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＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

根拠：一部の指標は目標水準を下回っているものの，年度計画に照らして所定の成果を上げていること

から，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
具体的には，経費の効率化及び人件費管理の適正化に着実に取り組み，保有資産は竹橋合同ビルの利活

用を開始した。また，調達等合理化計画に基づき，契約手続きの適正な実施を進め，各種ガイドラインや

事務の改善を進めるとともに，コンサルタントの国際的な競争力強化に向けて外国籍企業・人材活用に係

る制限緩和等の契約制度の改善等の取組を実施した。 
 

1. 経費の効率化 
○ 運営費交付金を充当する物件費の効率化目標を達成。 

 
2. 人件費管理の適正化 
○ 業務の質及び効率の向上，職員構成の最適化の観点から特定職制度と役割・責任に応じた処遇の見

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

 
3. 保有資産の必要性の見直し 
○ 保有資産情報を公表。竹橋合同ビルの国内連携機能の集約と強化に向けて利活用を開始。 

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

草の根技術協力事業に係る契約手続きのガイドライン改定，一部事務の本部移管等の効率化及び実

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

検，総合評価落札方式導入後の状況分析等を実施。 
○ 応札者拡大及び本邦コンサルタントの国際的な競争力強化に向けて外国籍企業・人材活用に係る制

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

約監視委員会での継続的な点検を実施。 
○ 海外拠点の調達適正化及び実施体制の整備と強化への支援（海外：短期在外調達支援要員を 18 拠

点に派遣，地域セミナー等の開催）。 
○ コンサルタントの海外展開事業展開支援のため 2019 年 4 月からの新規制定方式導入に向けて制

度設計を実施。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き，経費の効率化，特定職制度の見直しを踏まえた効果的・効率的な人員配置，竹橋合同ビル内

区分所有の利活用の促進，調達制度の更なる改善等を通じ，効率的な事業運営を行うための取組を継続す

る。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

定量指標「有識者による外部審査を行った対象契約件数」が目標値 70件を 6件下回る 64件になっ

ている点については，2017 年度の運営費交付金事業の予算執行状況の影響を受けて，外部審査の対象
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となるコンサルタント等契約の新規公示数そのものが想定より少なかった（2018年度の機構の契約件

数全体は 496件と，第 4期中期計画の該当定量指標設定の根拠となる 2012年度から 2015年度の契約

件数（年度平均）1,205 件よりも 58％少ない）ことによるものであり，機構のコンサルタント等契約

の一部の案件において選定プロセスの一環に外部者を参加させることは目標通りに実施していると

認められる。 

上記も踏まえ，自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため，「Ｂ」評価とす

る。 

 

 ＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き，調達制度の更なる改革や，特定職制度を踏まえた効果的・効率的な人員配置，竹橋合同

ビルの利活用等を通じて，効果的な事業運営を行うための改善に取り組むことを期待する。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

特になし。 
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２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：5. 中期計画：3. 
年度計画 
3. 財務内容の改善に関する事項 
• 運営費交付金を充当して行う業務について，以下 6. に示す予算，収支計画及び資金計画に基づき

事業の質の確保に留意して，実施体制の整備を含め，一層適正な予算執行管理を行う。また，前年

度期末の運営費交付金債務残高の発生要因等を分析する。 
• 自己収入の確保とその適正な管理・運用に努める。 

 

３－２．業務実績 

 No.11-1 運営費交付金を充当して行う業務に関する予算執行管理の状況  

• 中期計画及び年度計画別表（予算，収支計画及び資金計画）を踏まえ，支出予算編成及び執行管理

を行った。 

• 2017 年度に発生した機構運営費交付金の予算執行管理問題の原因究明と再発防止策の検討のため，

理事長の下に，外部有識者からなる「予算執行管理強化に関する諮問委員会」を 2018 年 6月に設

置し，9 回にわたる委員会での議論を経て，2018 年 12 月に最終報告書を受領した。 

• 事態の早期正常化に向けて，同委員会の提言を踏まえ，下記のとおり予算執行管理や報告・統制に

関する体制及び制度を含めたガバナンスを強化するとともに，2018 年度の予算執行状況及び2019 

年度以降の予算執行の見通し常時分析し，予算執行計画を踏まえ，必要な調整を実施した。その結

果，全体的な予算執行を計画どおりに実施した。 

• 同諮問委員会は，事態を招いた直接原因として 4 点（運営費交付金債務管理に関する理解不足，

事前統制の弛みと中期的予算管理枠組みの未定着，年度当初での抑制的予算配分と繰越予算の追加

配分という運用，案件ごとの予算見積りの変動を適切に把握し管理する意識の不足），上記を招い

た根本原因として 3 点（不明確な責任関係，予算執行管理の動機づけが不十分，投入の最適配分

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.11 財務内容の改善 

業務に関連する政策・

施策 

― 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力，0140 独立

行政法人国際協力機構運営交付金 
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を追求する視点が不十分）の指摘があり，同諮問委員会による再発防止に向けた具体的改善策の提

示を踏まえ，予算執行管理強化のため以下の取組を実施した（一部の取組は諮問委員会の最終提言

に先立ち実施）。 

• 事業費と管理的経費を組織横断的に一元管理・統制する明確な権限と責任を持つ部署として予算執

行管理室を新設し，予算執行状況及び後年度負担の予算見通しを常時分析・調整。理事会に定期報

告を行い，理事会による予算執行統制を強化した。 

• 自律性を重視した合理的な予算管理手法の確立に向け，内部規程等の改正により各部門の予算執行

管理責任を明確化するとともに，予算執行管理に係るマニュアル作成と職員研修を通じ，予算管

理・財務に関する職員の知見を向上に努めた。予算執行管理に関する職員職階別の責任と成果を人

事評価に反映する体制を構築することにより予算執行管理の意識向上等，取組を強化した。 

• 法人予算の予算統制を強化するため，中期的な資源配分の方針及び予算要求に際して事項別の予算

積算書を作成し，理事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する体制を構築し，事前

統制の弛みを是正した。 

• 予算執行管理を強化するためのシステム改善として，各部署に配分された予算額内に契約や支出を

統制する機能を強化し，予算を超過した支出を防ぐ仕組みを構築した。 

 
2018 年度末時点の運営費交付金債務残高は，313.0 億円となっており，その内訳は以下のとおりである。 

運営費交付金の残 125.2 億円 

前渡金 187.3 億円 

前払費用，長期前払費用等 0.6 億円 

（注）四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。 
 

• 2018 年度末時点の運営費交付金債務の未収益化の発生理由は，相手国側機関の事由等により，当

初の計画に変更が生じたため。 

• 事業の質の確保に留意しつつ，年度計画予算の範囲内で適正な予算執行管理を推進した。 

• 2017 年度に発生した予算執行管理問題については，上記の取組を通じて，事前統制の強化を柱と

した予算執行管理態勢の大幅な強化と新態勢に基づく着実な管理を遂行した。 

• 今後は，新態勢について定着度を更に高めることが必要であり，職員研修を継続して実施すると共

に，実施態勢の検証も適時に行っていく。 

 

 No.11-2 自己収入の確保に向けた取組と管理・運用の状況  
• 自己収入のうち消費税の還付等を除く事業収入は 2.9 億円（2017 年度実績 5.4 億円，2018 年度計

画額 2.6 億円）となった。計画額からの主な増要因は施設利用収入等の雑収入の増による。 

• また，資金計画における寄附金収入は 2,100 万円（同 3,600 万円，1,800 万円）となり，「世界の

人びとのための JICA 基金」を通じた支援事業（新規 10 件）を実施した。また，「ラオスにおける

ニコン・JICA 奨学金制度」は使途特定寄附金の受入を 4 年間継続することを決定した。 

• りそな銀行グループが発行する私募債の発行金額の 0.1％が，顧客の選択した SDGs 推進関連団体

へ寄附される「SDGs 推進私募債」について，機構を SDGs 推進関連団体として登録するための協

議を開始した。 

• また，海外開発計画調査事業等の受託事業収入は 0.7 億円（同 2.9 億円，0.7 億円）で，当該事業
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の実施費用に充当した。 

 

 その他財務内容の改善や開発資金の動員等に資する取組  

• 国際協力機構債券は株式会社東京証券取引所が運営する TOKYO PRO-BOND Market に上場し（6 

月），同 Market がESG 債市場を促進するために設置したグリーンボンド・ソーシャルボンドプラ

ットフォームに初めて登録された。 

• 国際協力機構債券の発行は2016 年12 月に決定された日本政府のSDGs 実施指針の具体的施策（「社

会貢献債の発行（JICA）」）として位置付けられている。6 月，9 月，12 月にソーシャルボンドを計 

600 億円発行し，6 月に政府保証外債 5 億ドルを発行し，国内外の民間資金を成長市場である開発

途上国のために動員した。 

• 投資家が社会貢献性に着目し国際協力機構債券への投資を行った旨を対外的に公表した件数は今

年度これまでに 28 件あり，今中期目標期間では累計 35 の投資家が投資表明を行っている。 

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

いて，中央アフリカ森林イニシアティブ（CAFI）基金と 400 万ドルの受託契約を締結した。本基

金にてスケールアップして実施予定（No.4-1 参照）。 

• GCF との包括的認証取極めを締結し，同基金の資金を活用した案件形成を進めた（No. 4-1 参照）。 

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

の構築と運用」の社会実装に係る追加の活動部分の受託について，本邦企業（三井物産株式会社） 

が有する CSR 基金からの資金を得て事業効果を拡大（2018 年度実績 2,380 万円）（No. 5-4 参照）。 

• 受託事業については，機構の業務の遂行に支障のない範囲内で実施することに留意し，外部資金の

受入れ・執行に際し，適切な財務・会計処理を理解した人材の育成を図る必要がある。 

 
【参考情報】「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメント強化について」（平成 30 年 3 月 30 

日付，総管査第 10 号）に基づく「目的積立金等の状況」について 
 

（単位：百万円，％） 

 
平成 29 年度末 

（初年度） 

 

平成 30 年度末 

 

平成 31 年度末 

 

平成 32 年度末 

平成 33 年度末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 19,509 7,013    

目的積立金 0 0    

積立金 0 4,304    

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金等 0 0    

運営費交付金債務 20,101 31,300    

当期の運営費交付金交付額（a） 154,316 152,364    

 うち年度末残高（b） 8,758 12,378    

当期運営費交付金残存率（b ÷ a） 5.7％ 8.1％    
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３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

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

ことを期待する。（2017 年度主務大臣評価報告書，No.11「財務内容の改善」） 
 

＜対応＞ 

「予算執行管理強化に関する諮問委員会」における提言も踏まえ，予算執行管理の組織や報告・統制に

関する体制を含めガバナンスを強化した。また，2017 年度の予算逼迫の原因分析結果を踏まえ，2018 年
度の予算執行状況及び 2019 年度以降の予算執行見通しを常時分析し，予算執行計画を踏まえ，必要な調

整を実施することにより，計画的な予算執行を徹底し，事態の正常化に向けた対応を推進している。 

 
３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

根拠：年度計画に対して質的な成果や成果の最大化に向けた取組で所定の成果を上げていることから，

中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
具体的には，2017 年度に発生した予算執行管理問題の原因究明及び再発防止策検討のため，「予算

執行管理強化に関する諮問委員会」を設置し，同諮問委員会の提言を踏まえ，予算執行管理強化に関す

る各種取組を着実に実施した。結果，予算執行管理体制の強化を行うと共に，全体的な予算執行は計画

どおり行われた。加えて，開発資金の動員に資する取組を実施した（国際協力機構債が  TOKYO 
PRO-BOND 市場に上場し，グリーンボンド・ソーシャルプラットフォームに初めて登録，CAFI 基金と 
400 万ドルの受託契約締結，GCF との包括的認証取極めを締結等）。 
 

1. 予算執行管理 
○ 2017 年度に発生した機構運営費交付金の予算執行管理問題の原因究明及び再発防止策検討のた

め，外部有識者からなる「予算執行管理強化に関する諮問委員会」を設置。事態の早期正常化に向

けて，同委員会の提言を踏まえ，下記のとおり予算執行管理や報告・統制に関する体制及び制度を

含めたガバナンスを強化するとともに，2018 年度の予算執行状況及び 2019 年度以降の予算執行

見通しを常時分析し，予算執行計画を踏まえ，必要な調整を実施した。その結果，全体的な予算執

行を計画どおりに実施した。 
○ 同諮問委員会は，事態を招いた直接原因として 4 点（運営費交付金債務管理に関する理解不足，

事前統制の弛みと中期的予算管理枠組みの未定着，年度当初での抑制的予算配分と繰越予算の追加

配分という運用，案件ごとの予算見積りの変動を適切に把握し管理する意識の不足），上記を招い

た根本原因として 3 点（不明確な責任関係，予算執行管理の動機づけが不十分，投入の最適配分

を追求する視点が不十分）を指摘。 
○ 同諮問委員会の再発防止に向けた具体的改善策の提示を踏まえ，予算執行管理強化のため以下の取

組を実施（一部の取組は諮問委員会の最終提言に先立ち実施）。 
• 事業費と管理的経費を組織横断的に一元管理・統制する明確な権限と責任を持つ部署として予

算執行管理室を新設し，予算執行状況及び後年度負担の予算見通しを常時分析・調整。理事会

に定期報告を行い，理事会による予算執行統制を強化。 
• 自律性を重視した合理的な予算管理手法の確立に向け，内部規程類の改正により各部門の予算

執行管理責任を明確化するとともに，予算執行管理に係るマニュアル作成と職員研修を通じ，

予算管理・財務に関する職員の知見を向上。予算執行管理に関する職員職階別の責任と成果を

人事評価に反映する体制を構築することにより予算管理の意識向上等，取組を強化。 
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• 法人予算の予算統制を強化するため，中期的な資源配分の方針及び予算要求に際して事項別の予

算積算書を作成し，理事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する体制を構築し，

事前統制の弛みを是正。 
○ 予算執行管理を強化するためのシステム改善として，各部署に配分された予算額内に契約や支出を

統制する機能を強化し，予算を超過した支出を防ぐ仕組みを構築。 
 

2. 自己収入の確保に向けた取組 
○ 自己収入のうち，消費税の還付等を除く事業収入は 2.9 億円。資金計画における寄附金収入は 

2,100 万円となり，「世界の人びとのための JICA 基金」を通じた支援事業（新規 10 件）や特定

寄附金による「ニコン・JICA 奨学金制度」に使用。 
○ りそな銀行グループが発行する私募債の発行金額の 0.1％が，顧客の選択した SDGs 推進関連団体

へ寄附される「SDGs 推進私募債」について，機構を SDGs 推進関連団体として登録するための協

議を開始。 

 

3. 開発資金の動員に資する取組 
○ 機構債に関して，ソーシャルボンドを計 600 億円発行し，また政府保証外債を計 5 億ドル発行し，

国内外の民間資金を開発途上国支援に動員。 
○ コンゴ民主共和国「国家森林モニタリングシステム運用・REDD+  パイロットプロジェクト」につ

いて，中央アフリカ森林イニシアティブ（CAFI）基金と 400 万ドルの受託契約を締結。 
○ GCF との包括的認証取極めを締結。 
○ SATREPS「チリにおける持続可能な沿岸漁業及び養殖の確立に資する赤潮早期予測システムの構築

と運用」の社会実装に係る追加活動部分の受託について，三井物産の CSR 基金から資金を得て事

業効果を拡大（2,380 万円）。 
◎ 国際協力機構債による開発資金の動員【④】：国際協力機構債が TOKYO PRO-BOND 市場に上場

し，グリーンボンド・ソーシャルプラットフォームに初めて登録。 
 

＜課題と対応＞ 
2018 年度に導入した予算執行管理強化に関する各種取組を継続実施するとともに，自律性を重視し

た合理的な予算管理手法の更なる定着を図るべく職員研修を継続する。また，「予算執行管理強化に関

する諮問委員会」のフォローアップ会合を開催し，予算執行管理状況の確認と態勢の検証を行い，必要

な改善に取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため，「Ｂ」評価とする。 

 
 ＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

予算執行管理に関する諮問委員会の提言を踏まえて整備された体制が形骸化することなく運用

されるよう，不断の改善・改革に取り組み，また事後的な予算執行管理だけではなく，予算策定

段階においても各部門の事業計画と予算の整合性を十分確保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） 
・No.11 財務内容の改善の 2018 年度における自己評定は，B評定となっている。前年度は，D評定と

なっており，中期計画における初期の目標を達成している程度まで改善されたとの評定となっている
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が，これらの評定は妥当であると認められる。2017 年度に発生した運営費交付金の予算執行管理問題

（予算執行管理が不十分であったため，資金ショートの危険性があった事由）に対処するため，2018

年 6月に「予算執行管理強化に関する諮問委員会」を設置し，その提言を踏まえ，予算執行管理室を

設置した上で，毎月理事会において予算執行状況を報告する体制となったことは評価できる。さらに，

内部規程類を整備し予算執行管理責任を明確にした点も妥当である。なお，今後再発防止のためには，

部署の設置や規程の整備などの体制の整備だけではなく，その体制を如何に形骸化することなく運用

するかという点も重要となる。この運用は毎年度の努力が求められることから，2019年度以降も不断

の努力を期待するところである。また，2017 年度の問題は，予算（運営費交付金）策定部署と実際の

事業計画策定部署との連携が不十分であったため，予算以上に事業計画を策定してしまったことが根

本にある。よって，今後は，前述した体制整備とその適正な運用といった事後的な予算執行管理だけ

ではなく，予算策定段階においても各部門の事業計画と予算との整合性を十分確保することが必要と

考える。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.12 安全対策 

業務に関連する政策・施策 ― 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

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

る上での大前提となる要因であること。また，不確実性が高く，目標の達成が

機構の努力だけではコントロールできない外部の要因に左右され，かつこれま

でに比べて業務の対象の拡大や，大幅な取組の強化を伴うこと。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力，0140 独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

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

事業関係者等の安全対策研修の受講者

数 / うち，テロ対策研修受講者 

1.5 万人 / 

3,600 人141
 

3,000 人 / 

600 人 

6,924 人 / 

769 人 

3,890 人 

/372 人 

   

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：6.，中期計画：4. 
年度計画 
4. 安全対策に関する事項 
・ 国際協力事業関係者の安全確保のため，「国際協力事業安全対策会議最終報告（2016 年 8 月）」や

国際情勢の分析結果を踏まえて安全対策の強化に取り組む。 
・ 特に，安全管理に従事する人材の能力強化や在外拠点のさらなる態勢強化，脅威情報の収集・分析能

力の高度化及び脅威度の高い国・地域を対象とした事業における計画段階からの安全対策の強化を着

実に推進する。 
・ 工事安全対策に関する指針文書の適切な運用と見直し，現場での安全対策の支援を通じ，施設建設等

事業の工事安全対策に取り組む。特に，事故の件数の多い国や事業規模の大きい国での安全対策を重

点的に実施する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 
・ 海外における事業関係者の武力紛争，テロ，一般犯罪，交通事故，自然災害等による被害の低減に

向けた取組状況 
・ 工事事故の低減に向けた取組状況 

 

３－２．業務実績 

 No.12-1 海外の事業関係者の安全対策に係る取組状況  

 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

                                                   
141 前中期目標期間の実績から約 25％増として設定する。前中期目標期間実績平均 2,381 人 / 年 
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安全確認調査及び安全巡回指導調査国数 30 か国142  44 か国 27 か国 

 

（1） 脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化，情報共有の徹底 

 国連や他ドナー等の分析手法を参考にしつつ，機構独自に脅威度の評価手法を本格的に導入し，同

手法に基づき国別に定めている安全対策措置（渡航措置及び行動規範等，事業関係者が遵守すべき

安全対策ルール）の改定を全 147 か国分について行った。 

• 本部及び在外拠点の安全管理担当者を対象とした現地治安情勢に関する情報収集・分析方法及びそ

の手順を整理した情報収集 / 分析ハンドブックを作成し，2019 年 1 月より同ハンドブックに基づ

く治安情勢分析業務を開始した。 
 

（2） 行動規範の徹底 

• 機構が事業関係者に提供している安全対策マニュアルや，宗教行事や年末年始に係る各地域・国別

の注意喚起情報等の安全対策情報について，機構と契約関係の無い国際協力事業関係者も閲覧でき

るよう，11 月より機構ウェブサイト上での情報提供を開始した。また，機構と契約して海外に派遣

される関係者に対しては，これらの安全対策情報が洩れなく提供されるよう，渡航前から在外拠点

のメーリングリストを通じて最新の安全対策情報が確実に周知される仕組みを構築した。 

• 2016 年の騒擾時に機構関係者の全員国外退避を行った南スーダンは，2018 年 1 月と 5 月の 2 回

にわたる安全確認調査を実施し，和平プロセスの進展状況，首都ジュバの治安脅威の分析及び事業

の再開にあたっての現場の安全対策強化策を検討し，関係者の行動規範を更に強化した上で，2018 

年 8 月に首都ジュバへの機構事務所邦人所員の常駐を再開した。 

• ニカラグアでは，反政府デモ隊と政府支持者間の衝突の激化による治安情勢の悪化を受け，速やか

に 2018 年 6 月に職員を除く機構関係者全員の国外への一時退避を実施した。8 月中旬には現地に

安全確認調査を実施し，その後も治安情勢の推移について定期的にモニタリングを継続した上で，

9 月中旬に入り治安状況の改善が確認された事を受け，現地の最新情勢に基づく改訂版の行動規範

を関係者に周知徹底を行い，9 月 13 日に一時退避措置を解除した。 

 
（3） 海外拠点等での防護措置の強化 

 各事業の安全対策強化について，案件形成段階から適切な安全対策を検討するため，脅威度や事業

タイプに応じた安全対策の参考となる安全対策ガイダンス（案）を策定するとともに，業界団体及

び内部関係者に対する説明会を実施し，全事業での本格導入に向けた安全対策計画の審査体制を構

築した。 

• 政情不安や騒擾等，治安リスクの高い 10 か国に対して，有事発生時の事業関係者の一時避難場所

（セーフルーム等）の整備や安全対策強化を目的として事務所窓ガラスを強化ガラスへ交換する等，

事務所の防護措置を一層強化した。 

 
（4） 研修・訓練機会の整備と拡充 

• 国際協力事業関係者（機構内部人材含む）を対象とした渡航者向け研修（外部 759 名，内部 1,933

名受講），テロ対策実技訓練（外部 372 名，受講），及びウェブ研修（累計 16,344 アクセス）を実

                                                   
142 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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施するとともに，企業・団体の安全管理担当者向けの管理者向け研修を新たに開講し，合計 257名

の参加を得た。 

• 安全管理部の人材能力強化を目的として，国際機関（世界銀行や国連安全保安局）に機構職員 4 名

を短期実務研修に派遣し，国際水準の安全管理体制の構築に係る知見の習得に努めると共に，治安

情報分析能力の向上を目的として，国際的なセキュリティ対策を専門とする民間企業によるイギリ

スでの専門研修に，職員 8 名を派遣した。 

• 在外で活動している国際協力事業関係者に対する現地安全対策研修を合計 13 か国で実施した。ま

た，在外拠点で安全対策を専門に担当する職員や企画調査員 21 名を国連難民高等弁務官事務所

（UNHCR）が主催する安全対策研修に派遣し，人道支援分野の安全対策に係る知見の習得を行っ

た。 

 

（5） 危機発生時の対応能力の強化 

• 2018 年 7 月に在外拠点や本部関係部を対象として海外緊急事態対応机上訓練，同年 9 月にはエジ

プトでの具体的な有事発生を想定した海外緊急事態対応シミュレーション訓練，2019 年 2 月には

南スーダンの国外退避訓練を実施すると共に，これら訓練で得られた教訓等を踏まえて，緊急事態

対応マニュアルも改定し，機構職員の危機管理意識の維持・向上を図った。 

 
（6） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 情報収集・分析業務は，2019 年 1 月より情報収集 / 分析ハンドブックに基づく各国治安情勢のモ

ニタリングを開始したが，本部と在外拠点との相互補完的な協働作業の定着に時間を要している。

そのため，TV 会議システムを通じた在外拠点との意見交換会等を積極的に行い，定着を図る。 

• 安全対策ガイダンスを活用した事業の安全対策にあたっては，本部関係部，在外拠点及び業界団体

等とのコンサルテーションに時間を要したため，本格的な運用は 2019 年度以降となった。今後は，

事業部の適切な予算措置を含めて，事業計画段階からの効果的な安全対策の検討・実施のプロセス

を主流化させていく必要がある。 

 

 No.12-2 工事安全対策に係る取組状況  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

事故事案報告件数 *（事業規模 1 兆円あたり）143 23 件144 13 件 36 件 

実施状況調査，安全管理セミナー，円借款事業（STEP） 施

工安全確認調査の件 
137 回145 135 回 147 回 

* 事故報告案件数の 2018 年度実績は 56 件（基準値 38 件，2017 年度実績 29 件） 

 
（1） 指針文書の適切な運用 

• 施設建設等事業の安全対策委員会（6 月）で，2017 年度の事故発生状況を確認するとともに，円借

                                                   
143 事業規模は当年度のコミット額（管理費を除く技術協力経費 + 有償新規 L/A 承諾額 + 無償新規 G/A 署

名額）に基づいており，2018 年度に工事等を実施していた件数・規模と相関しない 
144 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
145 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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款事業の工事安全対策の強化に向け，円借款事業の工事契約に適用できる包括的な労働安全衛生の

スペック（Specification）の作成方針について検討した。 

• 施設等建設を伴う全 22 件の技術協力事業をモニタリングし，必要に応じて「ODA 建設工事安全

管理ガイダンス」に基づく安全対策が取られるよう指導した。また，有償資金協力案件 39 件，無

償資金協力案件 67 件を対象に実施状況調査を行った。加えて，現場関係者や事務所員を対象とし

た安全管理セミナー 40 件を実施した。 

 

（2） 施工現場の安全対策の強化 

① 事故の件数の多い国や事業規模の大きい国での安全対策 

• 近年事故件数の多いインド，バングラデシュ，ベトナム等で実施実況調査を実施した。ベトナムで

は，2018 年 4 月まで技術協力「建設事業における積算管理，契約管理及び品質・安全管理能力向

上プロジェクト」を実施し，プロジェクト期間中に標準安全計画書が法令化された。終了後も同プ

ロジェクトで提案したロードマップに基づき，ベトナム側は自国予算でプロジェクトを立ち上げ，

必要な工事安全対策措置等を含めた積算の基準の法令化等を進めている。 

• 特に，事故件数の多い事業は工事安全対策にかかる助言を担当し，実施状況調査を行う企画調査員

（資金協力）を定期的に事業現場へ派遣し，相手国政府の事業関係者に対して再発防止に向けた技

術的助言や安全管理セミナー等を実施した。 

② 事故の防止に向けた取組 

• 企画調査員（資金協力）等が工事の品質と安全確保の見地から確認を行う実施状況調査，現地の工

事関係者を対象とした安全管理セミナー，在外事務所/ 支所赴任予定者向けの工事安全対策に係る

研修，在外事務所 / 支所の所員による工事安全現場パトロールを実施しているほか，コンサルタン

ト / コントラクターからの事故報告に対して原因究明や再発防止に向けた技術的な確認と助言を

行っている。これらに加え，2018 年度は機構内の希望者向けに工事安全の取組に関する説明会を

実施した。 

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

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

ナム「建設事業における積算管理，契約管理及び品質・安全管理能力向上プロジェクト」の他にも，

モンゴル「建設分野における労働安全管理能力強化プロジェクト」を実施しており，本邦研修や現

地セミナー等を通じて，行政官・民間建設会社の労働安全担当者等に対し，労働安全衛生サイクル

やリスクアセスメント等の日本の実例・ノウハウ等を提供した。 

• 課題別研修では，「社会基盤整備における事業管理」で公共工事の施工品質に加え，安全管理を講

義し，「労働安全衛生政策向上」では，労働安全衛生，安全対策教育等に関する講義を実施した。 

 
（3） 戦略的な取組及び成果 

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

ース（初級編）」（修了者 30 名）及び施工監理業務経験者を対象としてケーススタディを盛り込ん

だ中級編を開催し（修了者 9 名），資金協力事業に従事するコンサルタントの安全管理能力の向上

に取り組んだ。 

 
（4） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 
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• 企画調査員（資金協力）が配置されておらず本部直轄となっている地域・国（中南米，アフリカ等） 

のうち，特に，新規供与国や再開国の事業については，相手国実施機関が案件監理に不慣れである

蓋然性が高い。そのため，係る国々では事業進捗に併せた実施状況調査の潜在的ニーズがあるため，

次年度の実施状況調査のニーズを把握する際，必要に応じ事業主管部との意見交換を行う。実施状

況調査では，適用されている工事安全対策が相手国政府の労働安全衛生の基本的な枠組みや法制度

に基づき充分なものとなっているかについても，可能な範囲で確認を行う。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

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

意識喚起の取組に期待する。（2017 年度主務大臣評価報告書，No.12「安全対策」） 
 

＜対応＞ 

 事業関係者の安全対策に係る取組については，脅威情報や分析能力向上のため，世界銀行へインターン

を派遣すると共に，国連保安局や国連高等難民弁務官事務局が主催する安全対策研修にも職員を派遣した。

また，業界団体からのニーズを踏まえ，従来行ってきた渡航者向けの研修 / 訓練に加え，企業・団体の安

全対策責任者 / 担当者向けの「管理者向け」コースを新規に開講した。工事安全対策については，国際建

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

及び，施工監理業務経験者を対象としてケーススタディを盛り込んだ中級編を開催し，資金協力事業に従

事するコンサルタントの安全管理能力の向上に着実に取り組んだ。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

根拠：一部の指標は目標水準を下回っているものの，他の指標は目標水準を大幅に上回る成果を上げて

いることに加え，年度計画に照らして質的な成果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判

断されることから，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 
具体的には，「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づき海外事業関係者の安全対策に係る取組

を引き続き推進したほか，現場での対策や設備の仕様を定めた安全対策ガイダンスを初めて策定し安全

対策計画の審査体制を構築，さらに国連や他ドナー等の国際スタンダードに準拠した脅威度評価手法を

本格導入し全ての事業実施対象国にて安全対策措置を見直し・改定する等，特筆すべき成果をあげた。

また，工事安全対策はモニタリング・巡回指導，有償・無償実施状況調査，コンサルタント向け研修実

施等の取組を着実に実施した。 
 

1. 海外の事業関係者の安全対策に係る取組 
○ 脅威情報野収集・分析・発信態勢の強化，情報共有の徹底（安全管理者を対象とした情報収集・分

析ハンドブックを作成），2）行動規範の徹底（機構事業関係者が安全対策情報等を確認できるよ

うウェブサイト上で情報提供を開始，南スーダンで安全確認調査の上で所員の常駐再開，ニカラグ

ア情勢悪化で速やかに国外一時退避と解除を実施），3）海外拠点等での防護措置の強化（案件形

成段階からの安全対策ガイダンスを策定，業界向け説明会を実施），4）研修・訓練機会の整備と

拡大（事業関係渡航者向け研修，テロ対策実技訓練の実施），5）危機発生時の対応能力の強化（初

動対応マニュアルの改訂，エジプト・スーダンでの訓練等）を実施。 
◎ 脅威度評価手法の本格導入：国際スタンダードに準拠した脅威度評価手法を本格導入し全ての事業
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実施対象国にて安全対策措置を見直し・改定。 
◎ 安全対策ガイダンスの策定：現場での対策や設備の仕様を具体的に定めた安全対策ガイダンスを初

めて策定し，事業関係者に対する説明会を実施。全事業での本格導入に向けた安全対策計画の審査

体制を構築。 
 
2. 工事安全対策に係る取組 
○ 円借款事業の工事契約に適用できる包括的な労働安全衛生スペックの作成を検討。 
○ 施設建設を伴う全技術協力事業のモニタリングを実施し（22 件），ガイダンスに基づく安全対策

の指導を実施。有償資金協力 39 件，無償資金協力 67 件を対象に実施状況調査を実施。 
○ 事故件数の多い国や事業規模の大きい国（インド，バングラデシュ，ベトナム等）にて，安全対策・

事故防止を主管する省庁等に対する技術協力プロジェクトや課題別研修を通じた協力を行い，施工

現場の安全対策を強化。 
○ 事故防止に向けて実施状況調査，安全管理セミナー，工事安全対策に係る研修，工事安全現場パト

ロールを実施。 
○ 国際建設技術協会との共催により，施工監理業務経験者を対象に「ODA 建設工事におけるコンサ

ルタントの工事安全管理能力コース（中級編）」を開催。 
 
＜課題と対応＞ 
「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づく各種強化策の着実な実施と共に，国際機関等と連携し

た脅威情報の収集・分析能の強化とともに，研修等を通じた事業関係者の危機管理意識喚起及びその定着

に向けて継続的に取り組む。 

  

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
安全対策に向けた取組について，機構の活動として，以下の実績が認められる。 

 
１．海外の事業関係者の安全対策に係る取組 

脅威情報の収集・分析・発信体制の強化，情報共有の徹底に係る取組として，国連や他ドナー等の

分析手法を参考にしつつ，機構独自に脅威度の評価手法を本格的に導入し，同手法に基づき国別に定

めている安全対策措置の改訂を全 147 か国分について行った。 

行動規範の徹底に係る取組として，安全対策マニュアルや安全対策情報について，機構と契約関係

の無い国際協力関係者も閲覧できるよう機構ウェブサイト上での情報提供を開始したほか，南スーダ

ン及びニカラグアにおいて安全確認調査等を踏まえて関係者の行動規範を更に強化・改定した上で，

それぞれ所員の常駐再開，一時退避措置の解除を行った。 

海外拠点等での防護措置の強化に係る取組として，脅威度や事業タイプに応じた安全対策ガイダン

スを策定し，業界団体及び内部関係者に対する説明会を実施したほか，全事業での本格導入に向けた

安全対策計画の審査体制を整備した。 

研修・訓練機会の整備と拡充に係る取組として，国際協力事業関係者等を対象とした研修や，テロ

対策実技訓練を実施するとともに，在外で活動している国際協力事業関係者に対する現地安全対策研

修を合計 13 か国で実施したほか，国際的なセキュリティ対策を専門とする民間企業による専門研修

等に職員を派遣し，安全管理部の人材能力強化にも取り組んだ。 

危機発生時の対応能力の強化に係る取組として，在外拠点や本部関係部を対象とした海外緊急事態

対応机上訓練，エジプトでの具体的な有事発生を想定した海外緊急事態対応シミュレーション訓練，

南スーダンの国外退避訓練を実施し，緊急事態対応マニュアルを改訂した。 
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上記のうち特筆すべき取組としては，国際スタンダードに準拠した脅威度評価手法の本格導入及

び，安全対策ガイダンスの策定を通じて，情報収集・体制強化に取り組んだことが，評価される。 

 
２．工事安全対策に係る取組 

円借款事業の工事契約に適用できる包括的な労働安全衛生スペックの作成方針を検討したほか，施

設建設を含む技術協力事業 22 件のモニタリングを実施し，有償資金協力 39 件，無償資金協力 67 件

を対象に実施状況調査を行ったことに加え，現場関係者や事務所員を対象とした安全管理セミナーを

40件実施した。 

事故件数の多い国や事業規模の大きい国（インド，バングラデシュ，ベトナム等）において，安全

対策・事故防止を主管する省庁等に対して技術協力プロジェクトや課題別研修を通じた協力を行い，

施工現場の安全対策を強化した。 

工事の品質と安全確保の見地から確認を行う実施状況調査，現地の工事関係者を対象とした安全管

理セミナー，在外事務所/支所赴任予定者向けの工事安全対策に係る研修，在外事務所/支所の所員に

よる工事安全パトロールの実施等を通じて事故の防止に取り組んだ他，国際建設技術協会との共催に

より，施工管理業務経験者を対象に「ＯＤＡ建設工事におけるコンサルタントの工事安全管理能力コ

ース（中級編）」を実施した。 

 

以上の定性的な実績に加え，定量指標である事業関係者等の安全対策研修の受講者が目標値（3,000

人）を約 3割上回る 3,890 人となったこと，テロ対策研修受講者が目標値 600 名を約 4割下回る 372

名にとどまったことを踏まえ，中期計画における所期の目標を達成していると認め，「Ｂ」評価とす

る。 

 
 ＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づく各種強化策の着実な実施及び業務実績報告書に記

載されている各事項の「事業上の課題及び対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.13 効果的・効率的な開発協力の推進 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱，平成 30年度開発協力重点方針 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，難易度 ― 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力，0140 独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

SDGs への貢献の一層の明確化を含む戦

略性の強化が図られ，国際的に対外発信さ

れた協力プログラム等の数 

30 件146
 

（2017-2021） 

 

6 件 

 

12 件 

 

15 件 

   

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：7.（1），中期計画：5.（1） 

年度計画 
5.（1）効果的・効率的な開発協力の推進 
ア 予見性，インパクトの向上 
・ 国・地域の課題を把握，分析し，協力の方向性を取りまとめた JICA 国別分析ペーパーを策定また

は改定し，各国の協力プログラム及び事業計画の策定やそれらの実施モニタリングにも活用する。 
・ 開発課題や地域の抱える課題の現状や解決策について検討し，それを事業に反映することにより，

事業の質と戦略性を強化する。特に，策定した事業戦略を事業形成や実施にも活用する。 
・ SDGs への貢献を明確化するため，SDGs に向けた対応を記載したポジションペーパー等に基づき，

重点的に取り組む協力プログラム等を選定し，その内容や成果を国際的に発信する。また，SDGs ゴ
ールごとの事業統計データの抽出及び分析等を通じ，事業実施状況のモニタリングを強化する。 

 

イ 効果・効率性の向上 
・ 日本政府の政策的な優先度及び開発途上地域のニーズ並びに実施上の課題を踏まえ，日本政府とと

もに開発効果の高い事業の形成・実施に向けた制度や運用の改善を行う。 
・ 技術協力については，上記や留学制度を活用した人材育成の推進のための制度や運用の改善や導入

に引き続き取り組む。また，帰国研修員による各国でのネットワークの強化や活動の活性化に引き

続き取り組む。 
・ 有償資金協力については，質の高いインフラパートナーシップ等の政府方針に掲げられた円借款の

迅速化等の施策を引き続き実施する。 
・ 無償資金協力については，「無償資金協力の制度・運用改善に係る報告書」（2016 年 6 月外務省）

を踏まえた制度の定着及びモニタリングを促進する。 
・ SDGs 達成に向けたパートナーシップの構築や革新的な開発手法等に係る知見を機構内で蓄積，共

有し，更なる取組を促進するため，ナレッジマネジメントネットワークを推進する。 
                                                   
146 各年度で全世界で 6 件以上を基準として設定する。 
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主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.参照） 
・ 機構の専門的知見や教訓を反映させた地域・国・課題等に関する協力方針の策定・改定・活用状況 
・ 上流政策から事業レベルまでの支援を展開する協力プログラム等のうち，SDGsへの貢献の一層の明

確化を含む戦略性の強化が図られた協力の実施状況 
・ 迅速性，効率性，事業の質の向上等の様々な開発パートナーのニーズに対応した諸制度・運用の改

善及び事業への活用状況 

 

３－２．業務実績 

 No.13-1 予見性，インパクトの向上  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

地域・国・課題別の協力方針（JICA 国別分析ペーパー

（JCAP），事業計画作業用ペーパー，課題別指針，ポジ

ションペーパー）の新規策定・改定数 
146 件147 142 件 147 件 

 

（1） 戦略的な事業展開に向けた国・地域別及び課題別の対応力強化 

• 「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえた JICA 事業の方向性の策定：日本政府が提唱する「自

由で開かれたインド太平洋」の推進・協力体制の整備及び該当する優先事業の選定・実施のため，

JICA 事業の方針を策定した。 

• 宇宙分野における JICA の事業方針の策定：近年の宇宙分野の市場拡大や SDGs 達成に向けた科

学技術イノベーション（STI）への期待の高まり等を踏まえ，開発途上国の経済・社会開発への本

邦等の宇宙技術のさらなる活用，並びにそのための人材育成及びインフラ整備を戦略的に進めるた

め，機構事業の方針を策定した。 

• SDGs の達成に向けた各種事業に係る新規アイデアの社内公募制度の立ち上げ：イノベーション推

進に向けた民間企業の取組等を参考にしつつ，SDGs の達成に向けて，援助手法，協力対象，財源，

実施方法及び実施体制等，既存の考え方にとらわれない事業の提案を組織内で募集し，外部有識者

の助言も踏まえつつ新規事業を推進していく体制整備等を行った。NGO，本邦企業等と児童労働撲

滅に向けた共創型モデル事業，世界に 10 億人存在する「ID 無し人口」の半数を占めるサブサハラ・

アフリカで基本的人権と公平な社会参加を担保する国民 ID の普及とデジタル化促進を支援する

事業など，新たな取組に向けた検討が始動した。 

• JICA 国別分析ペーパー（JCAP）の策定：JCAP については 52 か国，事業計画作業用ペーパーに

ついては 116 か国を対象にこれまで策定してきた。これらは，外務省の国別開発協力方針の改定に

係る議論や協力プログラム及び事業計画の策定に活用され，効果的な開発協力の実施に寄与してい

る。2018 年度は，インド，タジキスタン，マラウイ，タンザニア，スーダン等の JCAP 改定を行

い，これまでの機構の支援の成果や教訓等を取りまとめた上で，支援重点分野を再検討し，より明

確な戦略を打ち出した。また，ザンビア，コンゴ民主主義人民共和国の JCAP 新規策定，カメルー

ン，マダガスカル等の JCAP 改定に向けた議論が開始され，協力方針に係る外務省や先方政府等関

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

• International Advisory Board（IAB）での議論を踏まえた戦略性強化及びイノベーションの推進： 第

二回 IAB 会合を開催した（2018 年 7 月 10 日～ 11 日）。委員からは主に，事業展開におけるSDGs 

                                                   
147 前中期目標期間実績（2012-2015）584 件 
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達成のためのイノベーション推進の重要性，JICA 開発大学院連携プログラムのあり方，自由で開

かれたインド太平洋の位置づけに関連した提言が出され，会合の結果を機構内で共有するとともに，

上記「『自由で開かれたインド太平洋』を踏まえた JICA 事業の方向性」の策定や組織内でのイノ

ベーション推進につなげた。 

 
（2） SDGs への貢献に向けた取組 

• 戦略・事業への SDGs の組み込み：機構は，日本政府 SDGs 推進本部の SDGs アクションプラン

策定作業や関係会合に省庁以外の組織として唯一参加し，「拡大版 SDGs アクションプラン 2018」

（以下，「アクションプラン 2018」）や「SDGs アクションプラン 2019」（以下，「アクションプラ

ン 2019」）に組み込むべき取組事例を発信・紹介した。この結果，アクションプラン 2018 に 11 件，

アクションプラン 2019 に 19 件と幅広い事例（例：JICA 開発大学院連携，みんなの学校，UHC，

カイゼン，食料安全保障と栄養改善，関西 SDGs プラットフォーム，中小企業・SDGs ビジネス支

援事業）が組み込まれ，官邸ホームページ上で公開された。また，技術協力，有償資金協力，無償

資金協力の各事業統計データを SDGs ゴールに紐づけ，その執行額（2017 年度予算）を抽出・集

計し，SDGs ゴール毎の事業実績の見える化を実施した。 

• 開発途上地域における SDGs の推進：インドネシア政府による SDGs 国家指標検討に対し，同国

の SDGs 国家行動計画策定及びジャカルタ特別州の SDGs 地方行動計画策定プロセスに参画し，

関連指標の現状分析・対応への提言，SDGs モニタリング・評価システムの整備に向けた分析作業

などを支援し，これらの結果を調査報告書として公表した。インドでは，SDGs に関する政策枠組

みや体制強化の支援を目的とした SDGs プログラム円借款事業を形成した（2019 年 1 月 L/A 調

印）。このほか，18 ヶ国 18 名の統計官を対象とした，SDGs 指標の統計分析に関する本邦研修等

に取り組んだ。 

• SDGs 達成への戦略的プログラム等の国際発信：SDGs の達成を明確化した機構独自のプログラム

等（みんなの学校，市場志向型農業振興 SHEP，アフリカ・カイゼン・イニシアティブ等）を選定

し，国際会議やプレスリリース等を通じ計 18 件を国際社会に発信した。これに加え，国連本部で

開催されたハイレベル政治フォーラム 2018（7 月）での機構とブルッキングス研究所の共同研究

書籍発刊イベント「From Summits to Solutions：Innovations in Implementing the SDGs」，機構の関西セ

ンターが事務局を務める「関西 SDGs プラットフォーム」の展示，東京で開催された IAB 会合（7

月）での SDGs 関連セッション，インドネシアで開催された IMF 世界銀行総会 2018（10 月）の

同国主催 SDGs イベント等にて，機構役員等が機構の SDGs への具体的取組事例を発信した。 

 SDGs 推進に向けた国内の連携・協働の強化：SDGs への貢献で重要な役割を担う民間セクターと

の共創のため，日経 SDGs フォーラム，京都経済団体協議会総会，日本青年会議所全国大会等の基

調講演やパネルディスカッションに機構理事長・副理事長及びその他役員が参加。また，「中小企

業・SDGs ビジネス支援事業」の制度改善に際し，機構本部で企業等向けの「途上国の課題発信セ

ミナー」を 20 回開催（計 840 名の企業等関係者が参加）。さらに，「関西 SDGs プラットフォー

ム」では，大阪・関西万博誘致 PR 活動とも連携して数多くのイベントを開催し，登録会員数を 400 

団体以上とした。これらにより，企業等の SDGs への認知度向上や取組強化につながった。このほ

か，政策研究大学院大学，上智大学，中央大学，筑波大学等と連携した SDGs と機構の取組をテー

マにした講義の実施，ユニセフ・外務省による教師向け SDGs 副教材への作成協力など，教育現場

での SDGs と機構の取組の理解度向上にも貢献した。これらの取組の結果，日本政府が自治体 
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SDGs モデル事業に選定した岡山県真庭市のほか，滋賀銀行，上智大学など，機構が発行する社会

貢献債へ投資することで SDGs への取組をアピールする自治体，地銀，大学が増えている（投資表

明件数：2016 ～ 2017 年度の 20 件から 2018 年度は 28 件へ増加）。 

• SDGs への機構の取組に係る広報の強化：SDGs への機構の取組に係る広報方針を策定，周知した。

また，毎日小学生新聞の月例 SDGs コラム作成への協力，朝日新聞社による機構理事長への取材及

び同社 SDGs 広報冊子への記事掲載など，メディアと連携した国内発信を展開した。さらに，グロ

ーバルフェスタジャパン 2018，エコプロ 2018 等での SDGs と機構の取組の発信も実施。機構の

年次報告書，広報冊子 mundi，ホームページ，SNS 等でも SDGs への機構の取組に係る情報を充

実させ発信した。また，機構職員等向けに研修（本部・在外・国内機関向け研修，機構アカデミー，

専門家赴任前研修）を計 29 回（受講者計 770 人）実施し，機構関係者の SDGs 関連知識の向上

と活用も促進した。 

 
（3） 事業上の課題及び対応方針 

• 各種戦略及び個別事業間の連関強化：各地域・課題の事業戦略及び個別事業の連関をより一層強化

していく必要がある。このため，実施中事業の把握及び将来の採択案件の規模を検討するための事

業計画作業用ペーパーを今後改訂する際には，各種戦略を十分に踏まえた検討を徹底する。 

• SDGs への機構の取組をより戦略的に行うため，機構職員の SDGs への理解・意識の更なる向上が

必要である。このため，機構職員のニーズ・関心に合うセミナー・勉強会の計画・実施，その後の

フォローを強化していく。 

 

 No.13-2 効果・効率性の向上  

関連指標 基準値148 2017 年度 2018 年度 

技術協力，有償資金協力，無償資金協

力事業の実績額（億円） 

技協：1,783 億円 

有償：13,723 億円 

無償：1,200 億円 

技協：1,923 億円 

有償：18,883 億円 

無償：1,151 億円 

技協：1,898 億円 

有償：12,661 億円 

無償：985 億円 

 

（1） 開発協力事業の効果・効率性の向上 

開発途上地域のニーズや国内外の政策課題に応えつつ，多様な関係機関の知見や技術を一層活用して

より魅力的かつ効果的な技術協力事業が展開できるよう，次のような取組を実施した。 

① 技術協力 

• 技術協力事業委員会の設置：2018 年 7 月に技術協力事業委員会を設置し，技術協力事業に対する

ガバナンス及び予算管理を強化する仕組みを導入した。また，業務フローの見直しと決裁基準表の

改訂を行い，予算管理体制の強化を行った。 

• 多様な資金ソースの動員：旺盛な開発ニーズに対する対応力強化に向けて，開発協力における革新

的な手法や技術等の取り込み強化を図るべく多様な資金ソースの動員の促進（緑の気候基金

（GCF:Green Climate Fund）を含む外部資金や寄附金の活用促進等）に向けた取組を行った。GCF と

包括的認証取極を締結し，第 1 号案件（モルディブ）の形成を進めた。また，中央アフリカ森林

イニシアティブ（CAFI:Central Africa Forest Initiative）の基金より，コンゴ民主共和国における事業

                                                   
148 前中期目標期間（2012-2015）実績は，技協 7,132 億円，有償 5 兆 4,893 億円，無償 4,803 億円 
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の受託が正式決定した。 

• 各種連携事業にかかる手続きの合理化：これまで 5 つのスキームに分かれていた企業提案型事業

を，「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」という総称の下に体系立てて整理し，民間企業から見た

わかりやすさを重視した新スキームを設定した。6 月には新スキーム「中小企業・SDGs ビジネス

支援事業」に係る執務要領を制定した。 

• 「質の高いインフラ」の迅速な実現に向けた改善：外国籍人材の活用に係るコンサルタント契約条

件の緩和を行い，業務従事者のうち外国籍人材の活用制限を廃止し，業務主任者についても制限を

設けないこととした。ひっ迫する従事者の確保とコンサルタント調達の競争性を高めた。 

• 留学制度を活用した人材育成の推進：「JICA 開発大学院連携」の推進に向けた留学生受入事業の方

針の整理を行い，より効果的・効率的な運用に向けて対応すべき課題の整理と改善策を行った。具

体的には，予算費目の独立化や 5 か年計画の策定，事業実績の集計方法の改善，帰国研修員の関

係性維持発展のための在外事務所等との協働メカニズムの構築を行った。 

 帰国研修員によるネットワークの強化：国内機関長会議で，人材育成強化に向けたプログラムの統

合的運用などの取組方針を確認したほか，大学連携の推進などに取り組んだ。また，トルコの帰国

研修員同窓会は，1988 年の設立以来，機構と協力し，日本に関する講演会や文化交流イベント，

政策コンテストなどの取組を実施してきており，日本トルコの友好親善と日本理解への貢献が評価

され，2017 年度外務大臣表彰を受賞したほか，同同窓会の立上げに携わり長く活動を主導してき

たルヒ・エシルゲン氏が，その功績から 2018 年 4 月の春の叙勲で旭日双光章を受賞した。 

• 行政事業レビューの指摘を踏まえた見直し等の検討（青年研修）：対象国のバランスについて，青

年研修の成り立ちを踏まえつつ，外交政策上の観点及び地域別の援助計画に基づき，2019 年度の

受入計画に反映した。その結果，全体の約4 割を占めていたASEAN 地域からの受入れについて，

その他地域からの受入割合を増やすこととした。また，事業効果を測るための定量的・定性的アウ

トカム指標の設定について，既存の受入人数に関する指標に加えて，研修終了時の研修目標の達成

状況や帰国後の研修成果の活用可能性，ならびに，帰国後の実践・活用状況について，2019 年度

より測ることとした。さらに，各コースでの行程や所要経費を見直し，コスト削減に取り組んだ。 

② 有償資金協力（円借款，海外投融資） 

「質の高いインフラパートナーシップ」，「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」，「インフラシ

ステム輸出戦略」等の政府方針を踏まえ，有償資金協力が開発途上国や日本企業にとってより魅力的な

ものとなるよう，次のような取組を実施した。 

（ア）円借款 

 円借款の迅速化：有償勘定技術支援の活用による詳細設計の実施や入札の早期開始，コンサルタン

ト業務発注時の迅速化提案（調査期間・工期）への加点評価等を徹底することで，引き続き迅速化

を推進。例えば，2018 年にはインドネシア「パティンバン港開発事業」で事業化調査（F/S：Feasibility 

Study）開始から約 2 年間で着工，マダガスカル「トアマシナ港湾拡張事業」では L/A 調印後約 1 

年強で着工した。また，案件実施のより早い段階にコントラクターが参画することで設計・施工リ

スクを低減し迅速化を可能とする「包括的建設サービス（WCS：Wrap-up Construction Service）」に

ついて，インド高速鉄道建設事業で第一号契約を締結した。 

 円借款の魅力向上と質の確保：新商品であるドル建て借款で初のプログラムローンであり，また過

去最大規模（3 億ドル）の案件を承諾（ヨルダン「ビジネス環境，雇用及び財政持続可能性に関す

る改革のための開発政策借款」）。事業の質確保やコンサルタントによる業務の質向上のため施策を
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実施。拡大する事業量に対応し，組織的な暗黙知を集約した社内用マニュアル「円借款の手引き」

を策定。有償勘定技術支援による詳細設計をインフラ技術業務部が一元的に実施することとし，ま

た，協力準備調査等の技術面での検証を第三者の外部機関等に委託しチェックする「プルーフ・エ

ンジニアリング」制度を新しく導入し，着手。ランプサム化を想定した有償勘定技術支援の詳細設

計の調達，外国籍人材の拡大を前提とした調査の調達，コンサルタントの業績評価を国内公共事業

基準で試行的に着手等，新たな施策を開始した。 

 STEP 制度改善：「インフラシステム輸出戦略（平成 30 年度改訂版）」で，入札における競争性の

向上及び応札企業の価格競争力強化等に資する制度改善を検討することが打ち出されており，業界

団体及び本邦企業からヒアリングを行った上で，外務省，財務省，経済産業省，国土交通省と累次

協議を行い，制度改善を実現した。具体的には，部材の本邦調達比率への算入や主契約者条件の緩

和等を行うことで，応札者が増加し，競争性が向上する結果，不調・不落さらには 1 者応札の回

避等が期待される。 

• 紛争裁定委員会（DB：Dispute Board）の活用促進策：円借款案件の大型工事で契約上の紛争予防・

解決の有効手段である DB の活用促進策をまとめた。これまで，コスト負担や実効性に対する受発

注者双方の問題意識から，DB は十分に活用されていなかったが，実態調査に基づき，常設 DB の

必要性とメリットを紛争予防，コスト削減（仲裁より安価），仲裁への発展防止，迅速な紛争解決

と事業促進，発注者の満足度向上，請負者の要望，中立性の確保といった観点から整理した。 

（イ）海外投融資 

• 海外投融資基本戦略の策定：民間資金動員，企業の SDGs に対する意識向上，他機関によるノンソ

ブリン投融資に係る潮流を踏まえ，海外投融資を，技術協力，円借款，無償資金協力に続く第 4 の

柱として位置づけ，機構全体で，人員配置等を含む実施体制を整備しつつ，その活用を推進するべ

く，海外投融資基本戦略を策定した。 

• 米国民間投資公社（OPIC:Overseas Private Investment Corporation）との覚書（MOC:Memorandum 

of Cooperation）締結：2018 年 9 月の日米首脳による外交的機会を捉え，OPIC と MOC を締結。

機構にとって初めての二国間開発金融機関との MOC であり，二国間 DFI の中でも最大規模の事

業量を誇る OPIC と連携することにより，開発効果の高い案件への投融資実施が期待できる。 

• 出資比率の柔軟化に係る業務方法書改正：2016 年 5 月の「G7 伊勢志摩サミット『質の高いイン

フラ輸出拡大イニシアティブ』」で，原則 25％以下と規定されている海外投融資による現地企業等

への直接出資の出資比率上限規制の柔軟化を検討するとされており，その対応を明確化するため業

務方法書を改正し，対象案件の意思決定方法等について政府と合意した。 

• 協力準備調査（PPP インフラ事業）における制度改善：協力準備調査（PPP インフラ事業）によ

る PPP 事業の事業化に資するために，提案企業向けの調査後アンケート結果を踏まえ，2018 年度

公示で，提案企業の事業化意思の要件緩和，共同提案者への外国籍法人の容認等を改善した。 

③ 無償資金協力 

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

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

取組を実施した。 

• 円滑な免税手続きの推進：外務省より免税口上書導入に係る外務公電が発出されたことを受けて，

免税口上書締結の基礎情報となる免税情報シートの作成を 32 か国で行った。作成された免税情報

シートを外務省と共有し，免税口上書締結に係る協議の側面支援を行った。 
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• 先方負担事項履行の徹底：先方負担事項が履行されるまで贈与契約（G/A：Grant Agreement）署名・

入札参加資格事前審査（P/Q:Pre-Qualification）公告等の延期措置を計 13 件講じた結果，9 割の問

題が解決した。 

• 民間連携の推進：事業・運営権対応型無償資金協力の第 1 号機構実施案件の協力準備調査を開始

するにあたっての制度整備を行った。また，一定条件の案件で実施されている企業説明会に，関係

団体である中堅・中小建設業海外展開推進協議会（JASMOC）を通じて案内を出し，中堅・中 小

企業（建設関連分野等）の参加を促した。 

 
（2） 事業から得られた知見や教訓の活用状況 

• 各ナレッジマネジメントネットワーク（KMN：Knowledge Management Network) が取り組む SDGs 

達成に貢献するイノベーティブな事例，開発パートナーとの連携・共創による資金や技術等の外部

リソース動員の事例の共有・意見交換を計 12 回実施したほか，SDGs 達成に資する開発途上国イ

ンフラ整備支援，SDGs ビジネス等の取組事例をメディアで毎月発信し，開発協力の革新的な手法

や技術等の組織横断的な共有と相互活用を促進した。これらの結果，人事部が定期的に実施する意

識定点調査の「ナレッジマネジメントの推進」に関する項目では，2017 年度と同様，組織内にナ

レッジマネジメントが定着していることが判明している（平均値：3.32，2017 年度とほぼ横ばい）。 

• プロジェクト研究「組織開発の効果的促進方法」の組織横断的メンバーによる研究会・分科会実施

により，機構の開発協力事業のインパクトを高める上で効果的な計画や実施の方法を，革新的なプ

ロセス手法として具体的事例を取り上げ研究，可視化した。その成果を組織内及び開発コンサルタ

ント等向けの報告会を通じて周知した。また，成果の専門家・職員向け研修や制度改善などへの活

用の方向性を確定した。 

• 機構全体の情報システム最適化方針の機をとらえ，機構内外のナレッジ格納・発信枠組み「ナレッ

ジサイト」（グループウェア「ノーツ」を使用）を，ナレッジの発信者・活用者による双方向の意

見交換機能を持つ「ナレッジポータル」（グループウェア「SharePoint」を使用）に移行する方針を

決定。ナレッジポータルの稼働準備とナレッジ蓄積・発信・活用促進体制構築を完了した。 

 

（3） 事業上の課題及び対応方針 

• 質の高いインフラパートナーシップ等の政府方針に掲げられた迅速化策の円借款個別案件での適

用につき，機構内関係部局間の連携を強化し，コンサルタントの質の確保等の施策を引き続き実施

する。また，海外投融資基本戦略に基づいたクレジットポリシー等の方針の策定や体制整備を進め

る。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

するための，方針作成や事業展開，制度の改善に係る取組を期待したい。 
（2017 年度主務大臣評価報告書，No.13「効果的・効率的な開発協力の推進」） 

 

＜対応＞ 

日本が持つ強みや機構が有する経験・知見を活用した効果的な事業を実施するために，「自由で開かれた

インド太平洋」を踏まえた機構事業の方向性，宇宙分野における機構の事業方針，海外投融資基本戦略，
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STEP 制度改善策等を策定し，事業を推進した。また，事業を通じて得られた知見・教訓を蓄積・活用す

るために，KMN，イベント，メディアを通じた情報共有及び意見交換の促進，プロジェクト研究の実施，

新システムの構築等に取り組んだ。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

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

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

標を上回る成果が得られていると認められる。 
具体的には，予見性・インパクトの向上に関し，「自由で開かれたインド太平洋」や宇宙分野の機構

の 事業方針の策定等に加え，国内ステークホルダーとの連携・協働の強化，企業向け事業の制度改善，

イノベーションの推進の社内公募制度の新設等の特筆すべき成果を上げた。また，事業の効果・効率性

の向上に関し，円借款事業に係る暗黙知を集約したマニュアル策定，プルーフ・エンジニアリング制度

の導入，STEP 制度の改善，二国間開発金融機関で最大規模の事業量を誇る米国民間投資会社 OPIC と
の MOU 締結等，特筆すべき成果を上げた。 
 

1. 予見性・インパクトの向上 
○ 「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえた JICA 事業方針，宇宙分野における事業方針の策定，

JICA  の国別分析ペーパー（JCAP）策定・改訂の推進（インド，タジキスタン，マラウイ，タンザ

ニア，スーダン等）。 
○ SDGs 達成に向けてスキーム，協力対象，財源，実施方法及び実施体制等，既存の考え方にとらわ

れない事業の提案を組織内で募集し，外部有識者の助言も踏まえつつ新規事業を推進していく体制

整備等を実施。 
○ IAB を開催し，イノベーション推進，JICA 開発大学院連携，自由で開かれたインド太平洋等に関

する提言を踏まえ，各種取組を推進。 
○ 日本政府 SDGs 推進本部の SDGs アクションプランへの策定作業や関連会合へ参画し機構の取組

を発信（アクションプラン 2018 では 11 件，アクションプラン 2019 では 19 件の機構事例が組

み込まれた）。 
○ 機構独自のプログラム等（みんなの学校，市場志向型農業振興  SHEP，アフリカ・カイゼン・イニ

シアティブ等）を選定し，国際会議やプレスリリース等を通じ，計 18 件を国際社会に発信。 
◎ SDGs 推進に向けた国内の連携・協働の強化【②】：日経 SDGs フォーラム，京都経済団体協議会

総会，日本青年会議所全国大会等の基調講演，パネルディスカッションに機構理事長・副理事長及

びその他役員が参加。また，「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」の制度改善に際し，機構本部

で企業等向けの「途上国の課題発信セミナー」を 20 回開催（計 840 名の企業等関係者が参加）。

機構が発行する社会貢献債へ投資することで SDGs への取組をアピールする自治体，地銀，大学が

増加（投資表明件数：2016 ～ 2017 年度の 20 件から 2018 年度は 28 件へ増加）。 
 

2. 効果・効率性の向上 
○ 技術協力事業委員会を設置。業務フロー・決裁基準表を見直し，技術協力ガバナンス・予算管理を

強化。各種民間連携事業の手続きを合理化。質高インフラの迅速化に向けた外国籍人材活用の条件

緩和等の取組を実施。 
○ 円借款の迅速化に向けた有償勘定技術支援の活用による詳細設計の実施や入札の早期開始，コンサ

ルタント業務発注時の迅速化提案（調査期間・工期）への加点評価等を徹底。海外投融資基本戦略

を策定。 
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○ 無償資金協力の免税手続きの推進，先方負担事項の履行の徹底，G/A 署名等の延期措置により 9 割
の問題が解決），民間連携の推進等の取組を実施。 

○ 各 KMN の革新的取組や SDGs 達成に貢献するイノベーティブな事例・知見等の発表を定期開催。

SDGs 達成に向けた取組事例をメディアで発信。プロジェクト研究「組織開発の効果的促進方法」

で開発インパクトを高める方法等を研究，可視化，報告会を通じて周知。 
◎ 帰国研修員のネットワーク強化等【④】：創立 30 周年となるトルコ研修員同窓会設立以来の活動

主導者が日本との友好関係への貢献により春の外国人叙勲で旭日双光章を受章。 
◎ 円借款の迅速化【③】：案件実施のより早い段階にコントラクターが参画することで設計・施工リ

スクを低減し迅速化を可能とする「包括的建設サービス（WCS）」について，インド高速鉄道建設

事業で第一号契約を締結。 
◎ 円借款の魅力向上と質の確保【③】：ドル建借款で初のプログラムローンで過去最大規模の案件承

諾（ヨルダン）。拡大する事業量に対応し，組織的な暗黙知を集約した社内用マニュアル「円借款

の手引き」を策定。協力準備調査等の技術面での検証を第三者の外部機関等に委託しチェックする

「プルーフ・エンジニアリング」制度を新しく導入し，着手。 
◎ インフラ等の輸出促進に向けた制度改善【③】：STEP 制度改善（部材の本邦調達比率への参入，

主契約者条件の緩和等），協力準備調査（PPP インフラ事業）制度改善（提案企業の事業化意思の

要件緩和，共同提案者への外国籍法人の容認等）。 
◎ 投融資実施の拡大に向けた覚書締結【②】：日米首脳による外交的機会を捉えて米国民間投資公社 

OPIC と MOC を締結（初の二国間開発金融機関との MOC）。 
 

＜課題と対応＞ 
SDGs 達成や開発課題への対応に向けて，機構が有する開発協力に関する経験，専門的知見や教訓を活

用するための方針作成や事業展開を進める。また，開発の効果・効率性の向上に向けて，開発途上地域の

ニーズを踏まえた制度の改善に引き続き取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
効果的・効率的な開発協力の推進に向けた取組について，機構の活動として，以下の実績が認めら

れる。 

 
１．予見性，インパクトの向上 

 戦略的な開発協力に取り組むため，「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえた JICA事業の方針や，

宇宙分野における JICA の事業方針を策定した。国・地域の課題を把握，分析し，協力の方向性を取

りまとめた JICA 国別分析ペーパーについては，インド，タジキスタン，マラウイ，タンザニア，ス

ーダン等のものを改定した他，ザンビア，コンゴ民主主義人民共和国のものを新規策定した。加えて，

国際的に著名な内外の有識者から JICA の事業方針や取組に関する助言を得て，事業の戦略性を向上

することを目的とした International Advisory Boardの第二回を開催し，事業展開における SDGs達

成のためのイノベーション推進の重要性，JICA 開発大学院連携プログラムのあり方，自由で開かれた

インド太平洋の位置付けに関する助言が寄せられ，組織内でのイノベーション推進等に繋がった。 

 SDGs の貢献に向けた取組として，日本政府 SDGs 推進本部の SDGs アクションプランの策定作業

や関連会合へ参加し，機構の取組を積極的に発信した結果，アクションプラン 2018 では 11 件，アク

ションプラン 2019 では 19 件の機構事例が組み込まれた。また，「みんなの学校」や，市場指向型農

業振興 SHEP，アフリカ・カイゼン・イニシアティブ等 SDGs の達成に向けて実施している機構独自

の戦略的プログラム 18 件を，国際会議やプレスリリース等を通じて国際社会に対して発信した。 
 特筆すべき事項としては，日経 SDGs フォーラムや，京都経済団体協議会総会，日本青年会議所全
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国大会等の基調講演やパネルディスカッションに機構理事長及び役員が参加し，SDGs への貢献で重

要な役割を担う民間セクターとの共創を通じた SDGs 推進に取り組んだ。また，「途上国の課題発信

セミナー」を 20 回開催したほか，2017 年度に立ち上げた「関西 SDGs プラットフォーム」の登録会

員数を 400 団体以上にし，企業等の SDGs への認知度向上や取組強化の成果をあげた。加えて，団体

と連携しての講義の実施，教師向け SDGs 副教材への作成協力など，教育現場での SDGs と機構の取

組の理解度向上にも貢献したことが，SDGs 推進に向けた国内の連携・協働の強化に資する取組とし

て評価される。 
 
２．効果・効率性の向上 

技術協力に係る効果・効率性向上のための取組として，技術協力事業委員会の設置や，多様な資金

リソースの動員，企業提案型事業の整理統合や，外国籍人材の活用に係るコンサルタント契約条件の

緩和などの制度改善に取り組んだ。中でも，創立 30 周年となるトルコ研修員同窓会で，設立以来の

活動主導者が，日本との友好関係への貢献により，春の外国人叙勲で旭日双光章を受賞するなど，帰

国研修員のネットワーキングに係る機構の成果が対外的に高く評価されたことは特筆すべき事項で

ある。 

有償資金協力に係る効果・効率性向上のための取組として，紛争裁定委員会の活用促進策をまとめ

たほか，海外投融資基本戦略の策定や，協力準備調査（PPP インフラ事業）における要件緩和等の制

度改善等に取り組んだ。特筆すべき成果としては，案件実施のより早い段階にコントラクターが参画

することで設計・施工リスクを低減し迅速化を可能とする「包括的建設サービス」をインド高速鉄道

建設事業に係る契約において実施した他，ヨルダンにおいてドル建借款で初のプログラムローンで過

去最大規模の案件を承諾したこと，業界団体及び本邦企業からのヒアリングを踏まえた STEP 制度の

改善に取り組んだことが評価される。特に，米国民間投資公社（OPIC）との覚書締結は，機構にとっ

て初めての二国間開発金融機関（DFI）との覚書であり，二国間 DFI の中でも最大規模の事業量を誇

る OPIC と連携することにより，開発効果の高い案件への投融資実施という観点からも，「自由で開か

れたインド太平洋」実現に向けた同志国との第三国協力の事例としても大きな成果であると評価され

る。 

 
以上の定性的な実績に加え，定量指標である SDGs への貢献の一層の明確化を含む戦略性の強化が

図られ，国際的に対外発信された協力プログラム等の数が目標値（6 件）2.5 倍の 15 件となったこと

を踏まえ，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め，「Ａ」評価とする。 
 
 ＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

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

用するための，方針作成や事業展開，制度の改善に係る取組を実施し，業務実績報告書の「事業上の

課題及び対応方針」に記載されているように，各種戦略及び個別事業間の連携強化や，機構職員の

SDGs への理解・意識の更なる向上等に取り組むことを期待する。 

 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・SDGｓ推進における国内連携において，国内外のイシューの橋渡し役としての JICAは，その推進役

に相応しい組織である。JICA の国内連携事業の推進により，地域における JICA 国内機関の顔の見え

るプレゼンスが向上すると共に，ODA や SDGｓに関する啓発事業の一環としても効果的であり，地域

の活性化や，日本全体における SDGｓ取り組み強化にもつながる。さらなる SDGｓ国内連携事業の推

進を期待したい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.14 
国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連

携推進 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱，平成 30年度開発協力重点方針 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

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

業務・組織の見直しで指摘している重要項目のため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力，0140 独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 

/ 年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

参加・発信した国際会議の数 330 件149
 

（2017-2021） 

66 件 79 件 80 件    

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：7.（2），中期計画：5.（2） 

年度計画 
7.（2）国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進 
ア 国際的な議論への参加と発信 
・ 国際的な援助潮流の形成に参画するため，国際会議等に参加し，日本の考え方を踏まえ知見・経験

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

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

際会議等）における議論に貢献する。 
 

イ 国際機関・他ドナー等との連携推進 
・ 重要課題（UHC・栄養，インフラ，難民等）に係る事業や共同発信を効果的に実施するため，国際

機関及び他ドナー等との本部レベルでの協議等を通じた連携を推進する。 
・ 国際的な開発協力の枠組みをより包括的なものとするため，新興ドナーとの協議や連携を進めると

ともに，南南協力及び三角協力に係る国際的な議論に参画し，機構の経験，教訓及び知見の共有を

推進する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 1. 参照） 
・ 開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢献状況 
対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機関・他ドナー等（新興ドナー含む）との連携状況 

 

３－２．業務実績 

 No.14-1 国際的な議論への参加と発信  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

                                                   
149 2016 年度の年度目標値と同水準として設定する。2016 年度目標値 66 件 
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日本政府への情報提供等を通じて機構が貢献した国際会議の数 19 件150 20 件 19 件 

（1） 主要国際会議の議論への参画 

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

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

 IMF・世銀バリ総会：世銀は，人的資本（Human Capital）への適切な投資を呼びかけるべく，次世

代労働者の生産性につながる各国の保健・教育・栄養状況を計測する指標である Human Capital 

Index（HCI）を発表した。機構の人的資本に対するこれまでの取組が評価された結果，機構理事長

は，世銀から唯一の日本人として Human Capital Champions の一人に任命され，人的資本投資の重

要性に賛同する約 30 か国の代表者に対して，特に学校をコミュニティの核とする「みんなの学校」

の取組，教員の質の向上等への機構の取組を伝えた。また，機構理事長は，インドネシア政府主催，

機構・UNDP・ADB 共催の SDGs をテーマにしたイベントに登壇し，機構が中小企業海外展開支

援や関西 SDGs プラットフォームの設立等に取り組んだこと等，SDGs 達成に向けた取組について

発信した。 

• ADB 総会：マニラの ADB 本部で ADB 総会が開催され，67 加盟国等から 4,000 名以上が参加し

た。機構役員は，同総会の Financing Partners フォーラムで基調演説を行い，ASEAN 経済共同体や

アジアの都市問題への支援の具体例を示しつつ，質の高い成長と普遍的価値の共有に ODA が果た

す役割と機構の取組を紹介した。 

• 南南・三角協力：「第 2 回国連南南協力ハイレベル会合（BAPA+40）」に向けて複数の国際会議で

南南・三角協力の付加価値，実施時の共通の規範作り等の議論に貢献した。ポルトガル政府と経済

協力開発機構（OECD：Organisation for Economic Co-operation and Development）共催の三角協力に

関する国際会議（4 月）では，効果的な三角協力に関するグローバル・パートナーシップ・イニシ

アティブ（GPI）の取組を紹介するセッションの全体モデレーターとして登壇。南南協力に関する

アジア太平洋地域会合（6 月）では，新興ドナーが多く参加する中，南南・三角協力に関する共通

の規範づくりの意見交換に貢献した。また南南協力 EXPO（11 月）では，パネルディスカッショ

ンへの登壇，サイドイベントの共催等の多くの場面で機構の南南・三角協力への貢献を発信。南南

協力 EXPO 最終日には UNOSSC（United Nations Office for South-South Cooperation）， IsDB（Islamic 

Development Bank）と局長級フォーラムを共催，機構職員のパネルディスカッションに登壇。さら

に，G20 の開発作業部会（1 月）では，日本政府，OECD，アルゼンチンと効果的な三角協力に関

するサイドイベントを開催し，機構理事が登壇，機構職員がモデレーターやパネラーを担った。

BAPA+40（3 月）では，機構は日本外務省・日本政府国連代表部を通じて国連交渉プロセスに参加

し，SDGs 時代における南南・三角協力の共通規範形成に貢献するとともに，GPI やチリ国際協力

庁らとサイドイベントを共催した。 

• COP24：ポーランドで開催された国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 24 回締約国会議（COP24） 

の会期中，ジャパン・パビリオンで，太平洋地域環境計画事務局（SPREP：Secretariat of the Pacific 

Regional Environment Programme）との共催イベントや，ベトナム政府等との共催イベント等，機構

の事業紹介や教訓を共有するイベントを 7 件開催し，パリ協定や SDGs を踏まえた開発事業と気

候変動対策の統合のあり方，気候変動の能力強化に係る地域拠点づくりと広域連携，外部資金動員

に向けた機構の取組等について紹介・議論した。 

                                                   
150  2015 年度実績 
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• ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）：UHC ファイナンス会議（4 月），第 3 回患者安全サ

ミット（4 月），UHC2030 ステアリング委員会（6 月），G20 グローバルヘルス関連国際諮問グル

ープ（6 ～ 9 月），リザルツ年次総会（7 月），第 2 回日独グローバルヘルスシンポジウム（9 月），

アフリカ健康ビジネスシンポジウム（10 月），PHC（Primary Health Care）40 周年会合（10 月），

第 10 回アジア太平洋保健人材連盟ワークショップ（11 月），ADB- 機構合同イベント「アジア・

太平洋における UHC の達成に向けて」（2 月）等，累次にわたる国際会議やイベントの開催・共

催や登壇を通じて，機構の開発途上国におけるグッドプラクティス等の知見の共有や支援実績を発

信するとともに，UHC の主流化に向けた貢献を発信した。 

• TICAD 閣僚級会合：10 月に TICAD 閣僚級会合が開催され，機構は UNDP 及び外務省との共催

によるビジネス・サイドイベント及び市民社会サイドイベントのほか，3 件のサイドイベント（き

れいな街プラットフォーム（機構，環境省，横浜市，国連環境計画（UNEP），国際連合人間居住計

画（UN-HABITAT：United Nations Human Settlements Programme）共催），アフリカ稲作振興のため

の共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）ハイレベル会合，デジタルテクノロジー

によるアフリカ開発の加速とオープンイノベーション（機構，世銀，UNDP 共催））を開催し，ア

フリカでのこれまでの事業実績・進捗及び今後の課題・方向性をアピールし，各分野におけるリー

ダーシップとコミットメントを強調した。 

• 太平洋・島サミット：第 8 回太平洋・島サミット（PALM8：The 8th Pacific Islands Leaders Meeting）

には，島嶼 14 カ国 ， ニュージーランド，豪州に加え，ニューカレドニア・仏領ポリネシアの 2 

地域を含む 19 か国・地域の首脳等が参加した。機構は日本政府が表明した PALM8 協力期間中の

主な協力・支援策の策定に貢献した。本サミットでの主な協力・支援策への取組として，違法・無

報告・無規制（IUU：Illegal，Unreported and Unregulated fishing）漁業の抑止に係る政策・対策に関

する国別研修を実施。また，サモア・太平洋気候変動センター（PCCC: Pacific Climate Change Center）

技術協力プロジェクトにおいて，日・NZ が共同で PCCC 運営支援の協力を行うことに合意した

（日・NZ 共同プレスリリースを発表済）。 

 
（2） 開発資金の議論への貢献 

• DAC 統計作業部会における民間セクターツールに関する議論：機構は DAC 統計作業部会の副議

長を務め，民間セクターツール（Private Sector Instruments：PSI），債務救済及び SDGs への貢献等

の各種統計の計上方法に関する専門的議論をリードした。特に PSI に関する議論の過程で，日本の

貢献が現行どおり ODA として適切に計測されるよう累次にわたり日本政府へのインプット等の

側面支援を行った結果，日本政府の意向どおり，2018 年以降も引き続き現行方式（拠出時に100％ 

ODA 計上 , 返済時に ODA マイナス計上）が維持されることが DAC の暫定措置として合意され

た。 

 
（3） 開発シンクタンクとの共同発信 

• ブルッキングス研究所：機構とブルッキングス研究所の共同研究「サミットから解決策へ：グロー

バル目標達成のためのイノベーション」の成果をまとめた書籍を発刊し，これを記念してイベント

を実施した。また，T20（Think20）のインセプション会合でも同書籍の発刊イベントを開催し，SDGs 

の達成に向けて実施すべき施策を検証しつつ，今後の援助潮流に新たな視点と論点を提供した。 

• T20（Think20）：2019 年の T20 本会合で，機構研究所は「持続可能な開発のための 2030 アジェ
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ンダ（SDGs）」及び「アフリカ協力」のセッション議長を務める予定であることから，2018 年度は

下準備としての内外の研究者を招へいしネットワーキングに注力するとともに，「T20 Japan 2019」

のインセプション会合における持続可能な開発及び包括的な成長をテーマとするパネルセッショ

ンに機構研究所長が登壇し，SDGs 実施に向けた国内の取組及びその中での機構の役割について発

信した。 

• 人間の安全保障：国際共同研究「東アジアにおける人間の安全保障の実践」の成果である書籍及び

ポリシー・ノートを発表した。具体的には，第4 回世界社会科学フォーラム（9 月）のパラレルセ

ッションへの機構研究所長他の登壇や，機構主催のシンポジウム「ASEAN+3 における人間の安全

保障の実践：研究と実務からの提言」の開催を通じて，①適切なタイミングを見極めて支援の重点

を「政府による保護」から「人々の能力強化」へ移すこと，②国境を越えて官民やマルチステーク

ホルダーが連携する横のネットワークを活用すること，③平時から被援助国の主権を尊重した支援

を通じて信頼関係を構築しておくことの 3 つの提言を中心に情報発信した。 

 

 No.14-2 国際機関・他ドナー等との連携推進  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

国際機関・他ドナー等との連携件数/ うち，新興ドナーと

の連携数 

 

11 件 /4 件151 

 

31 件 /9 件 

 

35 件 /10 件 

国際機関・他ドナー等幹部と機構役員との面談数 / うち，

新興ドナーとの面談数 

 

104 件 /8 件152 

 

139 件 /21 件 

 

105 件 /13 件 

新興ドナーとの対話促進や連携のための国際会議・ワーク

ショップ等への参加 

 

16 件153 

 

22 件 

 

16 件 

 

（1） 重要課題における連携強化 

• 自由で開かれたインド太平洋：「自由で開かれたインド太平洋」の推進に向け，米国等の関係国と

の協議を強化した。米国とは，麻生副総理とペンス副大統領の下での日米経済対話の一環として第 

2 回日米第三国インフラ協力官民ラウンドテーブルがワシントン DC で開催され，米国国務省，商

務省，財務省，米国国際開発庁（USAID：United States Agency for International Development），OPIC 等

の米国政府及び政府関係機関，日本政府関係者，民間企業の代表 200 名以上が参加する中，機構

から，協調融資やリスクの緩和策，ビジネス面での協力，政策アドボカシー，キャパシティ・ビル

ディングの分野に係る具体的な活動を紹介した。特に，第三国インフラ協力は経済対話で最も重要

な協力項目の一つであり，自由で開かれたインド太平洋を推進する上で連結性が重要であるため，

機構から回廊開発や ASEAN 連結性について発表した。さらに，エネルギー分野での協力に特化し

た「日米エネルギー・プラットフォーム」会合が 2 回開催され，機構職員が参加し議論に貢献し

た。 

 ASEAN-JICA フードバリューチェーン：日 ASEAN 技術協力協定の締結を見据え，同協定締結後

の迅速な案件形成・実施に資するべく，機構イニシアティブの下，ASEAN 事務局と累次の協議を

重ねて FVC 事業構想案を起草した。同構想案は質が高く安全な輸出志向型の FVC の開発を目的

                                                   
151 2015 年度実績 
152 2015 年度実績 
153  2015 年度実績 
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に掲げ，ASEAN 事務局と協働で① ASEAN-GAP，② SPS（動植物検疫），③官民連携による広域

食産業クラスターの開発を柱とし，日本と ASEAN との経済協力の新たな形を示すものであり，第 

17 回 ASEAN+3 農林大臣会合（AMAF+3）特別高級実務者会合（特別 SOM-AMAF+3）にてASEAN 

加盟国から賛同を得た。 

 アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）：加盟各国，運営委員会機関等（国連機関，国際金融

機関等）の参画のもと第 7 回 CARD 本会合（総会）を東京で開催し，CARD10 年間の総括を行う

とともに，機構主導で 1 年以上かけて検討の上，関係各機関と調整した CARD フェーズ 2 の枠

組みについて合意した。コメ生産量のさらなる倍増（2,800 万トン→ 5,600 万トン）を目標に据え，

SDGs への貢献を念頭にフェーズ 2 の対象期間を 2030 年までとし，また，新規に 9 か国を追加

し 

• 対象国を計 32 か国に定めた。また，アフリカの農業大臣による企業向けセミナーを開催し，投資

可能性について紹介する等，アフリカ諸国と民間企業とのネットワーキング及び CARD への新た

なアクターの巻き込みを進めた。さらに，TICAD 閣僚会合のサイドイベント「CARD ハイレベル

会合」を東京で開催。AU 議連から 3 名の国会議員の出席を得たほか，アフリカ各国の外交団，在

京大使館，CARD 対象国，関連ドナーや日本の民間企業（商社，コンサルタント）等，計 180 名

の参加者と CARD 発足から 10 年間の成果や課題，今後の展開を議論。同取組は日経新聞，日本

農機新聞を通じて広く国内に発信され，TICAD 7 に向けた機運の醸成につながった。 

• 民間連携：マルチドナーについては業務協力覚書を締結済みの IFC 及び ADB 等と案件の上流段

階からの議論を含む民間向け投融資に関する連携を更に深化し，協調案件数を増やした。また，

AfDB や EIB，イスラム開発銀行等各地域の開発金融機関とも新たに意見交換を開始した。二国間

ドナーについては，米国海外民間投資公社（OPIC：Overseas Privated Investment Corporation）と業務

協力覚書を締結したほか，主に欧州各国の開発金融機関と連携の可能性に係る意見交換を行った。

また，OECD による民間セクター向け投融資ファイナンスに係る国際会議及び各種会合に出席する

等，民間向け投融資連携の推進に向け，様々な機関と連携及び意見交換等を積極的に実施した。 

• 2X チャレンジ：G7 シャルルボワ・サミットで，女性の経済活動支援に貢献する事業に投資するた

めのイニシアティブとして「2X チャレンジ」が発表された。G7 各国の開発金融機関として機構，

JBIC，Dev Canada，CDC（英），OPIC（米），Proparco（仏）CDP（伊）が参加し，2020 年までに30 

億米ドルの民間資金を含む資金動員を目指すことに合意した。機構は，本イニシアティブ発足に先

立つキックオフ会合や，発足後の作業部会に参加し，民間企業向け転貸等のソブリン投融資を対象

とすること等具体的な提案を行い，また個別候補案件について，他機関との連携可能性を含め検討

するなど，同イニシアティブに貢献した。 

 
（2） 国際機関や伝統的ドナーとの連携の推進 

• 世銀：第 5 回 JICA・世界銀行グループ・ハイレベル対話では，4 地域（アジア・大洋州，南アジ

ア，アフリカ，中東・北アフリカ（MENA））セッションと，3 課題（人的資本，民間セクター開発，

科学技術・イノベーション（STI））を世銀と協議した。特にアフリカ地域では，TICAD 7 に向けて

持続可能な都市開発，再生可能エネルギーでの協働や STI に関するイベント共催等の連携案を議

論した。人的資本セッションでは，従来の保健分野に加えて，教育分野での連携強化が合意された。

民間セクター開発では，IFC・MIGA（Multilateral Investment Guarantee Agency）を交え，地域ごとに

パイロット国を設定し，ソブリン・ノンソブリンで連携して協力する可能性を議論した。STI セッ
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ションでは，開発途上国で技術革新に対応できる人材育成や制度改善を両機関が協力して支援する

ことが重要であることを確認し，新しい技術を活用した協力を継続的に協議することで合意した。 

• UNDP：機構の協力成果の更なる浸透や面的拡大のため，定期協議や特別セミナーの開催に加え，

治安の不安定な地域でも活動できる UNDP の特性をいかした現場レベルの連携を進展させた。具

体的には，カメルーンのボコ・ハラム影響地域での UNDP との連携による稲作支援が挙げられる。

また，アフガニスタン，イラク，アジア（津波避難訓練等）等，世界各国で連携を進展させたほか， 

IMF 世銀総会や TICAD 閣僚級会合でのサイドイベントを共催した。 

• その他伝統的ドナーとの定期協議：世銀，UNDP のほか，ADB，フランス開発庁（AFD）との間で

定期協議を実施し，各機関の連携を促進したほか，国際開発金融クラブ（IDFC）の活動を運営委員

会メンバーとして主導し，発展させた。 

 
（3） 新興ドナー等との連携の推進 

• 中国輸出入銀行‐韓国EDCF（Economic Development Cooperation Fund）‐タイNEDA（Neighbouring 

Countries Economic Development Cooperation Agency）‐JICA 合同会合（アジアドナー 4 者協議）：

「貸付後の案件監理」をテーマに 4 者間で案件監理体制や課題を共有した。協調融資や情報共有

を通じた第 3 国での協力，地域経済への更なる貢献，共同研究実施などについて議論した。 

• タイ周辺諸国経済開発協力機構（NEDA）：タイ周辺諸国経済開発協力機構（Neighbouring Countries 

Economic Development Cooperation Agency：NEDA）とは 2016 年 7 月にパートナーシップ合意書

（P/A）を締結し，メコン地域開発支援の連携や NEDA に対するキャパシティ・ビルディング支援

を実施している。P/A に基づき，2017 年 9 月に討議議事録（M/D：Minutes of Discussion） を締結

し，JICA 円借款「国道 5 号線改修事業（スレアマアム - バッタンバン間及びシソポン - ポイペト

間）」と NEDA 事業「The Construction of Stung Bot Border Crossing Facilities（BCF）and Access Road 

to National Road No. 5 Project」の間で，情報共有及び連携を進めることで合意しており，今年度，初

めて年次協議を開催し，カンボジア，ラオス，ミャンマー等における NEDA との事業連携の可能

性等を協議した。 

• メキシコ国際協力庁（AMEXCID）：日本政府はメキシコ政府と日本メキシコパートナーシッププ

ログラム（JMPP：Japan - Mexico Partnership Programme）を結んでおり，同プログラムに基づき，機

構はメキシコ国際協力庁（AMEXCID）と連携関係を強化した。AMEXCID とは，年 1 回 JMPP 計

画委員会の定期協議，三角協力事業の共同展開，セミナー共催による共同発信を実施している。2018 

年度「被援助国による ODA 評価」では，環境・気候変動対策分野の JMPP を評価対象として取り

上げ，日本とメキシコが協力して第三国向けに実施した研修や専門家派遣等について，受益国にお

ける開発効果が報告書にまとめられた。さらに，機構職員の短期派遣等の人材交流により，組織間

での連携を強化した。 

• アラブ通貨基金（Arab Monetary Fund）：アラブ通貨基金（Arab Monetary Fund：AMF）との業務協

力協定に基づき，機構と AMF は共同セミナーの開催等により，金融・財政・統計分野等に係るア

ラブ諸国との技術協力を展開した。2018 年は中小企業振興をテーマにアブダビ，カイロ，チュニ

スにてセミナーを開催し，アラブ諸国の金融支援に携わる行政官が中小企業の現場視察等を通して

非金融支援の知見を深めることに貢献した。AMF のアラブ諸国におけるネットワークとこれまで

の加盟国経済開発支援に係る経験を組み合わせることで，機構の事業展開のおいてもより有効な技

術協力の実施につながっている。 
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• アフリカ地域持続可能な開発目標センター（SDGCA：The Sustainable Development Goals Center for 

Africa）：2017 年度に締結した連携協力協定（MOC）に基づき，アフリカ地域の高等教育の質的向

上のための調査や栄養改善を目的とした栄養分野の関連政策・実施体制等の基礎調査をSDGCA と

協働で実施する等，実質的な連携を強化した。 

• 中国国家国際発展合作署：中国とは，従来からの機構と中国輸出入銀行間の定期協議を継続しつつ，

新たに創設された国家国際発展合作署を日本の外務省とともに訪問し（12 月），同合作署と今後の

協力可能性を協議。日中政府間での開発協力に係る新たな対話の準備に協力した。 

 
（4） 事業上の課題及び対応方針 

• 国際的な影響力・アジェンダ設定能力の向上には，他ドナーや国際機関等との情報交換・連携・ 共

創が必要であり，機構の各部署・拠点による国際的なパートナーシップの促進を一層強化していく。

また，他ドナーや国際機関等との連携強化については，より戦略性を高め，重要課題に関するハイ

レベルでの対話と連動する形で現場での効果的な連携関係を構築していく。 

  

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

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

の連携による開発効果の最大化に取り組むことを期待する。 
（2017 年度主務大臣評価報告，No.14「国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等と

の連携推進」） 

＜対応＞ 

 ASEAN-JICA フードバリューチェーンを ASEAN 事務局と協力して構想し，ASEAN 加盟国か

らの賛同を得たほか，UHC，栄養（IFNA），防災，気候変動等に関する国際会議等に積極的に参画

し，国際的な援助潮流の形成に貢献した。また，PSI の ODA 計上や債務救済の計測方法に係る DAC 
の議論おいて，日本政府への側面支援を行った結果，日本政府の意向どおり，現行方式維持が DAC の
暫定措置として合意された。 
南南・三角協力については，「第 2 回国連南南協力ハイレベル会合（BAPA+40）」に向けて，ポル

トガル政府と OECD 共催の三角協力に関する国際会議（4 月）や南南協力 Expo（11 月），G20 開
発作業部会（1 月）等，複数の国際会議で南南・三角協力の付加価値，実施時の共通の規範作りなど

の議論に貢献した。特に，三角協力に関するグローバル・パートナーシップ・イニシアティブ（GPI）
の主要メンバーとして，三角協力の国際的な議論の推進を主導し，SDGs    時代における南南・三

角協力の共通規範形成に大いに貢献した。また，開発効果の最大化に向けて，世銀，IFC，ADB，UNDP，
AFD 等の国際機関や伝統的ドナーに加え，中国輸出入銀行，韓国 EDCF，タイ NEDA，AMEXCID，

AMF，SDGCA 等の新興ドナーとの連 
携を強化した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

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

的な成果や成果の最大化に向けた取組で所定の成果を上げていることから，中期計画における所期の目
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標を達成していると認められる。 
具体的には，アジア開発銀行（ADB）年次総会，COP24 等の主要国際会議で，機構の経験や知見を

発信し，国際的な援助潮流の形成に貢献した。特に，機構理事長が人的資本の重要性を世界に訴える

Human Capital Champion に就任し，IMF・世銀バリ総会にて機構の教育分野の取組・知見を発信した。

また，UHC，栄養，インフラ，民間連携等の重点課題への取組を強化するべく国際機関・他ドナーとの

連携を推進した（ASEAN-JICA フードバリューチェーン構想の ASEAN 加盟国からの賛同，CARD フ
ェーズ 2 枠組を合意）等，特筆すべき成果をあげた。 
 

1. 国際的な議論への参画と発信 

○ 主要な国際会議（IMF・世銀バリ総会，ADB  総会）への役員等の参画・登壇や，COP24，TICAD
閣僚級会合サイドイベントの開催を通じて，機構の経験や知見を幅広く発信。 

○ 南南・三角協力に係る複数の国際会議（南南協力に関するアジア太平洋地域会合，南南協力EXPO，

第 2 回南南協力ハイレベル国連会合）への参画を通じて，南南・三角協力の共通規範の形成に貢

献。 
◎ 人的資本への取組の評価【④】：機構のこれまでの人的資本に対する取組が評価され，機構理事長

が世銀より唯一の日本人として Human Capital Champions に任命され，IMF・世銀バリ総会にて機

構の教育分野の取組・知見を発信。 
 

2. 国際機関・他ドナー等との連携推進 
○ UHC，栄養，インフラ，民間連携等の重要課題に係る事業の実施に関して，関係国・国際機関・ド

ナー等との連携を推進するべく，国際会議の開催，意見交換等を実施。 
○ 民間連携では，米国海外民間投資公社との業務協力覚書を締結，地域開発金融機関（AfDB，EIB，

イスラム開発銀行）との意見交換を実施，IFC 及び ADB との協調案件増加。 
○ 世銀，UNDP，ADB，AFD 等の伝統ドナーとの定期協議及び共同イベントを実施。特に UNDP と

は事業レベルの連携を進展（カメルーン紛争影響地域での稲作支援等）。 
○ タイ周辺諸国経済開発協力機構，メキシコ国際協力庁，アラブ通貨基金等の新興ドナーとも年次協

議，共同セミナーの開催等を通じて連携を推進。アフリカ地域持続可能な開発目標センターとは，

連携協力協定に基づき，栄養分野の基礎調査を協働で実施。 
◎ ASEAN-JICA フードバリューチェーン【③】：日 ASEAN 技術協力協定の締結を見据え，同協定

締結後の迅速な案件形成・実施に資するべく，機構イニシアティブの下，ASEAN 事務局と累次の

協議を重ねて FVC 事業構想案を起草。日本と ASEAN との経済協力の新たな形を示す同案につい

て，機構は ASEAN の農林水産分野高級実務者会合にて発表を行い，ASEAN 加盟国の賛同を得た。 
◎ アフリカ稲作のための共同体【②】：第 7 回 CARD 本会合を東京にて開催し，機構主導で 1 年以

上かけて検討の上，関係各機関と調整した CARD フェーズ 2 の枠組（コメ生産量のさらなる倍増，

新規 9 か国追加）が合意された。また，TICAD 閣僚級会合サイドイベント「CARD ハイレベル会

合」を東京にて開催。AU 議連から 3 名の国会議員の出席を得たほか，アフリカ各国の外交団，在

京大使館，CARD 対象国，関連ドナーや日本の民間企業（商社，コンサルタント）等，計 180 名
の参加者とCARD 発足から 10 年間の成果や課題，今後の展開を議論。同取組は日経新聞，日本農

機新聞を通じて広く国内に発信され，TICAD 7 に向けた機運の醸成につながった。 
 
＜課題と対応＞ 
2019 年度は，引き続き主要国際会議（G20，TICAD 7，第 2 回 UHC フォーラム等）への参加や，

UHC や質の高いインフラ等の重要な開発課題に係る議論への参画を通じ，日本の知見・経験を発信する

とともに，国際援助潮流の形成に貢献する。また，国際機関，伝統ドナー，新興ドナーとの連携強化に努

める。 
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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＞ 
自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため，「Ｂ」評価とする。 

 

＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

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

流の形成に取り組むとともに，南南・三角協力も含む新興ドナーとの連携や，国際機関，伝統的ドナ

ーとの連携による開発効果の最大化に取り組むことを期待する。 

 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.15 開発協力の適正性の確保 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱，平成 30年度開発協力重点方針，我が国の人道支援方針，平
和と健康のための基本方針，国際的に脅威となる感染症対策の強化に関す
る基本方針，日・ASEAN防災協力強化パッケージ 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力，0140 独立

行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

機構が実施するプロジェクト（技術協力，

有償資金協力，無償資金協力）における

ジェンダー案件比率 

40％以上
154   40％ 55％ 81％    

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：7.（3），中期計画：5.（3） 
年度計画 
5.（3）開発協力の適正性の保

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

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

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

や大学等への外部委託化を実施する。 
• 環境社会配慮ガイドラインの包括的な検討と改定を目的として，外部関係者の意見を踏まえてガイ

ドラインの運用実態を確認し，結果を公開する。 
イ 女性のエンパワーメントとジェンダー平等推進 
• 機構事業におけるジェンダー主流化を推進するため，ジェンダー案件の量的拡充と質的向上を図る。

具体的には，ジェンダー主流化重点案件の選定，事業の形成・実施時における助言，機構内外の関

係者への各種研修に取り組む。その際，「女性の活躍推進のための開発戦略」に資する女性にやさ

しいインフラの整備，STEM（科学・技術・工学・数学）分野を含む女子教育の推進・強化，「国連

決議 1325 号国別行動計画」に貢献する平和構築・防災分野等における女性のリーダーシップ推進

及び日本政府も拠出する「女性起業家資金イニシアティブ」等を含む女性の経済的エンパワーメン

トに貢献する支援を重点領域とする。 
ウ 不正腐敗防止 
• 不正腐敗情報相談窓口を適切に運用し，不正行為等に関する情報に対して適切に調査・対応する。

不正行為等が認められた場合は厳正に対処する。また，不正腐敗を防止するため，相手国政府や関

                                                   
154 2013-2014 年の先進国の援助機関の実績平均 32％から約 20％高い水準として設定する。前中期目標期間

（2012-2015）実績平均 22％。 
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係者，職員への研修や啓発活動を実施する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 
・ 国際水準に基づく環境社会配慮ガイドラインの運用状況 
・ 環境社会配慮に関する理解の促進に係る取組状況 
・ 我が国政府の男女共同参画に係る政策への貢献を含む，ジェンダー主流化推進に係る取組状況 
・ 不正腐敗を防止するための先方政府や関係者への啓発に係る実施状況 

 

３－２．業務実績 

 No.15-1 環境社会配慮  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

ガイドラインに基づく環境レビュー結果の公開数 79 件155  51 件 39 件 

機構内部関係者，コンサルタント及び開発途上国実施

機関職員等に対する研修・セミナーの参加人数 

 

756 人156  

 

1,118 人 

 

789 人 

 

（1） 環境社会配慮ガイドラインの運用状況 

① 環境社会配慮面の審査とモニタリング結果の確認 

• カテゴリ分類結果に応じた審査・監理：相手国に対し適切な環境社会配慮がなされるよう働きかけ

るため，「JICA 環境社会配慮ガイドライン」に則って支援要請等がなされた全 340 案件に対して環

境社会面に与えると予想される影響の大きさ等に応じてカテゴリ分類（A：10 件，B：65 件，C：

259 件，FI：6 件）し，案件検討から審査，実施の各段階で環境社会面に与える影響に対する配慮

状況を確認した。また，「円借款の迅速化」に留意するとともに，「質の高いインフラ投資の推進」

に関連する難易度の高い大規模な案件についても，ガイドラインに則り環境・社会面での影響への

対応を適切に実施した。 

• 環境社会配慮助言委員会：主にカテゴリ A 案件について全体会合を 12 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 21 回開催し，計 20 案件に対して環境社会配慮の支援・確

認に関する助言を得た。いずれの助言も適切な環境社会配慮の実施等にいかされており，全ての会

合議題の公開，全体会合の逐語議事録の機構ウェブサイト上での公表等，透明性の高い運営を継続

した。また，助言委員の任期満了に伴い行われた公募により，7 月に新たに 25 名の助言委員が選

任され，民間企業所属の委員が増えたこと等により，委員構成の多様性が増す結果となった。 

• 事業実施段階での監理強化：定期的に在外事務所を通じて相手国政府の環境社会配慮の実施状況を

継続的に確認した。また，西アフリカ諸国等を対象とした案件監理調査を通じて，相手国の実施機

関が行う実施段階での環境社会配慮状況を確認し，実施機関に対してモニタリング結果に基づく改

善対応を求める等の環境社会配慮監理を強化した。 

• 環境社会配慮ガイドラインの包括的な検討と改定を目的とした運用実態の確認：外部への委託調査

を通じ，環境社会配慮ガイドラインの運用状況，機構事業を取り巻く環境変化をレビューした結果

に基づいて，ガイドライン改定に向けた論点案を作成した。論点案の検討においては，国際水準で

の環境社会配慮を確保するために，改定された世界銀行のセーフガード政策と大きな乖離が無いよ

う留意した。そして，2019 年 1 月に開催した環境社会配慮助言委員会で，レビュー結果と改定に

                                                   
155 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
156 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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向けた論点案を含む中間報告書案を説明し，助言委員等から出された意見を踏まえ，最終報告書案

の作成に向けた追加調査等を実施した。 

 
（2） 環境社会配慮に関する理解の促進 

① 研修機会の拡充 

• 機構内外の関係者計 789 名に対して環境社会配慮に関する説明・研修を行い，環境社会配慮に対

する理解を促進した。内訳は以下のとおり。 

 コアスキル研修等による機構内部向け説明：352 名（2017 年度 661 名） 

 課題別研修等による協力相手国実施機関等向け説明：53 名（同 142 名） 

 コンサルタント向け研修：203 名（同 109 名） 

 審査部関係者海外出張時の協力相手国実施機関等向け説明：181 名（同 206 名） 

• 研修機会をさらに拡充するため，最近の事例等を踏まえて，非自発的住民移転や生態系配慮等のテ

ーマ別研修と監理段階の留意事項をまとめた研修の資料（合計 5 種類）を改定し，機構内関係者

を対象とした e-Learning による研修を開講した（2018 年度受講者 33 名）。 

• 課題別研修「開発事業における環境社会配慮実務」に関して，研修の質の向上を目的として専門的

知見を有するコンサルタントへの委託を継続し，2017 年度の実施結果を踏まえて，世界銀行と連

携して実施した部分での事例紹介や演習を増やす等の改善を行った。また，専門家能力強化研修で

は，2017 年度から新たに加えた大学等の外部専門家による講義を継続しつつ，受講者からのアン

ケート結果を踏まえて，審査部職員が担当する講義を減らし，演習を増やす等の一部見直しを行い，

更なる研修の質の向上を図った。 

• ジェンダーを専門とする助言委員を講師として迎え，ジェンダー平等・貧困削減推進室との共催で

セミナーを開催し，機構内関係者の環境社会配慮とジェンダー主流化に関する理解を促進した。 

 
（3） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 環境社会配慮ガイドラインに係る運用状況のレビュー調査の中間報告書案に対して，2019 年 1 月

の環境社会配慮助言委員会にて助言委員等から多くの意見が出された。これらの意見を踏まえた最

終報告書の取りまとめに際しても，助言委員からの助言やパブリックコメントを得る等のプロセス

を経る予定である。また，その後に行われる環境社会配慮ガイドラインの改定に向けた包括的な検

討においても，引き続き透明性と説明責任の確保に努める方針である。 

 

 No.15-2 ジェンダー主流化  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

女性行政官等の育成人数 1,666 人157 
154

 

4,323 人 3,089 人 

 

（1） 女性の活躍推進に係る開発戦略への貢献女性の活躍促進に資する事業の形成 

① 女性の健康や生活にやさしい環境（インフラ）の整備： 

• 鉄道事業等のジェンダー主流化：バングラデシュ「ダッカ都市交通整備事業」の協力準備調査にジ

                                                   
157 伊勢志摩サミットにおける公約値（2016-2018 の 3 年間で約 5,000 人） 
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ェンダーの視点を反映し，女性専用車の運行や駅施設内の監視カメラの設置等を含むジェンダーア

クションプランに合意したほか，ミャンマー「ヤンゴン都市鉄道整備事業」でも，ジェンダー視点

に立った調査を実施中。また，タンザニア等の道路建設等インフラ事業で，非熟練労働者の女性比

率を設定するなど，プロジェクトにおけるジェンダー視点の組み込みを積極的に進めた。 

 女子教育の推進・強化：約 5 万人の女子の学習環境改善という伊勢志摩サミットの貢献策（2016

～ 2018）に対し，2018 年度までに 61,173 人に対し機構の事業を通じて貢献した。また，アフガ

ニスタン「識字教育強化プロジェクト」では，地域の長老等影響力を持つ人々を巻き込むことで，

他の識字教室の平均修了率（54.7％，2016 年）よりも大幅に高い 94％の女性参加者が修了すると

いう成果を上げた（2 千人以上の成人が受講。内，女性は 1,400 人）。また，STEM（Science, Technology, 

Engineering and Mathematics）分野の女子教育推進に向けた執務参考資料を作成し，関係部署へ共有

を行うとともに，今後の STEM 分野関連事業にジェンダーの視点を入れる重要性に係る理解を促

進した。 

 女性農家の水利組合資格取得に向けた州法改訂：日印両首脳が重視する女性のエンパワーメントに

資する協力として，インド「ラジャスタン州水資源セクター生計向上事業」に関し，従来実質的に

認められていなかった女性農家の水利組合員資格取得を認めるための関連法規の改正に向けた働

きかけを 2016 年度から継続して行った結果，協議していた全ての州法改正を 2018 年度に完了し

た。保守的規範の強いラジャスタン州で，女性農家による意思決定プロセスへの参加が法的に可能

となったことでジェンダー主流化の推進に繋がった。 

② 防災・平和構築分野等における女性のリーダーシップ推進及び女性起業家支援 

• 防災分野に係る取組：日本政府のイニシアティブである「仙台防災イニシアティブ」（2015 年） や

「女性活躍推進のための開発戦略」（2016 年）に掲げられた防災分野における女性のリーダーシッ

プ推進のため，課題別研修「ジェンダーと多様性からの災害リスク削減」を実施した（2018 年度

は 5 か国より 9 名参加）。 

• 平和構築分野に係る取組：特に紛争影響国のジェンダーに基づく暴力（GBV：Gender-Based Violence）

被害者の保護と社会復帰，予防や加害者処罰に向けた取組や対策を進めるべく，アフリカ地域を対

象に基礎情報収集調査を実施した。また，ウェブサイトで公開した漫画「アフガニスタンで警察官

になった女性たち」は，「漫画」という媒体を活用してジェンダーに基づく暴力に関する課題への

理解と取組強化を働きかける啓発教材として，広くメディアで取り上げられた。 

• 女性起業家支援に係る取組：課題別研修「日アフリカ・ビジネスウーマン交流プログラム」にて，

日本とアフリカにおける女性起業家の交流を通じ，リーダーシップを育成している。（2018 年度 7 

ヵ国，14 名。2013 年以来累計 88 名を受入。）。研修の学びをもとに，自国で女性のためのスター

トアップ向けシェアオフィスを開設した事例がある。2018 年度の研修では，2019 年度に開催され

る TICAD 7 のプレイベントとして「新興女性企業家フォーラム～ SDGs に向けたソーシャル・イ

ノベーションとは ? ～」を横浜市と共催した（約 100 名が参加）。女性のエンパワーメントを推進

するビジネスにつき活発な議論がなされた結果，TICAD 7 でも女性をとりまく課題の解決につなが

るビジネスをテーマとしたイベントを，横浜市と共催することとなった。 

③ 国連決議 1325 号国別行動計画の実施とモニタリングへの貢献 

• 2015  年度に日本政府が定めた「女性・平和・安全保障に関する行動計画」の実施状況のうち，機

構による事業実施分に係るモニタリング調査を実施し，95 案件を国連決議 1325 号国別行動計画に

基づく取組実績として日本政府に報告した。また，関係部署に対するモニタリング調査に係る説明
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会，専門家赴任前研修等を通じて，今後の平和構築，防災案件にジェンダーの視点を入れる重要性

に係る理解を促進した。 

④ 国際社会に対する戦略的な情報発信 

• 他機関との連携・協力の推進：ドイツ国際協力公社（GIZ），アジア開発銀行（ADB），FAO 等の国

際機関と，ジェンダー主流化に係る取組（優良事例や課題など）につき意見交換を行い，連携可能

性につき協議した。 

• 国際場裏における発信：DAC ジェンダーネット（DAC 加盟 26 か国，国際機関，MDBs 等から 113 

名が参加）や国連女性の地位向上委員会において，機構のジェンダー主流化の取組や具体的な事例

につき発信し，他ドナー等関係者と意見交換を行った。 

• 中米統合機構（SICA）への協力：SICA 加盟国に対する課題別研修「中米統合機構加盟国向けビジ

ネスを通じた女性のエンパワーメント」を 2017 年度に引き続き実施し，女性起業家支援の具体案

が提案されるなどの成果があった（7 か国，12 人）。 

• 国際女性会議（WAW!2019）：3 月 23 日～ 24 日に開催された WAW! において，機構から加藤理

事，機構オフィシャルサポーター伊達公子氏が登壇。ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを

支援する機構事業に関し発信した。 

⑤ ジェンダーの視点に立った投資の推進 

 G7 2X チャレンジの立ち上げ：G7 の開発金融機関とともに「G7 2X チャレンジ：女性のためのフ

ァイナンス」立ち上げを宣言し，女性起業家の育成や女性に配慮したビジネスへの投資を促進する

枠組みを形成した。今後，有償資金協力において 2X チャレンジに貢献する案件を形成していく。 

• ジェンダーレンズ投資サミットにおける発信：民間企業を含む多様なアクターが一同に会し，ジェ

ンダー平等を推進することを目的とした投資（ジェンダーレンズ投資）の基準や手法，効果につい

て議論する世界初のサミットに参加（11 月にロンドンで開催。参加者約 500 人）。機構は，他開発

金融機関と異なり技術協力や無償資金協力，有償資金協力と多様な援助手法を有する特性をいかし

て，包括的な女性のエンパワーメントに向けた支援を行っていく旨，発信した。 

 
（2） ジェンダー主流化の推進に向けた取組 

① ジェンダー案件の量的拡大と質的向上 

• 円借款事業のジェンダー主流化促進：ジェンダー案件の量的拡大のために重要な円借款事業のジェ

ンダー主流化を促進すべく，円借款事業の審査段階の各種決裁に対するジェンダー視点の確認を強

化した。また，円借款事業の形成・審査を主管する地域部の案件担当者に対して，ジェンダー主流

化に係るセミナーを実施し，ジェンダー主流化の意義及び開発効果に関する理解を促進した。 

• 各種業務マニュアルの改訂，執務参考用資料の充実：事業形成段階においてジェンダー視点の組込

みが強化されるよう，円借款事業審査マニュアルの改訂版にジェンダー分類の定義やジェンダーの

視点に立った取組事例を記載した。また，2017 年度作成したコンサルタント等契約の業務指示書

記載事項のひな型をベースとして，分野の特性に応じたジェンダー視点のポイントを明記した指示

書記載事項（案）を作成して各部署に配布し，活用を促進した。また，各分野課題のジェンダーに

かかる留意点及び案件形成の視点をまとめた執務参考資料「JICA 事業におけるジェンダー主流化

の手引き」につき，引き続き活用促進を行うとともに，一部英訳を行い，在外事務所での活用を促

進した。 

• 研修事業における女性の参加促進：長期研修，課題別研修への女性研修員の参加を促すべく，募集・
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選考においてジェンダーバランスに配慮する指針を作成し，課題部，在外事務所・支所，国内機関

等に周知した。 

• 草の根技術協力事業のジェンダー視点の強化：草の根技術協力事業について，採択案件の実施団体

に対してジェンダーの視点に係るコンサルテーションを導入した。 

② ジェンダー平等の視点に立った業務運営の推進 

 内部人材向けジェンダー主流化研修の実施：機構職員への講義（46 回，延べ 641 人）でジェンダ

ー主流化に係る研修を行った。新たな取組として，国内機関向けジェンダーセミナー，PCM（Project 

Cycle Management）研修におけるジェンダー主流化の講義，在外事務所向けジェンダーセミナー（英

語）を行うなど，各拠点・部署の課題やニーズに応じた個別のセミナーを実施した。 

• 外部人材向けジェンダー主流化研修の実施：専門家の派遣前研修（12 回，計 227 人）でジェンダ

ー主流化に係る講義を行った。また，コンサルタント等 289 人に技術協力，無償資金協力，円借

款の準備段階でジェンダー主流化を促進するための視点や手法を，講義及び演習を通じて伝えた。 

 理事長メッセージの発信：組織及び事業におけるジェンダー平等推進のためにはトップのコミット

メントが重要であるという観点から，理事長メッセージ「ジェンダーの視点に立った行動改革」を

発信し，ジェンダーの視点の組織内への浸透を図った。セミナー等の登壇者のジェンダーバランス

に配慮する点につき，執務参考資料を作成し，組織内の意識向上を図った。理事長表彰においては，

2 件がジェンダー主流化に資する取組として表彰された。 

• 機構内関係者への啓発：理事会でジェンダー主流化の状況を共有し，各事業にジェンダー視点を組

み込むべく，案件形成段階からジェンダー専門家が関わる案件を増加するなど，具体的な方策を議

論した。また，機構内部署責任者を対象としたジェンダー責任者会議，本部・国内機関・在外事務

所の担当者を対象としたジェンダー担当者会議を通じ，ジェンダーの視点に立った事業実施の重要

性及び事例を共有した。 

• ナレッジマネジメントの強化：2019 年度からのナレッジサイト廃止に伴い，内部イントラネット

であるジャイナビ及びホームページへの各種報告書，執務参考資料の掲載準備を行い，引き続き事

業関係者が情報にアクセスしやすい環境を整備した。「ジェンダーと開発」ナレッジマネジメント

会議を 1 回開催し，機構におけるジェンダー主流化推進の方策や課題別指針の改訂について議論

した。 

• 有識者とのネットワーク及び助言の活用：5 名の外部有識者委員の参加のもとでジェンダー懇談会

を開催し，事業ジェンダーの取組を外部有識者委員へ説明し，今後の取組の改善に向けてジェンダ

ー平等を主目的とする案件の形成等について意見交換した。 

 
（3） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• ジェンダー主流化に係る取組をさらに浸透させるため，業務内容にジェンダーの視点を十分に反映

した好事例を蓄積し，取組の具体例と効果を示していくことが必要。来年度は重点モニタリング案

件を設定し，案件形成の段階からジェンダーの視点を反映していく。 

• 専門家，コンサルタント等の TOR（Terms of Reference）にジェンダーの視点が反映されていないと

いう課題に対して，分野ごとの指示書記載事項の活用を促進することが必要。来年度は分野ごとの

ジェンダー視点の反映が定着するよう，各部署・機関への周知を徹底する。 

 

 No.15-3 不正腐敗防止  
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関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

職員向け研修，セミナーの参加人数 120 名158 259 名 134 名 

 

（1） 不正腐敗防止対応 

• 機構内の不正腐敗防止担当部署において，不正腐敗情報相談窓口や外部通報窓口等を通じて幅広く

不正腐敗に関する情報を受付け，弁護士及び公認会計士の参加を得て，受付けた通報について適切

に調査・対応した。 

 
（2） 相手国政府，関係者及び職員への啓発活動 

• 研修，専門家派遣，技術協力プロジェクトを活用して相手国のガバナンス強化を行っている。例え

ば，課題別研修「汚職対策（刑事司法）」を継続的に実施し，汚職対策の分野における最新の国際

的動向に沿ったテーマについて各国の実務における知識や経験，課題を共有し，当該分野における

参加国の実務の改善を支援しているほか，課題別研修「社会基盤整備における事業管理」及び「中

南米・カリブ地域における円借款事業の迅速化促進研修」の中で，各事業の実施管理に当たる参加

者のコンプライアンスや不正腐敗防止に係る理解促進を目的とした講義を実施した。 

• また，不正腐敗事案に対する機構内の意識及び取組を強化するため，在外拠点に赴任する職員に対

する研修を計 12 回実施した。 

 
（3） 戦略的な取組及び成果 

• 不正行為等の抑止効果を一層高める観点から，10 月に措置規程を改正し，同月に機構ホームペー

ジ上で公表し，機構内外に周知した。改正の結果，我が国の関連法令違反と外国の関連法令違反を

区別せず，我が国法令等に相当する外国の法令等を，我が国法令等とみなして措置要件を認定する

ことができることとし，外国関連法令違反の疑いが濃いと認められる場合には，先方の自認や機構

としての客観的認定ができない場合でも措置の対象と含めることとした。また，措置対象企業の子

会社，親会社，兄弟会社等に対する措置の適用を可能とする条項，及び別法人又は個人に事業承継

させた場合に当該法人等に対する措置の適用を可能とする条項を追加した。 

 
（4） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 2018 年度に改正した措置規程の着実な実施及び改正措置規程の運用において新たに生じる課題が

あれば，適切に対応していく。 

 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

ための，方針作成や事業展開，制度の改善に係る取組を期待したい。（2017 年度主務大臣評価報告書，

No.15「開発協力の適正性の確保」） 
 

＜対応＞ 

                                                   
158 2015 年度実績 
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引き続き，環境社会配慮ガイドラインを適切に運用した。また，同ガイドラインの改定に向けた作業を

外部委員の専門的知見を得ながら進めた。ジェンダー主流化に関し，機構内外の関係者の能力強化を促進

するとともに，事業におけるジェンダーの視点が一層反映されるよう，制度上の改善や実施上の助言を強

化した。また，不正行為に係る外国の関連法令違反への対応強化として，措置規程を改正した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

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

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

標を上回る成果が得られていると認められる。 
具体的には，環境社会配慮ガイドラインの適切な運用，環境社会配慮助言委員会を踏まえた緩和策策

定や事業の実施，機構内外の関係者に対する研修実施等の取組を実施した。また，ジェンダー案件の量

的拡大と質的向上に向けた各種取組（マニュアル改訂，コンサルテーション）の推進と，伊勢志摩サミ

ットへの貢献（女子の学習改善目標値の大幅な達成等），ジェンダー視点の投資促進（G7 2X チャレン

ジ）等の特筆すべき成果をあげた。さらに，窓口を通じた不正腐敗の情報受付と適切な対応，不正行為

の抑止力向上のために措置規程改正・周知等の取組を着実に実施した。 
 

1. 環境社会配慮 
○ 全 340 案件のカテゴリ分類等，環境社会配慮ガイドラインを適切に運用。環境社会配慮助言委員

会全体会合を 12 回，ワーキンググループ会合を 21 回開催し，計 20 案件に対して助言を得て，

緩和策の策定や事業の実施等に活用。 
○ 機構内外の関係者 789 名に対して環境社会配慮に関する説明・研修（コアスキル研修，課題別研

修，コンサルタント向け研修等）を実施し，環境社会配慮に対する理解を促進。研修機会拡充に向

け，最新事例等を踏まえたテーマ別研修と監理段階の留意事項をまとめた研修資料を改定し 
e-Learning 研修を開始。 

 

2. ジェンダー主流化 
○ 「女性の活躍推進のための開発戦略」の重点分野に沿った事業（女性の健康や生活にやさしい環境

の整備，女子教育の推進・強化，防災分野等での女性のリーダーシップ推進）を形成・実施。国連

決議 1325 号国別行動計画のモニタリングとして，95 案件を取組実績として日本政府に報告。 
○ ジェンダー案件の量的拡大と質的向上に向けて，円借款事業，草の根技協等でのジェンダー主流化

の促進（各種業務マニュアルの改訂，コンサルテーションの強化）等の取組を実施。ジェンダー主

流化研修（専門家派遣前研修計1 回282人，機構職員向け講義計6回43人），能力強化研修（コンサ

ルタント等34人）を通じて，ジェンダー平等の視点に立った業務運営を推進。 
◎ 女子教育の推進・強化【①，②】：伊勢志摩サミットの貢献策（2016 ～ 2018 年で 5 万人の女子

の学習環境改善）に対し，61,173 人を達成。また，アフガニスタンの技術協力で他の識字教室の平

均修了率（54.7％，2016 年）より大幅に高い女性修了率（94％，1,400 人）を達成。 
◎ 女性のエンパワーメント支援【①】機構の働きかけを通じて，保守的規範の強いインド・ラジャス

タン州で女性農家の水利組合員資格取得を後押しする州法改正を実現。 
◎ ジェンダー視点の投資【②】：G7 の開発金融機関と「G7 2X チャレンジ：女性のためのファイナ

ンス」立ち上げを宣言。女性起業家の育成や女性に配慮したビジネスへの投資を促進する枠組みを

形成。 
◎ ジェンダー主流化の取組促進【②】：理事長メッセージ「ジェンダーの視点に立った行動改革」を

機構内に発信し，ジェンダー視点の組織内の浸透を図ったほか，機構職員向け講義を前年度から大
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幅に拡大（6 → 46 回，43 → 641 人）。 
 
3. 不正腐敗防止 
○ 不正腐敗情報相談窓口や外部通報窓口等を通じて幅広く不正腐敗に関する情報を受付け，弁護士及

び公認会計士の参加を得て，受付けた通報について適切に調査・対応した。 
○ 不正行為等の抑止効果を一層高める観点から措置規程を改正，機構 HP 上で公表し機構内外に周知

した。 
○ 研修，専門家派遣，技術協力等を通じて相手国のガバナンス強化を支援。課題別研修では各事業の

実施管理者を対象にコンプライアンスや不正腐敗防止に係る理解促進の講義を実施。 
 

＜課題と対応＞ 
引き続き，環境社会配慮ガイドラインを適切に運用しつつ，外部委員の専門的知見を得ながら同ガイド

ラインの改定に向けた作業を着実に進める。また，事業におけるジェンダー主流化の推進及び不正腐敗防

止に係る取組について，国際社会の動向も踏まえつつ確実に取り組む。 

  

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
開発協力の適正性の確保に向けた取組について，機構の活動として，以下の実績が認められる。 

 
１．環境社会配慮  

支援要請等がなされた全 340案件のカテゴリ分類を行い，案件検討から実施の各段階で環境社会面

に与える影響に対する配慮状況を確認したほか，環境社会配慮助言委員会全体会合を 12 回，ワーキ

ンググループ会合を 21回開催し，計 20 案件に対して助言を得て，緩和策の策定や事業の実施等に活

用する等，ガイドラインの適切な運用と透明性の高い運営を実施した。 

環境社会配慮に関する説明会・研修（コアスキル研修，課題別研修，コンサルタント向け研修等）

を 789人に対して実施し，環境社会配慮に対する理解促進に努めた。 

また，環境社会配慮ガイドラインの包括的な検討と改定を目的とした運用実態の確認のため，外部

への委託調査を通じて，環境社会配慮ガイドラインの運用状況，機構事業を取り巻く環境変化をレビ

ューし，改定に向けた論点案等を環境社会配慮助言委員会で取り上げ，最終報告書作成に向けて追加

調査等を実施した。 
 
２．女性のエンパワーメントとジェンダー平等推進  

外務省が策定した「女性の活躍推進のための開発戦略」の重点分野に沿った事業として，鉄道事業

等におけるジェンダー主流化の推進を通じた女性の健康・生活に優しい環境整備や，女子教育の推

進・強化，防災分野等における女性のリーダーシップ推進等の事業を形成・実施した。そうした機構

の取組を継続してきた成果として，伊勢志摩サミットの貢献策である，2016 年から 2018 年で 5 万人

の女子の学習環境改善という目標に対して，61,173人の実績を達成したことが，日本政府の公約・政

策実現に大きく貢献する成果として評価される。また，ＷＡＷ！2019 やＤＡＣジェンダーネット，国

連女性の地位向上委員会等国際社会に対して，機構の取組や具体的な事例について戦略的な情報発信

を行った他，Ｇ７の開発金融機関とともに「Ｇ７ ２Ｘチャレンジ：女性のためのファイナンス」立

ち上げを宣言し，女性起業家の育成や女性に配慮したビジネスへの投資を促進する枠組の形成に際し

て，民間企業向け転貸等のソブリン投融資を対象とすること等具体的な提案を行い，個別候補案件に

ついて他機関と連携可能性を検討する等，同イニシアティブの推進に貢献したことが評価される。 

ジェンダー案件の量的拡大と質的向上に向けて，円借款事業，草の根技術協力等において，各種業

務マニュアルの改訂やコンサルテーションの強化を通じて，ジェンダー主流化の促進に取り組んだほ

か，理事長が「ジェンダーの視点に立った行動改革」に係るメッセージを機構内に発信し，機構職員

向け研修を前年度（6 回，延べ 43人参加）から大幅拡大となる 46 回，延べ 641 人に対して実施し，
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ジェンダー主流化の取組促進を行った。その結果，定量指標である「機構が実施するプロジェクトに

おけるジェンダー案件比率が，達成目標である 40％を大きく上回る 81％となったことは，前中期目

標期間実質平均 22％や 2013-2014 年の先進国援助機関の実績平均 32％との比較においても高い成果

であると評価される。 

 

３．不正腐敗防止 

不正腐敗情報相談窓口や外部通報窓口等を適切に運用し，受け付けた通報については弁護士及び公

認会計士の参加を得て適切に調査・対応した。また，研修や専門家派遣，技術協力等を通じて相手国

のガバナンス強化に係る啓発活動等を実施した。 

加えて，不正行為等の抑止効果を一層高める観点から，措置規程を改正し，機構内外に周知した。 

 

以上の定性的な実績に加え，先述の通り定量指標である機構が実施するプロジェクトにおけるジェ

ンダー案件比率が目標値（40％）の 2倍以上となる 81％となったことを踏まえ，中期計画における所

期の目標を上回る成果が得られていると認め，「Ａ」評価とする。 

 
 ＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き環境社会配慮ガイドラインの適切な運用，より一層女性の参画に繋がる活動の展開，不正

腐敗防止に，適切に取り組むこと，及び業務実績報告書に記載されている各事項の「事業上の課題及

び対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
特になし。 



16-1 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.16 内部統制の強化 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱，平成 30年度開発協力重点方針，海外移住審議会最終意見書  

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力，0140 独立

行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報（定量指

標） 
達成目標 目標値 / 年 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

内部統制のモニタリング実施回数 2 回 / 年159  2 回 2 回 2 回    

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：7.（4），中期計画：5.（4） 
年度計画 
5.（4）内部統制の強化 
ア 内部統制を実施するための環境整備 

・ 業務方法書等に基づき，機構の内部統制を機能させるために必要な規程等を整備し，必要に応じて

改正するとともに，研修等により機構内に浸透させる。 
 

イ 組織運営に関係するリスクの評価と対応 
・ リスク事案に対して適時・適切に対応し，再発防止策を講じる。リスクの分析，評価結果及びリス

ク対応状況をリスク管理委員会等の場で報告する。 
・ 有償資金協力業務の適切な業務運営を確保するため，有償資金に係るリスクを適切に識別・測定し， 

モニタリングを行う。 
 

ウ 内部統制の運用 
・ 機構の内部統制が確実に実施されるよう，定期的に内部統制の実施状況をモニタリングし，結果を

役員に報告する。 
・ 業務の有効性及び効率性を向上するため，機構の中期計画及び年度計画に基づく業務実績等評価を

行う。 
 

エ 機構内及び外部からの情報伝達体制の確保 
・ 内部及び外部通報制度を適切に運用し，通報に対して適切に対処する。 

 
オ 内部監査の実施 

                                                   
159 2015 年度実績を基に設定する。2015 年度実績 2 回 
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・ 内部監査に関する国際的指針に従って内部監査を実施するとともに，監査結果のフォローアップを

着実に実施する。 
 

カ 情報通信技術（ICT）への対応 
・ 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等を踏まえ，情報セキュリティ規程等を確

実に運用する。また，情報システム委員会及び情報セキュリティ委員会の開催や情報セキュリティ

対策推進計画のレビューを通じて，情報セキュリティに係る組織的対応能力を向上させる。 
・ 情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するための方策を検討し，可能なものから実施す

る。 
・ EU 一般データ保護規則に対応するべく，個人情報保護を推進する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 
・ リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 

・ 法令遵守強化に係る取組状況 

 

３－２．業務実績 

（1）リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 
関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

コンプライアンス / リスク管理委員会 / 有償資金

協力勘定リスク管理委員会の開催回数 

2 回 /2 回 /5 回
160  

2 回 /2 回 /5 

回 

2 回 /1 回 /5 

回 

事務所管理における法務の知識に係る海外拠点赴任

前研修回数 
12 回161  12 回 12 回 

コンプライアンスに係る専門家等赴任前研修回数 12 回162  12 回 12 回 

 

① 内部統制を実施するための環境整備及び運用 

• 環境整備：業務の適正を確保するために必要な規程の改訂を行った。 

• 運用：コンプライアンス違反等の事故が発生した場合は，コンプライアンスに関する規程に基づき

報告・調査し，再発防止策を検討・実施した。また，コンプライアンス委員会に主要な事故の件数

及びその再発防止策の実施状況を報告した。 

• 内部統制の実施状況（内部統制に関連する規程等の改正状況，内部統制関連委員会の実施状況，内

部統制強化につながった主要な取組）をモニタリングするとともに，内部統制上の課題を明確化し

理事会にて役員と共有した。加えて，内部統制をテーマとしたウェブベース研修（WBT： Web-Based 

Training）を実施し，全役職員の内部統制に係る一層の理解の促進及び意識の向上を図った。 

• 機構の中期計画及び年度計画に基づき，2018 年度実績に係る業績評価を実施した。なお，業績評

価にあたり，事業の PDCA サイクルを強化する観点から，自己評価過程で確認した業務上の課題

等に関して，原因等の分析及び対処方針等を業務実績等報告書に追記する等の改善を図った。また，

2017 年度業績に係る主務大臣による評価結果及び指摘事項等を，セミナー等を通じて機構内にフ

ィードバックし，関係部署にて指摘事項を踏まえて適切な対応が確実に図られるようにした。 
                                                   
160 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
161 2015 年度実績 
162 2015 年度実績 

No.16-1 リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 
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② 組織運営に関するリスクの評価と対応 

• リスク管理委員会で重大リスクの取組結果を確認し，次期重大リスク対応強化の取組計画案を策定

し，理事会にて特定した。 

• 有償資金協力勘定リスク管理委員会で，定期リスク管理報告（ポートフォリオ管理に関する定期リ

スク管理報告を半期毎に実施）及び有償資金協力勘定の資産・負債管理（将来の収支分析や収支改

善策に係る議論を半期毎に実施）を行うとともに，金利リスクに関するヘッジ方針を策定した。 

③ 機構内外からの情報伝達体制の確保と運用 

• 外部通報：外部通報窓口及び不正情報に係る相談窓口を通じた通報について，公益通報者保護法の

趣旨に基づき通報者の保護を図りつつ，関係規程に基づき通報内容に応じて適切に対処した。 

• 内部通報：内部通報受付管理者を置き，内部通報専用メールアドレス，専用ポスト，郵送等を通じ

て内部通報を受け付ける制度を設けている。内部通報の制度案内（和英）を改訂し，グループウェ

アへの掲載，機構内の研修や赴任前研修，各種配布物への掲載，機構の契約先への配布等を通じて，

機構関係者及び機構の契約先に内部通報制度を周知した。また，通報があった場合には，通報者の

保護を図りつつ，関係規程に基づき通報内容に応じて適切に対処した。 

• 消費者庁の「内部通報制度の整備・運用に関するガイドライン」の 2016 年 12 月の改正及び「公

益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの

通報）」の 2017 年 3 月の改正を踏まえ，コンプライアンス規程を改正し，内部通報を行う者を退

職者にも拡充したほか，内部通報・外部通報に基づく調査に対し，機構役職員等が誠実に協力し，

妨害してはならないこと等を新たに定めた。 

④ 内部監査の実施 

• 内部部監査基本計画に則り，内部監査に関する国際的指針に従って，以下のとおり定例監査及び特

定テーマ監査を実施するとともに，監査結果に基づく改善実施状況等のフォローアップを実施した。 

• 定例監査：有償資金協力信用リスク監査，情報システム / 情報セキュリティ監査，個人情報管理監

査，法人文書管理監査，国内拠点監査（市民参加協力事業実施態勢を重点項目とし，横浜センター，

関西センター，北陸センター及び北海道センターを対象に選定），在外拠点監査（円借款案件監理

態勢及び緊急事態即応態勢を重点項目とし，ケニア事務所，カメルーン事務所，フィジー事務所，

バヌアツ支所，パキスタン事務所，ホンジュラス事務所及びパラグアイ事務所を対象に選定）を実

施した。 

• 特定テーマ監査：組織の予算執行管理態勢強化への対応として，予算執行管理態勢の改善実施状況

及び支援要員等の活用態勢をテーマとした監査を実施した。また，組織の外部からの信頼確保への

対応として，機構業務に関係する外部関係者（外部ステークホルダー）に対する機構の対応態勢を

テーマとした監査を実施した。 

⑤ ICT への対応 

• 「平成 28 年度政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づき改定した情報セキ

ュリティ管理規程 / 管理細則に沿い，関連の執務参考資料を整備した。また，情報セキュリティ強

化対策を実施した。 

• 個人情報保護に関し，総務省行政管理局からの通知及び EU 一般データ保護規則（GDPR： General 

Data Protection Regulation）に対応する機構の規程等の改定を実施した。 

• 情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するために  2017 年度に立ち上げた  CSIRT

（Computer Security Incident Response Team）について，訓練を継続するとともに，対象となる各シ
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ステムで必要となる対策とその進め方につき計画を立て，取組に着手した。 

• 年間を通じて実施するべき情報セキュリティ施策の内容を網羅した「情報セキュリティ対策推進計

画」を情報セキュリティ委員会で審議の上，策定した。同計画の下，各種監査対応，研修 / 訓練の

実施，自己点検 / 棚卸し等を概ね予定どおり実施した。 

• なお，サイバー攻撃による内部情報の外部への漏洩等，重大な情報セキュリティインシデントは発

生しなかった。 

 
（2） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 
内部統制を実施するための環境整備に向けて，職員の理解や日々の取組意識の一層の向上及びその維

持を図るため，内外の動向に対応した内部監査や研修等を通じて，内部統制への意識を広く浸透するた

めの取組を継続する必要がある。 

ICT への対応では，2018 年 7 月に決定された「平成 30 年度政府機関の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準」に基づいた情報セキュリティ管理規程 / 管理細則等の規程類の改定が必要。2018 年度

に平成 28 年度版の統一基準への対応を完了したため，2019 年度中に平成 30 年度版への対応を完了す

る方針（同方針については情報セキュリティ委員会にも報告済）。また，GDPR への対応については，

対象とするデータ処理の特定と標準契約条項（SCC：Standard Contractual Clauses）の一次案作成まで 2018 

年度に終えたため，2019 年度には同案を最終化した上でリスクが高いデータ処理を優先して SCC 締結

を進め，その後順次データ処理の対象を拡大して網羅性を高めていくことにより，GDPR 不準拠に伴う

対象者からの是正要求等リスクの低減を図る。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

今回問題が発生した「財務・会計リスク」の管理方法を見直すことは当然であるが，組織横断的に，

内部統制機能及び意識を改善する強力な取組がなされ，関係者からの信頼回復に努めることを期待す

る。（2017 年度主務大臣評価報告書，No.16「内部統制の強化」） 
 

＜対応＞ 

「財務・会計リスク」の管理強化として，「予算執行管理強化に関する諮問委員会」における提言も踏ま

え，予算執行管理の組織や報告・統制に関する体制を含め，ガバナンスを強化した。 
内部統制の実施状況に係る理事会報告では，主に規程の改正状況や内部統制に関連した委員会の実施状

況を報告していたが，今後の内部統制上の課題についても理事会報告事項とする見直しを行い，役員含む

機構内での内部統制の課題の認識について統一を図った。また，内部統制に係る WBT での研修内容を見

直し，役職員の内部統制に係る一層の理解の促進及び意識の向上を図った。 
内部監査についても，法令等に基づいて実施する定例監査に加え，組織の予算執行管理態勢強化への対

応及び組織外部からの信頼確保への対応をテーマとした監査を実施した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

根拠：評価指標の目標水準を着実に達成したことに加え，年度計画に照らして所定の成果を上げている

ことから，中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
具体的には，内部統制状況のモニタリングの実施と抽出した課題に係る役員との共有，コンプライアン

ス違反事項のコンプライアンス委員会での報告・調査，再発防止策の検討等を通じ，機構内の内部統制実
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施の環境整備等に取り組んだ。また，各種委員会でリスク管理状況等を確認・議論し，新たな取組計画・ 
方針を策定したほか，内外の通報制度等による情報伝達体制の適切な確保とともに，内部通報を行う対象

者の拡充に関しコンプライアンス規程を改正した。さらに，内部監査（定例監査，特定テーマ監査）の実

施と着実なフォローアップ，情報セキュリティ管理規程・管理細則の執務資料の整備，個人情報保護の関

係規程類等の改訂を通じ，内部統制に係る実施基盤の整備等の取組を着実に実施した。 
 

1. 内部統制を実施するための環境整備及び運用 
○ 内部統制の実施状況をモニタリングし，内部統制上の課題を明確化し理事会にて役員と共有。コン

プライアンス違反等の事故が発生した場合は，関連規定に基づき，コンプライアンス委員会に報

告・調査し，再発防止策を検討・実施。 
○ 2018 年度実績に係る評価を実施。主務大臣による評価結果及び指摘事項を踏まえて関係部署にて

適切な対応が図られるよう，結果を周知。 
 

2. 組織運営に関するリスクの評価と対応 
○ リスク管理委員会で重大リスクの取組結果を確認し，次期重大リスク対応強化の取組計画を策定。

有償資金協力勘定リスク委員会等にて定期リスク管理報告及び有償資金協力勘定の資産・負債管理

の議論を実施，金利リスクのヘッジ方針を策定。 
 

3. 機構内外からの情報伝達の確保と運用 
○ 外部通報や内部通報制度等により機構内外からの情報伝達体制を適切に確保。 
○ 消費者庁等による各種ガイドラインの改正を踏まえてコンプライアンス規程を改正し，内部通報を

行う対象者の退職者への拡充等を新たに規定。 
 

4. 内部監査の実施 
○ 内部監査基本計画に則り，内部監査に関する国際的指針に従って，定例監査及び特定テーマ監査（予

算執行管理態勢の改善実施状況，外部ステークホルダーに対する機構の対応態勢等）及び監査結果

のフォローアップを実施。 
 

5. ICTへの対応 
○ 改定した情報セキュリティ管理規程/ 管理細則に基づき執務資料を整備し，情報セキュリティの強

化対策を実施。個人情報保護に関し，EU 一般データ保護規則等に対応して機構の規程類等の改訂

を実施。 
○ CSIRT の訓練を継続し，対象システムの計画を策定し取組に着手。 

 

＜課題と対応＞ 
内部統制の実施状況に係る理事会報告では，主に規程の改正状況や内部統制に関連した委員会の実施状

況を報告していたが，今後の内部統制上の課題についても理事会報告事項とする見直しを行い，役員含む

機構内での内部統制の課題の認識について統一を図った。また，内部統制に係るウェブベース研修（WBT） 
での研修内容を見直し，役職員の内部統制に係る一層の理解の促進及び意識の向上を図った。 

内部監査についても，法令等に基づいて実施する定例監査に加え，組織の予算執行管理体制強化への対

応及び組織外部からの信頼確保への対応をテーマとした監査を実施した。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
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自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため，「Ｂ」評価とする。 

 

＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 
業務実績報告書に記載されている「事業上の課題及び原因分析と対応方針」に沿った改善方針に取

り組むことを期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・「セーフガーディング」において，近年，世界的に「エイドワーカー」の性的搾取やハラスメント

の問題が指摘されており，JICA としても赴任者等への啓発に努めているとの報告があった。 

本年 6 月に ILO で採択された「ハラスメント禁止条約」では，昨今の「MeToo」ムーブメント等の動

きにも沿い，その対象（対象者やハラスメントの適用範囲）はますます広がっており，人びとの認識

の高まり，捉え方の変化が常に進行している中では，JICAとしての，さらなる取り組みが必用である。

今後，日本政府としても，その条約の批准や履行が求められることになるが，JICAとしても，赴任時

の研修のみならず，日常的な意識付け，取り組みの強化が必要になってくると思われる。 

・No.16 内部統制の強化 の 2018 年度における自己評定は，B 評定となっている。前年度は，C 評定

となっており，中期計画における初期の目標を達成している程度まで改善されたとの評定となってい

るが，これらの評定は妥当であると認められる。2017 年度に発生した運営費交付金の予算執行管理問

題（予算執行管理が不十分であったため，資金ショートの危険性があった事由）に対処するため，2018

年 6月に「予算執行管理強化に関する諮問委員会」を設置し，その提言を踏まえ，予算執行管理室を

設置した上で，毎月理事会において予算執行状況を報告する体制となったことは評価できる。さらに，

内部規程類を整備し予算執行管理責任を明確にした点も妥当である。なお，今後再発防止のためには，

部署の設置や規程の整備などの体制の整備だけではなく，その体制を如何に形骸化することなく運用

するかという点も重要となる。この運用は毎年度の努力が求められることから，2019年度以降も不断

の努力を期待するところである。また，2017 年度の問題は，予算（運営費交付金）策定部署と実際の

事業計画策定部署との連携が不十分であったため，予算以上に事業計画を策定してしまったことが根

本にある。よって，今後は，前述した体制整備とその適正な運用といった事後的な予算執行管理だけ

ではなく，予算策定段階においても各部門の事業計画と予算との整合性を十分確保することが必要と

考える。 

・ICT への対応については，規程類の整備等により情報セキュリティの強化対策を実施しており評価

できる。ICT の問題は，今後ますます重要となることから，インシデントが起こった場合の対策やセ

キュリティの強化など，引き続き強化対策を期待する。 

これらも含め，No.16 の項目（内部体制の強化）は今後ますます重要性が高くなることが予想される

ため，次年度以降は，重要度を「高」とすることも検討の余地があると考えるとともに，今後は A評

定を目指していただきたい。 

・予算執行管理問題に関し，諮問委員会を設置し，組織的対応がとられ，正常な運営となったことを

評価するが， 

①予算執行管理室を新設し，理事会による執行管理体制強化が協調されているが，執行側の管理強化

に力点が置かれすぎると，長期的には組織的弊害が生じる恐れがある。リスクチェック部門の育成に

も注力し，相互牽制が機能する組織を目指すべきである。 

②報告書に記載された，諮問委員会の答申には，予算執行に当る当事者責任者の予算執行管理に関す

る関心や，知識に問題がある実態が示されている。今後，機構経営層の人材育成面での施策の充実を

図るべきである。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.17 人事に関する計画 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱，平成 30年度開発協力重点方針 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，難易度 【難易度：高】独立行政法人等に対し平成 32 年度末までに女性管理

職比率を 13.5％（平成 27 年度平均：機構は 12.8％）から 15％まで

増やすことが政府方針で求められているが，これに比べ 33％高い目標

達成水準を設定しており，これを達成するには機構独自の創意工夫を

要するため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力，0140

独立行政法人国際協力機構運営交付金 

 
２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

女性管理職比率 20.0％ *163 

（2021 年度末） 
- 14.5％ 16.2％    

* 中期目標期間中に達成すべき目標値であり，年度計画では定量的な達成目標を定めていない。 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所：中期目標 7.（5），中期計画 10.（2） 

年度計画 
10.（2）人事に関する計画 
• 機構の働き方改革に係る方針（「Smart JICA 2.0」）の下，多様な人材の多様な働き方を促進するた

め，働き方の選択肢の柔軟化やワークライフバランスの確保に向けた取組等を継続する。 
• 職員等の能力強化と生産性の向上のため，特定の業務に精通した職員（特定職）の活躍の幅を広げ

るべく制度改善に取り組むとともに，ナレッジマネジメントの強化，研修実施を通じた現地職員の能

力開発，職員のキャリア開発にむけた研修や総合職職員のキャリア・コンサルテーション，他機関へ

の出向等を実施する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 1. 参照） 
・ 現地職員を含む多様な人材の活躍に資する，人事に関する施策の実施状況 
・ 業務の高度化に対応し業務の質を高め，職員の主体的なキャリア開発を推進するための人材育成に

関する施策の実施状況 
 

３－２．業務実績 

No.17-1 人事に関する施策の実施状況  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

現地職員向け研修の年間実施件数 228 件164 452 件 423 件 

                                                   
163 政府の定める独立行政法人等における登用目標 15％（2020 年度末）を踏まえ , 同目標の 1.3 倍の達成

率として設定する。2015 年度末実績 12.8％ 
164 2015 年度実績 
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（1） 働き方改革の実施状況 

 多様な働き方を促進する施策の実施：総務省等が実施する「テレワークデイズ」，東京都が実施す

る「時差 BIZ」に参画し，組織を挙げて多様な働き方を実践した。在宅勤務に関し，「テレワーク

デイズ」実施期間（2018 年 7 月）の在宅勤務実績は過去最大の 248 名，435 件 / 月に達し，年度

全体でも利用実績（件数ベース）が 2017 年度比で 72％増加（2016 年度比で 5 倍），また利用者

の約 4 割が男性である等，組織全体で働き方の選択肢として浸透した。機構の 2018 年度の在宅勤

務実施率（実施可能者の実施者数割合）は 30.3％と，国家公務員（2017 年度：16.6％）と比べて

高く，こうした実績が評価されて，2018 年度総務省「テレワーク先駆者百選」に選出された（公

的機関は機構のみ）。 

 育児，介護，病気治療と仕事の両立を促進するための各種セミナーや相談会を複数回開催した。特

に育児に関し，子連れでの海外赴任を推進するための情報整備，ベビーシッター利用補助制度の更

なる拡充，JICA ファミリーデーの継続実施（本部・国内・海外拠点で総勢 400 名超参加）に取り

組んだ。男性の育児休業取得者数は過去最大の年間 11 名に達したほか，2017 年度に実施した有期

雇用者の育児休業取得要件緩和や有期雇用者の休暇・時差出勤制度の拡充等により育児との両立環

境を整備し，有期雇用者の育児休業取得者数も 24 名に増加した（2016 年度：2 名，2017 年度：8 

名）。こうした取組を積極的に対外発信した結果，女性活躍推進に係る先進的事例として日経新聞

電子版や Yahoo! 等で取り上げられた。 

• 有期雇用者の福利厚生拡充策として，2019 年度以降，職員の互助組織である厚生会の加入資格を

職員以外の有期雇用者にも拡大することを決定した。 

• 人生 100 年時代を見据えたセカンドキャリア支援：50 代前後の職員を対象に，「キャリア」と「ラ

イフ」の充実をテーマとした「50 代前後セミナー」を開催した（各講義 60 名超が参加）。特に，

「キャリア」の講義ではポストオフ後の多様な選択肢と機構 OB の体験談を共有し，ポストオフ後

のキャリア形成に向けた意識付けを強化した。 

 長時間労働の是正及び適正な労務管理の実現：2017 年度に着手した勤務システムの改修を完了し，

パソコンのログ記録を活用した労働時間管理の推進や，時間外勤務の多い職員等への注意喚起や労

基法に基づいた労働組合等に対する超勤特別延長申請の手続きの徹底が適切に実施できる体制を

整備した。これらの取組により，時間外勤務時間は過去 10 年程度で最も低い水準を更新した（2017 

年度比で -4.2％（2019 年 2 月末時点））。 

• 取組のモニタリング：2017 年度に確立した働き方改革の PDCA サイクルに基づき，理事会にて中

間モニタリングを実施した。さらに，例年実施している職員意識定点調査に加えて，「働き方の多

様化効果検証調査」（アンケート回答 367 件・グループヒアリング 7 回）を実施し，働き方多様化

推進に係る課題（経営方針の周知徹底，ペーパーレス等の業務改善の一層の推進，在宅勤務等，多

様な働き方を支援する制度利用者側の周囲への配慮の重要性等）を確認した。 

 
（2） 現地職員に関する施策の実施状況 

• 現地職員の管理・育成に関する体制の強化：各海外拠点の現地職員の育成・評価実施を支援するこ

とを目的に，2017 年度策定した「現地職員の育成・管理に関するガイドライン」を一部英文化し，

現地職員の育成や評価のための参考資料として海外拠点に配布した。また，現地法に則った労務管

理を徹底することを目的に各拠点の既存の内規を見直すとともに，新たに外国籍現地職員の労務管
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理に関する内規の制定に着手した。 

• 現地職員の能力強化：現地職員向けの内部研修「JICA アカデミー英語版」を継続し，環境社会配

慮，広報，調達，情報セキュリティ，事業評価等をテーマとして実施した（5 件，364 名参加）。ま

た，2017 年度に引き続き，現地職員 5 名に短期間の本邦勤務の機会を提供するとともに，2019 年

度以降長期間にわたる本邦勤務を可能にするための制度を整備した。さらに，現地職員の士気高揚

のために，組織内表彰（理事長表彰）で積極的に現地職員（3 海外拠点の現地職員）を表彰した。

加えて，海外拠点の現地職員育成担当者間での好事例等の共有を継続した（月 1 回を目途に実施

し，計 9 事例を紹介）。 

 

（3） 業務の質・効率の向上に向けた施策の実施状況 

• ナレッジマネジメントの推進：ナレッジマネジメントに関する取組事例を紹介する「なれれぽ通信」

の機構内配信（計 4 回），研修・出向経験者による経験共有セミナー開催（計 9 回）を継続すると

ともに，職員間の自発的なナレッジ共有・蓄積の推進を目的とした勉強会（計 3 回）を実施した。 

• 特定の分野に習熟した職員の確保：業務が多様化する中，職員の頻繁な異動に伴う特定業務の知見

や経験の喪失を最小化し，業務の質・効率性を確保すべく，既存の特定職制度を拡充し，特定の分

野に習熟した職員を確保できる体制を構築した。 

• マネジメント能力の強化：既存の課長補佐制度を見直し，主に管理職登用間もない職員が組織マネ

ジメントに対する意識を高め，研鑽を積める体制を構築した。また，登用後一定期間が経過した管

理職を対象としたマネジメント能力向上研修を試行した。 

• 外部高度専門人材の確保：機構事業実施に当たり，金融や IT 分野の高い専門性を有する人材の確

保が課題となっており，外部から高度専門人材を確保するための施策について検討を開始した。 

 
（4） 事業上の課題，及び原因分析と対応方針 

• 今後，ミドル・シニア世代の職員に対するセカンドキャリア支援等の拡充，高度専門人材の有効活

用，兼業・副業の緩和に係る更なる検討，現地職員の本邦勤務の拡充に取り組む予定。 

 

No.17-2 人材育成策の実施状況 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

職員の外部機関との国際連携（長期・短期で国際機関・二国

間援助機関等での業務を行う人事交流）の派遣件数 
13 件 165 34 件 35 件 

キャリア・コンサルテーションの実施人数 42 人 166 48 人 54 人 

 

（1） 職員の能力強化と中核的な人材を育成するための施策の実施状況 

① キャリア開発に向けた研修等 

• 若手・中堅職員の能力開発の機会の提供：キャリア・コンサルテーションの対象範囲の拡大（対象

年次の拡大，海外駐在中の者も追加）及びメンターの増員により，同コンサルテーションの実施人

数が 2017 年度の 48 名から 54 名へ増加した。また，コンサルテーションの実施時期を職員自身

                                                   
165 前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均 
166 前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均 
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が決められるようにすることで，自律的なキャリア形成への意識づけを強化した。博士号・修士号

取得を目的とした国内・海外研修を継続した（16 名派遣）。2017 年度試行した機構内インターン制

度を本格導入し，主体的なキャリア形成に向けて配属部署以外での業務に従事する機会を提供した

（16 件募集，8 件実施）。 

• 予算執行管理に係る能力強化：組織を挙げた予算執行管理体制の強化に向けて，予算管理・財務リ

テラシーの向上及び予算管理マインドの醸成を図るべく，各職階別研修で予算執行管理に関する講

義を追加・拡充した（4 件実施）。また，階層毎に職員が予算執行管理で果たすべき役割を示し，

職員個人の評価目標の中で予算執行管理に関する取組が設定されるよう促した。 

② 他機関への出向，外部研修への参加等 

• 職員のキャリア形成と他機関等との連携促進のため，国際機関，省庁，大学，自治体等への職員派

遣を継続した（75 名）。特に，国際機関への出向を一層拡充し，OECD の幹部ポスト，IAEA，IMF，

UNHCR 等への新規ポストを開拓した（国際機関等長期派遣 19 件（うち新規ポスト 4 件），長期

受入 2 件，短期派遣 4 件，短期受入 10 件実施）。 

 

（2） 事業上の課題，及び原因分析と対応方針 

• 職員のリーダーシップ力やマネジメント力の更なる涵養を図るべく，2018 年度試行的に実施した，

登用後一定期間が経過した管理職を対象としたマネジメント能力向上研修を強化・拡充する。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 
業務内容の拡大と高度化に対応した人員の能力強化やライフステージに応じた多様な働き方の確

立を通じた人的リソースの効率的な活用に向けた引き続きの制度改善に期待する。（2017 年度主務大

臣評価報告書，No.17「人事に関する計画」） 
 
＜対応＞ 
社会の動向や国等の政策を踏まえて多様な人材の多様な働き方を一層推進するため，多様な働き方

の各種取組に係る効果検証を目的に，機構内調査等を行い，同調査結果を踏まえて，業務の質及び効

率のための施策に継続的に取り組んでいる。 
 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

根拠：年度計画に照らして質的な成果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断される成

果を上げていることから，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 
具体的には，働き方改革の施策「SMART JICA 2.0」の実施を通じ，多様な働き方を促進した。特に，

在宅勤務実績（件数・実施率）の増加，男性育児休業取得者数の増加，有期雇用者の育児休業取得者数

の増加，時間外勤務時間の削減に加えて，これらの取組が評価され総務省「テレワーク先駆者百選」に

選出される等，特筆すべき成果をあげた。 
 

1. 人事に関する施策の実施状況 
経営課題として働き方改革を掲げ，新たに「SMART JICA 2.0」を策定。 
○ 組織を挙げて働き方改革を実践。職員意識定点調査に加えて，「働き方の多様化効果検証調査」を

実施し，働き方多様化に係る課題を分析。 
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○ 現地職員能力強化のため，「JICA アカデミー」を継続実施（5 件，364 名参加），現地職員（5 名）

に本邦勤務の機会を提供。 
○ 特定職制度を拡充し，特定の分野に習熟した職員を確保する体制を構築。 
◎ 働き方改革の推進【③】：「テレワークデイズ」，「時差 BIZ」に参画し，組織を挙げて多様な働

き方改革を実践した結果，総務省「テレワーク先駆者百選」に選出，女性活躍推進に係る先進的事

例が日経電子版やYahoo! 等に掲載。「テレワークデイズ」実施期間（7 月）の在外勤務実績は過去

最大の248 名（435 件 / 月），在宅勤務年度実績が 2017 年度比 72％増加（2016 年度比で 5 倍，

在宅勤務実施率 30.3％（国家公務員 16.6％），男性育児休業取得者数は過去最大の 11 名（2017 年
度 4 名，2018 年度 9 名），有期雇用者の育児休業取得者数 24 名（2016 年 2 名，2017 年度 8 名），

時間外勤務時間は前年度比 4.2％減.。 
 
2. 人材育成策の実施状況 
○ キャリア・コンサルテーションの対象範囲を拡大し（対象年次の拡大，海外駐在者にも拡大）54 名

を対象に実施。 
○ 博士号，修士号取得を目的とした国内・海外研修に 16 名派遣。機構内インターン制度を本格導入

し（8 件実施），主体的なキャリア形成を支援。 
○ 職員のキャリア形成と他機関連携のため，国際機関，省庁，大学，自治体等への職員派遣を継続実

施（75 名）。特に，国際機関への出向を拡充し，OECD 幹部ポスト，IAEA，IMF，UNHCR 等へ

の新規ポストを開拓。 
 
＜課題と対応＞ 
多様な人材の持続的な活躍を促すため，ミドル・シニア世代の職員に対するセカンドキャリア支援等の

拡充，高度専門人材の有効活用，現地職員の本邦勤務の拡充に取り組む。また，職員等の能力強化と生産

性の向上のため，職員のリーダーシップ力やマネジメント力の更なる涵養を図るべく，2018 年度試行的

に実施した登用後一定期間が経過した管理職を対象としたマネジメント能力向上研修を強化・拡充する。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
人事に関する計画に係る取組について，機構の活動として，以下の実績が認められる。 

 

１．人事に関する施策の実施状況 

働き方改革の施策「SMART JICA 2.0」の実施を通じて，組織をあげて多様な働き方を促進した。具

体的には，在宅勤務の利用実績（件数ベース）が 2017 年度比で 72％増加し（2016 年度比で 5 倍），

在宅勤務実施率では国家公務員の 2017年度実績 16.6％を大きく上回る 30.3％と高い実績であったこ

とから，2018 年度総務省「テレワーク先駆者百選」に選ばれたことを高く評価する。また，育児に関

しても，男性の育児休業取得者数が過去最大の年間 11 名に達したほか，有期雇用者の育児との両立

環境を整備し，有期雇用者の育児休業取得者数が 24名に増加（2016年度 2名，2017年度 8名）し，

女性活躍推進に係る先進的事例として日経電子版や Yahoo!等で取り上げられたことも評価される。ま

た，特筆すべきは，パソコンのログ記録を活用した労働時間管理の推進や，注意喚起，手続の徹底を

通じて，時間外勤務時間が過去 10年で最も低い水準を更新したこと（2017年度比で－4.2％）が，働

き方改革に関する顕著な成果として高く評価される。 

現地職員能力強化の取組として，JICA アカデミーを継続実施したほか，現地職員に本邦勤務の機会

を提供した。また，特定職制度を拡充し，特定の分野に習熟した職員を確保する体制を構築した。 

 

２．人材育成策の実施状況 

キャリア・コンサルテーションの対象年次を拡大し，海外駐在中も対象者に含め，メンターを増員
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した結果，実施人数が前年度の 48名から 54名に増加した。また，博士号，修士号取得を目的とした

国内・海外研修に 16 名を派遣し，働きながら学位取得を行う職員向け補助制度や職階別研修，語学

研修等を継続したほか，機構内インターン制度を本格導入し，主体的なキャリア形成に向けて配属部

署以外での業務に従事する機会提供を 8件実施した。 

また，職員のキャリア形成と他機関連携のため，国際機関，省庁，大学，自治体への職員派遣を継

続実施し，特に国際機関への出向を拡充して OECD 幹部ポスト，IAEA，IMF，UNHCR 等への新規

ポストを開拓した。 
 
以上の定性的な実績に加え，本項目が中期目標上難易度【高】となっていることを踏まえ，中期計

画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め，「Ａ」評価とする。 

 
 
 ＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

業務実績報告書に記載されている各事項の「事業上の課題，及び原因分析と対応方針」に沿った改

善方針に取り組むことを期待する。また，，機構事業におけるジェンダー主流化を推進すると同時に，

機構内においても，定量指標である 2021 年度末の「女性管理職比率」20％が達成できるよう，更な

る取組の強化を期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・日本は，世界経済フォーラムによる「ジェンダーIndex」において，世界的に経済面と政治面で極

めて低い評価である。特に経済面では，女性の管理職比率が低く，途上国の JICA 事務所でも所長は

男性が多い。プログラム実施においては，ジェンダー主流化が求められており，実施機関の JICA に

おける男女格差が大きい中では，この分野における JICA の信頼性が問われかねない。JICA 内の管理

職比率は，着実に増加しているが，2021年度末の 20%必達に向けて，さらなる取り組みの強化を期待

する。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.18 短期借入金の限度額 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139無償資金協力，0140独立

行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし，中期計画：7. 
年度計画 
7. 短期借入金の限度額 
一般勘定 670 億円，有償資金協力勘定 2,900 億円 

【理由】 
• 一般勘定については，国からの運営費交付金の受入等が 3 ヶ月程度遅延した場合における職員へ

の人件費の遅配及び事業費の支払遅延を回避するため。有償資金協力勘定については，借入金償還と

貸付金回収の短期資金ギャップ，国際協力機構債券発行時の繋ぎ，貸付実行額の急激な変動等に機動

的・効率的に対処するため。 

 

３－２．業務実績 

・ 一般勘定，有償資金協力勘定ともに，本年度内の短期借入金の実績はない。
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・  

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.19 施設及び設備に関する計画 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139無償資金協力，0140独立

行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし，中期計画：10.（1） 

年度計画 
9. （1）施設及び設備に関する計画 
・ 効果的，効率的に業務を運営するため，予防保全の観点を踏まえた老朽化対策等，既存の施設・設備

の整備改修等を実施する。 
 

３－２．業務実績 
・ 国内機関の老朽化対策として電気設備の改修工事（沖縄センター），空調設備の改修工事（九

州センター），エレベーター改修工事等（関西センター）を実施した。 

・ 長期的視野に立った施設・設備の整備を図る観点から，機構が保有する国内拠点等を対象とし

て，専門的かつ包括的な見地から施設・設備保全箇所の優先度の特定や所要経費の具体化を進

めるために，中長期修繕計画の策定を開始した。あわせて，施設・設備のマネジメント体制や

安全衛生管理体制の拡充を図るべく，各拠点の図面電子化やアスベスト含有状況に関する情報

の整理・集約を行った。 

・ 第 3 期中期目標期間中に回収した債権又は資金を活用した改修は No.21 を参照。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.20 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139無償資金協力，0140独立

行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし，中期計画：9. 

年度計画 
8. 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 
・ 剰余金が発生した際は，中期計画の達成状況を見つつ，事業の改善・質の向上に資する業務及び施

設・設備の整備に必要な経費に充てる。なお，運営費交付金で賄う経費の節減により生じた利益に

係る目的積立金の使途については，上記のうち運営費交付金で賄う経費に限る（別途措置される補

助金等で賄う経費を除く。）ものとする。 
 

３－２．業務実績 

・ 「独立行政法人通則法」第 44 条第 3 項により中期計画で定める使途に充てることができる剰余金

（目的積立金）はない。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.21 
積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱い 
（機構法第 31 条第 1 項及び法附則第 4 条第 1 項） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

平成 30 年度外務省政策評価事前分析表 30-Ⅵ-1 経済協力 

平成 30 年度行政事業レビューシート番号 0139無償資金協力，0140独立

行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし，中期計画：10.（3） 

年度計画 
9. （3）積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱いに関する事項（機構法第 31 条第 1 

項及び法附則第 4 条第 1 項） 
・ 前中期目標期間繰越積立金は，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。 
・ 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。 

 

３－２．業務実績 

・ 第 3 期中期目標期間の最終事業年度の積立金（429.1 億円）のうち 348.8 億円について，前中

期目標期間繰越積立金として，やむを得ない事由により第 3 期中期目標期間中に完了しなかっ

た業務の財源に充当することが 2017 年 6 月に主務大臣に承認された。2018 年度は 2016 年

度予算で契約した業務の経過勘定等の損益影響額や 2018 年度支出分等に 125.0 億円を充当し，

前中期目標期間繰越積立金の残高は 70.1 億円となった。 

・ 第 3 期中期目標期間中に回収した債権又は資金（28.2 億円）は全額が第 4 期中期目標期間中

の既存施設改修の資本的支出の財源に充当する計画として主務大臣から承認された。2018 年度

は北海道国際センター（帯広），筑波国際センター，二本松青年海外協力隊訓練所に対し，設

計業務のため 0.1 億円を充当し，残高は 28.1 億円となった｡ 




