SDGs（12 月）
，食（1 月）
，ASEAN 統合（2 月），鉄道（3 月）
，英語版：青年海外協力隊（4 月），基
礎教育（7 月）
，感染症（9 月）
，ジャパンブランド（1 月）
）に沿って，日本語版 12 号（月刊，3 万
5,000 部）
，英語版 4 号（季刊，1 万部）を発行し，全国の国立図書館等に配布した（2014 年度各 3
万 5,000～7 万部，1 万 1,000 部）
。
(2) SNS を活用した発信
 Facebook のファン数：広報室の Facebook のファン数は，年度当初比約 56％増の 2 万 2,598 人とな
った（2016 年 3 月 8 日時点，日本語・英語含む。2015 年 4 月時点 1 万 4,409 人）
。発信に当たって
は，印象に残る写真を活用するとともに，機構関係者が具体的にどのような考えを持ってどのよう
な仕事をしているのか，より「人」が見える広報となるよう努めた。
 Twitter のフォロワー数：約 5,200 人増え（年度当初比約 19％増）
，3 万 2,568 人となった。
（2016
年 3 月 8 日時点，日本語・英語含む。2015 年 4 月時点 2 万 7,342 人）
 You tube 再生回数：年度当初比約 81％増の 34 万 3,990 回となった（2016 年 3 月 8 日時点，日本語・
英語含む。2015 年 4 月時点 18 万 9,957 回）。民間連携や気候変動など一般の関心が高いテーマにつ
いて完成度の高い動画コンテンツを充実させ，広報室 Facebook などを活用して誘導を図ったこと
が再生回数増につながった。
(3) ウェブサイトを活用した広報
 機構ウェブサイトのページ閲覧数は日本語版 3,756 万件（2014 年度 3,770 万件）
，英語版 494 万件
（同 492 万件）となっており，ほぼ同水準となっている。
2. 国際協力プラットフォーム事業「なんとかしなきゃ！プロジェクト」を通じた発信
 潜在的関心層の関心喚起を目的とする同プロジェクトについては，フェーズ 2（2013 年 9 月～2015
年 9 月）を終了し，10 月からフェーズ 3 を開始した。フェーズ 2 までの活動を通じ，著名人メンバ
ーやメンバー団体等との連携やクロスメディアでの広報活動の成果が認められたため，フェーズ 3
では，特に，若者層を重点ターゲットとし，2020 年東京オリンピック開催に向けて，SDGs への関
心の触発や意識啓発を目標とした SNS やイベントを中心とする活動を展開している。
 主な実績：Facebook ファン数は約 3 万 2,000 名（2014 年度 2 万 7,887 人）
，Twitter フォロワー数
は 4,900 人（2014 年度約 4,500 人）
。スポーツ，フェアトレードなどを主な展開テーマとして，サ
ポーター数は約 9 万 6,000 人に増加した（2015 年度末時点 9 万 1,183 人）
。
 著名人を通じた発信：著名人メンバー10 名（JICA オフィシャルサポーター2 名含む）を 8 か国に派
遣した。例えば，若者層に対する訴求力の高い女優・モデルの広瀬アリス氏をフィリピンに派遣し，
気軽にできる国際協力としてフェアトレードの意義をテレビ番組放送やイベントを通じて広く発
信した（新聞 22 件，雑誌 3 件，ウェブ 342 件）。元スポーツ選手のメンバー3 名（JICA オフィシャ
ルサポーター北澤豪・高橋尚子両氏，永島昭浩氏）は，テレビ番組でスポーツキャスターを務めて
おり，開発途上国視察の模様が各担当番組にて放送された。また，同じくメンバーを務める島耕作
氏（原作者である漫画家の弘兼憲史氏），作家の真山仁氏が実施したアジア現地取材に協力した。
今後の作品発表による一般市民の開発途上国理解の促進が期待される。
 イベントを通じた発信：若者層をターゲットとしたイベントを重点的に実施した。イベント数（主
催，協力など）は 109 件，参加者数は約 21 万 3,000 人（2014 年度約 27 万 1,000 人）に上った。各
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イベントでは，国際協力の重要性や機構の活動（特に，協力隊 50 周年にちなんだボランティア事
業）をアピールした。
 国際協力フェスティバルへの参加：ブース出展や著名人（アンダーグラフ真戸原氏，オルケスタ・
デ・ラ・ルス NORA 氏など）によるステージ企画を通じ，開発途上国の現状や国際協力の意義など
を紹介した。各フェスティバルの来場者は，東京（グローバルフェスタ）約 10 万 1,000 名，名古
屋（ワールド・コラボ・フェスタ）約 7 万 8,000 名，大阪（ワン・ワールド・フェスティバル）約
2 万 4,000 名となった。
 若手社会人団体とのイベント実施：NPO（二枚目の名刺）と連携したセミナーを主催し，スマホア
プリを活用した寄付事業など IT を活用した社会貢献に係る意見交換の場とした（参加者約 100 名）。
また，ビジネス・ブレークスルー（BBT）大学と 1 日オープンカレッジを共催し，開発途上国にお
ける持続可能なビジネスについて学生や若手社会人が理解を深め，課題解決に向けた提案へとつな
がった（参加者約 50 名）
。
3. マスメディアと連携した企画
 ビジネス層への情報発信：ビジネス層への訴求力が高いテレビ番組「未来世紀ジパング」や「ガイ
アの夜明け」等への取材協力を継続した。また，ASEAN 統合に向けた機会を捉え，池上彰氏の協力
の下，クロスメディア手法により様々な媒体を連動させ，ASEAN における ODA の役割を発信した。
具体的には，現地取材結果に基づく公開シンポジウムの開催（11 月：参加者約 800 名）
，テレビ東
京「未来世紀ジパング」4 周年特別番組の放送（12 月），日経ビジネス誌（新年特別号，約 20 万部）
への記事掲載を行った。更に，ASEAN 各国の詳細な情報を加えて 1 月以降にオンライン記事（日経
BP オンライン）の連載を開始し，ビジネス層の関心にきめ細かく応える構成とした。なお，上記オ
ンライン記事連載は 2016 年 3 月末時点でページ閲覧数 8 万 3,107 件と高い反響を呼んでいる。
指標 13-3 マスメディア等との連携実績（ODA に関する専門広報の取組）
1．マスメディアへの発信
 報道実績：マスメディアにおける ODA 関連の報道実績は 15,171 件となり，2014 年度（13,957 件）
に比し 8.7％増で過去最多となった。また，
「JICA」ないし「国際協力機構」に言及した記事は 7,327
件（2014 年度 7,064 件）と過去最高レベルの水準となった。これらは内容も機構に対して肯定的な
報道がほとんどであった。
 理事長と主要マスメディアとの懇談：指標 13-1 参照。
 記者への情報提供：プレスリリースや取材機会に関する情報提供をメールで月 4 回程度配信し，記
者の関心に合わせた個別取材の素材を提供したほか，記者勉強会を 11 回開催（2014 年度 9 回）し，
最新の事業の動き等を記者向けに説明して関心を喚起した。キューバの「今」，ネパール地震・復
旧復興支援，障害分野への支援，気候変動，中東・欧州地域の情勢と機構の役割，中央アジア 5 か
国の概況と機構の取り組み，日本と世界の食に関する取組，フィリピン，TICAD VI，防災，国際保
健等のテーマを取り上げ，質の高い成長，地方活性化，パートナーとの連携（国内の中小企業を含
む民間企業，NGO，大学・研究機関，自治体等）
，人間の安全保障に係る機構の取組成果を発信した。
 在外事務所長による発信：仏語圏アフリカ事務所長 7 名がパリにて地域情勢や各国での機構の取組
を紹介するメディア勉強会を開催し（9 月）
，在パリの新聞・テレビ局メディア関係者 10 名が参加
した。実施後，参加メディア関係者から各所長への直接の照会や，アフリカ出張時の機構事業取材・
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記事掲載（コートジボワール）につながっている。また，年 1 回在外事務所長が集まる機会を捉え，
各所長から記者に対して現地状況や機構事業について発信した。特に，記者の関心の高い中東・欧
州地域については，8 か国の所長による記者向け説明会を実施し，20 名以上の記者の参加を得て活
発な質疑が行われた。
 ニュースリリース実績：2015 年度は 191 本のニュースリリースを発出した（2014 年度 205 本）
。
2．国内拠点でのメディアへの発信
 地方紙における機構関連報道：全国紙地方版を含む地方紙の ODA 関連報道実績は 9,236 件となり，
2014 年度（8,446 件）から約 9.4％増加し，過去最高となった。このうち「JICA」または「国際協
力機構」に言及した記事は，4,814 件で 2014 年度（4,730 件）と同水準となった。
 国内拠点における発信強化への取組・地方メディア派遣：記者の目線を知ること，および報道レビ
ューを通じた効果的なメディアアプローチの検討を目的としたメディアアプローチ研修を国内拠
点に対して実施した。また，地方の新聞社・テレビ局等計 14 社 19 名を 12 か国の開発途上国の事
業現場に派遣し，36 件の報道につながった。
3．海外拠点のメディアへの発信
 海外拠点における発信の取組：海外のマスメディアによる機構関連報道件数は 2 万 6,154 件で，前
年度（2 万 5,942 件）と同水準であった。2015 年度は，個別案件の節目等でのプレスリリースの強
化やプレスツアーの開催に取り組んだほか，現地メディアへのインタビュー企画の働きかけや寄稿
等を実施した。
 海外拠点における発信能力の強化：開発途上国での発信を強化するため，内部向けの手引（プレス
ツアーの手引き）を作成した。また，ブラジルでは，2016 年 3 月に，周辺 7 か国 15 名の現地職員
を対象とした 2 日間の広報研修を実施した。
 優良事例：南スーダン事務所は，広報アドバイザーに 2011 年に独立を果たした南スーダンの初代
ミス・南スーダンを起用した。地元メディアとの関係構築，プレスリリースを始めとする広報資料
作成，イベント企画などの広報業務に当たり，その知名度と人脈を生かして現地で機構事業の広報
や農業などの開発課題啓発に大きな成果を出している。
 海外メディアの日本招聘：
「災害復興と防災」をテーマに，9 月 27 日～10 月 10 日にかけて 9 か国
18 名のテレビ局記者等を日本に招いた結果，26 件の報道につながった。また，参加した記者が日
本で取材する様子が日本国内の新聞・テレビで報道された。
指標 13-4 「ODA 見える化サイト」の充実に向けた取組状況
1. 新規公開実績
新規案件及び事後評価実施案件 330 案件の掲載を完了し，2010 年度の公開開始からの累積掲載案件数
は，3,449 案件に達した。
2. 改善の取組
今後，新規に掲載する案件数が限られてくることから，掲載済み案件の情報の更新を強化し，1,150
案件の情報更新を実施した。また，より分かりやすいウェブサイトにするため，各項目の整理，改修を
行った。
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3. アクセス状況
上記取組の結果，
「ODA 見える化サイト」のページビューは昨年度並みの約 92 万 PV を達成した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
国際協力に関心の高い層への情報提供にとどまらず，必ずしも開発協力を身近に感じていない多く
の国民への情報伝達の方策につき，更なる改善を期待する。
＜対応＞
国際協力に参加する入り口となるよう，
「なんとかしなきゃ！プロジェクト」にて国際協力に対す
る親しみやすさや取り組みやすさを意識した人選・発信テーマ設定を行った。若者層への訴求力の高
い女優・モデルの広瀬アリス氏をフィリピンに派遣し，個人として気軽にできる国際協力としてフェ
アトレードの意義をテレビ番組放送やイベントを通じて広く発信した。
また，ウェブサイトについて地球ひろばのサイト全面リニューアル，国紹介ページと在外事務所ペ
ージの統合，モバイル版トップページ改修等を実施し，より訪問者にわかりやすくなるように各項目
の整理，改修を行った。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：新理事長就任や新しい開発目標である持続可能な開発目標（SDGs）の採択といった機会を捉え，
質の高い成長，地方活性化，パートナーとの連携（国内の中小企業を含む民間企業，NGO，大学・研
究機関，自治体等），人間の安全保障といったテーマについて，これまでの機構の取組の成果の発信
に重点的に取り組んだ。特に，戦後 70 年の機会を捉えた広報では，読売新聞の連載企画で 5 回にわ
たる ODA 関連の記事が掲載されたほか，トップ広報を通じ，平和構築や非軍事的協力の成果の発信を
行った。また，協力隊 50 周年の機会を捉えた広報においても，マスメディアへの発信や特に地方紙
への働きかけにより，新聞・テレビいずれも例年を上回る報道実績となった。
また，一般市民向けの広報では，若手社会人団体との連携，ビジネス層向けに池上彰氏の協力の下
での日経ビジネス誌や日経 BP オンラインでの ASEAN 協力のビジネス層向けの発信，
「何とかしなき
ゃ！プロジェクト」メンバーの著名人を通じたメンバーが出演する番組での開発途上国視察の紹介な
ど，より広い市民の開発途上国理解促進に向けた取組を行った。
マスメディアとの連携では，キューバ，ネパール震災，中東・欧州地域に関する記者勉強会や在外
事務所長による説明会の開催等を実施した結果，ODA 関連の報道実績は 15,171 件となり，2014 年度
（13,957 件）に比し 8.7％増と過去最多となった。
「JICA」または「国際協力機構」に言及した記事
も 7,323 件と過去最高レベルの水準となり，かつ内容も機構に対して肯定的な報道がほとんどであっ
た。また，ウェブサイトの閲覧数は 2014 年度とほぼ同水準となっている一方，Facebook ファン数（日・
英）は 2016 年 1 月 13 日現在で 17,525 人と，2015 年 4 月時点と比べて 20％を超える増加となった。
「ODA 見える化サイト」については，新規案件及び事後評価実施案件 330 案件の掲載を完了し，掲
載済み案件も約 1,000 件の情報更新を行った。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
20 代から 30 代の若者層への訴求力を高めるため，SNS の更なる改善を図り，若者層に直接的に働
きかける。
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３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
戦略性及び情報発信力の強化に向けた取組については，各種イベントを捉え，これまでの機構の活
動成果と合わせた広報を実施しており，特に協力隊 50 周年の機会に合わせた広報活動を実施し，2015
年の協力隊関係の報道実績が新聞 2,046 件（対前年比 132％）
，テレビ 54 件（対前年比 174％）と大
きく増加した。
国際協力に関する一般広報については，特に若手社会人団体やビジネス誌等を通じた発信を行うこ
とに加え，Facebook や twitter を積極的に活用した広報を展開し，Facebook のファン数は前年度比
156％，twitter ファン数は前年度比 119％を達成し，様々なメディアを通して，開発協力事業につい
ての発信を行った。また，
「何とかしなきゃ！プロジェクト」と呼ばれる SNS やイベントを中心とし
たプラットフォーム事業を活用した発信を展開し，開発協力に対する潜在的関心層の関心喚起に貢献
したと評価される。
ODA に関する専門広報の取組については，記者への情報提供をプレスリリースやメール発信，在外
事務所長による説明会等様々な手段で行い，マスメディアの ODA 関連報道が，15,171 件（前年度実績
13,957 件）
，機構名に言及した記事が 7,327 件（前年度実績 7,064 件）と過去実績と比べても高い成
果をあげたと評価される。また海外拠点のメディアへの発信も強化し，昨年度と同水準の 2 万 6,154
件の海外マスメディアによる機構関連の報道実績を達成した。
「ODA 見える化サイト」の充実に向けた取組については，公開対象案件を着実に実施し，適切に運
用・改善がなされていると評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
20 代から 30 代の若者層への訴求力を高めるため，若年層への継続的な働きかけを期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.14

技術協力，有償資金協力，無償資金協力

業務に関連する政策・施策

開発協力大綱，平成 27 年度開発協力重点方針

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

（個別法条文等）
関連する政策評価・行政事

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力平成 27 年度

業レビュー

行政事業レビューシート番号 0097 無償資金協力，0098 独立行政法人国
際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情報

達成

基準

2012

2013

2014

2015

2016

目標

値

年度

年度

年度

年度

年度

1,678

1,773

1,759

1,917

新規

2,289

技術協力の実績（億円）
インフラ輸出戦略に関連した研修員数

2,000

（人）
円借款の実績：新規承諾額（億円）
円借款の実績：ディスバース額（億円）
円借款の迅速化（％）
（注）
海外投融資の新規承諾実績（件）
無償資金協力の実績：贈与契約締結額

12,229

9,857

10,138

20,745

8,644

7,495

8,273

9,700

40.0

68.5

51.1

47.8

1

1

2

4

1,416

1,158

1,112

1,117

（億円）
（注）当該年度に借款契約に至った案件のうち，起算点から借款契約までの期間が 9 か月以内の案件の
割合。
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
（５）事業実施に向けた取組
（イ）技術協力，有償資金協力，無償資金協力
（ⅰ）技術協力
技術協力は，開発途上地域の人々が直面する開発課題に自ら対処していくための総合的な能力向上
を目指す，人を介した協力であり，機構は，条約その他の国際約束に基づき，人的資源の開発，技術
水準の向上及び公共的な開発計画の立案を支援することにより，開発途上地域の経済的社会的開発の
促進及び福祉の向上に寄与することを目的として，案件を戦略的，効果的かつ効率的に実施する。
（ⅱ）有償資金協力
有償資金協力は，開発途上地域に対して条約その他の国際約束に基づき，又は開発事業を実施する
我が国又は開発途上地域の法人等に対して金利・償還期間等について緩やかな条件の下で資金を提供
することによって，開発途上地域の自助努力による経済発展，経済的自立を支援するものであり，機
構は，借入国政府の能力向上の支援を含む取組による事業プロセスの迅速化や制度改善を図り，案件
を戦略的，効果的かつ効率的に実施する。我が国又は開発途上地域の法人等に対する有償資金協力（海
外投融資）については，既存の金融機関では対応できない，開発効果の高い事業を対象とし，適切な
監理を行いつつ，平成 25 年 6 月に閣議決定された日本再興戦略の考え方に従って対応していく。そ
の際，パイロットアプローチからの教訓をリスク審査・管理体制等に確実に反映させた上で，万全の
体制で実施していく。
（ⅲ）無償資金協力
無償資金協力は，開発途上地域の基礎生活分野向上，社会基盤整備，環境保全，人材育成等を中心
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とする経済社会開発に資するために行う返済義務を課さない資金協力であり，機構は，条約その他の
国際約束に基づき，案件を戦略的，効果的かつ効率的に実施するとともに，外務大臣が自ら行う無償
資金協力のうち，機構の関与が必要なものとして外務大臣が指定するものについては，その案件が戦
略的，効果的かつ効率的に実施されるよう，その促進に努める。
ODA の開発効果を確実に実現するため，案件規模の適正化を図りつつ，引き続きコスト縮減に努め
るとともに，予測できないリスクに対応する仕組みを強化する等の取組を通じて企業の参加促進を図
り，競争性を高める。
中期計画
（５）事業実施に向けた取組
（イ）技術協力，有償資金協力，無償資金協力
（ⅰ）技術協力
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 人的資源開発・計画立案・制度改善を中心に，各国，地域の課題解決のために適正かつ迅速な案件
の形成・実施に努める。
 我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ，開発効果の高い案件
の形成・実施に向けた制度改善に取り組む。
（ⅱ）有償資金協力
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 自助努力による経済発展，経済的自立等，開発途上地域の課題の解決に適切に対応するため，同地
域のニーズや民間との連携の観点も踏まえ，案件の適切かつ迅速な形成・実施に努める。
 我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ，更なる迅速化や，借
入国の為替リスクの軽減等，政府と共に開発効果の高い案件の形成・実施に向けた制度改善に取り
組む。
 海外投融資については，既存の金融機関では対応できない，開発効果の高い案件に対応するという
考え方に則り，民間セクターを通じた開発途上地域の開発促進のため，民間企業等の案件ニーズの
把握・発掘に取り組むとともに，優良案件の形成に努め，パイロットアプローチからの教訓をリス
ク審査・管理体制等に反映しながら，対応していく。
（ⅲ）無償資金協力
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 基礎生活分野，社会基盤整備，環境保全，人材育成等を中心とする経済社会開発を中心に各国，地
域の課題解決のために適正かつ迅速な案件の形成・実施に努める。
 我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ，開発効果の高い案件
の形成・実施に向けた制度改善に取り組む。
年度計画
（5）事業実施に向けた取組
（イ） 技術協力，有償資金協力，無償資金協力
（ⅰ）技術協力
① 人的資源開発，計画立案及び制度改善を中心に，各国・地域の課題解決のために適切かつ迅速な
案件の形成・実施に努める。
② 戦略的，効果的かつ効率的な事業実施に資する業務フローや手続きの見直し，関連マニュアルや
執務参考資料等の改訂を行う。本邦研修・招聘については，タイムリーかつ迅速な協力を促進し，
日本の「知」を発信する。また，国内機関が提供する日本の知見や経験に関する情報も活用し，
協力プログラム及び重要政策を実施するための戦略的な研修の形成を促進する。
（ⅱ）有償資金協力
① 円借款事業を通じて，自助努力による経済発展や経済的自立等，開発途上地域の課題の解決に適
切に対応するため，開発途上地域のニーズや民間との連携の観点も踏まえ，案件の適切かつ迅速
な形成・実施に努める。
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② 円借款の迅速化に向け，平成 27 年度に借款契約を締結する案件のうち，起算点から借款契約ま
でに要した期間が 9 カ月以下である案件の割合を増やすための取組等を推進する。
③ 政府の政策的な優先度及び開発途上地域のニーズ並びに実施上の課題を踏まえ，借入国の為替リ
スクの軽減等，政府と共に開発効果の高い案件の形成・実施に向けた制度改善に努める。
④ 海外投融資については，民間セクターを通じた開発途上地域の開発を促進すべく，適切かつ迅速
な案件形成，実施に努める。これまで整備された体制及び制度についても，必要に応じて改善，
強化に努める。
（ⅲ）無償資金協力
① 基礎生活分野，社会基盤整備，環境保全，人材育成等を中心とする経済社会開発を主な目的とし
て，各国，地域の課題解決のために適正かつ迅速な案件の形成・実施に努める。
② 政府の政策的な優先度及び開発途上地域のニーズ並びに実施上の課題を踏まえ，無償資金協力の
効果的な実施やプログラム化の推進に向けた案件形成，質の向上に向けた制度改善，及び実施監
理における業務フローや手続き等の改善に取り組む。
主な評価指標
指標 14-1 技術協力事業の実績
指標 14-2 技術協力の効果向上に向けた取組状況
（定量的指標）インフラ輸出戦略に関連した研修員数：2,000 人
（定性的指標）日本政府の政策及び開発途上地域の課題等に対応した制度・運用改善
指標 14-3 円借款事業の実績
指標 14-4 円借款の迅速化
指標 14-5 有償資金協力の効果向上に向けた取組状況
指標 14-6 海外投融資事業の実績及び実施態勢の強化に向けた取組状況
指標 14-7 無償資金協力事業の実績
指標 14-8 無償資金協力の効果向上に向けた取組状況
（定性的指標）無償資金協力事業の包括的改善として決定された制度・運用改善
３－２．業務実績
指標 14-1 技術協力事業の実績
 2015 年度も引き続き，官民一体によるダイナミックな成長が期待されるアフリカや「質の高い成長」
を目指すアジア地域を重点とし，1,917 憶円（暫定値）の技術協力事業を実施した（2014 年度 1,759
億円）
。

（注）四捨五入の関係上，各数値の合計と合計値が一致しない場合がある。
図 14-1 地域別・分野別技術協力事業の割合（暫定値）
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 分野別では，公共・公益事業，計画・行政，農林水産を中心に実施したほか，特に 5 年間に 1,000
名のアフリカの若者に対する日本での修士課程と企業インターンシップを提供する「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）等を中心に，開発途上国の基幹人
材育成にも積極的に取り組んだことを反映し，人的資源育成においては 2014 年度 9.7％から 2015
年度 11.2％と，その割合が大きく増加した（図 14-1）
。
指標 14-2 技術協力の効果向上に向けた取組状況
1．事業の戦略性強化に向けた取組
国際社会の状況及び開発途上国の開発政策や開発計画並びに日本の外交政策を踏まえ，開発途上国が
直面する開発課題を解決し，最大限の開発効果を発現するために，技術協力事業を通じて開発途上国の
人材育成，組織態勢強化，政策立案，制度構築を支援した。特に，
「2030 アジェンダ」，
「開発協力大綱」
，
「日本再興戦略」，
「インフラシステム輸出戦略」等の国内外の政策課題に応え，開発効果の高い協力を
行うべく，無償資金協力や円借款による事業展開にあわせ，技術協力による人材育成や本邦技術の活用
を有機的に組み合わせた多様な協力を行った。具体的には，ガーナにおける保健システム強化（指標 1-1
参照）
，パキスタンにおける電化促進（指標 2-1 参照）
，ベトナムにおける REDD+戦略の実施促進（指標
3-1 参照）等を実施した。
また，開発途上国のニーズや国内外の政策課題に応えつつ，多様な関係機関の知見や技術を一層活用
してより魅力的かつ効果的な技術協力を展開できるよう，以下に示す取組や制度改善を推進した。
 日本の研究機関の知見を活用した開発途上国の新たな政策課題への対応力強化：近年多様化が進む
開発途上国の政策課題に戦略的に対応するため，日本と開発途上国の政策決定に関わる関係者が新
たな知見の獲得や政策提言等を共同で行うプラットフォームとなる「JICA 政策提言研究」を 2014
年度末から試行的に開始している。2015 年度は，インドネシアにおける裾野産業や中小企業生産性
向上に関する共同研究の試行事例を踏まえ，研究機関の知見活用に資する効率的な制度構築を本格
実施に向けて進めるとともに，インドネシアに続く候補案件を形成した。
 政策対話の促進を通じた事業の戦略性強化に向けた取組：「インフラシステム輸出戦略」等国内外
で関心を集める政策や関連する開発課題に対し効果的な事業を展開していくうえで，相手国政府要
人との政策対話等を通じ，日本の技術や経験等に関する理解や合意を得ていくことがきわめて重要
となる。これまでの実例等を踏まえ，高度なレベルでの対話をこれまで以上に機動的かつ効率的に
行えるよう，既存制度を見直し，必要業務の簡素化や標準化を進めた。
 中小企業等の知見を活用した技術協力の強化：中小企業等の技術や知見をさらに効果的に活用する
観点から，中小企業海外展開支援事業の制度改善をさらに進めた。具体的には，開発途上国の開発
課題により適合した案件の提案を受けられるようにするため，
「民間企業の製品・技術の活用が期
待される開発途上国の課題」に関する情報を発信し，これらの課題に対応した案件 15 件が採択に
至った。
（指標 9-2 参照）
 DAC リスト卒業国等のニーズに応えたコストシェア技術協力の拡充：日本政府の DAC リスト卒業国
等との関係強化政策につながるコストシェア技術協力を拡充すべく，制度設計の詳細化を進めた。
結果，初の事例として，バーレーンに対する「カイゼン」専門家の派遣を行った。また，同じ中東
地域にあるオマーンの海洋環境保全マスタープラン作成支援，クウェートの電力・水省庁向けの専
門家派遣など，同協力形態を活用した案件形成を進めている。
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2. 業務工程の簡素化，業務手順の標準化に向けた取組
 業務改善推進委員会（2013 年）の下で進めてきた事業の業務工程の簡素化及び標準化に向けた取組
に沿って，その定着や効果を高める改善策に取り組んだ。具体的には，協力案件の成果発現に向け，
より柔軟かつ効果的に各投入や活動が行えるよう，専門家の活動費や機材等の扱い，在外での研修
の手順などを見直した。また，計画策定時の積算手法の改善や標準的な記載事例の策定等，各種取
組の運用状況のモニタリング過程で得られた教訓や改善要望に対応することで，業務効率の向上を
進めた。
 課題部に設置された「質の向上推進班」が中心となって，事業の質の確保に向けた助言等を行える
仕組みを整備するとともに，内部人材や専門家向けの研修を累次にわたり実施することで，事業実
施管理能力を向上した。
3. 研修事業の戦略的・効果的な実施に向けた取組
 研修基本戦略委員会の設置・運営：技術協力の基幹的役割であるとともに，開発途上国の未来を担
う人材に対し日本理解を促進する機会を提供し，日本の地域の国際化にも貢献しうる研修事業を実
施していくことを目的として，2015 年 3 月に機構内に設置された研修基本戦略委員会のワーキング
グループ会合（4 月，10 月，2016 年 1 月）を開催し，当面の検討課題や対応スケジュールを整理し
たアクションプランの進捗状況を確認した。また，2016 年 3 月に第 2 回本会合を実施し，分野横断
的な課題への対応や日本の政策課題へのより強力な対応，高度・最先端の講義・視察・実習等を含
む「新機軸・高品質プログラム」の実施状況（開発途上国側・日本側のネットワーク構築や，双方
のニーズを満たす「共創」事例である「先進国市場を対象にした輸出振興・マーケティング戦略」，
小規模農民組織の支援の手法である SHEP アプローチの戦略的な広域化を目指す「アフリカ地域市
場志向型農業振興」等）や，制度の見直し・改善について 1 年間の取組を確認した。
 「インフラシステム輸出戦略」への貢献：市場開拓，日本の製品・技術の魅力向上，日本企業の海
外展開促進，人的ネットワーク形成等につながる人材育成を目的に，インフラ輸出分野に関連する
研修員 2,289 人の受入を実施した。
 研修の運営効率化と高い割当率：投入資源の選択と集中を通じた研修事業の質のさらなる強化と効
率的な運営の実現を目的として，課題別研修のラインナップのスリム化を更に進めた結果，1 コー
ス当たり研修員数は 10.7 人となった（2012 年度：9.9 人，2013 年度 10.1 人，2014 年度 10.6 人）
。
また，参加要請が多く既存のコース数では要請を汲み取れないコースの複数回実施を積極的に検討
し，特に ODA での協力実績が研修事業のみである国に対して積極的な割当を推進した。これらの取
組を通じ，相手国政府が要請したコースに参加できる率（割当率）は 95.7%（2014 年度 95%）に向
上した。
 帰国研修員同窓会の活性化：帰国研修員による海外の親日家・知日家ネットワーク強化及び同窓会
活性化のため，各国同窓会の活動状況及びグッドプラクティスをまとめ，活動の参考とできるよう
に在外事務所・同窓会に向けて発信した。また，2014 年度に引き続き，同窓会活性化や戦略的な研
修の実施に向けたキーパーソンとなる在外事務所のナショナルスタッフの本邦 OJT を実施した（37
か国，37 名）
。同時に，国内機関の研修担当スタッフ向けの OJT も継続して実施し（52 名）
，研修
の各サブスキームについての理解の深化，課題部担当者との意見交換，研修基本戦略委員会での議
論を含めた研修全体の動向の共有等を通じて研修に携わる各スタッフの意識向上を図り，各国内機
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関の現場レベルでの業務改善に向けた取組を促進した。
指標 14-3 円借款事業の実績
 2015 年度も引き続き，国際情勢や開発途上地域の開発ニーズを踏まえつつ，日本政府の「インフラ
システム輸出戦略」及び「日本再興戦略」に迅速に対応し，また，5 月に発表された「質の高いイ
ンフラパートナーシップ」を通じた「質の高いインフラ投資」を推進すべく，主にアジア地域の成
長を促すインフラ整備支援を重点として円借款事業を実施した。分野別では，運輸，電気・ガス，
社会的サービスを中心にして，計 71 件，2 兆 745 億円（L/A ベース）を新規に承諾し，過去最高と
なった（図 14-2）
（2014 年度は 1 兆 138 億円）
。また，ディスバースに関しても 9,700 億円に達し，
過去最高となった（2014 年度は 8,273 億円）
。
 地域別では，
「質の高いインフラパートナーシップ」を踏まえたインフラ整備支援の拡充等により，
アジア地域への地域別シェアは 71.1%に増加した（2014 年度の同地域シェアは 57.7%）
。
 バングラデシュ向け円借款「外国直接投資促進事業」（12 月 L/A 調印）やミャンマー「ヤンゴン環
状鉄道改修事業」
（10 月 L/A 調印）等，数多くの案件で円借款供与と合わせて技術協力や無償資金
協力を実施し，戦略的かつ有機的な連携を図ることで，開発効果の向上や本邦技術・ノウハウの普
及・移転を促進した。

（注）四捨五入の関係上，各数値の合計と合計値が一致しない場合がある。
図 14-2 地域別・分野別円借款事業（L/A 承諾額）の割合（暫定値）
指標 14-4 円借款の迅速化
1. 円借款要請から借款契約調印までの標準処理期間（9 か月以内）の達成
 機構は，日本政府との間で円借款要請から借款契約（L/A）調印までの標準処理期間を 9 か月と設
定し，その達成状況を外務省がウェブサイト上で公表している。2015 年度も進捗状況表等を用いつ
つ，円借款承諾計画を日本政府に適時に共有し，また個々の案件の承諾促進に向けた日本政府との
適時・適切な情報共有等を通じ，迅速な承諾が実現するように取り組んだ。この結果，2015 年度承
諾案件の 9 か月目標の達成率は 47.8%（69 件中 33 件）となった（表 14-1。2007-2014 年度の平均
は 48.7%）
。
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表 14-1 標準処理期間の達成状況
2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
42.4%

33.3%

48.4%

54.1%

54.5%

40.0%

68.5%

51.1%

47.8%

（※）
※東日本大震災を受け供与を先送りせざるを得なかった一部の案件を含めると 46.8%。
2. 迅速化の具体的な事例
 フィリピン：日本の技術導入を前提にした「マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業」および「ダバオ
市バイパス建設事業（南・中央区間）
」は，協力準備調査段階から機構が支援し，8 月に L/A を調印
した（起算点から 3 か月以内）
。
 ヨルダン：シリア難民の流入等により財政負担が大幅に増大したヨルダンに対し，日本政府が掲げ
る「中東の安定と繁栄に向けた外交の強化」の方針の一環として，迅速に日本政府との協議や審査
を行い，5 月に L/A を調印した（起算点から 5 か月以内）
。
 アフリカ開発銀行：アフリカ域内でのインフラ整備等を通じた民間セクター主導の経済成長・貧困
削減を促進する「アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブの下での民間セクター
支援融資（VI）
」について，過去 5 回の支援実績及び膨大な資金ニーズを踏まえ迅速に日本政府と
の協議や審査を行い，9 月に L/A を調印した（起算点から 5 か月以内）
。
指標 14-5 有償資金協力の効果向上に向けた取組状況
1. 新手法の検討・導入及び制度改善
日本政府の政策を踏まえ，有償資金協力を開発途上国や本邦企業にとってより魅力的となるよう様々
な取組・改善を行った。主な取組内容，改善結果は以下のとおり。
 質の高いインフラパートナーシップに係る制度拡充：日本政府が発表した「質の高いインフラパー
トナーシップ」の中で掲げられている支援量の拡大に対応するため，外貨返済型円借款の中進国以
上への導入，ドル建て借款，ハイスペック借款，事業・運営権対応型円借款，サブ・ソブリン円借
款等に係る制度設計を開始し，導入に向け日本政府との協議を継続している。
（指標 8-2 参照）
 ADB との連携：質の高いインフラ案件への投融資のため ADB と連携について検討・協議を行った。
その結果，今後 5 年間で最大 15 億ドルを目標に PPP 等民間インフラ案件への投融資を実施するた
め，海外投融資スキームを活用した出資による ADB 内への信託基金の新設及びアジアにおける質の
高い公共インフラ整備を促進するための ADB との協調融資による今後 5 年間で両機関合計で 100 億
ドルを目標とした開発途上国政府向け融資の実施を合意し，覚書を締結した。
（指標 2-1，指標 8-2
参照）
 PPP によるインフラ整備への円借款の活用：PPP インフラ信用補完スタンド・バイ借款として，民
間事業者とオフテイカー間の長期契約に対する借入国政府による履行保証サポートや，オフテイカ
ーへの短期の流動性供給を行う制度について詳細設計を行った。また，開発途上国政府・国営企業
等が実施する PPP インフラ事業に対して，公共事業を担う特別目的会社に対する開発途上国側の出
資部分に対して円借款を供与する Equity Back Finance 円借款については，第 1 号案件としてバン
グラデシュ「外国直接投資促進事業」
（12 月 L/A 調印）での活用に至った（指標 8-2 参照）。また，
インドに対して，PPP による社会基盤インフラの整備促進を支援するために，ツーステップローン
形式の円借款を供与した（インド「官民連携インフラ・ファイナンス促進事業」
（2016 年 3 月 L/A
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調印）
。
 中進国及び中進国を超える所得水準の開発途上国支援の強化：日本政府より，中進国・卒業移行国
への円借款を積極的に供与する方針が示されており，案件の形成・承諾を行った（トルコ，ヨルダ
ン，タイ各 1 件，イラク 3 件）
。
 ノンプロジェクト型借款の活用：日本政府より，相手国の政策・制度の立案・実施に貢献するため，
ノンプロジェクト型借款の一層の活用が方針として出されており，案件の形成・承諾を実施した。
（ヨルダン，ケニア，アンゴラ，ウクライナ，パキスタン，モロッコ，ベトナム，イラクで各 1 件）
（指標 1-1，2-1 参照）
 変動金利適用案件の承諾：円借款の魅力を高めるため，所得階層が低所得国以上である借入国向け
の変動金利制度を導入している。2015 年度は，トルコ，ウズベキスタン，ウクライナ，パキスタン，
イラク等に対して変動金利適用案件を承諾した。
（指標 2-1 参照）
2．与信先の信用力審査と機構内の金融リテラシー向上に向けた取組
 与信先の信用力審査を事業部と審査部が適切に連携して実施した。難易度の高い海外投融資案件を
含め，出融資判断時に事業部提案及び審査部意見書を踏まえて与信に係る意思決定を行った。
 機構内の金融リテラシー向上のため，プロジェクトファイナンス研修（計 2 回，延べ約 70 名参加），
財務分析研修（計 2 回，延べ約 60 名参加）を実施した。また，機構内の経済知識向上のため，マ
クロ経済研修（計 2 回，延べ約 25 名参加），ファイナンシャルプログラミング・債務持続性分析
研修（延べ約 20 名参加），IMF セミナー（計 2 回，延べ約 90 名参加）を実施した。
指標 14-6 海外投融資事業の実績及び実施態勢の強化に向けた取組状況
 50 件以上の外部向けセミナー及び 100 件以上の外部との面談を通じ，民間企業の有するニーズの把
握，及び有望な海外投融資の発掘に努めた。
 国際金融公社（IFC），ADB 等の国際機関との意見交換を通じ，連携案件の発掘に努めた。また，IFC
とは，開発途上国における両機関の民間セクター向け融資業務における円滑な協働を行うため，基
本協力協定（Master Cooperation Agreement）を 4 月に締結した。
 新規案件の出融資調印に関しては 4 件 1,864 億円の実績となり，件数及び金額の双方の面で海外投
融資の単年度当たり最大規模の実績となった。主な事例は以下のとおり。
 カンボジア「救急救命医療整備事業」：海外投融資による初のプロジェクトファイナンス案件
として，日揮株式会社，株式会社産業革新機構，株式会社 Kitahara Medical Strategies
International が出資するカンボジア法人 Sunrise Healthcare Service Co., Ltd（SHS）との
間で，救急救命医療整備事業を対象とした貸付契約を締結した（6 月）。本事業は，SHS がカ
ンボジアの首都プノンペンで救命救急センターを併設した民間病院を設立・運営することによ
り，日本の技術・ノウハウを活用した医療サービスを提供し，同国の疾病状況の改善に寄与す
るものとなっている。
 Asia Climate Partners LP：日本政府が発表した「質の高いインフラパートナーシップ」の第
二の柱である ADB との連携を推進する出資案件として，ADB，オリックス株式会社及び Robeco
Groep N.V.の 3 社が出資する Asia Climate Partners General Partner Ltd.が運営するファン
ド Asia Climate Partners LP に対し，12 月に出資契約書を締結した。本ファンドは，アジア
諸国等において今後の市場拡大が期待され，再生可能エネルギー，クリーンテクノロジー，省
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エネルギー，水資源，農業，林業などの環境保全等の社会貢献に寄与する事業分野を対象とす
る企業に投資を行うことを通じて，気候変動対策に寄与することを目的としている。
（指標 3-1
「気候変動」参照）
 Leading Asia's Private Infrastructure Fund（LEAP）：アジア及び大洋州地域における民間
によるインフラ整備を支援するための信託基金（LEAP）の設立に関する契約書を ADB と締結し
た（2016 年 3 月）。LEAP は，電力（特に再生可能エネルギー，省エネ），水，都市インフラ，
運輸，情報通信，そして保健分野における質の高い民間セクターのインフラ案件を対象とし，
民間セクターが様々な形態（官民連携，コンセッション，法人等）を通じて実施するインフラ
事業に対して，出融資による支援を行うものである。（指標 8-2，指標 14-1 参照）
 海外投融資による支援が想定されるインフラ案件においては，事業収入はドル建て又は現地通貨建
ての場合が大半であるが，機構による融資通貨は円のみであったため，為替リスクは借入人である
民間企業等が負担していた。借入人の為替リスクを低減し，日本企業の海外でのインフラプロジェ
クト進出支援に向けた海外投融資の戦略的な活用のため，2014 年度の現地通貨建ての海外投融資の
導入に加えて，2015 年度に米ドル建て海外投融資が導入され，その円滑な実施を図るべく，米ドル
資金管理態勢を整えた。（指標 8-2 参照）
指標 14-7 無償資金協力事業の実績
 外務省の開発協力重点方針を推進するための無償資金協力事業を実施した結果，2015 年度の贈与契
約(G/A)締結件数は 154 件，締結額の実績は 1,117 億円（2014 年度 1,112 億円）となった（図 14-3）。
分野別では道路や港湾，上下水道の建設などの公共・公益事業（49.9%）を中心に，灌漑施設建設
などの農林水産分野（10.5％）学校建設などの人的資源分野（10.2％）等の分野が多かった。
 結果として，地域別ではアジア地域（50.4％）とアフリカ地域（32.7％）で全体の 8 割以上（83.1％）
を占める傾向となった。
 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の実現に向けた途上国における医療水準の向上と日本
の医療の国際展開の両方に資する案件としてモンゴル向け「日本モンゴル教育病院建設計画」(2
月 G/A 調印)の大型案件等が実施された。

（注）四捨五入の関係上，各数値の合計と合計値が一致しない場合がある。
図 14-3 地域別・分野別無償資金協力事業（G/A の年度供与限度額）の割合（暫定値）
14-9

指標 14-8 無償資金協力の効果向上に向けた取組状況
開発途上国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無償資金協力事業となる
よう，国内外の政策課題も踏まえ，次のような包括的な制度・運用の改善を行った。
 贈与契約の改善：施設・機材等調達方式の贈与契約（G/A）雛形について，機構と相手国政府の権
利・義務関係の明確化等を行った改訂版を作成し，11 月閣議請議以降の案件から適用を開始した。
 調達ガイドライン，標準入札図書，契約書雛形等の改善：調達ガイドライン，標準入札図書，契約
書雛形等の関連書類を改善し，入札期間の延長，入札プロセスの質問回数の複数化，設計変更等の
手続き合理化等を行い，11 月閣議請議以降の案件から適用を開始した。
 予備的経費の本格導入：治安悪化や自然災害等の不可抗力，施工条件と現場状況の相違，経済状況・
市場の変化等といった開発途上国における想定外のリスクに柔軟に対応するため，2015 年度から，
施設建設を行うすべての事業と機材を調達する事業の一部に，予備的経費を本格的に導入した。
 品質確保強化への取組：実施監理段階における関係者のコミュニケーションを強化し，工事品質の
確保を強化するとともに，実施上の阻害要因の解消を円滑に図るため，アフリカ地域の土木施設案
件及びその他地域の大型土木施設案件を対象に，先方実施機関・コンサルタント・施工業者及び機
構による工事品質管理会議を設置することとし，11 月閣議請議以降の案件から導入した。
 安全対策強化：安全対策強化キャンペーンの一環として，安全管理チェックリストをもとに，在外
拠点による現場パトロールを実施した。また，現場関係者，事務所員及び案件によっては相手国実
施機関関係者も対象にした安全管理セミナーを 32 件実施して安全意識を醸成した。（指標 20-1 参
照）
 事業説明会の開催：企業の応札を促進するため，協力準備調査の段階で，特にアフリカ地域の土木
事業等を対象に，事業受注に関心のある企業に対する事業説明会を導入した（2015 年度は 10 案件
を実施）。
 地方自治体の技術・ノウハウをいかした無償資金協力の案件形成：地方自治体からの事業提案に基
づき，地方自治体と共に無償資金協力案件の形成，協力準備調査，無償資金協力の本体事業を実施
できる制度の運用を開始した。
（指標 8-3 参照）
 PPP によるインフラ整備への無償資金協力の活用：PPP 事業の初期投資部分を無償資金協力により
支援する「事業運営権対応型無償資金協力」について，当該制度の周知等による案件形成の促進を
行った。
 現地リソースを活用した無償資金協力の試行導入：開発途上国等の現地企業でも施工可能な施設建
設への無償資金協力による支援ニーズに対応するため，現地施工企業の施工能力を勘案しつつ，こ
れら企業を担い手として活用できる制度枠組みを構築し，ラオスにおける学校建設に係る協力準備
調査から試行的に導入を開始した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
今後も 3 スキームの制度改善を適切に行い，我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ等を
踏まえ，外交的効果の高い案件の形成・実施とともに各スキームの戦略的かつ有機的な連携に取り組
むことを期待する。
＜対応＞
技術協力については，日本政府の政策や相手国政府ニーズに対応する形での「先進国市場を対象に
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した輸出振興・マーケティング戦略」
，
「アフリカ地域市場志向型農業振興」等新機軸・高品質プログ
ラムの実施等に取り組んだ。有償資金協力については，中進国・卒業移行国への円借款の積極的供与
や相手国の政策・制度の立案・実施に貢献するためのノンプロジェクト型借款の活用等，日本政府の
方針に対応した案件の形成・承諾に取り組んだ。無償資金協力については，工事品質の確保などを目
的に大型の土木施設案件を対象とした工事品質管理会議の設置や地方自治体の技術・ノウハウをいか
した案件形成，調査，本体事業を実施できる制度の運用開始などに取り組んだ。これらの制度改善等
の取組の結果，3 スキームによるプログラム・アプローチに基づき，戦略的かつ効果的に形成・実施
することに結び付いた。例えば，ウズベキスタンでは，2014 年度に締結した「電力セクター・プロジ
ェクト・ローン」に基づく迅速な新規円借款事業の調印に合わせ，同時期に包括的な人材育成を目的
とする技術協力を開始するなど，効果的なプログラム・アプローチの実施の実現に至り，また，これ
らの事例を経協インフラ戦略会議等で発信した結果，安倍総理中央アジア訪問時の共同声明で同国の
電力セクターへの継続協力が言及されるなどの成果に結び付いた。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：技術協力，有償資金協力，無償資金協力の各事業について，開発効果の向上及び国内外の政策
への機動的対応に向けて，優良な案件を形成，実施した。総合的な開発計画作成や基準・制度構築等
の上流からの支援，無償資金協力や円借款による事業の展開に即して人材育成や本邦技術を組み合わ
せた協力を行った（具体的なプログラム・アプローチの事例は項目 No.5，事業を通じた具体的な成果
は項目 No.1～4 を参照のこと）。これら協力を推進するに当たり，各事業で以下のような新たな取組，
制度改善を行った。
技術協力については，開発途上国の新たな政策課題に対応するため，開発途上国の政策決定に関わ
る関係者と「JICA 政策提言研究」を共同で実施し，インドネシアにおける試行事例を踏まえて，本格
実施に向けて研究機関の知見活用に資する効率的な制度構築を進めた。また，日本政府の政策に基づ
き DAC リスト卒業国や卒業移行国との協力を強化するため，コストシェア技術協力の制度設計の詳細
化を進めた結果，バーレーンに対して初の制度適用となる具体的な協力の実施につながった。研修事
業では，研修基本戦略委員会の議論に基づき，
「先進国市場を対象にした輸出振興・マーケティング
戦略」，
「アフリカ地域市場志向型農業振興」等新機軸・高品質プログラムの実施や，制度の改善など
に取り組んだ。事業実施面では特にインフラ輸出分野に関連する研修員 2,289 人の受け入れ等により
「インフラシステム輸出戦略」にも貢献した。
有償資金協力については，「インフラシステム輸出戦略」，「日本再興戦略」，「質の高いインフラパ
ートナーシップ」等の日本政府の政策に基づき，迅速化（9 か月目標の達成率 47.8％）や PPP インフ
ラ信用補完スタンド・バイ借款の詳細設計に取り組んだ。また，中進国・卒業移行国に円借款を積極
的に供与する方針や相手国の政策・制度の立案・実施に貢献するためのノンプロジェクト型借款の一
層の活用方針など，日本政府により示された方針に対応する案件の形成・承諾などに取り組んだ。円
借款については国際情勢を踏まえた各国の開発ニーズ，日本政府の政策への迅速に対応して事業を推
進した結果，過去最高の 2 兆 745 億円の新規承諾とディスバース額 9,700 億円の実績につながった。
具体的には，Equity Back Finance 円借款第一号案件としてバングラデシュ「外国直接投資促進事業」
の調印に至ったことに加え，同事業で経済特区開発を担う経済特区庁の能力向上を技術支援する等，
事業間の有機的な連携を図り，開発効果の向上や本邦技術・ノウハウの普及・移転を促進した。また，
5 月に発表された「質の高いインフラパートナーシップ」への機動的な対応として，海外投融資を活
用した出資による ADB 内への信託基金の新設やアジアにおける質の高い公共インフラ整備を促進する
ための ADB との協調融資（今後 5 年間で両機関合計 100 億ドルを目標）の実施に合意し，覚書を締結
した。海外投融資についても，ADB と連携した出資案件の締結や，本邦企業の海外インフラ進出に資
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する米ドル建て海外投融資の導入等により，新規案件の出融資調印の件数，金額は本格再開後単年度
当たり最大の 4 件 1,864 億円の実績となった。
無償資金協力については，国内外の政策課題を踏まえて，開発途上国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，地方自治体の技術・ノウハウをいかした案件形成，
調査，本体事業を実施できる制度の運用を開始した。また，機構と相手国政府の権利・義務関係の明
確化等を行った G/A の改善や調達ガイドライン，標準入札図書，契約書雛形等の改善による入札プロ
セス等手続きの合理化への取組などにより，包括的な制度・運用の改善を行った。
以上を踏まえ，機構の中核的事業スキームである技術協力，有償資金協力，無償資金協力の各事業
を，日本政府の政策や相手国のニーズ等を踏まえつつ，事業間の連携を図りながら戦略的に形成・実
施したことに加え，政府等関係機関の協力の下，機構の能動的な創意工夫により多様な制度改善や新
たな取組を行い，具体的な事業への制度導入と実施につなげたことから，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。
＜課題と対応＞
引き続き「質の高いインフラパートナーシップ」等に関する制度改善や効果的な事業の実施に取り
組む。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
技術協力事業の実績については，開発途上国の新たな政策課題に対応するため，開発途上国の政策
決定に関わる関係者と「JICA 政策提言研究」を共同で実施する取組や，卒業移行国との連携強化に向
けたコストシェア技協の制度設計を進め，具体的案件の実施を達成した。また，研修事業では，研修
基本戦略委員会のワーキンググループを 3 回開催し，開発途上地域の課題に対応したより高品質な研
修プログラムを取り入れる等の改善を行った。事業実施面では特にインフラ輸出分野に関連する研修
員 2,289 人（当初計画 2,000 人）の受け入れ等により「インフラシステム輸出戦略」にも貢献した。
有償資金協力事業の実績については，我が国政府が推進する「インフラシステム輸出戦略」，
「日本
再興戦略」
，
「質の高いインフラパートナーシップ」等に基づき，案件形成の迅速化（9 か月目標の達
成率 47.8％）等に取り組んだ。また，中進国・卒業移行国に円借款を積極的に供与する方針や相手国
の政策・制度の立案・実施に貢献するためのノンプロジェクト型借款の一層の活用方針など，日本政
府の方針に対応する案件の形成・承諾を促進した。国際情勢を踏まえた各国の開発ニーズ，日本政府
の政策に迅速に対応して円借款事業を推進した結果，過去最高の 2 兆 745 億円の新規承諾とディスバ
ース額 9,700 億円の実績をあげた。加えて，2015 年 5 月に発表された「質の高いインフラパートナー
シップ」に迅速に対応し，海外投融資を活用した ADB 内への信託基金の新設や，アジアにおける質の
高い公共インフラ整備を促進するための ADB との協調融資に向けた，覚書を締結した。海外投融資に
ついても，上述の ADB と連携した出資案件の締結や，制度改善を行い，新規案件の出融資調印の件数，
金額は海外投融資再開後単年度当たり最大の 4 件 1,864 億円の実績をあげた。
無償資金協力については，国内外の政策課題を踏まえ，地方自治体の技術・ノウハウを活用する制
度の運用を開始した。また，これまでの案件監理の実績を踏まえ，より効率的な事業実施に向けた，
入札プロセス等手続きの合理化等，包括的な制度・運用の改善を行った。
以上を踏まえ，機構の中核的事業スキームである技術協力，有償資金協力，無償資金協力の各事業
の戦略的な形成，実施に加え，機構の能動的な創意工夫により多様な制度改善や新たな取組を行い，
具体的な実施につなげたことから，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認
め，
「Ａ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
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引き続き，プログラム化を含めた技術協力，有償資金協力，無償資金協力の有機的な連携を意識し
た案件形成，実施を期待したい。また，各スキームの活用につき，以下の点に留意をした活動を期待
したい。
・質の高いインフラ輸出のための有償資金協力の更なる制度改善
・無償資金協力について，関係民間事業者との緊密な連携を通じた制度の運用
・帰国研修員等による海外の知日人材ネットワークの強化
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・円借款や海外投融資制度の改革（迅速化，ドル建て，外貨返済型等）は長年の懸案であり，評価し
たい。同時に，円借款案件の大規模化が進む中で，その運営や開発効果を広く波及させるうえできめ
細やかな制度構築・人材育成の取組が不可欠となるところ，スキーム間連携，プログラム化をより重
視してよいと考える。
・技術協力の新たな取組（知的支援）として，政策提言研究は興味深いが，政策研究にとどまらず，
実際の開発課題解決への貢献に結びつけることが望まれる。
・コストシェア技術協力（有償技術協力）は中進国や DAC リスト以外の国々との協力を実施するうえ
で，また JICA が自らの強みや日本の経験・知見を活かして外部財源を動員する方策としても重要。
・帰国研修員等による海外の知日人材ネットワーク化については，様々な JICA 事業の担い手として
活躍してもらう機会を創出するなど，今までの JICA の協力の「財産」を未来志向で活かす方策も考
えてほしい。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.15

災害援助等協力

業務に関連する政策・

開発協力大綱，平成 27 年度開発協力重点方針

施策

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

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 独立行政法人国際協力機構
運営交付金

２．主要な経年データ
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報
達成

基準

2012

2013

2014

2015

2016

目標

値

年度

年度

年度

年度

年度

緊急援助隊派遣件数（件）

0

8

5

5

17

16

23

10

25

新規

28

2

新規

2

緊急援助物資供与件数（件）
研修，訓練回数（回）
派遣シミュレーション（回）
② 主要なインプット情報
2012 年度
従事人員数（人）

6

2013 年度
7

2014 年度

2015 年度

7

2016 年度

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
機構は，開発途上地域等における大規模災害による被災者救済のため，国際社会等と連携して，国
際緊急援助隊派遣及び緊急援助物資供与の迅速，効率的かつ効果的な実施を図る。
中期計画
（第一段落は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 大規模災害発生時には，被災国のニーズを的確に把握し，国際社会等との協調により適切な規模・
内容の緊急援助を迅速かつ効果的に実施するよう取り組むとともに，実施後のモニタリングを引き
続き行う。
 国際緊急援助隊については，平時より国際標準を踏まえた研修・訓練を充実させ待機要員の能力の
維持・向上を図るとともに，同隊の活動に必要な資機材を整備する。また，緊急援助物資について
は，備蓄体制の最適化に努める。
 国連等，緊急人道援助に関係する内外の機関，組織との協力関係を平時より構築し，緊急時におけ
る円滑かつ効果的な援助の実施を図る。
年度計画
① 大規模災害発生時には，各種情報源から被災国のニーズを的確に把握し，活用可能な手段を組み
合わせた適切な規模・内容の緊急援助を，国際社会等との協調により迅速・柔軟かつ効果的に実
施する。また，引き続き実施後にレビューを行い，得られた教訓が次回派遣につながるよう改善
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を図る。災害支援を行った場合は，被災国及び日本国民に対する広報を行う。
② 医療チームについては，能力の維持・向上のための研修を着実に実施するとともに，手術機能付
派遣の具体的な整備を完了する。また，医療情報分析及び発信を効率化・迅速化するために，電
子カルテの導入に向けた準備を行う。さらに，災害時のパブリックヘルス分野での緊急援助隊の
活動方針案を作成する。加えて，感染症対策に向けた緊急援助体制整備に着手する。救助チーム
については，災害援助に関する国際的な認定レベルの再認定を受け，同プロセスを通じて得られ
た教訓をもとに派遣体制及び各研修・訓練の質の向上を図る。物資供与に関しては，これまでの
オペレーションにおいて把握した課題を整理・分析し，迅速性確保の観点から引き続き備蓄体制
の最適化を図る。
③ 平時には捜索・救助や災害医療に関する国際連携枠組に積極的に参画して貢献するとともに，関
係者とのネットワークを維持し，有事には災害現場で効果的な連携・調整を図る。また，緊急援
助隊事務局と課題部の連携により，災害多発国等に対する，当該国の災害対応力を高めるための
支援を行う。
主な評価指標
指標 15-1 迅速かつ効果的な緊急援助の実施状況
（定性的指標）チームが派遣された場合における，派遣現場での国際調整母体等への人員の派遣
指標 15-2 緊急援助隊待機要員の能力維持・向上状況及び備蓄態勢の最適化
（定量的指標）研修・訓練回数：25 回，派遣シミュレーション：2 回
指標 15-3 より円滑かつ効果的な援助の実施に向けた内外の機関との協力関係の構築状況
３－２．業務実績
指標 15-1 迅速かつ効果的な緊急援助の実施状況
1. 国際緊急援助の実績
 国際緊急援助隊の派遣：2015 年度は 2 件の災害に対し 5 件のチーム・部隊を派遣した。内訳は，ネ
パール地震被害への対応（救助チーム 1 件，医療チーム 2 件，自衛隊部隊 1 件）
，インドネシア森
林・泥炭火災及び煙害への対応（専門家チーム 1 件）であった。
 緊急援助物資供与：台湾地震災害，ネパール地震災害，インドネシア森林・泥炭火災及び煙害にお
ける物資供与に加え，世界全域を対象に，計 10 件の物資供与を行った（上述 3 案件以外の対象は
ミクロネシア（洪水）
，ガーナ（洪水）
，ミャンマー（洪水 2 回）
，ドミニカ（洪水）
，フィジー（ハ
リケーン），マーシャル（干ばつ））
。供与の迅速性について，ドミニカでは現地政府並びに国際機
関より高い評価を得るとともに，フィジーにおいては，
「最も早く現地政府に届けられた国際支援」
として同国政府の高い評価を得た。また，マーシャル向け物資供与については，2015 年度に設置し
た現地備蓄倉庫から物資を放出し，輸送時間のロスなく極めて迅速な供与を実現した。
2. 国連災害評価調整チーム（UNDAC：United Nations Disaster Assessment and Coordination）人員
派遣による国際社会への貢献，調査チームを活用した被災国ニーズの的確な把握
(1) 人員派遣実績：1 件（ネパール地震災害，4 月：詳細は以下 3.参照）
(2) 調査チーム派遣実績：1 件（台湾南部の地震災害，2016 年 2 月）
 外務省（1 名）
，警察庁（1 名）
，消防庁（1 名），海上保安庁（1 名）
，機構（1 名）からなる調査チ
ームを発災当日に派遣し，現地ニーズの収集を行った。同チームは海外からの支援要員としては最
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も早く現地入りしたことから，台湾国内で極めて高く評価されるとともに，同調査に基づき迅速な
物資供与（プラスチックシート，ポリタンク）が決定し，機構の調査団員が現地で引渡しを支援し
た。
3. ネパールにおける地震被害に対する国際緊急援助
4 月 25 日に発生し，死者 8,670 名，負傷者 10 万 3,686 名，損壊家屋 77 万 3,174 軒という甚大な被害
をもたらしたネパール地震災害に対し，救助チーム，医療チーム（一次隊，二次隊）計 3 チームを派遣
するとともに，自衛隊部隊も派遣した。救助チーム，医療チーム及び自衛隊部隊が同時に派遣されたの
は 2009 年のインドネシア・スマトラ島沖地震以来 6 年ぶりであった。さらに，物資供与（テント，毛
布）も合わせて実施し，持てるスキームを総動員して支援を行った。日本の支援はネパール政府より高
く評価され，救助チームには現地内務省から，医療チームには現地保健省から隊員全員に感謝状が授与
された。
 救助チーム：外務大臣の派遣命令から約 18 時間後に総勢 70 名（外務省，警察庁，消防庁，海上保
安庁，機構）の隊員がチャーター機にて成田空港を出発し，28 日に現地入りした。首都カトマンズ
市内及び周辺地域で約 10 日間，4 頭の救助犬も活用しつつ捜索・救助活動を行い，5 月 9 日に帰国
した。
 医療チーム：外務大臣の派遣命令から約 22 時間後の 28 日 17 時に一次隊 46 名（外務省，医師，看
護師，薬剤師，臨床工学士，放射線技師，検査技師，医療調整員，機構）が成田空港を出発し，29
日に現地入りした。
 「機能拡充チーム」の初派遣：従来の外来診療機能に加え，手術，透析，入院機能等の高度医
療を行うことが可能な「機能拡充チーム」が初めて派遣された。カトマンズにおける病院支援
のほか，被害が最も大きかったとされるシンドゥパルチョーク郡バラビセ村（カトマンズ市内
より車で約 3 時間）に診療拠点を設置し，診療，手術活動を行い，5 月 11 日に帰国した。
 二次医療拠点としてのリファラル機能による貢献：5 月 8 日に現地入りした二次隊 34 名は，バ
ラビセ村で診療，手術活動を行い，周辺で活動する医療チームの診療患者の移送受入など，二
次医療拠点としてのリファラル機能も果たした。5 月 14 日からはカトマンズ市内から車で約 1
時間のドゥリケル病院での診療支援（救命救急，整形病棟，看護ケア，薬剤処方支援等）を実
施し，5 月 20 日に帰国した。
 医療チームの支援実績：診療人数 987 名，手術件数 22 件。
 自衛隊部隊：統合運用調整所 4 名，医療救助隊約 110 名，空輸隊（待機を含む）約 160 名により，
輸送機による医療活動資機材の現地輸送や，約 2,900 名に対する診療を行った。また，近傍のトリ
ブバン大学において学生等にメンタルヘルスの講義などを行った。
 災害現場における国際調整母体等との連携：災害現場では，UNDAC，WHO 等が現地政府と共同し，災
害情報の管理や被災国及び海外の救援チームの活動調整を行う様々な調整機能が立ち上げられる。
それら調整母体が主催する会議へ出席して情報を取得することは国際社会及び被災国政府のニー
ズに調和した支援を行うために必須であり，また，主要なチーム派遣国にはそうした枠組みへの人
的貢献が要請される。
 UNDAC への人員派遣：国連人道問題調整事務所（UNOCHA：UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs）の派遣要請に応じ，要員 1 名をチーム派遣に先駆けて派遣した。同要員は，
カトマンズの空港にて各国から到着する支援チームの受入/登録業務に従事するとともに，現地情
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勢に係る情報を適宜機構本部に共有した。
 UNDAC による現地活動調整センターとの連携：団長/副団長及び業務調整員を中心となって隊員
が現地活動調整センター（OSOCC：On Site Operations Coordination Center）の会議に毎日
出席し，情報収集/共有を行った。また，ネパール政府の協力のもと，国連及び国際救援チー
ムの主導により組成された活動調整セルに救助，医療両分野で登録し，両調整セルにそれぞれ
1 名の業務調整員をリエゾン要員として提供することを通じ，国際社会の支援枠組みに積極的
に貢献した。
 復旧・復興段階への継ぎ目ない支援実現に向けた取組：当該地域を所掌する地域部の管理職を国際
緊急援助隊の一員として派遣し，迅速な支援の検討を図るとともに，適切かつ効果的な広報の観点
から，広報室経験者も動員して広報専任の調整員として活用した。緊急時支援を通して把握したニ
ーズを踏まえ，地球環境部防災グループ及び社会基盤・平和構築部平和構築・復興支援室とも協働
し，初期段階から先方政府高官に対する「より良い復興(BBB)」のコンセプトの説明や，具体化に
向けた既存案件の活用や新規案件の立上げによる迅速かつシームレスな支援の実現に至った。（指
標 3-1「防災」参照）
4. インドネシアにおける森林・泥炭火災及び煙害に対する国際緊急援助
8 月下旬に発生したインドネシアのスマトラ島，カリマンタン島での大規模な森林・泥炭火災及び煙
害に対し，同年 10 月に消火剤 2,000 リットルの供与を行うとともに，同消火剤の使用方法を指導すべ
く，民間企業より専門家を派遣した。専門家による本指導を通じ，水散布に比べた消火剤の消炎効果の
優位性が現地で認知され，物資供与とあわせて効果的な支援となった。
指標 15-2 緊急援助隊待機要員の能力維持・向上の状況及び備蓄態勢の最適化
1. 待機要員への計画的な研修・訓練の実施
 研修・訓練の実績：計 28 回
 救助隊員の技術向上を目的とした技術訓練（1 回，48 名），指揮本部能力向上のための指揮計画運
用研修(2 回，計 43 名)，資機材の適切な維持管理技術向上を目的とするメンテナンス会(5 回，計
90 名)，救助チームに帯同する医療関係者向けの研修（1 回，12 名）及び構造評価専門家向けの研
修(3 回，計 16 名)，登録要員が一堂に会し 48 時間連続の派遣シミュレーションを行う総合訓練(1
回，68 名)等を計画的に実施した。
 医療チーム登録希望者に対する導入研修（2 回，計 89 名）
，既登録者向の災害医療知識の向上を図
る中級研修（3 回，計 602 名）
，中堅メンバーの現場での指揮能力向上を図るリーダー研修（1 回，
49 名）
，手術機能等への順応度向上を目指す機材展開訓練（1 回，58 名）を実施した。
 感染症対策チーム登録者に対し，導入研修を実施した（1 回 56 名）
 現場のロジスティックスを中心にした業務調整員研修（7 回，94 名）を機構内の登録者に対して実
施した。
2. 援助隊活動に必要な資機材の整備
 ネパール派遣では，限られた航空路線に多くの国際支援チームが集中し，資機材の輸送可能量が制
限される問題が発生したことから，その教訓を踏まえ，輸送量が制約される状況での資機材の計画
的な輸送態勢を改善した。具体的には，救助チームの資機材 15 トンを活動初期からの優先度に基
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づき 2～3 トン毎の 7 区分に分類し，分割輸送が必要な際には迅速，効果的かつ確実に対応できる
ような態勢を整備した。
 関係省庁間での課題検討会の定期開催による諸対応策の検討，個人携行荷物の制限基準の制定，チ
ャーター便手配選択肢の増加策検討，航空会社及び貨物輸送企業との課題解決のための協議会開催
等の対策を取った。
3. 感染症対策チームの立上げ
 2014 年の西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行に対し，人的貢献の不足が大きな課題とされたこ
とを受け，緊急援助隊事務局は対応策を検討し，感染症対策に向けた緊急援助態勢整備に着手した。
結果，2015 年 10 月に国際緊急援助隊の新たなチーム形態である「感染症対策チーム」の迅速な創
設に至り，あわせて登録母体を発足させた。ウェブや関連学会・関係機関等への呼びかけ等を通じ
た登録募集を開始し，2016 年 3 月 14 日現在で 160 名の登録希望を得て，派遣事案発生時の対応に
目途を付けた。登録母体立上げに際しては，国立感染症研究所，国立国際医療研究センター等の専
門機関の協力を仰ぎ，それら機関の有識者を中心とした感染症対策チーム支援委員会，チーム派遣
時の具体的な活動検討や登録者への研修を計画/実施するための疫学，検査，公衆衛生，診療，ロ
ジスティックス各分野の作業部会を設置した。準備会合を含め，2015 年度末までに支援委員会を 4
回，作業部会（全体会合）を 2 回開催し，登録者への研修方法，派遣時の現地活動内容等の検討を
行うとともに，2016 年 2 月には登録者 56 名に対する第 1 回の導入研修を実施した。
 感染症対策チームの立上げにあたっては，2014 年 10 月に設置された自民党の「国際保健医療戦略
特命委員会」の意向を踏まえるとともに（必要に応じ会合にも出席），内閣官房「エボラ出血熱等
国際感染症対策に関する連絡チーム国際貢献サブチーム」における協議等にも参加し，政府政策へ
の調和を積極的に図った。国際緊急援助隊による感染症対応スキームは，2016 年 2 月に関係閣僚会
議にて策定された「国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本計画」にも盛り込まれた。
 感染症対策チームの活動と国際社会の対応を調和させていくことを見据え，国際会議出席の機会を
通じ，チームの立上げを WHO ジュネーブ本部，WHO 西太平洋地域事務所にも周知した。
4. 供与物資の備蓄態勢強化
 大洋州諸国での災害発生時の物資供与では，航空輸送能力の限界が主因となり迅速な輸送が困難で
あるため，過去の災害発生状況に鑑みパラオ及びマーシャル諸島に現地備蓄倉庫を設置し，平均的
な 1 回当たりの供与物資の備蓄を開始した。設置に際して両政府の災害対応当局と協議の上，備蓄
輸送時の免税措置や平時及び供与時の物資の取扱いについて合意文書を締結した。なお，マーシャ
ル諸島では 2016 年 3 月に干ばつ支援のための緊急援助物資として現地備蓄倉庫からの供与を決定
し，即時の先方政府への物資引渡を実現することで現地備蓄態勢の有用性が実証された。
5. 派遣シミュレーションの実施
 緊急援助隊の派遣に備え，架空の災害を想定して標準手順書に基づくシミュレーション形式の実習
を実施した。ネパール地震被害支援時に認識された課題を標準手順書に反映し，外務省等からの外
部参加者も得て，12 月と 3 月に 2 回シミュレーションを行った。
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6. その他緊急援助隊の活動能力向上にかかる取組
(1) 救助チーム
 救助チーム登録隊員の能力向上を目的に上記 1.の各種訓練を実施しているが，特に 2015 年度の総
合訓練はヘビー級取得チームとしての技術的要件を満たすよう難易度の高い要救助者設定を設け
るとともに，訓練計画内容を参加者に事前周知しないブラインド形式を採用し，より実派遣に即し
た実用的な訓練を実施した。ブラインド形式の訓練には状況にあわせた臨機応変な対応能力が訓練
参加者に求められるのみならず，同対応に応じた想定状況と訓練内容の即時かつ柔軟な準備修正が
必要になるため，訓練実施管理者にも極めて高い運営能力と周到な準備が求められる。同訓練は成
功裏に実施され，訓練参加者及び運営管理者の双方にとって実派遣にも相当する多くの貴重な経験
と能力向上を得る好機となった。その他，消防庁が全国で実施する国際消防救助隊訓練にも国際ガ
イドライン等に係る講師派遣（2 件）を始め，積極的に協力した。
(2) 医療チーム
 2014 年度に開発済みの電子カルテの現場展開に備え，医療チームの各種研修の場で使用方法に関す
る講義，実習訓練を行い，派遣時の電子カルテの展開に目途を付けた。医療チームの中級研修は従
来より定員を大幅に上回る参加希望者があり，これを吸収しきれない状況が課題となっていたが，
研修の総回数を減じつつ，1 回の研修を 2 日に分けて同じ研修を繰り返す仕組みを 2016 年度から導
入することを決定した。これにより，希望者全員が参加可能となり，医療チーム登録者全体の知見
の底上げが促進される見込みである。
指標 15-3 より円滑かつ効果的な援助の実施に向けた内外の機関との協力関係の構築状況
1. 国際捜索救助諮問グループ関連活動への参画，貢献
 国際捜索救助諮問グループ（INSARAG：International Search and Rescue Advisory Group）加盟
国の総会である年次会合，5 年ごとに実施されるグローバル会合，アジア・大洋州の関係者が集う
地域会合，各国の救助チーム代表者によるチームリーダーズ会合へそれぞれ出席した。また，
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に有識者を 5 回派遣し，災害初
期対応者向けトレーニング案作成等国際基盤作成に大きく貢献した。また，INSARAG ガイドライン
改訂版の日本語版を作成するなど，国際調整ネットワーク強化と日本のプレゼンス発揮，ならびに
国内関係者への最新動向の情報発信に貢献した。
 デンマークが受検した外部評価への評価員の派遣，国際演習（スイス，モンゴル，インドネシア）
への運営管理者派遣，捜索救助チームの活動調整セル運営研修への講師派遣等を通じ，INSARAG 内
における中心的存在の一員として日本のプレゼンス強化に貢献した。
2. UNDAC 関連活動への参画，貢献
 知識やスキルの向上を目的としてアジア太平洋地域の UNDAC メンバーを対象に行われる 2015 年度
UNDAC コンソリデーションコース（5 日間，計 33 名）を JICA 横浜において UNOCHA と共催するとと
もに，UNDAC 関連の国際トレーニングにも積極的な派遣（計 4 回）を行い，災害発生時の即応能力
維持強化に努めた。また，UNOCHA が主催したネパール地震対応レビューに 1 名を派遣し，国際連携
枠組みの課題の特定や今後の改善案に係る協議を行い，今後の指針作成に貢献した。
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3. WHO による EMT 枠組み構築等への貢献
 WHO による EMT（Emergency Medical Teams，従来海外救援チームのみを指す Foreign Medical Team
（FMT）と表現されてきたものが，国内チームの取込みを念頭に EMT に呼称が変更されたもの）枠
組みにかかる各種協議に参加し，機構による ASEAN 災害医療連携強化支援や，国内災害対応の枠組
みである災害派遣医療チーム（DMAT：Disaster Medical Assistance Team）の情報などを積極的に
発信した。機構のこれまでの関わりが評価を高め，一部主要国のみを対象とした会議に招請される
機会が増加した（EMT 認証制度で設けられるメンターシステムの構築に向けた非公式協議，主要貢
献国を対象としたコアグループ会合等）
。
 WHO による EMT の国際登録に向けた認証制度が正式に導入され（7 月）
，国際緊急援助隊医療チーム
も外来診療，手術，入院，感染症対応等が展開可能なチームとして関心表明を行った（2016 年 2
月）
。今後，WHO 指定のメンターを通じた審査により 2016 年度中に正式な認証が得られる予定であ
る。加えて，国際緊急援助隊の医療チーム登録メンバーが WHO よりメンターに指定されており，今
後緊急援助隊事務局もサポートのうえ，認定側としての貢献も果たす予定となっている。
 災害救援時の電子カルテ運用実績が豊富なイスラエルとの意見/情報交換を行い，災害時診療情報
集積フォーマットの統一化を図ることに合意した。さらに，国際社会での標準化のため共同で WHO
に働きかけを行うべく 2016 年 2 月にジュネーブにて 3 者協議を実施した。その結果，機構とイス
ラエル外務省国際開発協力局のホストの下，WHO の正式なワーキンググループ（WG）が立ち上がり，
2016 年 5 月に WHO，国際赤十字赤新月社連盟（IFRC：International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies）
，赤十字国際委員会（ICRC：International Committee of the Red Cross）
ほか主要国有識者を集めた第 1 回 WG が東京で実施される運びとなった。フォーマットの原案は日
本側主導で作成されており，日本のプレゼンス向上とともに，国際社会への多大な貢献が期待でき
る。
4. UNOCHA との連携強化
 2014 年に締結された機構と UNOCHA の業務協力協定に基づく行動計画に沿って，両機関での平時の
情報共有，ネパールでの災害発生から復興ステージに至るまでの各種調査及び事業計画の情報共有
と連携，在外事務所レベルでの両機関代表者による連携強化のための協議，機構の各種研修（防災）
への UNOCHA の協力等が着実に進展している。
 ネパール大地震対応に携った主要な日本の人道アクターの経験を共有し，教訓と共通課題を抽出す
るための勉強会を UNOCHA との共催により機構市ヶ谷ビルで開催した（7 月）
。UNOCHA，自衛隊，日
本赤十字，WFP，NGO 4 団体，外務省，機構（緊急援助隊事務局/地球環境部/社会基盤・平和構築部
/研究所）から 28 名が参加し活発に意見交換した。日本の様々な緊急人道支援アクターが一同に会
し，特定の災害対応に関する振り返りを行ったのは初の試みであり，参加した関係者からその有用
性，重要性が高く評価された。
5. その他多国間災害演習，ワークショップ等への参加
 スイス政府主催の多国間災害演習に外務省，消防庁，海上保安庁及び機構から成る 5 名のチームを
派遣し，災害派遣時の指揮本部としての判断力と国際連携能力が向上した。加えて，ブラインド方
式での訓練運営能力も強化された（5 月）。
 ASEAN 地域フォーラム（ARF：ASEAN Regional Forum）の枠組下でマレーシアにて実施された災害救
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援実動演習（DiREx）に，外務省員，医療チーム登録者（医師，看護師，薬剤師）及び緊急援助隊
事務局員が参加した（5 月）
。大規模な洪水災害を想定した机上演習，実動演習が行われ，機構は主
に実動演習に参加し，
あわせて参加した防衛省員及び自衛隊員とともに，現地 NGO の Mercy Malaysia
との連携にて災害医療テントでの演習活動を実施した。本演習により，具体的な救援活動における
自衛隊及び NGO との相互理解が進み，
今後の更なる連携に向けたイメージの形成に大いに役立った。
 上記 ARF DiREx を含む海外 4 件，国内 9 件の民軍連携強化のための演習訓練，研修，セミナー等に
積極的に参加し，防衛省や自衛隊を始めとする関係者との災害救援時の連携能力向上に努めた。
6. ASEAN 災害医療態勢構築への支援（指標 3-1「防災」参照）
2013 年に日本政府が表明した「日・ASEAN 防災協力強化パッケージ」を受け，基礎情報収集・確認調
査（2014 年 10 月-2015 年 8 月）等を通じ案件形成を目指してきた対 ASEAN 支援が，
「ASEAN 災害医療連
携強化プロジェクト」として具体化され，2016 年 6 月より実施の運びとなった。災害医療分野の知見を
いかすべく，緊急援助隊事務局も以下のように積極的に貢献している。
 国際緊急援助隊医療チーム登録者である医師，看護師が，案件形成段階に続き，技術協力プロジェ
クト実施段階でも支援委員会の委員を継続することとなった。案件形成の過程でこれら委員，国際
緊急援助隊事務局より地域連携ドリル，研修等プロジェクトのコンポーネントについて支援委員会
会議等の場で積極的に提言し，案件の具体化に貢献した。
 案件のカウンターパートとなるタイ国家救急医療機関等との現地協議に緊急援助隊事務局も参加
し，プロジェクトの協議議事録（R/D）の具体化に向けた調整をサポートした。
 プロジェクト開始前の事前協力の一環として，平時のチーム運営の知見を共有する目的でタイ側関
係者を医療チーム導入研修に招聘するとともに，2016 年 2 月に山形で開催された日本集団災害医療
会総会にも招聘し，一行は機構主催のセッションでネパールでの実例を題材にした日・ASEAN 連携
の課題の議論に参加した。
 WHO 主導による EMT イニシアティブとの調和や国際社会の認知度の向上のため，EMT 関連の複数の
国際会議の場で本案件に関するプレゼンテーションを積極的に行った。この結果，WHO からは地域
レベルへの能力向上支援の好事例として認知されるに至った。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
今後も国際社会等と連携し，国際緊急援助隊派遣及び緊急援助物資供与の迅速，効率的かつ効果的
な実施に期待する。
＜対応＞
UNOCHA，INSARAG，WHO，WFP 等の国際機関と緊密な連携を取りながら，迅速な国際緊急援助隊派遣
と物資供与を効率的に組み合わせ，被災国のニーズに適応した効果的な支援を実施した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｓ
根拠：2015 年度の特筆すべき成果は，西アフリカのエボラ出血熱で課題とされた感染症の集団発生
に対する人的貢献拡充に向けた「感染症対策チーム」の創設である。感染症対策に向けた緊急援助態
勢整備に着手した結果，外部有識者の協力を仰ぎつつ，新たなチーム形態となる「感染症対策チーム」
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の迅速な創設に至った。さらに，登録母体の発足を行った上で，チームの実効性を早期に確立すべく，
登録者に対する第一回目の導入研修を 2016 年 2 月に実施した。また，感染症対策チームの立上げに
あたっては，政治レベルの意向や要請にも的確に調和し，2016 年 2 月に関係閣僚会議で策定された「国
際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本計画」の重点プロジェクトとしても位置付けられる
こととなった。
また，2015 年度の緊急援助隊の派遣実績については，ネパール地震災害に対し，2009 年のインド
ネシア・スマトラ島沖地震以来 6 年ぶりとなる救助チーム，医療チーム，自衛隊部隊の 3 形態でのチ
ーム派遣のほか，物資供与も組み合わせた包括的な支援を展開した。救助チーム，医療チームの派遣
においては，UNDAC，WHO 等が現地政府と共同して立ち上げる調整母体に積極的に関与し，被災国政府
のニーズに則した支援に必要な情報を適時適切に収集した。また，国際社会の求めに応じ，UNDAC チ
ームへの人員派遣，救助，医療双方の調整セルへのリエゾン要員の派遣を行うことで，国際調整その
ものにも大きく貢献した。一方，被災者支援の側面では，医療チームが初の手術機能等を有する機能
拡充チームとして活動を展開し，診療患者数 987 名，手術件数 22 件の成果を挙げたほか，他国チー
ムからの患者受入などのリファラル機能も発揮し，国際社会において主導的役割を果たした。また，
その後の迅速な復興に向け，地域を所掌する管理職を隊員に含めることで迅速な新規事業の形成・実
施につなげる工夫も図った。さらに，派遣後には支援を通じて直面した資機材輸送の課題への対処と
して輸送態勢の改善にも着手し，派遣を通じて得た教訓をいかして事業実施態勢の改善も図ってい
る。
ネパール地震被害のほか，2015 年度には台湾南部の地震災害に対して発災当日に調査チームを派遣
し，その迅速かつ丁寧な対応に対し，台湾側より極めて高い評価を得た。さらに，インドネシア森林・
泥炭火災及び煙害に際しては物資供与と民間企業の専門家派遣を組み合わせることで援助効果を高
めた。
物資供与については，迅速性を高めるため，商用機の輸送能力上物資輸送の難易度が高い太平洋島
嶼国（パラオ及びマーシャル）に現地備蓄倉庫を設置した。物資供与の件数実績は 2014 年度に比べ
て半数程度に留まったものの，島嶼国を中心に極めて迅速な供与を実施した。特に，マーシャルの干
ばつ被害での供与においては，現地備蓄倉庫が設置されていたことで迅速な対応につながり，その有
効性が立証された。
平時業務においては，過去の実派遣の教訓も踏まえた派遣待機要員向けの各種研修，訓練を計 28
回実施し，電子カルテの操作実習など新たな機能研修を取り込みつつ国際緊急援助隊の能力維持・向
上を図るとともに，的確かつ迅速な派遣に向け，外務省人員の参加も得て，仮想の災害を想定した緊
急援助隊事務局内シミュレーションを 2 回実施した。
他機関との協力関係においては，災害派遣時の国際協調の円滑化に向け，引き続き UNOCHA，WHO 等
の主要国際機関の主催する主要な国際会議，訓練等に積極的に参加して着実に日本のプレゼンスを向
上させるとともに，国際協調の現場感を培うべく，ARF など地域枠組みで実施される共同演習等にも
進んで参加した。UNOCHA については，2014 年度に締結した覚書に基づき，NGO や関連国際機関を巻き
込んだネパール地震被害支援の振り返りを共催し，参加者からその重要性，有用性が高く評価された。
これらに加えて，災害時の電子カルテの運用に多くの実績を持つイスラエルとの間で災害診療情報
フォーマットの共通化に合意するとともに，同フォーマットの国際標準化を図るべく機構がイニシア
ティブを取り WHO に対する共同の働きかけを実施した。この結果，国際社会の災害医療支援の高付加
価値化に向け，両国主導による WHO の正式なワーキンググループの設置が決定されるという国際的な
インパクトの発現に至った。
以上を踏まえ，評価指標の目標水準を着実に達成した上で，日本政府の政策にも応える「感染症対
策チーム」の迅速な創設や，ネパール震災に際し，初の手術機能付き医療チームの派遣を含む迅速か
つ効果的な緊急援助を実施し，さらには国際協調枠組や現場レベル双方での国際社会との積極的な協
力関係構築等の成果を上げており，
「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 27 年 5 月 25 日改訂）
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及び「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」
（平成 27 年 3 月外務省）に掲げられ
た S 評定の根拠となる質的な成果（法人の自主的な取組による創意工夫，目標策定時に想定した以上
の政策実現に対する寄与，重要かつ難易度の高い目標の達成）を満たしていることから，中期計画に
おける所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認められる。
＜課題と対応＞
引き続き，被災国のニーズを的確に把握し活用可能な手段を組み合わせた適切な緊急援助を国際社
会との連携・調整に基づき実施するとともに，派遣後のレビューを通じて継続的な改善に取り組む。
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，新規に設置した感染症対策チームの実
派遣に向けた各種の準備を行う。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｓ
＜評定に至った理由＞
迅速かつ効果的な緊急援助の実施については，2015 年 4 月に発生したネパール地震災害に対し，初
の手術機能付き医療チームを含む，救助チーム，医療チーム，自衛隊部隊の 3 形態でのチーム派遣の
ほか，物資供与も組み合わせた包括的な支援を展開した。救助チーム，医療チームの派遣においては，
UNDAC，WHO 等が現地政府と共同して立ち上げた調整メカニズムに積極的に関与し，被災国政府のニー
ズに則した支援に必要な情報を適時適切に収集した点は，高く評価される。また，被災者支援の側面
では，医療チームが初の手術機能等を有する機能拡充チームとして活動を展開し，診療患者数 987 名，
手術件数 22 件の成果を挙げたほか，他国チームからの患者受入などのリファラル機能も発揮し，国
際社会において主導的役割を果たしたと評価される。
また，2015 年 10 月のインドネシアにおける森林・泥炭火災及び煙害に際しては物資供与と民間企
業の専門家派遣を組み合わせることで援助効果を高めた点，2016 年 2 月の台湾南部の地震災害に対応
し，調査チームを被災当日に派遣した点は評価される。
国際緊急援助隊待機要員の能力維持・向上状況及び備蓄態勢の最適化については，待機要員への研
修・訓練を当初計画通りに実施したことに加え，感染症対策に向けた緊急援助態勢整備に着手した。
自民党「国際保健医療戦略特命委員会」や内閣官房「エボラ出血熱等国際感染症対策に関する連絡チ
ーム国際貢献サブチーム」と調整の上，
「感染症対策チーム」の迅速な立ち上げに至り，さらに関係
機関等に所属する専門家等からの応募を受け，160 名以上が登録する人材プール整備態勢を行い，登
録者への研修の実施を行った。同チームは，2016 年 2 月に「国際的に脅威となる感染症対策の強化に
関する基本計画」にも重点的に強化すべき事項として記載されており，国際的に脅威となる感染症へ
の今後の政府一体となった対策の強化に向けた基盤整備に貢献したことは高く評価される。
物資供与態勢についても， 現地備蓄倉庫の追加設置により，2016 年 3 月に実施したマーシャル諸
島での干ばつ支援のための緊急援助物資供与で即時の物資引渡しを実現する等，迅速性を高める改善
を行っていると評価される。
より円滑かつ効果的な援助の実施に向けた内外の機関との協力関係の構築については，INSARAG，
UNDAC，UNOCHA，WHO 等の機関との連携強化に向けた活動や，多国間災害演習を実施した。特に WHO
による緊急医療チーム（Emergency Medical Teams：EMT）枠組構築については，EMT 認証制度が 2015
年 7 月に導入された後，医療チームの認証登録を行うことに加え，同認証のサポートを行う役割を担
っており，専門機関からも評価を得ている。加えて，災害時の電子カルテの運用に多くの実績を持つ
イスラエルとの間で災害診療情報フォーマットの共通化に合意するとともに，同フォーマットの国際
標準化を図るべく機構がイニシアティブを取り WHO に対する共同の働きかけを実施した。この結果，
国際社会の災害医療支援の高付加価値化に向け， WHO の正式なワーキンググループの設置が決定され
るという国際的なインパクトの発現に貢献をしたと評価される。
以上を踏まえ，計画された取組の着実な実施に加え, 国際社会の課題や政府方針に機動的に対応し
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「感染症対策チーム」を迅速に立ち上げたこと，大規模な災害に対し,国際社会や現場レベルで主導
的な緊急援助を展開したこと等,目標策定時に想定した以上の迅速な政策実現に対する多大な寄与が
認められ，中期計画における所期の目的を上回る顕著な成果が得られていると認め，「Ｓ」評価とす
る。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
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，新規に設置した感染症対策チームの
実派遣に向けた各種準備を期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・ネパール地震の際の日本の国際緊急援助隊の活動が国際的な緊急人道援助のスタンダードの観点か
ら対応力が向上したことを評価する。
・ネパール地震災害における包括的な支援，手術機能付き医療チームの派遣等を高く評価したい。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.16

海外移住

業務に関連する政策・

開発協力大綱，平成 27 年度開発協力重点方針，海外移住審議会最終意見書

施策
当該事業実施に係る根

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 独立行政法人国際協力機構
運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情報
達成

基準

2012 年

2013

2014

2015

2016

目標

値

度

年度

年度

年度

年度

海外移住者支援事業の実績

30

30

28

22

（助成金交付対象団体，件数）

44

42

42

35

61

62

60

62

52

(49)

(49)

(42)

(43)

日系個別研修の事業規模縮減 2011 年度比
率（人数・
（コース）
・経費千

10%削減

円)

（43）

181,375 162,479 161,984 141,024

142,629

290,145 417,245 340,488

209,413

移住投融資債権の回収状況
（期中減）
（千円）
入植地割賦金債権の回収状況

7,815

6,826

8,070

297

36,491

37,553

40,274

43,272

4,994

6,803

6,593

7,020

113,182/ 131,598 154,255 163,928 192,239

191,923

（期中減）
（千円）
◎海外移住資料館の来訪者数

30,000/ 30,231
34,000
（注）

◎学校生徒等の来館見学を含
む教育プログラム参加人数
◎海外移住資料館のウェブサ
イトアクセス数（訪問数）

5,000/

4,478

5,400（注）
150,000
（注）

◎2015 年度計画で当初より設定している評価指標
（注）2015 年度より目標値を引き上げ。
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
機構は，本事業を実施するに当たっては，移住者の属する地域の開発に資するよう留意し，移住者
の定着・安定化を見つつ，政府が行う個別の事業目的とその達成状況の検証及び必要性の判断を踏ま
え，海外移住者の団体に対する支援事業については，引き続き高齢者福祉支援及び人材育成分野への
重点化を行う。また，外交政策上の重要性を踏まえ，海外移住・日系人社会に関する国民への啓発・
広報，学術的研究等，海外移住に関する知識を普及する。融資事業においては，各移住融資債務者の
状況等を踏まえ，必要に応じ償還計画の見直し等を行い，債権の回収・整理を適切に進めるとともに，
早期に債権管理業務を終了する方策を立てる。
16-1

なお，日系個別研修については，事業規模の縮減を行い，機構で実施する日系人としてのアイデン
ティティ向上を目的とした研修については，国際交流基金と事業実施状況の情報共有等を含めた連携
を図り，効果的かつ効率的に実施する。
中期計画
（中期目標に同じ）
年度計画
① 政府の政策を踏まえ，移住者の定着・安定化を見つつ，高齢者福祉及び人材育成を重点として，
効果的・効率的に実施する。日系個別研修については，引き続き課題の重点化を図り縮減を進め
る。また，日系社会における継承教育の現状やニーズ等について，国際交流基金と情報共有を行
う。
② 移住債権については，債権回収計画に基づき回収予定額を適切に回収するとともに，債権管理業
務の終了に向けての方策を検討するため，各国の債権の状況を詳細に把握し，適切に分類する。
③ 引き続き海外移住・日系社会に関する知識の国民への普及を図るために，海外移住資料館の体制
整備や調査，展示の充実，教育素材の活用，周辺自治体や関連機関等との連携強化などの取組を
行う。なお，年間の来館者数を 34,000 人以上，学校生徒等の来館見学を含む年間の教育プログラ
ム参加人数を 5,400 人以上，年間の海外移住資料館ウェブサイト訪問数を 150,000 以上とするこ
とを目指す。
主な評価指標
指標 16-1 重点化の状況
（定量的指標）日系個別研修の人数・経費縮減率：2011 年度比 10%減
指標 16-2 移住債権の状況
指標 16-3 海外移住及び日系社会に関する理解の促進状況
（定量的指標）海外移住資料館の年間の来訪者数：34,000 人，学校生徒等の来館見学を含む教育プ
ログラム参加人数：5,400 人，年間の海外移住資料館のウェブサイト訪問数：15 万
３－２．業務実績
指標 16-1 重点化の状況
1. 事業の重点化
（1）海外の移住者団体に対する支援（助成金交付事業）
 22 団体 35 件（2014 年度は 28 団体 42 件）に対して，重点分野（高齢者福祉及び人材育成）の事業
に対して助成金を交付した。重点分野の助成額の割合は，96.25％（2014 年度は 94.31％）と高水
準を維持した。
（2）日系個別研修
 43 コースを実施し，52 名（2014 年度 43 コース，62 名）を受け入れた。2011 年度の人数・経費実
績を基準に 10%削減（6.1 人，18,137 千円）する目標に対し，人数は目標値の約 150％，経費は約
210％を達成した。また，事業規模の縮減に取り組みつつも，重点的に保健医療・社会保健分野で
19 コースを実施し，高齢者支援等に関わる研修員を 21 名受け入れた。さらに，日系社会の活性化，
日系アイデンティティの涵養に資する人材育成のため，
「日系団体運営管理」
「資料デジタル化」等
個別研修も 5 コースを実施し，日系社会の青年部リーダーや移民資料館新規立ち上げの中心メンバ
ー等 6 名が参加した。その他，中小企業海外展開支援，民間セクターと日系社会との関係強化を目
指し「中小企業連携促進のための日系技術者」コースを新たに実施し，3 名が参加した。また，JA
長野厚生連佐久総合病院等の協力を得て高齢者支援のための現地セミナー及び案件化調査を行っ
た。
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（3）日系社会支援
 2014 年の安倍総理の中南米歴訪時に表明された日系社会次世代育成研修の 100 名への増員，日系社
会ボランティアの 100 名への派遣増員に関し，2015 年度も日系社会との関係強化を図るための取組
を行った。日系社会次世代育成事業については，高校生および大学生プログラムを新設し，100 名
の受入れを達成，公約を達成し，既存のプログラムと併せ，中学生から大学院生まで切れ目のない
次世代育成のための態勢を整えた。
 ブラジルの日系社会ボランティアについては，2015 年度に 40 名（日系社会青年ボランティア 22
名，日系社会シニアボランティア 6 名，短期 12 名）を派遣するとともに，2015 年春募集を追加的
に実施して年 2 回の募集選考を行った結果，2016 年度は 80 名規模の派遣を達成見込みである。
2．日系社会との互恵的・持続的な連携関係の構築
（1）日系社会を通じた中南米民間連携支援
 2012 年度から毎年度，中南米の社会経済開発に役立つ日本企業の技術・製品を紹介し，日系社会と
日本企業の連携を促進するため，
「中南米日系社会との連携調査団」を派遣している。2015 年度は，
アルゼンチン，ボリビア，パラグアイに派遣し，中小企業 11 社(2014 年度 15 社)が参加した。継続
的な派遣により，参加企業が日系社会との連携及び機構の事業への参画を通じて，これまで連携調
査団に参加した企業が派遣した国に販路拡大や現地法人を開設するなど，現地での事業展開に着手
する事例が生まれている。
 調査団の派遣の結果，
機構の事業では参加企業からの提案による 2 件の中小企業海外展開支援事業，
5 件の日系研修が 2015 年度採択されたほか，参加企業独自で現地事業（合弁含む）の展開に繋がっ
た事例が発現している。さらに，調査団派遣前後で 4 回のセミナー（「JICA 中小企業海外展開支援
事業紹介セミナー」
（6 月，長野県上田市）
，「中南米セミナー」（7 月，北海道帯広市），
「三島市グ
ローバル人材育成セミナー」
（2016 年 1 月，静岡県三島市），
「中南米日系社会との連携セミナーin
札幌」
（2016 年 2 月，北海道札幌市）
）を実施して，機構の中南米地域に対する事業及び日系社会の
一層の広報効果につながった。これらの民間連携支援により事業化に繋がった等の主な事例は以下
のとおり。
 バイオマス燃料化技術普及・実証（ペルー）：過去の調査団の参加企業（株式会社アースコー
ポレーション）が機構の事業（案件化調査）を活用し，現地日系社会の協力を通じて，ペルー
で初めてとなる汚泥燃料化ビジネスの実現に向けた取組の普及・実証に着手した。（中小企業
海外展開支援事業（普及・実証事業）「ペルー国リマ市における有機汚泥の乾燥処理技術を活
用した再生燃料の製造に係る普及・実証事業」）
 井戸の長寿命化普及・実証（ボリビア）：過去の調査団に参加した企業（株式会社アーストラ
ストエンジニアリング）が協力企業として，株式会社レアックスが提案した井戸の診断・改修
事業に着手した。
（中小企業海外展開支援事業（普及・実証事業）
「効果的な診断・改修による
井戸の長寿命化普及・実証事業」
）
 高齢者介護のための日系研修：過去の調査団参加企業 5 社から日系研修の提案があり採択（う
ち 4 件が実施）された。音楽リハビリプログラムを通じた高齢者介護手法に関する研修には，
介護福祉士や作業療法士等の日系研修員 9 名が参加した。
 中南米日系社会との連携セミナーin 札幌：中南米日系社会との連携及び同地域への事業展開，
投資を促進するために，北海道内の企業等に機構の取組を紹介するとともに，駐日パラグアイ
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共和国大使からの基調講演，2015 年度調査団で北海道内から参加した企業 2 社から報告及びパ
ネルディスカッションを行った。次年度調査団募集の応募勧奨とともに，中南米地域への事業
展開，投資に関心を持つ機会づくりとなった。
（2）ブラジル日系社会と連携した日本の医療・福祉の技術・サービスの国際展開
 安倍総理のブラジル訪問時に，日系病院に対する支援やブラジルの医療事情の改善の貢献への支援
が表明されたことを受け，11 月にブラジルで開催された外交関係樹立 120 周年記念セミナー「日伯
医療連携の未来～最新技術が拓く健康社会」を後援し，パネリストとして JICA の取組，協力制度
の情報を発信した。その結果は日本経済新聞等国内外の多数のメディアで取り上げられ，大きな広
報効果があった。
 また，
「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業」による民間連携を通じ，ブ
ラジル日系病院及び国立大学病院関係者を対象に，医療用画像管理システム(PACS)を実証用に導入
し，画像診断をデジタル化及び共有化するとともに読影医師の育成を図ることで，医療機関連携に
よる診断効率の向上と病院の経営改善の有用性について理解促進を図った。
指標 16-2 移住債権の状況 16-2

移住債権の状況

1．移住投融資対象国の減少（ボリビア国における債権譲渡）
 移住債権管理終了の方策について実施を一部前倒して行った結果，ボリビアにおける日系団体への
債権譲渡が終了した。この結果，2014 度末のパラグアイでの債権譲渡と併せ，中期計画開始時に 4
か国あった債権管理対象国が 2 か国に減少した。また，交渉過程で日系社会と機構の連携・支援策
について具体的な協議を行った結果，機構と日系社会間の持続的な協議の場が形成され，譲渡債権
回収額の日系社会への有効活用の方策が検討されるなど，互恵的な関係の維持・増進に貢献した。
 ドミニカ共和国とアルゼンチンにおいては，移住債権管理を終了する方策の具体化（関連細則及び
実施要領の策定）を進めた。
2．移住投融資債権及び入植地債権残高の減少
 上記譲渡分を含め年度当初債権額（元本）のうち，209,710 千円（23%）の期中減を果たした。今中
期計画期間中の減少は期首債権残高比で約 60％となっている。回収が困難な債権が残るなか，債権
管理業務終了に向けた取組を順調に進めている。
表 16-1 移住融資債権及び入植地割賦金債権移住融資債権回収の実績（2016 年 3 月末現在）

移住地投融資貸付
入植地割賦元金
合計

期首残高

期中減

(a)

(b)

（期中減内訳）
回収に その他
よる減
減

925,344 209,413 16,257 193,156

（金額単位：千円）
評価増減
期末残高
件数 （参考）
為替差損益
利息入
(a)-(b)+(c) (件)
(c)
金実績
△54,553

661,378

238

4,173

0

△1,102

1,461

8

176

928,203 209,710 16,554 193,156

△55,655

662,839

246

4,348

2,860

297

297
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指標 16-3 海外移住及び日系社会に関する理解の促進状況
1. 海外移住資料館利用者の増加
 来訪者目標値 34,000 人に対して 43,272 人（127％）
，教育プログラム参加者数目標値 5,400 人に対
して 7,020 人（130％），ウェブサイトアクセス数目標値 150,000 ビジットに対して，191,923 ビジ
ット（128％）と，いずれも目標値を上回った。訪問者数は，9 月に開設以来の訪問者数 40 万人を
突破した。
 年度別では，2011 年度 30,231 人，2012 年度 36,491 人，2013 年度 37,553 人，2014 年度 40,274 人
と年々増加しており，海外移住資料館の認知度及び日系社会に対する関心が高まっているといえる。
なお，資料館訪問者アンケートでは，96％から「とても良かった」，
「良かった」，との回答を得て
おり（回答 1,504 人），日系社会に対しての理解が深まったとのコメントも多く見られる。
2. 海外移住資料館を活用した取り組み
 海外移住資料館では常設展示に加え，移民送出県をテーマとした企画展示を資料館内外で行ってい
る。5 月～7 月には，2014 年度から 2015 度始めに同資料館で行った和歌山移民企画展示を和歌山県
内で巡回展示した。また 10 月～12 月にかけては，広島移民企画展示を広島県立文書館にて開催し
た（訪問者 1,351 名）
。また，2016 年 3 月からは福岡移民企画展示を開催している。
 6 月～7 月にかけて特別展示として「移民画家半田知雄の世界」を開催した（訪問者 2,540 名）
。日
本ブラジル外交関係樹立 120 周年記念事業として外務省にも認定され，6 月には秋篠宮同妃両殿下
もご視察された。
3．日本国内及び世界各国の博物館，資料館との連携と機能強化
 上述の和歌山移民企画展示内容の巡回展示では，和歌山大学紀州経済史研究所でも展示した。また，
広島県立文書館では，海外移住資料館での展示に先がけ，現地開催を行った。また，11 月にはハワ
イにおける日系社会調査を実施し，ハワイ日本文化センターやハワイ・ジャパニーズセンターとの
連携可能性を確認した。
 2016 年 1 月には，ブラジル・メキシコにおけるララ物資現地巡回展に関する調査を実施し，過去に
海外移住資料館で行った企画展示の現地博物館での展示を計画した。これら国内外との博物館等と
の連携により，同資料館の調査研究能力・発信力の強化に努めている。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
総理の中南米訪問時に現地日系社会に対し表明された日系人との関係強化，日系社会支援について
の取組を期待する。
＜対応＞
・日系社会次世代育成事業では，高校生および大学生を対象とするプログラムを新設し，100 名の受
入を行い，公約を達成した。日系研修員受入事業でも民間セクター開発，保健医療，福祉，日系継
承教育等の分野で 131 名を受け入れている。
・ブラジルの日系社会ボランティアについては 40 名（日系社会青年ボランティア 22 名，日系社会シ
ニアボランティア 6 名，短期 12 名）を派遣した。2015 年春募集を追加的に実施して年 2 回の募集
選考を行っており，2016 年度には 80 名規模を達成できる見込みである。
・ブラジルで開催された外交関係樹立 120 周年記念セミナー「日伯医療連携の未来～最新技術が拓く
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健康社会」を後援するとともに，
「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業」
による民間連携を通じ，ブラジル日系病院及び国立大学病院関係者を対象に医療用画像管理システ
ムを実証用に導入し，画像診断のデジタル化及び共有化に加えて読影医師の育成を図った。これら
を通じ，医療機関連携による診断効率の向上と病院の経営改善の有用性について理解促進を図り，
ブラジルの医療事情の改善への支援も行っている。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：2014 年の安倍総理の中南米歴訪の成果を踏まえ，2015 年度は日本政府の日系社会支援策に対
応した取組を具体化した。日系社会次世代育成事業では，高校生及び大学生を対象とするプログラム
を新設し，公約の 100 名の受入れを達成し，既存のプログラムと併せて中学生から大学院生まで切れ
目のない次世代育成のための態勢を整えた。また，日系社会と日本の企業・地方自治体等の新たな互
恵的・持続的な連携関係の構築に向けた取組を継続し，民間連携調査団の派遣，ブラジル日系社会と
連携した日本の医療・福祉の技術・サービスの国際展開のためのセミナー実施，
「中小企業連携促進
のための日系技術者」コースの立上げ等を行った。これらの継続的な取組により，民間企業の中南米
地域への海外進出等の事例にもつながった。
債権管理業務については，2014 年度のパラグアイに引き続き，ボリビアにおいても債権譲渡を債権
管理終了の方策として前倒しで進めた結果，8 月にボリビア日系協会連合会と移住債権譲渡契約を締
結して残債権すべてを譲渡し，同国での移住債権管理・回収業務の終了に至った。また，交渉過程で
日系社会と機構の連携・支援策について具体的な協議を行った結果，機構と日系社会間の持続的な協
議の場が形成され，譲渡債権回収額の日系社会への有効活用の方策が検討されるなど，互恵的な関係
の維持・増進にも貢献した。
さらに，海外移住資料館を拠点として，広島県や福岡県といった主な移民送出県と連携した展示，
日本ブラジル外交関係樹立記念事業の特別展示の提案・実施等を引き続き精力的に行い，開設以来 40
万人以上が訪問し，皇室からのご視察も受けるなど，海外移住及び日系社会に関する国民の理解促進
に貢献している。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
安倍総理の中南米訪問時に表明された日本政府の日系社会支援の政策に対応するため，次世代の日系
人材を育成するための研修等や日系病院との連携強化に取り組む。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
安倍総理の中南米歴訪の成果を踏まえた，我が国政府の公約の実施に貢献した。日系社会次世代育
成事業では，高校生及び大学生を対象とするプログラムを新設し，公約の 100 名の受入れを達成した。
また，日系社会と日本の企業・地方自治体等の新たな互恵的・持続的な連携関係の構築に向けた取組
を継続し，民間企業の中南米地域への海外進出に寄与した。
債権管理業務については，2014 年度のパラグアイに引き続き，ボリビアにおいても債権譲渡を債権
管理終了の方策として前倒しで進め，同国での移住債権管理・回収業務の終了を達成した。また，交
渉過程で譲渡債権回収額の日系社会への有効活用の方策が検討されるなど，互恵的な関係の維持・増
進にも貢献したと評価される。
海外移住及び日系社会に関する理解の促進については，海外移住資料館を拠点とし，特別展示の提
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案・実施等を行った。結果として，皇室からの御視察を受けたことに加え，来訪者目標値 34,000 人
に対して，43,272 人，教育プログラム参加者数目標値 5,400 人に対して 7,020 人，ウェブサイトアク
セス数目標値 150,000 ビジットに対して，191,923 ビジットと，いずれも目標値を上回る実績をあげ
ていると評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
債権管理業務終了に向けた引き続きの検討を行うと共に，日系社会との新たな互恵的・持続的な連
携関係に向けた各機関との連携強化を期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.17

環境社会配慮

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）
関連する政策評価・行政事
業レビュー

開発協力大綱，平成 27 年度開発協力重点方針
独立行政法人国際協力機構法第 13 条
平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力
平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0097 無償資金協力，0098
独立行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情報

達成
目標

基準
値

環境社会配慮ガイドラインの適用実績（件）
カテゴリ分類ごとの案件数（A/B/C/FI）
関係者等に対する研修実績（人）

2012
2013
2014
2015
2016
年度
年度
年度
年度
年度
667
663
589
616
31/177/ 35/153/ 30/142/ 26/137/
448/11 463/12 406/11
445/8
698
930
694
702

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
（６）事業の横断的事項に関する取組
（イ）環境社会配慮
機構は，事業実施に当たっては，環境影響及び住民移転等の社会的影響の回避・最小化に関する職
員その他の関係者の意識を高め，環境社会配慮ガイドライン（平成 22 年７月１日より施行）に則り，
第三者の関与も得て，環境及び社会に配慮した業務運営を行う。
中期計画 （中期目標と同一）
年度計画
（6）事業の横断的事項に関する取組
（イ） 環境社会配慮
① 環境社会配慮ガイドラインを運用し，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
ング結果の確認を実施する。
② 環境社会配慮ガイドラインの運用面の見直し結果を関連文書へ反映し，環境社会配慮面の審査及
びモニタリング業務への活用を開始する。
③ 本部と海外拠点の職員，専門家，コンサルタント，相手国政府等を対象に，環境社会配慮ガイド
ラインに関する研修を実施する。
主な評価指標
指標 17-1 環境社会配慮ガイドラインの運用状況
（定性的指標）環境社会配慮ガイドラインの遵守
指標 17-2 環境社会配慮に関する理解の促進に向けた取組状況
３－２．業務実績
指標 17-1 環境社会配慮ガイドラインの運用状況
1. 環境社会配慮ガイドラインの適切な運用と環境社会配慮確認の確実な実施
(1) ガイドラインに基づく環境社会配慮確認の確実な実施
 環境社会配慮ガイドラインの適用状況：
「JICA 環境社会配慮ガイドライン」では，支援要請がなさ
れたプロジェクトが環境社会面に与えると予想される影響の大きさに応じて A，B，C，FI のカテゴ
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リに分類4を行い，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こととしている。
2015 年度は，支援要請等がなされた全 616 案件に対してカテゴリ分類（A：26 件，B：137 件，C：
445 件，FI：8 件）を行うとともに，案件検討から審査，実施の各段階において環境社会面に与え
る影響に対する配慮状況について確認を行った。
 環境社会配慮助言委員会の運営：主にカテゴリ A 案件については，同ガイドラインに則って，環境
社会配慮助言委員会の全体会合を 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 30 回開催し，計 26 案件につい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活かされている。これら全ての会合は公開で行われて
おり，逐語議事録を機構のウェブサイト上で公表するなど，透明性の高い運営を継続した。
 事業実施段階の監理：環境社会配慮ガイドラインに基づき案件形成・審査を行った後，実施段階に
移行した案件が増加しており，事業実施段階における監理を強化した。具体的には，環境社会配慮
ガイドラインの規定に沿って，事業実施段階における環境社会配慮助言委員会への定期的な報告（6
月，12 月）を定着化させ，助言委員に対して，環境社会配慮審査時の合意事項の実施状況の確認を
求めた。また，案件監理調査を本格的に実施し，協力相手国の実施機関が行う実施段階の環境社会
配慮状況の確認を行い，実施機関及び在外事務所に対して必要な対応を求めることにより，環境社
会配慮に係るモニタリング文書の取付等の促進を実施した。このような事業実施段階における監理
を強化することにより，機構内及び相手国実施機関におけるモニタリング・監理の意識が向上した。
 異議申立の状況：環境社会配慮ガイドラインの不遵守を理由とする異議申立の 2015 年度の実績は 2
件であった（同ガイドライン施行以降，累積 5 件）。それぞれ開発途上国政府による認可の手続き
中の事項に対する異議申立であったことや，建設計画の変更により申立人が主張する被害が発生す
る可能性がなくなったことから，2 件とも予備調査段階で却下となった。
(2) 環境社会配慮政策における国際機関等との調和化に向けた取組の推進
 世界銀行の環境社会配慮政策との調和化：世界銀行が 2012 年から検討を進めている環境社会配慮
政策の改定に関し，世界銀行関係者との会合（8 月，2 月）を実施し，協議を通じて改定状況を把
握した。また，これら 2 回の会合の結果を踏まえて，2015 年 8 月公開の第 2 ドラフトの内容や，改
定の論点を審査部にて整理し，機構内に情報共有した。
 その他の調和化の取組：環境社会配慮政策の運用面の調和化を図ること等を目的として，世界銀行
やアジア開発銀行等との個別協議等を計 21 回実施した。また，国際開発金融機関との会合に 5 回
参加し，機構の取組を発信するとともに，国際機関や他国援助機関との情報交換を実施した。そし
て，これまでの調和化に向けた他の援助機関との協議結果に基づき，世界銀行，アジア開発銀行，
オーストラリア外務貿易省，JICA の 4 機関が協力して，アジア・太平洋諸国に対する環境社会配慮
政策の効果的な適用を目的とした取組を推進する旨を記した覚書の締結について基本合意した。
(3) 環境社会配慮ガイドラインの運用面の見直し結果の関連文書への反映
 2014 年度に実施した環境社会配慮ガイドライン運用見直し結果を踏まえて環境社会配慮ガイドラ
4

各カテゴリの定義は以下のとおり。A：環境や社会への重大で望ましくない影響のある可能性をもつ事業，B：環境や
社会への望ましくない影響が，カテゴリ A に比して小さいと考えられる事業，C：環境や社会への望ましくない影響が最
小限かあるいはほとんどないと考えられる事業，FI：機構の融資等が，金融仲介者等に対して行われ，融資承諾前にサ
ブプロジェクトが特定できない事業，かつ，そのようなサブプロジェクトが環境への影響をもつことが想定される事業
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インに関する良くある問答集（FAQ）を改訂し，機構ウェブサイト上で公開した。併せて，機構内
部関係者用のガイドライン事務手続きマニュアルを全面改訂し，改訂版マニュアルに基づき業務を
実施した。
(4) 開発事業への女性の参画の向上と裨益の拡大への取組
 環境社会配慮ガイドラインに基づき，カテゴリ A 案件を中心に女性の意見を十分尊重・反映したス
テークホルダー協議や住民移転計画等が実施・運用されていることを確認するとともに，女性を含
む社会的弱者に配慮した住民協議が実施されるよう，コンサルタント等を通じて協力相手国実施機
関等を支援した。
指標 17-2 環境社会配慮に関する理解の促進に向けた取組状況
以下の取組により，機構内外の関係者計 702 名（2014 年度 694 名）に対して環境社会配慮に関する
説明・研修を行い，機構関係者の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：388 名（2014 年度 285 名）
 課題別研修等による協力相手国実施機関等向け説明：101 名（同 145 名）
 コンサルタント向け研修：79 名（同 126 名）
 協力相手国の環境社会配慮能力向上を目的とする，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：52 名（同 116 名）
 日本人及び日本への留学生に対する大学・大学院での講義：82 名（同 22 名）
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
引き続き，協力対象地域の文化的多様性や社会事情に留意し，社会的弱者に十分配慮した支援が実
施できるようさらなる取組の強化・促進，国際機関との環境社会配慮政策等との調和化への取組，国
際社会への適切な提言を行うことを期待する。
＜対応＞
環境社会配慮ガイドラインの適切な運用を通じて，社会配慮のより多様な側面への配慮を心掛け
た。また，社会的弱者に配慮した住民協議の実施を支援する等，さらなる取組の強化，促進に努めた。
国際社会に対しては，国際機関等との面談を実施し意見交換を行うとともに，国際開発金融機関との
会合に参加するなどの取組を通じて，調和化，機構の取組の発信を行った。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：環境社会配慮ガイドラインの適切な運用（事業実施段階の監理強化を含む），国際機関等との
調和化に向けた情報交換・協議，環境社会配慮に関する理解促進に向けた機構内外関係者の研修等を
引き続き順調に実施した。
また，ガイドラインに基づき，事業実施段階における環境社会配慮助言委員会への報告や，カテゴ
リ A 案件を対象とした実施段階の環境社会配慮に係るモニタリング文書の取付等の確認・促進を実施
し，事業実施段階における取組を進めた。
さらに，世界銀行の環境社会配慮政策の改定に係る世界銀行幹部との会合の結果を踏まえて，改定
ドラフトの内容や論点を整理し，機構内に情報共有した。また，世界銀行等が集まる国際開発金融機
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関との会合等の機会を通じて機構の取組の発信を行った。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜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，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制定後の運用実績
を踏まえて，研修機会・内容面での拡充を図る。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
環境社会配慮ガイドラインの運用については，国際機関等との調和化に向けた情報交換・協議，環
境社会配慮に関する理解促進に向けた機構内外関係者の研修等を適切に実施していると評価される。
また，環境社会配慮に関する理解の促進に向けた取組については，機構内の関係者に加え，協力相
手国実施機関関係者を含む計 702 名（2014 年度 694 名）に対して研修を実施する等，適切に実施して
いると評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
引き続き環境社会配慮ガイドラインの適切な運用を期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.18

男女共同参画

業務に関連する政策・

開発協力大綱，平成 27 年度開発協力重点方針，日本再興戦略，国家安全保

施策

障戦略，人身取引対策行動計画 2014，ジェンダーと開発イニシアティブ，
女性・平和・安全保障に関する行動計画

当該事業実施に係る根

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
関連する政策評価・行

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

政事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0097 無償資金協力，0098 独立
行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情

達成

基準

2012

2013

2014

2015

2016

報

目標

値

年度

年度

年度

年度

年度

ジェンダー案件比率（件数ベース）
ジェンダー主流化調査実施率（件数ベ

30%

31%

40%（注）

32%

39%

新規

55%

ース）
職員等に対する研修実績（人）

196

163

186

197

外部人材に対する啓発実績（人）

280

337

408

270

（注）通年で 80％を目標値とするが，8 月以降に導入したため 2015 年度は 40％を達成目標とする。
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
（６）事業の横断的事項に関する取組
（ロ）男女共同参画
開発における公平性の確保及び開発効果の向上の観点から，機構は，事業実施に当たり，女性の開
発への積極的参画及び開発からの受益の確保について十分に配慮し，女性の地位向上に一層取り組
む。
中期計画
（６）事業の横断的事項に関する取組
（ロ）男女共同参画
開発における公平性の確保及び開発効果の向上の観点から，機構は事業実施に当たり，女性の開発
への積極的参画及び開発からの受益の確保について十分に配慮し，女性の地位向上に一層取り組む。
そのため，職員その他の関係者に，開発援助におけるジェンダー主流化推進の重要性についての理解
促進を図るとともに，実施の各段階において，ジェンダーの視点に立った業務運営を行う。
年度計画
（6）事業の横断的事項に関する取組
（ロ） 男女共同参画
① 各部署での事業ジェンダー主流化の推進に向け，引き続き優良な取組に関する情報共有を行うと
ともに，各部のジェンダー主流化に向けた取組実績を外部に公開する。また，女性を主な裨益対
象とする案件及びジェンダー視点を適切に統合した案件の形成・実施監理・活動が行われるよう，
職員，専門家，外部関係者等に対するジェンダー講義等を引き続き実施する。
② 案件のモニタリング等を通じ，女性の能力開花と活躍に資する優良事例の形成，抽出，事業への
フィードバックを行う。
主な評価指標
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指標 18-1 ジェンダー主流化推進態勢の運営状況
（定量的指標）ジェンダー案件比率：30%，ジェンダー主流化調査実施率：40％（8 月以降に導入し
たため）
指標 18-2 ジェンダー視点に立った事業の運営状況
３－２．業務実績
指標 18-1 ジェンダー主流化推進態勢の運営状況
1. ジェンダー主流化推進態勢の強化
(1) 具体的な成果
 ジェンダー主流化推進態勢
 企画部の総合調整の下，ジェンダー平等・貧困削減推進室（ジェンダー室）が，機構が実施す
る技術協力，有償資金協力，無償資金協力等の各種事業に対するジェンダー主流化の推進のた
めの技術支援を行っている。また，機構内の男女共同参画推進は人事部が中心となって進めて
いる。
 機構の「ジェンダー主流化アクションプラン」にある女性の開発への積極的な参画及び開発か
らの受益の確保について，各事業において配慮がなされるようジェンダー責任者会議（部長レ
ベル），ジェンダー担当者会議（担当レベル）を開催し，同プランを説明することで理解を促
進した。
 2015 年度も引き続きジェンダー情報の整備に取り組み，新たにヨルダン/パレスチナ，カメル
ーン/チュニジア，タンザニア/ガーナにおいて各国の情報整備を行った。また，教育，民間セ
クター開発，農業，平和構築，地方給水，インフラの各分野で事業のジェンダー面でのインパ
クトを明らかにし，事業へのジェンダー視点の一層の取り入れを推進するため，実施案件のレ
ビューを通じたジェンダー視点でのインパクトや留意事項の整理のためのプロジェクト研究
を開始した（2016 年度に完了予定）
。
 機構内外でのジェンダー理解の促進
 機構派遣専門家の派遣前研修（12 回，計 236 人）
，機構職員への講義（6 回，98 人）を通じて
ジェンダーに係る講義を行った。また，機構のプロジェクト実施担当者向けのプロジェクトマ
ネジメントサイクル研修でも新たにジェンダー視点を加えたプログラムを導入し，理解促進を
図っている。
 能力強化研修「農業・農村開発とジェンダー」を実施し，政府開発援助の事業に携わることが
期待されるコンサルタント等国際援助実務家 34 人の育成を行った。円借款の協力準備調査へ
の調査団員や開発途上国から受け入れる研修の講師に能力強化研修の参加者が加わることで，
研修内容の実践への活用が図られた。
 有識者とのネットワーク及び助言態勢
 4 名の外部有識者委員の参加のもと機構理事の主催によるジェンダー懇談会を 11 月に開催し，
ジェンダー平等に関わる人事制度の改革や事業におけるジェンダー主流化の取組について説
明した。委員からは，ジェンダー主流化は必ずしも女性に限ったものではなく，社会的弱者も
視野に入れたものであるという機構の考え方に賛同を得た。一方で，ジェンダー主流化の成果
を数値化することに拘りすぎているとの助言があり，質の評価方法については引き続き検討し
ていく。
 「ジェンダーと開発」課題別支援委員会では大学教授等の有識者 6 名が参加し，災害や紛争下
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でのジェンダー課題への機構の取組，各開発途上国が設立したナショナルマシーナリー（女性
省等の女性の地位向上を担当する国内本部機構）の役割をレビューし，有効な支援アプローチ
を検討した研究成果を説明した。
 国際会議等での発信
 日本政府が 8 月に開催した「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム（WAW! 2015）
」では，
ハイレベル・ラウンドテーブル「マルチステークホルダー連携による国際協力」に機構理事長，
「女性と教育」に機構理事が各々登壇し，機構のジェンダー平等の取組を踏まえた発信を行っ
た。
 「WAW! 2015」のサイドイベントとして，米国ジョージタウン大学女性・平和・安全保障研究
所との連携により，国際シンポジウム「平和構築と防災分野における女性の参画とリーダーシ
ップの発現に向けて」を 8 月に開催し，日米の経験を共有するとともに，同研究所と共同で進
めている調査研究の概要を紹介した。
 9 月には日本財団との共催によりアフリカ，中米，アジアの女性起業家を招聘し，UN Women 日
本事務所長の参加も得て「新興女性企業家フォーラム」を開催し，経験や課題を共有するとと
もに，日本企業との連携の可能性などについて議論した。
(2) 戦略的な取組
 「女性・平和・安全保障に関する行動計画」への対応
 紛争下の女性の課題に焦点を当てた国連安保理決議 1325 号に関し，これに基づく日本の行動
計画の策定プロセスに参加し，機構の経験と知見を発信した結果，9 月に「女性・平和・安全
保障に関する行動計画」が発表された。これを受け，機構がその実施に関係する部分に関する
モニタリングのための態勢を検討するため，紛争影響地域で現在実施中の事業等を対象に女性
の参画や保護に関わる活動状況に関する情報収集と分析等，機構の事業の実施状況の把握を行
った。来年度以降は，2015 年度に検討したモニタリングの態勢に基づき，同行動計画の開発援
助部分についてモニタリングを実施していく予定。
 防災とジェンダー・多様性に関する取組の強化
 2015 年 3 月に開催された国連防災世界会議で発表された「仙台防災協力イニシアティブ」を踏
まえ，アジア 7 か国（インドネシア，スリランカ，タイ，ネパール，バングラデシュ，フィリ
ピン，ベトナム）より行政官と市民代表者を招聘し，日本政府の取組の紹介や東北の復興の現
場視察を通じて，防災における女性，障がい者，高齢者等への対応のあり方について議論した。
また，これら各国では仙台行動枠組を踏まえ国家防災計画を改定する動きがあり，これを支援
するため，国連国際防災戦略事務局（UNISDR）日本事務所とも連携して招聘プログラムを準備
した。今回の成果をもとに 2016 年度より 3 年間，本邦研修を実施する予定。
指標 18-2 ジェンダー視点に立った事業の運営状況
1. ジェンダー主流化アクションプランの推進
 機構の開発事業への女性の参画の向上と裨益の拡大を進めるために，ジェンダー主流化アクション
プランを策定し，全機構的に取り組んだ。技術協力，無償資金協力，円借款のプロジェクトの案件
準備に際し，ジェンダー主流化の要否を検討したうえで調査を行っている。これらの取組は機構の
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事業におけるジェンダー主流化に結実してきており，2015 年度は，開始した全プロジェクトの 55％
で男女別ニーズの把握等の調査を実施，39％の案件（2014 年度 32%）がジェンダー平等や女性のエ
ンパワメントを促進するものとなった。また，無償資金協力及び有償資金協力については，支援額
ベース(コミットメント総額)で 46％(2014 年度 25%)の案件でジェンダー平等や女性のエンパワメ
ントに配慮したものとなり，機構内のジェンダー主流化が大きく進んだ。また，これにより，政府
が推進する「女性が輝く社会」の推進にも貢献している。
2. ジェンダー視点を入れた事例(準備中，実施済み案件からの具体的な事例)
 アフリカで広域に展開されている小規模農家支援アプローチでは，9 か国から行政官を南アフリカ
に招聘し技術研修を行った。その際にケニアで実施中の事業で行われているジェンダー啓発研修を
紹介し，参加各国でその手法の導入のための行動計画が作成された。
 インドのラジャスタン州では円借款による灌漑施設の改修が予定されている。実施準備の調査では，
生産・加工・販売等の各段階で女性の役割を確認し，女性が主体的に活動できるような組織強化や
技術指導に関わる事業実施計画を策定している。
 南アジア諸国では，通学通勤途中でセクシャルハラスメントに日々遭遇し，女性が通学や通勤を躊
躇する要因になっている。インド，バングラデシュで計画している鉄道事業では，準備調査におい
て，女性にとって安全で信頼できる公共交通のサービスが提供されるよう，鉄道会社職員の人材育
成（女性スタッフの雇用を含む）や啓発活動，女性用車両の導入等を事業計画で提案している。
 機構は，日本センター事業や一村一品プロジェクト等を通じ，現地女性ビジネス関係者のスキルア
ップや交流機会の増大，女性による起業や商品開発等を支援し，中米，アフリカ，アジア等の開発
途上国の女性による社会進出・地位向上に寄与している。キルギス，カンボジア，ミャンマー，マ
ラウイの女性企業家へのインタビューをもとに「女性企業家オーラルヒストリー集」として取りま
とめ，映像教材としてウェブに公開した。
 マラウイで 2012 年度～2014 年度に実施された地方給水事業での深井戸建設により，水汲みを担う
成人女性の水汲み労働は大幅に削減され，家事や育児により専念できるようになり，また，特に乳
幼児の下痢症等が減ったことで多くの女性に裨益したことが現地調査によって確認されている。同
国では深井戸の維持管理のために村で水管理委員会が設置され，その半数以上が女性となり，維持
管理に関わる意思決定に参加している。また，2011 年度～2015 年度に実施された技術協力により
作成されたマニュアルでは，維持管理における女性の参画の重要性が示されており，同国の地方給
水支援に関わる国際機関や NGO によって広く活用され，村レベルでの女性の参画に寄与している。
3. 他機関との連携
 アフガニスタンに対しては，女性警察官 2 名，ジェンダー専門家 2 名を派遣し，UNDP とトルコ政府
との連携により，アフガニスタンの女性警察官 389 名に対して女性に対する暴力への対応能力の向
上のためのワークショップを実施した（指標 4-1 参照）
。
 米国国際開発庁（USAID）がアフガニスタンで進めているジェンダー推進プログラム“PROMOTE”に
おける USAID と機構の連携について覚書を署名した（8 月）
。同プログラムにおける USAID と援助機
関との連携覚書の署名は機構が初である。これに基づき，女性警官訓練や研修等を通じてアフガニ
スタンにおけるジェンダーのための連携を推進している。
 ニカラグア「家族とコミュニティのための社会リスク予防・ケア統合行政サービス能力強化プロジ
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ェクト」では，同プロジェクトの協力により家族・青年・子供省の業務に関する「業務指針」「運
用基準」が策定され，これを全国の支所に配布するため世界銀行と連携して増刷した。
4. 戦略的な取組
 TICAD V で日本政府が表明した支援策を踏まえ，アフリカ女性のリーダーシップ，マネジメント，
起業における能力強化のために，横浜市との連携によりアフリカ 8 か国の女性企業家と行政官を招
待し，
「日アフリカ・ビジネスウーマン交流プログラム」を実施した。同プログラムでは 2013 年度
より毎年女性企業家と行政官を受け入れているが，プログラムでの学びをいかし，帰国後に若手起
業家向けのメンタリングを行う組織を立ち上げた者や同業者での組織化を図った者等が出てきて
いる。
 エルサルバドルでは，エルサルバドル政府との共催で，中南米地域の計 14 か国の政府関係者の参
加による「女性の経済的エンパワメント」についてのセミナーを開催し，各国の優良事例や教訓を
共有した。セミナーの成果として，中米統合機構と中米地域の女性の経済的エンパワメントの課題
について調査を実施中である。
 4 月に発生したネパールの震災に際しては，ジェンダーに配慮した復興を推進するために，初期の
ニーズアセスメントにおいてジェンダーニーズを調査し，女性の暴力からの保護，生計向上，保健
医療，住宅再建等におけるジェンダーに関する留意事項を整理し，復興・復旧事業の計画に反映さ
せた。
 政府の人身取引対策行動計画を踏まえ，タイ政府に対する人身取引対策支援を通じた近隣国への支
援も進めている。2015 年度はメコン地域 5 か国（カンボジア，ラオス，ベトナム，ミャンマー，タ
イ）の政府関係者によるワークショップを開催し，各国の対策等について意見交換を行った。また，
ベトナム，ミャンマー各国政府に対しても実施機関に対する能力強化を進めている。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
今後もジェンダー主流化促進態勢の整備・運営を適切に行い，ジェンダー視点に立った事業を促進
することを期待する。特に，
「女性の輝く社会」実現に向けた政府の方針及び「女性の地位向上に一
層取り組む」という中期計画に沿って，更なる機構の取組を推進し，具体的な成果を上げることを求
めたい。
＜対応＞
2014 年度ジェンダーアクションプランの内部レビューに基づき 2015 年度ジェンダーアクションプ
ランを策定し，原則すべての案件でジェンダー主流化を進めるための調査を行うこととした。2015
年 8 月以降に案件準備が始まったプロジェクトに導入され，今年度に案件準備を了したプロジェクト
のうち 55％についてジェンダー主流化のニーズを踏まえた調査が行われた。その結果，今年度開始し
たプロジェクトのうち 39％の事業において，ジェンダー平等や女性のエンパワメントに資する活動が
組み入れられている。また，様々なセクターの実施中事業をジェンダーの観点でレビューし，具体的
な事例をもとに女性へのインパクトや実施上の留意点を整理している。この結果を 2016 年度に準備
を開始する案件等にフィードバックし，より質の高い取組とすることを目指している。
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３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：機構のジェンダー主流化については，企画部の総合調整の下でジェンダー平等・貧困削減推進
室が事業におけるジェンダー主流化のための技術支援を行ってきた。2015 年度は，新たに 6 か国のジ
ェンダー情報を取りまとめるとともに，ジェンダーに係る講義の実施，ジェンダー懇談会の実施等を
通じてジェンダー主流化を推進した。さらに，事業へのフィードバックを強化するため，ジェンダー
視点でのインパクトや留意事項の整理のためのプロジェクト研究を開始した。
かかる基盤整備を継続的に行い機構内におけるジェンダー主流化の浸透に努めるとともに，各事業
部で取り組む案件の準備段階でのジェンダー主流化のモニタリングを強化した結果，2015 年度では開
始案件の 39％（案件数ベース，2014 年度 32%）が女性を主な裨益対象とする案件，または，女性の社
会参加を促進する活動が取り入れられた案件となった。コミットメント額(有償，無償のみ)ベースで
は 46％(2014 年度 25%)に達し，2015 年度に機構のすべての事業におけるジェンダー主流化は大きく
進展した。また，これらの取組は他国の二国間政府開発援助(DAC 統計 2012/2013 暦年平均値 30％)と
比べても高い水準に達している。
事業レベルでは，従来ジェンダー主流化の視点を取り入れることが比較的難しかった鉄道や灌漑等
のインフラ整備事業で女性のニーズに配慮した事業デザインを取り入れ，ジェンダー主流化を推進し
ている。また，技術協力でも，コミュニティ開発や一村一品プロジェクト等女性を対象とした事業を
実施し，女性の経済的エンパワメントを支援しており，複数の事例において女性の社会進出や地位向
上等のインパクトに結び付いている。
また，ジェンダーに関する国際社会との連携に関して，紛争と女性の課題について日米連携のもと
で調査研究を開始し，WAW！のサイドイベントとして国際シンポジウムを開催し，日本の取組を広く
共有した。また，国連安保理決議 1325 号を受けた日本の行動計画の策定プロセスに貢献した結果，9
月に「女性・平和・安全保障に関する行動計画」が発表された。2015 年度はこれを踏まえたモニタリ
ングのための態勢検討を行い，来年度以降にモニタリングを実施予定である。
さらに，防災とジェンダーについては，2015 年 3 月の国際防災会議で発表された政府のイニシアテ
ィブを受けて，アジア 7 か国の代表を招へいし，防災における女性のリーダーシップについての研修
等を行った。この成果を踏まえ，防災におけるジェンダーへの対応にあり方についての本邦研修を今
後 3 年間開催していく予定である。
以上を踏まえ，構内のジェンダー主流化のための取組により開発途上国各国でジェンダーに配慮し
たより多くの事業を開始したことや，「女性・平和・安全保障に関する行動計画」の策定を踏まえ，
優良事例の調査研究や政府が主導するモニタリングに向けた態勢整備により，政府が掲げる「女性の
輝く社会」に大きく貢献したことから，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られたと認め
られる。
＜課題と対応＞
2016 年度には実施中の事業レビューや事後評価調査を通じて，機構の様々な事業でのジェンダー視
点の取組の優良事例や教訓が取りまとめられる予定である。準備中の案件ではジェンダー主流化のニ
ーズ調査を導入していることから，より積極的に女性の参画につながる活動を展開していく。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
ジェンダー主流化推進態勢の運営については，ジェンダー主流化の推進・研修を通じ，機構内外の
関係者への理解促進を図っている点については評価される。
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また外部有識者の意見を積極的に取り入れており，外部有識者委員の参加のもと，意見交換を行う
機会を多く求めている点は評価される。
これまでのジェンダー主流化の浸透に向けた活動の成果として，
「2015 年度ジェンダーアクション
プラン」の下で 2015 年度では開始案件の 39％（案件数ベース，2014 年度 32%）が女性を主な裨益対
象とする案件，または，女性の社会参加を促進する活動が取り入れられた案件となった。コミットメ
ント額(有償，無償のみ)ベースでは 46％(2014 年度 25%)に達し，2015 年度に機構のすべての事業に
おけるジェンダー主流化は大きく進展し，他国の二国間政府開発援助(DAC 統計 2012/2013 暦年平均値
30％)と比べても高い水準に達したと評価される。
また，量の増加に加えて，複数の事例において女性の社会進出や地位向上等のインパクトに結び付
く等，事業の質の向上にも貢献していると評価される。
ジェンダーに関する国際社会との連携も積極的に発信していると評価される。紛争と女性の課題に
ついて日米連携のもとで調査研究を開始し，
「WAW！2015」のサイドイベントとして国際シンポジウム
を開催し，日本の取組を広く共有した。加えて，2015 年 3 月の国際防災会議で発表された政府のイニ
シアティブを受けて，アジア 7 か国の代表を招へいした研修を実施する等，防災分野でのジェンダー
主流化の検討を行っている。
また，機構の経験と知見を基に発信を行い，女性・平和・安全保障（WPS）に関する国連安保理決
議 1325 号を受けた，我が国政府による「女性・平和・安全保障に関する行動計画」の策定に大きく
貢献した。2015 年度はこれを踏まえたモニタリングのための態勢検討を我が国政府とともに行い，政
策実現に向けた取組を進めた。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
ジェンダー視点の取組の優良事例や教訓の計画通り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。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.19

事業評価

業務に関連する政策・施策

開発協力大綱，平成 27 年度開発協力重点方針

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

（個別法条文等）
関連する政策評価・行政事

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0097 無償資金協力，0098 独
立行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報
達成

基準

2012

2013

2014

2015

2016

目標

値

年度

年度

年度

年度

年度

外部事後評価着手件数（件）

96

79

98

92

・技術協力

20

20

20

26

・円借款

50

41

51

35

・無償資金協力

26

18

27

31

内部事後評価着手案件（件）

43

62

78

73

・技術協力

32

55

53

・無償資金協力

30

23

20

138／

184／

188／

167／

137

182

182

165

2

3

3

2

5

9

52%

87%

評価結果ウェブサイト公開件数（和
文／英文）
（件）
テーマ別評価実施件数（件）
汎用性・実用性の高い教訓の横断分析 10 分野
（累積）
（分野数）
（注）

0 分野

（2016
年）

開発課題別の指標整備率（累積）

80%

0%

22%

(6 分野) (8 分野) (6 分野)
研修実施件数（回）

10

10

新規

15

② 主要なインプット情報
2012 年度
従事人員数（人）

14

2013 年度
16

2014 年度
16

2015 年度

2016 年度

16

（注）汎用性・実用性の高い教訓の横断分析及び開発課題別の指標制度割合は第 3 期中期計画全体の累
積目標。
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
（６）事業の横断的事項に関する取組
（ハ）事業評価
客観的な事業の運用・効果指標の設定を含む事前評価から，当初想定した事業効果の発現度合い及
び事業実施からの教訓の抽出を含む事後評価にいたる体系的かつ効率的な事業評価（PDCA サイクル）
を適切に実施する。また，これらの事業評価の内容について国民にわかりやすい形で公表し，「ODA
の見える化」を推進するとともに，評価内容を迅速かつ的確に新たな事業等にフィードバックする。
中期計画
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（６）事業の横断的事項に関する取組
（ハ）事業評価
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 事後評価の着実な実施を通じて事業評価の質を高めるとともに，得られた教訓の事業へのフィード
バック強化に資する適切な評価情報の共有に取り組む。
 国民への事業評価結果の情報開示を改善しつつ，よりわかりやすく迅速な発信を進める。
 プログラム化の進捗も踏まえたプログラムレベルでの評価やインパクト評価等，新たな評価手法の
実施に取り組む。
年度計画
（6）事業の横断的事項に関する取組
（ハ）事業評価
① 事後評価を着実に実施し，適切な提言や教訓を得る。また，得られた教訓を事業に反映できるよ
う，活用プロセスの改善に取り組むとともに利用しやすいデータベースに蓄積する。事業評価の
質の向上については，開発課題別に標準的指標と代表的教訓を整理した参考資料を活用し，評価
に携わる内部及び外部人材等の能力強化を行うとともに評価結果の定性分析を行う。
② 事業評価年次報告書を分かりやすい形で作成・公開し，速やかにウェブサイトでも公開する。ま
た，各事業の評価報告書等のウェブサイトへの掲載を促進する。
③ プログラム単位の協力事業の評価に関連し，開発事業のロジックモデルの改善に役立つ効果的ア
プローチの分析を行う。また，インパクト評価の実施により，事業効果のより正確な測定に努め
る。また，その結果を，内外への発信や事業の改善に活用する。
主な評価指標
指標 19-1 事後評価の実施及び透明性の向上（説明責任）
（定性的指標）事業評価年次報告書の作成・公開
指標 19-2 事業評価を通じた学習・改善の促進
（定量的指標）汎用性・実用性の高いナレッジ教訓の整備（2016 年度までの累積目標）：10 分野，
開発課題別の指標の整備（2016 年度までの累積目標）：80%
指標 19-3 事業評価にかかる人材育成や対外発信の実施
（定量的指標）研修：年 10 回
３－２．業務実績
指標 19-1 事後評価の実施及び透明性の向上（説明責任）
1. 事後評価の実施及び情報公開
（1）事後評価の実施
 外部評価：評価対象となる原則 10 億円以上の全ての事業 100 件（内訳：技術協力 20 件，有償資金
協力 53 件，無償資金協力 27 件）に対し外部評価を実施した。評価結果は速やかに機構ウェブサイ
トで公表した。
 内部評価：2 億円以上 10 億円未満の案件に対し内部評価を実施した。2015 年度の内部評価完了案
件は 61 件（内訳：技術協力 37 件，無償資金協力 24 件）。評価結果は機構ウェブサイトで公表した。
（2）事後評価報告書
機構の事業評価に関する 2015 年度の活動を取りまとめた事業評価年次報告書 2015 を機構ウェブサ
イトで公表した。横断分析や詳細分析の記事を充実させる等，説明責任と評価の質の向上の両方で充
実を図った。
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2. 評価における透明性の向上
 事業評価外部有識者委員会の開催：年 2 回開催し，事後評価の手法の改善や戦略性強化に関する助
言を得た。
 透明性確保のための事業評価外部有識者委員会によるレビュー：6 月に実施された行政事業レビュ
ーにおいて，機構の「評価事業」で改善すべき点として，評価におけるより一層の透明性の確保が
挙げられた。同指摘に対応するため，各界の有識者からなる事業評価外部有識者委員会において，
機構の外部評価制度（プロセス）及びその結果（サンプル）のレビューを行った。外部評価の制度
（プロセス）については，客観性や質を担保した制度運用という観点で透明性の検証を行ったとこ
ろ，
「丁寧な手続きが整備・実施されており」
，説明責任の観点からは「高い制度運用の水準を誇っ
ている」との評価を得た。また，評価結果（サンプル）に対して，論理的に説明されているか，適
切なエビデンスに基づいているかという観点で透明性の検証を行ったところ，説明責任の観点から
は特段の問題の指摘はなかった。以上のとおり，行政事業レビューの指摘に対して，外部有識者の
知見を活用し迅速かつ的確に対応した。
 事後評価の機構内基本文書の公表：透明性を一層向上する観点から，機構の事後評価の基本文書で
ある「事後評価レファレンス」及び「事後評価プロセス」を機構ウェブサイトで公表し，説明責任
の向上を図った。
3. 戦略的な取組
 外部評価への多様な主体の参加の促進：6 月に実施された行政事業レビューにおいて，機構の「評
価事業」で改善すべき点として，外部評価への多様な主体（NGO，大学，開発途上国等）の参加の
促進が挙げられた。同指摘に対応するため，2015 年度に開始した外部評価 3 事業について，平和構
築や環境社会配慮等の観点を評価するため，NGO（現地／日本）や大学（現地／日本）が参加する
形での評価に着手した。
 外部評価従事者の裾野拡大：中長期的に外部評価従事者の裾野を拡大するため，大学向けに機構の
事後評価にかかる個別説明やセミナー開催等の準備に着手するとともに，NGO との意見交換等を行
った。
指標 19-2

事業評価を通じた学習・改善の促進（過去の事業からの学びを開発事業・政策の改善へ結

びつける）
1. 事後評価の質の向上に向けた取組
 汎用性・実用性の高い教訓の横断分析（ナレッジ教訓）：個別事業から得られた重要な教訓を類似
案件等に活用しやすい形に分析・加工する取組として，廃棄物管理，下水道管理，地方行政，平和
構築の 4 分野で横断分析を実施した。横断分析結果は機構内で検索可能なように蓄積し，主要な活
用主体である事業部の分析結果へのアクセスを改善した。
 技術協力プロジェクトの開発課題別の指標の整備及び代表的教訓レファレンス：事業の案件形成，
事前評価段階において，協力の効果を客観的かつ定量的に分かりやすく示すための参考となるよう，
開発課題に応じた標準的な指標例を整理している。さらに，代表的な教訓を整理し，事業の質の向
上を目指している。2015 年度は 6 分野（水産，自然環境保全，エネルギー，運輸交通，都市・地方
開発，気候変動）を作成し，機構ウェブサイトで公表した。これにより，機構が取り扱う開発課題
のうち累積で 87％の指標及び代表的教訓のレファレンスを整備した。同レファレンスは事業の事前
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評価で協力効果を測定するための指標を設定する際に参照され，事業部門での研修等でも活用され
ている。
 JICA 事業評価ハンドブックの作成・公開： 機構内外の開発実務者が事業評価を実施する際に必要
な基礎知識や考え方をまとめた参照資料として新たに編集し，機構ウェブサイトで公表した。同ハ
ンドブックは，2014 年に策定した事業評価ガイドライン（第二版）を補完する資料であり，事業ス
キーム（有償，無償，技術協力）ごとの評価の視点を整理した。
 評価手法や分析の深化：事業評価外部有識者委員会の助言を踏まえ，有効な教訓を導出する観点か
ら妥当性の分析をさらに深めるために，試行的に追加的な視点で分析を行った。また，事業がもた
らした効果を効率性の観点で評価するため，費用効果分析を試みた。
2. 事業へのフィードバック強化
 外部評価総合レーティングが低い事業（4 段階最下位）への対応： 2015 年度の外部評価完了案件
で該当する 10 案件全てに対し提言・教訓を踏まえた機構事業部門の対応を取りまとめ，事業評価
年次報告書で公表した。
 新規事業への教訓のフィードバック：機構事業部門が行う事前評価の質を高めるため，担当事業部
による事業事前評価表の決裁前に評価部との協議を義務付けている。2015 年度に事業部が行う全て
の新規案件の計画・審査段階の事業事前評価表等（491 件）に対して評価部から教訓をフィードバ
ックし，助言・支援を行った。
 事後評価結果の組織内共有：事後評価結果を機構の事業部門に直接フィードバックするために説明
会を 4 回実施し，237 名が参加した。事後評価からの学びと教訓に加え，横断分析から得られた示
唆を共有した。
3. 教訓等の評価結果の活用促進
 汎用性・実用性の高い教訓の横断分析（ナレッジ教訓）の活用促進：事業部門が作成する課題別指
針等に教訓の横断分析結果を反映し，事業部門での研修・勉強会等でも活用するなど組織的な活用
を進めたほか，国際会議等でも発信した。また，事業評価外部有識者委員会において同横断分析の
活用状況を報告した。なお，これらは 6 月の行政事業レビューでの指摘事項（ナレッジ教訓の活用）
にも対応する取組である。
 事後評価における教訓の活用状況の確認：2015 年度に開始した外部評価 6 事業において，事業実施
段階における教訓の活用状況の確認に着手した。
4. 戦略的な取組
 過去の事後評価結果の統計分析：過去の傾向を把握して事業の計画・実施を行い，評価制度の改善
に向けたフィードバックを得るため，過去の外部評価結果約 740 件に対する定量分析及び定性分析
に着手した。その結果，2015 年度は評価結果のスキーム（有償，無償，技術協力）毎の傾向分析，
評価結果に影響を及ぼすと考えられる要因の検証，特定国（フィリピン）の評価結果の分析などを
試行的に行った。2016 年度以降も継続的に実施し，分析を深化させる予定である。
 評価対象の特性に合わせた評価：事後評価結果から有用な教訓を導出するため，横断分析（例：相
手国政府負担と開発効果）や詳細分析（例：モデル開発と制度化）を行い，事業評価年次報告書で
公表した（5 件）
。また，開発協力大綱に記載された「評価対象の特殊性に合わせた評価」に対応す
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るため，2015 年度に着手した事後評価（外部評価）において平和構築等の分野で評価対象の特性を
踏まえた追加的な分析（9 件）に着手した。
 インパクト評価等：更なる事業効果の向上と事業の質の改善のために根拠（エビデンス）に基づく
事業実施を推進しており，その主要なツールとして「インパクト評価」を推進している。2015 年度
はバングラデシュの「母性保護サービスプロジェクトフェーズ 2」
（技術協力），フィリピンの「ム
スリム・ミンダナオ自治地域平和・開発社会基金事業」（有償資金協力）等のインパクト評価を実
施した。また，ブルキナファソ「住民参加型学校運営改善計画」（技術協力）でもインパクトを分
析した。さらに，日本評価学会や国際会議において，JICA の取組を発信するとともに，インパクト
評価を担う実務者の育成のために外部向け研修を行った。なお，インパクト評価の推進は 6 月の行
政事業レビューでの指摘事項（OECD/DAC 以外の評価基準）にも対応した取組である。
 プログラム単位の評価等：汎用性・実用性の高い教訓の横断分析（ナレッジ教訓）の抽出過程で開
発事業のロジックモデルの改善に役立つ効果的アプローチの分析を行い，また事業評価ハンドブッ
ク（上述 1.参照）に開発効果発現の明確化の記載やプログラム評価の評価可能性を高めるための解
説を記載した。
 ジェンダー視点からの取組：2015 年度に着手した事後評価において，計画時にジェンダー視点での
指標等が設定されていない事業についても事後評価段階で可能な限りジェンダー視点での実績・効
果の把握・分析を積極的に試みることを通じて，ジェンダー視点を強化した評価に取り組んでいる。
指標 19-3 事業評価にかかる人材育成や対外発信の実施
1. 人材育成
 内部向け研修：職員等の評価能力向上のため，機構の事業評価制度や評価結果の活用等について研
修を実施した（計 15 回，受講者 263 名。新入職員向け 1 回，42 名）。また，在外事務所で事後評価
に関わる所員（主にナショナルスタッフ）を対象とした内部評価に関する研修を実施した。テレビ
会議での研修に加え，初の試みとして講師を在外事務所に派遣して周辺事務所も参加するワークシ
ョップ形式でも実施し，参加者間の意見交換や協働態勢を活性化した（計 9 回，受講者 163 名）。
 外部向け研修：初の試みとして，機構事業に従事する実務者（外部評価者等）を対象にインパクト
評価研修や社会調査手法に関する説明会を実施した。また，日本評価学会の評価士養成講座で講義
を行い，評価者の育成・拡大を図った（計 6 回，受講者 126 名）
。さらに，協力相手国実施機関向
けに評価に関するセミナーを実施した（計 6 回，受講者 124 名）
。
2. 対外発信
 インパクト評価等について評価学会（5 件）及び国際開発学会（2 件）で発表した。またアジア・
大洋州諸国を対象とした外務省主催の ODA 評価ワークショップで機構のインパクト評価にかかる取
組を発表した。
 フィリピンの国家経済開発庁（NEDA：National Economic Development Authority）と機構合同で
評価ワークショップを開催し，フィリピンに関する事後評価からの教訓等を共有した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
平成 27 年度春の「行政事業レビュー」では，外部からの視点の導入，ナレッジ教訓の活用状況の
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可視化，外部評価者の構成の検討などが指摘されたところ，それらの指摘事項に適切な対応を行うこ
とを期待する。
＜対応＞
・外部からの視点の導入：事業評価外部有識者委員会において，機構の外部評価制度（プロセス）及
びその結果（サンプル）のレビューを行った。その結果，機構の外部評価は，
「丁寧な手続きが整
備・実施されており」，説明責任の観点からは「高い制度運用の水準を誇っている」との見解を得
た。同委員会の協議内容は機構ウェブサイトで公表した。
・ナレッジ教訓の活用状況の可視化：2014 年度に作成したナレッジ教訓の事業部門における活用状況
をモニタリングし，新規事業の検討に利用した他にも職員研修，国際会議での発信等の活用例があ
ることを把握し，グッドプラクティスを関係各部に共有した。また，活用状況を事業評価外部有識
者委員会で報告した。
・外部評価者の構成の検討：2015 年度に開始した外部評価のうち 3 事業について，平和構築や環境社
会配慮といった観点を評価するため，NGO（現地／日本）や大学（現地／日本）が参加する形での
評価に着手した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：機構事業の「説明責任」と，
「学習と改善」という二つの目的のもと，前者の目的「説明責任」
のために事後評価を着実に実施し，結果を速やかに公開した。「学習と改善」では，事業評価の質を
向上させ，過去の事業評価からの学びを開発事業や政策に結びつけるための取組を推進した。具体的
には，事業の教訓を分析，加工する取組として，4 分野における汎用性・実用性の高い教訓の横断分
析（ナレッジ教訓の作成）を行い，中期計画期間中に累積 10 分野での作成という目標に対し，累積
で 9 分野での作成が完了した。また，外部評価総合レーティングが低い事業への対応や新規事業への
教訓のフィードバック等を着実に行い，事業へのフィードバックを強化した。さらに，協力の効果を
客観的かつ定量的に分かりやすく示すための参考となる開発課題別の指標整備については，今年度 6
分野であらたに整備した結果，機構が取り扱う開発課題のうち累積で 87％の分野で整備が完了した。
これらの取組を通じ，評価結果の事業への活用等事業の PDCA 態勢が強化された。
特筆すべき成果として，2015 年 6 月に実施された行政事業レビューでの指摘に機敏に対応し，事業
評価外部有識者委員会での外部評価制度及びその結果の確認，情報公開の促進，多様な主体（NGO，
大学等）の評価への参加促進を図る事後評価の開始など，具体的かつ的確な取組を行った。とりわけ
指摘事項である「評価の仕方自体が適切かどうか」という点に関し，事業評価外部有識者委員会にお
いて事後評価のプロセス及び評価結果について透明性を確認したところ，委員からは「JICA の事後評
価は，評価活動としてみた場合，高い制度運用の水準を誇って」おり，「非常に細かく丁寧に行われ
ている」との高い評価を得た。このような評価はこれまで質や説明責任の向上に向けて内外取り組ん
できた成果と言える。
加えて，インパクト評価の継続的な推進や，機構で初の試みとなる過去の事後評価結果の統計分析，
開発協力大綱を受けた評価対象の特性を踏まえた追加的な分析への着手，ジェンダー視点の強化な
ど，質の高い評価を行うため不断の取組を行っている。これらの迅速かつ適切な改善取組も，事業評
価外部有識者委員会において高い評価を受けている。
以上を踏まえ，課題別の指標整備等では当初計画を前倒しで達成する成果等を上げており，多様な
主体の参加による説明責任の一層の向上や，統計分析や追加的な分析による評価を通じた学習の深化
が図られたことから，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。
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＜課題と対応＞
2015 年度に評価部門の態勢を課題別に改編した。この定着により，2016 年度以降評価を通じた学
習の深化に向けた取組をさらに進める。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
事後評価の実施及び透明性の向上については，原則 10 億円以上の全事業の外部評価を適切に実施
し，外部への公開を行い，年度計画に定められた事業評価年次報告書の作成・公開を行い，事業実施
の説明責任，透明性の向上，評価の質の向上に寄与したと評価される。
2015 年 6 月に実施された行政事業レビュー公開プロセスでの指摘に迅速に対応し，事業評価外部有
識者委員会での外部評価制度及びその結果の確認，情報公開の促進，多様な主体（NGO，大学等）の
評価への参加促進を図る事後評価の開始など，具体的かつ的確な取組を行ったことは，評価制度の一
層の拡充に向けた取組として評価される。また，事業評価外部有識者委員会において事後評価のプロ
セス及び評価結果について透明性を確認したところ，委員からは「JICA の事後評価は，評価活動とし
てみた場合，高い制度運用の水準を誇って」おり，「非常に細かく丁寧に行われている」との高い評
価を得た。
事業評価を通じた学習・改善の促進については，個別事業から得られた重要な教訓を類似案件等に
活用しやすい形に分析・加工する取組や，開発課題に応じた標準的な指標例の整理を進めており，2015
年度は 6 分野での指標例を作成し，全体の 87％の指標が計画の前倒しで整理された点は評価される
（当初計画は 2016 年度までの累積目標 80％）
。
加えて，インパクト評価の継続的な推進や，機構で初の試みとなる過去の事後評価結果の統計分析
等を行い，更なる事業効果の向上と事業の質の改善に寄与していると評価される。
事業評価にかかる人材育成や対外発信については，内部向け研修を 15 回実施することに加え（当
初目標年 10 回）
，在外事務所へ講師を派遣する取組を新たに始めた点は，より質の高い評価事業に向
けた取組として評価される（計 9 回，受講者 163 名）。
また，さらに，インパクト評価に関する学会報告（計７回）や，協力相手国実施機関向けに評価に
関するセミナーやワークショップの開催等，これまで得てきた知見を組織外の関係者にも共有してい
る点も評価される（外部向け研修計 12 回，受講者 250 名）
。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
事業へのフィードバック，案件管理の質を高めるための在外事務所のナショナルスタッフの研修及
び協力相手国の評価能力向上に資する実施機関向けの評価に関するセミナー，ワークショップについ
て，引き続きの活動を期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・外部評価対象 100 件のうち，10 件が 4 段階評価のうち D 評価であるが，D 評価の案件に対していか
に対応していくかを検討していくことが重要。
・評価の目的を，
「説明責任」と「学習と改善」の 2 つを念頭に実施し，後者ではナレッジ教訓の作
成，事業へのフィードバック等を行った点は評価したい。
・在外事務所のナショナルスタッフの研修は，事業へのフィードバック，案件管理の質を高めるうえ
で有用と思われ，今後も重視してほしい。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.20

安全対策の強化

業務に関連する政策・施策

開発協力大綱，平成 27 年度開発協力重点方針

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

（個別法条文等）
関連する政策評価・行政事

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0097 無償資金協力，0098 独
立行政法人国際協力機構運営交付金

２．主要な経年データ
主要なアウトプット（アウトカム）情

達成

報

目標

基準値

2012

2013

2014

2015

2016

年度

年度

年度

年度

年度

関係者に対する安全対策指導の取組
赴任前研修等での安全対策研修・交通

55

49

57

54

安全対策研修の実施回数（回）
安全確認調査及び安全・交通安全巡回

84

85

(注)
25

20

33

33

27

30

132

90

90

105

190

158

指導実績国数
コントラクター等に対する安全対策の取組
実施状況調査（有償・無償）及び安全
管理セミナー回数
（注）2014 年度より新規実施の短期ボランティア講座，職員研修（セルフディフェンス）及びバイク講
座も計上。
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
（６）事業の横断的事項に関する取組
（ニ）安全対策の強化
機構は，安全情報を収集し，機構事業関係者に対し，適切な安全対策を講じる。
中期計画
（一段落目は中期目標と同内容につき省略）
具体的には，
 海外における事業の実施現場が開発途上地域であることを踏まえ，各国の治安状況や交通事情等の
リスクや昨今頻発しているテロリスクを考慮した安全対策措置が不可欠である。この観点から，派
遣専門家，ボランティア，職員等の関係者に対し適切な安全対策を講じる。
 施設建設等を含む事業に関し，開発途上国政府・事業実施機関，コンサルタント，コントラクター
による安全対策に係る取組の徹底及びこれらの不足を必要に応じて支援する仕組の強化を図る。
年度計画
（6）事業の横断的事項に関する取組
（二）安全対策の強化
① 関係者に対する派遣前の安全対策オリエンテーションを確実に実施するとともに，派遣中の安全
対策を継続的に実施する。
② 施設建設等を含む事業に関し，開発途上国政府，事業実施機関，コンサルタント，コントラクタ
ーによる安全対策に係る取組を徹底し，必要に応じて支援する仕組みを強化する。これまでに取
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り組んできた執務参考資料の機構内での周知徹底，実施状況調査等によるコンサルタント及びコ
ントラクターへの助言，事故原因の分析と再発防止策の実施，ODA 建設工事安全管理ガイダンス
の適用等を行う。また，新たな取組として，安全管理意識の醸成のため，安全対策強化月間キャ
ンペーンを行う。
主な評価指標
指標 20-1 関係者に対する安全対策の状況実績
（定量的指標）赴任前研修等での安全対策研修・交通安全対策研修の実施回数：55 回，安全確認調
査及び安全・交通安全巡回指導実施国数：25 か国
指標 20-2 コントラクター等に対する安全対策の状況
（定量的指標）実施状況確認調査及び安全管理セミナー：132 回
３－２．業務実績
指標 20-1 関係者に対する安全対策の実績
海外での治安状況に対する懸念が高まる中，引き続き関係者に対する安全対策を強化した。こうした
取組もあり，2015 年度の犯罪被害件数は 399 件（2013 年度 418 件，2014 年度 396 件）と例年と同水準
を維持した。
1．本部における安全情報の収集・分析・共有と安全対策への反映
 機構関係者の派遣国・地域の治安動向等に係る安全情報を常時収集し，適宜リスク分析の上，海外
拠点等の関係者に共有するとともに，渡航措置や行動規制に随時反映した。また，必要に応じて海
外拠点に配置した安全対策アドバイザーや外部情報リソースに詳細情報収集を依頼し，より精度の
高い安全情報収集と共有に努めた。こうしたリスクの高い地域へ関係者を立ち入らせない取組を通
じ，犯罪やテロ被害の未然防止に努めた。
2．関係者に対する安全対策強化のための取組
（1）派遣前の機構関係者に対する安全対策講習の実施
 関係者の安全意識向上のため，派遣前安全対策講習を計 85 回実施した（安全対策 56 回，交通安
全対策 29 回。2014 年度計 84 回）
。同安全対策講習では，近年の犯罪被害や交通事故の発生傾向を
分析の上，事故防止に向けた対策等を関係者に周知した。また，テロ遭遇の場合の予防・回避策を
取りまとめ関係者へ広く周知した。
（2）海外拠点の安全対策強化のための取組
 安全確認調査：海外拠点を対象とした安全確認調査を延べ 8 か国（2014 年度 11 か国）
，安全・交通
安全巡回指導を 22 か国（2014 年度 16 か国）で実施した。
 海外拠点における安全対策の強化：各国・地域ごとの渡航制限及び行動規制の設定により被害防止
に努め，テロの標的となりやすい場所に立ち入らないよう注意喚起を行うとともに，既存の安全対
策・行動措置等を再確認し，関係者に改めて周知して対策を強化した。また，治安状況に対応して
より機動的に対応するため，海外拠点への安全対策アドバイザー配置による現地情報収集能力の強
化，緊急連絡態勢の整備（毎月の在外緊急連絡網の更新，衛星携帯電話等配置）を行った。さらに，
犯罪リスクを低減させるため海外拠点で警備員の配置・防犯設備・機材整備といったハード面での
防犯態勢の強化等も実施した。
20-2

 テロ事件に対する機動的な対応：2015 年度は，フランス，トルコ，ベルギー，マリ，ブルキナファ
ソ，コートジボワール，インドネシア，タイ等でのテロ発生を受け，治安情勢に係る情報収集・分
析・発信の強化に取り組んだ。また，長期赴任者の犯罪・事故に加えてテロへの巻き込まれを防止
するためテロ対策の説明や実技指導を加えるなど講習を強化した。とりわけ，紛争影響国等に赴任
する人員に対して，これまで実施してきた誘拐や銃撃や爆発物爆破等も想定した国連高等難民弁務
官事務所（UNHCR）や軍隊と連携した実践的な訓練に加え，本邦における実践研修も試行的に実施
した。
（3）資金協力関係者の安全対策強化
 有事の際の緊急連絡網に関し，専門家，調査団，ボランティア等に加え，資金協力事業に係るコン
サルタントや施工業者等を含む様々な邦人の開発協力関係者も登録する取組を開始し，企業向けの
セミナー等において同取組に係る説明も行った（57 か国で延べ 420 以上の企業が登録）。平時の治
安情報の発信とともに，有事の際の安否確認も行っている。
3．治安が悪化した国等における緊急対応の実績
 即応態勢：平日夜間，休日・祝日も含む 24 時間緊急連絡待機態勢を本部内に確保し，海外拠点等
からの緊急連絡への即応に努めた。2015 年度は 157 件の在外緊急連絡に対応した。
 緊急対応の実績：大地震，クーデター，選挙による治安悪化等を踏まえ，ネパール，ブルンジ，ブ
ルキナファソ，ベネズエラで国外退避（避難一時帰国）措置を行った。また，チュニジアでテロ襲
撃を踏まえボランティアの国外退避を行ったほか，バングラデシュでもテロ殺害事案を踏まえて安
全が確保しえない一部のボランティアの国外退避を行った。
指標 20-2 コントラクター等に対する安全対策の状況
1. 指針文書の周知・運用の徹底
(1) 周知の徹底
 2014 年度に策定した「ODA 建設工事安全管理ガイダンス」及び「施設建設等を伴う ODA 事業の工事
安全方針」を活用して工事安全対策を推進するため，機構内外向けの研修（在外赴任者向け研修 11
回，工事安全対策担当者向け講習会 3 回，国際建設技術協会との協働による能力強化研修 1 回）を
開催し，同ガイダンス及び同方針の周知を徹底した。
(2) 運用の徹底
 「施設建設等事業の安全対策委員会」を開催し（2016 年 3 月），2015 年度の安全対策の取組実績の
確認，事故の発生状況の確認及び原因・傾向の分析を通じて安全対策の改善策を検討した。取組実
績と改善策の検討の過程で「ODA 建設工事安全管理ガイダンス」に基づく安全対策/施工プランの効
果等を確認し，必要な改善を行うこととした。
2．現場における安全対策強化のための取組
(1）安全対策強化キャンペーン
 工事安全対策の徹底を目的とし，全世界の海外拠点（工事関連事業のない拠点を除く）を対象とし
た初の取組として安全対策強化キャンペーンを実施した。講習会を通じて海外拠点の工事安全対策
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担当者の意識が向上し，また現場パトロール（29 か国）を通じて相手国関係者（実施機関，コント
ラクター，コンサルタント）の意識向上と現場における対策の徹底につながった。
(2）組織的な安全対策の推進
 個別の事故事案に対して事故原因，再発防止策，工事実施上の留意事項等の技術的助言を取りまと
めて関係者へフィードバックし，再発防止に努めた。また，事故事案の頻発した事業に対してレタ
ーや申入れ等を通じて実施機関，コントラクター，コンサルタントに工事安全対策の改善の徹底を
促した。
(3）資金協力の実施状況調査
 各現場での安全対策の徹底と事故の予防のため，無償資金協力業務関連で 44 か国 92 件（2014 年度
33 か国 91 件）
，有償資金協力事業関連で 6 か国 16 件（2014 年度 9 か国 32 件）の実施状況調査を
実施し，現場の安全対策の状況確認と改善提案等を行った。10 月に実施した円借款の本邦技術活用
条件（STEP）案件に関する施工安全確認調査（インド及びケニアの計 2 案件を対象）では，JICA
事務所，先方実施機関，コンサルタント，コントラクター等の参加の下，ODA 建設工事安全管理ガ
イダンスの説明・質疑応答，日本における事故防止対策の制度的枠組みや対策事例の紹介，貨物専
用鉄道建設事業およびモンバサ港開発事業で発生した工事事故の根本原因分析，安全管理に対する
改善提言等を実施した。
(4）開発途上国関係者の安全意識の醸成
 課題別研修「社会基盤整備における事業管理」コースにおいて，安全管理に関する講義・視察を実
施した（13 か国から 13 名が参加）
。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
引き続き，現場における適切かつ十分な安全配慮を行うとともに，有償資金協力に携わる企業関係
者を含め，コントラクターに対する安全対策を確実に進めることを期待する。
＜対応＞
機構内外に対する各種研修を通じた工事安全対策に関する指針文書の周知・運用の徹底，安全対策
強化キャンペーン等を通じた現場における安全対策の強化に努め，安全対策を積極的かつ確実に進め
た。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：機構関係者に対する安全対策について，テロが拡散・頻発し海外の治安リスクと関係者への脅
威が高まる中，治安情報収集分析発信及び渡航措置等への適切な反映，派遣前関係者の安全意識向上
の促進に努めるとともに，海外拠点の安全対策を強化し，治安が悪化した国等においては迅速な緊急
対応等を実施し，テロ被害防止に向けた対策を推進した。こうした取組もあり，犯罪被害件数は低減
傾向を維持しており（2011 年度以前は 500 件以上に対し，2014 年度 396 件，2015 年度 399 件）
，テロ
被害巻き込まれも発生していない。
コントラクター等に対する安全対策については，
「ODA 建設工事安全管理ガイダンス」及び「施設建
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設等を通じた ODA 事業の工事安全方針」等の指針文書の機構内外の研修等を通じた周知・運用を徹底
した。また，現場における安全対策強化の取組として，初の取組である安全対策強化キャンペーンを
実施するとともに，資金協力の実施状況調査及び安全管理セミナー（2015 年度 158 件，2014 年度 190
件）を行い，海外拠点における安全対策を徹底した。こうした取組もあり，事故事案報告件数は 33
件（2014 年度 35 件）となった。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
引き続き，治安情報収集分析，事件事故・緊急事態対応を含む安全対策を確実に実施する。コント
ラクター等に対する安全対策に関し，特に事故件数の多い国や事業規模の大きい国に対して重点的に
安全対策を推進する。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｃ
＜評定に至った理由＞
関係者に対する安全対策の状況については，前年度と同水準の赴任前研修等での安全対策研修・交
通安全対策研修や，安全確認調査及び安全・交通安全巡回指導実施を行っている点などは評価される。
また，コントラクター等に対する安全対策については，安全対策強化キャンペーン等を通じた現場
における安全対策の強化や，有事の際の緊急連絡網に資金協力関係者を加える取組を開始したことは
評価される。その一方で，国際協力事業の従事者が巻き込まれた 2016 年 7 月のダッカ襲撃テロ事件
の被害を繰り返さないよう，同年 8 月 30 日に発表した国際協力事業関係者等のための新たな安全対
策を，理事長が主導する形で着実に実施すべく，万全の態勢を構築することが不可欠となっている。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を下回っており，
「Ｃ」評価とする。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
テロ等の新たなリスクへの早急な対応策のさらなる強化の検討が求められる。より広範な資金協力
関係者を含む安全対策の強化に向けて，2016 年 8 月 30 日に発表した国際協力事業関係者等のための
新たな安全対策を，理事長が主導する形で着実に実施することが求められる。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・昨今の世界的な治安リスクの高まりを受け，従来の計画を抜本的に見直し，新たなリスク管理シス
テムを構築すべきではないか。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.21

外交戦略の遂行上その他必要な措置の実施

業務に関連する政策・施策

開発協力大綱、平成 27 年度開発協力重点方針

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

（個別法条文等）
関連する政策評価・行政事

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

業レビュー
２－１．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
（６）事業の横断的事項に関する取組
（ホ）外交政策の遂行上その他必要な措置の実施
機構は、独立行政法人国際協力機構法第 40 条に基づく、主務大臣の要請に対しては、正当な理由
がない限り迅速に対応する。
中期計画
（６）事業の横断的事項に関する取組
（ホ）外交戦略の遂行上その他必要な措置の実施
機構は、独立行政法人国際協力機構法（平成 14 年法律第 136 号。以下「機構法」という。）第 40
条に基づく、主務大臣の要請に対しては、正当な理由がない限り迅速に対応する。
年度計画
（６）事業の横断的事項に関する取組
（ホ）外交戦略の遂行上その他必要な措置の実施
独立行政法人国際協力機構法第 40 条に基づく、主務大臣の要請に対して、迅速に対応する。
主な評価指標 なし
２－２．業務実績
2015 年度は、独立行政法人国際協力機構法第 40 条に基づく主務大臣の要請の実績はなかったため、
報告対象外とする。
２－３．主務大臣による評価
評定：－
＜評定に至った理由＞
実績がないため，評価対象外とする。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.22

組織運営の機動性向上

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 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
評価対象と
なる指標

達成目標

◎国内拠点

前年度実績以上（2012 年

の利用者数

度は 47 万人，2013 年度以

（人）

降は上記目標）

基準値

2012

2013

2014

2015

2016

（2011 年度）

年度

年度

年度

年度

年度

561,136

589,572 651,885 838,142 859,610

◎2015 年度計画で当初より設定している評価指標
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
３．業務運営の効率化に関する事項
（１）組織運営の機動性向上
機構は，
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）に基づ
く取組を着実に進め，開発途上地域のニーズの多様化や我が国の開発援助政策の重点の変化等の内外
の環境の変化に対応し，戦略的，効果的な援助を実施する体制を整備する。この観点から，柔軟に組
織を変更できる独立行政法人の制度趣旨を活かし，必要な機能強化を図りつつ，組織編成の理念及び
それぞれの果たすべき機能・役割を再度整理した上で，本部体制の適正化に向けスリム化を行う。
海外拠点については，国際情勢の変化等を踏まえた配置の適正化のため必要な見直しを行う。また，
効果的・効率的な事業実施のため，着実に国内の人員を在外の人員へシフトすること等により，国別
分析の強化や事業展開計画，現地ＯＤＡタスクフォースへの参画等を通じ，多様化するニーズを的確
に把握し，海外の現場における被援助国関係者や他ドナーとの対話や案件形成機能等，現場機能の総
合的な強化に取り組む。さらに，国際交流基金，日本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外事務
所と事業の連携強化等を図るため，現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留意
し，共用化又は近接化を進める。
国内拠点については，個々の必要性等を検証し，配置の見直しを進めるとともに，それぞれの拠点
の機能・役割，利用状況，施設保有の経済合理性等に関する第三者による検証結果を踏まえ，地域特
有の経験やネットワークを活用し，開発途上地域における開発課題の貢献のみならず，地域における
国際協力の結節点として，その強化に努め，国民の国際協力の理解・共感，支持，参加を促進する。
中期計画
２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（１）組織運営の機動性向上
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 独立行政法人の制度趣旨を活かし，地域・国毎の援助ニーズへのより迅速かつ的確な対応及び戦略
的，効果的な事業の実施が可能となるよう本部体制の見直しを行い，必要な機能強化を図りつつ，
部や課の再編を通じた本部体制のスリム化を行う。
 海外拠点について，開発途上地域の経済成長などの国際情勢の変化，プロジェクトの実施期間等の
状況を踏まえ，配置の適正化のための必要な見直しを行う。
 各国の状況に応じ，現地職員の一層の活用を図る観点から研修の充実や業務実施体制の見直しを行
うとともに，国内から在外への着実な人員シフト，本部からの在外支援機能の強化等を通じ，海外
の現場機能の強化に取り組む。
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 広尾センターの機能移転，大阪国際センターと兵庫国際センターの統合に当たっては，それぞれの
拠点がこれまで果たしてきた役割や実績を損なうことなく，体制の見直しを進める。札幌国際セン
ターと帯広国際センターについては，地元自治体・関係者との調整を踏まえて統合し，また，東京
国際センターと横浜国際センターについては，長期的な研修員受入事業のあり方，海外移住資料館
の扱い及び施設の稼働率等を踏まえ統合を検討し，一定の結論を得る。
 国内拠点については，国民の国際協力への理解・共感，支持，参加を促進する観点から，また，中
小企業及び地方自治体等の海外展開を支援する観点から，民間企業，NGO，地方自治体，大学等と
の多様なパートナーとの連携を促進し，技術協力，ボランティア事業，市民参加協力，開発教育支
援，広報，調査等への取組を通じ，各拠点の特性を活かした効果的かつ効率的な活動を行う。
年度計画
2．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（1）組織運営の機動性向上
① 政府開発援助に関する政府の施策及び地域・国ごとの援助ニーズへのより迅速かつ的確な対応並
びに戦略的，効果的な事業の実施が可能となるよう，本部の組織編成及び各部署の果たすべき機
能・役割の見直しを行う。
② 開発途上地域の政治経済・治安等の国際情勢の変化，プロジェクトの実施期間，安全配慮が必要
な長期滞在者等の状況を踏まえ，海外拠点の配置適正化のための必要な見直しを行う。また，他
法人海外事務所との共用化･近接化について，政府方針等の趣旨に従い，適切に対応する。
③ 現地職員の育成に向けた取組を更に推進するとともに，引き続き海外拠点におけるニーズに応じ
た適切な人員配置，本部からの在外支援機能の強化等に努める。また，現場の状況に迅速かつ柔
軟に対応するために導入した事務所運営の枠組みについて，適切な運用とモニタリングを行うと
ともに，制度のレビューに着手する。
④ 再編された国内拠点体制において滞りなく業務を実施する。東京国際センターと横浜国際センタ
ーの役割・機能，統合の可能性について検討を進める。
⑤ 国内拠点を通じて多様な関係者との結節点としての役割を果たすべく，民間企業，NGO，地方自
治体，大学等とのパートナーシップを強化し，拠点の特性をいかした活動を行う。民間企業につ
いては，特に中小企業海外展開支援に資する活動を行う。これらの取組を通じ，利用者数につい
て平成 26 年度実績を上回ることを目指す。
主な評価指標
指標 22-1 開発ニーズに戦略的かつ柔軟に対応するための本部組織の改編状況
指標 22-2 海外拠点の配置適正化に向けた取組状況
指標 22-3 現場機能の強化に向けた取組状況
指標 22-4 国内拠点の配置見直しに向けた取組状況
指標 22-5 多様なパートナーとの連携等を通じた国内拠点の効果的な取組状況
（定量的指標）国内拠点の利用者数：2014 年度実績以上
３－２．業務実績
指標 22-1 開発ニーズに戦略的かつ柔軟に対応するための本部組織の改編状況
 開発ニーズへの適切な対応のための再編：東南アジア・大洋州部においてミャンマーなど一部の国
に係る業務増大への対応および課ごとの業務平準化を図るため，マレーシアに関する業務を同部東
南アジア第二課から同第一課に，タイに関する業務を同第二課から同第三課に，カンボジアに関す
る業務を同第四課から同第二課に移管した。
 専門分野への対応強化のための再編：昨今世界的に支援ニーズが高まっている防災分野，水資源分
野について，それぞれの専門分野に特化した形で対応能力を強化できるよう，地球環境部の水資
源・防災グループを水資源グループと防災グループに分割再編した。また，従来の食料自給・農業
分野における支援内容の多様化に応え，担当者それぞれが高い専門性をもって付加価値の高い案件
形成・監理に当たることができるよう，農村開発部内各グループの分掌を地域・国別から課題別（農
業・農村開発第一グループ：商業的農業の支援に関する業務／同第二グループ：食料の自給・安定
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生産に関する業務）に再編した。
 事業主管部門への支援とフィードバック強化のための再編：事業主管部門への支援強化のため，調
達部において各事業部が所掌する課題分野に関する知識の蓄積・活用が可能となるよう，同部の契
約第一課および契約第二課の分掌を地域・国別から事業部別に再編した。また，事業評価を通じて
事業の経験・知見を蓄積し，事業へのフィードバックを強化するとともに，増加する事後評価を効
率的に実施するため，これまで評価スキームごとで課の分掌を分けていたものを，課題ごとの分掌
に再編した。
 これらの取組の結果，2015 年度末時点での課数は 130 課となっている（基準値 145 課：2011 年 4
月）
。
指標 22-2 海外拠点の配置適正化に向けた取組状況


適正な配置：海外拠点の配置については，開発途上地域の政治・経済・社会情勢や治安情勢等の変
化，協力実施状況等を踏まえた適正化を図るべく継続的な検討を行っている。外務省におけるブル
ンジの兼轄について，2014 年度後半にケニアからルワンダに変更となったことに伴い，機構におい
てもルワンダ事務所がブルンジを兼轄するよう変更した。また，キューバへの支援強化のため，2015
年 10 月にキューバ事務所を新たに設置することを決定し，現地開設に向けた準備を進めている。
さらに，現地情報の効率的収集，機動的対応を行うため，アルジェリアを本部所掌からチュニジア
事務所の兼轄に変更した。
 他法人海外事務所との共用化・近接化：中華人民共和国において 6 月に日本政府観光局（JNTO：Japan
National Tourism Organization）が機構と同じ物件に移転した。機構事務所が縮小したスペース
に賃貸先を探していた JNTO を案内・招致したもので，機構事務所外部打合せスペースも JNTO と共
用することで効率化を図った。

指標 22-3 現場機能の強化に向けた取組状況
 3 か年の運営計画に基づく機動的な海外拠点運営：機構は，現場のニーズ・状況に応じた機動的か
つ効率的な海外拠点の運営を実現すべく，2013 年度に各事務所の 3 か年の運営計画の仕組みを試行
的に導入し，各事務所において 2014-2016 年度の計画の運用を開始した。2015 年 9 月に中間レビュ
ーを実施し，各海外拠点での運営計画の施行状況を確認した。その結果，事務所長の裁量に応じた
要員や予算の運用によって，状況に応じた機動的な対応が可能になった等，拠点運営計画の導入の
効果が確認された。
 現地職員の活用促進：現地職員の積極的な活用を通じて海外拠点の運営機能を強化するため，人事
部内に設置された現地職員マネジメント支援班を通じて，現地職員管理に係る海外拠点への支援を
強化した。また，本邦研修の計画・実施・評価に至る一連の業務における現地職員の一層の活用を
促すため，研修事業担当現地職員を対象とした本邦研修を実施するとともに，現地職員の本邦研修
同行制度の活用を促進した。加えて，現地職員の活用とモチベーション向上をさらに促進するため，
能力の高い現地職員の国を超えた活用や，管理職相当での活用を含めたキャリアパスの構築等，具
体的な制度の見直しに係る検討を行った。さらに，本年度も現地職員の能力強化の機会を拡大する
ため，職員のコアスキル習得のための研修「JICA アカデミー」の一部を現地職員向けに英語で実施
した。
（指標 33-3 参照）
 国内から在外への定員のシフト：2014 年度の外務省独立行政法人評価委員会の指摘「現場機能の強
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化については，在外への人員シフトと人件費の抑制の両立が困難な点は理解するが，長期的には海
外拠点の人員増を可能にする方途も検討すべきである。」も踏まえて，2015 年度の予算要求にて在
外定員を含む増員のための予算を要求し，在外定員 2 名の増員が認められたことから，追加の配置
を行った。また，2016 年度の予算要求においても引き続き在外定員を含む増員を要求し，4 名の増
員が認められた。
 海外拠点間の人員配置の見直し：円借款を中心に事業量が増加しているインド及びバングラデシュ，
アフリカにおいて社会・経済的に安定しており，支援の効果が高いと見込まれるエチオピア，ガー
ナ，セネガルなど，事業展開上喫緊に現場機能強化が必要となっている拠点については，職員の増
員により態勢を強化した。一方で，将来的に事業量の減少が見込まれる拠点については減員を行っ
た。また，2014 年度に引き続き本部による海外拠点への支援を強化すべく，2015 年度は 9 拠点の
会計事務に係る権限の見直しを行い，一部業務を本部に移管することにより，これら海外拠点の事
務の効率化を進めた。
指標 22-4 国内拠点の配置見直しに向けた取組状況
 国内機関統合後の状況：
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
（2010 年 12 月 7 日閣議
決定）に基づく大阪国際センターの閉鎖及びその機能の兵庫国際センターへの統合（関西国際セン
ターの発足），札幌国際センターと帯広国際センターの管理部門の統合（北海道国際センターの発
足）については，統合後も各センターにおいて滞りなく業務を継続している。また，地球ひろばに
ついては，旧広尾センターから広報室に移管され，場所も市ヶ谷ビルに移転した後，広報室の有す
る各種広報リソースを有効活用することで，展示・企画内容を充実させている。
 東京国際センターと横浜国際センターの統合にかかる検討の状況：両センターの統合と機能整理に
ついて，国内拠点にかかる第三者検証会合に諮り（4 月）
，同会合での外部有識者の指摘を踏まえて，
最終検討案を作成した。これに基づき，施設問題検討委員会で審議を行い，今後も両拠点を地域の
結節点としてさらに有効活用していくことについて了承を得た（2016 年 3 月）。
指標 22-5 多様なパートナーとの連携等を通じた国内拠点の効果的な取組状況
 機構は，各国内拠点で地域内の企業，自治体，大学，NGO 等の多様なパートナーとのネットワーク
形成及び連携事業の促進等を進めている（活動詳細は項目 8，9 参照）
。この結果，2015 年度国内拠
点の総利用者数は 2013 年度比 29％増と大幅な伸びを見せた 2014 年度（83 万 8,142 人）からさら
に 3％増となる 85 万 9,610 人となり，年度計画の目標値（前年度実績値）を上回った。利用者増加
の原因として，国内拠点での NGO，自治体及び企業（中小企業含む）の国際協力に関するセミナー
への参加や修学旅行生の訪問等の増加が考えられる。
 国内拠点の事業実績，経費実績（事業）及び組織全般に関する情報は，表 22-1，22-2，22-3 のと
おり。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
現場機能の維持・強化のため，在外への人員シフトに向けて引き続き取り組むと共に，現地職員を
一層活用する方策を検討すべきである。
＜対応＞
現場機能の維持強化のための定員の増加に係る予算要求及び拠点間の事業量を踏まえた配置見直
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しを引き続き実施した。加えて，現地職員に対する研修制度の強化を行うことで現場機能の強化を行
うとともに，現地職員のモチベーション向上と能力向上の機会を創出するため，優秀な人材の国を超
えての活用やキャリアパス構築に関する制度見直しを検討した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：本部組織態勢について，開発ニーズに戦略的かつ柔軟に対応するため，地球環境部・農村開発
部の業務分掌の変更，事業のニーズと業務量に対応した東南アジア・大洋州部内の分掌の変更等によ
り人員配置の最適化を行った。
海外拠点についても，より現場のニーズの高い事務所への人員態勢の増強を行ったほか，予算要求
にて在外定員の増員を要求した結果増員が認められ，在外事務所の態勢強化を行っている。また，現
地職員に対する研修や本邦研修同行制度の実施を通じて能力強化への取組を継続するとともに，管理
職への登用機会の創出等によるモチベーション向上の検討などを行った。他法人との共用化・近接化
についても海外拠点において契約更新時の検討を継続した結果，中華人民共和国で JNTO との近接化
を達成した。
国内拠点については，地域の様々なパートナーのネットワークの形成等により国内結節点機能を強
化した結果，国内拠点の利用者は 85 万 9,610 人を達成し，2014 年度の実績値及び中期計画に掲げる
目標値（65 万 1,885 人）を上回った。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
現場機能の強化のため，現地職員の活用機会を一層向上させるとともに，引き続き本部を含む国内
拠点，海外拠点の人員配置態勢について援助ニーズへの迅速かつ的確な対応や国際情勢の変化等の業
務を取り巻く趨勢に応じた最適化のための検討を続ける。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
本部組織の改編，国内外拠点の配置適正化に向けた取組，現場機能の強化に向けた取組，多様なパ
ートナーとの連携等を通じた国内拠点の効果的な取組において，着実な取組が進んでいると評価す
る。
本部組織態勢の見直しについては，外交上の重要課題及び支援ニーズが高まっている分野に対処す
べく，組織分掌の変更及び人員配置の最適化が行われた。
海外拠点の配置見直しに関しては，開発途上国の情勢等を踏まえ，継続的な検討を実施している。
また，
「独立行政法人等に関する基本的な方針」
（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）に基づき，他法人
海外事務所との共用化・近接化を推進した。加えて，現場機能の強化に向け，現地職員向けの研修を
継続して実施した。
国内拠点に関しては，2015 年度目標としていた前年度実績（838,142 人）を上回る 859,610 人が来
館しており，各拠点の特徴を活かしつつ，多様なパートナーとのネットワーク形成及び連携事業の促
進が実行された。
さらに「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）に対し
ても適切に対応を行っていると評価する。
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以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
組織の最適化に向けた検討の継続に加え，現場機能の強化に向けた，現地職員の活用機会の一層の
向上に向けた取組を期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・現地職員に責任ある業務につかせ，調査分析や事業管理，ネットワーキングなど，専門性の高い職
務を任せることがモチベーションを高めるうえでも，また JICA 事業の質を高めるうえでも重要。海
外拠点での現地職員の登用に引き続き取り組んでほしい。
・JICA 事務所職員が上流の政策・制度面，対話に関われるよう，ナショナルスタッフを登用・活用す
るなど，業務の仕方を見直すことも重要ではないか。
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表 22-1 国内拠点の事業実績
単位
研修員数合計（a+b+c+d+e+f）

人

国別研修（a）

人

課題別研修（b）

人

長期研修（c）

人

青年研修（d）

人

有償勘定研修（e) *1

人

日系研修 (f) *2

人

パートナー型

研修員受入

草
の
根
技
術
協
力
市
民
参
加
型
協
力
支
援

国民参加協
力

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

北海道
（帯広）

448

筑波

東京

横浜

中部

関西

中国

九州

沖縄

東北
424

北陸

四国

二本松

地球
ひろば

駒ヶ根
26

合計

355

804

4,093

604

550

1,421

473

1,058

66

60

231

2,182

155

245

535

109

269

293

233

491

1,191

296

229

717

198

468

8

4

31

167

13

25

103

44

81

9

22

4

9

67

38

31

0

15

51

0

88

137

55

124

142

92

26

68

934

5

14

20

553

44

0

59

31

103

5

0

0

0

0

0

834

9

6

0

0

81

0

7

3

0

2

10

3

10

0

0

131

件

3

2

3

53

4

8

6

2

8

1

1

2

2

0

0

95

支援型

件

4

0

1

6

1

2

0

0

2

1

2

2

1

0

0

22

地域提案型

件

1

1

0

2

1

0

2

1

1

2

2

1

1

0

1

16

地域経済活性化特別枠（補正予算による草
の根技協特別枠）

件

6

5

4

18

6

6

12

9

18

2

11

3

6

2

4

出前講座

件

64

30

106

604

55

124

196

180

244

63

88

86

83

44

70

1

2,038

国際協力実体験プログラム

件

3

7

0

0

1

2

1

2

2

1

1

1

1

3

0

2

27

開発教育指導者研修

人

475

15

181

3,860

150

1,000

668

338

210

1,277

96

83

1,071

0

79

113

9,616

教師海外研修

人

10

0

9

17

10

19

10

8

8

8

14

9

10

7

3

21

163

在外スタディツアー*3

件

0

1

2

94

17

28

0

19

23

3

4

0

2

0

4

0

ボランティア派遣前訓練・研修

人

0

0

0

289

33

0

0

0

0

0

0

0

0

557

593

1,472

ボランティア募集説明会参加者数

人

543

122

242

3,804

920

1,398

2,007

655

1,305

309

444

255

518

276

360

13,158

民間連携ボランティア派遣人数

人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自治体連携ボランティア派遣人数

人

0

0

0

0

3

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

7

351

213

307

68

11,195

60

80

26

105

4,123

293

115

38

91

4,653

大学連携ボランティア派遣員数

520

112

197

人

0

0

8

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

NGO、企業団体、大学、自治体等との共催・後援イ
ベント

件

36

6

0

41

33

142

64

23

23

2

12

12

9

13

13

44

473

大学との包括連携協定・連携覚書締結数 *4

件

1

1

2

8

2

4

4

2

3

0

1

0

5

0

0

0

33

自治体との連携協定・覚書締結数 *4

件

0

0

0

1

1

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

7

648

269

184

30

795

2,308

2,723

810

680

347

121

374

1,160

0

87

0

10,536

484

164

125

30

774

1,853

1,985

685

472

227

91

178

815

0

53

0

7,936

民間連携事業・中小企業支援事業に関する説明会等
人
への参加者
民間連携事業・中小企業支援事業に関する説明会へ
法人
の参加団体・企業数

*1
*2
*3
*4
*5

北海道
（札幌）

36

中小企業連携促進基礎調査 *5

件

0

0

1

0

2

3

2

1

1

0

2

3

0

0

1

16

中小企業海外展開支援案件化調査（採択数） *5

件

1

0

0

0

6

6

7

9

6

2

4

4

4

0

1

50

中小企業海外展開支援普及・実証事業（採択数）
*5

件

3

1

2

0

3

4

4

0

2

1

1

1

2

0

0

24

国別（有償）、課題別（有償）、円借附帯（研修）、長期（有償）、有償技術研修の受入形態の研修員受入人数の合計。
日系研修は予算上は国民参加協力事業であるが、便宜上「研修員受入」の一部として記載。
大学等から国内機関に便宜供与依頼のあった件数。
累計値。
東京都、千葉県、埼玉県、群馬県、新潟県については本部にて対応。
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表 22-2 国内拠点の経費実績（事業）
単位

北海道
（札幌）

北海道
（帯広）

筑波

東京

横浜

中部

関西

中国

九州

沖縄

東北

北陸

四国

二本松

地球
ひろば

駒ヶ根

合計

研修員受入事業に係る経費

千円

899,774

484,627

1,509,596

3,357,902

704,623

630,922

1,944,650

690,516

1,552,569

1,083,083

436,870

346,215

306,896

41,454

111,392

14,101,089

国民参加協力事業に係る経費

千円

173,586

75,060

94,959

1,202,685

219,845

294,251

360,320

173,586

500,712

76,373

190,072

109,496

147,935

28,600

106,305

3,753,785

北陸

四国

表 22-3 国内拠点の組織全般に関する情報
単位
国内機関・施設の運営に係る経費
うち人件費 *6

北海道
（札幌）

北海道
（帯広）

筑波

東京

横浜

中部

関西

中国

九州

沖縄

東北

二本松

地球
ひろば

駒ヶ根

合計

千円

319,544

177,236

597,118

1,130,821

507,062

289,430

513,947

209,515

446,317

417,445

133,519

69,017

66,307

117,433

80,181

5,074,892

千円

188,834

113,310

390,206

441,024

309,569

158,720

187,173

78,805

248,824

267,897

39,907

21,072

18,362

85,470

48,218

2,597,391

14

8

20

71

20

14

35

14

20

14

7

6

6

4

4

職員数

人

2015年度入館率 *7

％

2015年度一泊当たりの滞在コスト

円

5,760

6,477

3,158

3,158

4,207

5,944

4,871

3,243

6,035

4,992

2015年度利用者数 *8

人

31,575

25,621

14,313

40,290

281,967

104,771

101,356

23,507

23,808

39,525

454

232

297

5,376

41,692

161,636

896,420

2014年度利用者数 *8

人

37,076

22,748

16,998

44,217

274,186

100,722

91,726

27,468

24,072

32,971

790

295

993

7,440

10,302

146,138

838,142

54.9

64.7

62.3

63.1

71.4

58.7

66.6

58.4

45.6

60.3

*6 人件費は国内機関に勤務する職員の人件費を各機関人数で割り戻して計算。
*7 入館率はゴールデンウィーク、年末年始を除く。
*8 旧広尾国際センターにあった地球ひろばは、2012年9月にから市ヶ谷ビルに移転し、国内拠点から本部組織の一部となった。2013年度以降の国内拠点の利用者数については、データの継続性の観点から、市ヶ谷ビル地球ひろばの利用者数を含めている。
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１．当事務及び事業に関する基本情報
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契約の競争性・透明性の拡大

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力平成 27 年度行

事業レビュー

政事業レビューシート番号

0097 無償資金協力，00098 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
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
３．業務運営の効率化に関する事項
（２）適正かつ公正な組織・業務運営の実施
機構は，実施する業務の特性を踏まえ，質の確保に留意しつつ，以下の取組を通じ業務運営が適正
かつ公正となるよう努める。
（イ）契約の競争性・透明性の拡大
機構は，契約取引については，
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（平成
27 年 5 月 25 日総務大臣決定）及び「公共サービス改革基本方針」等の政府方針を踏まえ，優良案件
の形成のために必要な開発コンサルタント育成にも留意しつつ競争性を確保する観点から，開発コン
サルタント等が応募しやすい環境を整備し，一者応札・応募の改善方策を講じる等の契約の点検・見
直しを行う。併せて，機構は，不正行為等に対しては，法令，規程及びガイドラインに基づき厳正な
措置をとることで，適正な実施を確保する。
中期計画
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 競争性の向上を含む契約適正化の観点から，一者応札・応募の削減や契約手続きの更なる改善への
取組を継続する。
 契約の透明性をより一層向上する観点から，契約取引先の選定過程，選定基準，選定結果，契約実
績等の公表を行うとともに，選定過程に関し引き続き第三者による検証を行う。
年度計画
2．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（2）適正かつ公正な組織・業務運営の実施
（イ）契約の競争性・透明性の拡大
① 競争性の向上を含む契約適正化の観点から，一者応札・応募の削減に関する取組として，契約実
績の定期的モニタリングと分析の実施，契約監視委員会等における点検の継続的な実施を図る。
② コンサルタント等契約の手続きの改善の定着を図るために，企業等との対話強化を継続するとと
もに「競争性・公正性向上のためのアクションプラン」を着実に実施する。
③ 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す
る。
④ 契約の透明性を一層向上させる観点から，契約取引先の選定過程，選定基準，選定結果，一定の
関係を有する法人との契約実績等の公表等，これまでの取組を継続する。また，コンサルタント
等契約の外部審査については前年度実績同程度の対象件数を維持する。
⑤ 適正な事業実施に向けて，コンサルタント等契約における再委託契約の抽出検査等の取組を継続
する。また，不正行為等に関する情報に対しては適切に調査を行い，不正行為等が認められた場
合は厳正に対処する。
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⑥ 不正腐敗の防止のため，不正腐敗情報に係る相談窓口の強化，「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」
の周知，ODA 事業の受注企業によるコンプライアンス徹底の促進を図る。また，相手国政府への
一層の働きかけを行うとともに，相手国のガバナンス強化及び不正腐敗防止に関する能力向上支
援を行う。
⑦ 関連公益法人との契約については，一般競争入札を原則とし，競争性のない随意契約は真にやむ
を得ない場合に限定するとともに，一者応札・応募の削減に向けた取組を進める。また，一定の
関係を有する法人との契約実績の公表を通じて透明性の向上を図る。
主な評価指標
指標 23-1 一者応札・応募の削減に向けた取組状況
指標 23-2 競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組状況
指標 23-3 契約の透明性向上に向けた取組状況
指標 23-4 不正行為等への対応
指標 23-5 関連公益法人との契約における競争性・透明性向上に向けた取組状況
３－２．業務実績
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（2015 年 5 月 25 日総務大臣決定）に
従い，公正性・透明性を確保しつつ，自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため調達等合理化
計画を策定・公表している。同計画に基づき，以下の各種の取組を行った。
指標 23-1 一者応札・応募の削減に向けた取組状況
1．一者応札・応募の実績
 競争性のある契約における一者応札・応募の割合は，件数ベースで 29.4％（2013 年度 28.8％，2014
年度 27.6％）
，金額ベースで 44.6％（2013 年度 37.9％，2014 年度 42.4％）となった。
 契約件数の 3 割，契約金額の 5 割を占めるコンサルタント等契約の一社応札・応募の割合は，件数
ベースで 34.5％（2013 年度 30.4％，2014 年度 29.4％）
，金額ベースで 54.7％であった（2013 年度
50.8％，2014 年度 50.6％）。
2．契約監視委員会等を通じた一者応札・応募の点検
 契約監視委員会を 4 回開催し，2 回連続で一者応札・応募になった契約 17 件の点検及び 2014 年度
に一者応札・応募となったコンサルタント等契約及び研修委託契約 10 件の抽出点検を行い，おお
むね妥当とされた（2014 年度は各 17 件，10 件を点検）
。
3．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」の着実な実施と
定着
「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」
（2010 年 12 月 7 日閣議決定）において機構のコンサ
ルタント等契約についてより競争性・公正性を高めるための見直しが求められたことを踏まえ，外部有
識者委員会の了解を受けたコンサルタント等契約に関する「競争性・公正性向上のためのアクションプ
ラン」に基づく以下の取組を継続した。こうした取組の結果，46 者（2015 年度の契約者数の 14％）の
新規参入を得た（2014 年度 47 者・15%，2013 年度 74 者・20％）
。
（1）応募者拡大のための取組
 ガイドラインの周知：2013 年度に策定し 2014 年度に適用を開始したコンサルタント等契約に関す
る「契約管理ガイドライン」の周知と理解促進のため，2015 年度も機構内外向けに説明会を計 6
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回開催した。ガイドラインの導入により，発注者・受注者の責任・権限が明確化するとともに受注
者裁量が拡大し，より柔軟な業務従事者の配置が可能となっている。
 調達予定案件情報の公表：コンサルタント等がより応募しやすい環境を整備するため従来任意で公
表していた調達予定案件情報を 2014 年 5 月以降全ての案件について公表し，
これを継続している。
 公示時期の平準化：一者応札・応募の主要因の一つである，特定時期への契約の集中による業務従
事者の配置の困難に対処するため，公示時期の平準化や総括業務従事者の契約状況を考慮した発注
時期の調整等を継続的に行い，競争性の確保に努めた。
 業務従事者の裾野の拡大：若手人材や国内経験豊富な人材の活用促進を図るべく，プロポーザル評
価における若手育成加点（若手とシニアが組んで正副総括業務従事者として応募した場合に加点す
る制度）や国内経験を積極的に評価する制度を 2013 年度に整備し，今年度も継続実施した。今年
度公示した業務実施契約 394 件のうち 228 件（2014 年度 354 件のうち 201 件）を若手育成加点対象
とし，同対象契約に対するプロポーザル 372 件のうち 252 件（2014 年度 663 件のうち 251 件）が若
手加点を目指したものとなった。
 市場との対話の促進：一者応札・応募の低減のため，開発課題ごとにコンサルタント業界との意見
交換会を開催した（35 回）
。また，案件の公示時期・内容の予測性の向上を図るため，前述の調達
予定案件情報の事前公表のほか，公示段階での業務指示書（案）の公開と意見招請や公示後の業務
説明会の開催を継続的に推進している。業務指示書の配布を受けたものの技術提案書の提出に至ら
なかった場合に，その理由を把握して今後の改善に資するため，
「プロポーザル提出辞退理由書」
を導入し，さらに一者応募となった案件については，辞退者から理由書を得るとともに，必要に応
じヒアリングを行い，公示時期や業務指示書の内容見直し等に活用している。
（2）競争性・透明性向上のための取組
 新実績評価制度の適用：実績評価の質及び透明性の向上を目的として，評価項目を大幅に見直し，
受注者の自己評価導入及び機構による評価理由の説明の仕組みを盛り込んだ新制度を 2014 年度か
ら適用している。評価内容がより具体化した結果，従来は全体契約の 90%が標準的な評価となって
いたのに対して新制度では 67%が標準的な評価となる等，評価結果にメリハリがつき，評価結果の
実質的なフィードバックとこれを通じた今後の従事業務での更なる改善等につなげられる仕組み
となった。
 総合評価落札方式の導入：総合評価落札方式試行案件の実施結果を踏まえ，低価格入札の防止対策
を導入したうえで，今年度から競争性を損なう可能性のある協力準備調査，大規模又は非定型的な
業務を除く案件について総合評価落札方式による調達を本格的に導入すべく実施態勢を整備し，15
件を同方式により調達した。
4．コンサルタント等契約以外の契約の競争性向上の取組
 国内拠点の建物管理契約：官民競争入札監理委員会の審議を踏まえ，2014 年度に現行業者が過度に
有利にならない仕様の作成，スケールメリットをいかした委託内容，成果主義の導入（求める成果
レベルを明確にし，それを達成するための投入の受注者裁量を拡大）等の改善を行った。今年度は
対象入札 4 件全てに複数者の競争参加資格申請があり，2 者以上の技術提案書がそれぞれ提出され
た。
（指標 25-4 参照）

23-3

 公告予定案件情報の事前公表：応札候補企業による公告予定時期の予測性を向上させ，応札者の増
加を図るため，公告予定案件情報のウェブサイトでの事前公表を導入した。前回一者応札・応募と
なった契約について，これらの取組を強化した結果，2015 年度において更新を迎える契約について
2 回連続一者応札・応募となる案件（契約監視委員会の点検対象）は 12 件であった（2014 年度 13
件，2013 年度 18 件）
。
 研修事業に関する契約の見直し：競争性・透明性の向上の観点からの組織内統制を強化するため，
国内拠点が行う予定価格 1,500 万円超で競争により契約相手方を調達する研修業務委託契約につい
て，調達実施方法の決定に係る決裁の内容を調達部も確認する態勢に変更した。
指標 23-2 競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組状況
 実績：競争性のない随意契約の割合は件数ベースで 18.9％（2013 年度 17.8％，2014 年度 18.1％），
金額ベースで 8.0％（2013 年度 17.1％，2014 年度 7.7％）となり，システム関連の大型契約等の影
響を受けた 2013 年度で数値が落ち着き，例年同様の水準の競争性を維持した。
 契約監視委員会の点検結果：契約監視委員会において競争性のない随意契約 10 件（2014 年度 10
件）を抽出点検し，機構による競争性のない随意契約の判断は，おおむね妥当とされた。
 ガイドラインの運用：引き続き「競争性のない随意契約に係るガイドライン」に基づき，一定金額
以上の競争性のない随意契約（特命随意契約及び見積合わせ）については，調達部で真にやむを得
ないものであるか否かの審査を継続した。
 海外拠点の調達実施態勢の適正化：指標 25-3 参照。
指標 23-3 契約の透明性向上に向けた取組状況
 外部審査制度の強化：コンサルタント等契約の選定過程の透明性を向上させるため 2012 年度に導
入した外部審査制度について，外部審査委員を 8 名委嘱し，審査目標件数 72 件に対して 75 件を審
議した（2014 年度 75 件，2013 年度 44 件）
。審査の結果，機構のコンサルタント等契約の選定はお
おむね適切に実施されているとされた。
 契約情報の公表：引き続き，契約に係る選定結果，契約実績，契約監視委員会審議結果を機構ウェ
ブサイトに公表した。
指標 23-4 不正行為等への対応
有償資金協力，無償資金協力の入札で不正行為等が発覚した 2 件の事案に対し，昨年度改訂した措置
規程に基づき契約競争資格停止の措置をとった（2014 年度 6 件）
。ODA 事業の不正をめぐっては，2008
年のベトナムにおける贈収賄事件を契機に再発防止策を講じてきているが，2014 年 3 月に発生したイン
ドネシア，ベトナム及びウズベキスタンにおける ODA 事業に関する受注企業による外国公務員への贈賄
事案を重く受け止め，日本政府と緊密に連携し，不正が発生した関係国のみならず，全ての国での ODA
事業について，2014 年度より再発防止策を更に強化している。今年度は以下の取組を行った。
 不正腐敗情報に係る相談窓口の運用：機構内に不正腐敗防止担当部署を設け，担当役員及び担当者
を配置のうえ，外部専門家（弁護士及び公認会計士）の参加を得て，不正腐敗情報に対応している。
通報者に対応結果を回答し，適切に対応するとともに，外務省の不正腐敗情報相談窓口とも連携し，
関連案件の情報共有，共同対処を実施している。また，相談窓口での実際の対応事例に基づき教訓
を抽出し，在外事務所長会議で総務部長から説明し，不正腐敗事案の再発防止策の徹底を依頼した。
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 「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」の策定：不正腐敗防止制度，相手国政府・実施機関・企業が講じ
るべき取組等を解説した「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」のフランス語版及びスペイン語版を策
定・公開し，相手国政府等に配布した。
 「不正腐敗防止ポリシーガイド」の策定：日本の ODA 事業関係者が日頃よりコンプライアンスの意
識を持ち，また，相手国政府・実施機関から不正な要求を持ち出されることを防止するための携行
カード（名刺大）として，Anti-Corruption Policy Guide（不正腐敗防止ポリシーガイド）を外務
省・JICA 連名で作成した。
 企業のコンプライアンス強化のための方策：昨年度改訂した措置規程に基づき，措置期間が終了す
る 2 件の企業から再発防止策を取り付けた。また，不正事案が発生した際により適切な対応がとら
れることを促す観点から，今年度措置が適用された 1 件の企業に対する措置の検討に際しては，当
該企業の米国捜査当局への自己申告，JICA の調査への全面協力及び組織改革とコンプライアンス・
プログラムへの取組を考慮した。
 相手国政府への一層の働きかけ：相手国政府の援助窓口や実施機関等に対し，日本政府とともに，
案件形成から実施に至るまでの様々な段階において，不正腐敗防止の徹底に関する一層の働きかけ
を行った。2014 年 3 月に不正事案が発生した 3 か国については，
「ODA 案件における不正防止のた
めの日越対策協議会」
（ベトナム）
，
「日・ウズベキスタン ODA 不正腐敗防止協議会」
（ウズベキスタ
ン）
，
「日・インドネシア不正対策協議会」（インドネシア）がそれぞれ日本政府により開催され，
相手国による主体的な不正腐敗防止に向けた取組等の強化及び不正腐敗の再発防止に関する相手
国政府への働きかけに努めた。このような取組の結果，ウズベキスタン政府が不正腐敗相談窓口を
新たに設置するに至った。
また，2015 年度に不正事案が発覚したインドにおいては日本政府とともにインド政府との間で協議
を実施した。インド政府に対して本事案の事実関係の調査及び厳正な対応を申し入れ，インド政府
側は，事実解明及び不正の再発防止に向けた取組を強化することを表明している。
 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：相手国のガバナンス強化のため，
研修，専門家派遣，技術協力プロジェクトを活用して，引き続き公共調達及び不正腐敗防止に関す
る法制度整備支援を行った（指標 2-1 参照）ほか，ミャンマー，インド，複数のアフリカ諸国等の
相手国関係者に対する契約約款等の周知徹底のためのセミナーを開催するなど，不正腐敗防止のた
めの能力向上支援を行った。
 JICA 内における研修：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
任する職員に対する研修を計 12 回実施するとともに，ナショナルスタッフに対しても 3 回のコン
プライアンス研修を行った。また，本部より中南米及び西アフリカ計 6 か国の在外拠点へ出張し，
コンプライアンス態勢を確認・助言するとともに，地域の他の拠点も TV 会議で接続して計 27 拠点
195 名に対して不正腐敗防止を含むコンプライアンスの留意点の講義を実施した。
指標 23-5 関連公益法人との契約における競争性・透明性向上に向けた取組状況
 実績：
「競争性のない随意契約に係るガイドライン」に基づく審査等の取組の結果，関連公益法人
との競争性のない随意契約は，前年度同様 0 件であった。2015 年度の契約実績に基づき，2016 年 6
月に関連公益法人として認定した 24 法人について，契約における一者応札・応募の実績は 78 件，
19 億 7,100 万円で，関連公益法人との契約に占める割合は件数ベースで 60.0％，金額ベースで
43.9％であった（2014 年度 55 件，11 億 4,900 万円。53.4％，55.4％）。関連公益法人との契約に
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おける競争入札の実績は，24 件，26 億 5,600 万円で，関連公益法人との契約に占める割合は件数
ベースで 11.7％，金額ベースで 45.3％であった（2014 年度 15 件，8 億 2,400 万円。8.3％，27.1％）
。
 契約情報等の公表：関連公益法人との契約も含め，当機構が行う契約について，「公共調達の適正
化について」
（2006 年 8 月 25 日付財計第 2017 号）に基づき，契約に係る情報を公表している。ま
た，関連公益法人のうち，当機構の役員経験者が再就職，又は当機構の課長相当職以上の職の経験
者が役員等として再就職しており，かつ，総事業収入に占める機構との間の取引割合が 3 分の 1 以
上である法人については，一定の関係を有する法人として，契約ごとに機構 OB の再就職に係る情
報及び当機構との取引に係る情報を公表している。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
不正行為等への対応として，不正腐敗情報に係る相談窓口の強化，
「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」
の策定，相手国政府への一層の働きかけ等の努力が行われており，引き続き不断の取組を継続するこ
とを期待したい。また，
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（平成 27 年 5
月 25 日総務大臣決定）に基づいて決めた「平成 27 年度独立行政法人国際協力機構調達等合理化計画」
に沿って適切に取り組むことを求めたい。
＜対応＞
「平成 27 年度独立行政法人国際協力機構調達等合理化計画」に沿って，契約の競争性の拡大及び
調達関連事務の合理化・適正化を進めると同時に，内部統制の強化等を通じて調達に関するガバナン
スの徹底に努めた。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：競争性のある契約における一者応札・応募の割合は件数ベースで 28.3％（2013 年度 28.8％，
2014 年度 27.6％）となり，例年水準の競争性を維持した。また，コンサルタントの新規参入を増や
し，競争性を高めるため，コンサルタント等契約に関する「競争性・公正性向上のためのアクション
プラン」に基づき改善した制度を着実に実施し，ガイドラインの周知，調達予定案件情報の公表，公
示時期の平準化，開発課題ごとの業界との意見交換会といった取組を継続した。さらに，前年度まで
に試行を終えた総合評価落札方式によるコンサルタント等の調達を本格的に導入するべく実施態勢
を整備し，15 件を同方式により調達した。
契約の透明性に関しては，コンサルタント等契約における選定過程に関する外部審査制度につい
て，前年度に審査委員を増員し，審査件数を大幅に増加しており，今年度も同じ態勢の下で同規模の
75 件を審議した。
不正腐敗事案に関しては，2014 年 3 月に発生した不正事案を踏まえ再発防止策を強化した。2015
年度は不正腐敗情報に係る相談窓口の運用，
「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」の仏語・西語版の作成，
インドネシア，ウズベキスタン等相手国への不正腐敗防止に向けた働きかけ等を実施した結果，2015
年度の不正は 2014 年度の 6 件から 2 件に減少した。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
競争性の向上と開発人材の的確な確保のため，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及び契約の監視及び情報公開を行う。
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３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
業務の質の確保に留意しつつ，競争性の向上を含む契約の適正化・透明性の向上について，適切な
取組を行い，例年水準の競争性を維持したと認められる。
一者応礼・応募割合の削減に向けた取組については，平成 24 年度行政事業レビューでの指摘を踏
まえた取組を継続し，契約監視委員会等を通じ，前年度と同水準の規模の点検（計 27 件）を行う等，
適切な対応が取られていると認められる。
コンサルタント等契約においては，機構が策定したアクションプランに基づき，公示時期の平準化
や業界との意見交換結果の反映などを行った結果，応募者拡大のための取組が図られ，46 者（契約全
体の 15％）の新規参入を得ている。
コンサルタント等契約以外の契約については，官民競争入札監理委員会による指摘を踏まえて対応
し，国内拠点の建物管理契約の対象入札 4 件全てに複数者の競争参加資格申請があり，競争性向上を
達成している。
競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組では，ガイドライン等を適切に運用し，契約監視
委員会において競争性のない随意契約 10 件を抽出点検した結果，機構による競争性のない随意契約
の判断は，おおむね妥当とされている。
契約の透明性向上に向けた取組では，外部審査委員による審査を目標件数 72 件に対して 75 件実施
し（2014 年度 75 件，2013 年度 44 件）
。機構のコンサルタント等契約の選定はおおむね適切に実施さ
れたとの結果が出る等，適切に実施をしていると評価される。
不正腐敗の防止のための取組等では，改訂した措置規程に基づき契約競争資格停止の措置（2015
年度 2 件）をとるとともに，再発防止策を適切に実施していると評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
「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
リング及び契約の監視及び情報公開を期待したい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報
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ガバナンスの強化と透明性向上

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 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
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
３．業務運営の効率化に関する事項
（２）適正かつ公正な組織・業務運営の実施
機構は，実施する業務の特性を踏まえ，質の確保に留意しつつ，以下の取組を通じ業務運営が適正
かつ公正となるよう努める。
（ロ）ガバナンスの強化と透明性向上
機構は，組織の目標を達成するために，適切な体制・制度整備及び運用（モニタリングを含む。）
により，金融業務型のガバナンスが適用される有償資金協力の特性も踏まえた内部統制の充実・強化
を図り，マネジメント及び業績管理を改善する。
（ⅰ）内部監査を行い，外部監査結果も含め，監査結果に基づくフォローアップを適切に行う。
（ⅱ）機構の組織内における適正な業務運営を確保し，不断の業務改善を推進するため，内部通報制
度の環境整備を行う等，内部統制機能を強化する。
（ⅲ）管理する情報の安全性向上のため，「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府の方針を踏
まえた適切な情報セキュリティ対策を推進し，必要な措置をとる。
（ⅳ）各年度の業績評価に関し，外部有識者を含めて法人による評価を行い，組織目標管理を通じて
業務運営に反映させる。
（ⅴ）国際協力事業の最前線に立つ専門家，ボランティア，NGO，コンサルタントをはじめとする民
間企業等の関係者の意見を業務運営に適切に反映させるため，機構の業務への改善提案を幅広く受
け付ける機会を設ける。
中期計画（中期目標と同内容につき省略）
年度計画
2．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（2）適正かつ公正な組織・業務運営の実施
（ロ）ガバナンスの強化と透明性向上
① 業務方法書に定められた枠組みに基づいて，内部統制システムを確実に運用する。また，内部統
制システムの運用に関するモニタリングと改善を行う。
② 監事の機能の実行性を向上させるための体制を整備する。
③ 理事会開催やリスク項目表の定期的なレビュー及びモニタリングにより，金融業務に特有なもの
も含めたリスクを適時適切に識別，分析及び評価し，当該リスクへの適切な対応を行う。また，
内部通報制度及び外部通報制度を整備し，通報に対して適切に対処する。
④ 会計監査人による監査を適切に実施する。
⑤ 各業務固有のリスクに着目しつつ，体系的な手法により内部監査を適切に実施し，マネジメント
及び業務監理の改善に貢献する。
⑥ 監事監査における指摘事項に対し，具体的な対応策を策定し，その対応状況をモニタリングする。
⑦ 情報セキュリティ管理に関し，情報セキュリティ規程及び情報セキュリティ外部監査結果に基づ
き，最新の法律やガイドラインに沿った制度の改善，予防的措置，及び緊急対応時の体制強化を
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図る。
⑧ 年度計画に基づき実施された各事項の業績について，機構自身による評価を行い，その結果を機
構全体に周知した上で，以後の業務運営に反映させる。
⑨ 専門家，ボランティア，業務委託先等からの業務改善提案の受付制度を適切に運用する。また，
業務改善につながった事例について随時公表する。
主な評価指標
指標 24-1 内部統制機能の強化に向けた取組状況
指標 24-2 会計監査人による監査の実績
指標 24-3 内部監査の実績
指標 24-4 監事監査への対応状況
指標 24-5 情報セキュリティ対策の推進状況
指標 24-6 各年度の業績モニタリングの
実施状況
指標 24-7 業務改善提案制度の導入状況
指標 24-1 内部統制機能の強化に向けた取組状況
1．
「独立行政法人通則法」の改正を受けた内部統制態勢の強化
 業務方法書の改正：
「独立行政法人通則法」の改正に迅速に対応し，法人内部のガバナンスを強化
するため，4 月 1 日に業務方法書を改正した。また，改正を踏まえて，関連する内部規程等を制定・
改正した。
 これを受けて，機構内外の関係者の理解を促進するために 2013 年 7 月に制定した執務参考資料
「JICA の内部統制について」を改正し，機構ウェブサイトに公開した（10 月）。業務方法書や総務
省通知「独立行政法人の業務の適正を確保するための態勢等の整備」を反映し，内部統制の推進態
勢を新たに追記した。
2．内部統制の基本的要素に関する取組
（1）統制環境の整備
 独立行政法人通則法及び業務方法書の改正を受けた内部規程，執務参考資料の制定・改定，内部統
制推進態勢の整備：前項参照。
 内部監査規程の改正：内部監査規程を改正し，監査室の独立性等を明記した（6 月）
。
 マイナンバー導入への対応：
「特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を定め，個人情報保
護に関する実施細則を改訂（9 月）
，情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則の改
正を行うとともに，マイナンバーの取扱いに関する執務要領を策定（12 月）した。また，これに合
わせてマイナンバーの事務取扱に係る態勢の整備や職員への研修，システムの改修を行った。
 コンプライアンスマニュアルの改訂：コンプライアンス並びにリスク評価及び対応に関する規程の
改正も踏まえ，役職員等にとってより理解しやすい内容や体裁にコンプライアンスマニュアルを改
訂した（2016 年 3 月）
。
 研修の実施：階層別研修（新人研修，業務職研修，新任管理職研修等），赴任前研修（職員，企画
調査員，専門家，ボランティア）においてコンプライアンスをテーマとした講義を計 46 回実施し
た。また，法務課員がホンジュラス，ペルー，メキシコ，エクアドル，セネガル，ガーナへ出張し，
在外事務所員，ナショナルスタッフ等を対象にコンプライアンスや不正腐敗防止に関する研修を実
施した。研修はテレビ会議でも接続し，計 27 拠点 195 名が参加した（8～10 月）
。
（2）リスクの評価と対応
 リスクの評価と対応：2014 年末に見直した主要リスクも踏まえ，全部署を対象に各部署におけるリ
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スク項目表の見直しを実施した（5 月）
。結果を取りまとめ，事故等の再発防止策とともに留意すべ
きポイントを組織内に周知した。また，リスク・事故発生状況のより精度の高い分析，ひいては優
先度のより高いリスクへの対応策に資源配分を行えるよう，個々のリスクや発生する事故の影響度
を一定の基準を目安に分類・集計した。
 コンプライアンス及びリスク管理委員会：コンプライアンス及びリスク委員会を 2 回開催し，不正
腐敗再発防止策，コンプライアンス状況の確認，コンプライアンス態勢強化の取組状況の評価，コ
ンプライアンス・プログラム，機構の主要リスクや各部署におけるリスクの評価・対応等について
報告・審議を行った。
 有償資金協力勘定リスク管理委員会：
 有償資金協力勘定：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ごとに実施し，金
利リスクに関するヘッジ方針を策定した。
 海外投融資：ポートフォリオのリスク分析及び収支分析を半期ごとに実施した。ALM（資産・
負債管理：Asset Liability Management）として将来収支の分析や収支改善策について議論を
行った。
 新制度・手法に対するリスク管理：ドル建て海外投融資やそれに伴い発生するドル資金管理等
につき新手法としてリスク管理の観点から審議を行ったほか，11 月に政府発表が行われた「質
の高いインフラパートナーシップ」に基づく制度改善策（ドル建て借款，サブソブリン借款等）
についても検討を開始した。
（指標 14-5，指標 14-6 参照）
 金融庁検査指摘事項への対応：2011 年度の検査指摘事項に対する各部対応策の実行状況を取り
まとめ，直近の金融検査の傾向とともに有償資金協力勘定リスク管理委員会及び理事会で報告
した。
 安全リスクへの対応：指標 20-1，20-2 参照。
（3）統制活動
 業務方法書及び業務実施要綱等に沿った業務の実施：業務方法書及び業務ごとに定められた業務実
施要綱等に沿った業務を実施した。
 内部統制に関する理事会の実施：内部統制に関する規程（2015 年 3 月 31 日制定）に基づき，内部
統制に関する理事会を開催した（9 月）
。内部統制に関する枠組み，前述の執務参考資料，今後の理
事会における報告の方針について審議した。
 中期計画等のモニタリングと業務実績等報告書の作成：指標 24-6 参照。
 コンプライアンス違反等の事案発生時における対応：事故等が発生した場合は，コンプライアンス
並びにリスク評価及び対応に関する規程に基づき，報告・調査するとともに，再発防止策を検討・
実施した。コンプライアンス及びリスク管理委員会においても，主要な事故や件数を報告した（不
正事案に対する措置及び再発防止策は指標 23-4 参照）。
（4）情報と伝達
 指示や情報が伝達される仕組み：理事長の指示，機構のミッションが確実に全役職員に伝達され，
また職員から理事長・理事・監事に必要な情報が伝達されるよう，お知らせ（機構内電子掲示板）
，
公電等を活用している。また，これまで本部と国内機関・在外事務所間の情報伝達の一環として定
期的に開催していた国内機関長会議，在外事務所長会議について，2015 年度にそれぞれの設置根拠
24-3

となる通知を制定し，会議の位置づけと運用方法を規定化した。
 法人文書管理：意思決定に係る文書が保存管理される仕組みとして，法人文書管理規程，法人文書
管理細則，法人文書管理マニュアル等を整備・運用し，法人文書を適切かつ効率的に作成，保存し
ている。
 内部通報：機構は，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。この制度について，機構内の電子掲示板への
掲載，機構内の各種研修や海外に派遣される職員，専門家，ボランティア等に対する赴任前研修に
おける説明や各種配布物への掲載等を通じて，内部通報制度を機構及び機構関係者全体に周知した。
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。
 外部通報：コンプライアンス並びにリスク評価及び対応に関する規程の改訂に伴い，新たに外部通
報受付窓口を設置した。ODA に関する機構の業務に関係するものであって，公益通報者保護法に規
定する通報対象事実（対象となる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為）（外
部通報対象事実）が生じ，又はまさに生じようとしている場合，同事実に関係する事業者に雇用さ
れている労働者，当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者がインタ
ーネット，電話，郵送，FAX により機構の専用窓口に通報（外部通報）することを可能とする態勢
を整えた。
 不正腐敗情報に係る相談窓口の運用：指標 23-4 参照。
（5）モニタリング
 会計監査人による監査について指標 24-2，内部監査について指標 24-3，監事監査について指標 24-4
参照。
 9 月に開催した内部統制に関する理事会を受け機構内各部署にヒアリングを行い，内部統制の整
備・推進状況を確認した（2016 年 3 月）
。今後，半年に 1 回を目途に同様のモニタリングを実施す
る予定としている。
（6）ICT への対応：指標 24-5 参照。
指標 24-2 会計監査人による監査の実績
 2014 年度の財務諸表は，6 月に会計監査人による監査を経て適正意見が出された後，有償資金協力
勘定は財務大臣に届け出を行い（6 月）
，一般勘定については外務大臣からの承認を受けた（7 月）
。
また，2015 年度上半期財務諸表（有償資金協力勘定）については，会計監査人による監査後，適正
意見が提出され，財務大臣へ届け出た（11 月）。その他の監査実績は，本部について 9 月と 2016
年 3 月に期中監査，国内及び海外拠点については 9 月から 2016 年 2 月の間に国内拠点（中国国際
センター，中部国際センター）及び海外拠点（フィリピン，ラオス，セネガル，コートジボワール，
パラグアイ，ブラジル）を対象とした往査が実施された。監査中に受けた指導事項については関連
部署と対応策の検討・実施を適切に進めている。
指標 24-3 内部監査の実績
 内部監査基本計画に則り以下のとおり実施し，監査結果及び監査指摘事項・留意事項・監査意見に
24-4

ついては，関係部署に対して適切にフィードバックした。
 有償資金協力業務監査：事業規模が大きい有償資金協力業務について，統合的リスク，信用リ
スク，市場リスク，流動性リスク及びオペレーショナルリスクの現状のリスク評価を行うとと
もに，信用リスク及びオペレーショナルリスクについて監査を実施した。
 情報システム監査：情報セキュリティ管理態勢の総合的点検，情報システム共通基盤等へのペ
ネトレーションテストについて監査を 2015 年 12 月から 2016 年 3 月に実施した。
 国内拠点監査：沖縄国際センター及び四国支部を対象に，各機関長による国内拠点管理の内部
統制とリスク管理の有効性について監査を実施した。
 法人文書管理監査：保存期間が長い重要文書の区分に係る基準の整備運用状況，当該文書の管
理状況について監査を実施した。
 物品監査：国内拠点及び海外拠点の物品の管理状況について，上記国内拠点監査及び海外拠点
監査に合わせて監査を実施した。
 テーマ別監査：
・小規模事務所・支所の内部統制有効性：事業運営上のリスクが高く内部統制が脆弱な小規模事
務所・支所（パナマ支所，ボツワナ支所，ジブチ支所，マラウイ事務所及びマダガスカル事務
所）及び当該支所を管轄するエルサルバドル事務所，南アフリカ事務所及びエチオピア事務所
を対象に，内部統制の有効性，事務所・支所機能の運営態勢について監査を実施した。
・各部が担当する内部統制機能を活用した監査：内部統制に関連する委員会等が機構の主要リス
クの具体的内容を網羅しているかについて監査を実施した。
・提案型事業の実施態勢監査：民間連携事業部主管の提案型事業（協力準備調査：PPP インフラ
事業及び BOP ビジネス連携促進)について，本部及び海外拠点の事業管理の内部統制の有効性
について監査を実施した。
 2014 年度の内部監査結果を理事長及び理事会に報告した（4 月）
。また，同年度の監査指摘事項に
対する各部署の対応状況を理事会に報告し（12 月），業務改善サイクルが適切に機能するようモニ
タリングを行った。
 内部監査業務の質の改善のため，外部専門家（日本内部監査協会）による内部監査の外部評価を実
施した。
指標 24-4 監事監査への対応状況
 「平成 26 事業年度国際協力機構監事監査報告」が監事から理事長に提出された後に速やかに理事
会に報告するとともに，機構内で周知を行った。また，同報告書に関連して監事から示された留意
事項についても理事会に報告するとともに，対応状況について取りまとめ，後日に理事会にて報告
を行った。
指標 24-5 情報セキュリティ対策の推進状況
 情報セキュリティ・個人情報保護の PDCA サイクル：各部門の自己点検を実施し，全部署より回答
を得た。また，計画通り，情報セキュリティ・個人情報保護委員会を年 2 回開催した。
 規程類の改定：マイナンバー関連の規程類の改定に加え（指標 24-1 参照）
，情報セキュリティ管理
規程・同細則を「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」に整合させるべく，準
備作業を進めた。
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 システム面の情報セキュリティ対策：6 月に公表した情報セキュリティ事案を契機として，通信や
端末の操作監視，ウイルス検知の強化等，様々な対策を実施した。
 情報セキュリティに関する啓発・教育：機構内システム使用者のセキュリティの意識を高めるため，
情報セキュリティ・個人情報保護研修内容を改訂し，Web Based Training システムを利用したコー
スを開講した。また，標的型攻撃メール訓練の実施回数を年 2 回から 4 回に増やした。加えて，全
体向け通知および管理職出席の会議等を通じて繰り返し注意喚起・対策の周知を行った。さらに，
機構情報共有システム上のコンテンツを改善し，発信した情報セキュリティに関する情報を整理集
約して利用者が参照しやすくした。
指標 24-6 各年度の業績モニタリングの実施状況
 中期計画等の達成に向けた取組：中期計画に基づく年度計画の達成を各部署の業務運営に連動させ
るべく，年度計画をはじめとする機構が取り組むべき重要対応事項及び事業展開の方向性を定め，
部署別の年間業務計画に反映している。2014 年度の業務実績については，担当部署のモニタリング
を行うとともに，外部有識者を交えた検討及び理事会での審議を踏まえて自己評価を行い，業務実
績等報告書の主務大臣への提出及び公表を行った。また，2015 年度は「独立行政法人の評価に関す
る指針（2014 年 9 月，総務省）及び「平成 26 年度の業務実績に関する評価結果等についての点検
結果」
（2015 年 11 月，独立行政法人評価制度委員会）を踏まえ，2016 年度計画にて評価指標の設
定を行い，目標・指標の一層の定量化，明確化を行った。
 業績評価結果の周知と活用：2014 年度の業績評価結果について，本部，国内及び海外の全部署・拠
点を対象にした「業績評価セミナー」を計 6 回開催し（2014 年度 9 回）
，主務大臣の指摘事項及び
同指摘を踏まえた対応を周知した（各項目の指摘に対する対応状況については，各項目別評定調書
の「3-3.評価結果の反映状況」参照）
。同セミナーには本部，国内 13 拠点，海外 43 拠点から合計
294 名（2014 年度 281 名）が参加し，業績評価結果について回答者の 99.5％が「よく理解できた」
，
「おおむね理解できた」と回答した。また，セミナーの模様を収録し，出席できなかった拠点に映
像を配信した。
指標 24-7 業務改善提案制度の導入状況


事業関係者向け「業務改善のためのご意見・ご提案受付制度」については，昨年度寄せられたご意
見，ご提案と対応をとりまとめて機構ウェブサイト上で公表した。また，関係者のカテゴリに応じ
て本制度の周知を行う担当部署を明確化する改善を行い，全体部長会及び業務公電により同制度の
機構関係者への周知を促した。2015 年度は関係者から 1 件の意見・提案を受け，同内容について関
係部署と協力し個別の対応を行った。

（会計検査指摘事項への対応）
 平成 25 年度決算検査報告指摘事項（援助の効果が十分に発現していない事業として意見表示のあ
った ODA 案件 1 件）に関し，事業の完了前に不具合が発生した場合の原因究明の働きかけなどの会
計検査院から要求された処置について機構内で周知し，平成 26 年度決算検査報告において処置済
み事項となった。
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３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
改正独立行政法人通則法に伴う関連規程の運用については，2015 年度以降の取組が重要である。ま
た，情報セキュリティに関するリスクが高まっており，情報セキュリティ対策をより一層強化すべき
である。
＜対応＞
改正独立行政法人通則法に伴う関連規定の運用に関し，4 月に実施した業務方法書の改正を踏まえ
て関連内部規程等を制定・改正するとともに，執務参考資料「JICA の内部統制について」に内部統制
の推進態勢を新たに追記して改正し，10 月に機構ウェブサイト上で公開した。また，情報セキュリテ
ィに関しては，ウイルス／不正プログラムの侵入防止策や検知時の詳細調査・駆除徹底策の強化等の
システム面での強化のみならず，関連規定の改正や自己点検活動や教育・啓発活動を適時適切に行う
ことでセキュリティ対策を強化した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：独立行政法人通則法及び業務方法書の改正を踏まえ，法人内部のガバナンスを強化するために
内部統制の枠組みを整理するとともに，執務参考資料「JICA における内部統制」の改正や内部統制に
関する理事会の定期的な実施等，組織内での内部統制の一層の推進を行った。また，リスクの評価と
対応について，研修や関連委員会を継続的に実施・開催するとともに，コンプライアンスマニュアル
の改訂，優先度のより高いリスクへの対応策に資源配分を行うためのリスク項目の見直しなど，取組
を強化した。情報セキュリティ対策については，セキュリティ強化に向けた各種施策を実施するとと
もに，総務省通知やマイナンバー導入に伴う規程改正を行った。さらに，会計監査人からの指摘事項
や，内部監査・監事監査に関しても適時適切に対応を行った。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
内部統制の強化に関し，改正独立行政法人通則法に伴う関連規定の運用状況を適切にフォローする
必要があるため，定期的なモニタリングを実施し，その結果を年 2 回程度の頻度で理事会にて報告及
び審議する。また，情報セキュリティ対策について，2015 年度に行われた情報セキュリティ監査の監
査結果に基づき適切に対応する。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
内部統制機能の強化に向けた取組については，「独立行政法人通則法」の改正を受けた内部統制態
勢の強化やコンプライアンスマニュアルの改訂を適切に行っていると評価される。
会計監査人による監査及び内部監査も適切に行われており，その指摘への対応も行っていると評価
される。
情報セキュリティ対策の推進については，政府方針に対応して適切に実施していると評価される。
各年度の業績モニタリングの実施については，業績評価結果を 6 回の内部セミナー開催等により機
構内に結果と指摘事項と対応を周知し，業務運営改善に向け適切なフィードバックを行っている。
業務改善に向けた取組については，業績評価の結果の内部での周知や事業関係者向け「業務改善の
ためのご意見・ご提案受付制度」の活用を行っており，内部，外部の意見を反映した改善の取組を推
進していると評価される。
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以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
「業務改善のためのご意見・ご提案受付制度」は 2015 年度の活用事例は 1 件のみであり，より一
層の活用に向けた周知活動が望まれる。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.25

事務の合理化・適正化

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 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
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
３．業務運営の効率化に関する事項
（２）適正かつ公正な組織・業務運営の実施
機構は，実施する業務の特性を踏まえ，質の確保に留意しつつ，以下の取組を通じ業務運営が適正
かつ公正となるよう努める。
（ハ）事務の合理化・適正化
実施する業務の特性を踏まえ，効率的な業務運営の環境を確保するとともに，事業が合理的，適正
になされるよう，事務処理の改善を図る。
中期計画
（ハ）事務の合理化・適正化
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 契約事務を見直し，契約取引先の選定及び精算の各手続きの簡素化，機材調達事務の効率化，契約
情報管理の効率化，在外事務所の調達実施体制の適正化等，事務を合理化・簡素化する。
 専門家等派遣，研修員受入，ボランティア関連業務等の手続きの更なる効率化に取り組む。
年度計画
2．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（2）適正かつ公正な組織・業務運営の実施
（ハ）事務の合理化・適正化
① コンサルタント等契約において改定した制度・手続きを着実に実施し，実施状況をモニタリング
し，必要に応じて業務フローの見直しを行う。
② 一般契約において，平成 26 年度に整備した執務参考資料，事例，契約書例等に基づき，調達手
続きを着実に実施し，精算の簡素化，合理化を進める。また，一括発注が可能な役務及び物品の
調達について，本部における一括調達を継続する。
③ 民間連携事業（草の根技術協力事業含む）における調達手続きを整理し，合理化を図る。
④ 輸出管理の体制整備を含め，機材調達事務の合理化を継続する。
⑤ 海外拠点における調達実施体制の適正化に向けて，本部における在外調達支援体制を更に強化・
拡充する。また，海外拠点における調達手続きに関する参考資料の整備を行うとともに，短期在
外調達支援要員を計画的に派遣し，現地職員の育成と現地の体制整備を図る。
⑥ 専門家等派遣手続きについて，平成 26 年度に行った住居手当支給に係る事務の効率化，外国旅
行制度の簡素化，契約プロセスの改定を踏まえ，これらの運用を的確に行う。国内出張手続きに
関して，精算方法を簡素化し，経理書類を削減する。
⑦ 研修員受入手続きについて，平成 26 年度に実施した体制見直しに伴う，経理処理・研修関連手
続きの一元化をさらに進める。また，研修委託契約の内容を見直すとともに，次期研修員システ
ムの導入準備に合わせて，研修事業全体の業務フローを見直す。
⑧ ボランティア関連手続きについて，現地生活費の設定方法の簡素化，海外居住者制度における認
定手続きの簡素化，及び派遣期間短縮時の手続きの簡素化のため，制度及び規程改正，業務フロ
ーの見直し，システム改修等を行う。
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⑨ 経理業務の抜本的な見直しを行い，海外拠点及び国内拠点における経理業務の負荷軽減策を策定
する。
主な評価指標
指標 25-1 契約取引先の選定及び精算手続きの簡素化に向けた取組状況
指標 25-2 機材調達事務の効率化
指標 25-3 在外事務所の調達実施態勢の適正化
指標 25-4 専門家等派遣，研修員受入，ボランティア関連業務等の事務手続きの効率化
３－２．業務実績
機構は，2012 年度に理事長を委員長とする「業務改善推進委員会」を機構内に設け，業務の抜本的な
合理化・簡素化を進めるとともに，事業の質の向上と迅速化を図るための計画を 2013 年度に策定した。
2015 年度は，同計画の下，以下のとおり業務改善に取り組んだ。
指標 25-1 契約取引先の選定及び精算手続きの簡素化に向けた取組状況
1．コンサルタント等契約における事務手続きの合理化
 契約の合理化：
「契約管理ガイドライン」を 2013 年度に策定し，2014 年度から適用を開始している。
同ガイドラインのコンサルタント向け説明会を今年度は 6 回（2014 年度 8 回）開催し，内容の理解
の促進に努めた。ガイドラインの適用により，発注者，受注者の責任・権限が明確化するとともに，
受注者裁量が拡大し，より柔軟な業務従事者の配置が可能となった。
 精算手続きの簡素化，合理化：2013 年度に契約金額の部分払に係る手続きを簡素化して精算制度等
を見直し，2014 年度から適用した。理解促進と定着のため，説明会を機構内外向けに 6 回（2014
年度 13 回）開催した。
 継続的な制度改善の取組：コンサルタント等契約制度・手続きの実施状況のモニタリングを実施し，
コンサルタント等からの相談対応等を通じて各種制度の変更によって現場レベルで生じる様々な
問題を集積し，制度の定着に向けて対応している。
2．コンサルタント等契約以外の契約（一般契約）の事務手続きの合理化
 精算手続きの合理化：一般契約業務マニュアルや業務委託契約書の雛形に，契約金額内訳と支払金
額の確定方法に係る解説を詳述した。特に，第三者に支払われた証拠を基に契約金額の枠内での精
算を要する直接経費を限定的に計上することで精算項目を縮減し，業務の対価（報酬）の計上方法
を含む精算の簡素化に資する考え方を整理した。
 業務委託契約書雛形の改正：従来契約支払タイミング等に応じて 8 種類存在していた雛形を 1 種類
に統合した。この結果，改訂時の簡素化や改訂内容反映漏れ等の事務リスクが軽減したほか，支払
のタイミングや部分払いの実施を契約内容に応じて柔軟に設定することが可能となった。
 簡素化による調達期間の短縮：総合評価落札方式を通じて契約相手方を選定して契約を締結する場
合に，従来は案件の規模に関わらず同一の調達手続きとしてきたが，2014 年度に単独の業務従事者
による業務が可能な案件及び 500 万円未満で予定価格積算が容易な案件について，一部手続きを簡
素化し，調達期間を 25 日間短縮する制度を導入した。同制度に基づき，2015 年度は 20 件（2014
年度 19 件）の調達が実施された。
 消耗品等の調達制度の変更：従来国内拠点ごとに契約していた翻訳業務，消耗品等の調達を 2014
年度に本部での一括調達に変更した結果，個々の国内拠点における調達準備に要する時間の削減や
納品期間の短縮等の効果が見られたことから，2015 年度も本取組を継続した。
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 マニュアル類の整備：契約事務を適正かつ効率的に実施するため，本部及び国内拠点の契約担当者
向けの契約業務マニュアルを改訂した。前述の精算手続きの合理化を反映したほか，企画競争につ
いて公示と説明書配布の同時化，第二回選定委員会の電子化の導入等を通じて手続きを簡素化した。
3． 民間提案型事業の調達手続きの整理・合理化
 草の根技術協力事業の契約制度を総合的に見直し，その結果を「経理処理ガイドライン」
（2015 年
4 月，10 月改訂）
，
「業務実施ガイドライン」
（2015 年 10 月）として整理した。本見直しにおいては，
当該契約の経理，精算の簡素化を促進すると同時に，委託者及び受託者の責任・権限を明確化した。
これらのガイドラインの整備に併せ，草の根技術協力事業の契約事務に係る業務フローの見直しを
行い，従来各国内機関で実施していた契約事務のうち 6 件の新規案件の手続きを調達部で試行的に
実施した。業務委託契約等にかかる基本的な考え方が明確化され，経理と業務にかかる情報が分か
り易く整理されたことにより，実施団体のガイドラインの理解促進とより適切な契約・会計処理の
促進が期待される。中小企業海外展開支援事業の調達手続きを効率化し，中小企業にとっての利便
性を向上させるため 6 つのサブスキームごとに合計 18 種類存在していた各種ガイドラインを統合
し，6 種類に集約した。また，経理，精算制度について企業説明会を 4 回開催したほか企業訪問等
も行い，制度の理解促進と周知を図った。
指標 25-2 機材調達事務の効率化
 輸出貿易管理令等の安全保障貿易管理関係法令の遵守に関し，コンプライアンス確保に向け専門家
との連絡相談を引続き密に行うとともに，職員等の能力強化を促進した。他方，特に SATREPS では
大学等研究機関の購入機材を機構が輸出する場合の輸出規制品該非判定作業に多大な労力を投入
している。係る状況を改善するため，研究代表機関による購入と輸出の一貫委託の徹底を促進する
べく関連マニュアルの改訂を進めた。
指標 25-3 在外事務所の調達実施態勢の適正化
 本部の支援態勢の強化：本部の在外調達支援班の担当者を 1 名増員して態勢を強化した。また，海
外拠点の調達実施方針の決裁の協議・合議に際し，適正な現地調達の実施を支援した（348 件，2014
年度計 186 件）
。また，海外の 32 拠点に対して本部から在外調達支援担当者を派遣し，業務支援を
行った（2014 年度延べ 31 拠点）
。さらに，中米・パナマ地域（6 拠点）及びアジア・大洋州地域（20
拠点）を対象に調達地域別セミナーを実施し（2014 年度 15 拠点）
，海外拠点で調達業務を担う現地
職員の能力強化を行った。
 内規の整備：海外拠点の調達手続きの適正化のため，これまで機材調達に範囲が限定されていた内
規のひな型を，海外拠点の全ての調達（機材，役務，工事等（雇用を除く））を包含する「現地調
達に係る内規」に改訂した。2015 年度には，92 拠点中 50 拠点が改訂後の内規ひな形に基づき内規
を制定し，適正な調達に努めている。
 手引き等の制定及び改訂：在外拠点における建設工事発注業務の増加と調達手続きの適正化に対応
するため，
「海外における建設工事契約の手引き」を新たに制定し，
「在外事務所等が任国外の法人
等と契約する場合の取扱いについて（通知）」
，
「現地機材調達の手引き（少額物品）
」及び「現地機
材調達の手引き」の改訂を行った。また，手引きや執務参考資料の英文化を順次促進した。
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指標 25-4 専門家等派遣，研修員受入，ボランティア関連業務等の事務手続きの効率化
1．技術協力事業に関する業務の効率化
 事業の質の確保と業務の簡素化・標準化に向けた取組について，指標 14-2 参照。
2．専門家派遣業務の合理化
（1）専門家派遣業務の手続き合理化
 住居手当事務の効率化：赴任当初のホテル住居費定額支給制の導入，大都市圏区分の廃止，申請様
式及び認定方法の簡素化等による手続効率化を行った。特に赴任時のホテル住居費定額支給により，
個々の案件ごとに行っていた煩雑な精算手続き（領収書取り付け，計算チェック等）が省力化され
た（年間約 200 時間減）
。また住居手当に係る申請様式の改訂により記入ミス自体が減少し，確認，
修正に要する時間が削減された。
 外国旅行制度の簡素化・システムの改善：外国旅行日数の設定，計算方法を改正し（派遣期間に比
例した日数の付与，区分期間の廃止，任国・配属機関の祝日計算の整理等），これに対応してシス
テムを改善した。これらの取組により外国旅行日数が公平に付与されると同時に，総日数管理制と
なることで自己裁量，自己管理に基づく休暇取得が可能となったほか，本部及び在外事務所の事務
簡素化にも大きく貢献した。
（2）国内出張手続きの合理化
 国内出張手続きの簡素化と経費削減を目的として，チケット手配業務の外部委託とパック旅行商品
の活用を推進している。2015 年度は，国内出張チケットの受け渡し及び精算手続きを効率化すべく，
新フローを確立し，関係部署の出張手続き担当者向けの説明会を実施した。当年度の利用件数は 344
件であり，全体の出張件数（1,285 件：日帰り出張は含まず）に占めるパックの利用率は約 27％で
ある。これにより約 939 万円相当の効率化を実現した。
3．研修員受入業務の手続き効率化
 本部の支援態勢の強化：国内事業部内に設置した「研修コンシェルジュ」にて事業部担当者，海外
拠点からの質問・相談に引き続き迅速に対応した。また，国内拠点から寄せられる質問を可視化し，
類似の疑問への照会・回答事務の効率化並びに回答内容の統一化のため，「研修事業質問箱」の運
用を開始した。これにより類似の相談が減り，国内事業部と国内拠点双方の業務効率化につながっ
た。
 研修関連業務の効率化：特に年度開始後早期に開始されるコースで適切な人選期間を確保するため，
外務省や機構内関係部と調整して全体通報時期を更に約 1 か月前倒しした。また，より効率的な事
業運営を行うため研修員受入の必要書類や手続きを見直し，研修形態別に様式が異なっていた質問
票と各研修の募集要項（GI：General Information）の様式の統一や取り付け書類の簡素化，長期
研修員ハンドブックの改訂等，各種の事務合理化の取組を行った。
4．ボランティア派遣業務の手続き合理化
 各派遣国の現地生活費の設定方法を原則として 3 年毎に全世界一斉に行う方式に改めた。従前は全
世界を 3 つに分けたうちの 1 グループの見直しを毎年度行ってきていたことから，この改訂により
調査の所要時間の大幅な短縮とより精査が必要な国の調査への注力の双方が可能となった。
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 現地生活費の額を現地生活に必要となる品目と数量を全世界共通化して各品目単価を各国ボラン
ティアの支出実態に基づいて設定する方式に改めた。従前は各国ボランティア 30 名の支出実態デ
ータを基に算出していたが，この改訂により設定方法が簡易かつ明解になり，各国ボランティア間
での公平性も高まった。
 海外居住者の定義のスキーム間の差異を解消するため，認定要件を派遣専門家の制度を参考に見直
した。また，認定に必要な判断材料を必要最低限な内容に絞りこみ，機構が保有する個人情報量の
削減にもつなげた。
5．国内拠点の施設管理の改善
 本部の支援態勢の強化：契約相談対応の担当者を引き続き本部に配置した。また，調達部による巡
回指導（延べ 6 拠点）や四半期に一度のテレビ会議による調達支援セミナーを実施した。さらに，
契約書・入札説明書ひな形，各種参考事例，公共サービス改革法に基づく施設運営管理契約に関す
る参考資料を更新し，国内拠点に共有した。
 国内拠点の施設運営管理委託手続きの改善：4 拠点で施設運営管理契約の公示・入札を行った。う
ち 1 拠点（JICA 研究所）では公共サービス改革法に基づく施設運営管理契約の公示・入札を行った。
公示に際し，2014 年度に実施した 7 拠点での公示・入札の経験や事業者からのヒアリング結果を踏
まえ，競争性向上を目的として建物管理契約への関連業務（車両運行，エレベーター保守等）の統
合及び契約期間の長期化（5 年）を行った。その結果，4 拠点の入札全てに対して複数者からの応
募を得た。
（情報インフラシステムの全体最適化に向けた取組）
 「業務主管システム全体最適化方針」に沿って，各主要システムの更改を進めている。具体的には，
推進態勢（プログラム・マネジメント・オフィス（PMO）事務局や部長－課長－担当各層の会議体）
を確立し，その運用を開始した。また，
「情報システム全体 PMO 支援業務」の調達が完了し，同業
務が開始された。加えて，共通データベース，共通サーバ基盤，各主要システムに係る調達が計画
通りに進捗している。
 「情報システム刷新計画」に沿って，機構内の IT 環境整備を進めている。具体的には，2014 年度
に導入したノート PC，無線 LAN，リモートアクセスツール，Web 会議システム等の活用が定着して
きており，会議の効率化や紙資源の節約等の効果が発現している。また，セキュリティ対策向上，
接続拠点の拡大，在外拠点の利便性向上等に資する情報通信網の更改も概ね完了し，執務用ネット
ワーク（LAN）を有効活用すべく企画・計画した本部電話設備の更改（IP 電話化）も完了した。さ
らに，次期「コンピュータシステム運用業務」の調達を完了し，2017 年度の運用開始を見据えて新
情報共有基盤の構築作業に着手した。
（経理業務の簡素化・集約化に向けた取組）
 予算管理制度の点検，業務フローの見直しと集約化を通じた効率化と標準化，システム改修の各観
点から経理業務の見直しに向けた検討を行った。在外及び国内における経理業務の負荷軽減策と会
計事故・ミスの解消のための方策を検討し，次期中期目標期間での適用を見据えた実証実験を開始
した。
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３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
事務の合理化・適正化が進捗しているか随時モニタリングしつつ，業務改善の取り組みを継続する
ことを期待する。
＜対応＞
モニタリング委員会や業界団体との定期的な意見交換を通じてコンサルタント等契約制度の随時
改善に努めている。コンサルタント等契約以外の契約においても自主点検を行い，精算項目の縮減や
業務の対価（報酬）の計上方法について考え方を整理し，精算の簡素化を促進した。また，平成 25
年度の外務省独法評価委員会の総合評価結果を踏まえて草の根技術協力の契約制度を総合的に見直
し，当該契約の経理，精算の簡素化を促進した。
専門家派遣については住居手当事務の効率化を行い，精算手続きによる省力化を行ったほか，国内
出張手続きでは，チケットの受け渡し・精算の簡略化を行うとともに，パック旅行商品の活用による
経費効率化を継続した。さらに，研修員派遣に関しては，適切な人選確保のため全体通報時期の 1 か
月前倒しを行ったほか，研修員受入に必要な書類，手続きを見直すことで，事務の合理化を行った。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：コンサルタント等契約に関する「競争性・公正性向上のためのアクションプラン」に基づく各
種制度の変更内容の定着のため説明会を開催する等，各種制度の変更により現場レベルで生じる問題
を集積し，制度定着に向けた対応策を継続した。一般契約においては精算の簡素化，合理化の方向性
に関して考え方を整理し，マニュアル，業務委託書等の雛形等に示した。また，草の根技術協力の契
約制度を総合的に見直し，ガイドラインとして整備することで，当該契約の経理，精算の簡素化を促
進した。さらに，本部の在外調達支援担当者を 1 名増員し，在外拠点の調達支援態勢を強化した。各
種セミナー，巡回指導の実施やマニュアル，雛形類の整備を通じて，継続的に国内，海外拠点の調達
支援を行った。
専門家派遣・研修員受入・ボランティア派遣についても 2015 年度も継続的な業務改善を推進し，
業務フローの見直し，手続きや様式の簡素化等，効率的な事業実施態勢の確立に資する取組を実施し
た。また，国内拠点の施設管理の改善として，本部支援態勢の強化，施設運営管理委託手続きの改善
等を行った。加えて，情報インフラシステムの効率化に引き続き取り組むとともに，経理業務につい
ては負荷軽減と会計事故・ミスの解消を目的とした簡素化，集約化に向けた検討を行い，実証実験を
開始している。
以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
コンサルタント等契約に関する「競争性・公正性向上のためのアクションプラン」に基づき改善さ
れた制度・手続きの実施を継続し，一般契約の精算の簡素化，合理化の方向性に従った調達手続きの
着実な実施，民間連携事業（草の根技協含む）の調達手続きの適正化等に引き続き取り組む。
研修事業全体の実施・運営態勢の強化，ボランティア事業の派遣手続きフローの見直し等の合理化
に向けた取組を行うとともに，国内，海外拠点の調達実施態勢の適正化に向けて，本部の調達支援態
勢を改善する。また，2015 年度に行った経理業務の見直しを通じて検討した経理業務軽減及び会計事
故・ミス解消策に関し，実証実験による検証を行い，本格導入に向けた計画を策定する。

25-6

３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
「契約取引先の選定及び精算手続きの簡素化に向けた取組については，各種マニュアルの整備及び制
度改善内容の周知活動を適切に行っていると評価される。
機材調達事務の効率化については，関連法令に適合した手続き実施に向けた取組を継続していると
評価される。
在外事務所の調達実施態勢の適正化については，本部からの支援態勢を大きく強化し，手引きや執
務参考資料の英文化を進める等，適切な態勢に向けた活動を継続していると評価される。
その他関連事務手続きの効率化についても，様々な取組により，一定の金額及び時間の削減効果が
出ていると評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
引き続き，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。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－

25-7

１．当事務及び事業に関する基本情報

No.26

経費の効率化・給与水準の適正化等，保有資産の見直し

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 独立行政法人国際協力機
構運営交付金，0100 独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金

２．主要な経年データ
評価対象となる指標

達成目標

◎運営費交付金を充当

前年度比率

する物件費の効率化

1.4％以上

基準

2012

2013

2014

2015

2016

値

年度

年度

年度

年度

年度

1.4％

1.4％

1.4％

1.4％

◎：2015 年度計画で当初より設定している評価指標
３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標
中期目標
３．業務運営の効率化に関する事項
（３）経費の効率化，給与水準の適正化等，保有資産の適正な見直し
（イ）経費の効率化
中期目標期間中，運営費交付金を充当して行う業務については，業務の質の確保に留意しつつ，一
般管理費及び業務経費（特別業務費及び特殊要因を除く。）の合計について，専門家，企画調査員及
び在外健康管理員等の手当等の適正な見直し，ボランティアに支給される手当等の適正化，固定的経
費等の経費の削減により，毎事業年度１．４％以上の効率化を達成する。ただし，人件費については
次項に基づいた効率化を図る。
（ロ）給与水準の適正化等
給与水準については，国家公務員の給与水準も十分考慮し，手当を含め役職員給与の在り方につい
て厳しく検証した上で，目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに，そ
の検証結果や取組状況を公表する。
また，総人件費については，政府の方針を踏まえつつ適切に対応する。その際，在外職員に対する
在勤手当についても，可能な限り早期に適切に見直す。
（ハ）保有資産の適正な見直し
機構の保有する資産については，詳細な資産情報の公表を引き続き行うとともに，資産の利用度の
ほか，本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡，効果的な処分，経済合理性といった観
点に沿って，その保有の必要性について不断に見直しを行うものとする。また，機構の資産の実態把
握に基づき，機構が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し，支障のない限り，国への返納等を行
うものとする。
中期計画
２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（３）経費の効率化・給与水準の適正化等，保有資産の適正な見直し
（イ）経費の効率化
中期目標期間中，運営費交付金を充当して行う業務については，業務の質の確保に留意しつつ，一
般管理費及び業務経費（特別業務費及び特殊要因を除く。）の合計について，専門家，企画調査員及
び在外健康管理員等の手当等の適正かつ厳格な見直し，ボランティアに支給される手当等の適正化，
固定的経費等の経費の削減により，毎事業年度１．４％以上の効率化を達成する。ただし，人件費に
ついては次項に基づいた効率化を図ることとし，本項の対象としない。
（ロ）給与水準の適正化等
給与水準については，機構の業務の特殊性により対国家公務員を上回っているが（地域・学歴勘案
26-1

109.3（22 年度実績）
）
，本中期目標期間中においても引き続き不断の見直しを行い，国家公務員の給
与水準も十分考慮し，手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で，目標水準・目標
期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに，その検証結果や取組状況を公表する。
また，総人件費については，政府における総人件費削減の取組を踏まえ，見直しを図るものとする。
その際，在外職員に対する在勤手当についても，国や民間企業等の事例も参照しつつ可能な限り早期
に適切に見直す。
（ハ）保有資産の適正な見直し
機構の保有する資産については，詳細な資産情報の公表を引き続き行うとともに，資産の利用度の
ほか，本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡，効果的な処分，経済合理性といった観
点に沿って，その保有の必要性について不断に見直しを行うものとする。また，機構の資産の実態把
握に基づき，機構が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し，支障のない限り，売却又は国への返
納等を行うものとする。職員宿舎については，独立行政法人の宿舎の見直しに係る政府の方針に則り，
適切に対応する。
竹橋合同ビルの区分所有部分については，有効な利活用方策を検討した上で，保有の必要性がなく，
売却が合理的であると判断される場合には，処分する。
年度計画
2．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（3）経費の効率化・給与水準の適正化等，保有資産の適正な見直し
（イ）経費の効率化
運営費交付金を充当して行う業務については，業務の質の確保に留意しつつ，一般管理費及び業務
経費（特別業務費及び特殊要因を除く。
）の合計について，平成 26 年度比 1.4％以上の効率化を達成
する。ただし，人件費については次項に基づいた効率化を図ることとし，本項の対象としない。
（ロ）給与水準の適正化等
ラスパイレス指数を含む給与水準については，その適正化に計画的に取り組むとともに，その検証
結果や取組状況を公表する。また，在勤手当を含む総人件費については，政府の方針を踏まえつつ適
切に対応する。
（ハ）保有資産の適正な見直し
詳細な資産情報の公表を引き続き行う。あわせて，資産内容の見直し，保有資産の必要性の有無を
検討する。なお，職員住宅については，独立行政法人の宿舎の見直しに係る政府の方針に則り，適切
に対応する。また，竹橋合同ビル内区分所有部分については，有効な利活用方策を継続的に検討する。
主な評価指標
指標 26-1 運営費交付金を充当する物件費の前年度比率 1.4％以上の効率化
（定量的指標）運営費交付金を充当する物件費の効率化
指標 26-2 総人件費
指標 26-3 ラスパイレス指数
指標 26-4 保有資産の公表と見直し状況
３－２．業務実績
指標 26-1 運営費交付金を充当する物件費の前年度比率 1.4％以上の効率化
 2015 年度は施設管理運営業務等の調達の見直し，事業にかかる国内支援契約等の合理化，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。
指標 26-2 総人件費
 2015 年度も職務限定制度及び勤務地限定制度を運用して給与水準の適正化を図った。また，一定の
年齢に達した管理職の非管理職への移行により給与減額を制度化する役職定年制の運用を継続中
である。
 2015 年度の人事院勧告を参考にしつつ，2014 年度に続き給与水準の引き上げを行い，若手に手厚
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く配分するよう俸給表を改定した。
 2015 年度においては，インフラシステム輸出戦略人員として 9 人増分の人件費予算の増額が政府当
局より認められた。
 上記の結果，2015 年度の支出実績（給与・報酬部分）は 168 億 3,251 万円であった（2014 年度 162
億 2,085 万円）
。
 在勤手当の見直しについては，政府の方針も踏まえつつ，購買力補償方式に基づいた国家公務員の
在勤手当を参照する枠組みの下で在勤手当水準を適切に管理した。
指標 26-3 ラスパイレス指数
 ラスパイレス指数の実績は対国家公務員の指数で 116.0 であり，年齢・地域・学歴勘案後は 100.6
となった（2014 年度はそれぞれ 115.1，99.9）
。2014 年度と比較して上昇した主な要因として，2013
年度に臨時特例を終了した国家公務員と異なり，機構は臨時特例を 2014 年 5 月まで実施した影響
等が考えられる。
指標 26-4 保有資産の公表と見直し状況
 毎年決算公告において，資産情報の公開を行っている。
 職員宿舎については，
「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」
（平成 24 年 4 月行政改革実行本部）
を踏まえ，所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅については，中期計画に基づき，処分
の準備を進めており，2016 年度末までに現物納付又は譲渡する（指標 29-1 参照）
。
 竹橋合同ビル内区分所有部分については，研修・会議，ボランティアの選考面接等に活用しており，
引き続き中期計画に沿って運用中である。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
事業に必要な態勢の強化を図りつつ，効率的事業運営に取り組むことを期待する。
＜対応＞
保有資産については，引き続き，その保有の必要性について不断の見直しを行う。経費効率化につ
いては，機構本来の事業に対するマイナスの影響が生ずることがないよう留意しつつ，施設管理運営
業務等の調達の見直し，事業にかかる国内支援契約等の合理化，固定的経費の削減等，効率化目標の
達成に向けた取組を引き続き行った。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：固定的経費の削減等に取り組み，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。給
与水準について，人事院勧告や民間企業の動向を参考にしつつ，適正な水準に保っている。
以上を踏まえ，目標の水準を満たしている。
＜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。
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３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
運営費交付金を充当する物件費の目標である前年度比率 1.4％以上の効率化は達成している。
また，人件費の設定も，政府の方針を踏まえて適切に運用されており，保有資産の公表も適切に実
施されていると評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
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。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
―
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１．当事務及び事業に関する基本情報

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。）

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 独立行政法人国際協力機
構運営交付金，0100 独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金

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
４．財務内容の改善に関する事項
（１）機構は，運営費交付金を充当して行う業務については，
「３．業務運営の効率化に関する事項」
で定めた事項について配慮した中期計画の予算，収支計画及び資金計画を作成し，当該予算等に基づ
き質の確保に留意し，予算執行管理の一層の適正化を図りつつ運営を行う。また，毎年の運営費交付
金額の算定については，運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で，厳格に行うものとする。
加えて，財務内容の一層の透明性を確保する。
（２）機構は，引き続き自己収入の確保及びその適正な管理・運用に努める。
中期計画
３．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。）
（１）機構は，運営費交付金を充当して行う業務については，
「２．業務運営の効率化に関する目標
を達成するためとるべき措置」で定めた事項について配慮した中期計画の予算，収支計画及び資金計
画を作成し，当該予算等に基づき質の確保に留意し，予算執行管理のより一層の適正化を図りつつ運
営を行う。また，毎年の運営費交付金額の算定については，運営費交付金債務残高の発生状況にも留
意した上で，厳格に行うものとする。加えて，財務内容の一層の透明性を確保する観点から，財務諸
表におけるセグメント情報等の充実を図り，運営費交付金債務残高の発生原因や当該発生原因を踏ま
えた今後の対応等について，業務実績報告書等で更に具体的に明らかにする。
なお，平成 24 年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補
助金については，
「日本経済再生に向けた緊急経済対策」
（平成 25 年 1 月 11 日）において，復興・防
災対策，成長による富の創出及び暮らしの安心・地域活性化のために措置されたことを認識し，中小
企業及び地方自治体の国際展開支援等に係る技術協力並びに防災・減災機能向上のための施設改修に
活用する。
平成 25 年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金に
ついては，
「好循環実現のための経済対策」（平成 25 年 12 月 5 日）において，競争力強化及び防災・
安全対策の加速のために措置されたことを認識し，中小企業及び地方自治体の国際展開支援事業等に
係る技術協力並びに防災力強化のための施設改修に活用する。
平成 26 年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金に
ついては，
「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」
（平成 26 年 12 月 27 日）において，地方の
活性化及び災害・危機等への対応のために措置されたことを認識し，中小企業及び地方自治体の国際
展開支援事業等に係る技術協力並びに防災力強化のための施設改修に活用する。
平成 27 年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金については，
「総合的な TPP
関連政策大綱」
（平成 27 年 11 月 25 日）において，海外展開先のビジネス環境整備等を図るために措
置されたことを認識し，産業人材育成事業等に係る技術協力に活用する。
（２）機構は，引き続き自己収入の確保及びその適正な管理・運用に努める。
年度計画
3．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。
）
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①
②

自己収入の確保及び適正な管理・運用に努める。
平成 26 年度補正予算（第 1 号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金
については，
「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」（平成 26 年 12 月 27 日）において，
地方の活性化及び災害・危機等への対応のために措置されたことを認識し，中小企業及び地方自
治体の国際展開支援事業等に係る技術協力並びに防災力強化のための施設改修に活用する。
さらに，平成 27 年度補正予算（第 1 号）により追加的に措置された運営費交付金については，
「総合的な TPP 関連政策大綱」
（平成 27 年 11 月 25 日）において，海外展開先のビジネス環境整
備等を図るために措置されたことを認識し，産業人材育成事業等に係る技術協力に活用する。
主な評価指標
指標 27-1 自己収入の実績
指標 27-2 運営費交付金債務残高の状況
指標 27-3 セグメント情報等の改善に向けた取組
３－２．業務実績
指標 27-1 自己収入の実績
 自己収入のうち事業収入については，計画額 3 億 3,500 万円に対し，消費税の還付等を除く 4 億
8,600 万円（2014 年度 5 億 2,100 万円）の収入が生じた。主な計画額からの増要因は，海外拠点に
おける付加価値税還付金等の雑収入が増加したためである。寄附金収入については，2015 年度は
1,200 万円（同 1,100 万円）の収入があり，
「世界の人びとのための JICA 基金」を通じた支援事業
（新規 11 件，継続 11 件）と，特定寄附金事業として「ラオスにおけるニコン・JICA 奨学金制度」
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について，2015 年度は 5 億 7,700 万円
（同 9 億 4,400 万円）の収入があり，当該事業の実施費用に充当した。
指標 27-2 運営費交付金債務残高の状況
 2015 年度末時点の運営費交付金債務残高は，466 億 3,700 万円（462 億 4,100 万円）となっており，
その内訳は以下のとおりである（括弧内は 2014 年度末時点の金額）。
次年度への繰越（契約済み等で支払が翌年度になるもの）

205 億 2,000 万円 （277 億 9,700 万円）

災害援助協力関係費（特別業務費）翌事業年度財源充当額
前渡金

4,400 万円

（0 万円）

233 億 6,200 万円 （163 億 2,900 万円）

前払費用，長期前払費用等

4 億 1,700 万円

その他不使用額

（4 億 5,600 万円）

22 億 9,500 万円 （16 億 5,900 万円）

（注）四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。
次年度への繰越の発生理由としては，治安，相手国側機関の都合等の現地事情により，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ためである。
指標 27-3 セグメント情報等の改善に向けた状況
 財務諸表のセグメント区分を「財源別」から「業務別」に改善し，外務省独立行政法人評価委員会
に対する報告と承認を得て，2012 年度の財務諸表（2013 年 6 月公表）から適用を開始している。
また，年度計画予算について，2015 年度変更時にセグメント区分を行った。
（補正予算による業務計画）
 運営費交付金に関しては，2012 年度補正予算により，ODA を活用した中小企業や地方自治体の国際
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展開支援業務を実施した。また，2013 年度補正予算により，開発途上国における日本方式普及・イ
ンフラシステム輸出取組支援やアフリカ諸国の人材育成を通じた日本企業進出支援に係る技術協
力等を実施した。2014 年度補正予算により，アフリカ諸国の人材育成を通じた地域活性化及び日本
企業進出支援に関する技術協力並びに中小企業を含む民間企業の製品・技術の国際展開支援等の事
業を実施した。2015 年度補正予算により，産業人材育成等にかかる事業を開始した。
 施設整備費補助金に関しては，2012 年度補正予算により，施設が老朽化している九州国際センター
等の防災・減災に係る設備改修を実施した。また，2013 年度補正予算により，北海道国際センター
（札幌）の外壁面補修工事を実施した。2014 年度補正予算により，北海道国際センター（札幌），
筑波国際センター，中部国際センター，市ヶ谷ビルの建築基準法施行令に適合しないエレベーター
の改修工事等を実施した。
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係る努力を求める。
＜対応＞
治安，相手国側機関の都合等の現地事情を踏まえた計画の変更に伴う予算見直しを従来以上に行
い，次年度への繰越予算の減少に努めた。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：自己収入の適正な運用管理に努めた。運営費交付金，施設整備費補助金については，予算執行
管理のより一層の適正化を図りつつ運営を行った。
＜課題と対応＞
運営費交付金債務残高については，その発生原因を踏まえ，次年度への繰越金の縮減に努める。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
自己収入の実績や運営費交付金債務残高は，適切に運用管理がなされていると評価される。
セグメント情報等の改善に向けた取組も適切に行われていると評価される。（2016 年 6 月末に提出
された 2015 年度の決算報告書，賃貸対照表，損益計算書は 7 月 29 日付で承認済み）
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
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。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.28

短期借入金の限度額

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 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
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
４．財務内容の改善に関する事項
（１）機構は，運営費交付金を充当して行う業務については，
「３．業務運営の効率化に関する事項」
で定めた事項について配慮した中期計画の予算，収支計画及び資金計画を作成し，当該予算等に基づ
き質の確保に留意し，予算執行管理の一層の適正化を図りつつ運営を行う。また，毎年の運営費交付
金額の算定については，運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で，厳格に行うものとする。
加えて，財務内容の一層の透明性を確保する。
（２）機構は，引き続き自己収入の確保及びその適正な管理・運用に努める。
中期計画
４．短期借入金の限度額
一般勘定 620 億円
有償資金協力勘定 2,200 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い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，財投機関債発行時の繋
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。
年度計画
4．短期借入金の限度額
一般勘定 620 億円
有償資金協力勘定 2,200 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 カ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い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，財投機関債発行時の繋
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。
主な評価指標
指標 28-1 一般勘定における短期借入金の実績
指標 28-2 有償勘定における短期借入金の実績
３－２．業務実績
指標 28-1 一般勘定における短期借入金の実績
 一般勘定について，2015 年度は短期借入金の実績はない。
指標 28-2 有償勘定における短期借入金の実績
 有償資金協力勘定については，限度額の範囲内において，短期資金ギャップに対応するため，2016
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年 1 月に 509 億円，2 月に 773 億円，3 月に 381 億円の借入れを行い，1 月分，2 月分は翌月までに，
3 月分は同月中に返済を行った。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞なし

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：一般勘定では短期借入の実績はない。有償資金協力勘定については，限度額の範囲内において，
借入と返済を行った。以上を踏まえ，目標の水準を満たしている。
＜課題と対応＞
なし。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
中期計画に定める限度額の範囲内で借入と返済を行なっている（借入と返済が行われたのは，有償
資金協力勘定のみ）
。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
－
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.29

不要財産の処分等の計画

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 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
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
３．業務運営の効率化に関する事項
（３）経費の効率化，給与水準の適正化等，保有資産の適正な見直し
（ハ）保有資産の適正な見直し
機構の保有する資産については，詳細な資産情報の公表を引き続き行うとともに，資産の利用度の
ほか，本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡，効果的な処分，経済合理性といった観
点に沿って，その保有の必要性について不断に見直しを行うものとする。また，機構の資産の実態把
握に基づき，機構が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し，支障のない限り，国への返納等を行
うものとする。
中期計画
５．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には，当該財産の処分に関する計
画
区分所有の保有宿舎については，平成 24 年度に 34 戸，平成 25 年度に 33 戸，平成 26 年度に 33 戸
を譲渡し，これにより生じた収入の額の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に
納付する。ただし，譲渡が困難な場合は，当該不要財産を国庫に納付することがある。
大阪国際センターについては，平成 24 年度末までに現物納付する。広尾センターについては，平
成 26 年度末までに現物納付又は譲渡する。
所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅については，平成 28 年度末までに現物納付又は
譲渡する。譲渡の場合，これにより生じた収入の額の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した
金額を国庫に納付する。
年度計画
5．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には，当該財産の処分に関する計
画
所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅について，処分の準備を進める。
主な評価指標
指標 29-1 不要財産の処分実績
３－２．業務実績
指標 29-1 不要財産の処分実績
 所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅について，媒介業者と処分の準備を進めた。中期
計画に従い，2016 年度末までに現物納付又は譲渡を完了する。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞なし
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３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅の処分について，計画どおり媒介業者と処分
の準備を進めている。以上を踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅を，2016 年度末までに計画通り処分する。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅の処分について，計画に沿った手続きが進捗して
いると評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
－
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.30

重要な財産の譲渡等の計画

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー
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
３．業務運営の効率化に関する事項
（３）経費の効率化，給与水準の適正化等，保有資産の適正な見直し
（ハ）保有資産の適正な見直し
機構の保有する資産については，詳細な資産情報の公表を引き続き行うとともに，資産の利用度の
ほか，本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡，効果的な処分，経済合理性といった観
点に沿って，その保有の必要性について不断に見直しを行うものとする。また，機構の資産の実態把
握に基づき，機構が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し，支障のない限り，国への返納等を行
うものとする。
中期計画
６．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し，又は担保に供しようとするときは，その計画
該当なし
年度計画
該当なし
主な評価指標
指標 30-1 重要な財産を譲渡又は担保に供した実績
３－２．業務実績
指標 30-1 重要な財産又は担保に供した実績
2015 年度においては該当がなく，年度計画も策定していないため，報告対象外とする。
３－３．主務大臣による評価
評定：－
＜評定に至った理由＞
実績がないため，評価対象外とする。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.31

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

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー
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（定めなし）
中期計画
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こととする。
年度計画
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こととする。
主な評価指標
＜主な定量的指標＞ なし
＜その他の指標＞

指標 31-1 剰余金の使途

３－２．業務実績
指標 31-1 剰余金の使途
「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）が生じる予定はない（報告対象外）。
３－３．主務大臣による評価
評定：－
＜評定に至った理由＞
実績がないため，評価対象外とする。

31-1

１．当事務及び事業に関する基本情報

No.32

施設・設備

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 独立行政法人国際協力機
構運営交付金，0100 独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金

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
５．その他業務運営に関する重要事項
（１）施設・設備
機構は，業務運営の効率化及び業務の質の向上に関する目標の達成を図るため，長期的視野に立っ
た施設・設備の整備を行い，効果的・効率的な運営に努める。
中期計画
８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項
（１）施設・設備
業務運営の効率化及び業務の質の向上に関する目標の達成を図るため，長期的視野に立った施設・
設備の整備を行い，効果的・効率的な運営に努める。
具体的には，既存の施設の老朽化等の業務実施上の必要性の観点から，施設・設備の整備改修等を
行う。
平成 24 年度から平成 28 年度の施設・設備の整備に関する計画
（単位：百万円）
施設・設備の内容
財源
予定額
本部及び国内機関等施設整
施設整備費補助金等
4,637
備・改修
計 4,637
（注）施設整備費補助金等の具体的な額については，各事業年度の予算編成過程等において
決定される。
年度計画
7． その他主務省令で定める業務運営に関する事項
（1）施設・設備
既存施設・設備の老朽化等による必要性を踏まえて，整備・改修を実施する。
主な評価指標
指標 32-1 施設・設備の整備に関する実績
３－２．業務実績
指標 32-1 施設・設備の整備に関する実績
平成 26 年度補正予算による防災力強化事業として，エレベーターの改修工事等を北海道国際センタ
ー（札幌）
，筑波国際センター，中部国際センター及び市ヶ谷ビルの 4 拠点において実施。この他，老
朽化対策としての設備更新工事を北海道国際センター（札幌），北海道国際センター（帯広）で実施し
たほか，駒ヶ根青年海外協力隊訓練所において施設改修工事を実施中であり，2016 年度中に完了予定で
32-1

ある。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞なし

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：防災力強化を目的としたエレベーターの改修工事等を 4 拠点（北海道国際センター（札幌）
，
筑波国際センター，中部国際センター及び市ヶ谷ビル）で実施し，予定通り完了した。さらに，老朽
化対策としての設備更新工事を北海道国際センター（札幌）で完了し，北海道国際センター（帯広）
で実施中である。また，施設改修工事を駒ヶ根青年海外協力隊訓練所で実施中である。
以上を踏まえ，中期計画の所期の目標を達成していると認められる。
＜課題と対応＞
2015 年度から継続している北海道国際センター（帯広）の設備更新工事，駒ヶ根青年海外協力隊訓
練所の施設改修工事を完了させる。また，二本松青年海外協力隊訓練所，沖縄国際センターで防災力
強化を目的としたエレベーターの改修工事を実施し，九州国際センターで老朽化対策としての設備更
新工事を実施する。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
既存の施設の老朽化等に対応する必要性から，適切に施設・設備の整備改修等を行った。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
引き続き，実施中の工事の適切な実施監理を期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.33

人事に関する計画

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 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
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
５．その他業務運営に関する重要事項
（２）人事
機構は，効果的かつ効率的な業務運営のため，人員の適正配置及び役割と貢献に応じ処遇への適正
な反映を図る。また，業務内容の高度化及び専門化に対応するため，職員のキャリア開発や研修等の
充実を通じた能力強化を図る。そのため，職員の専門性をより一層高めて活用するキャリア開発を促
進する観点から，若手の段階から専門分野を含めたキャリアの方向性を意識させるとともに，様々な
方法で効率的に現場に展開する機会を増やす。
機構は，これらの効果的かつ効率的な業務運営に則した人事に関する計画を定める。
中期計画
８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項
（２）人事に関する計画
（一段落目は中期目標と同内容のため省略）
具体的には，
 的確な勤務成績の評価を行い，役割と貢献に応じた処遇の徹底を実現することで，職員の意欲を更
に引き出すとともに，業務内容の質的向上と効率化を図り得る適材適所の人事配置を行う。
 職員一人一人にキャリア開発の方向性を意識させるとともに，事業現場でのマネジメント経験，国
際機関への出向等の活用も含め，国・地域・開発課題に関する知見の深化，協力プログラム策定・
プロジェクトマネジメント能力の強化，並びに語学も含めたコミュニケーション能力の涵養を目的
とした研修又は機会を提供し，業務内容の高度化及び専門化に対応する職員の能力強化を図る。
 在外職員に対して，在外において円滑な業務の遂行を可能とする支援策を拡充し，これまで家庭の
事情等により在外赴任が困難であった職員の赴任を可能とするなど，人的リソースの効率的な活用
を図る。
年度計画
7．その他主務省令で定める業務運営に関する事項
（2）人事に関する計画
① 評価者研修の継続，改善等に努め，年 1 回の勤務成績の評価を適切に実施するとともに，前年度
の評価結果を適切に処遇に反映する。
② より効果的かつ効率的な業務運営及び国内外の更なる態勢強化に向け，適材適所の人事配置を実
施する。
③ 職員に必要な基礎的能力・ノウハウ（コアスキル）の徹底，専門能力及びマネジメント力の強化
に向けた取組み等を継続する。また，若手・中堅職員を中心に能力開発機会のさらなる充実を図
る。ナショナルスタッフについては，ナショナルスタッフ・ガイディングプリンシプルに基づき
人材育成制度の強化と活用の促進を図る。
④ 在外勤務と家庭生活の両立に向けた取組を継続，具体化する。
主な評価指標
33-1

指標 33-1
指標 33-2
指標 33-3
指標 33-4

勤務成績の評価の実施と給与への反映状況
適材適所の人事配置に向けた取組状況
職員の能力開発機会の提供状況
ワークライフバランスにも配慮した在外赴任に向けた取組状況

３－２．業務実績
指標 33-1 勤務成績の評価の実施と給与への反映状況
 勤務成績の評価：人事評価制度に基づき，全職員に対して勤務成績の評価を実施し，その結果を，
2015 年 6 月並びに 12 月の賞与及び 7 月の昇給に反映した。
 評価者研修：人事評価制度が職員の理解を得て適切に運用されるよう，評価制度の理解と評価の目
線合わせのための評価者研修を，新任管理職及びこれまで未受講の管理職計 31 名を対象に実施し
た（2016 年 2 月）。
 職員アンケート調査：2015 年度も職員の意識や職場に対する現状認識に係るアンケート調査（12
月）を実施し，結果を広く機構内に周知した。各種の職員研修等でも活用される予定である。回答
者の約 75％が現在の仕事にやりがいを感じ（2010 度は 65％程度，
2010 年度以降は 70％以上に上昇）
，
回答者の約 80％が女性にも男性にも働きやすい組織と感じている（2010 年度以降，常に 80％前後）。
また，人事制度の理解度は，2011 年度以降毎年 65％前後で推移している。
指標 33-2 適材適所の人事配置に向けた取組状況
 職群制度の運用：開発課題の高度化，複雑化に伴い，職員に求められる専門性も高度化しているた
め，2010 年度にマネジメント職群（組織の成果責任を担うリーダー）とエキスパート職群（専門分
野の組織能力強化を担うリーダー）に区分する職群制度を設け，エキスパート職職員の専門性をい
かせる部署への配属を推進している。2015 年度も追加的に 2 名のエキスパート職を確保し，現在エ
キスパート職は 58 名となっている。エキスパート職群内でも 2 名を上位資格に昇格させ，学会，
国際会議での発表等，より高い専門性の求められる領域への対応力を強化した。
 組織内公募：適材適所の人材活用と意欲向上のため，組織内公募を 9 件実施し，組織内公募によっ
て選考された職員 5 名を希望部署に配属した。
 特定職の活用の促進：特定職の在外事務所への赴任も実施することにより，特定職の意欲と適性を
いかした一層の活用を促進した。また，適材適所の人材活用と意欲向上のため，特定職から総合職
への職系転換に係る募集を行い，6 名の転換を実施した。さらに，有為な人材の活用を促進するた
め，任期満了前の期限付き職員及び専門嘱託を対象に特定職採用募集を実施し，11 名の採用を決定
した。また，人事制度ハンドブックの改訂を行い，特定職のキャリアパスを明確化した。
 在外期限付き職員制度の活用：在外事務所の経理担当者に対する指揮命令権を明確化するため 2014
年度に創設した在外期限付き職員制度を活用して在外事務所への経理担当者の配置を進め，20 名が
在外事務所に赴任中（2015 年度末時点）。
 有期雇用の契約期間の変更：各部門が有為な人材を安定的に確保できるよう，有期雇用契約満了者
との新たな雇用契約の締結を可能とする運用を開始し，優秀な人材の安定的な確保を促進した。
指標 33-3 職員の能力開発機会の提供状況
 コアスキル研修の拡充：職員に必要な基礎的能力・ノウハウ（コアスキル）を強化すべく，2013
年度に開設した隔月開催のコアスキル研修「JICA アカデミー」を継続し，昨年度比 1.5 倍の受講が
33-2

あった。加えて，役員等（理事長を含む）による発信の場として，統計実務研修を含む計 8 回の講
義を開催した。
 専門能力及びマネジメント力の強化：今後の事業ニーズを踏まえた専門能力強化のため，金融機関
等が実施する外部研修に職員 8 名を派遣した。マネジメント力については，管理職登用前の中堅層
を強化すべく，人事院公務員研修（英語コース）における機構枠を新規に確保し，職員 3 名が参加
した。在外事務所の拠点運営能力強化の観点では，事務所長会議において現地職員労務管理やハラ
スメント等にかかる事例共有を行うとともに，赴任予定者に対する赴任前研修において，現地職員
の労務管理にかかる講義を実施するなど対策の拡充を図った。
 若手・中堅職員の能力開発機会の拡充：職員の能力・キャリア開発の後押しを目的としたキャリア
コンサルテーションの対象人数を対前年度比で 1.2 倍（48 名）とした（2014 年度 40 名）。
 対外発信の奨励：事業に係る対外発表の機会を拡充した。職員の講義講演，論文発表，学会発表等
を促進すべく，自己研さん個別補助制度の補助上限額を引き上げ，運用を開始した。
 ナレッジマネジメントネットワークを通じた育成：2013 年度に創設した 19 の分野・課題に係るナ
レッジマネジメントネットワーク（知見を有する職員による，所属部署を超えたネットワーク）に
おいて，分野課題ごとの知見の共有，対外発信，若手人材の育成等を推進した。専門能力や知見の
組織内共有・活用や組織内外への発信に資する所属部門外の活動を業務量の 10％以内で目標に組み
入れることを認める「10％共有ルール」を継続し，ナレッジマネジメントネットワーク関連業務を
実施しやすいようにした。
 現地職員（NS：National Staff）の育成：2014 年度に開設した「JICA アカデミー英語版」を継続
し，2015 年度は事業に直結する 7 件の講義（機構を取り巻く環境，各事業スキームの概要と NS へ
の期待等）を行い，延べ約 530 名の現地職員が参加した。NS 人材育成に役立てられるよう在外拠点
で活用された現地職員育成資料を収集し，コアスキル分類に沿って社内イントラで公開共有した。
在外事務所長会議において，現地職員の更なる活用（インターナショナルな活躍の促進及び管理職
登用）について議論し，制度化に向けた検討を推進した。
指標 33-4 ワークライフバランスにも配慮した在外赴任に向けた取組状況
 SMART JICA PROJECT：業務の質向上，ワークライフバランスの実現，ダイバーシティの推進をめざ
す働き方改革（
「SMART JICA PROJECT」
）を国内の全部署を対象に実施し，各部署の取組事例の共有
や実施態勢の確立，セミナー実施等を通じて，時間と成果を意識した働き方の浸透，超過勤務の削
減，有給休暇の取得を促進した。このような取組もあり，本部において超勤 6.0％減，有給休暇取
得 9.7％増（前年度比）を達成した。
 配偶者同伴休職制度の創設：配偶者が機構職員である場合に加え，配偶者が機構職員ではない場合
の同伴休職も認める配偶者同伴休職制度を創設して運用を開始し，実際の適用例を得た。2015 年度
末時点で 5 名の職員が同伴休職中である（2014 年度末は 3 名）。
 家庭との両立に配慮した在外赴任：女性職員の継続的なキャリア形成及び人的資源の有効活用のた
め，配偶者の同行なしで子女を随伴する際に必要となる情報の提供に努めた。2015 年度末時点で，
夫婦同一国赴任 5 組，単身子連れ赴任 18 名を派遣中である（2014 年度は各 3 組，17 名）。また，
人事上可能な範囲との前提で，海外勤務中の社外配偶者と同一国へ 4 名を派遣中である（2014 年度
は 3 名）
。
 ダイバーシティ，ワークライフバランスを踏まえた人事制度・運用の強化：人事戦略の観点からダ
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イバーシティ推進に係る方針検討・計画立案を進めるため，人事部内にダイバーシティ＆インクル
ージョン推進検討班を設置。現状把握・分析，同結果に基づく施策展開を目的とした職場環境・意
識調査を実施した。特に女性の組織内の活用については，女性の活躍を組織の生産性向上につなげ
る動きの加速のため，独自性ある創意工夫された取組を行っている組織を対象に表彰する日本生産
性本部主催「女性活躍パワーアップ大賞」の奨励賞を中期目標管理法人として唯一受賞した(2016
年 2 月)。育児・介護等のライフベントと国際協力のプロフェッショナルとしてのキャリア形成の
調和を図り，男女ともに一層活躍できる職場づくりのための取組が評価されたことが受賞理由であ
る。育児・介護に関してはニュースレターを通じた育児（男性の育児参加を含む）・介護等に係る
関連制度や職員経験談を共有した。また，従来「こども参観日」としていたイベントの対象を「フ
ァミリー」に拡大した「JICA ファミリーデー」を開催し，職員等家族の職場理解に努めた（8 月，
参加者数 193 名）
。男性の育児参加を促進するため，男性向け情報交換ランチ会主催（5 回）や社内
報でのパパ育児コラム連載の設置，育休復職前・復職後の職員向けの両立支援／キャリア支援に係
るセミナー実施（2 回）等を通じ，男女ともにより一層活躍できる職場環境づくりを促進。さらに，
50 歳前後から 20 代にかけて各年代のニーズを踏まえたライフプランニング等に関するセミナーを
実施した。
 在宅勤務制度の改善：2014 年度に国内全部署を対象に導入した在宅勤務制度について，アンケート
等を通じて利用環境及び運用面の改善に努めた。
 ハラスメント対策：従来のガイドラインにパワー・ハラスメント対策を加え，
「ハラスメントの防
止及び対応に関するガイドライン」として改定した。ハラスメントの相談窓口として，内部には人
事部ホットラインを，外部には専門業者による相談窓口を設置しており，この運用を継続した。ハ
ラスメント研修は，在外赴任者向けを毎月，在外健康管理員向けを半期に一度実施した。2015 年度
の新規施策として，インターネットを活用した「ハラスメント対応」研修を実施した。
 メンタルヘルス研修：メンタルヘルスに関し，
「JICA 心の健康づくり計画」2015 年度年次計画に基
づき，新任管理職研修にてメンタルヘルス研修を実施した。また，年次計画策定に関与したメンバ
ーを中心に，グループウェア上に毎月定期的にコラムを掲載し，機構内でのメンタルヘルスに関す
る啓発等を実施した。
 仕事と介護の両立支援：介護が必要，または今後介護が必要となる可能性のある親族を遠方にもつ
職員のために，仕事と介護の両立支援のための外部サービス提携を継続。介護と仕事の両立に係る
セミナー（2015 年度 3 回），経験者のネットワーク作りのランチ会（介護について話す会，月 1
回）を開催したほか，グループウェア上に関連情報を集約し，共有した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
引き続き，職員の専門性向上や多様性の確保など職務環境の向上，超過勤務の削減等によるライフ
ワークバランスの推進に期待する。また，職員の人事制度に対する理解向上にも努めるべきである。
＜対応＞
適材適所の人材配置やキャリアコンサルテーションの拡充により専門性向上を図ったほか，SMART
JICA PROJECT を通じた超勤削減や配偶者同伴休職制度の導入等を通じて，多様性を確保できる職務環
境整備に努めた。
新規入構職員に対して制度の周知を図ることに加え，人事制度ハンドブックの更新やニュースレタ
ーを通じて職員全体への網羅的な理解を促進した結果，『職員の意識や職場に対する現状認識に係る
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アンケート調査』では 6 割の職員が人事制度を理解していると回答した。平易な記載を念頭に人事制
度ハンドブックを改定し，改定を機構内に周知することで人事制度の網羅的な理解促進に努めた。ま
た，期限付職員に対しては規程改定の機会を捉えて説明会（全 3 回）を実施し，人事制度に係る説明
の機会を設けた。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠：勤務評価の実施と処遇への反映（31 名への評価者研修実施等）
，適切な人事配置に向けた取組
（組織内公募 9 件等）
，職員の能力開発や専門性の活用（キャリアコンサルテーションの実施前年比
1.2 倍）
，現地職員活用推進のための研修の実施や育成資料の社内共有，心の健康に関する研修等の実
施に加え，ライフイベントとキャリア形成の両立を支援する取組（育休中・復職後の職員を対象とし
た新規セミナー，機構外の配偶者も対象とした同伴休職制度の運用開始，在宅勤務制度の運用改善，
仕事と介護の両立支援等）を着実に行った。また，働き方改革「SMART JICA PROJECT」の実施を継続
しつつ，インターネットを活用したハラスメント研修，ダイバーシティ＆インクルージョンに係る現
状調査等の新規施策も開始し，これらにより，業務の効率化がより一層進み，多様な働き方を通じて，
職員が能力を発揮しやすい環境の整備がなされた。さらに，育児・介護等のライフベントと国際協力
のプロフェッショナルとしてのキャリア形成の調和を図り，男女ともに一層活躍できる職場づくりの
ための取組が評価され，日本生産性本部主催「女性活躍パワーアップ大賞」奨励賞受賞等でも評価さ
れている。
なお，平易な記載を念頭に人事制度ハンドブックの改訂を行い，改訂に関し，機構内に周知を図る
ことで，人事制度の網羅的な理解促進に努めた。また，期限付職員に対しては規程改定の機会をとら
え，説明会を実施し，人事制度に係る説明の機会を設けた。
以上を踏まえ，評価指標の目標水準を上回る成果を上げており，職員アンケート調査における現在
の仕事にやりがいを感じている職員の割合が 75%に上昇した点，また「女性活躍パワーアップ大賞」
奨励賞受賞等を通じて対外的にも認知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。
＜課題と対応＞
業容の拡大と高度化が進み，開発課題や金融業務等への対応力を含めた職員の能力強化が喫緊の課
題である。開発途上国を主たる顧客として全世界に 100 か所以上の拠点を有して事業を展開する一方
で，様々な事情により海外出張や在外赴任に制約のある職員が増加しており，今後も更に増加する見
込み。したがって，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，活用すると同
時に，多様な人材が各々に能力を発揮して組織力が向上するよう，人事制度の再整理を検討する。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
勤務成績の評価の実施と給与への反映については，内部制度に基づき適切に実施されている。
適材適所の人事配置に向けた取組については，内部制度の運用に取組んでおり，適切に実施されて
いる。
職員の能力開発機会の提供については，特に若手・中堅職員の能力開発に向けた取組の拡大や，在
外現地職員の能力向上に向けた取組を推進している。
ワークライフバランスにも配慮した取組は，在外赴任に向けた取組の他，本部勤務職員の超勤削減
や，多様な働き方に応じた制度改善が行われている。
また，やりがいを感じる職員の割合が増加する等（2015 年度 80％，2014 年度 75％）
，各種の取組
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の成果はアンケート調査の結果にも反映されていると評価される。さらに，これらの取組に対する外
部評価として，中期目標管理法人で唯一，日本生産性本部主催「女性活躍パワーアップ大賞」奨励賞
を受賞しており，組織の特性に合わせた制度改善を継続している点は評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
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）
－
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.34

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り扱い

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0098 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
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
４．財務内容の改善に関する事項
（１）機構は，運営費交付金を充当して行う業務については，
「３．業務運営の効率化に関する事項」
で定めた事項について配慮した中期計画の予算，収支計画及び資金計画を作成し，当該予算等に基づ
き質の確保に留意し，予算執行管理の一層の適正化を図りつつ運営を行う。また，毎年の運営費交付
金額の算定については，運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で，厳格に行うものとする。
加えて，財務内容の一層の透明性を確保する。
中期計画
８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項
（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 条の処理を行って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こととする。
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。
年度計画
7．その他主務省令で定める業務運営に関する事項
（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
① 前中期目標期間繰越積立金は，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こととする。また，独立行政法人国際協力機構法
第 31 条の定めるところにより主務大臣の承認を受けた額については，費用的支出の財源に充て
ることとする。
② 前中期目標期間中に回収した債権又は資金で，独立行政法人国際協力機構法施行令（平成 15 年
政令第 409 号）附則第 2 条の定めるところにより主務大臣の承認を受けた金額については，施設・
設備の整備，改修等の財源に充てることとする。
主な評価指標
指標 34-1 前期中期目標期間繰越積立金の使途
指標 34-2 前期中期目標期間繰越回収金の使途
３－２．業務実績
指標 34-1 前期中期目標期間繰越積立金の使途
 第 2 期中期目標期間の最終事業年度における積立金（295 億 2,100 万円）のうち，法令等に基づき，
2012 年 6 月に主務大臣より承認された 238 億 5,100 万円について，うち 10 億 4,300 万円は安全対
策経費及び事業継続計画に係る経費（費用的支出）の財源とすることが認められ，228 億 800 万円
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は 2011 年度予算で契約した業務の未支出分等，やむを得ない事由により第 2 期中期目標期間中に
完了しなかった業務の財源として使用した。なお，第 2 期中期目標期間の最終事業年度における積
立金の残額 56 億 7,000 万円は 2012 年 7 月に国庫納付済みである。
 安全対策経費及び事業継続計画に係る 10 億 4,300 万円の承諾額のうち，2015 年度は 320 万円を安
全対策経費に係る経費として支出した。
指標 34-2 前期中期目標期間繰越回収金の使途
 第 2 期中期目標期間中に回収した債権又は資金（68 億 300 万円）のうち，法令等に基づき，2012
年 6 月に主務大臣から承認された 16 億 7,600 万円について，第 3 期中期計画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である。なお，残額の 51 億 2,700 万円は 2012 年 7 月に国庫
納付済みである。
 主務大臣から承認された 16 億 7,600 万円のうち，2015 年度は，4 億 9,200 万円を北海道国際セン
ター，及び駒ケ根青年海外協力隊訓練所の改修にかかる経費として支出した。

運営費交付金残額（67.1）
経過勘定相当（168.8）
統合準備経費残額（9.9）
為替差益等（9.5）
自己収入（39.7）

安全対策
（3.4）
BCP(事業継続計画)（6.9）

機構法第 31 条第 3 項

機構法第 31 条第 1 項

契約済未支出（49.6）
為替差益等 （9.5）
経過勘定相当（168.8）
機構法第 31 条第 1 項

開発投融資（48.9）
入植地割賦（0.4）
移住融資（18.5）

既存施設改修

（16.7）

機構法施行令附則第 2 条第 1 項

図 34-1 安全対策，事業継続計画，既存施設改修に関する財源措置（単位：億円）
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
引き続き，主務大臣の承認した範囲内で，適切に支出を行うことが求められる。
＜対応＞
主務大臣の承認した範囲内で，適切に支出した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠：第 2 期中期目標期間の積立金及び回収金について，主務大臣の承認の範囲内で適切に支出を行
った。
＜課題と対応＞
第 2 期中期目標期間の積立金及び回収金について，主務大臣の承認の範囲内で適切に支出を行う。
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３－５．主務大臣による評価
評定：Ｂ
＜評定に至った理由＞
第 2 期中期目標期間の積立金及び回収金について，主務大臣の承認の範囲内で適切に支出を行った
と評価される。
以上を踏まえ，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。
＜今後の課題＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
引き続き，主務大臣の承認した範囲内で，適切に支出を行うことが求められる。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
－
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中期目標期間を超える債務負担

関連する政策評価・行政

平成 27 年度外務省政策評価事前分析表 27-Ⅵ-1 経済協力

事業レビュー
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（定めなし）
中期計画
中期目標期間を超える債務負担については，当該債務負担の必要性が認められる場合には，次期中
期計画期間にわたって契約を行うことがある。
年度計画（定めなし）
主な評価指標
指標 35-1 中期目標期間をまたぐ複数年度契約
３－２．業務実績
指標 35-1 中期目標期間をまたぐ複数年度契約
中期目標期間の最終年度に報告予定であり，2015 年度は報告対象外とする。
３－３．主務大臣による評価
評定：－
＜評定に至った理由＞
実績がないため，評価対象外とする。
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