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番目に高いものとなる Ghazi Meer Masjidi Khan 勲章が 10 月に授与されたことは，支援相手国政府

や外部機関等から高い評価を得た成果として評価される。 

また，保守的規範の強いインドのラジャスタン州において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 年から継続して行った結果，全ての州法改正を 2018

年度に完了したことは，ジェンダー主流化を推進するものであり，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取組として高く評価される。 

 

３．東・中央アジア及びコーカサス地域  

東・中央アジア及びコーカサス地域においては，ガバナンスの強化，産業の多角化・雇用確保，イ

ンフラ整備・連結性強化，人材育成を重点領域として取組を実施した。 

特筆すべき取組として，12月の日本・モンゴル首脳会談の共同声明において，機構が実施中の「財

政・社会・経済改革開発政策借款」がモンゴルの安定的なマクロ経済運営・社会的弱者支援の促進，

経済成長の強化のための重要な貢献となっていると高く評価された点が挙げられる。 

 

４．中南米・カリブ地域  

中南米・カリブ地域においては，国際開発金融機関等との連携を通じた投資環境整備に資するイン

フラ整備，防災，気候変動対策及び格差是正を重点領域として取組を実施した。 

特筆すべき取組として，機構は研修・セミナー開催・調査団派遣等を通じて，日本の医療技術・サ

ービスの国際展開に資する本邦民間企業とブラジル日系社会の連携策を検討・推進し，その成果とし

て，ブラジルの保健医療分野を対象とする民間連携事業を３件開始し，製品の国家衛生監督庁認証・

登録が完了し，現地法人の設立まで達成したことは，日本社会への明確な還元が見られた成果として

評価される。 

 

５．アフリカ地域  

アフリカ地域においては，TICAD VIナイロビ宣言等を踏まえ，自立的発展，経済の持続的で包摂的

な成長，貧困削減・格差是正に主眼を置いた支援を実施した。 

特筆すべき取組として，TICAD VI公約（留学生受入及び産業人材育成）に対して，ABEイニシアテ

ィブやアフリカ各国でのカイゼン及びビジネス経営支援関連プロジェクト等にて継続的に人材育成

を進めた結果，いずれも公約目標を上回る成果の実現に貢献した。 

また，東アフリカ北部回廊の運輸インフラ開発，産業開発に資する案件を実施し，特に同回廊の輸

送能力増強及び安全な交通の確保を目的としたウガンダ向け円借款「ナイル架橋建設事業」が完工し，

従来の４倍速の時速８０kmでの通行が可能となったことや，同架橋の完工式において，ムセベニ大統

領から死亡者を一人も出さず，従業員の９割がウガンダ人であったことから地元の雇用や技術移転に

大きな貢献があったことについて謝意が示されたことは，高く評価される。 

 

６．中東・欧州地域  

中東・欧州地域においては，国の発展を支える人材育成，格差是正や雇用創出，インフラ整備を地

域の安定化に向けた重点領域として実施した。 

特筆すべき取組として，世界人道サミットでの公約（2016 年から 3 年間で約 50 名の専門家や隊員

等を難民キャンプや受入国・コミュニティに派遣）に対し，国際機関や受入国機関との連携も含めた

支援を通じて，当初の目標を上回る 67 名を派遣したことは，機構のイニシアティブの下，支援相手

国政府や他機関による外部の関与も得て発現した大きな成果であり，かつ，日本政府の公約・政策実

現に大きく貢献する成果として高く評価される。 

 
以上の定性的な実績に加え，定量指標であるアジアにおいて育成する産業人材数が目標値（12,000

人）を 62％上回る 19,477人となったこと，アフリカにおける育成人材数が目標値（350万人）を 36％

上回る 476万人となったことを踏まえ，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると

認め，「Ａ」評価とする。 

 
 ＜指摘事項，業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 
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各国・地域の状況や優先的な開発課題を分析し，日本政府の政策・公約や国別開発協力方針等を踏

まえた事業の形成・実施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） 
・No.1～No.7の事業関係の項目については，いずれもその成果は高く評価できるものと考える。2018

年度 S評定となった項目も A評定となった項目の各事業についても，引き続き顕著な成果を達成すべ

く取り組んでいただきたい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.6 民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献 

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 

①主要なアウトプット情報

（定量指標） 
達成目標 

目標値 

/ 年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

開発途上地域の課題解決及び海外展開

につなげるためのコンサルテーション

件数 

6,000 件84
 

（2017-2021） 
1,200/ 年 2,137 件 2,572 件    

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

予算額（百万円） 10,710 9,559    

決算額（百万円） 6,475 6,68185
    

経常費用（百万円） 6,687 6,79486
    

経常利益（百万円） △ 1,116 △ 72487
    

行政サービスコスト（百万円） 6,689 6,78288
    

従事人員数 77 79    

 

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

年度計画 
（6）民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献 
ア 民間企業等 

・ 本邦企業等が有する技術や製品，システム，資金等を活用し，開発途上地域の課題解決に貢献する

ため，SDGs ビジネス海外展開に係る企業提案型の事業を着実に実施する。 
・ 「国際展開戦略」等の実施に向け，経協インフラ会議等に対して必要な情報を提供する。また，日

本政府の政策的な優先度及び民間企業等のニーズを踏まえ，機構の民間連携に関する制度改善にも取

                                                   
84 前中期目標期間（2012-2015）の実績値の約 3％増として設定する。前中期目標期間実績平均 1,168 件 / 年 
85 暫定値 
86 暫定値 
87 暫定値 
88 暫定値 
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り組む。加えて，開発途上地域における開発効果が高く，本邦企業等によるインフラ等の輸出にも資

する事業を形成・実施する。 
 

イ 中小企業等 
・ 日本の中小企業等の海外展開を支援することを通じて開発途上地域の課題解決に貢献するため，中

小企業等による提案型事業を実施し，開発協力事業での活用や事業化を促進する。特に，開発ニーズ

と日本の中小企業等の製品・技術等とのマッチング強化のため，課題発信セミナー等を通じ，開発課

題現地ニーズ等の情報を提供する。 
・ 提案型事業について，応募者側の手続きの簡素化を含む制度改善を行う。また，日本政府の重要政

策に合致した案件形成に向けて，質の高いインフラ整備技術や，地域産業を集積した海外展開に係る

提案型事業の枠を新たに設ける。 
・ ネットワークを活用，自治体，大学，他の支援機関（日本貿易振興機構，中小企業基盤整備機構，

地方銀行等）との連携を強化し，新規企業の発掘や提案型事業への応募促進に向けたセミナー等を共

同開催する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照） 
・ 協力準備調査（PPPインフラ事業），開発途上地域のSDGs達成に貢献するビジネスに係る調査，民

間技術普及促進事業を通じたパートナー数 
・ 「インフラシステム輸出戦略」等政府戦略での機構に関連する具体的施策項目数 
・ 基礎調査，案件化調査，普及・実証事業を通じたパートナー数 

 

３－２．業務実績 

 No.6-1 民間企業等  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

協力準備調査（PPP インフラ事業），開発途上地域

の SDGs 達成に貢献するビジネスに係る調査，民間

技術普及促進事業を通じたパートナー数 
51 法人・団体89 29 法人・団体 49 法人・団体 

「インフラシステム輸出戦略」等政府戦略での機構

に関連する具体的施策項目数 
63 項目90 104 項目 

109 項目 
（うち，実施済 

39 項目） 
 

（1） 民間企業等との連携を通じた開発課題の解決 

① SDGs ビジネスをはじめとする海外展開支援事業の形成・実施 

 中小企業・SDGs ビジネス支援事業の新設：企業提案型事業は，企業規模に応じた複数の制度が併

存しており企業側からは分かりにくいとの指摘を受けていた。このため，既存の各制度を整理・統

合した「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」を 9 月の公示から新たに導入し，原則中小企業及び

中堅を対象とした「中小企業支援型」と，原則大企業を対象とした「SDGs ビジネス支援型」の二

つの制度に分かりやすく整理した。「SDGs ビジネス支援型」では，案件化調査として 11 件，普及・

実証・ビジネス化事業として 9 件を採択し，特に案件化調査は「SDGs ビジネスに挑戦したいが，

現地の情報が限られており更にアイデアを詰めてビジネスモデルの素案を検討したい」といった企

業からのニーズを踏まえて新設された結果，11 案件のうち 10 件は新規採択の企業となった。また，

                                                   
89 前中期計画目標期間（2012-2015）実績平均 
90 2013-2015 累計値平均 
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楽天株式会社によるブロックチェーン技術や AI を活用したルワンダでの保険事業の提案をはじ

めとして，ICT 技術を活用する提案が 5 件含まれるなどの革新的な提案が目立つ等，企業側にとっ

て新規性の高い取組を促進する機会を提供した。 

 SDGs ビジネス調査：開発途上国での SDGs 達成に貢献するビジネスを対象に，ビジネスモデルの

開発や機構との協働事業の可能性を検討・確認する「途上国の課題解決型ビジネス（SDGs ビジネ

ス）調査」（上記「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」の前身となる制度の一つ）で，7 月に 6 件

を採択した。例えば，インドネシアで医薬品メーカーと衣料メーカーが連携し，デング熱対策とな

る防蚊衣類を製造，販売する提案（SDGs ゴールの 3（健康）のターゲット 3.3 に貢献），南アフ

リカで衛星データを活用して農作物の生産性向上に繋がる農業情報提供サービスを行う提案（SDGs 

ゴールの 2（飢餓・栄養）のターゲット 2.4 及びゴール 13（気候変動）のターゲット 13.1  に貢

献），ブルキナファソで新たなたんぱく源となる大豆ミートの調達・製造・販売ビジネスを通じ住

民の栄養改善と女性農家の収入向上を目指す提案（SDGs ゴール 2（飢餓・栄養）及びゴール 5（ジ

ェンダー平等）に貢献）等，革新的な技術等の利用により開発途上国の課題解決への貢献が期待さ

れる提案を採用した。 

 バングラデシュ：「保健サービスへのアクセス改善のための健康診断ビジネス（SDGs ビジネス） 調

査」：コニカミノルタ株式会社と東京大学発のベンチャー企業である株式会社 miup からの提案に

より，貧困層を対象に，ICT と AI を駆使して医療機関・医療人材が不足した環境でも実施可能か

つ安価な遠隔医療診断事業の事業化検証に取り組んでいる（2016 年度開始）。同事業による取組が

高く評価された結果，日本国内外の社会課題解決に貢献する優秀なビジネス企画を表彰する 

 「第 2 回日経ソーシャルビジネスコンテスト」（2 月，日本経済新聞社主催）において，308 件の

応募の中から株式会社 miup が大賞を受賞した。 

• 協力準備調査（PPP インフラ事業）：インドネシア「パティンバン港高速道路事業準備調査」を採

択し，円借款で整備中の新設パティンバン港と既設チカンペック－パリマナン高速道路を接続する

高速道路の建設・運営により，首都圏の物流能力強化を図り，同国の投資環境改善を通じた更なる

経済成長への寄与と SDGs ゴール 9 への貢献を目指している。 

• 海外投融資：2011 年度の制度再開以降，2018 年度の承認 4 件を含み，累計で 26 件の海外投融資

事業を承諾した。出融資後の成果として，2018 年度にはアジア地域の貧困女性等の金融サービス

へのアクセス向上を通じた女性のエンパワーメントを目的とした「日本 ASEAN 女性エンパワーメ

ントファンド」や，カンボジアで唯一の大水深港であるシハヌークビル港の貨物取扱能力向上等を

目的とした「シハヌークビル港整備・運営事業」（いずれも 2016 年度調印）により配当が実施さ

れた。また，2018 年度の承諾案件として，以下 4 案件への出融資を決定した。 

• バングラデシュの民間総合病院事業：グリーンホスピタルサプライ株式会社との共同出資事業。首

都ダッカに民間総合病院を設立・運営することにより，日本の病院経営ノウハウを活用した医療サ

ービスの提供を図り，もって同国の医療水準の向上の寄与するもの。SDGs ゴール 3 へ貢献。 

• ブラジルの農業サプライチェーン強化事業：ブラジルの穀物企業である Amaggi Exportacao e 

Importacao Ltda. に対する融資事業。生産・集荷増に対応する穀物輸送インフラ整備，農家向け耕作

資金貸付・営農指導，及び穀物買付・集荷の一体的な支援を通じ，農業物流の改善と農業生産性の

向上を図り，ブラジル北東部地域の農業開発推進に寄与するもの。SDGs ゴール 2 へ貢献。 

• 省エネ・再生可能エネルギー事業  II：中南米・カリブ地域を中心とする開発途上地域において省

エネ・再生可能エネルギー事業への投融資を行うことにより，持続的な経済成長・温室効果ガスの
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削減を含む気候変動対策に寄与するもの。SDGs ゴール7（クリーンエネルギー）及びゴール13（気

候変動対策）に貢献 

 パラオ国際空港ターミナル拡張・運営事業：パラオ国際空港の旅客ターミナル施設の拡張・改修を

行うことにより，旅客ターミナルの対応可能旅客数の拡大を図り，以って同国の観光産業発展によ

る経済成長の促進に寄与するもの。機構は案件形成の段階から協力準備調査（PPP インフラ事業）

を通じて一貫して支援を実施した。本事業では双日・日本空港ビルデングが本邦企業として空港運

営に参画する他，政府機関である海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）とも協調しており，オ

ールジャパンで取り組む案件であり，本事業は同国初の PPP 事業として，パラオにおける民間資

金動員のモデルケースとなることが期待される。SDGs ゴール 9（インフラ）及びゴール 17（パー

トナーシップ）に貢献。 

② 日本の民間企業等が有する技術や製品，システム等の積極的な活用，発信 

• 日本の民間企業等が持つ優れた製品，技術等の活用・普及を図る民間技術普及促進事業（上記「中

小企業・SDGs ビジネス支援事業」の前身となる制度の一つ）において，8 月に運輸交通，環境管

理，防災，農業・農村開発，上下水の課題解決に資する案件 6 件を採択した。ICT を活用して遠隔

での農作業を可能とする技術，スタビライザーによる路上路盤再生工法，IC カードの活用を含め

たバス事業経営・運営ノウハウ，土壌藻類を活用した環境配慮型斜面復旧事業，生分解性プラスチ

ックレジ袋，高濁度・水質変動対応型浄水技術等，日本企業の強み・技術を活用した開発途上国の

多様な課題の解決が期待される。 

 トンガ「災害対応型沖縄可倒式風力発電システム普及促進事業」：沖縄に所在する株式会社プログ

レッシブエナジーは，台風や塩害等，沖縄の気象条件に適応した可倒式風力発電技術を有している。

同社は，サイクロン接近時に設備本体を倒して被害を避けることができ，サイクロンの多いトンガ

に適した技術としてトンガの政府関係者の理解を促進する活動を 2015 年末まで実施した。その結

果，同社の技術がトンガにおいて高く評価され，2018 年度には，同社が無償資金協力事業「風力

発電システム整備計画」を落札し，同システムの導入が決定した。 

③ 他機関との協調融資の促進 

• 協調融資促進に係る協力覚書を締結済みの国際金融公社（IFC：International Finance Corporation），

アジア開発銀行（ADB），米州投資公社（IDB Invest）と，複数の協調融資候補案件の形成を行って

おり，IFC とは 3 件の協調融資案件を実施した。米国海外民間投資公社（OPIC：Overseas Private 

Investment Corporation）とも覚書を締結し（9 月），協調融資候補案件を協議中。加えて，覚書は締

結していないものの，欧州復興開発銀行（EBRD：European Bank for Reconstruction and Development），

アフリカ開発銀行（AfDB）等の国際機関とは，具体的な協調融資候補案件を審査中。ブラジルの

農業サプライチェーン強化事業では，Citibank と初めての協調融資を行った。 

 
（2） インフラシステム輸出 

① 日本政府の経済協力の戦略的活用に対する貢献 

• 経協インフラ戦略会議：各回のテーマに基づいて，特定の国・地域及び分野に係るインフラ輸出促

進と戦略性向上のための情報提供を行った。テーマ「資源・エネルギー」では，エネルギーアクセ

ス向上，低炭素化，持続的成長，人材育成分野等における機構の取組について情報を提供した。テ

ーマ「水」では灌漑・水管理，水資源・上水道，下水道・浄化槽，防災と多分野の協力状況につい

て情報を提供した。テーマ「第 3 国協力」では，事業における第 3 国企業間連携の実績や，海外
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投融資での取組について情報を提供した。テーマ「防災」では，災害復興に係る応急対応から復興

マスタープラン等による復旧・復興事業までの一体的な取組について情報を提供するとともに，

ODA によるインフラ案件の事例を多数含む形での各省の分野別「海外展開戦略」策定にも貢献し

た。 

② 企業等によるインフラ等の輸出にも資する取組の状況 

 「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，本

邦技術活用条件（STEP）の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。また，協力準備調査（PPP（Public Private Partnership）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

（No13-2.（1）②参照）。 

• 9 月の損保ジャパン日本興亜が主催する「海外インフラプロジェクトに関するセミナー」において，

ゼネコン，商社，コンサルタント業界等約 160 人に対し，協力準備調査（PPP インフラ事業），SDGs 

ビジネス調査，民間技術普及促進事業，民間連携ボランティア等，民間企業のインフラ輸出におけ

る機構の活用可能性を発信した。また，円借款事業について，STEP 案件のみならず，道路や橋梁

等の本邦企業が関心を持つ可能性のあるアンタイド案件についても，国交省との共催による企業説

明会を実施した。7 月及び 12 月には，日本経済新聞社が主催する「日経 SDGs フォーラム」を後

援し，700 名超の企業経営層へ民間連携事業を紹介，また，10 月には「アフリカビジネスセミナー」

にて SDGs，アフリカの現況，アフリカへのビジネス進出を促進する機構の各スキームを紹介した。 

 
（3） インフラ輸出にもつながる事業の形成・実施 

• 経協インフラ戦略会議の決定を受けて設置されたインフラ投資支援連絡会議での議論等を通じて，

インフラ輸出にもつながる事業の形成・実施に取り組んだ。具体的には，マスタープラン策定等の

上流段階から，民間企業の意見も踏まえた協力の実施を推進するため，内閣官房にて設置された「水

インフラタスクフォース会合」に機構も参加し，議論に貢献した。 

• また，本邦技術の活用を進めるべく，全 35 件の承諾のうち，12 件の STEP・タイド案件に加え，

8 件（エンジニアリング・サービス（E/S:Engineering Service），輪切り後続・追加借款を含む）のア

ンタイド案件においても，本邦に優位性のある技術を活用した案件形成を行った。具体的には，バ

ングラデシュ「マタバリ港開発事業（E/S）」，同「ダッカ都市交通整備事業（5 号線）（E/S）」等で

ある。 

• 既往事業についても，これまで本邦技術を活用した案件形成を進めた結果，STEP 以外の案件を含

めて多くの本邦企業の受注が実現した。具体的には，バングラデシュ「ダッカ都市交通整備事業」

やケニア「オルカリア I 4・5 号機地熱発電事業」等で，本邦企業の受注につながった。 

 タイド案件に関しては，2017 年度に L/A を調印した，インド高速鉄道の建設・運営のための人材

育成を目的とする「ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道研修施設建設事業」に続き，同高速鉄道

の本体事業である，「ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業（第一期）」及び「同（第二期）」

の L/A を調印し，日本の新幹線システムをソフト・ハード一体で輸出する事業への本格実施に着
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手した。 

 
（4） SGDs 達成に向けた貢献 

• 中小企業・SDGs ビジネス支援事業等を実施する中で，日本や現地の大学，NGO，自治体等の多様

なパートナーとも連携した。例えば，ヤマハ株式会社がタンザニアで実施する「FSC 認証森林から

の持続可能な木材調達事業準備調査（BOP ビジネス連携促進）」では，同社が現地の NGO と連携

して森林管理に取り組んでいる。 

• 海外投融資事業を通して民間企業や他金融機関による開発課題解決に向けた貢献を促進した。例え

ば，「モンゴル風力発電所建設事業」，バングラデシュ「シラジガンジ高効率ガス火力発電事業」，

フィリピン「マニラ首都圏西地区上水道無収水対策事業」，バングラデシュ「モヘシュカリ浮体式 

LNG 貯蔵再ガス化設備運営事業」等の事業で他国際・開発・民間金融機関との協調融資案件を推

進し，グローバル・パートナーシップの活性化を通じた SDGs 達成に貢献した。 

 
（5） 事業上の課題及び対応方針 

• 中小企業・SDGs ビジネス支援事業のうち，原則大企業向けの SDGs ビジネス支援型の案件化調査

については新設されたスキームであることから，応募件数の一層の増加を図るべく，引き続き制度

紹介等の広報に取り組んでいく。 

• 海外投融資における他機関とのさらなる具体的な協調融資案件の組成に向けて，協調融資候補案件

に係る協議を促進するとともに，人事交流等の取組を実施していく。 

 

 No.6-2 中小企業等  
関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

基礎調査，案件化調査，普及・実証事業を通

じたパートナー数 
99 法人・団体91 131 法人・団体 118 法人・団体 

 

（1） 中小企業等の技術の活用や事業化の促進 

① 開発協力事業での活用，事業化が促進された事例 

• ベトナム「上向流式生物接触ろ過を活用した浄水処理の普及 ･ 実証事業」：機構は「北九州市海外

水ビジネス推進協議会」に参画して北九州市の官民を挙げた水ビジネスの取組を後押しており，こ

れをきっかけとして，福岡県の中小企業による提案で，北九州市が国内特許を有する高度浄水処理

技術「上向流式生物接触ろ過（U-BCF:Upward flow Bio Contact Filtration）」について導入の可能性の

高いベトナム国の 6 都市を対象に，相手側に U-BCF の有効性を数値で示すことのできる実証実験

を行っている（SDGs ゴール 6 に貢献）。提案企業は無償資金協力で整備中のベトナム・ハイフォ

ン市アンズオン浄水場向けの U-BCF 納入（約 20 億円相当）にも参画し，北九州市関連企業の業

容拡大による地域経済活性化に貢献している。 

 インドネシア「有効利用されていない縞タコの加工・衛生管理技術の普及・実証事業」：インドネ

シアは地域格差が大きく，また，地方部の水産業においては，原料の供給に留まっている。茨城県

にある中小企業は，インドネシアで有効利用されていない縞タコに着眼し，当該企業が有する加工

                                                   
91 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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機材及び加工技術により，縞タコの高付加価値化や生産体制に関する実証を行った。その結果，2018 

年度は約 200 トンの水揚げを記録し，日本や中国向けに加工品用・生冷原料として輸出が始まっ

ている。地方部の漁業関係者についても高付加価値化や生産量拡大により生計向上を実現しており，

現地での開発効果が生まれている。また，世界的なタコ供給不足の中，原料不足に悩む提案企業の

地元水産業界への裨益も大きく，地域経済活性化に貢献している。本事業は SDGs のゴール 1 及

び 14 に貢献する。 

 タイ「ひび割れ計測システムを活用した橋梁維持管理手法の普及・実証事業」：橋やダムなどイン

フラ構造物に入るコンクリートのひび割れを，迅速かつ正確に計測するシステム「KUMONOS」を

独自開発した提案企業は，国内でのひび割れ点検は近接した人間の目で確認する「近接目視」が基

本と定められており国内での販路が伸び悩んでいた。普及・実証事業を通して提案製品の実証活動

を行ったところ，タイの政府機関や大学で技術を認められ，現在は「ラマ 8 世橋」のひび割れ計

測業務を受注する等海外展開を行っている。また，海外で貢献した建設関係の企業を表彰する国土

交通大臣表彰の「第 2 回 JAPAN コンストラクション国際賞」を受賞し，「近接目視」が基本の日

本への逆輸入も期待されている。本事業は SDGs のゴール 9 に貢献する。 

② 課題発信セミナー 

• 特定分野の業界団体や中小企業向けに，開発途上国における開発ニーズを分野別に発信する「開発

途上国課題共有セミナー」を開催した。2017 年度までは主に企業を対象としてきたが，2018 年度

は金融機関，大学関係者，自治体関係者，NGO 等団体関係者へも参加を広く呼びかけ，772企業・

団体，840 名の参加を得た。参加者へのアンケート結果では，約 9 割の回答者から有用・一定程度

有用との回答を得た。2019 年 2 月のセミナーでは，2019 年 8 月に横浜で TICAD 7 が開催される

ことから，5 領域（保健（UHC），農業・食料・栄養，教育（教育の質の向上），インフラ（都市交

通・経済回廊），浄水・衛生）におけるアフリカの具体的な課題を提示するとともに， 企業のアフ

リカでの開発課題解決に向けたビジネスへの取組や提案づくりのきっかけとすることを企図した

「アフリカ現地課題確認調査（スタディツアー）」の結果についても報告した。 

 
（2） 開発協力に参画する中小企業等の裾野拡大に向けた制度改善 

① 「インフラ整備技術推進特別枠」「地方産業集積海外展開枠」の新設 

 「インフラ整備技術推進特別枠」：2017 年度補正予算を活用し，普及・実証事業において，機材単

価や工法を実証するための費用が大きいために従来の枠では参加が困難であった企業にも機会を

提供することを可能とした「インフラ整備技術推進特別枠」を新設し，4 件採択した。南アフリカ

の鉄道路線において脱線を防止する技術の事業展開計画を策定する案件「先進的軌道保全技術（座

屈防止板）導入による脱線等の軌道事故を防止するための普及・実証事業」や，ベトナムのトンネ

ル掘削を効果的に進める技術の事業展開計画を策定する案件「トンネルを高品質・効率よく掘削・

修繕するシリカレジン注入工法の普及・実証・ビジネス化事業」等，本邦インフラの輸出への貢献

が期待される。 

 「地方産業集積海外展開枠」：2017 年度補正予算を活用し，集積された産業を有する地域の複数の

企業（地域金融機関，産業支援機関を含む）からの提案による「地方産業集積海外展開枠」を新設

し，3件採択した。ベトナムの農産物の付加価値の向上を図る「旭川市・クアンニン省の都市間連

携による農産加工力向上のための普及・実証事業」等，開発課題の貢献に加え，地域の複数の企業

による海外展開を図ることを通じた地方創生への貢献が期待される。 
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② 開制度改善 

• 中小企業・SDGs ビジネス支援事業への改編：No.6-1 民間企業等で記載のとおり，「中小企業・SDGs 

ビジネス支援事業」を 9 月の公示から導入し，中小企業支援型として募集を開始した。2018 年度

は 607 件応募（2017 年度 500 件）があり，118 件（基礎調査 26 件，案件化調査 58 件，普及・

実証・ビジネス化事業 34 件）を採択した。 

• 外部有識者懇談会の提言のフォロー：ODA 事業や国内の中小企業の実情に精通した外部有識者か

ら制度改善・事業の発展に向けた意見を聴取することを目的とした外部有識者懇談会を 2017 年度

に開催した。同懇談会で示された提言のフォローとして，提案企業による全体の業務プロセス把握，

及び外部人材の有効活用を促進すべく，中小企業・SDGs ビジネス支援事業全体の業務を可視化し

た「業務一覧」を策定した。また，外部人材の受注実績検索を可能とするウェブサイトの改修を行

ったほか，外部人材の評価を目的とした「外部人材フィードバックシート」の導入に向けた試行を

進めている。あわせて，企画書の内容改善や分量削減（2 割削減）も実現した。 

 
（3） 他機関との連携強化及び優良企業の発掘・優良案件の形成 

① 他機関との連携による中小企業等の海外進出支援 

地域金融機関との連携：機構と地域金融機関が有するノウハウやネットワークを有効活用し，優れ

た技術・製品を有する中小企業の発掘と企業の海外展開を促進し，開発課題の解決と地域活性化を

さらに促進することを目的として，地域金融機関と業務連携に係る覚書を締結した。2018 年度に

新規覚書を締結した行数は 6 行あり，累計 49 行との締結に至った。締結後，セミナーの共催，

取引先の紹介や個別相談への対応等の実績のほか，提携金融機関が機構の調査団員として参団して

ビジネスモデル構築等に関する助言を行うなど，機構事業実施後における企業への融資や助言等を

通じてビジネス化に向けた支援での連携が期待される。金融機関連携の成果の一例として，機構北

陸支部が連携先である地方銀行と連携し，北陸地方の強みである機械・金属・繊維等の技術を有し

海外展開を志向する企業を発掘し，2018 年度第一回公示にて採択に至った。同企業の採択を通じ

て，機構の事業や金融機関連携の取組が地元メディアで取り上げられ，地域経済振興への期待が寄

せられている。また提携金融機関が機構事業実施企業の現地ビジネス展開に対して必要な事業資金

について融資を行った例もあり，案件発掘・形成から事業後の資金調達まで包括的な支援に繋げて

いる。 

• （独）日本貿易振興機構（JETRO）：両機関の支援メニューに関する相互理解を促進すべく，新輸

出大国コンソーシアムコンシェルジュ（企業に各支援機関の最適なメニューを紹介する企業の相談

窓口）向けに機構支援メニューの紹介，6 月に機構内部向け勉強会を実施した他，7 月には理事長

間での連携覚書を締結した。これにより，両機関共催のセミナーや広報の実施を通じ，機構・JETRO 

双方の支援メニューが広く認知されること，各拠点間の連携が促進されることにより，両機関によ

る最適な支援メニューの提供が可能になることが期待される。 

• （独）中小企業基盤整備機構（中小機構）：中小機構及び機構の支援メニューを相互に紹介する勉

強会を実施し，相互の理解促進を図った。その他，普及・実証・ビジネス化事業の業務完了報告書

のフォーマット改訂時にアドバイスを受ける等，積極的な連携を行った。また，中小機構主催の展

示会 4 件への出展を行い，幅広く機構の支援メニューの広報を実施した。 

• その他支援機関：機構内部向けに，10 月に株式会社日本貿易保険（NEXI），11 月に国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の中小企業支援メニューに係る理解促進のた
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めの勉強会を実施した。 

• 展示会出展と新規案件の開拓：JETRO や中小機構等，中小企業支援機関が主催する展示会に出展

し，機構のブース来訪企業だけでなく，開発途上国に裨益がありそうな製品・技術を持つ優良企業

のブースを訪問し事業紹介を行うことで，その後の機構での個別相談に繋げた（実績 4 件）。 

• 中堅・中小建設業海外展開推進協議会（JASMOC）：国土交通省が進めている中小企業の海外展開

支援のプラットフォーム（JASMOC）に参画した。中小企業支援事業の制度広報を行うほか，無償

資金協力の案件説明会情報を JASMOC の ODA 分科会メンバーに共有する等連携を進めている。 

② 自治体との連携 

• 郡山サポートデスクの設置：2018 年 9 月から中小企業海外展開支援事業を主業務とする国際協力

推進員を郡山市産業政策課に派遣した。企業発掘・案件形成業務の他，郡山市と共催でセミナー

「JICA 支援による企業の途上国展開説明会」を開催し（12 月，企業・関係機関から 60 名を超え

る参加を得た。 

• 高知県 ODA 案件化サポートチーム等自治体との連携：高知県は高知県産業振興計画の一環として

インフラ技術の ODA 案件化の推進を掲げ，2016 年に高知県商工労働部工業振興課を中心として

「高知県 ODA 案件化サポートチーム」が設立され，機構四国支部も同チームのメンバーとして参

加している。機構高知デスクの中小企業支援アドバイザーも活用して，インフラ関連の案件が形成

される等，着実に成果を上げている。 

③ 優良企業の発掘や優良案件の形成 

• 各種セミナー：全国各地で中小企業海外展開支援セミナーを 171 回実施し，3,711 社，6,195 名の

参加を得た。 

• 情報発信の強化：企業が海外展開ビジネスを成功させた優良事例や教訓等を，積極的に業界紙（日

刊工業新聞，日刊建設工業新聞等），地方新聞等へ広報・発信した（2018 年度中に計 428 件の掲載）。

また，メディア関係者に対し機構の民間連携事業についての知見を深めていただくため，記者勉強

会を開催し（7 月），朝日新聞社，日本経済新聞社，NHK 等をはじめとする 10 社，13 名の記者の

参加を得た。 

 
（4） SGDs 達成に向けた貢献 

• 企業提案型の事業について，提案ビジネスを通じて貢献を目指す SDGs ゴールを選択するように企

画書様式を改定する等工夫し，SDGs への貢献を意識した事業の提案を促した。その結果，SDGs ゴ

ールへの貢献を意識した提案が 600 社以上から提出され，17 のゴール全てに対する提案を採択す

る等，中小企業への SDGs の普及やその達成に向けた貢献への参画促進につながった。各種連携相

手先機関・自治体との連携強化と併せ，SDGs の達成に向けた国内のパートナーシップ活性化を通

じ，SDGs ゴール 17 に貢献している。 

 
（5） 事業上の課題及び対応方針 

• 開発ニーズと日本の中小企業等の製品・技術等とのマッチングをさらに強化し，効果的な事業の形

成を促進する必要がある。そのため，引き続き課題発信セミナー等を通じ，中小企業等に対する開

発課題や現地ニーズ等の情報提供を行うほか，TICAD 7 に向けて，アフリカにおける開発効果の高

い提案の増加を図るべく，アフリカを対象とした課題提示を行う。 

• 中小企業の海外展開による地域経済の活性化を加速させる必要がある。そのため，自治体との連携
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や国内拠点による事業形成を促進し，地方からの一層の優良事業の発掘・形成に努める。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

あくまで開発途上国の開発を一次的な目標としつつも，企業等によるインフラ輸出等にも貢献する形で，

戦略的に ODA を活用していくことが引き続き重要。地方や中小企業を含む日本の民間資金や技術を活用

した事業を展開し，ODA の触媒としての役割が発揮されるよう，民間企業を含む様々なアクターとの一層

の連携強化や不断の制度改善・態勢の見直しが期待される。具体的には，提案型事業の応募件数が減少傾

向にある理由を分析したうえで今後の民間連携の方向性を検討することが期待される。 
（2017 年度主務大臣評価報告書，No.6「民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献」） 

 

＜対応＞ 

企業提案型事業について，企業にとっての「わかりやすさ」の向上を目的として，「中小企業・SDGs ビ
ジネス支援事業」として既存のメニューを整理・統合した。また，「事業実現性に不確定要素が残る中 で
の応募が困難」，「準備に時間を要するために応募を断念する」といった企業の声を踏まえ，これらの点

が応募件数の減少傾向の原因にあると考え，案件化調査（SDGs ビジネス支援型）を新設するとともに，

対応窓口の一本化，提出書類の簡素化等を図り，前年度比で応募件数の増加を実現した。 
また，「インフラ整備技術推進特別枠」，「地方産業集積海外展開枠」の新設や地域金融機関・自治体等との

連携等を進めることにより，本邦企業等が有する技術や製品，システムをより広く開発途上国の課題解決

につなげるとともに，地方創生への貢献を図った。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ａ 

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

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

を上回る成果が得られていると認められる。具体的には，民間企業等の優れた技術や知見の活用を通じた

開発協力の推進に貢献した。特に，①民間企業等の多様なニーズに応じた制度整備（「インフラ推進技術

推進特別枠」，「地方産業集積海外展開枠」の新設），②インフラ等輸出促進に向けた取組（STEP 制度

改善，日本新幹線システムのソフト・ハードの一体輸出），③日本の技術の導入（トンガ可倒式風力発電

技術），④革新的技術の活用（ICT を AI を駆使した遠隔医療支援事業），④地方金融機関との連携強

化（本邦企業の海外ビジネス展開への事業資金融資等），特筆すべき成果をあげた。 
 

1. 民間企業等 
○ 民間企業のニーズを踏まえ，既存の各制度を整理・統合し，「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」

を新設。 
○ 海外投融資事業 4 件（バングラデシュ民間総合病院の設立・運営事業，ブラジル農業サプライチェ

ーン強化事業）を承諾。 
○ 民間技術普及促進事業にて，運輸交通，環境管理，防災，農業・農村開発，上下水の課題解決に資

する 6 案件（ICT を活用した遠隔地での農作業，生分解性プラスチックレジ袋，高濁度・水質変

動型浄水技術等）を採択。 
○ SDGs ビジネス支援型では案件化調査 11 件，普及・実証・ビジネス化事業 9 件採択（ブロックチ

ェーン技術，AI 等 ICT 技術を活用した事業が 5 件）。開発途上国の課題解決型ビジネス調査 6 件
採択（ デング熱対策の防蚊衣類，衛生データを活用した農作物の生産性向上等）。 
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○ IFC と 3 件の協調融資案件を実施。米国海外民間投資会社と覚書を締結。Citibank と初の協調融資

を実施。 
○ 経協インフラ戦略会議にて各テーマに基づき，インフラ輸出促進と戦略性向上のための情報を提供。

インフラ輸出にもつながる事業の形成・実施を推進（バングラデシュ・マタバリ港開発事業，バン

グラデシュ・ダッカ都市交通整備事業）。 
◎ 民間連携事業の制度改善【③】：「SDGs ビジネス支援型」の案件化調査では，11 件中 10 件が新

規採択企業となり，革新的技術を持つがなかなか踏み出せなかった本邦企業に，SDGs ビジネスに挑

戦する機会を提供した。 
◎ 革新的技術の活用【④，⑤】：株式会社 miup が機構の SDGs ビジネス調査を活用し，バングラデ

シュにて，医療機関・医療人材が不足した環境でも実施可能かつ安価な ICT と AI を駆使した遠隔

医療支援事業の事業化を検証。同取組が評価され第 2 回日経ソーシャルビジネスコンテストで大賞

を受賞。 
◎ 日本技術の導入【③，④，⑤】：株式会社プログレッシブエナジーは，普及促進事業を通じて，サ

イクロン接近時に設備本体を倒して被害を避けることができ，サイクロンの多いトンガに適した技

術として可倒式風力発電技術に対するトンガの政府関係者の理解を促進する活動を 2015 年末まで

実施。その結果，可倒式風力発電技術がトンガ政府より高く評価され，同社が無償資金協力事業を

落札し，同技術の導入が決定。また，2017 年度に L/A を調印した，インド高速鉄道の建設・運営

のための人材育成を目的とする事業に続き，同高速鉄道の本体事業である「ムンバイ・アーメダバ

ード間高速鉄道建設事業（第一期）」及び「同（第二期）」の L/A を調印し，日本の新幹線システ

ムをソフト・ハード一体で輸出する事業への本格実施に着手。 
 
2. 中小企業等 
○ 「中小企業支援型」では，基礎調査 26 件，案件化調査 58 件，普及・実証・ビジネス化事業 34 件

採択。 
○ 民間企業に加えて，金融機関，大学関係者，地方自治体，NGO 等に対象を拡大し，開発途上国課

題共有セミナーを開催（計 772 企業・団体，840 名参加）。加えて，中小企業海外展開支援セミナ

ーを全国各地で開催（171 回，3,711 社，6,195 名参加）。 
○ 中小企業の海外進出支援を推進すべく，地域金融機関，JETRO，中小企業基盤整備機構，自治体（福

島県郡山市，高知県）との連携を強化。 
◎ 中小企業等技術の事業化【③，④，⑤】：機構の普及・実証事業を通じ，インドネシアにて本邦中

小企業が水産資源として利用されていなかった縞タコの高付加価値水産加工品の開発と製造に関す

る実証等を行った。その結果，日本市場でも受け入れられるようになり，世界的なタコ供給不足の中，

原料不足に悩む提案企業の地元水産業界の活性化にも貢献。橋やダムなどインフラ構造物に入るコン

クリートのひび割れを迅速かつ正確に計測するシステム「KUMONOS」を独自開発した中小企業が

普及・実証事業を通じて提案製品の実証活動を行ったところ，タイの政府機関・大学でその技術を認

められ，「ラマ 8 世橋」のひび割れ計測業務を受注した。 
◎ 中小企業等の裾野拡大に向けた制度改善【③】：インフラ整備技術推進特別枠，地方産業集積海外

展開枠を新設。インフラ整備技術推進特別枠では，従来の枠では参加困難であった企業に応募機会

を提供し 4 件採択。地方産業集積海外展開枠では，集積された産業を有する地域の複数の企業に応

募機会を提供し 3 件採択。 
◎ 地域金融機関との連携強化【②】：地域金融機関との連携を強化し，機構北陸支部が連携先である地

方銀行と連携し海外展開を志向する企業を発掘した（2018 年度第一回公示にて採択）ほか，機構民

間連携事業に参加した本邦企業の現地ビジネス展開に対して必要な事業資金について融資を行う等，

案件発掘・形成から事業後の資金調達まで包括的な支援を実施。 
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＜課題と対応＞ 
SDGs 推進に向けた対話及び協働により，本邦企業等が有するリソースを活用した開発途上地域の課題

解決への貢献を加速する。特に，革新的な技術や製品の積極的な導入を図るとともに，課題発信セミナー

等による現地ニーズ等の積極的な情報提供や特定の国・地域の特定の課題に対する提案型事業を募ること

により，マッチングの強化を促進する。 

 
３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献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．民間企業等 

「国際展開戦略」等の実施に向け，経協インフラ戦略会議においてテーマに応じた JICA 事業情報

のインプット等を実施したほか，業界団体及び本邦企業からのヒアリング等を踏まえた円借款の STEP

制度改善や，企業提案型事業の既存の各制度を整理・統合した「中小企業・SDGsビジネス支援事業」

を新たに導入する等，制度改善にも取り組んだ。 

特筆すべき事項として，株式会社 miupが SDGs ビジネス調査スキームを活用し，バングラデシュに

おいて実施している，医療機関・医療人材が不足した環境でも実施可能かつ安価な ICT と AI を駆使

した遠隔医療支援事業の事業化検証の取組が，日本国内外の社会課題解決に貢献する優秀なビジネス

企画を表彰する「第２回日経ソーシャルビジネスコンテスト」で高く評価され，大賞を受賞したこと

は外部機関等から高い評価を得た成果として挙げられる。 

また，パラオ国際空港ターミナル拡張・運営事業に関して，案件形成の段階から協力準備調査（Ｐ

ＰＰインフラ事業）を通じて一貫して支援を実施した結果，同国初のＰＰＰ事業かつ大洋州初の海外

投融資案件である同事業において双日・日本空港ビルデングが本邦企業として空港運営に参画し，パ

ラオにおける民間資金動員のモデルケースとなることが期待されている。 

加えて，サイクロン接近時に設備本体を倒して被害を避けることができる可倒式風力発電技術を有

する沖縄の株式会社プログレッシブエナジーが，機構の民間技術普及促進事業を通じてトンガの政府

関係者に対して理解促進に取り組んだ結果，トンガ政府関係者から同技術が高く評価され，無償資金

協力事業を落札したこと，並びに 2017 年度にＬ／Ａを調印したインド高速鉄道の建設・運営のため

の人材育成を目的とする事業に続き，同高速鉄道の本体事業のＬ／Ａを調印し，日本の新幹線システ

ムをソフト・ハード一体で輸出する事業への本格実施に着手したことが，インフラ輸出にも繋がる事

業の形成・実施の実績として評価される。 

 

２．中小企業等  

「中小企業支援型」の民間連携事業として，基礎調査 26件，案件化調査 58件，普及・実証・ビジ

ネス化事業 34 件を採択し，日本の中小企業等の海外展開を支援することを通じて開発途上地域の課

題解決に貢献する取組を実施した。また，民間企業のみならず，金融機関，大学関係者，地方自治体

ＮＧＯ等を対象として，開発途上国課題共有セミナーを開催した他，中小企業海外展開支援セミナー

も全国各地で開催した。 

中小企業等の裾野拡大に向けた制度改善として，普及・実証事業において，機材単価や工法を実証

するための費用が大きいために従来の枠では参加が困難であった企業にも機会を提供することを可

能とした「インフラ整備技術推進特別枠」や，集積された産業を有する地域の複数の企業（地域金融

機関，産業支援機関を含む）からの提案による「地域産業集積海外展開枠」を新設した。 

特筆すべき事項として，インドネシアにおいて本邦中小企業が水産資源として利用されていなかっ

た縞タコの高付加価値水産加工品の開発と製造に関する実証等を行った結果，日本市場でも受け入れ

られるようになり，世界的なタコ供給不足の中，原料不足に悩む提案企業の地元水産業界の活性化に

も貢献したことは，日本社会への還元が見られた成果として評価される。また，橋やダムなどインフ

ラ構造物に入るコンクリートのひび割れを迅速かつ正確に計測するシステム「ＫＵＭＯＮＯＳ」を独
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自開発した中小企業が，普及・実証事業を通じて提案製品の実証活動を行った結果，タイの政府機関・

大学でその技術を認められ，「ラマ 8 世橋」のひび割れ計測業務を受注する等，機構の事業を通じて

日本の中小企業等の海外展開と開発途上地域の課題解決の双方に貢献している成果として評価され

る。 

加えて，地域金融機関との連携を強化し，機構北陸支部が地方銀行と連携することで海外展開を志

向する企業の発掘・採択に繋がったことや，機構民間連携事業に参加した本邦企業の現地ビジネス展

開に対して必要な事業資金を地域金融機関が融資を行うなど，地域金融機関との連携を強化すること

で案件の発掘・形成から事業後の資金調達まで包括的な支援に結びつく事例が発現していることが評

価される。 

 
以上の定性的な実績に加え，定量指標である開発途上地域の課題解決及び海外展開に繋げるための

コンサルテーション件数が目標値（1,200 件）の 2.1 倍超となる 2,572 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） 

他の政府関係機関等とも緊密に連携し，本邦企業等が有するリソースを活用した開発途上地域の課

題解決への貢献に資する取組を実施することを期待する。その際，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，中小企業・SDGs ビジネス支援事業の広報や，開発ニーズ

と日本の中小企業等の製品・技術等とのマッチングの更なる強化に資する取組等を実施することを期

待する。 

 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・民間企業の技術を生かした開発協力の必要性は言うまでもなく，JICA にとっても民間企業等との連

携は，益々に重要になってきている。しかし一方で，グローバル経済の進展に伴い，企業によるサプ

ライチェーン上，特に途上国での人権侵害が大きな課題になっており，日本政府も，来年 6月までに，

「国連ビジネスと人権に関する指導原則」の実施に向けた「国別行動計画」を策定中である。近年，

中小企業の海外事業，国際協力が盛んになりつつあるが，大手企業と比較して，「ビジネスと人権」

に対する取り組みが極めて遅れており，この分野における JICAのサポートが必要である。 

・No.1～No.7の事業関係の項目については，いずれもその成果は高く評価できるものと考える。2018

年度 S評定となった項目も A評定となった項目の各事業についても，引き続き顕著な成果を達成すべ

く取り組んでいただきたい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.7 多様な担い手と途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大 

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 

① 主要なアウトプット情

報（定量指標） 

達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

ボランティア，地方自治体，NGO，大学・研究

機関，開発教育関係等との連携及び参

加促進に向けたコンサルテーション

件数 

 
6,000 件92  

（2017-2021） 

 

1,200 件 

 

1,502 件 

 

1,913 件 

   

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

予算額（百万円） 27,227 25,347    

決算額（百万円） 26,443 25,31293
 
   

経常費用（百万円） 26,197 25,06394
 
   

経常利益（百万円） △ 1,849 △ 36395
 
   

行政サービスコスト（百万円） 26,192 25,01796
 
   

従事人員数 121 121    

 

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

年度計画 
（7）多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大 
ア ボランティア 
・ 開発途上地域のニーズと日本の人材リソースを一体的に捉え，開発課題に沿ったボランティア事業

を実施する。特に，相手国からの要請に適切に対応するため，募集時に案件の目的，活動内容，必

要な資格・経験等をより明確に示す。また，評価ガイドラインの策定等を通じた業務フロー全体の 

                                                   
92 民間連携と同等の水準として設定する。 
93 暫定値 
94 暫定値 
95 暫定値 
96 暫定値 
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PDCA サイクルの強化や，技術協力事業等と連携した活動への支援を強化する。さらに，ウェブを

活用した戦略的な募集・広報，募集説明会の実施方法を見直し，広報業務等の事務の合理化を進め

る。 
・ 多様な人材の参加機会の提供と効果的な人材確保のため，民間企業を含む多様な担い手との連携を進

めるとともに，関係省庁・団体との推進と連携を強化する。加えて，現職参加制度によるこれまでの

成果を広く発信するとともに，有識者等からの意見を聴取して制度改善を検討する。 

・ ボランティア事業や国際協力に対する一層の理解と支援を得るため，開発途上地域での活動や帰国

後の社会還元の好事例を発信する。特に，帰国隊員の各県での社会還元事例及び民間連携ボランテ

ィアの復職後の効果を発信する。また，帰国後の状況をより適時に把握して必要な支援を提供する

ため，帰国ボランティアの進路状況調査の実施方法を見直す。 
イ 地方自治体 
・ 地方自治体が有する知見，技術等を活用した支援に取り組む。また，事業の質の向上及び担い手の

裾野拡大を目指し，自治体連携事業の好事例を蓄積・発信するとともに，自治体間で事例や経験を

共有する機会を提供する。 
・ 特に，都道府県庁等との対話を通じて，自治体の開発協力への参画や連携を促進する。 
ウ NGO/市民社会組織（CSO） 
・ NGO/CSO の有する知見等の強みやアプローチの多様性を活用し，開発途上地域のニーズに沿った

事業を実施する。また，事業の質の向上及び担い手の裾野拡大を目指して NGO/CSO と機構の対話

を促進し，新規参画から草の根技術協力事業等への応募，実施に至るまでの活動促進するための適

切なコンサルテーションを行う。 
・ 特に，これまで機構の事業に関与のなかった国内課題を取り扱う NGO/CSO や中小規模の NGO 

や公益法人等を含め，多様なアクターの国際協力活動への新規参加の拡大を促すとともに，機構内

外での議論を踏まえ，NGO/CSO の有する知見等の強みをいかした草の根技術協力事業の事例を蓄

積・発信する。 
エ 大学・研究機関 
・ 国内の大学との関係強化により JICA 開発大学院連携を立ち上げ，開発途上地域の将来の発展を担

う開発政策を立案・実施できる中核人材の育成のため，日本の大学で専門的な知見を学ぶ機会を提

供するとともに，日本理解を推進するための取組を強化する。 
・ 大学・研究機関の専門的知見やネットワークを活用した支援，担い手の裾野拡大に取り組む。また， 

地球規模課題の解決に資する事業を実施するとともに，事業成果の他の事業形態に展開をする。 
オ 開発教育，理解促進等 
・ 児童・生徒の国際理解を促進するため，開発教育支援事業を実施する。また，開発教育や国際理解

教育の裾野を拡大するための取組を文部科学省，教育機関，NGO 等と連携して行う。特に，教員

向けのプログラムをより効果的・効率的に実施するために改善する。 
・ 地球ひろばを含めた国内拠点での活動を通じ，国民の開発協力への理解を促進する。特に，機構の

各種事業及び国際理解教育や開発教育関係者との連携を通じ，地球ひろばの展示をより広く学校教

育現場で活用する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照） 
・ 課題解決に資するボランティア事業の実施，ボランティア経験の我が国国内での発信及び参加者の

裾野拡大に向けた取組状況 
・ 地方自治体，NGO，大学・研究機関等による開発効果向上に資する開発協力の実施，それら経験の

日本国内での共有の支援，及び新たな担い手の裾野拡大に向けた取組状況 
・ 児童・生徒の世界や国際的課題等への関心向上に資する，教育関係機関等との連携も通じた開発教

育の取組，及び開発課題や開発協力の市民への理解の促進状況 
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３－２．業務実績 

国内の多様な開発の担い手を開発途上地域と結びつける種々の取組を実施した。2016 年度に改訂した

課題別指針「市民参加」で整理したアクター別アプローチに基づき，各担い手・事業の強みをいかした

事業を展開するとともに，企業と自治体・NGO   等のアクター間の連携促進の取組みを強化した。 

特に，機構が事務局の一員を務める関西 SDGs プラットフォームでは，会員数が発足時（141 団体） 

に比して大幅に伸長（2019 年 3 月末で 600 団体）。本プラットフォームが主催・共催・後援等で関与

したイベント等は年間計 94 件，市民に親しみやすいスポーツや防災をテーマとしたシンポジウム開催

（参集者計 700 名超）や，滋賀県，大阪大学，関係企業等の会員組織と連携し，7 月に国連本部で開催

された国連ハイレベル政治フォーラムでのパネル展示出展，SDGs をテーマとしたエコプロ 2018（東京，

来場者 16 万人）での展示，ビジネス分野での分科会活動，大阪・関西万博誘致と掛け合わせた SDGs 普

及・広報等，活動を進展させた。また，金沢青年会議所，金沢工業大学，国連大学サスティナビリティ

高等研究所と 2017 年 8 月に締結した「SDGs ビジネス普及のための共働検討に関する覚書」，及び 

SDGs ビジネスコンソーシアム金沢の設立を踏まえて，2018 年 6 月にはそれらの機関と「SDGs いしか

わ・かなざわダイアローグ」を設立し，SDGs 主流化促進を目的としたプログラム（9 か月間）を共催

した。さらに，北九州市及び熊本県で「地方創生× SDGs セミナー」を開催する等，自治体や NGO 等

とのこれまでの連携関係を強化しつつ，機構の経験や知見を提供することで各地域の SDGs の理解醸成

や具体的な取組を促進した。 

加えて，機構による SDGs 推進のための多様な担い手との連携促進強化に向けた更なる方策を検討す

るため，「SDGs 推進のための国内連携促進機能に関する調査」を実施した。 

 

 
関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

ボランティア派遣人数（人） 1,499 人97 1,463 人 1,227 人 

ボランティア活動における達成度アンケート結果 63.3％98 50％ 52.4％ 

機構ボランティアウェブサイトの訪問者数 165 万人99 232 万人 302 万人 

 

（1） 開発課題に沿ったボランティア事業の実施 

① 要請への適切な対応 

• 相手国ニーズにより適合したボランティア（隊員）の派遣に向けて国別体制を強化し，各国の開発

課題に対応した派遣計画の作成や，募集時における案件の詳細情報（目的及び内容，必要な資格・

経験等）の明示，ニーズの高い案件への優先的な選考等の取組を進めた。 

② 業務フローに係る PDCA サイクルの強化 

• 隊員の活動成果を踏まえて次年度の国別派遣計画を作成する仕組みを整備し，指針としてボランテ

ィア事業の評価ガイドラインを策定した。 

• 国別派遣計画の改定，隊員自身の活動管理支援のための活動計画表・状況表・結果表の改定，派遣

前訓練のカリキュラムの見直し等により，PDCA 強化と活動成果の定量化を促進した。 
                                                   
97 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
98 2015 年度実績（ボランティア本人による「満足度」評価の最上位の平均値） 
99 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

No.7-1 ボランティア 
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③ 技術協力事業等との連携 

• TICAD への貢献：2008 年の TICAD Ⅳで表明されたアフリカでの安全な水供給への貢献を目指す

「水の防衛隊」として，10 年間で 21 か国に約 260 名の隊員を派遣した。12 月に開催した「水の

防衛隊 10 周年記念フォーラム」では，水・衛生に関係する専門家，大学関係者，帰国隊員等約 100 

名の参加を得て，ルワンダの帰国隊員 2 名が活動成果を発表し，無償資金協力と技術協力による

中央省庁及び地方行政官への施設維持管理に係る技術移転後，隊員が水管理組合や住民に対して草

の根レベルでの技術普及や衛生啓発等の補完的な活動を行った事例が，援助手法間連携の優良事例

として紹介された。また，エジプトではエジプト日本学校（EJS：Egypt-Japan School） に連携協力

を行う 11 名の隊員が協力（キャラバン隊を組織）し，地方部における日本式教育の普及に貢献し

た。 

• アフリカ地域以外の連携事例：グアテマラでは現地教員の算数指導能力向上を目的として，2010 年

から10 年間の予定でグループ型の隊員派遣を継続している。技術協力「算数指導力向上プロジェ

クト」と連携し，同プロジェクト成果の国定指導書（初等教育児童用教科書及び教師用指導書） の

「GUATEMATICA（グアティマティカ）」を研修会や授業研究等で活用し，2018 年度は 268 回の

研修会・授業研究を，4,208 名の教師，11,260 名の児童を対象に実施した。 

④ 広報業務等事務の合理化 

• 広報ツール（ポスター，スタンドバナー等）製作と広告媒体調達を含む応募勧奨のための広報活動

（イベント，説明会，広告等）を外部委託に一元化して業務を効率化するとともに，各国内拠点が

地元関係機関等と協力して各地の事情にあわせたきめ細やかな広報活動（地元ラジオ局への出演，

国際交流イベントへの出展，大学等への出前講座等）を展開したほか，ボランティア事業のウェブ

サイトの改良で視認性及び利便性を高めるなど，各種広報活動の質の向上に取り組んだ。 

 
（2） 民間企業，関係省庁・団体との連携 

• ボランティア事業における民間企業，自治体，大学等との連携に係る基本方針を見直すとともに，

連携希望先が課題発掘や案件形成に容易に取り組めるように，現地ニーズ（具体的な要請）を連携

先に提示するオファー方式を導入することとした。また，民間連携及び現職教員特別参加制度の事

例紹介動画を制作し，ウェブサイト（Youtube）での発信，DVD 配布等を行った。 

• 現職教員特別参加制度の改善・促進については文部科学省及び外務省と協議を重ねてきた。また民

間連携の促進については農林水産省と連携し，具体的案件形成につながる見込みがたっている。有

識者等からの意見を踏まえた制度改善については，（4）行政事業レビュー対応のとおり。 

 
（3） 国民の一層の理解と支援の醸成に向けた広報 

① 開発途上地域での活動や帰国後の社会還元の好事例の発信 

• 若年層向けのウェブサイト「マンガで知る青年海外協力隊」を充実させたほか，イベント時や教育

機関向けに同マンガの簡易印刷版を広く配布した。また，隊員の帰国後のキャリアアップ等を紹介

する「人とシゴト」，派遣中の隊員の日常を伝える「世界日記」の定期更新及び SNS での発信によ

り，それぞれ 2017 年度比で 2.5 倍，1.2 倍のページ訪問者数の増加を達成した。加えて，ボラン

ティア事業を題材とした BS 番組を制作・放送し，Youtube でも配信（3 月末時点の再生回数は 

16,987 回），有名誌でのタイアップ記事掲載等も行った（AERA，日経 WOMAN 等）。 

• 岩手県，福島県にて，東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンサミットや，ホストタウ



7-5 
 

ン説明会で帰国隊員の活躍を紹介するとともに，都道府県別に帰国隊員の活躍ぶりを紹介するパン

フレット「日本も元気する青年海外協力隊」を，13 県 18 名の取材を実施。 

② 帰国隊員への支援 

• これまで帰国から 1 年後に 1 回のみ実施していた帰国隊員の進路状況調査を，2018 年度は，帰国

から 1 年間にわたる四半期毎のアンケートを試行的に導入し，進路決定のタイミングや有効な支

援に関する詳細情報が入手可能になった。 

• 帰国隊員と民間企業や自治体等関係者間での四半期毎の交流会について国内機関，国内事業部，総

務省等の様々なルートで周知した結果，2018 年度の自治体交流会では 105 団体の参加を得た

（2017 年度比 60％増）。参加した自治体からは隊員の活動経験が地方の課題解決に貢献するとの

感想や，隊員からは進路検討の幅が拡がる等の感想があり，交流会への高い評価と期待が寄せられ

ている。 

 
（4） 行政事業レビューの指摘を踏まえた見直し等 

• 2017 年度秋の年次公開検証「秋のレビュー」での指摘を踏まえ，総称を「JICA ボランティア」か

ら「JICA 海外協力隊」に変更するとともに，年齢別区分ではなく，求められる技能・経験に応じ

た区分による派遣制度への見直しと，同じく年齢別区分となっていた海外手当の一本化を行い，

2018 年度秋募集から導入した。また有給現職参加者に対する人件費補てんの在り方を大幅に見直

し，2018 年度春募集以降は人件費補てん制度を廃止した。他方で，現職参加を促進するために雇

用継続に必要な経費の一部を支援する「現職参加促進費」の導入に向けた検討を行った（2019 年

度以降に適用）。 

• NGO 等との効果的な連携に向け，NGO-JICA 協議会等を通じた対話の促進に取り組んだ。 

• ボランティア事業の評価体系，ボランティア事業成果の定量化については，（1）②に記載のとおり，

対応を行った。 

• 上記の制度改定を踏まえた募集要項の見直し，ウェブの改修等を実施した。 
 

（5） SDGs 達成に向けた貢献 

• 質の高い教育，障害者支援（SDGs ゴール 4），ジェンダー平等（SDGs ゴール 5）への貢献：ス

ポーツを通じた障害者の社会参画を促進する取組として，セネガルにブラインドサッカーの有識者

を派遣し，隊員と連携して啓発イベントを実施した。 

 インド及びスリランカのラグビー協会，（公財）日本ラグビーフットボール協会，（一社）子どもス

ポーツ国際交流協会等との共催により，両国のラグビー隊員が指導する男子・女子の国際親善試合

をインドで開催した。同親善試合の実施に際して，選手団が負担できない渡航費用を子どもスポー

ツ国際交流協会がクラウドファンディングで調達し，その過程で広く寄附者のスポーツと開発，ス

ポーツにおけるジェンダー平等への共感を喚起した。 

 飢餓ゼロ，栄養改善（SDGs ゴール 2）：食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA：Initiative for Food 

and Nutrition Security in Africa) への貢献として，栄養改善に関連した帰国隊員の活動から得られた

知見の蓄積を行い，関係者間の情報共有ツールである栄養改善パートナー通信にて発信した。特に，

マダガスカルでは栄養士やコミュニティ開発等の隊員により作成された料理本が同国保健省等か

ら高く評価され，その後の技術協力「食と栄養改善プロジェクト」の実施に貢献した。同料理本は

現地食材を使った栄養豊富なレシピを広めることを目的とし，栄養改善に資するとしてマダガスカ
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ル政府公認の料理本として認定された。 

• 質の高い教育（SDGs ゴール 4）：2013 年からヨルダンのシリア難民支援のため，ザータリ難民キ

ャンプに累計 19 名の隊員（青少年活動）を派遣し，2018 年度は 5 名の隊員が活動を行った。難

民キャンプ内の閉鎖的な環境の中，学び遊ぶ機会の少ない難民の子どもたちに対し，国際 NGO が

運営する児童施設や青少年センターにてスポーツ，図工，音楽等の情操教育を提供した。 

 
（6） 事業上の課題及び対応方針 

• 新たな派遣制度の円滑な導入に向け，国内拠点や海外拠点を含む機構内での入念な準備に加え，政

府関係機関，国内各地の関係団体及び関心層への情報提供と説明を継続的に行い，ボランティア事

業への参加促進を図ることに注力する。 

 

No.7-2 地方自治体  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

草の根技術協力事業によるパートナー数（No7-3，
7-4 含む） 

45 法人・団体100  40 法人・団体 60 法人・団体 

アクター別の草の根技術協力事業の実績（地方自治

体） 相談件数 / 応募件数 
相談：160 件101

応募：20 件102 
相談：295 件 
応募：24 件 

相談：326 件 
応募：41 件 

活動報告等の発信回数（No7-3，7-4 含む） -103 392 回 395 回 

 
（1） 地方自治体が有する知見，技術等を活用した事業の展開 

• 国内拠点を中心に都道府県庁等との対話を促進して自治体が有する知見・技術等を把握し，コンサ

ルテーションを通じて草の根技術協力事業等の形成，実施に努めた。 

 日本の地方や自治体が持つ技術を海外の防災に適用した事例：山の斜面の土砂崩れの防止や河川の

護岸を目的とした日本の伝統的防災技術である，金網で作られた籠の中に石を詰めて鉄線で連結す

る蛇
じゃ

籠
かご

の技術を活用して，高知県梼原町と高知大学が 2016 年度より草の根技術協力事業「ネパー

ルにおける防災と環境を両立させる現地適応型蛇籠技術普及事業」を実施。2018 年度は，3 か所の

蛇籠が完成し，現地責任者より技術指導継続の依頼を受けているほか，住民参加型での蛇籠維持・

保全のために運営委員会が設置された結果，緑化作業や安全柵設置等の追加作業が住民 主導で行

われており，日本の技術がネパールの村落の状況に合わせた「適正技術」として定着しつつある。 

 
（2） 自治体との連携強化を通じた地域活性化への貢献 

• 富山県の製薬業界の海外展開支援：富山県が実施中の草の根技術協力事業「ミャンマーにおける伝

統医薬品の製造管理及び品質管理の改善を通じた保健衛生向上事業」の活動の一環で，同県薬業連

合会が現地を訪問し，ミャンマー医薬品・医療機器事業者協会（MPMEEA: Myanmar Pharmaceuticals 

& Medical Equipment Entrepreneurs`s Association）と，医薬品貿易の発展などに向けた覚書を 2018 年 

                                                   
100 前中期目標期間（2012-2015）実績は，180 法人・団体 
101 2015 年度実績 
102 2013-2015 実績平均（実績は 60 件） 
103 新たに統計を取る取組のため基準値なし 
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6 月に締結。また，富山県薬業連合会の会員企業のアルプス薬品工業株式会社が同事業への参加を

契機に単独で応募した開発途上国の課題解決型ビジネス（SDGs ビジネス） 調査「小規模農家の収

入向上のためのセンナ栽培・加工品販売ビジネス（SDGs ビジネス）調査」が採択され，同社のミ

ャンマーへの事業展開につながった。 

 地方の企業の海外展開及び高度人材受入：2016 年よりタイ・マレーシアを対象に開始した帯広商

工会議所等の草の根技術協力事業「フードバレーとかちを通じた地域ブランドとハラル対応による

産業活性化及び中小企業振興プロジェクト」では，十勝が築いてきた生産から販売までの食に関す

る総合的なノウハウを，タイとマレーシアの市場競争力の強化や地域ブランドの確立にいかすため

の支援活動を展開し，機構は現地及び十勝地域での事業者の展示会，ビジネスマッチングの実施を

側面支援した。その結果，和菓子製造・販売の（株）とかち製菓がマレーシア関係者とのネットワ

ークを構築し，日本国内でもハラル対応和菓子を製造してムスリム観光客によるインバウンド需要

に応えるとともに，輸出も拡大し，2018 年度の日本の農林水産物・食品の輸出に取り組む優良事

業者として「平成 30 年度輸出に取り組む優良事業者表彰」の農林水産大臣賞を受賞した。加えて，

帯広商工会議所は，2018 年に現地への進出やハラル対応の強化のためマレーシア出身の高度人材 

2 名を日本で雇用するに至った。 

 宮崎市，大学，IT 企業と協調した雇用にむけた人材育成：バングラデシュの技術協力「日本市場

をターゲットとした ICT 人材育成プロジェクト」では，日本市場を意識した官民連携の体制，人

材育成，情報処理資格試験の導入のために，IT 産業が集積している宮崎市，宮崎大学，地元 IT 企

業等に機構が働きかけて講師派遣等の協力を得つつ，2017 年度に首都ダッカに「ICT アカデミー」

を開設した。100 倍を超える厳しい選考過程を経たバングラデシュの ICT 技術者候補に，日本語と

日本のビジネスマナー等を指導した結果，2018 年度には受講生 100 名のうち，96 名が企業から内

定を得た（うち 66 名が日本企業からの内定）。 

 

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

• 優良事例の蓄積・発信：2018 年 9 月に機構の広報誌 mundi で「地方発，世界へ」という特集を組

み，沖縄市内の 7 水道事業体が協力するサモアの水道協力や上述の高知のネパール防災協力等，

自治体連携の優良事例を広く発信するとともに，関心を持った自治体からの相談につながるよう，

開発ニーズや相手国の段階に合わせた協力・支援メニュー，相談窓口の紹介等を行った。 

• 自治体連携による機構の事業を通じた地域活性化の優良事例を広く収集し，機構ウェブサイトを通

じて周知した。 

• 自治体間での事例や経験の共有：中部地域の「水といのちとものづくりフォーラム」は，愛知県，

岐阜県，静岡県，三重等の自治体や，経産省中部経済産業局等の政府関係機関，中部経済連合会等

の経済団体，中部地区の企業等が参加する，水ビジネスに係る技術やパッケージ化推進のための産

官学連携の枠組みであり，機構は水分野の草の根技術協力，課題別研修，中小企業海外展開支援制

度等の先行事例に係る技術や経験を共有している。これまで情報提供と共に海外展開に関心のある

団体に対して個別のコンサルテーションを行った結果，2018 年度は複数の会員団体が機構事業を

利用した国際協力，海外展開を進めるに至っている。 

 
（4） SDGs 達成に向けた貢献 

上下水道協力や廃棄物処理技術協力を通じた SDGs ゴール 6（水・衛生）への貢献等，各草の根技術
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協力事業による国外での貢献に加え，以下の取組等により，日本国内の SDGs 普及・促進にも貢献した。 

① JICA 債を通じた自治体との連携強化 

• JICA 債（社会貢献債）の発行を通じた SDGs 達成のための開発途上国への資金動員を促進すべく，

自治体（富山市，真庭市），金融機関（紀陽銀行）や大学（上智大学，東京農業大学）といったア

クターに呼びかけ，投資層の拡大に繋げた。 

② 機構と事業を実施している自治体のジャパン SDGs アワード受賞 

 鹿児島県大崎町は，草の根技術協力事業「バリ州における大崎システム技術移転プロジェクト」及

び中小企業・SDGs ビジネス支援事業「住民参加型の多品目分別・減量による非焼却型一般廃棄物

処理システム普及・実証事業」を実施するインドネシアでのリサイクルの概念を活用した環境・グ

ローバル人材の育成に係る取組・成果が評価され，第 2 回「ジャパン SDG アワード」を受賞した。

機構と連携して国際協力を実施している自治体による同アワードの受賞は，2017 年度第 1 回に受

賞した北九州市に続いて 2 例目となった。 

③ 各地での SDGs の取組に機構が協力 

• つくば市：SDGs 未来都市の同市は，市民に SDGs を身近に考えてもらうイベント「SDGs を考え

る『まちづくりカフェ』」や，筑波大学との共催で SDGs に関する市民講座を開催している。JICA 筑

波は，イベント運営に係る助言，SDGs パネルや教材の貸与，講師として職員派遣を行う等の支援

を実施した。 

• 北海道：2018 年度に道内の 179 の企業，団体，NPO，自治体等が連携・協働する全道的なネット

ワークとして設立された「北海道 SDGs 推進ネットワーク」に JICA 北海道の職員が委員として参

画し，「北海道 SDGs 推進ビジョン（案）」策定に協力した。 

• 北九州市：SDGs 未来都市及び経済協力開発機構（OECD）「SDGs 推進に向けたモデル都市」であ

る同市が 2018 年度に設立した「北九州 SDGs クラブ」に，JICA 九州所長が発起人の一人として

参画。同市での SDGs 普及を推進すべく，7 月にジェトロ北九州，ジェトロ・アジア経済研究所と

の共催で「地域創生× SDGs セミナー」を開催した。 

 

（5） 事業上の課題及び対応方針 

• 自治体が有する知見・技術等を活用した協力を実施するに当たり，更なる新規自治体の参画や日本

国内の地域の活性化にも資する取組といった課題への対応が求められている。具体的な取組の可能

性や自治体にとってのメリットを自治体に十分伝えきれていない点も原因であると考えられるこ

とから，2018 年度に行った優良事例の蓄積・発信を基礎に，2019 年度は自治体間の事例や経験の

共有をさらに強化すべく，取組を検討する。 

 

No.7-3 NGO/市民社会組織（CSO） 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

アクター別の草の根技術協力事業の実績（NGO/ 
CSO）相談件数 / 応募件数 

相談：450 件104 

応募：27 件105 

相談：459 件
応募：79 件 

相談：683 件
応募：71 件 

 

                                                   
104 2015 年度実績 
105 2013-2015 年度実績平均（実績は 80 件） 
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（1） NGO/CSO の知見やアプローチの多様性をいかした事業の形成・実施 

 草の根技術協力（パートナー型）「ザンビア北西部州元難民現地統合対象地域における水衛生管理

を通じたコミュニティ基盤づくり」（特定非営利活動法人難民を助ける会（AAR JAPAN））では，ザ

ンビア政府イニシアティブの下で国連機関や機構含むドナーが元難民の再定住計画を支援する中，

元アンゴラ難民とザンビア人が新たに暮らすコミュニティ形成に向けて，水・衛生問題を中 心と

する自助グループの設置等を支援した。また，再定住区のインフラ（道路，通信網）整備が著しく

遅れ，各世帯が散在してグループメンバー同士の情報伝達に苦慮する状況の下，AAR は難民地域

内に職住の拠点を設けて自助グループの頻繁な活動モニタリングを行うことで，信頼関係構築，活

動促進に努めた。それらの活動を通じ，各グループでの井戸の維持管理・衛生啓発活動の取組が進

み，本協力で養成した井戸修理工は地域内の井戸修理工事を請け負えるようになった（修理工の育

成では別の技術協力で作成した研修マニュアルを活用）。また，自助グループを集めた地域の運動

会や行政との協議会も実施し，グループを越えた住民同士のつながり，住民と行政機関の信頼関係

の構築等に貢献した。なお，機構はザンビア政府，国連機関が実施している再定住事業の計画及び

実施プロセス改善に対する技術協力を予定しており，本事業の成果や具体的な教訓は対象地域で実

施予定の機構の支援事業に有効活用される見込みである。 

• パラリンピック関連：（特活）アジアの障害者活動を支援する会の草の根技術協力「ラオス障害者

スポーツ普及促進プロジェクト」のカウンターパート職員（ラオス教育スポーツ省）が，技術移転

の成果をいかし，11 月に日本で開催されたユニバーサルスポーツフェスティバルの卓球及びバレー

の主審・副審を務め，国際社会の障害者スポーツの普及促進に向けて活躍した。 

• NGO による取組の成果の拡大：ワールド・ビジョン・ジャパンが実施した草の根技術協力（パー

トナー型）「スリランカ国キリノッチ県における小規模畜産農家の家畜生産性向上プロジェクト」

により構築された畜産農家に対する技術サポート体制がスリランカ政府から高く評価された結果，

同プロジェクト成果の拡大・定着に向けて，技術協力「スリランカ北部州酪農開発プロジェクト」

の要請に繋がった。 

 
（2） 事業の質向上のための取組 

• NGO の強み，優良事例の整理，発信：NGO と共同でワークショップを 2 回開催し，過去の事例

から抽出した教訓や，中立性や現地での息の長い協力アプローチ等の NGO の強みが発揮された優

良事例を整理し，発信した。 

• 国内機関の草の根技術協力担当者の能力向上：国内の多様なアクターとの案件形成や開発途上地域

のニーズにより一層合致した案件の実施監理に必要な能力強化研修を，機構の案件担当者向けに実

施（延べ 140 名参加）。NGO や CSO の有する知見や強みをいかした案件形成や担い手の裾野拡大

のための援助手法活用の重要性の理解に向けて，主に新規の着任者を対象に実施（延べ 60 名参加）。 

• 課題発信と担い手間の連携の促進：2018 年度から，民間企業のみならず，NGO，大学，自治体を

含む幅広い開発協力の担い手を対象として，開発途上国のニーズを発信する課題発信セミナーを開

催した（NGO からは 22 名が参加）。この際，セミナー後に名刺交換会を設定することで，同分野

に関心のある担い手間の連携や知見の交換，共有を促した。 

 
（3） 担い手の裾野拡大，能力向上支援 

• 開発協力を担う NGO/CSO 人材の育成：機構が企画した NGO 等活動支援事業を通じて，829 名
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の能力向上を行った。また，機構の事業経験の無い団体を対象に，草の根技術協力の案件形成能力

の向上を目的として 2017 年度に新設した「NGO 等向け事業マネジメント研修（立案編）」では，

2017 年度の研修参加 12 団体のうち，10 団体が 2018 年度の草の根技術協力に新たに応募する成

果が見られた。さらに，2018 年度からは，地方に拠点を置く団体が参加しやすいよう，同研修を

テレビ会議で行った。 

• 開発協力を担う人材の安全対策研修：NGO 等を対象とした安全対策研修である「NGO・市民社会

組織のための危機管理・安全管理研修プログラム」を新たに実施し，46 団体 71 名の参加を得た。 

 世界の人びとのための JICA 基金活用事業「チャレンジ枠」の新設：国際協力経験の無い新しい

団体等の参画促進や，従来の開発協力には見られない新しい発想の国際協力を推進するため，2018 

年度の JICA 基金活用事業募集で，国際協力活動の開始前や開始直後で経験が浅く実績の少ない個

人・団体に門戸を開く「チャレンジ枠」を新設した。NGO-JICA 協議会では，NGO から「国際協

力に関心のある若手や新しい団体の後押しする仕組を今後も維持，拡大してほしい」，「JICA 基金

のチャレンジ枠で，資金面で先の見通しが確保されるというのは心強い」との評価を得た。同基金

活用事業の応募件数も 2017 年度の 22 件から 53 件に増加した。 

• 国内における活動経験の豊富な NPO の国際協力への参画支援：国内問題への関心の高まり等に伴

う国際協力離れの一方で，国際協力の担い手が多様化している背景を踏まえ，国内の社会課題に取

り組む NPO の国際協力への参加拡大の促進に取り組んだ。具体的には，「防災はたのしい」をキ

ャッチフレーズに日本国内で防災教育を展開する特定非営利活動法人プラス・アーツによる，ネパ

ールでの草の根技術協力「教職員を対象とした持続可能な防災教育人材育成と教材開発に向けた研

修」の実施を支援する等，日本の経験を海外に展開する NPO の活動を支援した。 

 
（4） SDGs 達成に向けた貢献 

幼児教育・保育の質の改善（公益社団法人シャンティ国際ボランティア会）や少数民族地域での住民

主体による地域活性化のための人材育成事業（公益財団法人国際開発救援財団）を通じた SDGs ゴール 

1（貧困撲滅），4（教育），10（格差是正）への貢献等，NGO 等の団体が持つ強みをいかした草の根技

術協力による国外での貢献に加え，以下の取組等により日本国内の SDGs 普及・促進にも貢献した。 

• 「みんなの SDGs」との連携を通じた継続的な SDGs 推進：日本国内の SDGs への関心を高めてい

くため，NGO/CSO，学会，公的機関により立ち上げられた「みんなの SDGs」と連携し，運営委員

会への参加のほか，セミナー・イベントの企画への参加や後援を行った。 

• NGO の能力強化と SDGs 普及促進：NGO を通じた日本国内の SDGs の普及促進を図るべく，開

発教育や地域の NPO 等他の担い手との連携促進等に係る NGO の能力強化研修を 4 件実施した。

研修実施を NGO に委託したことで，研修実施を通じた受託 NGO の事業提案，運営能力強化にも

繋がった。 

 
（5） 事業上の課題及び対応方針 

• 国際協力への参画の可能性を持つ多様な担い手との連携を強化するため，来年度以降，これま

で機構の事業に関与の無かった国内課題を取り扱う NPO や中小規模の NGO，公益法人等による

国際協力活動への新規参加の拡大に取り組む。また，引き続き NGO 等活動支援事業等を通じた 

NGO の能力向上に取り組む。 
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No.7-3 NGO/市民社会組織（CSO） 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

アクター別の草の根技術協力事業の実績（大学・ 
研究機関）相談件数 / 応募件数 

相談：140 件106  

応募：10 件107  

210 件 
34 件 

217 件 
26 件 

新規 SATREPS 協力及び SATREPS 案件の結果

を踏まえて形成・採択された新規協力数 
11.75 件108  13 件 11 件 

大学との連携による戦略的な育成人材数（長期研

修等） 
559 人109  1,004 人 721 人 

 

（1） JICA 開発大学院連携 

 開発途上国・地域の将来の発展を担いうる人材を日本に受け入れ，大学院学位課程での専門分野の

教育・研究とともに，日本の近代の開発経験及び戦後の援助実施国としての経験を学ぶ機会を提供

する JICA 開発大学院連携（日本政府が推進する「明治 150 年」関連施策の一つ）を 2018 年度に

立ち上げ，以下の 2 つのプログラムを構築した。 

• 「日本理解プログラム」（共通プログラム）：日本の近現代の発展と開発の歴史を機構研修員等に広

く提供するため，機構が協力大学と共同で実施する短期集中プログラム。2018 年度は 5 回開催し，

機構研修員等 134 名の参加を得た。また，受講対象者の拡充に向けて，放送大学と講義番組（7 番

組を予定）の共同制作を開始した。 

• 「各大学におけるプログラム」（個別プログラム）：各専門分野での日本の開発経験等を伝えるため

に各大学が設置・提供する授業科目からなるプログラム。10 月までに 19 大学で開始（2019 年月

には全 20 大学にて開講予定）され，このうちの 2 大学（政策研究大学院大学及び国際大学）で，

日本の経験を重視する教育プログラムが新たに立ち上げられた。 

• 6 月の第 24 回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社主催）晩餐会スピーチで，安倍首相

より JICA 開発大学院連携について教育と知の交流を進めるプランとして大きくとりあげられ，紹

介がなされた。 

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

• イノベーティブ・アジア：新たに第 2 年次の 74 名を大学院の学位課程に受け入れ，IT，IoT，AI を

中心とした理工系分野の研修を実施した。また，2017 年度に来日した研修員は，AI 関連企業，国

立の研究機関，大手電機メーカー等を主な受入先とし，各自の研究テーマも踏まえたインターンシ

ップを実施した。受け入れた企業の中には研修員の能力を評価し，当初予定していた業務体験に留

まらず，他社から請け負った事業のチームリーダーを任せた事例等も見られた。 

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

て開始されたシリア難民に対する人材育成事業で，日本の大学の修士課程に就学する第 2 年次 20 

名の研修員の受入を実施した。8 月には日本企業との交流の機会を含む合同プログラムを実施した。 

 ABE イニシアティブ：2018 年度は 119 名を新たに受け入れ，累計でアフリカ 53 か国から 1,218 

                                                   
106 2015 年度実績 
107 2013-2015 実績平均（実績は 30 件） 
108 前中期目標期間（2012-2015）実績平均（実績は 47 件） 
109 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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名に対して本邦大学院での修士課程での就学及び本邦企業でのインターンシップの機会を提供し

た。本邦企業がアフリカへビジネス展開する際の水先案内人として活躍する人材を輩出し，受入企

業の中には，ABE イニシアティブの研修員を受け入れたことをきっかけに，アフリカでの事業を

具体的に検討し始めた例が出てきている。行政官でも，タンザニア水公社内の課長から帰国後総裁

に昇進し，日本の水関連の技術・製品の紹介を行う等，修了後の活躍に係る優良事例が出てきてい

る。また，大学の中には ABE イニシアティブを契機にアフリカの大学との共同研究を始めた事例

など，アフリカの大学との学術交流に貢献している例が見られる。 

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

ムの第 3 年次の研修員として 20 名を受け入れ（累計 102 名受入），2016 年から 3 年間で 100 名

の受入公約を達成した。 

• 国際社会人 Dr. コース：開発途上国の幹部行政官・中核研究者等の候補者の育成を通じて，日本と

強い絆を有する幹部人材を輩出することを目指し，長期の留学を行わずとも現職のまま日本の大学

の博士課程に在籍し，育成の機会を与えることを目的としたコースの整備を進め，2017 年度の名

古屋大学に加え，九州大学，東京医科歯科大学での受入を開始した（累計 11 名）。 

• 人材育成奨学計画（JDS）：将来政策リーダーとして開発課題の解決に寄与することが期待される若

手行政官の留学受入事業である JDS の 2018 年度の受入人数は過去最多となり，31 大学 42 研究

科へ 321 名が入学，2000 年からの累計受入人数は 4,000 人を超えた。 

• 各国で JDS 修了生の主要ポストへの配置があり，キルギスでは卒業生が大統領府戦略発展・経済・

金融政策局長へ就任し，キルギス政府の経済分野の政策立案を担う重要な立場となった。また，カ

ンボジアでは修了生が外務国際協力省の長官，人権評議会の一員として，大臣と同等の地位を得，

バングラデシュでは JDS 同窓会の中心人物である修了生が次官補に昇進し，今後の日本とのネッ

トワーク強化への期待が高まるなど，帰国後の人事昇進につながる優良事例が見られた。 

 

（3） 担い手の裾野拡大 

• 研修員受入等の実績がある 96 大学に声掛けを行い，65 大学の参加を得て，JICA 開発大学院連携

に関する説明・意見交換会を 7 月に開催した。JICA 開発大学院連携に賛同し，機構・大学の事務

合理化を推進するための大学委託方式による覚書を締結した大学は，2017 年度末の 29 大学から 

64 大学まで拡大した。 

 

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

• 2018 年度に，地球規模課題の解決に向けた科学技術協力である SATREPS 事業を新規に 9 件形成

した。このうち，ザンビアで開始される感染症分野の SATREPS「アフリカにおけるウイルス性人

獣共通感染症の疫学に関する研究」（研究代表機関：北海道大学）は，相手国のカウンターパート

機関がザンビア大学獣医学部であり，無償資金協力による施設建設や研究能力向上の技術協力を通

じた人材育成の成果が，同学部を国際的な共同研究を実施できるレベルまでに導いたことを示す事

例となった。2018 年度の新規案件の形成により，SATREPS の実績は 50 か国（ジブチ，タンザニ

ア，コンゴ民主共和国の 3 か国が新たに追加），133 件となった。 

• 過去に実施された SATREPS 案件の研究成果を活用した事業として，SDGs ビジネス支援事業を 2 

案件形成した。具体的には，メキシコ「メキシコ遺伝資源の多様性評価と持続的利用の基盤構築」

（研究代表機関：筑波大学）から SDGs ビジネス調査「公平な利益配分と連動した花卉遺伝資源ビ
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ジネス調査」（（株）サカタのタネ），モロッコ「エビデンスに基づく乾燥地生物資源シーズ開発に

よる新産業育成研究」（研究代表機関：筑波大学）から SDGs ビジネス調査「女性の雇用創出のた

めのアルガンオイル生産・販売ビジネス調査」（（株）ジェイ・シー・ビー・ジャポン）がそれぞれ

機構の現地事務所の支援を通じて形成された。 

• 新規事業の形成・応募促進の方策として，9 月に SATREPS 公募説明会を東京と大阪でそれぞれ 2 

回，計4 回実施し，計196 名の研究者の参加を得たほか，28 名の研究者に対して個別相談に応じた。 

 

（5） SDGs 達成に向けた貢献 

 タイの SATREPS「非食糧系バイオマスの輸送用燃料化基盤技術」（研究代表機関：産業技術総合研

究所）にて開発した高品質バイオディーゼル燃料がタイ政府の石油代替エネルギー開発計画に採用

され，国家プロジェクトとして実用化に向けた取組が開始された（SDGs ゴールエネルギー）（7と 13

（気候変動）への貢献）。 

 チリの SATREPS「チリにおける持続可能な沿岸漁業及び養殖に資する赤潮早期予測システムの構

築と運用」（研究代表機関：京都大学）で，機構は三井物産株式会社からの業務受託により，研究

成果の早期実用化と地域への定着・拡大を推進した。本取組は，日本・チリ双方の産学官連携を実

現させ，ODA 事業への企業の参画モデルとなる（SDGs ゴール 17（パートナーシップ）への貢献）

とともに，SDGs ゴール 14（海洋）をはじめとする地域社会の SDGs 達成へ企業と共同で貢献す

るものである。 

• 留学生事業では，ABE イニシアティブを通じ，障害当事者である留学生が将来的に母国の障害者

政策に役立てることを念頭に日本で公共交通のバリアフリー化や官民連携を学んでいる（SDGs の

理念「誰一人取り残さない」への貢献）。また，シリア「平和への架け橋・人材育成プログラム」

を通じ，将来シリアの復興を担う人材を育成する目的でシリア難民に対する高等教育機会を提供し

た（SDGs ゴール 16（平和・ガバナンス）への貢献）。 

（6） 事業上の課題及び対応方針 

• JICA 開発大学院連携について，2018 年度に開始された新たな取組であることから，これまでの実

施状況を確認し，提供されるプログラムの質の向上を図っていくことが課題。また，開発途上国・

地域との戦略的なネットワーク形成に向けて，戦略的な研修員の人選や帰国後の関係維持・発展に

ついて引き続き取り組む。また，受入大学等に対して，JDS 等他のスキームとの制度上の相違点に

係る周知を行うとともに，事業の戦略性の向上を図る。 

• SATREPS は研究を主体とする事業である一方，SDGs 達成に向けて研究成果を社会課題の解決につ

なげていくことが課題となっている。また，研究者本人のみで研究成果の社会実装を担うことは無

理があり，研究者と事業者となる企業や事業者を支援する投資家との連携が課題となるため，研究

成果を活用したビジネスプラン作りや事業者・投資家の紹介等の支援を強化する。 

 

No.7-5 開発教育，理解促進等  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

教師海外研修の参加者数 166 人110  157 人 101 人 

                                                   
110 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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地球ひろば体験ゾーン来場者数 2.9 万人111  4.5 万人 4.6 万人 

地球ひろば利用者満足度アンケート結果（5 段階評

価アンケートのうち上位 2 段階の評価の比率） 

団体・一般 95％ 
登録団体 76％

112 

団体・一般 
95％ 

登録団体 73％ 

団体・一般 
95％ 

登録団体 72％ 

 

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

① 教員向け研修の効果的・効率的実施 

• 開発教育指導者研修：将来的に開発教育の指導者となり得る，教師海外研修や青年海外協力隊の経

験者 23 名を対象とする開発教育指導者研修を，豊富な専門的人材を有する国際理解教育学会の協

力を得て 2 回実施した。研修の一部は有識者による公開セミナーとし，幅広い教員層の参加機会

も提供して，裾野拡大の促進も図った。また，国内拠点主催の同研修は，地域の状況を踏まえ，開

発教育の一層の裾野拡大に向けて教育委員会への働きかけや教師海外研修との連携も考慮し，全拠

点で合計 174 回開催され，13,880 名が参加した。 

• 教師海外研修：文部科学省，外務省等の後援を得て，教師海外研修（一般コース・教育行政官コー

ス）を実施した。また，教師海外研修への参加経験から着想を得て「グローバル教育から主権者教

育」をテーマとした討論や調べ学習に取り組んだことが評価され，教育分野で優れた業績を挙げた

個人に贈られる「第 67 回読売教育賞」の最優秀賞を過去の研修参加者が受賞した。 

• 次年度以降に向けた教員向け研修プログラムの改善：機構の教員向け研修は，国際理解教育・開発

教育の授業実践に高い関心と理解を示す教員の育成に一定の貢献を果たしたものの，継続的な実施

の促進や裾野拡大等の効果が不十分という課題認識の下，NGO や学会等の外部有識者からの意見

も得つつ，関心ある教員へのアプローチから，より多くの教員が開発教育を実施できるためのアプ

ローチに軸足を移す形での事業改善を図った。具体的には，教師海外研修に関し，他の教員にも裨

益するような汎用性のある学習指導を促進すべく，事業目的，研修成果及びモニタリング方法の見

直しを行った。国内研修は，国際理解教育・開発教育分野の未経験者や初心者層にアプローチでき

るよう，教育委員会と連携した教員研修の拡充や各地域で国際理解教育・開発教育を促進するため

のネットワーク構築等の枠組みを整理した。また，2019 年度以降に複数の国内拠点の教師海外研

修の一部を合同実施する検討等を行い，研修の効率化・合理化を図った。 

② 新学習指導要領の施行に向けた取組 

• 小中高の全ての段階で，「持続可能な社会の創り手の育成」を全文に掲げた新学習指導要領に沿っ

た教科書・教材作成が進む中，2018 年度は，教科書会社を対象に新学習指導要領とSDGs の関係性，

機構の貢献等についてセミナーを実施し，約 50 名の参加を得た。セミナー参加企業を中心に継続

的な情報提供を行う等の丁寧な働きかけを行った結果，2020 年度以降に作成される教科書に掲載

検討として機構の取組に係る寄稿依頼や写真提供依頼につながった。 

• 機構が作成した開発教育に係る中核的な位置づけの教材「国際理解教育実践資料集」について，SDGs 

等の最新の動向を踏まえ，活用度の高い部分を中心に改訂を行った。また，新学習指導要領に沿っ

た大幅な改訂をすべく，内容の見直し等に着手した。 

 
（2） 開発教育，国際理解教育の推進に向けた国内拠点の取組事例 
                                                   
111 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
112 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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• JICA 北海道：NGO 提案型プログラムを通じ，北海道開発教育ネットワークがインド及びベトナム

の現地調査で教員を主な対象とした SDGs 関連教材を開発したほか，同教材の道内での普及に向け

た道内教員のネットワーク構築にも貢献した。 

• JICA 二本松：2020 年開催のオリンピック・パラリンピックでネパールのホストタウンとなってい

る福島県田村市と連携し，同市内の 2 つの小中学校にて出前講座と写真パネル展示を実施するな

ど，同市内の国際理解促進に貢献した。 

• JICA 東京：所管する 1 都 5 県全ての教育委員会が主催する教員向けの研修で，約 6,000 人の教

員に機構の開発教育支援事業プログラムや SDGs の紹介等を行い，開発教育・国際理解教育に係る

意義の理解促進に貢献したほか，本研修の機構のプログラム紹介をきっかけとして教師海外研修へ

の応募につながった（2018 年度の教師海外研修応募者 74 名中 7 名）。 

• JICA 横浜：TICAD 7 に向けた横浜市国際交流事業「アフリカ各国との一校一国交流支援」への協

力依頼を受け，横浜市内の学校と派遣中の機構隊員や現地小中学校との相互交流等の機会を提供す

る協力を実施し，生徒のアフリカ及び国際協力への関心向上に貢献した。 

• JICA 北陸：国際理解教育に積極的な金沢学院大学と連携覚書を締結し，同大学教授による教師海

外研修参加者への指導（案）及び授業実践に対するフィードバックや，JICA 北陸センター長によ

る同大学学生に対する講義等の連携を開始した。 

 JICA 関西：大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」とSDGs を掛け合わせ，市民社

会・若年層向けの啓発活動や SDGs 関連展示（大阪府立中之島図書館での展示（6,464 名来場），

おおさか ATC グリーンエコプラザ（119,313 名来場）での展示等）を実施した。また，大阪万博

誘致委員会が実施した「#thinkexpo2025 みんなの未来フェスティバル」（2 日間で計約 d1 万 3 千

人来場） で，機構が SDGs テーマゾーンの企画・運営を担い，ABE イニシアティブ研修員による

アフリカ紹介や大学生向け SDGs 理解講座を実施する等，大阪万博誘致に向けた市民の機運醸成に

貢献した。 

 

（3） SDGs 達成に向けた貢献 

• 毎日小学生新聞日曜版（約 9 万 9 千部発行）に開発途上国の現状・課題，日常生活の様子や国

際協力の現場で働く機構関係者の取組を SDGs の 17 ゴールとともに紹介する連載を行い，教材等

の一層の効果的活用を進めるべく，冊子化した。来年度から学校関係者に配布予定であり，児童・

生徒への SDGs 理解促進のための教材として活用が期待される。 

• 外務省・日本ユニセフ協会による SDGs 副教材製作で，情報提供や監修的な役割を担う等の協

力を行った。 

• ほっかいどう地球ひろばでは，SDGs の常設展示に加えて企画展（7 月～ 9 月）でも SDGs を

取り上げ，J：COM 札幌による TV 番組放送や朝日新聞への掲載につながる等，メディアを通じた 

SDGs の浸透にも貢献した。なごや地球ひろばでは，地域の特性や立地を踏まえ，企業・自治体を

対象とした団体訪問プログラムを実施し，地域の SDGs への理解を積極的に促進した。 

 
（4） 地球ひろば等の国内拠点施設等を活用した開発協力の理解促進の取組 

• 地球ひろば（市ヶ谷）での開発協w力の理解促進の取組，学校教育現場との連携：国際理解教育学

会や開発教育を推進している教員の協力を得て，学校教育現場での活用を念頭に，地球ひろばの体

験型展示を組み込んだ学習指導（案）を作成した。 
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• なごや地球ひろばでの民間連携，国民の理解促進：映画「コード・ブルー」と連携した国際緊急援

助隊のパネル展を開催し，8 月の一般来館者数は過去最高の 7,284 人（2017 年度同月比 4,692 人

増）を記録した。同パネル展は，SNS 上で拡散（Twitter で「いいね !」3,500 件超，「リツイート」

500 件超等）されるなど広報効果も高く，中日新聞にも掲載され，開発教育の新たな関心層の開拓

を促進した。 

• ほっかいどう地球ひろばの地域密着型の取組：2017 年 4 月の開設以降，地域に密着した企画展（北

星学園大学国際協力団体『北星フェアトレード』展示，青年海外協力展『道産子ボランティアが見

る開発途上国』等）を実施し，地域の開発協力への理解促進に取り組んでいる。2018 年度は 2017 

年度比 17.2％増の 9,085 人の来館を得た。 

• JICA 関西での民間連携，国民の理解促進：大阪南港エリアの複合型商業施設（大阪南港 ATC） に

外部常設展示コーナーを開設し，一般訪問者向けの展示を 7 月から開始した。外部常設展示とい

う特性から，国際協力に関心が無い層を含む一般市民や学生が展示を訪れる機会となり，国際協力

関心層の拡大が期待される。 

 エッセイコンテストを通じた取組：2018 年度は「世界の幸せのために私たちができること」を応

募テーマとして国際協力中学生・高校生エッセイコンテストを実施し，合計 72,486 作品の応募が

あり，高校の部は応募数が 2017 年度比で 3,053 件増加し，過去最高となった。また，過去の受賞 

3 作品が中学校の道徳教科書（2 社）に採用され，2019 年 4 月から全国の中学校で使用されるこ

とが決定した。「道徳」が特別教科化され（小学校：2018 年度，中学校：2019 年度），新学習指導

要領で「道徳教育の充実」が掲げられる中，機構のエッセイコンテスト受賞作品が道徳教育に貢献

することが期待される。 

 
（5） 事業上の課題及び対応方針 

• いじめ・不登校等生徒指導上の対応，外国人児童生徒への対応，ICT 活用への対応等喫緊の優先課

題が山積する中，学校教育における開発教育の推進は容易ではない。このような状況を踏まえ，2018 

年度は上記（1）①に記載した取組を通じて多くの教員が関心を示し，少ない負担で容易に開発教

育の実践に取組めるように各種研修の見直しを実施した。2019 年度はこれら見直しを本格的に導

入する時期にあたることから，着実な見直しの実現に取り組む。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

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

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

の将来の発展を担う中核人材の育成や，機構の取組により構築した知日人材との人脈を日本の様々な協

力に活用していく仕組みづくりに期待する。（2017 年度主務大臣評価報告書，No.7「NGO，多様な担

い手と途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大」） 
 

＜対応＞ 

ボランティア事業では，若年層をターゲットにした広報や帰国隊員への支援強化を通じ，参画拡大を

図った。自治体との連携では，自治体が有する強みや経験を活用した事業を実施したほか，SDGs をキ

ーワードとする連携事業を積極的に推進し，鹿児島県大崎町が第 2 回「ジャパン SDGs アワード」を

受賞する等の成果を得た。NGO/CSO とも，開発途上国の住民のきめ細かいニーズへの対応等の強みを
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いかした事業を実施したほか，裾野拡大のために JICA 基金活用事業にチャレンジ枠を新設した。また，

開発教育・国際理解教育の取組により，将来開発協力を担う人材の育成に貢献した。 
大学・研究機関との連携では，地球規模課題の解決に向けて SATREPS 事業を新規に 9 件形成した

ほか，開発途上国・地域の将来の発展を担いうる人材を対象に，大学院学位課程での専門分野の教育・

研究に加え，日本の近代の開発経験や戦後の援助実施国の経験を学ぶ機会を提供するための JICA 開発

大学院連携を立ち上げ，19 大学の参画を得た。また，ABE イニシアティブの研修生による現地での日

本の技術・製品等の普及・紹介や，研修生受入を契機とした本邦大学と現地大学との共同研究等，機構

の人材育成  事業により構築した知日人材との人脈を活用した本邦の様々なアクターによる開発途上国

への展開を推進した。 
 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｓ 

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，「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）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準について」（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）を満たしており，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。 
具体的には，国際協力の多様な担い手の開発協力への参加を促し連携を強化することで，多様な担い

手が有する知見・技術を活用し，開発途上国の様々なニーズに対応した。特に，①日本の近代の開発経

験と戦後援助実施機関の経験を提供する JICA 開発大学院連携構想の立ち上げや，②自治体と連携した

地域活性化への貢献（草の根技協の事業展開による地域企業の農林水産大臣賞，ジャパン SDGs アワー

ド受賞），③ SATREPS 事業を通じた開発課題への貢献（チリ赤潮早期予測システムの早期実用化）等，

特筆すべき成果をあげた。 
 

1. ボランティア 
○ 国別体制を強化し，ニーズの高い案件への優先的な選考等の取組を推進。 
○ 水の防衛隊を 10 年間で 21 か国に 260 名派遣し TICAD Ⅳに貢献。 
○ 行政事業レビューを踏まえ技能・経験に基づく新たな派遣制度と海外手当の見直しを実施。現職参

加促進のための支援制度の検討に着手。 
◎ スポーツと開発【②】：日本ラグビーフットボール協会，子どもスポーツ国際交流協会等との共催

で，インド・スリランカのラグビー国際親善試合を開催。機構イニシアティブで子どもスポーツ国

際交流協会と調整の上，同協会主体のクラウドファンディングに挑戦し，選手団が負担できない渡

航費用調達を実現。寄付者に対してスポーツと開発等に対する共感を喚起。 
◎ 帰国隊員と企業・自治体等との交流拡大【②】：帰国隊員と自治体等関係者間の四半期毎の交流会

を積極的に周知した結果，105 団体が参加（前年度比 60％増）。隊員の帰国後の進路検討の選択肢

が拡大し，開発途上国における経験が地方の課題解決につながるとする自治体・企業側の期待によ

り双方から高い評価を獲得。 
 

2. 地方自治体 
○ 自治体が有する知見，技術等を活用した事業展開と，自治体との連携強化を通じた地域活性化への貢

献（ネパールと高知県，ミャンマーと富山県等）。 
○ 上下水道技術や廃棄物処理技術を通じた SDGs（ゴール 6）への貢献，JICA 債を通じた自治体との

連携強化，各地での SDGs の取組への協力を通じ，日本国内の SDGs 普及・促進に貢献。 
◎ 地域活性化への貢献【②，④，⑤】：帯広市の行政，商工会議所，企業が連携し，草の根技協を通
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じてハラル対応和菓子を製造開発・販売，輸出展開したとかち製菓が，優良事業者として農林水産

大臣賞を受賞。更なる海外展開促進のため帯広商工会議所がマレーシア出身の高度人材を雇用。 
◎ ジャパン SDGs アワード受賞【②，④，⑤】：11 年連続リサイクル率日本一の鹿児島県大崎町に

よる草の根技術協力を通じたインドネシアでのリサイクル概念を活用した環境・グローバル人材育

成の取組（住民主導の大崎リサイクルシステムの海外展開）が評価されて，自治体で唯一同賞を受

賞。 
 

3. NGO/市民社会組織（CSO） 
○ 「NGO・市民社会組織のための危機管理・安全管理研修」を新設（46 団体，71 名参加）。NGO 等

活動支援事業を通じ 829 名の能力向上を実施。 
◎ 元難民の再定住支援での連携【③】：AARJAPAN と連携しザンビア国内最大の北西部難民居住区

（約260 世帯）を支援，元アンゴラ難民と地元住民間の新たなコミュニティ形成に向けて難民地域

内に職住し，水・衛生の自助グループの組織化及び両者の信頼関係の醸成を促進。元難民の井戸修

理工を 11 人育成し域内工事請負等での経済的自立を支援。 
◎ 担い手の裾野拡大【③】：JICA 基金活用事業募集で，国際協力経験のない又は少ない個人・団体

に門戸を開く「チャレンジ枠」を新設。応募件数が前年度から倍増（22 件⇒ 53 件）。 
 

4. 大学・研究機関 
○ イノベーティブ・アジア，シリア平和への架け橋・人材育成プログラム，大洋州島嶼国リーダー教育，

国際社会人 Dr. コース，JDS 等にて日本の修士・博士課程に就学する研修員を受入。 
○ SATREPS 案件 9 件を新規形成。ザンビア獣医学部は無償・技協による支援の結果，国際共同研究

を実施できるレベルに強化。 
◎ JICA 開発大学院連携開始【②】：日本の近現代の発展と開発経験を途上国研修員に提供する日本

理解プログラム（放送大学と共同制作開始）や 19 大学の個別プログラムを新設。更なる協働関係

強化に向けて覚書締結を 29 から 64 大学に拡大。 
◎ 研究成果の拡大【②，③，⑤】：京都大学との SATREPS（チリ赤潮早期予測システム）で，三井

物産からの業務受託により研究成果の早期実用化と地域への定着・拡大を推進。日本・チリ双方の

産官学連携の実現と，企業と共同で貢献する地域社会の SDGs 達成を期待。 
 

5. 開発教育，理解促進等 
○ SDGs 理解促進に向け毎日小学生新聞日曜版に SDGs ゴール 17 に係る事業紹介等を連載し，学校

関係者向けの SDGs 理解促進教材として冊子化。 

◎ 国際理解教育学会，文部科学省，教育委員会等と連携し，開発教育指導者研修，教師海外研修，教

員向け研修プログラムの改善に向けた取組，新学習指導要領の施行に向けたセミナー等を実施。各

国内拠点，地球ひろばで開発教育，国際理解教育の推進に向けた取組を実施。 
◎ エッセイコンテストの展開，教育への貢献【③，⑤】：計 72,486 作品の応募があり，高校生の部

では応募数が前年度比で 3,053 件も増加。過去の受賞 3 作品は中学校の道徳教科書に採用。 
 
＜課題と対応＞ 
SDGs の取組を主体的に推進する国内各地の多様なパートナーとの更なる連携を強化し，開発途上地域

の課題解決と共に日本社会に成果を還元する事業を共創，実施する。また，ボランティア事業について，

政府との緊密な連携のもと，新たな区分・制度の円滑な導入及び実施を着実に行う。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｓ 
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＜評定に至った理由＞ 
多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大に向けた取組について，機構の活動と

して，以下の実績が認められる。 

 

１．ボランティア  

各国の開発課題に対応した派遣計画の作成等の取組を通じ，相手国のニーズにより適合した隊員派

遣に努め，1,227 人を派遣した。特に，TICAD IVで表明されたアフリカでの安全な水供給への貢献を

目指す「水の防衛隊」として，10 年間で 21か国に約 260名の隊員を派遣した。加えて，平成 29年度

行政事業レビューを踏まえ，技能・経験に基づく新たな派遣制度と海外手当等の抜本的な見直しを実

施した。 

特筆すべき事項として，日本ラグビーフットボール協会，子どもスポーツ国際交流協会等との共催

で，インド・スリランカのラグビー国際親善試合を開催した他，子どもスポーツ国際交流協会と調整

の上，同協会主体のクラウドファンディングに挑戦し，選手団が負担できない渡航費用調達を実現し

たことは，単なる費用負担のみならず，資金調達を通じて広く寄附者のスポーツと開発，スポーツに

おけるジェンダー平等への共感も喚起した取組であり，機構のイニシアティブにより他機関による外

部の関与も得て発現した大きな成果として評価される。 

また，帰国隊員と自治体等関係者間の四半期毎の交流会を積極的な周知のうえ開催した結果，前年

度比 60％増となる 105団体が参加し，隊員の帰国後の進路検討の選択肢拡大と，開発途上国における

経験を地方の課題解決に繋げたい地方自治体・企業へのマッチングに大きく貢献したことから，双方

から機構の取組が高く評価されている点も特筆すべきである。 

 

２．地方自治体 

自治体が有する知見，技術等を活用した事業展開として，山の斜面の土砂崩れの防止や河川の護岸

を目的とした日本の伝統的防災技術である，蛇籠の技術を活用して，高知県梼原町と高知大学が 2016

年度からネパールにおいて草の根技術協力事業を実施した結果，2018 年度に 3カ所の蛇籠が完成し，

現地責任者から技術指導継続の依頼を受けたことに加え，住民参加での蛇籠維持・保全のために運営

委員会が設置され住民主導で追加作業が行われるなど適正技術として定着した事例や，富山県が草の

根技術協力を通じて薬業連合会と現地医薬品・医療機器事業社会と覚書を締結し，会員企業が SDGｓ

ビジネス調査で採択された事例など，自治体との連携強化を通じた地域活性化に貢献している成果を

上げていると評価される。 

特筆すべき事項として，帯広市の行政，商工会議所，企業が連携し，草の根技術協力を通じてタイ

とマレーシアの市場競争力の強化や地域ブランドの確立を目指す支援活動を実施する過程で，マレー

シア関係者とのネットワーク構築を通じてハラル対応和菓子を製造開発・販売，輸出展開したとかち

製菓が，優良事業者として農林水産大臣賞を受賞し，更なる海外展開促進のため帯広商工会議所がマ

レーシア出身の高度人材を雇用している点は，日本社会への還元が見られた成果として評価される。 

また，11年連続リサイクル率日本一の鹿児島県大崎町による草の根技術協力を通じたインドネシア

における環境・グローバル人材育成の取組（住民主導の大崎リサイクルシステムの海外展開）が評価

されて，自治体で唯一のジャパン SDGs アワードを受賞したことは，自治体の開発協力への参画や連

携を機構が推進し外部から高く評価された事例として挙げられる。 

 

３．NGO/ 市民社会組織（CSO） 

NGO/CSO の一連の活動を促進するためのコンサルテーションとして，アクター別の相談を 683 件実

施したほか，新たな取組として NGO等を対象とした安全対策研修「NGO/市民社会組織のための危機管

理・安全管理研修プログラム」を新設し，46団体 71名の参加を得た。 

特筆すべき取組として，国際協力経験の無い新しい団体等の参画促進や，従来の開発協力には見ら

れない新しい発想の国際協力を推進するため，2018 年度の JICA 基金活用事業募集で，国際協力活動

の開始前や開始直後で経験が浅く実績の少ない個人・団体に門戸を開く「チャレンジ枠」を新設し，

同基金活用事業の応募件数も 2017 年度の 22 件から倍以上の 53 件に増加したことは，多様なアクタ

ーの国際協力活動への新規参加の拡大を促す取組として評価される。 

また，ザンビアにおいて，AARJAPANによる草の根技術協力の実施を通じて，ザンビア国内最大の北

西部難民居住区（約 260世帯）の元アンゴラ難民と地元住民間の信頼関係を醸成するため，同難民地
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域内に職住し，水・衛生問題を中心とする自助グループの設置・活動モニタリング等の支援を行った

結果，元難民の井戸修理工を 11 人育成し，経済的自立に貢献したほか，グループを超えた住民同士

のつながり，住民と行政機関の信頼関係の構築のため，自助グループを集めた地域の運動会や行政と

の協議会の実施に取り組んだことは，活動等の難易度の高い状況下で，裨益対象者に寄り添った取組

を行った成果として評価される。 

 
４．大学・研究機関 

イノベーティブ・アジア，シリア平和への架け橋・人材育成プログラム，大洋州島嶼国リーダー教

育，国際社会人 Dr. コース，JDS等を通じて，大学との連携による長期研修等を通じた人材育成を 721

人に対して実施した。 

また，SDGs達成に科学技術の観点から貢献するため，SATREPS案件 9件を新規採択したほか，メキ

シコ，モロッコにおいて SATREPS の成果を踏まえた SDGsビジネス支援事業が形成された。 

特筆すべき取組としては，JICA開発大学院連携を本格始動したことが挙げられる。同取組は，開発

途上国・地域の将来の発展を担いうる人材を研修員として日本に受け入れ，大学院学位課程での専門

分野の教育・研究機会とともに，日本の近現代の発展と開発経験を学ぶ機会を提供するもので，日本

政府が推進する明治 150年関連施策にも貢献する取組として高く評価されるものである。具体的な取

組として，日本の近現代の発展と開発の歴史を広く提供するための短期集中プログラムを協力大学と

機構が共同で 5回開催し，機構研修員等 134名の参加を得たほか，受講対象者を拡大するために放送

大学と講義番組の共同制作を開始したことが評価される。また，19大学において，各専門分野での日

本の開発経験等を伝えるための個別プログラムを開始したほか，機構と覚書を締結した大学数が 29

大学から 64 大学に拡大するなど，大学との連携の一層の強化に取り組んだことが評価される。本事

業は，第 24 回国際交流会議「アジアの未来」晩餐会スピーチにおいて，安倍総理大臣が教育と知の

交流を進めるプランとして大きく取り上げたものであり，日本の近代化と ODAの経験・教訓を活用し

て世界が抱える課題の解決に役立てることは国際社会からの期待も高い事から，機構イニシアティブ

によりこうした取組を推進していることが著しい成果として高く評価される。 

 
５．開発教育，理解促進等 

国際理解教育学会，文部科学省，教育委員会等と連携し，開発教育指導者研修や教師海外研修の実

施，教員向け研修プログラムの改善に向けた取組，新学習指導要領の試行に向けたセミナー等を実施

したほか，各国内拠点，地球ひろばで開発教育，国際理解教育の推進に向けた取組を実施した。 

特筆すべき取組として，機構が実施している国際協力中学生・高校生エッセイコンテストに，2018

年度は合計 72,486作品の応募があり，高校の部は前年度比 3,053件増加し，過去最高となったこと，

また過去の受賞 3作品が中学校の道徳教科書に採用され，2019年 4月から全国の中学校で使用されて

いることは，児童・生徒の国際理解を促進する取組として高く評価される。 

 
以上 JICA 開発大学院連携の着実な進捗や，草の根技術協力を通じて本邦企業が農林水産大臣賞を

受賞する等の顕著な成果を始めとする定性的な実績に加え，定量指標であるボランティア，地方自治

体，NGO，大学・研究機関，開発教育関係等との連携及び参加促進に向けたコンサルテーション件数

が目標値（1,200 件）の約 1.6 倍となる 1,913 件となったことを踏まえ，中期計画における所期の目

標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認め，「Ｓ」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） 
開発現場の様々なニーズの把握や状況に応じた迅速な対応を確保するため，国内の大学，研究機関，

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

つ，開発協力への参加を促し，連携した事業実施を推進することを期待する。また，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 JICA 海外協力隊の新たな派遣制度の円滑

な導入と参加の促進や，JICA 開発大学院連携のプログラムの質の向上，戦略的な研修員の人選や帰国

後の関係維持・発展等に引き続き取り組むことを期待する。加えて，下記有識者コメントにあるよう

に，JICA開発大学院連携等を通じて，日本の経験・知見を活かした取組に期待したい。 
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 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・ＪＩＣＡ開発大学院連携事業について高く評価したい。日本の国際貢献，途上国発展支援の取組は，

国際的にも，途上国からも高く評価されてきたが，活動の理論化，普遍化への取組みは欧米先進国に

比較し遅れている。日本の現場での地道な努力は感謝されても，支援活動の主流になりきれていない

現実は極めて残念である。その中で，日本の明治以来の発展の経緯は，途上国発展の教科書であるべ

きものであり，この取組の成果を期待したい。 

・No.1～No.7の事業関係の項目については，いずれもその成果は高く評価できるものと考える。2018

年度 S評定となった項目も A評定となった項目の各事業についても，引き続き顕著な成果を達成すべ

く取り組んでいただきたい。 

・国際協力における担い手の裾野拡大では，地方自治体，民間企業，大学，ソーシャルビジネス，国

内 NPO等のアクターが拡大してきており，これらのセクターとの連携を強化することは，国際協力の

質を高めると同時に，ODA への支持向上にもつながる。その中で，近年，国際協力における NGO の相

対的地盤沈下の傾向が見られる。しかしながら，国際協力における NGOの潜在力は依然として高く，

市民社会組織の育成は，成熟した日本社会の将来においても不可欠である。欧米と比べて，社会にお

ける市民社会組織への支持基盤が弱い日本において，昨年の外務大臣主導による「日本 NGO連携無償

資金協力における一般管理費率」の引き上げは，NGOにとって強力な追い風になったが，JICA として

も，中長期の視点に立ち，NGO支援スキーム等において，さらなる大胆な戦略的支援を期待したい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.8 事業実施基盤の強化 

業務に関連する政策・

施策 

― 
 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

平成 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 

①主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 

/ 年113 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

プレスリリース発出数 250 件114 

（2017-2021） 

50 件 85 件 72 件    

フェイスブック投稿数 1,750 件115
 

（2017-2021） 
 350 件 1,045 件 1,149 件    

ODA 見える化サイト掲載案件の更新

数（案件） 
500 件 / 年116  

500 件 

 

1,207 件 1,141 件    

国際協力キャリア総合情報サイト 

（PARTNER）新規登録人数 

10,000 人117
 

（2017-2021） 
2,000 人 1,875 人 2,325 人 

   

国際緊急援助隊・感染症対策チームへ

の登録者数 

200 人  

（延べ人数） 
 150 人 185 人 214 人    

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

予算額（百万円） 5,495 5,125    

決算額（百万円） 5,008 4,350118
    

経常費用（百万円） 5,154 4,583119
    

経常利益（百万円） △ 272 △ 140120
    

行政サービスコスト（百万円） 5,156 4,575121
    

従事人員数 95 95    

 

 

                                                   
113 2018 年度計画における目標値 
114 前中期目標期間の実績から各年度 5 件増として設定する。前中期目標期間実績平均 45 件 / 年 
115 前中期目標期間の実績から約 4％増として設定する。2015 年度実績 336 件（日 240 件，英 96 件） 
116 前中期目標期間の実績と同等の水準として設定する。2010 年度から 2014 年度の実績平均 492 件 / 年 
117 前中期目標期間の実績から約 15％増として設定する。前中期目標期間実績平均 1,746 名 / 年 
118 暫定値 
119 暫定値 
120 暫定値 
121 暫定値 
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３－１．各事業年度の業務に係る目標，計画，主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：3.（8），中期計画：1.（8） 
年度計画 
1.（8）事業実施基盤の強化 
ア 広 報 
・ 開発途上地域の開発課題や機構の活動及び成果を国内外で関心の高いイベント等の機会を活用し，

国内外のプレス向けに発信する。また，国内外の一般市民に向け，広報誌，デジタルメディア，国

際協力イベント等の多様なツールを活用した発信を強化する。 
・ 特に，明治 150 年を意識した日本の近代化の経験，外交周年行事が多い中南米地域や太平洋・島

サミットが開催される大洋州地域との協力関係等に関連する発信に取り組む。 
・ 機構のアカウンタビリティの向上及び事業への理解促進に向け，利用者の利便性向上に向けて機構

のウェブサイトの見直しを継続するとともに，ODA 見える化サイトを迅速に更新する。 
 

イ 事業評価 
・ PDCA サイクルに沿って，事前評価，モニタリング，事後評価を着実に実施し，評価結果を迅速か

つわかり易く公開，発信する。 
・ 事業評価から得られる教訓を事業改善や効果向上に活用するため，協力方針策定や事業実施等にフ

ィードバックするとともに，評価結果の横断分析，統計分析，プロセスの分析及び標準的指標例の

改訂等を引き続き実施する。特に，「根拠に基づく政策立案（EBPM）」を推進する。 
・ 事業評価の実施基盤の強化と質の向上のため，国際機関，国内外の大学，NGO 及び民間企業等と，

事業評価の実施や分析及び教訓の共有化等について協働する。また，職員の評価能力の向上に取り

組むとともに，事業評価から得た知見を学会や国際会議等で発信する。 
 
ウ 開発協力人材の育成促進・確保 
・ 協力ニーズの多様化に対応した開発協力人材の養成と確保のため，能力強化研修を行う。特に，持

続可能な開発のために，都市開発や気候変動等の課題を踏まえた能力強化研修のコースを拡充す

る。 
・ 開発協力人材の裾野拡大を目指し，コンテンツの拡充や掲載情報の多様化を通じて国際協力キャリ

ア総合情報サイト「PARTNER」による情報発信を強化する。特に，若年層への情報発信やキャリ

ア支援に重点的に取り組む。 
 
エ 知的基盤の強化 
・ SDGs 達成に向けた効果的な事業実施や国際援助潮流の形成に資する研究を，新たな開発ニーズに

も柔軟に対応しつつ実施し，研究成果を事業にフィードバックする。特に，中国等の新興国の開発

協力，日本の開発協力の歴史，アジア地域のインフラ需要推計，質の高い成長，留学生の途上国開

発へのインパクト，人間の安全保障等に関する研究を行う。 
・ 国内外の研究者及び研究機関等とのネットワークの充実により，研究事業の質の向上と発信の強化

を図り，あわせて研究事業を通じた機構の人材育成にも貢献する。 
・ ワーキング・ペーパー，ポリシーブリーフ及び書籍の発刊，ウェブサイトの活用並びに学術誌への

投稿を通じて研究成果を公開する。主催・共催するシンポジウム，セミナー及び国際会議等の場を

活用し，国際機関，研究機関，政策担当者及び援助実務者に対して，研究成果を発信する。 
 
オ 災害援助等協力 
・ 国際基準を維持するための研修及び訓練プログラムの見直しと資機材整備を推進するとともに，登

録要員の能力の維持と向上のための研修及び訓練を実施する。また，捜索及び救助や災害医療並び
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に感染症対策に関する国際連携枠組みに参画し，日本の緊急援助の経験及び知見を発信するととも

に，効果的な協力体制確保のため，国内外の関係者とのネットワークを維持する。 
・ 特に，国際捜索救助諮問グループ地域議長及び WHO 緊急医療チームの地域副議長として，アジア

太平洋地域のネットワークの強化に取り組む。 
 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.① 参照） 
・ 国内外における機構事業への理解・支持促進に資する，情報発信及び広報活動の実施状況 
・ 多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の実施状況 
・ 能力強化研修の見直しを含む，開発協力人材に対する研修実施状況 
・ 開発協力事業の効果向上及び国際援助潮流の形成に資する，研究の実施状況及び研究成果の活用状

況 
・ 国際資格の維持及び国際社会との連携を含む，国際緊急援助の態勢整備状況 

 

３－２．業務実績 

 No.8-1 広報  

（1） 開発課題や機構の活動及び成果の戦略的な発信 

① 戦略的な広報への取組 

国民の幅広い層に対する機構の認知度向上のため，広報戦略で設定した重点ターゲット毎のアプロー

チに沿って，ウェブ，SNS，広報誌への掲載やメディアへの売り込み強化等，多様なツールを活用し効

果的な広報を展開した。 

 現地メディアの日本招へい：現地メディアを通じた発信強化のため，外交周年行事が多い中南米・

カリブ 7 か国の新聞・テレビ記者 7 名を日本に招き，「環境と再生可能エネルギー」をテーマに，

中南米諸国の課題解決に向けた日本の技術・経験を取材する機会を提供した。その結果，日本での

再生可能エネルギーの取組や廃棄物管理等に関し，計 23 件の現地での報道につながった。 

• 地方メディアの海外派遣：地方メディアを通じた発信強化のため，地方で強い発信力を有する愛媛

新聞や北陸放送等を，パラグアイ，ケニア等に派遣し，機構の事業現場の視察や相手国関係機関へ

の取材機会を提供した。その結果，愛媛新聞では新聞連載（6 回シリーズ），北陸放送ではケニア

を取り上げた特集（3 回）等の報道につながった。 

• 記者勉強会の開催：機構の最新の事業動向等を説明する記者勉強会を 9 回開催した。（テーマは，

島サミット，日本の教育経験，科学技術協力，上下水道分野支援，中小企業支援，インドネシアの

スラウェシ地震等）。その結果，島サミット開催時の ODA 関連報道の増加（9 件）や，SDGs ビジ

ネス調査開始を契機とした中小企業支援の記事（産経新聞）の新聞報道等につながった。 

• トップ広報：機構理事長が日本経済新聞の「経済教室」へ明治維新 150 年に関し寄稿し，新潮社 

Foresight での「日本人のフロンティア」の連載等各種メディアに登場し発信することで，国内のオ

ピニオン・リーダー層，一般層双方に対する機構事業の理解促進に取り組んだ。 

• 重点テーマ発信：特定テーマについて機構全体で期間を定め，複数拠点から同一テーマの情報を戦

略的に発信した。5 月に太平洋・島サミットの開催に合わせた特集，6 月から7 月にかけて中南米，

9 月から 10 月にかけて明治 150 年（日本の近代化と開発協力の経験の共有）を特集し，集中的に

発信した。その結果，太平洋・島サミットの重点発信を行った 5 月の twitter 閲覧数が 2017 年度

の年間平均の 2 倍に増加する等大きな反響を得た。 

• 国際協力イベント：グローバルフェスタ（9 月）は荒天のため 1 日のみの実施となったものの約 4 
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万 4 千人が来訪した。その他，沖縄国際協力・交流フェスティバル（11 月）約 5 千人，ワンワー

ルドフェスタ（2 月）約 2.5 万人等，外務省や国連広報センター（UNIC：United Nations Information 

Centre），国際協力 NGO センター（JANIC：Japan NGO Center for International Cooperation）等の関

係機関との連携を強化しながら，一般市民に広く機構の事業認知を図った。 

• 報道件数：これらの取組によるメディアを通じた発信として，国内で約 6,400 件，海外で約 24,400 

件の機構に関する報道があった。 

② 主要テーマの取組 

• 新 JICA10 年：2018 年 10 月の新 JICA 発足 10 年に合わせ，広報誌 mundi 10 月号で，ビジョン

「信頼で世界をつなぐ」に基づく機構の様々な取組を内外に発信した。また建設通信新聞社に企

画・取材協力を行った結果，10 月に「新 JICA 発足 10 年」特集（全 4 頁）が掲載された。同特

集ではインフラを中心に全世界の機構の事業 13 件が紹介され，機構の取組を広く国内に発信する

広報につながった。 

• 世界と地方をつなぐ取組：広報誌 mundi 9 月号で特集を組み，中小企業海外展開支援や，自治体，

大学等との機構の連携の取組を発信した。福島県出身の隊員や，北海道出身の国際協力専門員への

取材を受けて，NHK 福島放送局，福島民友，福島民報や，北海道新聞でのスポーツ支援や障害者

支援の報道につながり，国際協力を身近に感じてもらうための広報につながった。 

• 質の高いインフラ（女性活躍）：質の高いインフラの代表的事例であるインドの都市鉄道建設事業

について，建設現場を指揮した女性技術者の著書発刊に関するセミナーを開催した結果，日刊建設

工業新聞，建設通信新聞社等の業界紙で多数の報道がなされた。中でも共同通信の配信記事は全国 

22 の地方紙のひと欄に転載され，ODA の現場で活躍する日本人女性の姿を多くの国民に伝える機

会となった。また，これまでに日刊建設工業新聞に掲載された記事が，「インフラビジネス最前線

～ ODA の戦略的活用」として出版された。編著者である機構理事へのインタビュー記事が報道さ

れ，質の高いインフラの現場動向や企業連携の最新情報についてメディアや企業等に効果的に発信

する機会となった。 

• 日本の近代化と開発協力の経験の共有：「明治 150 年」のテーマ発信の一環として，機構による法

整備支援の取組成果や，機構が新たに開始した開発大学院連携の取組について重点的に広報を実施

した。その結果，法整備支援は，明治以降の近代化経験をいかした「国の基盤を作る支援」として

毎日新聞のコラム欄に大きく掲載されたほか，12 月のラオス民法典のラオス国会承認に関する報

道（時事通信，毎日新聞）等，全国紙等 6 件の掲載につながった。開発大学院連携は，6 月の国際

交流会議「アジアの未来」での安倍首相のスピーチを受けて日経新聞，共同通信等多くのメディア

で報道され，日本の近代の経験に基づく日本の効果的な協力への取組の広報につながった。 

• 中南米・日系社会への協力：6 ～ 7 月の重点テーマ発信の取組に加え，移民周年行事や機構理事長

の中南米出張の機会に合わせた広報を強化した結果，理事長講演の報道や寄稿文の本邦紙（ニッケ

イ新聞）及び現地紙への掲載（コロンビア，コスタリカ，メキシコ），海外移住資料館の紹介記事

（全国紙・地方紙 18 件）につながった。また，ブラジルで現地プレスツアーを実施し，共同通信

や時事通信（他紙でも多数転載），yahoo! ニュース，TBS 報道，Japan Times 等多数の媒体で報道さ

れた。 

• スポーツと開発：広報誌 mundi 6 月号で「スポーツと開発」を特集し，スポーツを通じた様々な協

力事例を紹介した。10 月にはタンザニアのイカンガー元マラソン選手（機構タンザニア事務所の

広報アドバイザー）の来日を機に，高橋尚子氏・瀬古利彦氏との対談を実施した。その際に同行し
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たタンザニア女子陸上選手の取材に係るメディア対応の結果，毎日新聞，スポーツ報知，NHK 

WORLD 等での報道につながった。また，ボツワナ女子ソフトボールチームのコーチとして世界女

子ソフトボール選手権大会に同行したソフトボール隊員や，スリランカ U18 代表チームの監督と

して神奈川県高校野球代表チームとの交流試合で来日した野球隊員等，ナショナルチームを指導す

るスポーツ隊員の活躍が全国紙や地方紙，ウェブニュース，テレビ等で多数報道された。さらに，

派遣中隊員が指導に携わるスポーツ選手が，アジア大会（種目：ラオス柔道・陸上競技・空手，カ

ンボジア水泳，スリランカ野球，インドネシアアーティスティックスイミング等）に出場し，朝日

新聞，毎日新聞，共同通信（地方紙にも転載）等で報道される等，東京五輪に向けた取組の広報に

つながった。 

• インドネシア・スラウェシ地震に対する支援：地震による被害調査等のための機構調査団派遣時に

現地メディアへ対応したほか，日本でも記者説明会を実施した結果，NHK News ウェブでの報道に

つながった。また，復興支援の技術協力を開始したことが，NHK，毎日，共同通信等各社で報じら

れる等支援の段階に応じた広報発信により継続的な反響を生んでいる。 

• タイ・洞窟救出支援への協力：タイ北部チェンライ県の洞窟に少年 13 人が閉じ込められた事件に

関して，機構は少年たちの救出に向けた取組を行うととともに，その取組に関し，現地取材等に積

極的に応じた結果，新聞で非常に多く報道されたほか，テレビでは報道番組のみならず特番（テレ

ビ東京「未来世紀ジパング」，テレビ朝日「世界で本当にあった ! 奇跡の救出映像」等）でも大き

く紹介され，SNS 上でも大きな話題となる等，機構の取組を伝える広報につながった。 

• 国際協力機構債券の上場：国際協力機構債券が TOKYO Pro-BOND Market に上場し，グリーンボ

ンド・ソーシャルボンドプラットフォームの登録第一号となったことを受け，日刊工業新聞，保健

毎日新聞での報道に加えて，ビジネス誌「週刊ダイヤモンド」に機構理事長へのインタビューが掲

載され，ビジネス層や一般市民の SDGs や社会貢献への関心を高めるための効果的な広報につなが

った。 

• エジプト・日本式学校：現地での取材対応を中心に，日本式の教育という協力の特徴に焦点を当て

た広報を実施した結果，注目が多く集まり，日経，産経，共同，NHK 等，多くの報道につながっ

た。 

 

（2） SNS，ウェブサイト及びを活用した情報発信 

表 13 －１ ウェブサイトや SNS を通じた発信の実績（2016 年度から 2018 年度） 

 ページ閲覧数 
Facebook 

（ファン数） 
Twitter 

（フォロワー数） 
Youtube 

（再生回数） 

2019 年 3 月末時点 
日：3,616 万 PV 
英：628 万 PV 

日：23,161 人
英：25,025 人 

日：34,788 人
英：10,166 人 

日：335,891 回
英：285,304 回 

2018 年 3 月末時点 
日：3,481 万 PV 
英：671 万 PV 

日：20,545 人
英：18,761 人 

日：32,406 人
英：7,360 人 

日：113,814 回
英：421,195 回 

2017 年 3 月末時点 
日：3,512 万 PV 
英：546 万 PV 

日：16,585 人
英：12,810 人 

日：29,830 人
英：5,043 人 

日：113,698 回
英：185,999 回 

前回比 
日：+3.9％ 
英：-6.4％ 

日：+12.7％ 
英：+33.4％ 

日 ：+7.4％ 
英：+38.1％ 

日：+195.1％ 
英：-32.3％ 
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• 今年度も facebook，twitter 共にファン数，フォロワー数は昨年度から増加し，加えて英語版 facebook 

ファン数（19,310 名）が日本語版（19,257 名）を上回ったことが特徴。SNS の特性をいかした身

近なテーマのタイムリーな情報発信が功を奏したと同時に，その特性である拡散力を活用し，日本

政府，相手国政府，国連機関，民間企業，メディア，NGO 等，幅広い関係者を動員した。昨年度

に続き，ウェブサイト上での記事と連動した情報発信や特定期間の同一テーマ発信を強化し，3 つ

のテーマ（「島サミット」，「中南米」，「明治 150 周年」）を取り上げ，統一性のある広報を行った。

加えて，環境の日やガールズデー，エイズデー等の国際デー等の時宜をとらえた発信を意識し，複

数のウェブ用オリジナル記事から既存メディアへの展開にも繋がった。 

 
（3） ODA 見える化サイトを通じた情報発信 

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

実施案件 324 件の新規掲載を完了し，2010 年度の公開開始からの累積掲載案件数は，4,379 案件

に達した。「ODA 見える化サイト」のページビューは，734 万 PV に達し，開発協力に係る国民の

理解醸成に貢献した。 

 
（4） 事業上の課題，及び原因分析と対応方針 

• 重点ターゲットに応じた最適な発信（内容，媒体，タイミング等）を継続的に実施していくことが

課題。なお，国際協力に対する国内の具体的な関心（分野，関心度合等）や，国際社会の国際協力

へのスタンス・アプローチが多様かつ流動的である点，各種発信媒体の位置づけ（利用状況等） の

変化が大きい点に留意する必要がある。 

• こうした状況のもと，具体的な報道実績や SNS 等の閲覧実績等も踏まえ，国内外の国際協力へ

のアプローチや機構の取組に対する関心の最新動向把握につとめ，最適な発信方法を柔軟に選択し

て効果的な広報につなげていく。 

 

 No.8-2 事業評価  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

外部事後評価における，大学・NGO 等の参加による分析や，

対象の特性を考慮した分析の実施件数 
5 件122 5 件 5 件 

分析結果の事業等での活用に向けたフィードバック強化の

取組数 
1 件123 8 件 8 件 

 

（1） PDCA サイクルに沿った各種評価の着実な実施と迅速な公開 

• 事後評価の実施と公開：評価対象となる，協力金額 10 億円以上の全ての事業及び 10 億円未満で

あっても有効な教訓が得られる可能性の高い事業 86 件（内訳：有償資金協力 38 件，無償資金協

力 37 件，技術協力プロジェクト 11 件）の外部評価と，2 億円以上 10 億円未満の案件 97 件（内

訳：無償資金協力 20 件，技術協力 77 件）の内部評価を実施し，その結果を機構ウェブサイトで

公表した。 

                                                   
122 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
123 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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• 評価の質の向上：外部評価では，定量調査・定性調査の実施手法に係る科学的手法（統計・デー タ

収集・インタビューなどの学術的に確立した調査手法）の活用と質の向上を図った。内部評価では，

評価者となる各在外事務所による評価結果の自己点検制度の導入に伴い，外部の第三者が個々の評

価判断等の客観性・中立性や，提言・教訓の実行可能性・具体性を検証した。検証の結果は「事後

評価の質の向上検討会」の助言を得た上で，評価者（在外事務所等）へフィードバックし，今後の

内部評価の質の向上に活用するとともに，検証結果の概要を対外公表することで一層の説明責任を

果たした。 

• 事業評価報告書の公開：2018 年度に実施した個別事業毎の事後評価結果を全て公開した。また，

年間の事業評価結果を取りまとめた「事業評価年次報告書 2018」を機構ウェブサイトで公表した。 

 
（2） 評価結果・教訓のフィードバック，事業評価を通じた学習と改善 

① 協力方針策定や事業実施等にフィードバック 

• フィリピン「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト」で，「開発途上国の人々が，固有の問題に

まず目を向け，開発途上国側が主体的に解決策を考え，その適用と改善を繰り返すことで，健全か

つ持続性のある制度改革を実現しようとするアプローチ」（PDIA：Problem Driven Iterative Adaptation）

を試行導入した。PDIA は，開発援助のデリバリ―・メカニズム改善という観点で国際的に関心が

高まる「適応性のある管理（Adaptive Management）」の一手法で，時々刻々と課題が変化する紛争

地域における技術協力の実施監理の中で，PDIA を利用して問題特定を行い，活動内容に反映する

作業を行っている。 

• 事業事前評価表等の事業計画段階の資料に「過去の類似案件の教訓と本事業への適用」を記載し，

類似案件の評価結果から得られた教訓の活用を図った。また，2016 年度及び 2017 年度に試行した

無償資金協力・技術協力の一体的な事後評価結果を踏まえ，より高い開発効果の発現を目指した援

助手法間の連携事業の形成段階で，適切な評価指標の設定や活用可能な教訓等を助言した。 

② プロセスの分析 

• 従来の DAC 評価 5 項目に基づく事業評価に加え，事業効果の発現プロセスを分析する取り組み

の一つとして，文化人類学や社会学等で用いられるエスノグラフィーの手法124を参考に，過去のプ

ロセスの分析試行事例を基に整理し，「簡易プロジェクト・エスノグラフィー（簡易プロエス）」実

施ハンドブックを作成した。スリランカの橋梁建設事業では，本手法を部分的に用いて，設計・施

工段階の「プロセスの分析」を試行中である。 

• これまでの「プロセスの分析」に関する取組結果を，国際開発学会第 29 回全国大会（於筑波大学，

11 月）と日本評価学会第 19 回全国大会（於横浜国立大学，12 月）でセッションを設け報告した。

本発表を通じ，学会参加した大学教員や開発コンサルタント等の国際開発関係者のプロセスの分析

や開発事業の評価手法に係る理解が促進された。 

③ 統計分析 

• これまでの統計分析で対象にしてきた外部事後評価結果に，さらに内部事後評価結果を統合し

たデータセットを整備した。総合評価結果を被説明変数とした回帰分析については，これまで分析

の対象としてきた有償資金協力（円借款）のほか，無償資金協力，技術協力にも拡大し，説明変数

                                                   
124 調査者がその研究対象とする事象のなかに自ら身を置き，その事象に関連するさまざまな当事者・関係

者（ステークホルダー）がどのような行動・発言をしているのかを観察しながら記録し，のちにこうした

情報を基に対象とする事象・社会・文化を描き出すことで研究の成果を出す手法。 
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の追加による分析の深化を進めている。 

④ 根拠に基づく政策立案（EBPM）に資するインパクト評価 

• 民間連携事業のインドでの環境・衛生教育を目的とした絵本の読み聞かせ活動，円借款のモロッコ

向け地方道路整備事業を対象としたインパクト評価を実施した。 

• インパクト評価を適切に企画・実施・監理し，その結果を活用することのできる人材を広く育成す

るため，機構職員向け研修のほか，開発コンサルタント等外部実務者向けに能力強化研修（基礎編

と実践編，計 37 名受講）を実施した。また，日本経済団体連合会会員企業向けに機構のインパク

ト評価の取組について講演等を実施し，機構独自の評価方法を紹介した。 

• 外部の研究者（シカゴ大学教授，大阪大学大学院准教授，イェール大学助教授，マサチューセッツ

工科大学内のインパクト評価を推進する国際的な研究者組織「J-PAL（Abdul Latif Jameel Poverty 

Action Lab）」研究者，国際 NGO「インパクト評価の国際イニシアティブ（3ie）」代表）を招き，

機構職員向けに EBPM の持つ意義・効用，関連研究の諸成果，世界・日本全体の最新の取組状況

をテーマに講演会を開催した。 

⑤ 横断分析等 

• 評価結果を案件形成・監理に実践的に活用するため「紛争影響国・地域の事業マネジメントにおけ

る教訓の抽出」を作成した。「実施機関の組織能力・機能状況に見合ったプロジェクト目標や上位

目標の設定」，「平和構築の目標，指標とその計測方法の事業関係者間での共有」，「プロジェクト完

了後の効果の面的展開のためのシナリオと戦略の策定とその制度化の検討」，「計画変更の内容の 

PDM への着実な反映と経緯の記録」，「遠隔操作などの制約におけるプロジェクトで運営管理でき

る適切な対象地域と対象分野，関係機関の設定」等が重要であるという教訓が抽出された。 

• 円借款「インド・ラジャスタン州小規模灌漑改善事業」の外部事後評価において，受益者間の効果

発現の差異を調査し，灌漑セクターにおいて女性及び社会的弱者層の視点に立った円借款事業を形

成する際に考慮すべき有益な提言，教訓を導出した。また，同事後評価においては，灌漑整備によ

る周辺地域の農業生産性への向上効果について，アメリカ航空宇宙局等が運用している人工衛星 

Landsat-8 のデータを用いた検証も実施した。 

• 「資金協力事業開発課題別の指標例」の改訂を 3 件実施した（運輸交通，廃棄物管理及び保健・

医療分野）。また「技術協力プロジェクト開発課題別の指標例」の改訂を 1 件実施した（保健・医

療分野）。さらに，「資金協力事業 開発課題別の指標例」の英文化を 5 件実施した（基礎教

育，運輸交通，情報通信技術，廃棄物管理及び水資源分野）。なお，開発課題別の指標例の改訂に

あたっては，年度当初に本部・在外事務所及び支所の 172 名に同指標例の改善提案等を聴取する

アンケート調査によるレビューを実施し，同調査結果を踏まえつつ改訂を実施した。 

 
（3） 事業評価の実施基盤強化 

① 国際機関や各国との連携・協働 

• アジア開発銀行と中国政府財政部共催の評価セミナー・アジア評価週間（9 月，於成都）での機構

セッションの開催，国連アジア太平洋経済社会委員会と日中韓露の開発学会共催による北東アジア

開発協力フォーラム参加（9 月，於ソウル），日本外務省とタイ外務省タイ国際協力機構（TICA：

Thailand International Development Cooperation Agency）共催の ODA 評価ワークショップ（2019 年 1 

月，於バンコク），経済協力開発機構（OECD）・DAC 開発評価ネットワーク（EvalNet）の定期会

合（2019 年 2 月，於パリ），アジア太平洋評価学会（APEA）の総会（2019 年 2 ～ 3 月，於マニ
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ラ）等への参加を通じて，機構の評価業務の特徴を発信するとともに，各機関，各国政府の実務者，

研究者等と国際開発領域の課題に対する評価のあり方等について情報，意見交換を行い，ネットワ

ークの強化を図った。 

• 事業評価結果や教訓の国際的な活用促進のため，世界銀行が主導する国際的なナレッジ・プラット

フォーム GDI（Global Delivery Initiative）との連携に関するパートナーシップ協定の締結を進めて

いる。ウェブ上の GDI データ検索システムに，機構の英文事後評価報告書（約 1,000 件超）を提

供し公開した。国際的な知見共有に一層貢献するため，GDI ケースライブラリーに，機構から新規

にケニア向け技術協力「ニャンザ州保健マネジメント強化プロジェクト」のケーススタディを提供

し公開済。また更に，チリ向け技術協力「水産養殖プロジェクト」他のケーススタディについても

公開を準備中。 

• GDI ラーニングプログラムの第 1 回ワーキンググループ会合（11 月，於ワシントン DC）に参加

し，個々の事業の課題に合わせた事業実施，開発事業の実施上の課題の克服について意見交換する

とともに，機構の評価の取組等について発表した。 

② 評価能力の向上 

• 事業評価に関する内部人材の育成のため，年間を通じて各種職員研修を実施した。具体的にはテレ

ビ会議を通じた事後評価入門研修を 8 回，在外事務所における演習型の研修 2 回及び評価セミナ

ー 5 回の計 15 回実施した。また，事後評価結果・教訓の活用促進を目的に，機構在外拠点職員も

対象にフィードバックセミナーを開催し，前年度に評価結果が確定した事後評価からの最新の学び

と教訓の組織内での浸透を図った。 

• 外部向けには，事後評価を実施する外部評価者を対象に，外部事後評価レファレンスや調査手法に

関する説明会を継続して開催した。また，日本評価学会の評価士養成講座，大阪大学，法政大学，

北里大学の各々の大学院において，評価論を中心とする講義を提供した。 

• 開発途上国人材の評価能力向上へ向けた取組として，タイとベトナムの事業実施機関を対象に，評

価セミナーを実施し（タイは財務省職員 33 名，ベトナムは計画投資省，財務省，交通省等計25 名），

事業評価に関する理解の深化及び評価結果のフィードバックを通じた事業改善への意識向上を図

った。 

③ 評価結果・教訓・分析結果の発信 

• 評価の専門性向上のため，事業評価に関する最新の分析結果や考察等を，日本評価学会，国際開発

学会の全国大会で発表した。海外に向けては，上記「（3.）①国際機関との連携・協働」で既述の各

種国際会議の場，GDI のナレッジ・プラットフォーム等を活用し，事業評価を通じて得られた知見

の発信と活用拡大を図った。 

 
（4） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 近年の事業量の増大を受け，2017 年度以降事後評価の対象件数が増加傾向にあり，内容的に共通

性の高い事業や目標を同じくする事業の一体的評価等，評価の合理化を図ってきている。評価対象

件数の増加に関わらず，評価の質の確保を図り，より効率的な評価手法について継続して検討して

いく。 

 

 No.8-3 開発協力人材の育成促進・確保  
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関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

能力強化研修参加者数 349 人125  565 人 503 人 

 

（1） 多様な協力ニーズに対応した開発協力人材の養成と確保 

• SDGs 達成に向けた人材養成及び JOB セミナーの実施：SDGs 達成のための援助ニーズに基づく

人材養成のニーズに応じ，①「都市開発・まちづくり」，②「災害からの復興支援」，③「気候変動

と開発」，④「開発協力のプロセス・マネジメント」の 4 コースを新設した。上記①②③は，機構

が中心的に取り組むとしている SDSs のゴールのうち Goal.11（都市）及び 13（気候変動）に対応

し，当該分野を担う開発協力人材の養成に貢献した。また，分野課題ごとの研修コースのみならず，

④の研修では，分野横断的な技術協力の効果的なマネジメント手法について学ぶ機会を設けたこと

で，開発協力人材の事業マネジメント力の向上に貢献した。その他「栄養改善人材養成」，「ユニバ

ーサル・ヘルス・カバレッジ」，「社会基盤マネジメント」，「森林保全を通じた気候変動対策（REDD+）」

等 SDGs に対応する新規・継続を含めて 22 コースを実施した。 

• SDGs をテーマにした JOB セミナー「SDGs に取り組むシゴト」にて，開発協力のキャリア志

向者や開発協力の業務従事者等，約 80 名に対し SDGs 推進の重要性及び SDGs に貢献可能な人

材となるためのキャリアに係る情報提供を行った。 

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

（ア）PARTNER の利用促進に向けた強化 

• ウェブサイトリニューアルと機能，コンテンツの拡充：11 月のウェブサイトリニューアル時にサ

イトデザインを刷新し，人材・団体の登録者数や分野属性を俯瞰できる都道府県別データ及び若年

層向けページをコンテンツとして新設した。さらに，登録者の出前講座講師等への協力意思を表示

する機能を新たに設け，PARTNER 登録人材の地方での開発教育支援等におけるさらなる活躍促進

に取り組んだ。 

• 民間企業等の利用促進強化：関東地方で事業展開する信用金庫が主催した，中堅・中小企業が多数

参加するビジネスフェア等で PARTNER サイトの紹介を行った。海外，特に開発途上国での事業展

開に際し，現地滞在経験があり言葉を習得している人材が多く登録しているPARTNER サイトの活

用（求人情報掲載や人材検索）は企業側のメリットにもなり，また，地方の候補人材に対して海外

事業の求人情報を広く認知してもらうことは機構側のメリットにもなり，双方に資する取り組みと

なった。 

• 新たな開発協力人材の登録：2018 年度に PARTNER に新規に登録した開発協力人材は 2,325 人と

なり，目標値（2,000 人）を上回った。 

（イ）開発協力人材の新規開拓 

• 将来の開発協力人材確保への取り組み：少子化の現状を踏まえ，将来的な国際協力業界の担い手を

広く確保するため，特に大学生，若手社会人の登録勧奨に注力した。 

• 大学との連携による学生への情報発信：明治大学，慶應義塾大学，杏林大学，三重大学等の計 14

大学で計 17 回講義を行い，延べ 1,200 名以上に対し国際キャリアの概要や形成に関する情報を発

信し，国際協力分野の関心層の裾野拡大に取り組んだ。 

                                                   
125 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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• 関係機関との連携：海外コンサルタンツ協会との連携セミナー等を 15 回，延べ 1,000 名以上に対

し実施した。また，外務省国際機関人事センターとも国際キャリアフォーラムや大学での講義等で

常時連携した。さらに，JOB セミナーでの国際機関（国連難民高等弁務官事務所駐日事務所） と

連携したほか，国際開発ジャーナル社と連携した東京農業大学，東海大学等計 4 大学（延べ260 名

以上参加）へのキャリアセミナーを実施し，新たな大学との関係を構築し，国際協力の仕事やキャ

リアパスに関する情報発信を行った。 

 
（3） 事業上の課題，及び原因分析と対応方針 

• PARTNER の利用においては，地方での国際協力人材の確保・育成のため，各国内拠点及び国際協

力推進員の若年層への働きかけに係るニーズを踏まえ，新たなコンテンツや機能を拡充している。

今後は各国内拠点で実際にそれらの機能を活用し，PARTNER への国際協力人材登録者数の増加に

繋げていくため，本部から国内拠点に向けた PARTNER サイト登録・活用におけるメリットを継続

的に発信し，国内拠点関係者の地方での PARTNER 普及促進に係るさらなる前向きな意識醸成を図

ることが必要である。 

 

 No.8-4 知的基盤の強化  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

研究成果のダウンロード数（万件） 5.2 万件126  7.1 万件 10.8 万件 

国際機関・政策担当者等への効果的な発信事例/ 

機構事業へのフィードバック事例の件数 

15 件127  

15 件128  

17 件 

15 件 

17 件 

17 件 

 

（1） 効果的な事業実施及び国際援助潮流の形成に資する研究と発信 

 中国等の新興国の開発協力：欧米の研究で焦点があたっていなかった新興国の開発協力の実態解明

を目的とした研究の成果を取りまとめ，英国サセックス大学開発学研究所（IDS：Institute for 

Development Studies）の開発学研究所報（IDS Bulletin）の特別号「Emerging Economies and the Changing 

Dynamics of Development Cooperation」を同研究所と共同で発刊した。同号の具体的な成果としては，

量的な実態が不明瞭な中国の援助量を DAC 基準で推計したこと，インドが実施している開発途上

国に対する立憲民主主義構築支援の実態を解明したこと，そして中国やタイなどの新興ドナーが，

被援助国時代に得た知見に自国独自の開発経験を加味してどのように自国の開発協力に活用して

いるかを解明したこと，が挙げられる。IDS，ドイツ開発政策研究所（DIE）でセミナーを開催し，

開発協力関係者に対して，同誌の内容を紹介するとともに，新興国と開発途上国の間の知的交流に

注目する重要性について情報発信した。さらに，同研究の成果を実務者向けに取りまとめたポリシ

ー・ノート「新興ドナーとの戦略的パートナーシップ構築を目指して」を発刊して，新興ドナーと

の協力関係構築に向けた実務的提言を行ったほか，論文「中国の対外援助：現状と課題」等を発刊，

国際的関心が高い中国の開発援助に関するタイムリーな情報発信を行った。 

• 日本の開発協力の歴史：日本の開発協力の歴史に係る研究の成果の発刊（東大出版会，7 巻シリー

                                                   
126 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
127  2015 年度実績 
128 2015 年度実績 
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ズ）に向けて，執筆者の準備会合及びアジア・アフリカでの現地調査等を実施した。中間的な成果

として，国際開発学会第 19 回春季大会で研究の成果を発表したほか，バックグラウンドペーパー 

4 本を公開した。 

• アジア地域のインフラ需要推計：アジア開発銀行（ADB）と共同で，アジアにおける 2030 年まで

のインフラの需要推計，資金ギャップを埋めるための政策提言を行っており，このうち社会インフ

ラ需要推計の方法論を検討したインドネシア，タイの事例研究の報告書を刊行した。地域全体の需

要推計の研究成果について，ADB と連携して 2019 年度に幅広い研究者，実務者に発表すべく報

告書を作成している。 

• 質の高い成長：「質の高い成長」の概念を体系的に整理し，日本が今後「質の高い成長」を国際的

に発信していく際の理論的支柱となることを目指し，経済学的論考とケース・スタディから成る 2 

冊の書籍の 2019 年度中の発刊に向けて，現地調査，執筆作業等を実施した。 

• 留学の途上国開発へのインパクト：海外留学が開発途上国に与えたインパクトを明らかにすること

を目的とした「途上国における海外留学のインパクトに関する実証研究－アセアンの主要大学の教

員の海外留学経験をもとに－」を開始した。インドネシア等4 か国の調査対象大学と連携して，開

発途上地域の大学教員に対する海外留学のインパクトの事例収集等を進めており，今後の日本の留

学生受入事業や大学の留学生受入の取組に示唆を与える研究成果を導出していく予定。 

 人間の安全保障：「東アジアにおける人間の安全保障の実践」研究の成果をまとめた学術書籍とし

て，人間の安全保障の規範が東アジア各国でどのように受け入れられているかを探究した「Human 

Security Norms in East Asia」，東アジア各国での人間の安全保障の実践について論じた「Human 

Security and Cross-Border Cooperation in East Asia」を国際的に著名な出版社である Palgrave Macmillan 

社から商業出版した。東アジア各国で理解されている人間の安全保障の概念と実践を，各国をベー

スとするローカルな研究者が多数参画して探求した，ユニークな研究となった。前者の書籍の成果

については，チュラロンコン大学社会調査研究所と共催した，故スリン・ピッスワン特別招聘研究

員元 ASEAN 事務総長メモリアルシンポジウムにおいて発信した。後者の書籍については，国連事

務総長より推薦文が寄せられた。また，発刊記念シンポジウム「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」の開催に加え，第四回世界社会科学フォーラムでの発表を通じ

て成果を発信した。いずれのシンポジウムや発表においても，人間の安全保障概念は濃淡があって

も各国に根付いていることや，国家の安全保障が人間の安全保障に貢献することが期待される一方

で，市民社会も重要な役割を持つといった点について，参加した国内外の研究者，実務家と活発な

意見交換を行った。加えて，研究成果を実務者向けに取りまとめたポリシー・ノート「人間の安全

保障の再考－東アジア 11 か国の研究からの提言－」を発刊し，「政府による保護から人々の能力強

化へ」等の実務観点から提言を行った。 

• SDGs：ブルッキングス研究所との共同研究の第 4 フェーズの研究成果として，「From Summits to 

Solutions：Innovations in Implementing the Sustainable Development Goals」を発刊。SDGs の達成に向

けて実施すべき施策を検証し，市場経済に SDGs を取り込むための企業インセンティブ，経済回

廊・海洋等国家単位を超えた取組，SDGs 達成できなかった場合の説明責任といった新たな論点を

提供した。ニューヨークの国連本部，ワシントン D.C. にて開催された発刊記念イベントや，研究

所主催の書籍発刊記念セミナー「SDGs 達成に向けて世界はどう変わるべきか」において，これら

の論点について多くの研究者，実務者と共有，議論した。 
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（2） 研究成果の事業へのフィードバック 

国際機関・政策担当者等への効果的な発信事例は以下のとおり。 

 ポリシー・ノート：研究成果を事業にフィードバックするための媒体として，学術的な研究を通じ

て得られた知見を基に有益な政策提言及び事業実施に係る提言につなげることを目的とし，国内外

の政策決定者（開発途上国政府等），機構事業関係者（職員，専門家，コンサルタント等） を含む

開発協力実務者（ドナー，NGO）等にとって有益な政策提言及び事業実施に係る提言をまとめた「ポ

リシー・ノート」を新たに考案し，機構事業部関係者と連携して「障害と教育」，「新興国の開発協

力」，「人間の安全保障」，「母子保健」，「サブサハラ・アフリカにおけるコメ生産拡大」の 5 件の

テーマで作成，発刊した。 

• ランチタイムセミナー：日本の開発協力の歴史や中国の対外援助の動向，技術協力のインパクト評

価，青年海外協力隊の開発協力への貢献等をテーマに，発刊済みのワーキング・ペーパーや「プロ

ジェクト・ヒストリー」シリーズの内容等について機構内関係者と幅広く知見の共有及び意見交換

を行い，フィードバックを実施した（20 回開催）。 

• 具体的な事業へのフィードバック事例：開発途上国を含む研究者，実務家が日本的な品質・生産向

上手法であるカイゼンに関する知見や協力経験を取りまとめた書籍「Applying the Kaizen in Africa：

A New Avenue for Industrial Development」を，インターネットを通じて無償で閲覧可能な形式（オー

プンアクセス）で 8 月に発刊し，カイゼン関連の研修事業に参加する研修員に参考文献として紹

介した。また，「サブサハラ・アフリカにおける米生産拡大の実証分析」（CARD 研究） では，米

生産の技術協力の有効性が計量経済学の手法による分析を通じて実証され，今後の米生産関連協力

の継続・展開に学術的裏付けを与えた。さらに，ボランティア研究の研究成果である書籍やワーキ

ング・ペーパーが，青年海外協力隊事務局の今後の事業運営にあたっての参考となっている。特に，

JICA 海外協力隊の選考，訓練や帰国後の社会還元支援の観点で，隊員の経験を通じて培われるス

キルや資質，またそれらを有する人材像に関する概念の整理，要件の検討を同事務局が行うにあた

り，協力隊の類型化に関する研究成果が参考資料として活用された。 

 

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

• T20 日本：2019 年の G20 サミットの日本開催に向けて，G20 に対する政策提言を目的として設け

られている T20（Think20）に関連する活動を積極的に行った。2019 年 5 月の T20 日本サミット

において，機構研究所は「2030 アジェンダ（SDGs）」と「アフリカとの協力」に関するタスクフォ

ースを主導し，提言を取りまとめる予定。9 月のアルゼンチンでの T20 サミットにて，英国の IDS，

海外開発研究所（ODI），ドイツの DIE，カナダの国際開発研究センター（IDRC：International 

Development Research Centre），アジア地域のシンクタンク等と意見交換を行い，関係構築を図った。

12 月の T20 インセプション会合においては，担当するテーマに関連する内外の研究者を招へいし，

2019 年の T20 日本に向けて議論を深めた。さらに，アジアの関係者の意見聴取を目的として，韓

国開発研究院（KDI：Korea Development Institute）と連携して準備会合を開催したほか，ベルリンで

開催された各種準備会合にも参加し，T20 日本で研究所の研究成果が G20 に向けた政策提言に反

映されるための知的インプットを行った。 

• 海外シンクタンク等とのネットワーク強化：機構研究所長が，グローバル・シンクタンク・サミッ

ト，アジア欧州会合（ASEM：Asia-Europe Meeting）セミナー，北東アジア開発協力フォーラム等

に参加し，海外のシンクタンク，関係機関との議論・意見交換を通じ，ネットワークを強化した。 
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• 研究人材育成：セミナーの開催や研究実施に係る関連情報を集約した内部人材向けサイト（「研究

の杜」）の運営等を通じ，機構職員を対象に研究人材の能力強化に向けた取組を実施した。研究所

所属以外の機構職員等から研究のアイデアを募り，採択された研究について研究所の支援を得て，

提案者が実施する研究プロポーザル事業を実施しており，職員が同事業に基づく研究成果をまとめ

たワーキング・ペーパーを執筆した。 

 
（4） 研究成果の公開，積極的な発信 

• JICA 開発大学院連携：法・政治，経済，社会開発の各分野に関し，9 大学で 10 プログラムを立

ち上げ，機構の留学生が日本の開発経験（日本の近代化の経験や戦後のドナーとしての知見）につ

いて英語で学ぶ機会を充実させた。また，立命館大学，京都大学，一橋大学，広島大学，早稲田大

学では，主に研究所スタッフを講師として派遣し，日本の開発協力の経験に関する講義を実施し，

戦後日本のドナーとしての知見を提供するとともに，機構の取組及びドナーとしての特徴に関する

理解を深める機会を充実させた結果，各大学及び履修した学生より実際の現場体験に裏付けられた

具体的な内容であった等の好意的な反応を得た。10 月より，GRIPS グローバル・ガバナンス・プ

ログラム（G-cube）の博士後期課程及び国際大学日本型開発学プログラム（JDP）の共同運営を開

始し，さらに，本邦で就学中の機構留学生の日本理解促進を目的として放送大学を通じた日本理解

に関する講義放送を2019 年4 月に開始すべく，コンテンツ面の企画を担っている。 

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

り込んで書籍として取りまとめた「プロジェクト・ヒストリー」シリーズについて，「僕の名前は

アリガトウ―太平洋廃棄物広域協力の航跡」，「パラグアイの発展を支える日本人移住者―大豆輸出

世界 4 位への功績と産業多角化への新たな取り組み」及び「スポーツを通じた平和と結束―南ス

ーダン独立後初の全国スポーツ大会とオリンピック参加の記録」を発刊した。「屋根もない，家も

ない，でも，希望を胸に―フィリピン巨大台風ヨランダからの復興」及び「マダム，これが俺たち

のメトロだ !―インドで地下鉄整備に挑む女性土木技術者の奮闘記」（いずれも 2017 年度発刊），

「僕の名前はアリガトウ―太平洋廃棄物広域協力の航跡」の発刊記念セミナーを開催した。 

• 平和と開発：二国間援助機関による人道危機対応に関する比較研究の成果として書籍「Crisis 

Management Beyond the Humanitarian-Development Nexus」を発刊し，国内大学等にて発刊セミナーを

開催したほか，研究成果をオランダの学会等で発表し，人道と開発の連携にかかる実践や課題につ

いて活発な意見交換が行われた。 

• 貧困削減と成長：バングラデシュが歩んだ経済社会の構造転換の経緯を，豊富なマイクロデータに

基づく定量的な手法で，多面的かつ詳細に分析した書籍「Economic and Social Development of 

Bangladesh：Miracle and Challenges」の発刊セミナーを開催した。また，「カンボジアにおける自国

通貨利用促進にかかる実証研究」では，大規模調査によって集計した家計，企業及び金融機関のマ

イクロデータに基づきドル化の要因を分析し，研究成果を現地セミナー等で発表し，カンボジア政

府の目指す自国通貨利用促進政策に寄与した。 

• 環境と開発 / 気候変動：「JICA 社会配慮（計画段階）の質の向上」の研究成果について，南アフリ

カ共和国及びマレーシアでの国際学会，日本でのアジア地域国際会議で発表した。開発途上国の参

加者からはデータや分析手法に関する質問が寄せられ，機構事業のみならず，開発途上国の環境ア

セスメントの質の向上に対しても有用であることが示唆された。 

• 青年海外協力隊：「青年海外協力隊の学際的研究」の研究成果として書籍「青年海外協力隊は何を
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もたらしたか開発協力とグローバル人材育成 50 年の成果」を発刊し，発刊記念セミナーを開催し

た。「国際ボランティアが途上国にもたらす変化とグローバル市民社会の形成に関する研究」にお

いて，研究成果をカナダの国際ボランティア会議（IVCO：International Volunteering Cooperation 

Organisation）で発表し，ボランティア事業に関わる海外の研究者，実務者との意見交換，ネットワ

ーキングを行ったほか，研究公開セミナーを金沢大学と連携して開催することで国内の関係者のボ

ランティア事業に対する理解の促進を図った。 

• カイゼン：研究者，開発途上国を含む実務者がカイゼンに関する知見や協力経験を取りまとめ，書

籍「Applying the Kaizen in Africa：A New Avenue for Industrial Development」を発刊した。研究所で発

刊セミナーを開催したほか，国際開発研究・特集号発刊記念セミナー「国際開発におけるカイゼン

研究の到達点と今後の課題 — 学際的アプローチからの政策的インプリケーションの検討」を国際

開発学会と共催した。機構のカイゼン分野の協力の取組に加えて，日本の生産性向上運動の歴史，

教育的視点からカイゼンが果たす役割といった多様な研究の視点を通して参加者と議論を行った。 

• 土地区画整理：日本の土地区画整理の知見，協力事業を取りまとめた書籍「Land Readjustment： 

Solving Urban Problems Through Innovative Approach」の発刊セミナーを開催した。機構の研修に参加

した元研修員からビデオメッセージによる実践例の報告があり，土地区画整理の取組が開発途上国

において進んでいることを印象づけることができた。 

• 国際教育協力：日本比較教育学会で本研究のセッションを組み，研究所長等が日本の教育協力の政

策，職業訓練や高等教育の協力の歴史に関する研究成果を発表した。教育協力の研究者や実務家の

参加を得て，国際協力と国益 / 日本の教育開発の関係や，国際協力の枠にとどまらない国際協力に

携わる日本国内のアクター間の連携等に関する活発な議論を喚起した。 

• 世界開発報告：セミナー「世界開発報告（WDR）2018：教育と学び－可能性を実現するために」を

世銀，GRIPS と共催した。機構研究所の研究員がコメンテータ―として参加し，研究所の研究成果

を紹介しつつ，望ましい教育政策に関する議論に貢献した。 

• 各種研究成果の発信：ワーキング・ペーパー（20 本），ポリシー・ノート（5 本），書籍（12 冊），

報告書（1 冊），開発協力文献レビュー（2 本），バックグラウンドペーパー（4 本）を発刊したほ

か，セミナー等を 28 回開催した。外部での発表では，国内外の学会（29 回），外部セミナー講師

（75 件），非常勤講師（13 件）等，積極的に機構の研究成果を発信した。 

 

（5） 研究所の国際評価 

• シンクタンクランキング：ペンシルバニア大学の Global Go To Think Tank Index 2018 の「国際開発

部門」で 29 位（日本の機関の中では 2 位）であった。また，「地域部門（中国，インド，日本，

韓国）」では 34 位（日本の機関の中では 7 位）であった。 

 

（6） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

① 日本自身の開発経験，開発協力経験も含め，欧米的な視点とは異なる開発をめぐる知見を国際的な

議論により効果的にインプットしていくことが課題である。そのために，以下の対応方針で取組む。 

• 国内外のシンクタンクとの連携を通じ 2019 年の T20 日本プロセスに研究成果を反映させること

で，G20 に適切な政策提言をインプットする。 

• 日本の開発・開発協力経験の取りまとめ，発信に継続的に取組む。その際，機構内の事業部門との

連携，及び従来の研究事業と JICA 開発大学院連携の連携に留意する。 
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• 中国を含む新興国の開発協力研究も通じて，これら新興国のシンクタンクとの連携を強化し，欧米

的な視点とは異なる開発をめぐる知見の体系化，発信を戦略的に進めていく。 

② 研究の質のさらなる向上のために，より開かれた研究所運営を志向し，研究の中間成果を発表する

セミナーを積極的に開催する等の方策により，多様な関係者の意見を研究成果に反映していく。 

 

No.8-5 災害援助等協力  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

研修・訓練回数 24 回129  29 回 29 回 

 

（1） 国際基準能力の維持・迅速派遣に向けた基盤強化 

• 国際緊急援助隊・救助チームの迅速派遣に向けた体制整備：チーム人員の増員，機材の大型化及び

航空会社の余剰機材整理に伴い，迅速な人員・資機材輸送のためのチャーター機の確保が昨今の課

題になっている。救助チーム派遣は 70 名全員一緒での派遣が基本原則であるが，フライト都合等

によりチーム全員の同時派遣ができない場合に備え，迅速な派遣のために確保可能な航空機座席数

に応じた隊の分割派遣計画を外務省，警察庁，総務省消防庁，海上保安庁との協議を経て導入した。

また，資機材輸送迅速化のため，電動式機材 130 を新たに導入するとともに，必要最小限の機材に

絞り込み隊員と同時に携行するべく，マニュアル整備を含めて派遣体制を整えた。 

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

プ 2）としての派遣を前提に，昨年度から着手したチーム内の部門構成及び人員配置の再整理作業

を進め，その成果を新しいマニュアル「国際緊急援助隊医療チーム JDR Book」にまとめ，同マニ

ュアルを基に登録者（244 人）に対する研修・訓練を実施した。 

• チーム派遣オペレーション能力・実施体制基盤強化：チーム派遣手続の標準手順書を更新するとと

もに，派遣手続訓練の実施による機構職員の業務理解向上を通じ，正副複数の担当者が派遣手続を

万全に実施できる体制を整えた。 

• チーム派遣時に利用する可能性が見込まれる海外航空会社を選定し，今年度は 3 社から有事の際

の座席と貨物スペース確保の協力約束を取り付けるとともに，利用制限やチャーター利用可能性等

について情報収集を行った。 

• 中南米・カリブ地域の機構在外拠点の緊急援助事業担当者を対象に，緊急援助スキーム参加型セミ

ナーを開催した。シミュレーション訓練を通じ，各在外拠点所員の緊急援助スキームの理解の向上

を図るとともに，メキシコへの救助チーム派遣に関する教訓を共有し，被災国政府関係部署間の責

任範囲の明確化と連絡先リストの整備，現地調達先リスト等の作成を始めとする平時の備えを強化

した。 

 グアテマラ火山災害では，上記セミナーに参加した所員が迅速に対応にあたり，機構による緊急援

助物資は，先方要請から 3 日以内に被災地に到着（政府間で公式に行われた空輸による物資援助

としては最も早く被災地に到着）したことから，プレンサ・リブレ紙をはじめ現地主要紙，主 要 TV 

局，邦人プレス（朝日新聞）を含む現地報道にて大きな注目を集めた。 

• 機構ブータン事務所からの依頼を受け，在外拠点向け緊急援助スキーム参加型セミナーとともに，

                                                   
129 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
130 輸出手続に時間を要する貨物輸送扱が義務付けられるエンジン駆動式捜索救助機材に代えて，受託手荷

物扱として迅速な輸出が可能な機材。 
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ブータン政府職員を対象に国際緊急援助の受入体制強化を目的としたワークショップを開催した

（9 月）結果，ブータン政府関係部署間の業務責任と連絡窓口の明確化に加え，ブータン国営航空

会社よりチャーター機利用の約束取り付けを通じ，ブータンの支援受入に係る課題解決に貢献した。 

• 在外拠点が国際緊急援助隊の受入時に対応すべき事項を網羅したマニュアルを英文化した。加えて，

先方政府に緊急援助チームを紹介するためのプレゼン資料の英語版に加え，西語・仏語版を新規に

作成した。なお，同資料は外務省内 HP にも掲載され，在外公館での緊急援助業務理解の向上にも

貢献した。 

• 現地 ODA タスクフォース遠隔セミナー（12 月）にて上記マニュアル，資料を 34 か国 117 名の

在外公館及び在外拠点に対して紹介し，各国での緊急援助の効率的な実施に向けた平時の準備と有

事の即応体制強化を推進した。 

 3 月にモザンビークで発生したサイクロン災害への対応にあたっては，上記セミナーに参加した在

外公館，機構事務所員が迅速に対応にあたり，物資供与及び国際緊急援助隊専門家チーム，医療チ

ームの効果的な受入に貢献するなど，セミナーの成果が現地で発現した。また，被災地で専門家チ

ームと医療チームが密に連携を取り，相乗効果の高い支援活動が実現し，モザンビーク政府，国際

機関から国際緊急援助隊に対して謝意が示された。 

 
（2） 国際的な連携枠組への参画と日本の経験・知見の発信 

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

• フィリピンで開催された INSARAG アジア大洋州地域地震演習（6 月）（37 か国，28 組織から 497

人が参加）にて，国際緊急援助隊事務局より派遣された国際協力専門員が同演習の運営総括責任者

を担い，9 か国・3 国際機関から派遣された 37 名の演習管理者を指揮しながら，演習実施を成功

裏に導いた実績が国連関係者から高い評価を得た。 

• 国際捜索・救助チームの責任者をはじめとする，21 か国（地域）及び国連人道問題調整事務所

（OCHA：UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）から 74 名（うち国内 22 名）の参

加を得て，INSARAG アジア太平洋地域会合を東京で開催した（8 月）。会議では，国際緊急援助隊

の派遣と受入の双方の経験を有する日本のリードにより「支援を受ける能力」についてパネルディ

スカッションを開催し，被災国ごとに異なる支援受入方針及び災害対応体制と，INSARAG の国際

調整手法との調和をいかに図るべきかについて，熱心な討議が交わされた。参加者の多くからは，

機構の綿密な会合準備と運営，適切な議題設定と議論のリード，参加者に対するきめ細かいホスピ

タリティに対して高い評価が寄せられ，議長国として本会合をリードした日本の存在感を発揮した。 

• 技術的貢献：他国の能力評価（IER）の受検に向けた評価員の派遣（2 回），INSARAG に加盟する

国際捜索救助チームのワーキンググループ会合への有識者の派遣（2 回），構造評価専門家を対象

とする研修コースへの講師派遣（1 回）等，国際緊急援助隊が保有する高い技術及び専門性に基づ

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

び同マニュアルの策定支援を行う等，各国間協調の促進に向けた貢献を果たした。加えて，フィリ

ピン捜索救助チームによる INSARAG の認証受検に向けた指導役として適切な助言を行った。 

② WHO 緊急医療チーム（EMT）イニシアティブにおける国際基準策定への貢献 

• WHO 緊急医療チーム（EMT）イニシアティブにおいて，日本は 2017 年度に引き続き西太平洋地

域の副議長を務めた。また，災害医療の国際的な共通方法論となるEMT のガイドライン（Blue Book）

改訂作業，及び災害医療において重要な役割を果たす母子保健・新生児分野の技術検討ワーキング
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グループへの参加等，技術的な貢献を行った。 

③ WHO 連携等を通じた感染症対応能力強化 

• WHO のグローバル感染症警報対応ネットワーク（GOARN：Global Outbreak Alert and Response 

Network）の品質確保及び標準手順作業部会への参画を通じ，国際的ネットワーキングを維持した。 

④ 国内外関係者とのネットワークの維持 

• ASEAN 防災人道支援調整センターが実施する防災担当官育成プログラムにて，国際緊急援助隊事

務局は講義を提供し，JDR スキームの紹介と併せて，緊急援助オペレーション時の留意点や過去の

災害に対する緊急援助の教訓を共有した。 

• アジア太平洋安全保障研究センター（APCSS：Asia-Pacific Center for Security Studies）と台湾国家防

災科学技術センターが共催した「Integrating Private, Civil & Public Sector Disaster Response Workshop」

に参加した。アジア大洋州地域及び台湾の防災関係者，民間・市民団体に対して，過去の日本の災

害経験からの教訓を共有し，併せて仙台防災枠組を踏まえ，機構が日本の産官民学の強みをいかし

た防災支援を各国で展開している事例紹介を通じ，「公助に頼らない，自助・共助と一体となった

防災体制整備及び効果的な応急対応に向けた事前の備えの重要性」を主張し，議論をリードした。 

• 台湾の保健当局・医療チームからの要請に応え，国際緊急援助の知見・教訓を共有した。また，機

構が支援する「ASEAN 災害医療連携強化（ARCH）プロジェクト」を通じて実施された ASEAN 加

盟各国の合同実践訓練に，機構職員及び医療チーム登録者から構成される人員を派遣したほか，

EMT 地域演習に診療情報分野の演習管理員を派遣し，他国での各種研修・演習への協力を行った。 

• 3 月に実施した国際緊急援助隊救助チーム総合訓練において，フィリピン政府及び台湾当局に対す

る訓練視察機会の提供を通じ，訓練企画・運営に関するノウハウを提供した。 
 

（3） 迅速且つ効果的な緊急援助の取組 

2018 年度は 4 件の国際緊急援助隊派遣，2 件の国連災害評価調査チーム（UNDAC）派遣，及び 11

件の緊急援助物資供与を実施した。特筆すべき案件は以下の通り。 

• コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の流行に対する国際緊急援助隊・感染症対策チーム：5 月

にコンゴ民主共和国で流行したエボラ出血熱に対して，感染症対策チームを派遣し，首都キンシャ

サでサーベイランス（検疫体制及びデータマネジメントの強化）及び検査診断を，先方政府や国際

機関と協力して支援した。サーベイランス支援では，他州から首都への渡航者（1 日あたり約 1,000 

人）を検疫する臨時検疫所の設置支援や収集データの管理，検疫官（30 名），疫学者（10 名）に対

する指導を行った。また，検査診断にかかわる先方政府の職員（3 名）に対する研修等，検査方法

の改善や診断の質の向上のための支援を行い，国際的な感染症危機対応及び同国の意向に沿った活

動を行ったとして，同国保健大臣及び WHO 事務局長から日本の支援に対する謝意が表明された。

また，「キンシャサにおけるエボラ対策（ル・ポテンシエル紙）」，「マルク地区ベンデベンデ検疫所

のプレスツアー（ACP 社）」等，現地報道でも，国際緊急援助隊による臨時検疫所での検疫活動の

様子が大きく取り上げられた。 

• インドネシアにおける地震及び津波被害に対する国際緊急援助隊・自衛隊部隊：9 月に発生したイ

ンドネシア国スラウェシ島における地震及び津波被害に対して，国際緊急援助隊・自衛隊部隊が派

遣された。同部隊は延べ約 71 名，輸送機延べ 2 機からなり，機構が供与した緊急援助物資（テン

ト，浄水器，発電機）をはじめ総計 200 トンの物資を集積拠点から被災地へ空輸するとともに，

被災民及び援助関係者約 400 名の移送を実施した。また，OCHA からの要請に基づき日本人 



8-19 
 

UNDAC メンバーを 1 名派遣し，物資集積拠点から被災地への緊急援助物資の迅速な輸送配布を支

援した。 

• サイクロン Idai 被害に対する国際緊急援助（モザンビーク，ジンバブエ，マラウイ）：3 月に東ア

フリカで発生したサイクロン Idai の甚大な被害に対し，モザンビーク政府からの要請に基づき，

医療支援の国際調整を担う国際緊急援助隊・専門家チーム，4 年ぶりの派遣となる国際緊急援助

隊・医療チームを同時に派遣し，両チームの相互補完的連携に基づく緊急援助活動を実施中である。

加えて，チーム派遣オペレーションの負荷がかかる状況下で，モザンビーク，ジンバブエ，マラウ

イに対して迅速に物資供与を同時並行で実施するとともに，OCHA からの要請に基づき緊急援助隊

事務局員 1 名を UNDAC メンバーとして派遣し，効果的な緊急援助に向けた複合的支援を実施中

した。 

 
（4）2018 年度計画の未達事項及び事業上の課題，及び原因分析と対応方針 

• チーム規模と携行資機材の大型化，航空会社の経営合理化に伴う余剰機材縮小等の様々な要因によ

り，迅速派遣の前提となる航空輸送手段の確保が課題となっているため，官民を問わずあらゆる関

係機関との情報共有と連携促進に努め，迅速な輸送を可能にする手段の検討を引き続き進める。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

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

される。加えて，事業の効果向上に向けて事業評価や研究成果の事業への一層の活用促進，国際緊急援助

隊の対応能力の向上が期待される。（2017 年度主務大臣評価報告書，No.8「事業実施基盤の強化」） 
 

＜対応＞ 

ア  広報：主要テーマを中心に国内外へのタイムリーな情報発信を行う戦略的な広報を実施した。その結

果，報道実績は国内で約 6,400 件，海外で約 24,400 件。 
イ  事業評価 

事業評価結果の事業での一層の活用を促進するため，事後評価結果と教訓の横断的分析や事業実施過程

に着目したプロセスの分析等を実施した。また，組織内に留まらない開発協力事業の一層の効果発現向

上を目指し，これらの結果を組織内外，国内外で発信した。 
ウ  人材養成確保 
• 能力強化研修では，機構が行っている協力の重点分野・新たに取り組みつつある分野を中心に，新規 

4 コース含め 22 コースを実施し，多様なセクターの開発協力人材の養成に貢献した。 
• PARTNER サイト活用においては，出前講座講師対応等が可能な登録人材情報を抽出する新機能を実

装することで，農村開発や都市開発等，開発協力人材が不足している分野での将来的な人材確保のた

めに，これまで手薄であった農業大学校等での出前講座実施促進に資した。 
エ  研究 

日本の経験の知識化・体系化に関する研究の実施，ポリシー・ノートの積極的な作成・発信，事業部関

係者を含む多様な関係者に開かれたセミナーの開催等を通じ，研究成果の事業での活用を一層促進し

た。 
オ  災害援助 
• 国際的な連携枠組みへの参画，各チームの研修・訓練の実施を通じて，国際緊急援助隊の対応能力の

向上に努めた。 
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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：多くの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，国際社会に対し機構の開発協力の成果の認知度と支持を高めるとともに，一層の国民の

理解を得るべく，重点テーマ（自由で開かれたインド太平洋，日本の近代化と開発経験）を踏まて戦略

的に広報を実施。事業の質の向上に向け，様々な評価手法を取り入れつつ事業評価を着実に実施した

（PDIA の試行導入，横断分析に基づく「紛争影響国・地域の事業マネジメントにおける教訓の抽出」

作成）。効果的な事業実施及び国際援助潮流の形成に資する研究（中国等新興国の開発協力の実態解明，

人間の安全保障の実践等）と研究成果の発信及び事業へのフィードバック（ポリシー・ノートを刊行）

を促進した。災害援助では国際的な連携枠組みに対する日本の経験・知見の発信等に加えて，災害に迅

速に対応する（グアテマラ）等，特筆すべき成果をあげた。 
 

1. 広報 
○ 重点ターゲット毎のアプローチに沿い多様なツールにて効果的な広報を展開。 
○ 国内で約 6,400 件，海外で約 24,400 件の機構もしくは ODA の報道。 
○ 戦略的に重点テーマを発信（新 JICA10 年，自由で開かれたインド太平洋，日本の近代化と開発経

験，太平洋・島サミット，中南米・日系社会への協力）。 
◎ 現地メディアを通じた情報発信【②】：外交周年行事が多い中南米・カリブ 7 か国の新聞・テレビ

記者を招聘。日本の再生エネルギーの取組，廃棄物管理等，計 23 件の現地報道につながった。 
 

2. 事業評価 
○ 協力金額 10 億円以上の全ての事業及び 10 億円未満であっても有効な教訓が得られる可能性の高

い事業 86 件の外部評価と，2 億円以上 10 億円未満の案件 97 件の内部評価実施，ホームページで

公表。 
◎ 事業評価の教訓を事業改善や効果向上に活用するべく，PDIA の試行導入，プロセス分析（「簡易

プロジェクト・エスノグラフィー」実施ハンドブック作成），横断分析（「紛争影響国・地域の事

業マネジ メントにおける教訓の抽出」作成）実施。 
 

3. 人材養成確保 
○ 4 件の能力強化研修を新設（都市開発・まちづくり，災害からの復興支援，気候変動を開発，開発

協力のプロセス・マネジメント）。 
○ PARTNER をリニューアル，機能・コンテンツを拡充，開発協力人材の新規開拓のため大学生へ情

報発信（計 14 大学で 17 回講義），ECFA 連携セミナー開催（計 1,000 名以上）。 
 

4. 研究 
○ 効果的な事業実施及び援助潮流の形成に資する研修を実施（アジア地域のインフラ需要推計，質の

高い成長，留学の途上国開発へのインパクト等）。海外の研究機関等との共同研究・発信を積極的

に実施（IDS，ADB 等）。 
○ 各種研究成果を発信（ワーキング・ペーパー 6 本，ポリシー・ノート 4 本，書籍・報告書発刊 10 

冊，セミナー開催 14 回等） 
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◎ 中国等新興国の開発協力の実態解明【③】：欧米の研究で焦点があたっていなかった新興国の開発

協力の実態を取りまとめ，ポリシー・ノートを刊行し，新興ドナーとの協力関係構築に向け実務的

提言。 
◎ 研究成果の事業へのフィードバック【③】：国内外の政策決定者（開発途上国政府等），機構事業

関係者（専門家，コンサルタント等）を含む開発協力実務者（他ドナー，NGO）等にとって有益な

政策提言及び事業実施に係る提言をまとめたポリシー・ノートを 4 本発行（障害と教育，新興国の

開発協力，人間の安全保障，母子保健）。 
◎ 人間の安全保障【①，④】：人間の安全保障の規範にアジア各国での受入，人間の安全保障の実践

に係る研究成果の集大成となる報告書 2 冊を国際的に著名な出版社である Palgrave Macmillan 社
からの商業出版。後者については国連事務総長による推薦文。第四回世界社会科学フォーラムにて

研究成果を発表し，国際的議論に貢献。加えて，ポリシー・ノートを発行し，実務観点からの提言

を実施。 
 
5. 災害援助 
○ 国際捜索救助諮問グループ地域議長及び WHO 緊急医療チーム地域副議長として，太平洋地域各国

との関係を強化。 
○ 緊急援助隊（4 件），UNDAC 派遣（2 件），緊急援助物資供与（10 件）実施。 
◎ グアテマラ火山災害への迅速な対応【②】：政府間で公式に行われた空輸による物資援助としては

最も早い支援を実施。 
◎ モザンビークサイクロン災害への対応【②】：物資供与，国際緊急援助隊専門家チーム及び医療チ

ームによる支援。 
 

＜課題と対応＞ 
引き続き，戦略的な情報発信による効果的な広報を通じて国民の理解と支持基盤を醸成しつつ，協力ニ

ーズの多様化に対応した開発協力人材の養成・確保及び裾野拡大に向けて PARTNER を戦略的に活用す

る。また，事業の効果向上に向けて，評価の質の確保を図りつつ，より効果的な評価手法について継続し

て検討していくとともに，G20 等の国際会議にて機構の経験・知見に基づく政策提言を行うべく，新興国

のシンクタンクを含む国内外のシンクタンクとの関係を戦略的に構築していく。さらに，災害援助に関し

ては，国際緊急援助隊・救助チームの迅速な派遣に向け，官民を問わず多様な機関との情報共有及び連携

促進を図る。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
事業実施基盤の強化に向けた取組について，機構の活動として，以下の実績が認められる。 

 
１．広報 

 現地メディアの日本招へいや，地方メディアの海外派遣，国民の幅広い層に対する機構の認知度向

上のために重点ターゲット毎に多様なツールを用いて効果的な広報を展開した結果，国内で約 6,400

件，海外で約 24,400 件の JICA もしくは ODAの報道に繋がった。特に，外交周年行事が多い中南米・

カリブ 7 か国の新聞・テレビ記者を招へいし，日本の再生エネルギーの取組や廃棄物管理等計 23 件

の現地報道に繋がったことが，戦略的な取組として評価される。 

 SNS，ウェブサイトを活用した情報発信として，facebook, twitter ともにファン数，フォロワー数

は昨年度から増加，特に英語版のファン数，フォロワー数はそれぞれ前年度比 33.4％，38.1％と大き

く増加した。 
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２．事業評価 

10 億円以上の全ての事業及び 10 億円未満であっても有効な教訓が得られる可能性の高い事業 86

件の外部評価，2 億円以上 10 億円未満の事業 97件の内部評価を実施し HP上で公表したほか，横断

分析や詳細分析等を取りまとめ「事業評価年次報告書 2018」として同じく HP上で公表した。 

事業評価の実施基盤強化の取組として，国際機関や各国と会合等を通じて機構の取組発信や情報・

意見交換を実施し連携・協働に取り組んだほか，各種職員研修を通じた事業評価に関する内部人材の

育成や，外部評価者を対象とした説明会の実施，開発途上国の事業実施機関を対象とした評価セミナ

ーの実施等に取り組んだ。 

特筆すべき取組として， PDIA（Problem Driven Interative Adaptation）手法をフィリピンの案

件に試行導入した他，事業効果の発現プロセスを分析するための「簡易プロジェクト・エスノグラフ

ィー」実施ハンドブックの作成，横断分析のための取組として「紛争影響国・地域の事業マネジメン

トにおける教訓の抽出」の作成など，事業評価の教訓を事業改善や効果向上に向けて活用するための

新たな取組を実施したことが評価される。 

また，単体のプロジェクト評価だけではなく，協力プログラムの援助効果の評価に向けて，目的を

同じくする複数の事業を一体的に事前評価・事後評価する取り組みを進めたことも評価される。 

 
３．開発協力人材の育成促進・確保 

SDGs達成のための援助ニーズに基づく人材養成のニーズに対応するため，「都市開発・まちづくり」，

「災害からの復興支援」，「気候変動と開発」，「開発協力のプロジェクト・マネジメント」の 4コース

を新設した。 

また，国際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）の利用促進に向けた取組として，ウェブサイ

トリニューアルと機能・コンテンツの拡充に取り組んだほか，開発協力人材の新規開拓のため，大学

との連携による学生への情報発信（計 14大学で計 17回の講義実施，延べ 1,200 名が参加）や，海外

コンサルタンツ協会（ECFA）や，国連難民高等弁務官事務所駐日事務所，国際開発ジャーナル社等の

関係機関と連携してセミナー等を通じて国際協力の仕事やキャリアパスに関する情報発信を行った。 

 
４．知的基盤の強化 

効果的な事業実施や援助潮流の形成に向けて，「アジア地域のインフラ需要推計」や，「質の高い成

長」，「留学の途上国開発へのインパクト」等に関する研究を実施したほか，G20 に対する政策提言を

目的として設けられている T20（Think20）関連の活動を通じて各国シンクタンク等と意見交換・関係

構築に取り組んだことに加え，SDGs 達成に向けてブルッキングス研究所等と共同研究・発信を積極

的に実施した。 

また，ワーキングペーパー6 本，書籍・報告書発刊 10 冊，セミナー開催 14 回等，各種研究成果の

発信に取り組んだ。特に，国内外の政策決定者，機構事業関係者を含む開発実務者等にとって有益な

政策提言及び事業実施に係る提言をまとめたポリシー・ノートを 4本（障害と教育，新興国の開発協

力，人間の安全保障，母子保健）発行したこと，とりわけ，欧米の研究で焦点があたっていなかった

新興国の開発協力の実態を取りまとめたことは，新興ドナーとの協力関係構築に向けても有益な取組

として評価される。 

その他の特筆すべき事項として，人間の安全保障の規範が東アジア各国でどのように受け入れられ

ているかを探求した書籍，東アジア各国での人間の安全保障の実践について論じた書籍を，いずれも

国際的に著名な出版社である Palgrave Macmillan 社から商業出版し（後者については国連事務総長

から推薦文を得た），第４回世界社会科学フォーラムにて研究成果を発表し，国際的議論に貢献した

事を高く評価する。 

 
５．災害援助等協力 

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

レーション能力・実施体制基盤強化に取り組んだほか，国際捜索救助諮問グループのアジア大洋州地

域地震演習で国際緊急援助隊事務局より派遣された運営総括責任者が演習を成功裏に導き，アジア太

平洋地域会合の東京会合においても議長国として議論をリードしたことに加え，WHO 緊急医療チーム

地域副議長として技術的な貢献を果たした。 

特筆すべき取組としては，グアテマラ火山災害において，事前に中南米・カリブ地域の機構在外拠
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点の緊急援助事業担当者を対象に訓練等を実施していたこともあり，機構事務所員が迅速に対応にあ

たることができ，政府間で公式に行われたものとして最も早く空輸による物資援助を実現し，現地報

道にて大きな注目を集めたことが評価される。 

また，モザンビークで発生したサイクロン災害への対応において，事前に現地 ODAタスクフォース

遠隔セミナーを実施していたこともあり，在外公館・機構事務所員が迅速に対応にあたることができ，

物資供与や援助チームの効果的な受け入れに繋がったほか，被災地で国際緊急援助隊専門家チームと

医療チームが密に連携を取り，相乗効果の高い支援活動が実現するなど，先方政府からも高い評価を

得た。 

 
以上の定性的な実績に加え，定量指標であるプレスリリース発出数が目標値（50 件）を 44％上回

る 72件となったこと，フェイスブック投稿数が目標値（350件）の約 3.3倍となる 1,149 件となった

こと，ODA 見える化サイト掲載案件の更新数が目標値（500 件）の 2 倍超となる 1,141 件となったこ

と，国際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）新規登録人数が目標値（2,000 人）を 16％上回る

2,325 人となったこと，国際緊急援助隊・感染症チームへの登録者数が目標値（150 人）の 1.4 倍超

となる 214人となったことを踏まえ，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認

め，「Ａ」評価とする。 

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

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

くりの参画及び，納税者である国民の理解の醸成，多様な開発課題に対応する開発人材の養成・確保

がなされ，事業の効果向上に向けて事業評価や研究成果の事業への一層の活用促進，国際緊急援助隊

の対応能力の向上が期待される。また，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） 
・ＪＩＣＡ研究所のシンクタンクとしての国際的評価の改善努力にも期待したい 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.9 戦略的な事業運営のための組織基盤づくり 

業務に関連する政

策・施策 

― 

当該事業実施に係る

根拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，

難易度 

― 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 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 

①主要なアウトプット情報（定量指標） 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

情報共有基盤システムに係る研修実績 12 件131 12 件 27 件 18 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：4.（1），中期計画：2.（1） 

年度計画 
5.（1）戦略的な事業運営のための組織基盤づくり 
ア 実施体制の整備 

・ 戦略的に事業を運営する基盤を強化するため，組織体制の見直しを引き続き行うとともに，運用運営

の状況をレビューしつつ，今後の体制を検討する。特に，国内拠点の体制強化に向けた施策を実施す

る。 
・ 機構の業務戦略や事業方針等に係る外部からの助言を得るため，経営諮問会議，International Advisory 

Board を継続的に開催する。各部門の役割・責任範囲を明確化するため，規程類の継続的な見直しを

行う。 
・ 各部門の役割及び責任範囲を明確化するため，規程類の継続的に見直す。また，国際交流基金，日本

貿易振興機構及び国際観光振興機構との海外拠点の共有化・近接化の可能性を引き続き検討する。 
 

イ 業務基盤の強化 
・ 業務の質の向上や業務軽量化のために新たに整備する機構内の情報共有基盤を安定的に運用する。ま

た，同基盤の効果的な活用促進と円滑な利用開始のため，継続的に利用者向けの研修を実施する。さ
らに，在外拠点とのコミュニケーションの効率化に向けて情報通信網を維持し整備する。 

主な評価指標（定量的指標：なし） 
・ 内外の政策的要請等に対応した組織・業務実施態勢の強化状況 
・ 業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況 
・ 国内拠点の施設利用状況 

 

３－２．業務実績 

 No.9-1 実施体制の整備  

                                                   
131 前中期目標期間実績平均 
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（1） 組織・業務実施態勢の強化状況 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

外部有識者の参加を得た，組織運営・事業戦略に関す

る会議の開催回数 -132 3 回 12 回 

 
① 戦略的な事業運営基盤の構築に向けた組織体制の見直し，各拠点機能の強化 

• 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）の指摘があり，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した（一部の取組は諮問委員会の最終提言（12 月）

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・調整した。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の向上に努めた。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

統制の弛みの是正に取り組んだ。 

• 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。 

• 新規の技術協力案件の採択可否について，後年度の予算見通しを踏まえた上で理事会において審議

する体制を構築した。さらに，技術協力事業全体の事業運営状況や重要案件に係る実施方針等につ

いて，課題部・地域部が共同付議し，理事も交えて議論する技術協力事業委員会を設置し，事業の

ガバナンスを強化した。 

• 事業運営の要を担う企画部と全理事との定例会合を新設し，企画部と事業部長との定例会合の頻度

を高め，重要事案等に関する情報共有体制を強化した。中期的事業計画の基盤となる事業計画作業

                                                   
132 新しい取組のため基準値なし 
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用ペーパー（WP）策定の執務要領を改訂し，各部門の役割及び責任範囲をより明確化した。WP 検

討会議を導入し，戦略性及び予見性の向上と関係部間の合意形成を更に促進する体制を構築した。 

• 戦略的に事業を運営する観点から適正な組織体制を継続的に検討し，「JICA 開発大学院連携推進

室」の設置，「インド高速鉄道室」の設置を行った。また，インフラ技術業務部の体制強化を図っ

た。 

• 2017 年度に策定した国内機関の機能強化策に基づき，地域との一層の連携を強化する観点から，

国内機関の所掌事務の見直しを進めるとともに，国内機関の正式名称を「国際センター」及び「支

部」から「センター」に統一するとともに，「JICA（地名）」を正式略称に定め，対外的には同略称

を用いることとした。また，地元企業の海外展開を支援する目的から，郡山市に市町村レベルでは

初となる企業向けの JICA デスクを設置した。 

• 各拠点のオフィス賃貸契約の更新時に，個別に共有化・近接化の可能性を検討した。 

② 外部の知見の効果的な活用と業務戦略，事業方針の検討 

• 組織経営について助言を得ることを目的に設置した，外部有識者を交えた経営諮問会議を定期的に

開催した（5 月，1 月）。同会議では国内の多様なアクターとの連携強化や，機構内タスクフォース

による長期経営戦略の提案について議論を行った。 

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

を図ることを目的に設置した，International Advisory Board の第二回会合を開催した（7 月）。委員

からは，事業展開における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構想等に関する提言が出され，右提言を踏まえて「『自由で開か

れたインド太平洋構想』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

を図った。 

 

（2） 国内拠点の利用・活用状況 

 

関連指標 基準値 * 2017 年度 2018 年度 

国内拠点の利用者数 73.5 万人133 97.5 万人 96.5 万人 

研修施設の稼働率 58.4％134 57.8％ 46.3％ 

* 基準値は前中期目標期間実績平均。 

 
地域のニーズや特性をいかした創意工夫により，多様なパートナーとの連携構築やネットワークを活

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

主な取組は以下のとおり。 

 JICA 北海道（札幌）：老朽化が進んでいた研修施設内のレストランを，食を通じた国際協力理解の

場として改修し，地元町内会関係者，道庁，札幌市，教育委員会，大学等関係先約 50 人を招待し

たリニューアルイベントを開催（5 月）。フェアトレード品販売コーナーや TABLE FOR TWO（開

発途上国の学校給食への寄付）の導入，研修員との交流イベント開催などが地元メディアでも複数

取り上げられ，地域の住民が世界に触れるエントリーポイントとして，研修施設の活性化を図った。 

                                                   
133 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
134 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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 JICA 東北：機構がベトナムで支援する「日本人材開発インスティチュート」にて日本式経営を学

ぶ 27 名のベトナム人経営者を招へいし，「ベトナム企業・東北企業経営者交流会」を開催（6 月）。

東北地方から定員を大きく上回る 75 社が参加し，活発な意見交換が行われるとともに，参加した

ベトナム人経営者から東日本大震災被災者への義援金 10 万円が寄付される等，両国の関係強化，

ネットワーク構築に貢献した。 

 JICA 中部：なごや地球ひろばで，救急医療をテーマとした邦画「コード・ブルー」上映に合わせ

て国際緊急援助隊（JDR）のパネル展を開催（7 ～ 11 月）。映画で使用された若手医師たちの衣装

とともに，JDR による海外での救援活動を紹介した結果，なごや地球ひろばへの月間来館者数とし

ては過去最高の 7,037 人を記録（8 月）。また，JICA 中部ささしまライブ移転 10 周年を記念して

開催した「感謝の集い」には，地元議員，県・市議会議員，外交団，自治体幹部，大学・ 企業・

NGO の代表等関係者 120 名の出席を得て，北岡理事長による講演と意見交換を行い，地域の多様

なステークホルダーとの関係構築を図った（3 月）。 

 JICA 関西：大阪南港エリアの大型複合商業施設，アジア太平洋トレードセンター（ATC）内の一

角（「おおさか ATC グリーンエコプラザ」：年間約 10 万人以上が来訪する展示場）を活用して，

SDGs・機構に関する常設展示を開始（7 月）。国連ハイレベル政治フォーラムの日本政府主催レセ

プションにおいて，JICA 関西が事務局の一端を担う関西 SDGs プラットフォームの取組について

パネル展示を開催し，SDGs の様々な課題に取り組む関西地域の産学官の取組を国際社会に発信し

た（7 月）。また，2025 日本万国博覧会誘致委員会主催「#thinkexpo2025 みんなの未来フェスティ

バル」でのブース出展，機構の留学生との交流プログラム等を実施した（8 月）。 

 JICA 九州：経済協力開発機構（OECD）により「SDGs 推進に向けたモデル都市」として，アジア

地域から唯一選定された自治体である北九州市において，JETRO 北九州及び JETRO アジア経済研

究所と共催し，「地域創生× SDGs セミナー」を開催（8 月）。また，熊本県，長崎県でも同様のセ

ミナーを開催（12 月，2 月）。自治体，民間企業，市民，大学・研究機関，さらに金融機関からの

参画も得て，それぞれの SDGs への取組事例を紹介し，一般市民の SDGs への理解促進を図った。 

 

（3） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 各部署の役割と責任の明確化による事業・組織のガバナンス向上と統制機能の一層の強化に取り組

む。 

• 外部環境の変化に機動的に対応し，付加価値の高い業務を遂行する組織体制構築と事務合理化に取

り組む。 

 

 No.9-2 業務基盤の強化  

（1） 業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況 

① 情報共有基盤の安定的運用及び活用促進に向けた取組 

• 2017 年に更改した情報共有基盤の安定的な運用のため，2017 年度に引き続き，運用業務委託先と

の連絡を密に行う等に努めた結果，おおむね安定した形で運用した。システムトラブル発生の際に

は，迅速に対応の上，復旧させ，業務影響を最小化するよう努めた。 

• また，情報共有基盤の改善として，機構内グループウェアの検索性向上，問合せ対応を行うチャッ

トボット試行やプロジェクトポータル（機構内複数部署メンバー間で情報共有するためのポータル

サイト）整備を進めた。 
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• さらに，情報共有基盤の利用促進・定着のために，機構内の利用者に対するメールや Skype に関

する研修を継続的に実施し，利用開始 1 周年を契機とした社内 SNS 登録キャンペーンや Tips の

継続的提供等に取り組んだ。 

• 拠点間の情報通信網に関しては，事業量の増加等によって回線負荷が高くなっていた在外拠点に対

し，緊急度や利用者数あたりの容量の観点から優先順位をつけて通信状況改善・安定化のための回

線強化を実施するとともに，拠点のステータス変更や移転に伴う現地工事等を実施した。 

• 新情報共有基盤の活用促進に加え，導入済システム（ノート PC（2018 年度に更改を実施），無線

LAN，リモートアクセスツール等）の活用の定着に引き続き努め，会議の効率化やペーパーレスの

促進，働き方改革への対応等をさらに進めた。 

• 竹橋拠点の利用開始にあたっては，麹町拠点と同様の情報共有基盤が利用できるよう準備し，計画

通り整備を行った。 

② 業務システムの改善及び構築等を通じた業務基盤の強化に向けた取組 

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

ネジメント・オフィス）による管理・調整の下，各主要システムの更改，及びこれらのシステムの

連携を担う共通データベースやハードウェア共通化のための共通サーバ基盤整備を行っている。

2018 年度は開発工程の継続とテスト工程の実施を，2019 年 4 月のシステム業務利用開始に向けて

計画どおりに進めた。 

 
（2） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 在外拠点に対する通信状況改善・安定化のための回線強化については，業務の効率的・効果的実施

に資する一方で，経常経費の増加につながるため，優先度等に照らした検討を行い，総合的な観点

から対象拠点を決定・実施する必要がある。 

 
３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

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

なされることを期待する。（2017 年度主務大臣評価報告書，No.9「戦略的な事業運営のための組織基盤

づくり」） 
 

＜対応＞ 

事業費と管理的経費を一元的に管理・統制する権限と責任を持つ部署として予算執行管理室を創設し

た 。外部有識者による「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言も踏まえ，予算執行状況及び後年

度計画額を含む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とともに，

理事及び理事会の役割を明確化し，理事会審議事項を拡大した。また，予算執行管理を強化するため関連

業務を行うシステムを改善し，配分額を超えた計画額の登録，契約及び支出を制御する統制機能を強化し

た。2019 年度利用開始システムにおいても統制機能を設け，予算執行管理を継続して強化する。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を上げていることに加え，年度計画に照らして所定の成
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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再発防止に向けた予算執行統制強化及び実施体

制の強化に向けて，予算執行管理室の創設，予算執行状況に係る理事会での審議体制の構築，関係部間

の情報共有・合意形成のための体制構築等の取組を着実に実施した。また地域との連携強化に向けた国

内拠点の取組（北海道，東北，中部等），業務システム基盤の強化等を推進したほか，戦略的な事業運

営のための組織体制整備の実施（JICA 開発大学院連携推進室，インド高速鉄道室の新設，インフラ技

術業務部の体制強化）等，成果を上げた。 
 

1. 実施体制の整備 
○ 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，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。 
• 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。 
○ 新規の技術協力案件の採択可否について，後年度の予算見通しを踏まえた上で理事会において審議

する体制を構築。さらに，技術協力事業全体の事業運営状況や重要案件に係る実施方針等について，

課題部・地域部が共同付議し，理事も交えて議論する技術協力事業委員会を設置し，事業のガバナ

ンスを強化。 
○ 事業運営の要を担う企画部と全理事との定例会合を新設し，企画部と事業部長との定例会合の頻度

を高め，重要事案等に関する情報共有体制を強化。中期的事業計画の基盤となる事業計画作業用ペ

ーパー（WP）策定の執務要領を改訂し，各部門の役割及び責任範囲をより明確化。WP 検討会議

を導入し，戦略性及び予見性の向上と関係部間の合意形成を更に促進する体制を構築。 
○ 地域との連携強化に向けて国内機関の所掌事務の見直しを行うとともに，国内機関の名称を「国際

センター」及び「支部」から「センター」に統一。各国内拠点で地域活性化に貢献する取組を促進

（北海道，東北，中部）。郡山市に市町村レベルでは初となる企業向けの JICA デスクを設置。 
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◎ 戦略的な事業運営に向けた組織体制整備：JICA 開発大学院連携推進室及びインド高速鉄道室の新

設，インフラ技術業務部の体制強化を実施。 
 

2. 業務基盤の強化 
○ 2017 年度に更改した情報共有基盤の安定的な運用。 
○ 照会対応のチャットボットの試行やプロジェクトポータルの整備を推進。 
○ 拠点間の情報通信網は事業量増等により回線負荷の高い拠点に対し回線強化等を実施。 
○ 業務システム全体最適化方針に沿った主要システムの更改や共通サーバ基盤整備等を実施（開発工

程，テスト工程の実施）。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き，国内外における外部環境の変化に対応して，本部を含む国内拠点，海外拠点の体制の改善に

機動的に取り組むとともに，各部門の役割と責任の明確化による事業・組織のガバナンス向上と統制機能

の一層の強化に取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
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） 
予算執行管理強化に関する諮問委員会の最終報告書等を踏まえ，部署の設置や規程の整備等の体制

の整備を行ったが，その体制を形骸化することなく，相互牽制が機能する組織となるためのリスク

チェック部門の育成や，不断の見直し・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） 
・No.9 戦略的な事業運営のための組織基盤つくりの 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。 

 

・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強調されているが，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。 



10-1 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.10 業務運営の効率化，適正化 

業務に関連する政策・施策 ― 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度，難易度 ― 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

平成 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 

一般管理費及び業務経費の効率化 1.4％  135以上 1.4％ 1.4％ 1.4％    

有識者による外部審査を行った対象

契約件数 
70136 件 70 件 81 件137 64 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：4.（2），中期計画：2.（2） 

年度計画 
2.（2）業務運営の効率化，適正化 
ア 経費の効率化 

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

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

イ 人件費管理の適正化 
・ 事務・事業を効果的，効率的に執行するため，適正な人員配置のあり方や職員構成や役割に応じた処

遇等の人事制度の見直しを検討する。 
・ 手当を含めた役職員給与を国家公務員の給与水準も十分に考慮したうえで厳格に検証して給与水準

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

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

討する。竹橋合同ビル内区分所有部分については，有効に利活用する。 
 

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

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

の活用，制度改善やセミナー開催等を通じ，透明性・公平性・競争性の向上に引き続き取り組む。 

・ 適正な調達を継続的に行うため，職員の事務能力の強化に向けた研修機会の拡大に加え，国内拠点，

                                                   
135 前中期目標期間実績 1.4％ 
136 前中期目標期間の実績から 25％増として設定する。前中期目標期間実績平均 56 件 / 年 
137 2017 年度の集計値に誤りがあり今回是正。 
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海外拠点に対する遠隔研修や直接支援等を強化する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 
• 給与水準適正化の取組状況 
• 契約監視委員会等の実施状況と審査結果への対応状況 

 

３－２．業務実績 

 No.10-1 経費の効率化  

• 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。 

 

 No.10-2 人件費管理の適正化  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

対国家公務員指数（ラスパイレス指数）（年齢・地域・

学歴勘案後） 
100.6138 101.6 100.7 

総人件費（給与・報酬部分） 168.3 億円139 176.2 億円 179.1 億円 
 

（1） 人事制度の見直し（人員配置，処遇等） 

• 業務の質及び効率の向上や職員構成の最適化の観点から，特定の範囲の業務に従事する特定職制度

の見直しを行った。その際，役割・責任に応じた処遇の見直しも行った。 

 
（2） 給与水準の適性化と総人件費管理 

• 2018 年度の人事院勧告を参考にしつつ，国家公務員に準じて給与水準の引き上げを実施するとと

もに，役職定年制度，職務限定制度，勤務地限定制度を継続適用し，国家公務員との比較で妥当な

給与水準を維持し，給与水準及びその合理性・妥当性についてウェブサイトで公表した。 

• 円借款の迅速化及び質の高いインフラ輸出の推進等で当局に認められた 10 名分の人件費予算増

も踏まえて採用や人員配置等を行い，人件費予算の範囲内で適切に執行した。 

 
（3） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 特定職制度の見直しを踏まえて，運用面で事務・事業を効果的，効率的に執行できるよう人員配置

等を実施していく。また，国家公務員の給与水準にも留意しながら，引き続き適正な人員配置のあ

り方を検討する。 

 

 No.10-3 保有資産の必要性の見直し  

• 決算公告にて毎年資産情報の公開を行っている。 

• 竹橋合同ビル内区分所有部分の利活用目的を国内連携機能の集約・強化と整理し，利活用を開始し

た。 

 

                                                   
138 2015 年度実績 
139 2015 年度実績 
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 No.10-4 調達の合理化・適正化  

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 

契約監視委員会に附議した契約件数 39 件140  59 件 44 件 

 

2017 年度の調達実績の分析等を含めた総合的な検討結果，及び 2018 年度財務省予算執行調査等の指

摘を踏まえ，契約の競争性の拡大及び調達関連事務の合理化・適正化に重点的に取り組んだ。 

（1） 調達等合理化計画に基づく取組の実施状況 

契約調達手続きの適正な実施と簡素化，効率化を促進した。 

• 消費税一部不課税化の導入及びその後のフォローを行うとともに，本制度改正等に対する相談窓口

を 5 月より設置した。 

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

• 民間連携事業及び草の根技術協力に係る契約事務手続きのガイドラインの改定，草の根技術協

力の契約事務についての本部移管（履行期間中案件 36 件，うち 2018 度契約締結案件 23 件）な

どの更なる効率化及び実施体制の改善を行った。 

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

① 一者応札・応募の削減に向けた取組 

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

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

募勧奨拡大等の審議結果を受け，機構内での周知を実施した。 

• 応札者拡大の取組及び本邦コンサルタントの国際的な競争力強化に向けた取組として，外国籍企

業・外国籍人材活用に係る競争参加資格や配置上限数に関する制限を大幅に緩和した（12 月）。ま

た，ダイバーシティ推進を促進するため，1 つの担当業務を 2 名で行う枠を設定し，突然の事情に

よる従事者交代を避けることで，多様な人材の活用を行う制度を導入した。 

② 競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組 

• 競争性の向上を含む契約適正化の観点から，競争性のない随意契約はガイドラインに沿った運用状

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

• 「参加意思確認公募」案件を一つの審議項目として継続的に点検を実施した 

③ 「競争性・公正性の向上に向けてのアクションプラン」の成果の総括 

• 「競争性・公正性の向上に向けてのアクションプランへの取組結果総括報告書」を完成し，機構ウ

ェブサイトで公開した（5 月）。 

 
（3） 適正な調達を継続的に行うための実施基盤の確保 

① 海外拠点の調達実施体制の適正化：本部の在外調達支援体制を維持し，全在外拠点からの問合せ

対応（213 件）を通じて調達事務への支援を継続した。また，海外拠点の調達手続きに関する参

考資料を整備するとともに，短期在外調達支援の実施（18 拠点），地域セミナーの開催（中南米

地域対象，参加者 30 名），さらに，現地職員向けの JICA アカデミーでの講義（参加者約 130 名）

を通じ，現地職員の調達リテラシーに関する能力の向上と調達体制の強化を図った。なお，2018 年

                                                   
140 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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度の後半には，機構の調達を取り巻く潮流及び契約実務に関する TV 会議セミナーを 5 回開催し

た。 

② 国内拠点の調達実施体制の適正化：国内拠点調達に係る問い合わせ専用メールアドレスを 11 月

に設置し，相談，調達情報提供等に対応するとともに，巡回指導，調達支援セミナーを通じて国

内拠点への支援を強化した。 

 
（4） コンサルタントの海外事業展開を支援する契約制度の改善 

• コンサルタント契約において，日本の開発コンサルタントの国際競争力の向上と規模の拡大を確保

する意味から，他の主要国・国際機関が行うプロポーザルの質と価格を加味した新規選定方式を 

2019 年 4 月から一部導入し，2019 年 12 月までに原則すべての案件に導入すべく制度設計を開始。 

• 円借款事業の詳細設計業務において，精算業務の合理化の観点から成果報酬（ランプサム）契約の

導入を検討中。 

• コンサルタントの人件費・間接経費の積算方法について，2018 年度内に「コンサルタント等契約

経費実態調査」を開始し，2019 年度に積算基準を順次改訂する。 

• コンサルタントの実績評価を次回以降の技術点評価へ反映するルールの設定について，検討を進め

た。 

 
（5） 事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 2017 年度の予算ひっ迫問題により，機構全体として予算執行が抑制され，外部審査委員会の開催

の対象となる公示件数が想定より少なかったために，「有識者による外部審査を行った対象契約件

数（定量指標）」が目標値未達成となった。 

• 予算状況や公示時期のばらつき等の別の要因の影響も大きく，また，公示案件数自体も年々減少傾

向にある。公示時期の平準化については，財務部，企画部，事業部による中期的な予算執行状況の

把握と，それに基づいた事業部による年度当初からの計画的な事業の実施が必要。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き，効率的な事業運営を行うための効率化に向けた取組を継続することを期待する。（2017 年
度主務大臣評価報告書，No.10「業務運営の効率化，適正化」） 

 

＜対応＞ 

効果的，効率的な事業運営に向けて，旅費の節減やその他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ほか，業務の質及び効率の向上や職員

構成の最適化の観点から，特定の範囲の業務に従事する特定職制度の見直しを行った。また，保有資産

については竹橋合同ビル内区分所有の利活用を開始し，関係部署の集約による国内事業の効率的な運営

体制を整備した。さらに，調達は効果的で適正な事業実施に向けて，草の根技術協力の契約事務移管の

ため事業担当部署の実施・監理能力の向上支援を通じた適正で効率的な事業運営に向けて必要な態勢整

備を図ったほか，外国籍企業・外国籍人材の活用にかかる制限の大幅緩和等，コンサルタント等契約の

一部に係る契約約款を改正し，契約金額全体を課税対象としてきた消費税について，その一部を不課税

とする制度を導入した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 




