとめた。また，同国での地域演習には運営管理者を

計画段階から派遣し，演習の質を担保するとともに，救助チーム及び医療チーム要員を派遣した。

同演習において救助チームはINSARAGヘビーチームに求められる活動調整の総括役を任命され，

他国チームの効率的な捜索救助活動を指導した。 

・ 技術的貢献：他国の能力評価（IER）の受検に向けた評価員の派遣（3回）や，INSARAGに加盟す

る国際捜索救助チームのワーキンググループ会合への有識者の派遣（5回），及び捜索救助チーム

の活動調整セル運営研修に講師を派遣するなど，国際緊急援助隊が保有する高い技術及び専門性に

基づき積極的な協力を行った。また，INSARAGに対し，災害時の各国派遣チーム間の現地調整手

法及び同マニュアルの策定支援を行うなど，各国間協調の促進に向けた貢献を果たした。 

② 国際基準の策定への貢献 

・ 国連災害評価調整チーム（UNDAC）のワーキンググループに参画し中期計画の策定に技術的に貢

献した。 

③ WHO連携等を通じた感染症対応能力強化 

・ WHOのグローバル感染症警報対応ネットワーク（GOARN）の作業部会やパートナー会合等に参画

し，国際的ネットワーキングを強化。また，WHO緊急医療チーム（EMT）イニシアティブにおい

て，日本が西太平洋地域の2017年度副議長を務めるとともに，国際緊急援助隊の迅速派遣及び国内

災害医療の経験・知見を地域会合で発信し，さらに，EMT調整セル研修（欧州地域）で診療情報管

理分野の講師を派遣した。 

・ アメリカ疾病予防管理センター（USCDC）から5名の講師を招へいし，感染症対策チームの作業部

会員を中心とした登録者を対象に，指導者向け研修（TOT）を実施した。 

④ 国内外関係者とのネットワークの維持： 

・ 韓国の救助チーム・医療チーム及び中国の救助チームからの国際緊急援助隊の事業説明，関連施設

視察の要請に応え，訪日の機会を通じ国際緊急援助の知見・教訓を共有し，またASEAN 防災人道

支援調整センターでのアセアン地域防災担当官育成に係るシミュレーション訓練に指導員を派遣。

さらに，EMT地域演習での診療情報分野の演習管理員を派遣し，他国での各種研修・演習への協力

を行った。 

・ 豪州国際捜索救助チームのINSARAG外部再評価（IER）に国際緊急援助隊として初めてメンターを

派遣。国際緊急援助隊が有する災害救助犬や災害医療，ロジスティクス分野での高い専門性に基づ

く助言を行い，IER合格を支援。また，フィリピン救助チームの外部評価分類（IEC）受検にあたり

メンターを派遣。 

・ 豪州外務貿易省人道支援課への初の人事交流プログラムを通じ機構の国際緊急援助の知見の発信，

シームレスな防災支援と過去の教訓を共有しつつ，先方の緊急援助実施体制，早期復旧スキーム，

NGO連携に係る情報を聴取し，勉強会を通じ機構内にフィードバックを行った。 
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（2）迅速且つ効果的な緊急援助の取組 

・ 2017年度は4件の国際緊急援助隊派遣及び16件の緊急援助物資供与を実施。特筆すべき案件は以下

の通り。 

 メキシコ地震被害に対する緊急援助隊・救助チーム派遣：メキシコ政府は高度な能力を有するチー

ムに限定して派遣を要請し，アジア地域では日本のみがINSARAGヘビー級として要請を受領。派

遣11か国中最も高い評価を得たと現地で報道されるなど，日本の国際緊急援助隊・救助チームの迅

速派遣，高度な捜索救助活動，規律高い行動がメキシコ国民から高く評価された。 

 スリランカにおける廃棄物処分場の堆積物崩落被害及び豪雨被害に対する国際緊急援助隊・専門家

チームの派遣：スリランカへ国際緊急援助隊の専門家チームを2回派遣（4月廃棄物処分場堆積物崩

落被害及び5月土砂災害）。派遣前には部署横断で迅速な方針検討を行い，仙台防災枠組みを踏ま

えた提言と2次災害防止に向けた技術的な助言を行った。特に，廃棄物処分場堆積物崩落被害時の

専門家チームの提言は，スリランカ大統領，首相にも報告がなされ，現地マスコミによる報道がな

されるなど，スリランカ国内で高く評価された。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

【広報】引き続き時宜を得た発信に取り組み，幅広い層への継続的な働きかけを期待したい。（2016 

年度主務大臣評価報告書，No.13「広報」） 

【事業評価】機構の事業への評価結果のフィードバックや，他関係機関や研究機関への情報共有，外

部有識者との連携等による評価の質の向上に，引き続き取り組むことが期待される。（同上，No.19「事

業評価」） 

【開発協力人材の育成促進・確保】引き続き，PARTNERへの新規登録人材の獲得に向けた取組を行

うとともに，国民の意識の変化への対応や，開発途上国のニーズに合致する開発課題に対応した人材の

養成・確保に向けて，枠組・発想を変えた取組を期待したい。（同上，No.12「開発人材の育成（人材の

養成及び確保）」） 

【知的基盤の強化】研究成果の事業へのフィードバックを一層強化し，事業の質向上及び機構研究所

の評価の一層の向上に向けた取組に期待したい。（同上，No.7「研究」） 

【災害援助等協力】国際緊急援助隊の能力維持・向上への取組を着実に行うとともに，緊急医療支援の

国際連携枠組みへの一層積極的な参画・貢献が期待される。（同上，No.15「災害援助等協力」） 
 

＜対応＞ 

国内のSDGsの機運の高まりと連動した時宜を得た情報発信と共に，開発人材の裾野拡充に向けて

PARTNERの新規登録の獲得に向けた大学等との連携強化やニーズの高い開発課題に対する能力強化研

修を通じ開発人材を育成した。 

事業評価では事業の質の向上に向けて評価結果の事業へのフィードバック及び評価の質の向上に継続的

に取り組み，研究では，事業成果に基づく分析・研究成果を事業へフィードバックすると共に国際機関及

び海外研究機関等との共同研究や連携を通じて積極的に発信した。国際緊急援助では国際緊急援助隊の能

力維持に向けて着実に定期研修を実施すると共に，緊急医療支援では医療チームの能力強化研修を実施し，

国際的な枠組みへの知的貢献も積極的に行った。また，今後もこれらを継続していく。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

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

果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断されることから，中期計画における所期の目

標を上回る成果が得られていると認められる。 

具体的には，国内の支持基盤の拡大及び国内アクターの開発協力参画促進に向けた戦略的情報発信

と，特に若者層を中心とした開発協力人材の育成セミナーや能力強化研修を行った。さらに事業の質の

向上及び学術的な機構事業の成果の発信に向け，事業評価を着実に実施しつつ国際機関及び海外研究機

関等との共同研究に積極的に取組み，成果の発信を行った。災害援助では国際的な連携枠組みに対する

日本の経験・知見の発信等を通じ，国際水準の高い技術的貢献を行った。 

 

1. 広報 

○ 統一性，一貫性のある情報発信に向け重点ターゲットやアプローチを整理し戦略的広報を展開。国

内で約7,400件，海外で約31,600件の機構もしくはODAの報道につながった。 

○ 国内で特に関心の高いテーマは記者勉強会等を通じ積極的に情報を発信（シリア，スポーツ，母子

手帳，中小企業海外展開支援等）。 

◎ 現地メディアを通じた情報発信【②】：ASEAN50周年に10か国から新聞記者を招聘。機構の対ASEAN

支援，日本のインフラ技術等，計46 件現地報道。 

◎ 質の高いインフラ事業の推進【①】：日経新聞，共同通信等主要メディアで鉄道事業支援の報道（イ

ンド，ベトナム，インドネシア）。CNN 香港で機構のインフラ事業が計5回放送。 

 

2. 事業評価 

○ 10億円以上99件の外部評価，2億円以上10億円未満の案件91件の内部評価を実施，HP で公表。 

○ インパクト評価（ホンジュラス，タンザニア）推進と外部人材育成。プロセス分析（ケニア，タイ）

のケーススタディ作成と外部向けセミナーの開催。 

○ 内部評価の質の向上：外部第三者によるメタ評価制度を新規導入。 

◎ 国際ナレッジマネジメント（GDI）との知見共有【②】：プロセス分析のケーススタディを共有し，

好事例の評価を得た。 

 

3. 人材養成確保 

○ 能力強化研修の新設（社会基盤マネジメント，民間セクター開発）。 

○ 大学生向けセミナー等900名以上参加，一般社団法人 海外コンサルタンツ協会（ECFA）共催人材

セミナー800名参加。 

 

4. 研究 

○ 効果的な事業実施や援助潮流の形成に資する研究を実施（日本の開発及びODAの歴史，中国等新興

国の開発協力等）。SDGs達成に向けた国際機関，海外研究機関との共同研究・発信を積極的に実施

（UNDP，CSIS，GDN） 

○ 各種研究成果を発信（ワーキング・ペーパー20本，書籍・報告書発刊10冊，セミナー開催26回等） 

◎ プロジェクト・ヒストリーの充実化【③】：バングラデシュ廃棄物支援，フィリピン巨大台風ヨラ

ンダ，タイ東部臨海，インドデリーメトロを発刊。第一巻チリ・サケ養殖事業の発刊セミナーでは

産官学関係者による情報を発信。 

 

5. 災害援助 

○ 国際基準能力の維持・迅速派遣に向けた基盤強化として各種研修や国際枠組みへの参加を通じ，各

種国際基準策定時のインプットや研修講師派遣等，日本の知見や技術で貢献。 

◎ チーム派遣オペレーションの強化【③】：国際貨物輸送に係る研修の実施。チーム派遣オペレーシ
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ョンの標準手順書の更新と活用。メキシコ地震時の対応迅速化に貢献。 

◎ メキシコ地震被害における国際緊急援助隊・救助チームの派遣【③，④】：アジア地域から日本の

み要請受領。派遣11か国中最も高い評価を得たと現地報道された。 

◎ スリランカ支援（廃棄物処分場崩落事故，土砂災害）【④】：仙台防災枠組みを踏まえた提言と2

次災害防止に向けた技術的な助言を実施。提言はスリランカ大統領，首相にも報告がなされ，現地

マスコミによる報道等，同国内で高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き，戦略的な情報発信を通じて国民の理解と支持基盤を醸成しつつ，多様な開発課題に対応する

開発人材の養成・確保に取り組む。また，事業の効果向上に向けて事業評価や研究成果の事業への活用を

一層促進し，国内外の研究機関と連携した研究成果の情報発信等を通じて国際援助潮流の形成に向けた議

論に貢献する。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

事業実施基盤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．広報 

統一性，一貫性のある情報発信に向け重点ターゲットやアプローチを整理し戦略的広報を策定した

ほか，広報戦略で設定したターゲット分類に沿って，ウェブ，SNS，広報誌の掲載等様々なツールの

動員や，ASEAN50周年や UHC フォーラム 2017の開催に合わせた集中的な発信等，戦略的な広報に取り

組んだ結果，国内で約 7,400 件，海外で約 31,600 件の機構もしくは ODA の報道につながった。 

機構ウェブサイトのリニューアルを念頭にその方針（案）を策定した。また，プレスリリース発出

数は目標 50件に対して 85 件，フェイスブック投稿数は目標 350件に対して 1,045 件，ODA見える化

サイト掲載案件の更新数は目標 500件に対して 1,207件と，いずれも目標を大きく上回って達成した。 

現地メディアを通じた情報発信として，ASEAN50 周年に 10 か国から新聞記者を招聘し，「東南アジ

アの課題に貢献する日本の技術と経験」をテーマに，日本の技術・経験を取材する機会を提供した結

果，機構の対 ASEAN支援，日本の廃棄物処理や，環境と調和した都市計画等について，計 46 件の現

地報道につながったことが評価される。 

加えて，質の高いインフラ事業の推進として，インド，ベトナム，インドネシアの鉄道事業につい

て，日経新聞，共同通信等主要メディアで報道がなされたほか，CNN 香港で機構のインフラ事業に係

る 30分間の番組が計 5 回放送され，日本のインフラ支援の意義が全世界に効果的に発信されたこと

も評価される。 

 

２．事業評価 

10 億円以上 99 件の外部評価，2 億円以上 10 億円未満の案件 91 件の内部評価を実施し HP上で

公表したほか，横断分析や詳細分析等を取りまとめ「事業評価年次報告書 2017」として同じく HP 上

で公表した。 

事業評価の実施基盤強化の取組として，在外事務所が実施した内部評価結果の，自己点検制度に加

え，外部第三者によるメタ評価制度（評価の評価）を新規導入したことに加え，海外投融資，SATREPS，

開発政策借款，脆弱国における評価手法の整理や，外部事後評価レファレンスの改訂に取り組んだ。 

また，世銀，ドイツ国際協力公社との国際会議の共催や，世銀・アジア開発銀行との合同ケースス

タディ及びその結果をフィードバックするセミナーの開催，日本評価学会での事業評価に関する発表

等を通じて，機構の知見の発信に取り組んだ。 

加えて，タンザニアの民間連携事業を含む事業でインパクト評価を実施したほか，インパクト評価

に関する人材育成として，機構内外の関係者を対象として能力強化研修を実施した。また，事業効果

の発現プロセス分析として，ケニア，タイ等 2件のケーススタディを作成し，結果を機構内外で共有

した。 
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特に，世界銀行を中心に国際援助機関で推進する国際ナレッジマネジメント（GDI）との知見共有

に係る取組として，プロセス分析のケーススタディを英文で提供し，世界銀行ウェブサイトで好事例

として公開されたことが評価される。 

 

３．開発協力人材の育成促進・確保 

質の高いインフラ輸出等の新たな課題を踏まえた能力強化研修として，「社会基盤マネジメント」

や「民間セクター開発」を新設した。 

また，国際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）の情報発進力強化及び利用促進に向けたウェ

ブサイトのリニューアルのため，システムを新規構築したことに加え，「中小企業海外展開支援事業

特集」や「学生向けコンテンツ」を新設し，新規登録人数は 1,875 人となり，目標値（1,800 人）を

上回った。 

 

４．知的基盤の強化 

効果的な事業実施や援助潮流の形成に向けて，日本の開発及び ODAの歴史や，中国等新興国の開発

協力等の研究を実施したほか，SDGs 達成に向けて UNDP,CSIS，GDN等の国際機関，海外研究機関との

共同研究・発信を積極的に実施した。 

また，ワーキング・ペーパー20本，書籍・報告書発刊 10冊，セミナー開催 26回等，各種研究成果

の発信に取り組んだ。 

特筆すべき取組として，過去の JICA 事業の活動と成果を分析し，インタビューやエピソード等を

取り入れた「プロジェクト・ヒストリー」として，新たにバングラデシュ廃棄物支援，フィリピン巨

大台風ヨランダ，タイ東部臨海，インドデリーメトロに係る書籍を発刊した。また，第一巻チリ・サ

ケ養殖事業の英文版出版記念セミナーをチリで開催し，産官学関係者によるサケ養殖の知見共有に貢

献したことが評価される。 

 

５．災害援助等協力 

前中期目標期間実績平均（24 回）を上回る 29 回の研修・訓練を実施した。特に，チーム派遣オペ

レーション強化に取り組み，国際貨物輸送に係る研修の実施や，標準手順書の更新と事務局体制の強

化を図ったことにより，メキシコ地震時の対応迅速化等に貢献し，メキシコ国民からの高い評価に繋

がった。 

また，WHOのグローバル感染症警報対応ネットワーク（GOARN）の作業部会等を通じて，緊急援助に

係る国際的ネットワーキングを強化したほか，国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）の会合・演習

を始めとする様々な国際連携枠組において，機構の経験を活かして技術的な貢献を果たした。 

特筆すべき取組としては，スリランカにおけるごみ処分場堆積物崩落被害，豪雨被害への対応にお

いて，仙台防災枠組を踏まえた提言と 2次災害防止に向けた技術的な助言を実施したことが挙げられ

る。同提言はスリランカ大統領，首相にも報告がなされ，現地マスコミによる報道等，同国内で高い

評価を得た。 

 

以上の定性的な実績に加え，定量指標であるプレスリリース発出数が目標値（50 件）を上回る 85

件となったこと，フェイスブック投稿数が目標値（350 件）を大きく上回る 1,045 件となったこと，

ODA 見える化サイト掲載案件の更新数が目標値（500 件）を大きく上回る 1,207 件となったこと，国

際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）新規登録人数が目標値（1,800人）を達成する 1,875人と

なったこと，国際緊急援助隊・感染症チームへの登録者数が目標値（150 人）を上回る 185 人となっ

たことを踏まえ，中期計画における所期の目標を上回る成果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） 

戦略的な国内外への情報発信を通じて，国際的な開発協力に係る検討課題設定や枠組づくりの参画

及び，納税者である国民の理解の醸成，多様な開発課題に対応する開発人材の養成・確保がなされる

ことが期待される。加えて，事業の効果向上に向けて事業評価や研究成果の事業への一層の活用促進，

国際緊急援助隊の対応能力の向上が期待される。 
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 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・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，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.9 戦略的な事業運営のための組織基盤づくり 

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 

①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 

情報共有基盤システムに係る研修実績 12 件（注）
 

 12 件 27 件     

（注）前中期目標期間実績平均 

 

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.（1），中期計画：2.（1） 

年度計画 

5.（1）戦略的な事業運営のための組織基盤づくり 

ア 実施体制の整備 

・ 戦略的に事業を運営する基盤を強化するため，組織体制の見直しを行うとともに，運用状況をレビ

ューしつつ，今後の体制を検討する。また，効率的な業務運営のため，本部から国内拠点，海外拠点

への支援を強化する。 

・ 外部の知見を効果的に活用するための経営諮問会議を新たに設置し，年2回の開催を通じて，組織

経営を踏まえた視点から，機構の業務戦略に関する助言を得る。また，SDGs等の開発動向，国際援

助潮流及び開発途上地域の情勢等を踏まえた視点から事業方針や取組に関する助言を得るため，主と

して海外の有識者から構成される International Advisory Board を新たに設置する。 

・ 各部門の役割・責任範囲を明確化するため，規程類の継続的な見直しを行う。 

・ 海外拠点の共有化・近接化の可能性を引き続き検討する。 

 

イ 業務基盤の強化 

・ 業務の質の向上や業務軽量化のために新たに整備する機構内の情報共有基盤を着実に稼働させる。ま
た，同基盤の効果的な活用促進と円滑な移行のため，利用者向け研修を実施する。 

主な評価指標（定量的指標：なし） 

・ 内外の政策的要請等に対応した組織・業務実施態勢の強化状況 

・ 業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況 

・ 国内拠点の施設利用状況 

 

３－２．業務実績 

 




