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第1章

略語表

略語

英文名称

和文名称

ABE

African Business Education Initiative for

アフリカの若者のための産業人材育成

Initiative

Youth

イニシアティブ（ABE イニシアティ
ブ）

ADB

Asian Development Bank

アジア開発銀行

BBB

Build Back Better

より良い復興

CAFI

Central Africa Forest Initiative

中央アフリカ森林イニシアティブ

CARD

Coalition for African Rice Development

アフリカ稲作振興のための共同体

CDC

Center for Disease Control and Prevention

疾病予防管理センター

DAC

Development Assistance Committee

開発援助委員会

DX

Digital Transformation

デジタル・トランスフォーメーション

EMT

Emergency Medical Team

救急救命チーム

E/N

Exchange of Notes

交換公文

E/S

Engineering Service

エンジニアリング・サービス

FVC

Food Value Chain

食を基軸とする付加価値の連鎖

G/A

Grant Agreement

贈与契約

GCF

Green Climate Fund

緑の気候基金

GPE

Global Partnership for Education

教育のためのグローバル・パートナシ
ップ

ICSA

Initiative for Food and Nutrition Security in

IFNA を通じた当該国の取組方針

Africa Country Strategy for Actions
ICT

Information and Communication Technology

情報通信技術

IFNA

Initiative for Food and Nutrition Security in

食と栄養のアフリカ・イニシアティブ

Africa
IHR

International Health Regulations

国際保健規則

INSARAG

International Search and Rescue Advisory

国際捜索・救助諮問グループ

Group
IOM

International Organization for Migration

国際移住機関

JCAP

JICA Country Analysis Paper

JICA 国別分析ペーパー

JDR

Japan Disaster Relief Team

国際緊急援助隊

JDS

Japanese Grant Aid for Human Resource

（無償資金協力）人材育成奨学計画

Development Scholarship
JJ-FAST

JICA-JAXA Forest Early Warning System in

JICA・JAXA 熱帯林モニタリングシス

the Tropics

テム

ii

JP-MIRAI

Japan

Platform

for

Migrant

Workers

責任ある外国人労働者受入れプラット

towards Responsible and Inclusive Society

フォーム

KMN

Knowledge Management Network

ナレッジマネジメントネットワーク

L/A

Loan Agreement

借款契約

NDCs

Nationally Determined Contributions

（気候変動：温室効果ガス削減）国が
決定する貢献

NEPAD

The

New

Partnership

for

Africa's

アフリカ開発のための新しいパートナ

Development

ーシップ

OECD-

Organisation for Economic Co-operation and

経済協力開発機構／開発援助委員会

DAC

Development

Development

Assistance

Committee
OIE

Office International des Emizooties

国際獣疫事務局

OSBP

One Stop Border Post

ワン・ストップ・ボーダー・ポスト

Pacific-

Pacific Leaders’ Educational Assistance for

太平洋島嶼国リーダー教育支援プログ

LEADS

Development of State

ラム

PPP

Public-Private Partnership

官民連携

R/D

Record of Discussions

討議議事録

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and

開発途上国における森林減少・森林劣

Forest Degradation in Developing Countries

化に由来する排出の抑制、並びに森林
保全、持続可能な森林経営、森林炭素
蓄積の増強

SATREPS

Science

and

Technology

Research

地球規模課題対応国際科学技術協力

Partnership for Sustainable Development
SDGs

Sustainable Development Goals

持続可能な開発目標

SHEP

Smallholder

小農による市場志向型農業

Horticulture

Empowerment

Project
STEP

Special Terms for Economic Partnership

本邦技術活用条件

TICAD

Tokyo International Conference on African

アフリカ開発会議

Development
TOD

Transit Oriented Development

公共交通志向型都市開発

UHC

Universal Health Coverage

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

UNHCR

United Nations High Commissioner for

国連難民高等弁務官事務所

Refugees
WBT

Web-Based Training

ウェブベース研修
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評価の概要
１．評価対象に関する事項
法人名

独立行政法人国際協力機構

評価対象
事業年度

年度評価

2020 年度（令和 2 年度）
（第 4 期中期目標期間）

中期目標期間

2017 年度（平成 29 年度）～2021 年度（令和 3 年度）

２．評価の実施者に関する事項
主務大臣

外務大臣

法人所管部局

外務省国際協力局

担当課、責任者

政策課
上田 肇 課長

評価点検部局

外務省大臣官房

担当課、責任者

考査・政策評価室
本田 誠 室長

主務大臣

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

法人所管部局

財務省国際局

担当課、責任者

開発政策課
藤井 大輔 課長

評価点検部局

財務省大臣官房

担当課、責任者

文書課政策評価室
伊藤 拓 室長

主務大臣

農林水産大臣
（外務大臣及び農林水産大臣の共管項目：項目 No.22「積立金の処分及び債権等
の回収により取得した資産の取扱い」に関し、農林業の開発に係る開発投融資の
債権の回収等に関する事項。）

法人所管部局

農林水産省輸出・国際局

担当課、責任者

国際地域課
吉岡 孝 参事官（新興地域
担当）

評価点検部局

農林水産省大臣官房

担当課、責任者

広報評価課
常葉 光郎 課長

主務大臣

経済産業大臣
（外務大臣及び経済産業大臣の共管項目：項目 No.22「積立金の処分及び債権等
の回収により取得した資産の取扱い」に関し、鉱工業の開発に係る開発投融資の
債権の回収等に関する事項。）

法人所管部局

経済産業省貿易経済協力局

担当課、責任者

総務課
石上 庸介 課長

評価点検部局

経済産業省大臣官房

担当課、責任者

業務改革課
佐野 究一郎 課長

３．評価の実施に関する事項
評価のために以下の手続等を実施した。
（１）理事長ヒアリング：令和 3 年 7 月 14 日
（２）監事ヒアリング：令和 3 年 7 月 8 日
（３）有識者からの意見聴取：令和 3 年 7 月 14 日
４．その他評価に関する重要事項
 特になし
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総合評定
１．全体の評定
評定

Ａ：中期計画における所期の
目標を上回って達成している
と認められる。

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況
2017 年度

2018 年度

2019 年度

Ｂ

Ａ

Ａ

2020 年度 2021 年度
-

-

評定に至った理由
法人に対する各項目別評定を踏まえて、総合的に法人の活動結果を判断し、Ａ評定とした。
特に考慮した内容は以下のとおり。
大項目「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に関する項

目の評定について、評価対象 8 項目のうち、Ｓ評定 2 項目、Ａ評定 5 項目と、多くの項目で
所期の目標を上回る成果を上げた。

大項目「業務運営の効率化に関する事項」、
「財務内容の改善に関する事項」
、
「安全対策に関
する事項」、
「その他業務運営に関する重要事項」に属する項目の評定について、評価対象 9
項目のうち、Ａ評定 5 項目、Ｂ評定 4 項目と、全ての項目で所期の目標以上の成果を上げ
た。

法人全体の信用を失墜させる事象、中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき実績
等、全体評定に影響を与える事象はなかった。
２．法人全体に対する評価
（１）法人全体の評価
機構は、独立行政法人国際協力機構法に基づき、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復
興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全
な発展に資することを目的として開発協力事業を行っている。2020 年度は第 4 期中期目標期間（2017
～2021 年度）の 4 年目であった。主な実績は以下のとおり。なお、新型コロナによる業務への影響
については、評価に当たって外部要因として考慮するとともに、それに対して法人が自主的な努力
を行っていた場合等には積極的に評価を行った。
【開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保】
インドネシア・パティンバン港をはじめ、重要な運輸交通インフラ整備を通じた地域の連結性強
化や、公共投資管理・債務管理等インフラ・ガバナンスの強化に係る取組を各地で推進し、質の高い
インフラ投資や我が国の主要な外交政策の一つである自由で開かれたインド太平洋の実現に大きく
寄与した。また、パプアニューギニア電化パートナーシップや日米戦略エネルギーパートナーシッ
プといったドナー間での第三国協力に係る枠組みにも積極的に関与し、我が国の外交政策に貢献し
た。
【開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進】
ケニア中央医学研究所やガーナ野口記念医学研究所をはじめとして、延べ 70 か国に対し新型コロ
ナ対策に係る支援を迅速に展開するとともに、
「JICA 健康と命のための手洗い運動」の下で 48 か国
において約 200 件の感染症防止に係る啓発活動を実施し、また感染症の影響を踏まえ水供給サービ
スの継続に向けた緊急的な支援や教育・学習機会の確保に向けた支援、栄養改善に係る支援を実施
するなど、各分野において新型コロナに迅速かつ適切に対処した。こうした取組を通じ、我が国の
開発協力の基本方針である「人間の安全保障の推進」や UHC をはじめ、開発分野での重要政策の実
現に貢献した。また、関係機関との連携を通じた母子保健手帳の普及促進、オープンイノベーショ
ンの活用による高い効果の発現など、機構の自主的な取組による創意工夫を発揮した。
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【普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現】
我が国の重要外交政策である自由で開かれたインド太平洋の実現に必要な要素である法の支配の
定着のための支援をベトナム、ラオス等の重点国で実施し、海上法執行能力強化のための支援をマ
レーシア、インドネシア、ベトナムにおいて実施した。また、ガーナにおいて幅広いステークホルダ
ーと協働して児童労働撤廃の促進を推進するなど、官・民・CSO それぞれが特色を生かしつつ、世
界の児童労働を撤廃し、公平で包摂的な社会を実現するために我が国が主導的な役割を担う上で重
要な取組を展開した。
【地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築】
新型コロナの影響があらゆる分野に及ぶ中、各分野において外交政策の実現に資する取組を継続
的に実施した。特に、国際社会の喫緊の課題である気候変動分野について、我が国が重視する GCF
を活用した取組を推進したほか、新型コロナの影響に対応した防災、環境管理、食料安全保障分野
での臨機応変な取組を行った。
【地域の重点取組】
複数の地域において新型コロナ対応として緊急支援円借款や資機材の供与を迅速に実施し、新型
コロナの発生という想定外の事態への対応にあたり、政府の政策実現に大きく貢献した。また、東
南アジア地域や南アジア地域では、コロナ支援と併せて、政府の重要外交政策である自由で開かれ
たインド太平洋実現のための連結性強化や海上法執行能力の強化に資する取組に多くの進展が見ら
れた。中南米・カリブ地域では、日系社会との関係強化に注力した実績を上げたほか、アフリカ地域
ではコロナ禍の制約の中でも ABE イニシアティブなど留学生事業における各国のニーズに合わせ
た新たな取組の導入など、自主的な取組による創意工夫を発揮した。こうした取組を通じ、各地域
における外交政策の推進に大きく貢献するととともに、地域横断的事項である自由で開かれたイン
ド太平洋の実現や SDGs 達成へ向けた取組を具体化させるなど、我が国の重要政策やこれまでの国
際公約達成に大きく寄与した。
【民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献】
政府として重視する中小企業を含む民間企業の海外展開に資するための取組を着実に実施し、途
上国における課題解決に資する支援に貢献した。海外投融資事業が過去最大の承認規模となったほ
か、既往の円借款事業において日本企業受注率が 2016 年度以降では 60％以上に向上した。また、
新型コロナの影響を踏まえ、途上国に貢献しうる日本企業の有用な技術・製品について ODA 事業へ
の活用可能性を調査する新たな取組を導入したり、海外渡航を前提とせずに実施可能な「遠隔実施
型」での提案を可能とする制度設計を行うなど、機構の自主的な取組による創意工夫が多数見られ
た。さらに、地域金融機関と協働して「地域金融機関連携案件」の募集を開始したほか、中小企業基
盤整備機構、JETRO 等との連携も強化するなど、関係機関との連携にも一層の展開が見られた。
【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】
派遣中の全ての JICA 海外協力隊員の帰国といった困難な状況に直面しつつも、帰国中・待機中隊
員の各種活動を側面支援し、現地への貢献や日本への社会還元に繋げたこと、同じく大きな影響を
受けた留学関係事業についても遠隔講義も活用しながら学習機会の提供を継続するとともに、開発
大学院連携を含め内容の充実に取り組んだこと、オンライン化等を通じて開発教育の取組を継続し
たことなど、新型コロナの影響が顕著な本項目の取組において、適切に対処し成果を挙げた。また、
事業を通じて得た機構の開発途上地域に係る知見やネットワークを活用し日本国内における外国人
材受入れ・多文化共生に係る取組を側面支援したことや、開発大学院連携の海外展開として JICA チ
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ェアを新たに開始した。
【安全対策】
新型コロナの影響を受けた約 6,000 人規模の事業関係者の退避一時帰国オペレーションの実施や、
国別の対応要領の検討・作成、関係者への周知、渡航再開オペレーションの実施など、難易度が非常
に高い業務を着実に実施した。また、世界的にも先駆けとなる「JICA 安全標準仕様書」など、機構
の自主的な取組による成果が認められる。
（２）全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
特になし。
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
項目別評定で指摘した課題、改善事項

各項目別評定に記載のとおり。

その他改善事項

特になし。

主務大臣による改善命令を検討すべき事項

特になし。

４．その他事項
監事等からの
意見

１． 法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、第 4 期中期目標の達成に
向けて概ね効果的かつ効率的に実施されたものと認める。
２． 法人の内部統制システムは、概ね適切に整備され運用されていると認める。ま
た、内部統制システムに関する役員の職務の執行について、特段指摘すべき事
項は認められない。法人業務は有償資金協力による出融資を含め複雑化し多様
化する傾向にあり、なお、新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、開発途
上地域の経済及び社会に対し深刻な影響をもたらしており、国際協力の重要性
は一層増している。法人に対する内外の期待に応えるため、適切な予算執行管
理の継続と次期中期目標期間への財源の合理的な繰越が着実に実施されるよう
最大限の尽力をすることが求められる。また、DX 化等を含め業務の効率性と
迅速性を一層向上させるよう、経理・調達関連等プロセスの改善及びそれに伴
う規定等の改正も含め適切かつ迅速な対応が強く望まれる。
３． 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認め
られない。
４． 財務諸表等及び事業報告書に係る会計監査人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認める。
５． 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
６． 過去の閣議決定において定められた監査事項について、給与水準の状況、随意
契約の適正化を含めた入札・契約の状況、法人の長の報酬水準の妥当性、保有
資産の見直しについては、適切な取組が行われていると認める。
７． その他（主な留意すべき事項）
・内部統制関連（適切な予算執行、新型コロナウイルス感染症への対応、調達関
連、理事の矜持等）
・組織関連（在外拠点等の機能強化、DX 関連、有期雇用人材の養成・確保）
・事業関連（グローバル・アジェンダアプローチの導入・定着、外国人材受入・多
文化共生への貢献、無償資金協力事業活性化、海外協力隊事業、海外投融資等）

その他特記事
項

第 4 期中期目標における「評価の考え方」に基づき、以下の考え方で自己評価
を実施した。

0-4

・
「外務省所管独立行政法人の業務実績評価の基準について」に従い、定量指標
の達成状況に加え、質的な成果や成果の最大化に向けた機構の取組状況も勘案して
評価を行う。
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５．項目別評定総括表
年度評価
中期目標

2017 年度

2018 年度

2019 年度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
日本の開発協力の重点課題
Ａ
Ａ

2020 年度

2021 年度

項目別
評定調
書 No.

Ａ

開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保

Ｂ○

Ａ○

Ｓ○

Ｂ○

-

No.1

開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進

Ａ○

Ａ○

Ｓ○

Ｓ○

-

No.2

普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現

Ｓ○

Ａ○

Ｓ○

Ａ○

-

No.3

地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築

Ａ○

Ｓ○

Ａ○

Ａ○

-

No.4

地
域
の
重
点
取
組
民間企業等との連携を通じた開発課題の
解決への貢献
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
事業実施基盤の強化
Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
戦略的な事業運営のための組織基盤づく
り
業務運営の効率化，適正化
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項
財務内容の改善
IV．安全対策に関する事項

Ａ○

Ａ○

Ｓ○

Ｓ○

-

No.5

Ａ○

Ａ○

Ｓ○

Ａ○

-

No.6

Ａ○

Ｓ○

Ａ○

Ａ○

-

No.7

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

-

No.8

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ａ

-

No.9

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

-

No.10

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

-

No.11

Ｂ○

Ｂ○

Ｂ○

Ａ○

-

No.12

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

-

No.13

Ａ○

Ｂ○

Ａ○

Ａ○

-

No.14

Ｂ
Ｃ

Ａ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

-

No.15
No.16

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

-

No.17

安全対策
V．その他業務運営に関する重要事項
効果的・効率的な開発協力の推進
国際的な議論への積極的貢献及び国際機
関・他ドナー等との連携推進
開発協力の適正性の確保
内部統制の強化
人事に関する計画

注 1：評定は「外務省所管独立行政法人の業務実績評価の基準について」に基づく S～D の 5 段階評価。
注 2：重要度「高」の項目は各評語の横に「○」
、難易度「高」の項目は各標語に下線を付す。
注 3：下線部の項目（日本の開発協力の重点課題、民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢
献、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、事業実施基盤の強化）は、中
期目標における一定の事業等のまとまりとして扱い、評価を行う。
以上
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１．当事務及び事業に関する基本情報
No.－
（一定の事業等のまとまり）
業務に関連する政策・施策

日本の開発協力の重点課題
開発協力大綱、自由で開かれたインド太平洋、インフラシステム輸出戦
略、成長戦略、TICAD Ⅵナイロビ宣言、横浜宣言2019、持続可能な開
発目標（SDGs）実施指針、質の高いインフラパートナーシップ、質の
高いインフラ輸出拡大イニシアティブ、質の高いインフラ投資のための
G7伊勢志摩原則、質の高いインフラ投資に関する G20原則、未来投資
戦略 2018、成長戦略 2019、国際保健のための G7伊勢志摩ビジョン、
国際保健外交戦略、平和と健康のための基本方針、国際的な脅威となる
感染症対策強化に関する基本方針、グローバル・フードバリューチェー
ン（GFVC）戦略、平和と成長のための学びの戦略、新水道ビジョン、
女性・平和・安全保障に関する行動計画、法制度整備支援に関する基本
方針、パリ協定、仙台防災協力イニシアティブ、美しい星への行動 2.0
（ACE2.0）
、環境インフラ海外展開基本戦略、マリーン（MARINE）・イ
ニシアティブ

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第13条

当該項目の重要度、難易度

－

関連する政策評価・行政事

令和2年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力

業レビュー

令和2年度行政事業レビューシート番号 0144無償資金協力、0145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
②主要なインプット情報 *

項目 No.1 ～項目 No.5 の項目別の記載を参照
2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

予算額（百万円） 1

107,613

104,587

106,322

111,679

-

決算額（百万円） 2

193,476

201,957

188,343

133,436 3

-

経常費用（百万円）

100,229

106,569

99,955

78,140 4

経常利益（百万円）

△ 11,222

106,378

△ 4,927

99,955

△ 1,704 5

-

100,027

△ 10,984

78,140 7

-

1,370

1,378

1,377

1,371

-

行政コスト（百万円） 6
従事人員数

* 中期目標脚注 2 の記載に基づき、目標単位を項目 No.1 から No.5 に細分していることから、「一定
の事業等のまとまり」全体としてのインプット情報を本表で記載する。

1
2
3
4
5
6
7

2019 年度より無償資金協力事業費及び受託経費を含めたため、2017 ～2018 年度の計数を修正した。
2019 年度より無償資金協力事業費及び受託経費を含めたため、2017 ～2018 年度の計数を修正した。
暫定値
暫定値
暫定値
独立行政法人会計基準の改定に伴い、2019 年度より行政サービスコストに代わり行政コストを記載。
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
中期目標参照箇所：
3.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲
滅）」から 3.（5）「地域の重点項目」。
中期計画参照箇所：
1.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲
滅）」から 1.（5）「地域の重点取組」。
年度計画参照箇所：
1.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲
滅）」から 1.（5）「地域の重点取組」。
主な評価指標
3.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲
滅）」から 3.（5）「地域の重点項目」に対応する指標。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：A
根拠：一定の事業等のまとまりを細分化した評価単位 5 項目（No.1 ～ No.5）では、S 評定 2 項
目、A 項目 3 項目と、全ての項目において所期の目標を上回り、かつ 2 項目においては中期目標
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を得られていると認められるため。
＜課題と対応＞
No.1からNo.5の各項目を参照。
３－５．主務大臣による評価
評定：A
＜評定に至った理由＞
一定の事業等のまとまりを細分化した評価単位 5 項目（No.1～No.5）では、S 評定 2 項目、A 評
定 2 項目と、多くの項目において所期の目標を上回る成果が得られていると認められるため。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
各項目参照。
＜その他事項＞
（予算額と決算額の乖離）
2020 年度の予算額 111,679 百万円に対し、決算額は 133,436 百万円となっている。他方、無償資金
協力事業や受託業務の一部は金額等が当該年度中に決まるため予算額には含まれておらず、無償資
金協力事業費及び受託経費を除いた 2020 年度の予算額・決算額はそれぞれ 111,496 百万円、81,006
百万円である。予算額と決算額の 10%以上の乖離は、新型コロナ感染拡大及び相手国の事情等によ
り計画に変更が生じたことによるもの。
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１．当事務及び事業に関する基本情報
No.1

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

業務に関連する政

開発協力大綱、自由で開かれたインド太平洋、インフラシステム輸出戦

策・施策

略、成長戦略、グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）戦略、
TICAD Ⅵナイロビ宣言、横浜宣言 2019、持続可能な開発目標（SDGs）
実施指針、質の高いインフラパートナーシップ、質の高いインフラ輸出
拡大イニシアティブ、質の高いインフラ投資のための G7 伊勢志摩原
則、質の高いインフラ投資に関する G20 原則、成長戦略

当 該 事 業 実 施 に 係 独立行政法人国際協力機構法第 13 条
る根拠（個別法条文
等）
当該項目の重要度、 【重要度：高】開発課題の解決に直接寄与する成果を生み出すための目標項
難易度 *

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

関連する政策評価・ 令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力
行政事業レビュー

令和 2 年度行政事業レビューシート番号 0144 無償資金協力、0145 独立行
政法人国際協力機構運営交付金

* 重要度の設定理由は項目 No.1 から No.5 で同様のため、他項目では理由の記載を省略する。
２．主要な経年データ
①主要なアウトプット情報

達成目標 8

【指標 1-6】ABE イニシアティブ

修等）
【指標 1-6】Innovative Asia 公 約 達

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

/ 年9

（定量指標）

公約達成のための育成人材数長期研

目標値

900 人

10

－

279 人

119 人

-

-

-

（2013-2017）
1,000 人 12

成 の ための育成人材数（長期研修等）（2013-2017）

188人

208 人

166 人

184 人

71 人

-

（人） 11
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

支出額（百万円）**

20,281

22,558

17,710

11,983 13

-

* 項目 No.1 ～ No.4 への支出額と項目 No.5 への支出額は重複するため、インプット情報は「日本の
開発協力の重点課題」での記載に集約し、本表では参考値として各項目の支出額を記載する。以下、項
目 No.5 まで同様。

日本政府公約である ABE イニシアティブ及び Innovative Asia に示されている達成目標を基に設定する。
2020 年度計画における目標値
10 ABE
イニシアティブの目標値：2013 年から 2017 年に 900 人
11
2017 年度及び 2018 年度は機構の留学生受入れ制度を通じたイノベーティブ・アジア事業に該当する長
期・短期留学生の受入れ実績を集計していたが、2019 年度以降における長期留学生の実績については、文
部科学省が実施する国費留学生制度を通じたイノベーティブ・アジア事業に該当する留学生の受入れ実績を
集計する。
12
Innovative Asia の目標値：2017 年から 2021 年に 1,000 人
13
暫定値
8
9
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** 項目 No.1 ～ No.4 に区分されない一部の支出額が項目 No.5 に含まれることから、
No.1 ～ 4 の支
出額合計と No.5 の支出額合計は合致しない。
３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：3.（1）、中期計画：1.（1）
年度計画
1.（1）開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困
撲滅）
ア 都市・地域開発
•

持続可能な都市・地域開発に貢献するため、その基礎となる土地利用及びインフラ整備計画を
含む都市開発計画の策定、都市開発管理や都市課題解決に向けた仕組みの構築や能力向上等を
支援する。その際、急速に都市化が進む現状を踏まえ、災害リスクに配慮したレジリエントな
都市開発、都市の人々のライフスタイルや習慣を重視した都市開発及び公共交通志向型都市開
発（TOD：Transit Oriented Development）の推進、都市開発に携わる多様なアクターとの協働体
制の構築、回廊開発アプローチ等による都市と地域の均衡ある発展等を総合的に推進する。

•

特に、開発途上地域の都市問題を解決し持続可能な都市開発を推進するため、スマートシティ
等の新しい考え方や技術をいかす方策を検討し、具体的な実証事業を提案・実施する。

•

都市・地域開発の基本となる地理情報の効果的な活用を推進する。

•

都市・地域開発分野における人材育成、計画策定及び事業実施の有機的かつ効果的な協力を推
進するため、留学生・研修員及び国内関係者のネットワーク強化を図る。

イ 運輸交通・ICT
•

「自由で開かれたインド太平洋」や「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」等にも貢献
するため、開発途上地域の発展段階に合わせたインフラや ICT 環境の整備に向けた事業を実
施する。その際、自然災害リスクの最小化やインフラ資産の運営・維持管理体制の強化、交通
安全、へき地へのアクセスや社会的弱者の利用を想定したインフラ整備等、インフラ全体の強
じん性、包摂性、持続可能性の確保に配慮する。

•

特に、産学官との連携体制の下で道路アセットマネジメントプラットフォームの活動を展開
し、アジア・アフリカ地域を中心に効率的かつ質の高い道路アセットマネジメント人材育成支
援を実施する。また、アジア地域を中心に交通安全に資する取組を実施する。

•

新たな都市鉄道システム導入に向けた支援（組織体制、人材育成、公共交通利用促進等）を行
う。また、TOD を推進する。その際、基幹交通網としての計画の妥当性、運営・維持管理体制
の持続性や適切性、安全性の向上等を考慮する。

•

「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえ、港湾・空港の施設建設及び運営・維持管理、海上
保安等に係る協力を通じてアジア・アフリカ地域における物流の円滑化及び安全性の向上に取
り組む。

•

ICT を活用した開発課題のソリューションを提供することで新しい価値や仕組みを創造する
デジタルトランスフォーメーション（DX）を促進し、開発事業の効率化及び効果拡大を図る。
運輸交通分野では BIM/CIM（Building Information Modeling / Construction Information Modeling）
の導入を促進する。

ウ 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
•

TICAD 7 のフォローアップとしての情報収集確認調査を実施し、サブサハラ・アフリカにおけ
る再生可能エネルギーを用いた地方電化（特にマイクログリッドやオフグリッドによるもの）
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の具体的な官民連携案件の形成に取り組む。また、既に電化された地域においても、電力供給
の安定度・信頼度向上のため、発電所や送配電系統の拡充やその運転・維持管理能力の向上に
取り組む。
•

パリ協定を受け、各国が決定する貢献（NDC：Nationally Determined Contribution）を念頭に置
いた支援を通じ、エネルギー利用の一層の低（脱）炭素化に貢献する。具体的には、日本が強
みを有する地熱開発等再生エネルギーの導入促進や、低コスト化が進む太陽光・風力等の再生
エネルギーについて民間資金を活用した導入促進、変動性再生エネルギー増加に伴う系統不安
定化への対策促進等に取り組む。あわせて、産業部門等の需要側の省エネルギーについても、
より高い効果が見込まれる分野を見極めながら、高効率機器への低利融資や省エネ戦略の策定
等を組み合わせて一層積極的に取り組む。

•

「資源の絆プログラム」の実施を通じて、鉱物資源・地熱資源を有する重要国との関係構築・
強化を行う。特に、帰国留学生による現地活動を支援しつつ、帰国後の関係継続・強化に取り
組む。また、SATREPS や本邦研修等との連携を通じ、本邦大学のリソースを有効活用しつつ、
研究・イノベーションと人材育成の相乗効果発現を図る。

エ 民間セクター開発
•

アジア地域の産業振興及び投資振興分野では、「産業人材育成協力イニシアティブ 2.0」等を
踏まえ、必要な政策策定支援、産業人材育成、現地企業と本邦企業を含む外資系企業とのリン
ケージ強化、イノベーションの推進を加速する。

•

アジア以外の地域では、TICAD 7 の柱であるイノベーション促進の観点からも、起業家育成支
援、アフリカ・カイゼン・イニシアティブの推進、南南協力等により、企業支援のためのエコ
システムづくりを促進し、多くの企業の能力強化支援を通じて民間セクター主導の成長を加速
する。

•

産業振興や人材育成に資する各国拠点大学の教育・研究や運営能力及び本邦大学とのネットワ
ークの強化を図るともに、ASEAN、インド、アフリカ及び本邦トップ大学を繋ぐことにより、
インド太平洋地域にまたがる大学間の連携を強化する。また、工学系拠点大学における科学技
術イノベーション推進のため高度人材育成や産業振興に貢献する人材育成事業を引き続き実
施する。

•

持続可能な観光開発を推進し、環境等への負の影響を制限しつつ、経済・雇用等幅広い SDGs
への正のインパクトの実現を図る。また、世界観光機関と連携して取り組んでいる「観光開発
SDGs 効果測定指標ツールキット」の作成を進め、多様な関係者による活用を促進する。

オ 農林水産業振興
•

高付加価値産品の安定供給と生産者の所得向上を実現するため、生産から製造・加工、流通、
消費に至る一連の過程において、農林水産業の振興を支援する。

•

特に、ASEAN 事務局と協働で進めている「ASEAN-JICA フードバリューチェーン（FVC）開
発支援プロジェクト（仮称）」の枠組みの中で新規事業を形成し、進捗を ASEAN 事務局及び
ASEAN 加盟国に対し情報共有する。また、ASEAN 以外の地域においても FVC に資する案件
を形成・実施する。加えて、スマートフードチェーン構築に関する事業も開始する。

•

TICAD 7 のサイドイベントで打ち出した「SHEP100 万人宣言」の達成に向け、アフリカに加
え 、 南 ア ジ ア 及 び 中 南 米 地 域 で も 市 場 志 向 型 農 業 振 興 （ SHEP ： Smallholder Horticulture
Empowerment & Promotion）アプローチを活用した小規模農家支援事業を実施するとともに、南
アジアと中南米地域では SHEP の更なる効果的活用に向けた調査を実施する。加えて、SHEP
アプローチの理解促進に向けた国際ワークショップ、能力強化研修を開催するとともに開発パ
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ートナーとの連携を図る。
•

本邦企業との協同によるアフリカ農業開発を目指し、アフリカビジネス協議会農業ワーキング
グループの取り組み推進に向けた調査を実施する。

•

19 年度に立ち上げた「JICA 食と農の協働プラットフォーム（JiPFA：JICA Platform for Food and
Agriculture）」を 20 年度も実施していく。

カ 公共財政管理・金融市場等整備
•

「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえつつ、経済成長の基礎及び原動力を確保するための
経済基盤として、関税の適正かつ公平な徴収と貿易円滑化推進、国家財政の基盤強化、金融政
策の適切な運営と金融システムの育成に向けた事業を実施する。

•

特に、アジア地域では、連結性の強化につながる税関分野の手続きの迅速化・効率化支援、「質
の高いインフラ投資に関する G20 原則」におけるインフラ・ガバナンス強化にもつながる徴
税強化や公共投資管理強化、債務管理強化による財政の基盤強化支援、及び金融分野の健全な
育成に向けた支援を実施する。

•

アフリカ地域では、TICAD 7 における連結性強化やアフリカ大陸自由貿易圏の推進につなが
る、ワン・ストップ・ボーダー・ポスト（OSBP：One Stop Border Post）の推進や税関行政強化
に係る支援、及び債務管理強化等財政の基盤強化に向けた支援を実施する。

主な評価指標（定量的指標及び実績は２．参照）
・ 都市・地域の持続可能性に留意したマスタープラン策定支援及び制度・組織等の能力開発支
援の実施状況（SDGs Goal 11 関連）
・ 地域・越境インフラを含む質の高い，安全・安心で，持続可能かつ強じんな運輸交通インフラ
及び ICT 環境整備に係る支援の実施状況（SDGs Goal 9（9.1，9.c）関連）
・ 質の高いエネルギー供給の確保及びエネルギーアクセスの改善に資する，低廉・低炭素・低リ
スクをバランスよく満たす電源開発や効率的なエネルギーシステム等に係る支援の実施状況
（SDGs Goal 7 関連）
・ 現地企業の強化やグローバル経済の活力取り込みに資する，産業振興機関及び貿易投資促
進機関の能力向上，産業政策及びビジネス環境の改善に係る支援の実施状況（SDGs Goal 8
（8.1，8.2，8.3，8.5，8.6，8.8，8.9），Goal 9（9.2，9.5）関連）
・ 産業基盤の強化に資する，職業訓練・高等教育を含む産業人材育成に係る支援の実施状況
（SDGs Goal 4（4.3，4.4）関連）
・ 生産者所得向上に資する，市場志向型農業振興を含むフードバリューチェーンの強化に係る
支援の実施状況（SDGs Goal 2（2.3，2.a）関連）
・ 適正・公正・透明な財政運営並びに金融部門の安定的発展に資する，財政当局や金融当局の
機能・能力向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal 8（10，a），Goal 10（4，5），Goal 17（1）
関連）
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３－２．業務実績
No.1-1 都市・地域開発

関連指標

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

持続可能性分析を含むマスタープラン
策定都市数

3 件 14

3 件

5 件

5 件

3 件

公共交通志向型開発戦略提案数

5 件 15

5 件

3 件

5 件

3 件

14 回 16

95 回

16 回

36 回

40 回

ステークホルダー会議開催数

（1）持続可能な都市・地域開発に貢献するマスタープラン（M/P：Master Plan）の策定支援
①対象都市の人々のライフスタイルや価値観を重視した魅力あるまちづくりの推進
•

コロナ禍における強じんな都市・地域開発のための迅速な調査の実施：コロナ禍における開発協
力ニーズの変化への対応を念頭に、分野横断的なアプローチの策定を受けて、都市型感染症への
対応として、アジア、アフリカ地域の都市部における新型コロナによる影響評価及び 8 か国を対
象としたプログラム形成調査を開始した。同調査の一部として、感染状況、政府の対応策、対応
に係る人的能力、市民生活への影響、物流網への影響等の現状把握・影響分析を実施し、当該部
分の結果については、4 か月弱という短期間で取りまとめた。これらを通じ、レジリエントな都
市・地域開発を実現するため都市脆弱層への配慮や支援の在り方に係る方針検討を深めるととも
に、機構の海外拠点が持つ優位性をいかした現地の貴重な情報を広く世界に発信した。

•

読売国際協力賞の受賞：エジプト「大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト」（技術協力プ
ロジェクト）が、歴史的文化遺産の修復士の人材育成と 2021 年開館予定の大エジプト博物館に
収蔵される遺物の保存修復の支援を行ってきた長年の功績が評価され、2020 年 11 月、読売国際
協力賞を受賞した。同賞の文化財保護に関する表彰としては初で、細やかな技術移転を継続して
人材育成に尽くし、相手国政府との信頼につなげた努力が高い評価を受けた。

②公共交通志向型都市開発（TOD：Transit Oriented Development）の推進
•

インドネシア「ジャカルタ首都圏都市交通政策統合プロジェクトフェーズ3」、バングラデシュ
「MRT 沿線の公共交通指向型開発のための政策策定支援プロジェクト」、ボリビア「サンタクル
ス市 BRT 整備と一体となった持続可能な都市計画促進プロジェクト」（いずれも技術協力プロ
ジェクト）の立ち上げを行い、TOD の推進に取り組んだ。これらの案件形成・実施を通じて、軌
道交通（MRT、LRT）やバス交通（BRT）等、様々な公共交通を軸とした持続可能な都市開発を
推進した。

③多様なアクターとの協働体制の構築
14
15
16

2015年度実績
2015年度実績
前中期目標期間（2012-2015）実績は、56回
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•

2020 年度より留学生プログラム「持続可能な都市開発」を開始し、本邦 5 大学と連携し、6 か
国 6 人の受入を開始した。また、日本の質の高いインフラシステム輸出政策の実現に貢献するた
め、日本都市計画学会と「海外の都市開発分野における産学官の連携のための交流分科会」を企
画し、人的ネットワーク形成や人材育成に資する勉強会等の活動を行った。

•

日タイ G 空間推進協力協議会と連携し、タイにおける電子基準点の普及・活用に関する技術協
力プロジェクトを実施し、日本を含む各測位衛星からの高精度位置情報を活用した測量や建設、
農業、位置情報・地図情報サービスの普及に向けた取組を通じ、都市開発分野における DX を推
進した。

④都市と地域の均衡ある発展の推進
•

都市・地域の課題を俯瞰的に理解・分析し政策立案ができる人材の育成を目的として、2020 年度
より留学生プログラム「持続可能な開発」を開始した。新型コロナの影響を受けて来日が遅れて
いるものの、各大学との協力のもと、2020 年秋から 6 か国 6 人全員が遠隔で就学を開始した。
長期研修員に対しては各種活動が制限されるなかで、オンラインによる合同ゼミを企画し、研修
員や受入大学の指導教官、機構関係者等を交えて、研修員の母国の都市の開発課題や研究活動の
紹介を行った。また、他大学で研究を進める他国の研修員との繋がりを形成するとともに、日本
側関係者にも開発途上地域の開発課題に関心を持つ機会を提供した。

（2）スマートシティを通じた持続可能な都市開発の推進
•

日本政府が 2019 年に立ち上げた官民連携プラットフォームに設置された「日 ASEAN スマート
シティ・ネットワーク官民協議」に参画し、スマートシティ都市開発に携わる多様なアクターと
の協働体制の構築を進めた。2020 年 9 月から 10 月にかけて、スマートシティ・インスティテ
ュート事務局とともに東南アジアの都市を題材としたスマートシティセミナーをシリーズで開
催し、開発途上地域におけるスマートシティ・アプローチの適用策づくりに着手した。

（3）被災地のより良い復興や都市防災の実現
•

災害リスクに配慮したレジリエントな都市開発の支援については、モザンビーク、インドネシ
ア、ネパールにおける自然災害からの復興支援の継続を通じ、速やかな生計の回復のためのイン
フラ整備支援やジェンダーに配慮した地域コミュニティ内の共助活動の強化に取り組み、協働に
よる社会経済活動の復興と再建の加速化の取組を支援した。

（4）SDGs 達成に向けた貢献
•

SDGs Goal 11（都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする）の達成
に向けて、ラオスやネパール等で新たに都市管理能力の向上に寄与する技術協力プロジェクトを
開始した。ミャンマーではヤンゴン都市圏開発プログラムの構想のもとに支援を継続し、都市行
政能力強化やインフラ整備を進めた。タイでは新たに導入された電子基準点を活用した開発課題
の解決策を提供することで、都市管理分野における新しい価値や仕組みの創造を進めた。

•

アフリカ地域での急速な都市化問題に対しては、TICAD 7 における連結性強化や回廊整備による
アフリカ大陸自由貿易圏の推進も念頭に、7 か国を対象とした都市開発マスタープラン案件の形
成及び実施に着手した。回廊開発については、TICAD 7 で打ち出した回廊開発の成果の発信、ま
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た TICAD 8 に向けた準備として、世銀、アフリカ連合開発庁（AUDA-NEPAD：African Union
Development Agency）と地域統合における回廊開発の経験の共有及びその方策についての議論を
開始した。
（5）事業上の課題及び対応方針
•

新型コロナの蔓延に対して、都市分野での分野の枠を超えた横断的なアプローチを通じ、これま
での人的アセットや新しいパートナーとの連携を通じて感染症に強い安全な都市に変化してい
くことが求められている。SDGs 達成のロードマップへの復帰と、強じんな社会システムの構築
に向けて、プログラム形成準備調査を通じた新しい発想の事業提案や資金協力を通じたインパク
トの確保を図る。

•

また、スマートシティや TOD 等の新たな都市開発課題に対し、デジタル技術の活用、電子化し
た制度やプロダクトの提供等も念頭に、多様なパートナーとの連携を通じて、既存の援助手法に
拘らない柔軟かつ迅速な事業実施を積極的に提案していく。

No.1-2 運輸交通・ICT

関連指標

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

旅客数：
2,586千人/日
貨物量：
336千トン/日

旅客数：
1,229千人/日
貨物量
303千トン/日

旅客数：
1,549千人/日
貨物量：
167千トン/日
2,621TEU/日

2021 年度

旅客数及び貨物量
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旅客数：
945 千人/日
貨物量：
344 千 ト ン / 日
3,501TEU/日
2,192台/日

運輸交通に係る研
修実績数

860 人 18

854 人

836 人

672 人

607 人

人

運営・維持管理の
協力数又は支援と
の連携数

4.25 件 19

23 件

11 件

8 件

8 件

件

旅客数：
貨物量：

（1）相手国の発展段階に応じたインフラ整備
①道路アセットマネジメント人材育成支援
•

機構職員の土木学会国際活動奨励賞受賞：土木学会との協力覚書の下で実施している、開発途上
地域での道路アセットマネジメントの定着に向けた人材育成支援について、この取組の企画・立
ち上げに加え、国内大学との長期研修員受入態勢の構築や国内産学官の連携強化、新たな道路技
術の海外実装等といった活動に中心的に関与した機構職員が、海外での土木工学の進歩発展ある
いは社会資本の整備における現地での土木技術の発展に寄与し、国際貢献活動が今後も期待され
る日本人として評価され、土木学会国際活動奨励賞を 2020 年に受賞した。

•

17
18
19

第 7 回 JICA・世界銀行グループ・ハイレベル対話（Deep Dive）の質の高いインフラ投資セッシ

新たに統計を取る取組のため基準値なし
前中期目標期間（2013-2015）実績平均
前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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ョンで、道路アセットマネジメント人材育成の取組を紹介した。その後、G20 大阪サミットで採
択された「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」の原則 2（経済性）の実現に向け、世界銀
行関係者と双方の活動に関する更なる意見交換を実施し、本分野における開発途上地域の人材育
成において連携活動の成果をあげるべく定期的に協議を行うことを確認した。また、アジア開発
銀行のオンラインセミナー「Asia-Pacific Transport Forum 2020」のセッション「Sustaining Road
Infrastructure Quality in Asia and the Pacific 」にでも道路アセットマネジメントの取組を紹介し、ア
ジア開発銀行（ADB：Asian Dvelopment Bank）関係者とも「質の高いインフラ投資に関する G20
原則」原則 2（経済性）の実現に向けて更なる意見交換を実施した。
•

機構の道路アセットマネジメントプラットフォーム活動に対する助言及び活動支援として、土木
学会学識有識者他からなる国内支援委員会を 1 回開催した。同委員会では、これまでのプラット
フォームの活動や課題別研修の実施状況を報告するとともに、産学官連携体制の構築を目指した
新規技術協力プロジェクトの案件形成や国内の取組状況等についての助言を踏まえ、今後の活動
方針について確認を行った。

•

コロナ禍での新たな人材育成活動として、ミャンマー建設省道路局関係者に対して、機構と土木
学会との共催による「道路インフラ維持管理に関するオンラインセミナー」を実施した。土木学
会に所属し道路アセットマネジメントの取組にも参画する日本国内の大学の研究者から、道路維
持管理における PDCA サイクルや先端技術を用いた点検手法等が紹介され、活発な意見交換が
行われた。ミャンマー関係者以外にも道路アセットマネジメントの長期研修員や他国の技術協力
プロジェクト関係者を含め、アジアを中心に 12 か国約 150 人が参加し、効果的な情報共有及び
意見交換を行った。

•

コロナ禍により、当初 2020 年春入学を予定していた 8 か国 18 人の長期研修員の来日が延期と
なっている。また、2021 年春入学に向けた候補者選定をオンライン面接にて行い、新たに 5 か
国 10 人の候補者が各受入予定大学の入学試験に合格し、受入準備を進めた。来日中の長期研修
員に対しては、コロナ禍の影響により活動が制限されるなかでオンラインによる研究活動報告会
を企画し、同研修員の所属機関の関係者や来日予定の新規研修員、受入大学の指導教官等 30 人
を超える参加者に対して研究活動の紹介を行った。また、他大学で研究を進める他国の研修員と
の繋がりを形成するとともに、来日待ち状態の研修員に対しては来日後の研究活動を想定した事
前準備の機会を提供した。

•

コロナ禍の影響に伴う現地渡航が制限される状況において、これまでの取組により培った知見や
土木学会との協力関係を活用しつつ遠隔による案件形成に取り組み、インドネシア、タジキスタ
ン、モザンビーク等の 8 か国で道路インフラ維持管理に関する技術協力プロジェクトの R/D を
締結した。また、キューバの国別研修及び東ティモール、マーシャル諸島、ウガンダ、エチオピ
アの 4 か国の道路インフラ維持管理に係るアドバイザー業務を開始した。ラオスとモザンビー
クの橋梁維持管理に係る技術協力プロジェクトでは、日本及び対象国双方の企業、大学との連携
体制の構築をプロジェクトの活動に取り入れることで、学術機関の研究活動と実践的な技術移転
を通じた橋梁維持管理に係る人材育成を図るとともに、日本企業が有する維持管理技術の活用を
促進させ、日本企業の海外展開に資することが期待されている。

•

道路アセットマネジメントの活動成果を外部に発信するため、機構ウェブサイトに道路アセット
マネジメントプラットフォームのページを開設するとともに、パンフレットの作成、日刊建設工
業新聞や土木学会学会誌への寄稿を通じた情報発信に努めた。また、国内産学官関係者との意見
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交換を実施し、新たな国内パートナーとの関係構築を図った。
② 物流・交流拠点となる空港・港湾整備支援
•

実施機関総裁の旭日中綬章受章：カンボジアでは、現在、唯一の大水深港であるシハヌークビル
港において、円借款による新コンテナターミナルの建設、港湾手続き電子化のための無償資金協
力、ターミナル運営効率化等の技術協力プロジェクト、港湾運営に係るアドバイザー専門家の派
遣を実施中である。様々な援助手法を有する機構がそれぞれの特徴を踏まえ、多面的な支援を展
開することによって同国の物流機能の強化を図り、同国における貿易促進及び経済社会発展に寄
与することが期待される。なお、同港は 1990 年代後半よりマスタープラン策定、専門家派遣、
円借款による埠頭整備、無償資金協力による税関機能強化、開発調査による海図作成、技術協力
プロジェクトによる人材育成、海外投融資による同港運営への参画等、機構の援助手法を総動員
して支援を継続している。これにより、同港はコンテナ貨物の 70％以上（2018 年）を取り扱う
同国を代表する港湾としての地位を確立した。同実施機関総裁であるルーキムチュン氏は、初期
段階から日本支援のキーパーソンとして貢献されたことが称えられ、2020 年に土木学会国際貢
献賞並びに日本政府旭日中綬章を受賞した。

•

円借款迅速化による完工・供用開始の早期化：インドネシア「パティンバン港開発事業（第一期）」
（円借款）では、建設中の新規港湾のうち、2020 年 12 月に自動車専用埠頭の供用が開始された。
F/S から詳細設計調査のシームレスな実施や、日本企業が高い技術力を持つ急速施工技術等を活
用することによって、円借款貸付契約から約 3 年という短期間でこれらの施設を完成させるこ
とができた。経済発展に伴い増大する貨物に対応するためジャカルタ首都圏東部に新規に建設さ
れる同港により、同首都圏全体の物流の効率化、既存港及び周辺の交通混雑緩和が図られる。ま
た、同地域に製造拠点を有する日本企業のビジネス環境の改善にも寄与することが期待される。

•

自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、港湾分野ではミクロネシア「水産海事学校能力向上
プロジェクト」（技術協力プロジェクト）、ミクロネシア「ポンペイ港拡張計画」（準備調査）、
を開始した。また、航空分野ではラオス「ビエンチャン国際空港の継続的改善に係る技術支援プ
ロジェクト」（技術協力プロジェクト）、バングラデシュ「ハズラット・シャージャラール国際
空港拡張事業（第二期）」（円借款）を開始した。

•

2020 年 8 月にモーリシャス沖で発生した WAKASHIO 号の座礁・重油流出事故を受け、航行安
全・海難防止に資する協力を形成すべく迅速に情報収集・確認調査を行い、モーリシャスにおけ
る航行安全・海難防止に係る状況を全般的に把握すると同時に、安全な海上交通の確保に資する
技術協力プロジェクト等の協力案の検討を行った。

③アジア・アフリカ地域での物流円滑化・連結性強化
•

国際幹線道路・主要道路の整備：ミャンマー「東西経済回廊幹線道路整備事業（バゴー・チャイ
トー間新道路）」
（円借款）、バングラデシュ「チッタゴン - コックスバザール道路整備事業（E/S）」
（円借款）、フィリピン「セブ - マクタン橋（第四橋）及び沿岸道路建設事業」（円借款）等を
通じ、国際幹線道路、主要道路の整備、改善等を通じて物流円滑化、連結性強化に貢献した。

•

都市内道路の円滑化：マラウイ「リロングウェ市幹線道路改修計画」（無償資金協力）、ベナン
「コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設計画」（無償資金協力）、ソロモン「第二次ククム幹線道
路改善計画」（無償資金協力）」、フィリピン「ダバオ市バイパス建設事業（第二期）」（円借
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款）等を通じ、都市内の渋滞緩和、バイパス整備等を通じて物流円滑化、連結性強化に貢献した。
•

労働集約型工法導入による地域住民等の雇用機会創出：ウガンダ「西ナイル難民受入地域国道改
修計画」（無償資金協力）等を通じ、地方道路のアクセス向上にも取り組んだ。特に本事業では
フィーダー道路の整備にあたり、無償資金協力による道路整備案件で初となる労働集約型工法
（LBT：Labor based Technology）を採用し、地域住民や難民居住区住民の雇用機会創出にも貢献
するコンポーネントとした。LBT 導入にあたっては施工品質の担保が困難であったが、対象とな
る県職員向け LBT 研修を含めることにより、県職員が自分たちの力で品質管理を行えるように
工夫した。

•

パキスタン「東西道路改修事業（国道 70 号線）」（円借款）：国道 70 号線は、バロチスタン
州の州都クエッタとパンジャブ州南部の主要都市ムルタンを結び国土を東西に接続する基幹道
路である。本事業は国道 70 号線の山岳区間約 34km の改修を行い、交通の隘路の解消を図るこ
とにより、バロチスタン州とパンジャブ州との間のアクセスを向上させ、地域経済の発展に寄与
するものである。災害多発地域での防災対策技術、急傾斜地における橋梁の設計・施工技術、日
本の優れた技術の海外展開、遠隔地かつ危険地域における安全管理成果等が土木技術の発展に顕
著な貢献をなし、社会の発展に寄与したと認められる画期的なプロジェクトとして評価され、令
和元年度の土木学会技術賞を受賞した。

•

ガーナ「テマ交差点改良計画」及び「第二次テマ交差点改良計画」（いずれも無償資金協力）：
朝夕の通勤時間帯を中心とした慢性的な渋滞が問題となっていた首都アクラと国内最大のテマ
港からの二つの国際回廊道路が交わるラウンドアバウト式のテマ交差点を「ガーナ国際回廊改善
計画」によりアンダーパス及び信号交差点化することで、円滑かつ安全な道路交通の確保を目指
すもので、28 か月にわたる工事の末、完成した。人材教育、品質管理、安全管理に尽力し、2020
年6 月の完工まで、日本国内で一定期間労働災害を発生させなかった事業場に対して授与される
無災害記録証の授与時間を超える無事故・無災害 244 万時間を達成する等、本事業は、設計、施
工から品質管理、工事安全に至るまで、ガーナ政府から「質の高いインフラ」として高く評価さ
れた。また、「第二次テマ交差点改良計画（詳細設計）」（無償資金協力）の贈与契約（G/A：
Grant Agreement）が締結され、今後、フライオーバーの建設が進められ、西アフリカ最大の立体
交差点が完成し、ガーナの主要経済圏及び内陸国との交通利便性向上及び物流改善、経済インフ
ラ整備に寄与することが期待される。

④自然災害リスクの最小化、へき地でのアクセスや社会的弱者の利用を想定した環境整備等
•

フィジー「タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画」（無償資金協力）：首都スバにおいて、サイク
ロン被害等による老朽化が著しい最重要幹線道路に架かるタマブア・イ・ワイ橋の架け替えを協
力内容とした無償資金協力の G/A を締結した。本事業の実施により、安全で安定した交通の確
保と輸送力の改善を通じた自然災害に対する基幹道路の強じん性の強化を図り、もってフィジー
の環境・気候変動対策に寄与することが期待される。

•

ソロモン「第二次ククム幹線道路改善計画」（無償資金協力）：ホニアラ国際空港とホニアラ市
街地を結ぶ首都ホニアラの主要道路であるククム幹線道路の 4 車線化及び道路排水施設の整備
等を協力内容とした無償資金協力の G/A を締結した。本事業の実施により、首都ホニアラ市内
の渋滞緩和、排水能力強化を図り、もって物流改善及び防災に寄与することが期待される。
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⑤交通安全に資する取組
•

タイ、カンボジア、バングラデシュの 3 か国で交通安全に関する技術協力プロジェクトの R/D
を締結した。また、交通安全に係る日本国内の知見を集約するため、世界各地の交通事情と交通
文化の多様性を踏まえた国際的諸活動を展開している国際交通安全学会（IATSS：International
Association of Traffic and Safety Sciences）や学識有識者、民間企業等からなるプラットフォームの
立ち上げに向け、機構内で道路交通安全イニシアティブの検討を進めるとともに、分野を超えた
横断的な取組を実現すべく機構内及び IATSS 等の外部有識者との協議を実施した。

（2）各協力手法・取組の相乗効果の発揮

•

カンボジア「南部経済回廊の強化」：「国道 5 号線改修事業（北、南、中央）」（円借款）によ
る延長約 370km、総事業費約 1,000 億円規模の道路改良（拡幅、バイパス整備等）事業を促進す
るとともに、有償勘定技術支援「幹線道路における道路交通安全改善プロジェクト」の R/D を締
結した。同技術支援を通じて、国道 5 号線上において交通安全対策の検証、交通安全対策に係る
組織体制の強化・人材育成、啓発活動の促進等を行うことにより、周辺住民等の安全を確保しつ
つ、国道 5 号線の輸送能力の強化及び輸送効率の改善が期待される。

（3）DX による開発事業の効率化及び効果の拡大

•

機構理事長の直轄によるデジタル・トランスフォメーション（DX）・タスクフォースにて、協力
事業の中で新しい価値や仕組みを創造する DX を促進するための検討を行い、機構内に STI・DX
（Science Technology and Innovation & Digital Transformation）室を新設し、ICT 分野の能力強化と
ともに、DX による社会課題の解決に取り組む体制を整備した。また、渋谷スクランブルスクエ
ア㈱が運営する渋谷QWS の協力を得て、2020 年10 月機構のDX の取組に関するオンラインセミ
ナーを実施した結果、300 人以上の参加があり、そのフォローアップとして 11 月に渋谷 QWS
会場にてデジタル技術による社会課題の解決に関心を持つ会社を対象にネットワーキングの機
会を設けるなど、これらの活動を通じて JICA 事業の広報・発信ならびに民間企業との連携可能
性の検討を進めた。2021 年 3 月には国内民間企業と一層の共創を行い具体的な事業 DX を推進
するため、経団連と共催にてオンラインセミナーを行い、100 人超の参加があった。

•

コロナ禍での事業継続対策として、研修を実施する国内機関を主な対象に、JICA-Net の支援機能
を拡充し、遠隔研修コンテンツ制作の推進やオンライン配信の技術支援等の強化を行った。

① 社会がデジタル化していく上で基盤となる ICT 分野の能力強化
•

政策立案・実施能力の強化：ミャンマーでは、サイバーセキュリティ政策、データ保護に関する
各種取組（General Data Protection Regulation：GDPR）等の助言とともに、サイバー法策定に向け
た草案作りにも助言を行った。ルワンダでは宇宙戦略策定の支援を行い、コロナ禍でオンライン
での遠隔アドバイザリー会議を定期開催し、同戦略の素案作成に協力した。また、新たに宇宙分
野の留学生プログラムを立ち上げ、受入大学の開拓や、ASEAN を中心とした将来の宇宙機関を
担う人材の選考・留学支援を実施した。

•

情報通信インフラ・地上デジタル放送整備支援：ペルーでは、地上デジタル放送及び緊急警報放
送システム（Emergency Warning Broadcast System：EWBS）の導入を支援した。アンゴラでは、地
上 波 放 送 の デ ジ タ ル 化 移 行 計 画 策 定 に 係 る 協 力 の 案 件 形 成 と デ ジ タ ル 放 送 開 始 （Digital
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Switchover ：DSO）とアナログ放送停波（Analog Switch-oﬀ ：ASO）に向けたタスク・スケジュー
ル作成を支援した。モルディブでは、地上デジタル波放送施設整備に係る無償資金協力を実施す
るとともに、放送開始に向けたコンテンツフォーマットの調整及び視聴者拡大に係る調査やケー
ブルテレビとの連携協議を行った。ボツワナではアナログ停波に向けた準備と更なる地上波デジ
タル放送の機能の活用のための災害情報配信の検討を行った。
•

デジタル人材育成・デジタル産業育成支援：ブータンでは、デジタルものづくり工房（ファブラ
ボ）による技術教育・普及促進プロジェクトにおいて、新型コロナの影響で現地での事業立ち上
げが困難ななか、他のファブラボと連携し人材育成に取り組んだ。バングラデシュでは日本市場
をターゲットとした ICT 人材育成プロジェクトにて、
265 人の ICT 人材を育成し、そのうち 186
人が日本企業へ就職をした。スリランカ、パキスタン、アルメニア各国では、先端 ICT 技術を用
いたソリューションビジネス振興のため、対象 3 か国の先端 ICT 技術を有する企業と日本のユ
ーザー企業を繋ぎ、両国の連携を促進していく人材の育成や連携のための仕組みづくりを検討し
た。対象 3 か国の先端 ICT 企業とのオンラインピッチには、日本企業から 105 社 172 人の参
加があり、日本市場紹介オンラインセミナーには対象 3 か国から 75 社・団体の参加を得た。加
えて、対象 3 か国の ICT 企業の実力を図るための概念実証事業を募集し、5 件の日本企業と現
地企業との商談が成立した。

•

サイバーセキュリティ支援：サイバーセキュリティは情報通信分野で基盤となる技術分野であり、
体制強化及び人材育成支援を行った。詳細については「No.3 普遍的価値の共有、平和で安全な社
会の実現」に記載のとおり。

② ICT の基盤の上で実現する DX による社会課題解決の推進
•

ルワンダ・ICT イノベーションエコシステム強化プロジェクト：ルワンダでのスタートアップ支
援を行う「250 スタートアップ」という起業家支援プログラムでは、2020 年度は全 108 社の応
募があり、都市における路上駐車問題、養殖槽における水質汚濁問題といった社会課題を解決す
るスタートアップ企業等 20 社を支援・育成した。

•

遠隔医療・医療 ICT 活用と案件形成：新型コロナ感染拡大下において、医療機関に対する遠隔
支援やデジタル技術の活用による感染症対策を支援するための情報収集・確認調査を実施し、既
往案件での活用や感染拡大が深刻な国での新規案件形成に取り組んだ。また、モンゴルでは濃厚
接触者追跡アプリ開発の側面支援を行った。

（4）持続性の高い新たな都市鉄道システムの構築に向けた具体的な施策の実施状況
① インド高速鉄道事業支援
•

インド初の高速鉄道開業に向け、詳細設計や本邦研修及び専門家派遣を通じた実施機関の組織強
化に対する支援を引き続き実施した。2020 年度はコロナ禍における人材育成・運営・維持管理
（O&M）活動の支援として、機構専門家によるオンラインでのワークショップを計 7 回実施し
た。

② 都市鉄道等による基幹交通網の運営・維持管理の向上
•

インド「デリー高速輸送システム建設事業」及び「チェンナイ地下鉄建設事業（フェーズ 1）及
び（フェーズ 2）」（円借款）：1997 年以降継続して実施している「デリー高速輸送システム建
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設事業」及び「フェーズ 2」（いずれも円借款）に引き続き、高速輸送システムの更なるネット
ワーク化と環状道路の機能補完・代替による同首都圏の交通渋滞緩和を目的として、フェーズ 3
として既存線の延伸及び環状線の整備支援を実施した。また、チェンナイでは、交通渋滞や大気
汚染・騒音等の自動車公害による健康被害が重大な問題となっており、「チェンナイ地下鉄建設
事業（フェーズ 1）及び（フェーズ 2）」（円借款）のフェーズ 1 において 1 号線及び 2 号線、
フェーズ 2 において 3 号線の一部及び 5 号線の一部の大量高速輸送システムを建設中である。
•

フィリピン「鉄道訓練センター設立・運営能力強化支援プロジェクト」
（技術協力プロジェクト）
：
フィリピンでは新規鉄道となる「南北通勤鉄道事業（マロロス- ツツバン）」や「マニラ首都圏
地下鉄事業（フェーズⅠ）」（いずれも円借款）等大型都市鉄道事業を集中的に支援している。こ
のため、フィリピンにおける鉄道人材育成・監督の柱となるフィリピン鉄道訓練センターの設立・
運営能力強化の支援を引き続き実施した。2020 年度はオンラインにより、新規鉄道職員向けの基
礎研修を実施する指導員に対しての研修を実施した。

•

ミャンマー「鉄道車両維持管理・サービス向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）：円借
款で整備が進められているヤンゴン・マンダレー鉄道（約 620km）及びヤンゴン環状鉄道（約46km）
の改修事業において、日本の鉄道システムが導入される予定であり、2020 年 9 月には日本製車
両 6 両（新潟トランシス社製）がヤンゴンに到着した。2020 年度は新型コロナ対策を含めた車
両整備・旅客サービス技術のセミナーをオンラインで実施した。

•

ベトナム「ホーチミン市都市鉄道事業（ベンタイン - スオイティエン間（1 号線））」（円借款）：
ベトナム最大の都市であるホーチミン都市圏の交通渋滞及び大気汚染の緩和を図るため、ベンタ
インースオンティエン間の都市鉄道を建設中である。2020 年 10 月日本製車両 3 両（日立製作
所社製）の引渡しが行われ、現地メディアや本邦メディアで大々的に紹介された。

•

バングラデシュ「ダッカ都市交通整備事業（IV）」（円借款）及び「ダッカ都市交通整備事業（５
号線北路線）（I）」（円借款）：2020 年 8 月、同国初の都市鉄道建設事業の 4 期目の資金需要
に対応する「ダッカ都市交通整備事業（IV）」及び「ダッカ都市交通整備事業（5 号線北路線）
（I）」の借款契約（L/A：Loan Agreement）に調印した。公共交通へのモーダルシフトにより、ダ
ッカの交通渋滞、大気汚染緩和に寄与することが期待される。

•

ミャンマー「ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクト」（技術協力プロジェクト）：2017 年
度より、ヤンゴンの公共交通を包括的に改善するため、市民の足であるバス交通との連結性の向
上、バス交通のサービス改善を実施するプロジェクトを実施している。2020 年度はコロナ禍によ
り利用者が減少しているバスサービスの改善を図るため、No Virus Day を実施し、公共バスでの
感染防止をキャンペーン展開した。また、マスクや消毒液等の資機材供与を行い、公共交通機関
における感染防止マナーの啓発等を実施した。

•

西バルカン諸国における公共交通改善プロジェクト（技術協力プロジェクト）：セルビア共和国
ベオグラード及びボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボでは、公共交通のサービス低下等により
公共交通利用者が減少していることから、同地における公共交通政策、公共交通運営、車両・軌
道等の維持更新等について支援する「ベオグラード市公共交通改善プロジェクト」及び「サラエ
ボ県公共交通管理及び運営能力強化計画策定プロジェクト」（いずれも技術協力プロジェクト）
を開始した。

•

都市鉄道分野課題別研修帰国研修員フォローアップセミナー：都市鉄道分野の人材育成の支援と
して、各国の運輸省等の政府機関職員を対象とした日本の鉄道政策・技術を体系的に学ぶ「都市
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鉄道の運営」と、より都市鉄道事業の運営に焦点を当て、都市鉄道事業者の基幹要員を対象とし
た系統毎の実践的な技術や運営手法を体得する「都市鉄道事業者レベルアップ研修」の 2 つの課
題別研修を開催している。2020 年度はこれまでの帰国研修員を対象としたオンラインセミナー
を開催した。参加年度の異なる33 人の帰国研修員が一堂に会し、「コロナと共生する都市鉄道」
をテーマに、コロナ禍における世界各国の都市鉄道の持続性確保のための行政や事業者の取組を
共有した。
（5）SDGs 達成に向けた貢献

•

SDGs ターゲット 9.1（すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の
福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靭なイ
ンフラを開発する）に資する案件をアジア、アフリカ地域を中心に実施した。

•

SDGs ターゲット 3.6（2020 年までに世界の道路交通事故による死傷者を半減させる）に直接資
する技術協力プロジェクトの R/D をタイ、カンボジア、バングラデシュの 3 か国で締結したほ
か、ウズベキスタンにおける道路交通安全研修のフォローアップセミナーを開催した。また、各
種道路、橋梁整備案件の計画・設計に際し、交通安全向上を念頭においた設計とした。

•

SDGs Goal 11（住み続けられるまちづくりを）及び SDGs Goal 13（気候変動に具体的な対策を）
に資する都市鉄道整備事業及び公共交通システム改善事業を、東南アジア、南アジアを中心に実
施するとともに、より多くの人が公共交通を利用するよう、モビリティ・マネジメント・ハンド
ブックを作成する等により、人々の行動変容を促進した。

（6）事業上の課題及び対応方針

•

モータリゼーションの進展は人間生活に多大な便益をもたらした一方で、交通事故、交通渋滞、
交通公害等の各種障害を引き起こしている。交通事故をはじめとする各種の交通障害は、人間、
機械及び環境の各要素が複雑に絡み合って生じるため、各分野の知見を集約し、望ましい道路交
通の在り方を探求すべく道路交通安全イニシアティブの立ち上げを図るとともに、分野を超えた
横断的な取組を検討していく。

•

開発途上地域の多くで都市化が進み、交通渋滞が深刻化するなかで、公共交通（都市鉄道、バ
ス）の利用を促進することは、脱炭素社会を実現する上でも極めて重要である。そのことから、
公共交通イニシアティブを立ち上げ、公共交通システムの更なる普及を促進していく。

No.1-3 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上

関連指標
初期電化・供給増・安定化等
の裨益想定人口

20

基準値

385.5 万人 20

2017 年度

113 万人

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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2018 年度

861 万人

2019 年度

933 万人

2020 年度

234 万人

2021 年度

万人

質の高いエネルギー分野の
研修実績数うち、資源の絆
研修実績数
電力開発に係る新規計画策
定数

582 人 21

387 人

175 人

人

うち 9 人 うち 17 人 うち 14 人 うち 25 人

うち 17 人

うち人

3 件

件

19 件 22

559 人

10 件

410 人

8 件

4 件

（1）安定的で質の高い電力供給とアクセス向上に向けた具体的な施策の実施状況
① エネルギーアクセス向上への貢献
•

電力エネルギー開発計画の策定に係る取組：電力エネルギー分野の開発計画策定を通して、エネ
ルギーアクセス向上及び低・脱炭素化に向けた戦略・計画策定を支援した。ソロモンでの再生可
能エネルギーロードマップ策定支援をはじめ、タンザニアやパキスタンでの支援を継続した。ま
た、ベトナムでは情報収集・確認調査を通して、再生可能エネルギーの導入増加に伴う電力分野
支援ニーズや民間資金動員の可能性を把握し、今後支援が見込まれる案件の形成に取り組んだ。
世界的な脱炭素化に向けた潮流のなかで、アジア諸国における中期的なエネルギー安定供給の確
保や、開発途上地域の脱炭素に向けたエネルギー分野を構築するための戦略策定に関し、今後の
案件形成を念頭に置いた情報収集・確認調査を開始した。TICAD 7 のフォローアップと TICAD
8に向けた案件形成を念頭に、サブサハラ・アフリカ地域を対象とした再生可能エネルギー導入促
進のための民間資金活用可能性の検討と、同地域を対象とした電力セクターの支援ニーズ確認の
ための情報収集・確認調査をそれぞれ開始し、案件形成に向けた検討を継続した。

•

送配電系統の拡充：送配電網の計画・拡充を支援し、電力供給の安定化・損失低減・電化に貢献
した。パプアニューギニア電力公社を対象に、電力網及び分散型電力供給システムの運用・維持
管理能力の向上を目的とした技術協力プロジェクトの形成に取り組んだ結果、先方政府より要請
書が提出された（「電力系統計画・運用能力向上プロジェクト」）。本事業は、2018 年 11 月に
日本・米国・オーストラリア・ニュージーランド・パプアニューギニア各国政府により合意され
た電化パートナーシップ（Papua Electrification Partnership：PEP）に貢献するものである。また、
ラオスでは、2017 年 11 月の日米首脳会談で合意された日米戦略エネルギーパートナーシップ
（Japan- United States Strategic Energy Partnership：JUSEP）における広域連携枠組みに対する中心
的な貢献として、2019 年度に実施した広域系統マスタープランの実施促進に向けた働きかけを
日本政府、米国及び周辺国とともに取り組んだ。ラオス電力公社（EDL：Electricité Du Laos）の
債務問題が深刻化する同国において、新たな送電会社（EDL-T）設立により、ラオス政府の主権
や電力セクターの持続的発展が阻害されることがないよう、エネルギー・鉱業省の政策分析・規
制制度・財務分析等に関する組織的・技術的能力向上を図るため、複数のコンポーネントから成
る協力プログラムを形成し、アドバイザリーチームを迅速に派遣した。インドシナ地域の地政学
的安定性の観点から、同国電力分野の独立性・持続性への日本・米国両政府の関心は高く、機構
がラオス政府との間で長年培ってきた信頼関係をいかした協力案件を形成することで、両国パー
トナーシップの深化に貢献した。JUSEP の広域枠組みでは、米国国際開発庁（USAID：United States
Agency for International Development）とも連携し、南アジアの広域連携を促進するための調査を開
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前中期目標期間（2012-2015）実績平均
前中期目標期間（2012-2015）実績は、76 件
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始した。ケニアでは、ナクル市及びモンバサ市周辺の未電化地域において、低損失型配電設備整
備を通した電化及び電力安定供給を行うための「ナイロビ市周辺配電設備整備計画」（無償資金
協力）を開始したほか、マラウイでは、首都の変電設備を増強することにより、産業集積地域及
び市内中心部への電力供給を行うため「リロングウェ市における変電所改修計画」（無償資金協
力）の開始を決定した。
•

運営・維持管理能力強化に向けた取組：電力供給の効率性・信頼性向上のため、発電所や送配電
網といった設備の運転・運転・運営維持管理（O&M：Operation and Management）改善のための支
援を行った。モザンビークでは、円借款で建設したガス・コンバインドサイクル発電所のO&M 強
化のための支援を開始したほか、リベリアでは無償資金協力で建設したディーゼル発電所の
O&M 強化のための支援を開始した。ケニアでは円借款により開発を支援してきたオルカリア地
熱発電所において、IoT を活用した O&M 強化のための技術協力を開始した

23。ラオスでは、協

力プログラムの一環として送電系統の計画・運用能力の強化を図るため、電力品質向上のための
グリッドコードの整備や電力公社に対する技術支援を開始した。ウガンダ及びケニアでは、系統
運用の信頼度を高めるための技術協力案件の形成に取り組んだ。2019 年度に引き続き、持続的な
事業運営、O&M を確保するための電気事業経営に関する本邦研修を遠隔で実施した。
② エネルギー利用の低・脱炭素化への貢献
•

再生可能エネルギー／低炭素電源の導入促進：地熱等の再生可能エネルギーやガス・コンバイン
ドサイクル発電等の低炭素電源の導入支援を行った。ヨルダンやスリランカでは、変動性再生可
能エネルギーの増加を見据えた電力供給安定化のための電力公社の能力強化支援を開始したほ
か、インドでは南アンダマン島において太陽光発電の導入を下支えするための蓄電池設置に関す
る無償資金協力について協力準備調査を行った。

•

再生可能エネルギーを用いた発電所の建設については、エクアドルで同国初となる地熱発電所の
建設を行う「チャチンビロ地熱発電所建設事業」（円借款）や、インドネシアで「フルライス地
熱発電事業」（円借款）の案件形成に取り組んだ。豊富な地熱資源を有するインドネシアでは、
更なる地熱開発を促進するための試掘ファンドの活用に向けた制度構築のための技術協力に加
えて、将来の円借款案件形成をにらんだ情報収集・確認調査を開始した。ケニアでは、先進技術
を用いた地熱貯留層評価等を目的とした地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS：Science
and Technology Research Partnership for Sustainable Development）「東アフリカ大地溝帯に発達する
地熱系の最適開発のための包括的ソリューション」を開始した。別途実施する技術協力と連携し
ながら、同国における地熱人材育成に取り組む予定である。

•

インドネシアにおける地熱分野の SATREPS「インドネシアにおける地熱発電の大幅促進を目指
した蒸気スポット検出と持続的資源利用の技術開発」が、科学技術振興機構（JST）側の終了時評
価において、研究開発成果、持続的研究基盤の確立、人材育成、相手国での社会実装への期待に
おいて、いずれも所期の計画を超えた高いレベルで達成したとして、JST との連携案件で初とな
る「S」評価を得る等、高い成果を残した。

•

このほか、海外投融資によるヨルダン最大規模のムワッカル太陽光発電所が完工したことによ
り、同国にて逼迫する電力需給の改善や輸入エネルギー依存脱却、低（脱）炭素化の実現に貢献

23

https：//project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/00756/?ST=msb
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することが期待される。バヌアツでは、既設水力発電所の下流に新たな流れ込み式水力発電施設
を建設することにより、電力供給力を強化し輸入燃料への依存を軽減するため、無償資金協力準
備調査を行った（「サント島における水力発電施設建設計画（詳細設計）」）。レソトでは、無
償資金協力にて小水力発電所の改修をするための調査を開始した。
•

省エネルギー促進に向けた取組：需要側における省エネルギー促進のための制度構築や人材育成
のための支援を行った。エジプトでは、エネルギーデータマネジメントの改善、省エネアクショ
ンプランの改定や戦略作り、並びに円借款事業との相乗効果が想定される技術協力を開始したほ
か、ヨルダンの省エネ関連省庁・機関を対象に、省エネ政策の策定等に関する実務能力強化のた
めの研修を実施した。また、パキスタンでの省エネ基準及びラベリング制度の構築支援や、カリ
コム諸国（ジャマイカ、バルバドス、セントクリストファー・ネービス）に対する省エネルギー
促進政策の実現に向けたロードマップの作成支援を継続した。

（2）資源の絆プログラム他

•

開発途上地域の資源分野（鉱物資源・地熱資源）の人材を育成するとともに、これら人材と日本
の資源開発関係者との人的ネットワークを強化し、更には知日派・親日派を育成する目的で、2013
年度から修士・博士号を取得できる「資源の絆プログラム」を日本国内の資源系の大学にて実施
中である。日本国内産学官のネットワークを強化し、新たに 14 か国より 17 人の留学生を受け
入れた（累計 127 人）。コロナ禍においても、リモートでのモニタリング面接や修了時プレゼン
テーション、特別プログラムの実施を通じ、可能な限り通常のオペレーションとなるよう取り組
んだ。帰国生を含む留学生との関係維持強化にも取り組み、SNS を活用したネットワークを構築
し、定期的な情報発信に努めた。この結果、留学生や帰国生からの情報発信も行われ、双方向で
の情報交換に寄与する成果が得られた。また、留学生帰国後のフォローアップ活動について、具
体的な計画の検討を開始した。

•

2020 年 11 月、これまで資源の絆プログラム等で既に連携実績を蓄積してきた石油天然ガス・金
属鉱物資源機構（JOGMEC）と包括的連携に関する基本協定書を締結し、地熱・金属資源開発分
野における連携・協力を強化していく方針を確認した。国内報道

24

でも広く扱われたことによ

り、機構が従前より実施する地熱分野の支援や資源の絆といった人材育成プログラムについて、
国内向けに効果の高い広報を行うことができた。
•

「資源の絆プログラム」に加えて、「エネルギー政策」分野における留学生事業を開始し、機構
事業と関連がある相手国政府機関より 6 人（修士 5 人、博士 1 人）を政策研究大学院大学
（GRIPS：National Graduate Institute for Policy Studies）で受け入れた。マスタープラン調査を受託
している企業においてインターン機会を提供する等、既存事業との長期的な視点からの相乗効果
が期待される。

（3）TICAD 7 への貢献

•

サブサハラ・アフリカ地域を対象とした再生可能エネルギー導入促進のための民間資金活用可能
性の検討と、同地域を対象とした電力セクターの支援ニーズ確認のための情報収集・確認調査を
それぞれ開始し、商社、機器メーカー等本邦企業や、世銀、アフリカ開発銀行、USAID、国際再

24

https：//news.yahoo.co.jp/articles/33992a050a24d8b897a3e8c20379528c08317061
https：//www.jiji.com/jc/article?k=000000551.000012624&g=prt

1-17

生可能エネルギー機関（IRENA：International Renewable Energy Agency）等関連ドナーとの情報・
意見交換を行った。
（4）SDGs 達成に向けた貢献

•

「エネルギーアクセス向上」、「エネルギー利用の低・脱炭素化」はいずれも SDGs の目標・指
標と整合しており、上記取組を通じて、SDGs の SDGs Goal 7（すべての人々の、安価かつ信頼で
きる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する）及び SDGs Goal 13（気候変動及びそ
の影響を軽減するための緊急対策を講じる）に貢献した。また、安価かつ持続的なエネルギーの
安定供給は、社会経済の安定と持続的成長のために重要であり、その観点でも複数の SDGs（質
の高い保健、教育、水・衛生サービスの提供等）に貢献した。

（5）事業上の課題及び対応方針

•

コロナ禍により現地での技術移転や本邦受入による研修実施が困難な状況となったため、技術協
力や各種調査、研修では、必要に応じて相手国側にも遠隔通信用機材を導入しつつ、全てリモー
トでの技術移転や情報収集を行った。一方、実地での対応が必要な電力設備の保守・点検等の技
術移転や、コロナ禍での設備の運転状況等に関する情報収集については、課題が残る結果となっ
た。今後、デジタル技術等を積極活用し、遠隔での技術移転の可能性を広げる取組を検討する。

No.1-4 民間セクター開発

関連指標

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

81 件

95 件

132 件

144 件

件

2 件

4 件

5 件

7 件

件

貿易・投資促進や経済特区開発等に係
る協力数

38.5 件 25

職業訓練・高等教育機関の能力向上等
に係る協力数

9.5 件

26

（1）産業振興政策の立案と実施能力の向上

•

複数の分野課題を対象とした民間企業と初の包括連携協定締結：機構は楽天㈱との間で、国際協
力を通じた開発途上地域の開発課題解決及び SDGs の達成に貢献することを目的とする包括連
携協定を締結した。機構にとって、複数の分野課題を対象にした民間企業との包括的な連携協定
の締結は初めての事例となる。本包括連携協定では、イノベーション推進、サステナブルな消費
やライフスタイルの訴求、多様なステークホルダーとの協働による新しい国際協力の追求等がテ
ーマとなっている。本連携協定に沿って機構が 2 月に開催したオンラインピッチイベント「アフ
リカ新興テックピッチ決勝戦」では、選定されたスタートアップに対して楽天幹部によるメンタ
リングが提供される等の連携実績となった。

25
26

前中期目標期間（2012-2015）実績は、154件
前中期目標期間（2012-2015）実績は、38件

1-18

①アジア地域における投資促進・産業振興
• 日本人材開発センター事業
-

新型コロナ感染拡大に伴う各国での緊急事態宣言やロックダウン政府令により、協力を展開す
る 6 か国 7 センターが一時的に閉鎖を余儀なくされた。また、各センター再開後も、集合型
でのコース実施不可、イベントの開催自粛、本邦研修取りやめ等各種制約条件下での事業運営
となった。一方、制約の多いなか、各センターが創意工夫を重ね遠隔技術を用いた事業展開を
行った。具体的には、オンラインによるビジネスコースの提供（全センター）、日本企業の全
面的な協力を得たオンライン本邦研修（ラオス、キルギス、カンボジア、モンゴル）、信金中
金と連携した商談会への参画（ベトナム）、日本留学フェアのオンラインでの実施（カンボジ
ア、ラオス、モンゴル、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン）、オンラインとオフライ
ンを組み合わせた「カイゼン」研修の国連開発計画（UNDP：United Nations Development
Programme）からの受託（ウズベキスタン）等、新しい取組を進めることが可能となった。オン
ラインの活用により、国内金融機関や国際機関など新しいパートナーとの連携が進展し、ビジ
ネスコースの地方展開や日本留学フェアへの参加者数が前年度比 4.7 倍（17,505 人）、参加大
学数が前年度比 1.8 倍（41 校）と大きく増加し、従来よりも受益者が拡大し、結果的に日本と
相手国のプラットフォームとしての機能が期待される日本センターの役割強化につながった。

-

新型コロナによる影響の長期化が予見される中、日本センターでの活用に向けたオンライン研
修コンテンツの開発、システムの試行的導入を進めた。コンテンツ開発のなかには、国内民間
企業と連携し共同開発したもの、外国人材を対象としたものを開発する等従来なかったものを
含めて対応した。日本の小売業についての業種、業界理解や来日後のキャリアプランを含めた、
渡航前の能力強化をするコンテンツの普及により、開発途上地域と日本の間での外国人材の還
流につなげる足掛かりを築いた。

-

長期専門家が一時帰国した機会を通じ、複数の国内拠点でオンラインセミナー（モンゴル：外
国人材受入（於：茨城県）、キルギス、カザフスタン：ビジネスセミナー（於：兵庫県）を実
施し、国内の自治体や企業との連携強化を図った。

-

オリンピック・パラリンピックに関連した日本センターの国内自治体との連携：キルギス日本
センターは日本の内閣府によりホストタウンアドバイザーに認定され、山梨県山梨市との間で
アドバイザー契約の締結に至り、両国間の関係性強化に貢献することとなった。

-

ミャンマー（知財アドバイザー）：機構が派遣する知的財産アドバイザーの助言も貢献し、ミ
ャンマーで整備が進められてきた知的財産関連 4 法のうち、商標権の侵害に対する罰則を設
けた商標法が 2021 年に施行される見通しとなり、現行の登録法に基づく商標を登記している
企業に対して、2020 年 10 月から商標登録の手続きを計画どおり開始することができた。現行
の登録法の下で登記され、使用中の商標は 21 万件以上あり、これら全てが新法に基づく再登
録を行う必要があることに対応したもの。

•

ミャンマー（緊急財政支援）：新型コロナの感染拡大による経済への影響が深刻なミャンマーに
おいて、政府による経済安定化策の実施の支援と、投資・貿易環境及び金融プラットフォームの
整備を通じた民間セクターの振興に資する政策・制度の改善を緊急的に支援する円借款を形成し
た。

•

産業高度化に向けた政策提言の具現化：2019 年度に実施した「国際競争力の高い産業の振興と課
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題に係る情報収集・確認調査」の政策提言の結果、インドネシア国内の自動車を含む「輸送機器」
や「食料」など 11 分野を対象に研究開発を行う企業に対する研究開発予算の最大 300％の総所
得から控除する減税制度が創設されたことに続き、制度運用のための財務省規定が 10 月に施行
された。これによりインドネシア企業による研究開発が拡大し、経済成長に必要なイノベーショ
ンの推進が進むことが期待できる。
•

スタートアップ / 起業家支援：コロナ禍で、イノベーティブなアイディアを有し迅速に課題に対
応し得るスタートアップを含む起業家支援に注力した。モンゴルでは KDDI の現地法人である
MobiCOM 社、機構事務所、日本センターが連携したビジネスコンテスト（MONJA：MonJa Startup
Accelerator Program in response to COVID-19）を開催した。選定された 3 社のスタートアップに対
し、能力育成、提案事業の実証プロジェクトの委託契約を締結した。ベトナムのホーチミン市で
は、シンガポールの南洋理工大学傘下の NTUitive 社に委託し SDGs への貢献に資するスタート
アップ企業家に対するアクセラレーションプログラム（NINJA）を実施し 14 社を支援した。加
えて、カンボジア日本センターで実施したアクセラレータープログラムを通じ、現地企業 3 社が
資金調達に成功し、4 社が国際機関などからの資金・技術支援を受け、更なる事業展開に活用さ
れた。

②アジア地域以外における起業家・企業育成
•

新型コロナ対策ビジネスコンテストの初開催：アフリカにおけるコロナに対応した新しいビジネ
スの創出を加速させるため、初めてアフリカ 19 か国でコロナ対応のビジネスコンテスト（NINJA
Business Plan Competition in response to COVID-19）を実施した。保健・医療、農業、教育、物流等
の多様な分野で 2,713 社からの応募を得て、合計 69 社を優秀企業として選出し、実証事業を開
始した。アフリカにおける取組、日本企業とのビジネス連携促進に向け、オンラインセミナーを
開催した（2020 年 7 月 10 日 700 人参加、2020 年 11 月 5 日 1,150 人参加、2021 年 2 月 26
日約 2,000 人参加登録）。2021 年 2 月のウェビナーでは最優秀企業 10 社によるピッチを行い、
豊田通商㈱から 5 万ドル相当の新株予約権付転換社債引き受けによる出資、楽天グループ㈱か
らメンタリングの提供、Double Feather Partners 社から 150 万円相当の現金出資及び 350 万円相
当のコンサルティングサービスの出資等、合計 8 社の民間企業から特別賞の提供授与がなされ
た。

•

カイゼン・イニシアティブの推進とコロナ対応：アフリカカイゼン年次会合をオンラインで開催
し、34 か国 481 人が登録し、コロナ禍でのビジネス継続におけるカイゼンの有効性、コロナ対
策遠隔教材紹介、アフリカにおける知見の中核拠点（Center of Excellence）の在り方、スタートア
ップ企業の成長へのカイゼンの有効性等を議論し、行動計画を策定した。8 か国 9 プロジェクト
において遠隔教材の開発、オンライン会議システムなどを活用しつつ遠隔での協力を実施した。
例えばカメルーンではマスク製造企業の支援を行い、WHO カメルーンからの受注等が実現し、
チュニジアでは製造業の工場労働者の感染防止策、病院関係者に対するカイゼンセミナー、医療
機材・消耗品製造企業へのカイゼン指導等を実施した。カイゼンを活用したコロナ対策は中南米
でも推進された。中南米 16 か国 21 機関が加盟するラテンアメリカ生産性ネットワークにおい
てはコロナ禍においても継続的にカイゼンを促進するためのオンラインセミナーが 16 回実施
された。

•

民間企業（トヨタ）連携：サブサハラ・アフリカ地域初の受託事業として、豊田通商グループの
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トヨタ・デ・アンゴラ社から機構が自動車整備指導員の育成を受託した。2020 年 10 月に開校式
を執り行い、11 月からコロナ禍を踏まえ協力先のブラジル全国工業職業訓練機関所属の講師と
アンゴラをオンラインでつなぎ、研修を開始した。現地で長きにわたり事業を展開する日本企業
の社会貢献活動と機構のブラジル及びアンゴラでの協力成果を連携させ、事業成果の拡大を図る
ものである。
•

メキシコ自動車人材育成：世界的に珍しい自動車産業の品質・生産管理を担う中核人材を育成す
る職業訓練コースが 4 校で確立し、2020 年 11 月にプロジェクトが終了した。学生がインター
ン・就職している日系企業を含む自動車産業からは学生に対する高い評価が寄せられ、メキシコ
政府は同コースを他校に展開すべく準備を進めている。

•

インパクト投資：機構は初めてソーシャル・インパクト・ボンド（SIB：Social Impact Bond）を通
じた課題解決方法の検討に着手し、南米地域で調査を開始した。SIB は開発途上地域の公共サー
ビスの実施に対して、民間セクターからの資金動員を図る民間連携手法である。コロンビア、ペ
ルー並びにブラジル 3 か国の中央・地方政府における公的支出の内容を概観・分析し、SIB 事業
に組み込むポテンシャルを有していると考えられる支出に関する情報収集を行い、機構の協力と
して SIB 案件の形成や SIB 案件に対する機構の協力可能性を検討する予定。

③持続可能な観光開発
•

新型コロナの影響により観光産業は甚大な被害を受けており、当該産業のレジリエンスの強化、
引いては SDGs の達成に資する観光開発の重要性が高まっていることから、観光産業を早期に復
興させ、正のインパクトの実現を図るための計画策定支援を複数の国において実施することを世
界観光機関（UNWTO：World Tourism Organization）と合意した。ドミニカ共和国、モルディブに
おいてリカバリープラン策定支援の実施に向けて調整した。上記リカバリープラン策定支援をパ
イロット事業と位置付け、UNWTO と連携して取り組んでいる「観光開発 SDGs 効果測定指標ツ
ールキット」の策定作業をポストコロナに則した内容になるよう改訂を進めた。

•

当該ツールキットの多様な観光アクター（民間・行政・学術機関）による活用を促進するため
に、複数の国内有識者会議等で、本ツールキットの概念や作業進捗等について発表を行った。
（ICOM 京都大会 1 周年記念シンポジウム「SDGs と博物館」（2020 年 9 月）、「第二回観光
を通じた地方創生のSDGs 達成に貢献に関する勉強会」（2020 年10 月）、第16 回UNWTO 活用
検討会（2020 年11 月））

（2）高度人材等育成機能の強化

①アジアにおける高度人材
•

イノベーティブ・アジア：2020 年度も国費外国人留学生制度と連携しつつ、アジアの高度人材の
育成及び日本を含むアジア全体の人材環流とイノベーションの促進を目的として、アジアトップ
レベル校出身の理系人材に日本の修士・博士課程での就学機会とインターンシップ機会を提供し
た。2020 年度は新たに 71 人を大学の IT、IoT、AI を中心とした理工系分野の学位課程に受け
入れた。2020 年度は新型コロナの影響によりインターンシップの実施が危ぶまれたが、受入先と
協力の上、リモートと対面を組み合わせた柔軟な受入を実現し、延べ 73 人がインターンシップ
に参加した。加えて 11 月には 2 日間にわたり完全リモートによる企業交流会を実施し、延べ 81
人が参加した。同事業は、優秀な外国人人材の獲得に苦慮する地方の IT スタートアップ企業な
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どに高い評価を得ており、2017 年度以降継続的なインターンシップ受入及び複数名の採用など
を通じて、地域活性化と高度な産業人材の育成に寄与している。
•

インドネシア、マレーシア、カンボジア、東ティモール、インド等での既存の取組に加え、ベト
ナム、ミャンマーにおいては後続案件を開始したほか、ラオスで拠点大学強化のための協力を新
たに開始した。これら案件を通じて、研究室中心教育（LBE：Laboratory-Based Education）体制の
基盤作りを拡充するとともに、教育・研究能力の強化に貢献した。また、コロナ禍を踏まえ、マ
レーシア日本国際工科院（MJIIT：Malaysia-Japan International Institute of Technology）の教員・学
生が日本の協力で整備したラボを活用し、医療従事者への飛沫感染を防ぐシールド装置の開発を
行うなどの貢献をした。

•

ア セ ア ン 工 学 系 高 等 教 育 ネ ッ ト ワ ー ク （ SEED-Net ： Southeast Asia Engineering Education
Development Network）で、修士及び博士課程のジョイントディグリーやダブルディグリープログ
ラム含む国際共同教育プログラムの実施を通じ、東南アジアと日本の工学系トップ大学間のネッ
トワークを強化するとともに、コロナ禍においても遠隔で開催した分野別学術会議では、東南ア
ジア地域だけではなくインド（IITH：Indian Institute of Technology Hyderabad）やアフリカ（エジ
プト日本科学技術大学（E-JUST：Egypt-Japan University of Science and Technology）、ケニアジョ
モ・ケニヤッタ農工大学（JKUAT：Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology）/ 汎ア
フリカ大学（PAU：Pan African University））、及び日本のトップ大学を繋ぐことにより、インド
太平洋地域にまたがる高度人材のネットワークの構築を推進した。

②アフリカにおける高度人材
•

ABE イニシアティブ：TICAD 7 において、日本政府からアフリカの産業人材育成に一層貢献す
るために 6 年間で 3,000 人を ABE イニシアティブ 3.0 として受け入れる旨の発表がなされた。
機構は 2020 年度にその第 2 期生（2014 年からは第 7 期生）となる 50 人を日本に受け入れ、
36 人に各国より遠隔で本邦大学に入学、授業を受講できるよう調整した。また、ABE イニシア
ティブ 3.0 の下で開始されたビジネスプログラムでは、ABE イニシアティブ研修員以外の長期
研修員等にもプログラムを提供した。アフリカからの留学生計 285 人に対して日本企業との交
流会等のネットワーキング機会の提供や、新たな取組として起業家研修の実施、従来の日本語研
修の拡充等、ビジネススキル向上ためのビジネスプログラムを提供した。そのうち 71 人へ日本
企業での短期インターンシップの機会を提供した。また、2020 年度は修士号取得のみならず、前
述のとおりプログラム提供者の拡大や新たな研修やイベントの実施等、産業界と研修員のつなが
りの強化に資するビジネスプログラムを強化することで、「日本企業のアフリカ進出のための水
先案内人」としての産業振興人材育成の強化を図った。また、これまでの取組の成果として、南
アフリカで日本企業に就職し現地での新規ビジネス立ち上げに貢献している事例や、大学在学中
に起業し NINJA ビジネスコンテストの優秀企業に選ばれた事例、再生可能エネルギー事業を行
う日本の企業に就職しセネガルの農村電化に取り組む事例など、実際に産業振興に貢献する修了
生の事例が増加している。新型コロナに関する対応においても、JKUAT に復職した修了生が、同
国において急激にニーズが高まった人工呼吸器の開発に貢献した事例が確認された。

•

JKUAT に 設 置 さ れ た PAU の 東 部 拠 点 で あ る 汎 ア フ リ カ 大 学 科 学 技 術 院 （ PAUSTI ： Pan
AfricanUniversity Institute for Basic Sciences, Technology and Innovation）にて、アフリカの発展に貢
献する高度人材育成の更なる促進を図るため、
「アフリカ型イノベーション振興・JKUAT ／ PAU
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／ AU ネットワークプロジェクト（フェーズ 2）」（技術協力プロジェクト）を開始した。2020
年度末までに累計で修士課程修了生 245 人及び博士課程修了生 63 人を輩出した。また、2021 年
3 月末時点の就学者数は、40 か国 249 人（修士 136 人及び博士課程 113 人）となった。なお、
新型コロナ対応においては、上述の人工呼吸器の開発に加え、ウェブベースの感染トレンドの予
測システムを開発した。
•

E-JUST ではこれまで累計で修士 115 人、博士 220 人、計 335 人（2020 年は修士 7 人及び博士
46 人、計 53 人）を輩出した。また、2020 年 11 月には TICAD 7 において日本政府が発表した
「横浜行動計画 2019」及び「TICAD 7 における日本の取組」の一環として開始された「アフリ
カ STI 高度人材育成のための留学プログラムが開始され、31 人の留学生が受け入れられたほか、
2021 年 3 月末時点でアフリカ 10 か国から 44 人の留学生（修士 40 人、博士 4 人）が就学し
ている。

（3）海外直接投資の促進に向けた取組

•

バングラデシュ「産業振興・投資促進プロジェクト」の一環でバングラデシュ政府の自動車産業
政策の策定を支援した。数次にわたるドラフト作成及びバングラデシュ政府への助言により、閣
議決定に先立って必要な主管省庁である産業省での承認手続きが最終段階まで進んだ。

（4）SDGs 達成に向けた貢献

•

新型コロナは、機構が対象とする民間セクター開発でも、特に中小企業に大きな負の影響を及ぼ
したが、遠隔技術を活用した日本センターによる緊急講座の実施、カイゼン・イニシアティブの
推進や新型コロナ対策に係るビジネスコンテストの実施などにより、民間セクターの事業継続や
スタートアップ支援を行った。これらは SDGs Goal 8（カイゼンはターゲット 8-2、スタートア
ップ支援はターゲット 8-3 とそれぞれ関連）の達成に向け、大いに貢献するものである。

•

新型コロナが企業に及ぼす負の影響で深刻なものは、各企業の資金繰りが厳しくなることであ
る。ミャンマーにおいて資金繰り対策の協力を実施したが、これは SDGs Goal 9（ターゲット 93）に資するものである。

（5）事業上の課題及び対応方針
•

従来から新興国、開発途上地域の中小企業は技術、資金調達、人材育成体制が脆弱であったが新
型コロナにより状況は深刻化している。これに対応すべく、遠隔技術等の活用により、危機をビ
ジネス機会に転換するためのビジネスコンテストのフォローや人材育成強化など、ウィズコロナ
を念頭に置いた事業の展開を進めていく。

No.1-5 農林水産業振興
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関連指標

基準値

小農による市場志向型農業 展開国数

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
20 か国

27

13 か国

14 か国

21 か国

13 か国

の推進 （SHEP アプロ ーチ 研修人数
等）に係る展開国数及び研修

技術指導者

3 万人

28

2,730 人

5,175 人

5,656 人

5,292 人

実績数

小規模農民

1,300 人

29

17,913 人

49,664 人

62,957 人

13,270 人

4 件

7 件

13 件

20 件

FVC に関連する事業の数
（新規）

5 件

30

件

（1）フードバリューチェーン（FVC：Food Value Chain）の改善や農産物の付加価値向上に向けた具体

的な施策の実施状況
•

ASEAN フードバリューチェーン開発支援に向けて、2020 年 5 月に情報収集・確認調査が完了
し、同調査結果も踏まえた技術協力プロジェクトである「ASEAN-JICA フードバリューチェーン
（FVC） 開発支援プロジェクト（仮称）」の枠組みについて、8 月に開催された ASEAN+3 農林
水産分野高級実務者会合（SOM-AMAF+3）で協議した。2021 年度の案件開始に向け、ASEAN 事
務局においてプロポーザルの最終確認を行った。

•

カンボジア、ミャンマー、スリランカ、パラグアイ等において、FVC の構築・改善に資する新規
技術協力プロジェクトを開始したほか、カンボジア、ベトナム等に個別専門家を派遣した。また、
インドネシア、フィリピン、ミャンマー等で新規案件の形成を進めた。

•

新型コロナが FVC に与えた影響を把握すべく、2020 年 5 月、8 月及び 2021 年 1 月～ 2 月に
3 回の質問票調査を実施し、アジア、アフリカ、中南米 24 か国の農家及びカウンターパートよ
り回答を得た。また、東南アジア及びアフリカにおいて、4 件の情報収集・確認調査に着手した。
これらの調査を通じ、対象国の農村部及び都市部において新型コロナの感染拡大が農畜水産バリ
ューチェーンに与えた影響について情報収集・分析を行い、ウィズコロナ、ポストコロナ社会に
おけるより強じんな FVC 構築支援の在り方について提言策定に向けた作業を進めた。さらに、
新型コロナ対応として、11 か国で肥料等の農業資機材の供与を実施した。

•

産官学によるスマートフードチェーン（SFC）構築に向けて、2019 年度に実施した SFC に係る
情報収集・確認調査結果を踏まえ、ブラジルで新規案件の形成を進めた。
策定時に集計した前中期目標期間の当初 4 年間の（2012-2015）実績は、17 件

（2）小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP：Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion）

アプローチの展開
•

SHEP アプローチ展開の要となる課題別研修が新型コロナの影響によりオンライン開催となった。
英語圏アフリカ 2 コースに加え、2020 年度南アジア、中南米のコースを新たに開設したが、い
ずれもオンライン研修であることをいかし、講義の合間にフィールド調査を各自実施させたこと

27
28
29
30

TICAD V目標値の2014年度から2015年度実績
同上
同上
第4期中期計画策定時に集計した前中期目標期間の当初4年間の（2012-2015）実績は、17件
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により、より現実的な研修後のアクションプランの策定・実施につながった。
•

南アジアでは、スリランカ、バングラデシュにおいて、SHEP を取り入れた新規技術協力プロジ
ェクトの開始に向け先方政府と協議を行い R/D を署名した。なお、バングラデシュでは、すでに
独自に SHEP を活用し始めていた民間企業（Malik SeeD 社）と機構バングラデシュ事務所の間で
SHEP 活用に関する連携強化のための協力覚書（MOC：Memorandum of Cooperation）を署名した。
インドで実施中の農業分野の円借款 6 案件の対象州のカウンターパートに対し SHEP セミナー
を実施した。FAO、国際食糧政策研究機構（IFPRI：International Food Policy Research Institute）に
対し、SHEP アプローチの知見をまとめて発信し、FAO 主催の普及アプローチプレゼンテーショ
ンで 3 位入賞（応募数 118 事例）した。

•

3 月上旬に南アフリカ、中旬にエジプトを拠点としたオンライン国際 SHEP ワークショップを開
催し、アフリカ、中東、南アジアの 30 か国以上から約 700 人が参加し、各国の SHEP 活動の知
見共有・意見交換を行った。

（3）アフリカビジネス協議会農業ワーキンググループの取組推進

•

TICAD 7 で発表した「アフリカ農業イノベーションプラットフォーム構想」の実現に向けて、農
業デジタル化基盤構築及び先進農業技術（農業機械等）の導入促進に係る 2 つの調査を推進した。
8 月には JiPFA 分科会等との共催により、両調査の進捗を広く民間企業等へ報告したほか、両調
査で延べ 46 社と個別ヒアリングを実施するなど日本企業の構想への参画に係る意向と条件を確
認した。当初予定していた現地調査はリモート調査と現地再委託に切り替え、現地関係者との意
見交換を重ねるとともに、コロナ禍による FVC の課題やデジタル化に対する新たなニーズ等に
関する調査を追加し、これらの進捗状況を 2021 年 1 月に農業ワーキング・グループにて発表し
た。

（4）農林水産分野の人材育成と産学官連携の一層の推進
（JICA 食と農の協働プラットフォーム（JiPFA）、

食料安全保障のための農学ネットワーク（Agri-Net）、農学知的支援ネットワーク（JISNAS）との
連携）
•

JICA 食と農の協働プラットフォーム（JiPFA）：コロナ禍のため全てオンライン会議に切り替え
て継続実施した。第 2 回年次フォーラムでは「コロナ禍に対応した食・農の新しい協力のあり方」
をテーマに上げ、DX 等を活用した農業サプライチェーン改善などの中長期的な取組指針につい
て JiPFA 関係者間で共有した。その内容を機構ウェブページに掲載したほか、SNS（Facebook 、
Twitter）を通じ日本語、英語で広く発信した。分科会はアフリカ FVC、農業機械、ASEAN・FVC
（農林水産省グローバル・フードバリューチェーン官民推進協議会との共催で同協議会主体型シ
ンポジウム：以下 GFVC 主体型共催）、スマートフードチェーン、中南米フードバリューチェー
ン（GFVC 主体型共催）、水産、アフリカ稲作の各分科会でシンポジウムを開催し、871 人（GFVC
主体型共催の人数は含まない）が参加し、産官学の枠組みを超え、開発途上地域に求められる技
術、サービス導入の課題・留意点と今後の展開に係る知見が各分科会において共有・集積された
という成果を得た。また、メールマガジンの発信（8 本）、JiPFA 会員の主催するフォーラム（例：
アフリカ開発銀行アジア代表事務所：1 回、国際農林水産業研究センター：2 回、農業・食品産
業技術総合研究機構：3 回）等情報発信・共有の場として機能した。

•

食料安全保障のための農学ネットワーク（Agri-Net）：知日農業人材の育成を目的として、「食
1-25

料安全保障のための農学ネットワーク（Agri-Net）」プログラムを通じて 43 人の長期研修員を受
け入れた。また、同プログラムを含む農林水産分野の長期研修員を対象として、LinkedIn を活用
したネットワークを形成し、約 100 人がネットワークに参加した。日本の農業・農村開発経験等
に関する講義、留学生間及び留学生と国際協力関係者間のネットワーキングの場を提供した。
•

農学知的支援ネットワーク（JISNAS）との連携：「コロナ禍における国際協力の方向性と大学JICA 連携の可能性について」をテーマとした第 9 回 JICA-JISNAS フォーラムをオンライン形
式で実施し、大学をはじめとする関係機関から約 100 人の参加者を得た。講演及びパネルディス
カッションを通じて、コロナ禍の国際協力事業や大学教育への影響、遠隔研修・教育を実施する
上での工夫などが共有されるとともに、ウィズコロナ・ポストコロナにおける新たな方策につい
て意見交換が行われた。その結果については、機構ウェブサイトにて掲載した他、JiPFA 通信で
も共有を行った。

（5）SDGs 達成に向けた貢献

•

FVC に関し、新型コロナが与えた影響を分析し、より強じんな農畜水産バリューチェーンを構築
するための支援策を具体化することは、新型コロナにより経済的損失を受けた農家をはじめとす
るバリューチェーン関係者の生計の立て直し及び安定化を図るものであり、SDGs Goal 1、2、8 の
達成に貢献するものである。

•

SHEP に関し、TICAD 7 で宣言した「小規模農家 100 万人の生計向上」実現のために、サブサハ
ラ・アフリカに加え、南アジア、中南米も対象に広く研修を展開した。これは小規模農家の営農
改善に資するものであり、SDGs Goal 1、SDGs Goal 2 に大きく貢献するものである。また、国際
機関や民間企業等の各種パートナーとの連携を通じて SHEP の「普通化」を進めており、これは
SDGs Goal 17 を体現するものである。

•

アフリカビジネス協議会農業ワーキンググループにおける機構の取組は、農業デジタルプラット
フォーム構築や農業機械などの先進技術の導入により労働生産性・土地生産性を高め、農業経営
の合理化を図るものであり、SDGs Goal 2 に大きく貢献する。また、日本企業との連携を所期の
目的達成の重要な手段としており、SDGs Goal 17 を体現するものである。

•

JiPFA は各地域の FVC、SFC、持続可能な水産資源利用など、SDGs Goal 1、2、8、14 に関連す
る案件の発掘・形成に関する情報発信を各分科会のシンポジウム（2020 年度はオンライン会議で
対応）やメールマガジンの配信により、SGDs に係る取組について年間を通じて継続発信した。

（6）事業上の課題及び対応方針

•

機構が主なターゲットとしている新興国、開発途上地域の小規模農家の生計向上のため、経済面、
環境面を考慮した適正技術の普及に係る多様な組織との更なる連携強化が課題である。この対応
方針（連携強化の具体策）として、国際機関、民間企業、研究機関、高等教育機関などの各種パ
ートナーと、オンライン会議や DX 技術の活用等、コロナ禍で生じた新たな連携手段により、同
体制強化に関する知見・ノウハウの蓄積・共有及び拡大をより効率的に行うことを推進する。

No.1-6 公共財政管理・金融市場等整備
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関連指標
財政運営及び金融に係る研修実績数

基準値
328 人

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
31

393 人

319 人

265 人

49 人

人

（1）経済活動を支える金融市場 / システムの育成推進

•

ミャンマー中央銀行支援・決済システム近代化：ミャンマー国内の銀行の電子化やモバイルバン
キング等の新たなニーズに対応すべく、ミャンマー中央銀行基幹システムの機能拡充に向けた無
償資金協力を実施（2018 年度に贈与契約締結）してきたが、2020 年 11 月及び 12 月にその一部
が稼働した。また、「資金・証券決済システム近代化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）
を通じて、市中銀行システムとの直接接続や、モバイルバンキングを含む小口決済機能、災害対
策サイト設置等の新しい機能・基盤が効果的に運用されるためのガイドラインやマニュアル等の
整備や人材育成を実施した。上記の技術協力プロジェクトは 2020 年 8 月に終了したが、その後
も個別専門家派遣を通じて、ガイドライン、マニュアルの整備等を引き続き支援した。また、こ
れら金融インフラの構築の進展とともに、中央銀行の中核業務となる金融政策に関する人材育成
を推進した。

•

資本市場整備支援：ミャンマー、ベトナム、モンゴルにおいて、資本市場や保険市場の育成及び
監督当局の能力開発等、金融機能強化に資する支援を実施した。特にベトナムでは「株式市場の
公正性及び透明性改善に向けた能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じ、証券
法の改正にあわせ今後見直しが必要な上場基準見直し等、ベトナムが直面する課題に対応した研
修等を実施した。

•

ミャンマー保険市場の育成：2012 年に民間参入が認められたばかりの同国保険市場において、適
切な競争や保険会社の健全な運営を促し、保険契約者の利益にかなう健全な市場育成に向けた制
度整備を図るために、日本の金融庁及び関係機関とともに策定した「ミャンマー保険セクター支
援計画（COMPASS）」に基づき、「ミャンマー保険セクター育成プロジェクト」（技術協力プロ
ジェクト）を実施している。保険当局の監督能力の強化や保険業法等の法制度整備支援のほか、
自動車保険料率検証のためのデータ収集や生命保険商品の開発等、同国の保険市場の発展に寄与
する成果が上がっているところだが、更なる当局の監督運用能力の強化、法制度等の運用を支援
すべく、後継案件の検討を開始した。

•

フィリピン信用リスクデータベース構築：フィリピンでは、担保に依存しない融資促進を通じた
中小企業振興や金融システム強化に資する取組として、日本独自の手法である企業財務・信用情
報を集積した統計的スコアリングモデルの構築を目的とした技術協力プロジェクトにおいて、コ
ロナ禍で金融機関への立ち入りが制限されているなか、クラウドシステム等を活用して、協力金
融機関が所有する企業財務データの集積準備を進めた。

•

ベトナム国際財務報告基準（IFRS）導入支援：ベトナムでは、ベトナム企業の国際資本市場への
アクセスニーズの高まりや、昨今の世界的な会計基準統一に向けた動きを踏まえ、国際財務報告
基準の自国企業への適用に向けたロードマップ（2022 年 IFRS 任意適用、2025 年 IFRS 強制適
用を明記）を公表している。同じように任意適用・強制適用の段階的導入経験を有する日本の知
見を活用したいとの要請を受け、国際財務報告基準（IFRS）適用を通じて企業財務諸表の信頼性、

31

前中期目標期間実績（2012-2015）平均
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透明性、投資家への説明責任能力の向上を図り、ベトナムの市場経済システムの強化に資するこ
とが期待される「国際財務報告基準（IFRS）導入支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）
を開始した。
（2）財政基盤の強化

•

国内歳入強化に向けた税務行政支援：各国の発展段階や置かれた環境に基づくニーズにきめ細や
かに対応し、ミャンマー（税務調査制度の改善や職員の能力強化等）、インドネシア（日本の査
察制度、調査審理制度、デジタルエコノミー課税等に関するオンラインセミナーでの議論等）、
ラオス（納税者管理、納税者サービスの改善等）、ベトナム（税務調査、納税者管理の改善等）
等において、税務実務や納税者管理等の税務行政改善を目的とする協力を引き続き実施した。モ
ンゴルでも、2019 年度の成果である四半世紀ぶりに実現した本格的な税法改正に機構プロジェ
クトの提言が反映されたことを踏まえ、改正税法の執行能力強化を目的とする後継案件を開始し
た。

•

公共投資管理、債務管理の強化に向けた支援：公共投資管理強化に向けた支援では、特にアジア
地域において、公共投資事業の効率的な計画・実施が課題になっているモンゴル、バングラデシ
ュ、ラオス等で引き続き支援を継続するとともに、スリランカで新規案件を開始した。これらの
取組は、「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」のもとインフラ・ガバナンス強化に貢献す
るものとして期待される。また、TICAD 7 において、日本としてアフリカ諸国の債務持続性の確
保に協力することが表明されたことを受けて、エチオピアに債務管理アドバイザーを派遣した。
さらに、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取組として、ラオスやトンガにおいても債
務管理アドバイザー派遣の案件の準備を行った。

（3）関税の適正かつ公平な徴収と貿易円滑化の推進

•

ASEAN 域内の連結性向上に向けた税関分野支援：タイ、ラオスに税関リスクマネジメント分野
の強化に向けた専門家派遣を実施した。マレーシアでは WTO 貿易円滑化協定履行に向けた取組
を支援する専門家派遣を実施した。また、カンボジアやフィリピンには税関業務近代化を目的と
して、特に貿易円滑化や原産地規則を中心とした業務に従事する専門家を派遣している。加えて、
無償資金協力により整備され、2016 年に稼働開始したミャンマー通関システムの効果的な運用
による税関業務の改善や、事後調査を含む税関行政能力強化を引き続き支援している。特に、稼
働後初めて迎える同システムのハードウェア更改や地方展開に向け、ミャンマー税関が自律的か
つ円滑に実施できるよう支援した。これら支援を通じ、自由で開かれたインド太平洋に向けた
ASEAN 域内の連結性向上が期待される。

•

大洋州に対する税関近代化に向けた支援：大洋州の 6 か国に対し、自由で開かれたインド太平洋
に基づく歳入強化（関税収入強化）に向けた税関近代化支援を行うべく、案件形成を開始した。
税関行政改善に資する指導員（マスター・トレーナー）の養成を目指し、税関業務の複数の分野
に対する技術支援を行う予定である。

•

アフリカ大陸自由貿易圏推進につながる貿易円滑化支援：これまで機構の支援により One Stop
Border Post（OSBP）正式稼働が実現したケニア－タンザニア間のナマンガ国境やルワンダ－タン
ザニア間のルスモ国境の実績を踏まえ、東部アフリカ地域において他国境への OSBP 導入支援
を実施し、ケニア－ウガンダ間のルスモ・マラバ国境やウガンダ－ルワンダ間のガトゥナ・カト
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ゥナ国境における両国国境関係者間の制度・手続き調和化に向けた議論を推進した。また、ザン
ビア、ジンバブエなどの南部アフリカ地域に対する OSBP 導入支援を開始した。さらに、世界税
関機構と連携し、東部アフリカ及び南部・西部アフリカにおいて、税関行政改善に資する指導員
を育成した。さらに、東部アフリカ域内の国境管理強化に資する税関検査機材整備のための無償
資金協力の贈与契約を締結した。南スーダンでは、国際標準に沿った関税コードを導入するとと
もに、域内の連結性向上に向けた原産地規則を含む新たな支援を開始した。
（4）SDGs 達成に向けた貢献

•

SDGs ターゲット 8.10（国内の金融機関能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融
アクセスを促進・拡大する）に資する案件として、既述のとおり、ミャンマーで近年増加するモ
バイル決済等決済サービスの多様化に対し、無償資金協力・技協協力による中央銀行支援を通じ
た金融サービスアクセス改善に取り組んだ。

•

SDGs ターゲット 8.a（後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク
（EIF）などを通じた支援を含む、開発途上地域、特に後発開発途上地域に対する貿易のための援
助を拡大する）に資する案件として、既述のとおり、通関システムを含む ASEAN 諸国に対する
税関分野能力向上やアフリカ地域での OSBP 推進や税関分野人材育成を通じた貿易円滑化に向
けた支援を実施した。

•

SDGs ターゲット 16.6（あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関
を発展させる）に資する案件として、既述のとおり、公共投資管理に係る能力強化支援を実施し
た。

•

SDGs ターゲット 17.1（課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通
じて、国内資源動員を強化する）に資する案件として、既述のとおり、アジア地域を中心に徴税
能力向上に向けた支援を実施した。

（5）事業上の課題及び対応方針

公共財政管理・金融市場等整備分野についてはこれら技術協力を担える人材が希少であることが課題
である。2020 年度は各種研修を通じた人材リソースの裾野拡大、国内関係機関への発信・働きかけ等を
通じ人材の発掘に努めたが、今後も引き続き、他機関との連携も含めて人材の発掘に注力する。
３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
引き続き強靭性、持続可能性、包摂性に留意しつつ、業務実績報告書の「事業上の課題及び対応
方針」にある新たな技術等の導入に向けた取組や分野横断的な取組、国際協力人材が希少な分野
での人材発掘推進、また有識者意見にある日本の質の高いインフラ技術の活用等に取り組むこと
を期待する。その際、新型コロナウイルス感染症による各国の経済活動等への影響を注視し、経
済成長の基礎及び原動力の確保に関する各国の協力のニーズ把握に努めるとともに、効果的な事
業展開の在り方について不断の検討を行うよう留意ありたい。また、ポスト・コロナにおける各
分野での取組について、通信や金融等今後重要性を増すと考えられる分野を含め、分野毎の戦略
強化が進展することを期待する。なお、関連指標等からは相手国の要請状況等によって各分野の
案件数や研修数等に変動があることが示されているところ、各分野の戦略性を強化する中で、案
件形成規模や内容に関する予見性を一定程度確保するような工夫を取り入れることで、機構内の
1-29

効率的・安定的な資源配分を図ることも検討に値すると考えられる。
（2）対応：
2020 年度も引き続き強靱性、持続可能性、包摂性に留意した取組を実施した。具体的には、
新たな技術等の導入に向けた取組や分野横断的な取組として、アフリカ 19 か国でコロナ対策と
してのビジネスコンテストを初開催し、保健・医療、農業、教育、物流等多様な分野 2,713 社か
らの応募を経て 69 社を選出、実証事業を開始したほか、ルワンダでのスタートアップ支援や、
モンゴルの医療機関に対するデジタル技術活用支援等を実施した。分野横断的な取組として、ア
ジア、アフリカ地域の都市部における新型コロナによる影響評価、及び 8 か国を対象としたプ
ログラム形成調査を開始した。また、国際協力人材が希少な分野での人材発掘推進に向けて、特
に、農林水産業分野や公共財政管理・金融市場等整備分野において、能力強化研修、インターン
受入、本邦大学での講義、関係省庁への協力依頼等を実施した。さらに、日本の質の高いインフ
ラ技術の活用に資する取組として、パキスタンの災害多発地域での防災対策技術や急傾斜地にお
ける橋梁の設計・施工技術を活用した道路改修事業、タイでの日本の衛星からの高精度位置情報
を活用した測量や建設、農業、位置情報・地図情報サービスの普及に向けた協力、インドネシア
での日本企業が持つ急速施工技術等を活用した港湾開発事業等を実施した。加えて、ウィズコロ
ナ、ポストコロナ、における各分野での取組について、全クラスターにおいて日本政府をはじめ
とした関係機関等との意見交換を重ね、方針を検討した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：A
根拠：2020 年に世界的に感染が拡大した新型コロナの影響により、2020 年度に機構で実施する
短期研修については中止することとなった。これに伴い、イノベーティブ・アジアで予定していた
100 人の大学における短期研修を中止せざるを得なくなったため、評価指標の目標水準は下回る形
となった。一方、留学生来日に向けて政府各方面へ働きかけ、機構が追加的防疫措置を講じること
を条件に、コロナ禍のなかでも 71 人の受入を実現した。また、日本での受入が困難な一方、日本
とアジアの開 発途上地域双方におけ るイノベーション環境 の改善に人材育成面で 貢献する
Innovative Asia の趣旨に沿った取組として、楽天㈱と複数の分野課題を対象にした包括的な連携協
定を締結したほか、各国コロナ禍で制約が多いなかでも、オンラインを活用して日本センターでの
事業を継続・発展させ、日本留学フェアへの参加者数は前年度比 4.7 倍、参加大学数は前年度比 1.8
倍と大きく増加した。
コロナ禍の影響で日本への留学が困難な状況となった中でも、留学フェアの拡大、企業とのオン
ライン交流会やインターンシップなど、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、当該事業年度における中期計画の所期の目標を上回
る成果が得られていると認められる。
具体的には、①コロナ禍における強じんな都市・地域開発のための迅速な調査の実施、②エジプ
トでの事業における読売国際協力賞の受賞、③道路アセットマネジメントへの貢献を通じた機構職
員による土木学会国際活動奨励賞受賞、及びパキスタン事業における土木学会技術賞の受賞、④カ
ンボジア・シハヌークビル港の発展及び実施機関総裁による旭日中綬章受章、⑤ガーナでの事業に
おける無事故・無災害 244万時間の達成、⑥アフリカ 19 か国におけるコロナ対策に向けた大規模
なビジネスコンテストの初開催等、特筆すべき成果をあげた。

ア 都市・地域開発
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◎ コロナ禍における強じんな都市・地域開発のための迅速な調査の実施【③】：アジア、アフリ
カ地域の都市部における新型コロナによる影響評価、及び 8 か国を対象としたプログラム形
成調査を実施。同調査の一部として、感染状況、政府の対応策、対応に係る人的能力、市民生
活への影響、物流網への影響等の現状把握・影響分析を実施し、当該部分の結果を 4 か月弱と
いう短期間で取りまとめ。
◎ 読売国際協力賞の受賞【④】：エジプト「大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト」が、
歴史的文化遺産の修復士の人材育成と遺物の保存修復の支援が評価され、読売国際協力賞を受
賞。同賞の文化財保護に関する表彰としては初。
〇 「日 ASEAN スマートシティ・ネットワーク官民協議」に参画し、スマートシティ都市開発に
携わる多様なアクターとの協働体制の構築や事業形成を推進。
〇 タイで日本の衛星からの高精度位置情報を活用した測量や建設、農業、位置情報・地図情報サ
ービスの普及に向けた協力を通じ、都市開発分野における DX を推進。
〇 TICAD 7 における連結性強化や回廊整備によるアフリカ大陸自由貿易圏の推進を念頭に 7 か
国を対象とした都市開発マスタープラン案件の形成及び実施に着手。
イ 運輸交通・ICT
◎ 機構職員の土木学会国際活動奨励賞受賞【④】：道路アセットマネジメントの企画・立ち上げ、
国内大学との長期研修員受入態勢の構築や国内産学官の連携強化等に中心的に関与した機構
職員が土木学会国際活動奨励賞を受賞。
◎ 実施機関総裁の旭日中綬章受章【④】：機構が 1990 年代後半よりカンボジア・シハヌークビ
ル港に対しマスタープラン策定、専門家派遣、円借款による埠頭整備、無償資金協力による税
関機能強化、海外投融資によるシハヌークビル港運営への参画等機構援助手法を総動員して支
援を継続した結果、同港はコンテナ貨物の 70％以上（2018 年）を取り扱う同国を代表する港
湾としての地位を確立。同実施機関総裁が土木学会国際貢献賞を受賞並びに日本政府旭日中綬
章を受章。
◎ 円借款迅速化による完工・供用開始の早期化【①】：インドネシア「パティンバン港開発事業
（第一期）」（円借款）では、F/S（Feasibility Study）から詳細設計調査のシームレスな実施や、
日本企業が高い技術力を持つ急速施工技術等を活用することによって、円借款貸付契約から約
3 年という短期間でこれらの施設完成及び一部供用開始を実現。
◎ 労働集約型工法導入による地域住民等の雇用機会創出【②】：ウガンダ「西ナイル難民受入地
域国道改修計画」では、施工品質の担保に向けた工夫を凝らし、無償資金協力による道路整備
案件で初となる労働集約型工法を採用、地域住民や難民居住区住民の雇用機会創出にも貢献す
るコンポーネントを導入。
◎ 無事故・無災害 244 万時間を達成【④】：ガーナ「テマ交差点改良計画」及び「第二次テマ交
差点改良計画」では、人材教育、品質管理、安全管理に尽力し、2020 年 6 月の完工まで、無
事故・無災害244 万時間を達成（日本国内で一定期間労働災害を発生させなかった事業場に対
して授与される無災害記録証の授与時間を上回る）。設計、施工から品質管理、工事安全に至
るまで、ガーナ政府から「質の高いインフラ」として高く評価。
〇 道路アセットマネジメント人材育成に資する技術協力プロジェクトの討議議事録（Record of
Discussions：R/D）を 8 か国で締結した他、4 か国でアドバイザー業務を開始。また、土木学
会との共催による「道路インフラ維持管理に関するオンラインセミナー」を実施し、アジアを
中心に 12 か国約 150 人が参加。さらに、道路アセットマネジメントに関する長期研修の選
考・受入準備やオンラインでの研究活動報告会を実施。
〇 自由で開かれたインド太平洋に資する港湾・空港施設及び運営維持管理、海上保安等に係る協
力を実施（ミクロネシア、ラオス、バングラデシュ）。
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〇 アジア・アフリカ地域での物流円滑化・連結性強化に向けた国際幹線道路・主要道路の整備、
都市内道路の円滑化に係る協力を実施（フィリピン、ミャンマー、バングラデシュ、マラウイ、
ソロモン等）。
〇 国際交通安全学会等との連携によるプラットフォームの形成に着手。また、交通安全に関する
技術協力プロジェクトの R/D を 3 か国で締結（タイ、カンボジア、バングラデシュ）。
〇 都市鉄道等による基幹交通網の運営・維持管理の向上への支援の継続（フィリピン、ベトナム、
ミャンマー、バングラデシュ、インド、セルビア）。
〇 サイバーセキュリティ政策やサイバー法草案策定支援（ミャンマー）、地上デジタル放送整備
支援（ペルー、アンゴラ）、デジタル人材・産業育成（ブータン、バングラデシュ等）を通じ、
各国のデジタル化に貢献。
〇 スタートアップ支援（ルワンダ）や医療機関に対するデジタル技術活用支援（モンゴル）を通
じ、DX による社会課題解決を推進。
ウ 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
〇 TICAD 7 のフォローアップ含め、電力エネルギーへのアクセス向上や低・脱炭素を含む再生可
能エネルギー導入に向けた戦略・計画策定を支援（ベトナム、ソロモン、パキスタン、タンザ
ニア）。
〇 送配電網の計画・拡充を支援し、電力供給の安定化・損失低減・電化に貢献。また、パプアニ
ューギニア、ラオスでの取組を通じて「電化パートナーシップ（Papua Electrification Partnership：
PEP）」、
「日米戦略エネルギーパートナーシップ（Japan-United States Strategic Energy Partnership：
JUSEP）」に貢献。
〇 電力供給の効率性・信頼性向上のため、発電所や送配電網といった設備の運転・運営・維持管
理（O&M） 改善のための支援を実施（ラオス、ケニア、モザンビーク、リベリア）。
〇 再生可能エネルギー・低炭素電源の導入を促進（インドネシア、インド、エクアドル、ヨルダ
ン等）。
〇 省エネルギー促進のための制度構築や人材育成を実施（パキスタン、カリコム諸国、ヨルダン、
エジプト）
〇 「資源の絆プログラム」を継続実施し、新たに 14 か国より 17 人の留学生を受入（累計 127
人）。「エネルギー政策」分野における留学生事業も開始し、6 人（修士 5 人、博士 1 人）
の留学生を受入。
〇 資源の絆プログラム等で連携実績を蓄積してきた石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC：
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation）と包括的連携に関する基本協定書を締結。
エ 民間セクター開発
◎ 複数の分野課題を対象とした民間企業と初の包括連携協定締結【②】：楽天㈱と国際協力を通
じた開発途上地域の開発課題解決及び SDGs の達成に貢献を目的とする包括連携協定を締結。
機構にとって、複数の分野課題を対象にした民間企業との包括的な連携協定締結は初。本協定
に基づき、楽天㈱との連携によるスタートアップ企業への支援が始動。
◎ コロナ禍における日本センターでの創意工夫による事業の継続・発展【②】：各国コロナ禍で
制約が多いなか、各日本センターが創意工夫を重ね遠隔技術を用いたオンライン研修、信金中
金と連携した商談会、日本留学フェア等を実施。日本留学フェアへの参加者数（前年度比 4.7
倍）、参加大学数（前年度比 1.8 倍）が大きく増加。
◎ 産業高度化に向けた政策提言の具現化【②】：インドネシアでは、「国際競争力の高い産業の
振興と課題に係る情報収集・確認調査」を通じた政策提言の結果、研究開発を行う企業に対す
る研究開発予算の最大 300％の総所得から控除する減税制度が創設。同国企業による研究開発
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の拡大、イノベーションの推進に寄与。
◎ 新型コロナ対策ビジネスコンテストの初開催【②】：アフリカにおける新型コロナに対応した
新しいビジネス創出の加速を目的に、アフリカ 19 か国でコロナ対応のビジネスコンテストを
初開催。保健・医療、農業、教育、物流等多様な分野 2,713 社から応募があり 69 社を選出し、
実証事業を開始。
◎ サブサハラ地域初の受託事業の実現【②】：サブサハラ地域初の受託事業として、トヨタから
自動車整備指導員の育成を受託。外部資金の動員による事業成果の拡大に向けた取組を推進。
〇 日本センターや機構調査事業を通じ、スタートアップ企業支援を実施（カンボジア、ベトナム、
モンゴル）。
〇 アフリカカイゼン年次会合のオンライン開催、遠隔教材の開発、オンラインセミナーの開催を
通じカイゼン・イニシアティブを推進。例えば、カメルーンでは機構が支援したマスク製造企
業によるWHO からの業務受注等が実現。
〇 コロナ禍を受けた観光産業の早期復興や SDGs 達成への貢献に向けた「リカバリープラン」の
策定を支援（モルディブ、ドミニカ共和国）。
〇 新型コロナの影響を受けつつも、イノベーティブ・アジアでは 71 人、ABE イニシアティブ 3.0
では86 人を学位課程に新規受入。
〇 汎アフリカ大学科学技術院（JKUAT-PAUSTI）では、2020 年度末までに累計で修士 245 人、
博士 63 人を輩出。また、エジプト・日本科学技術大学（E-JUST）では、2020 年度末までに累
計で修士 115 人、博士 218 人を輩出。
オ 農林水産業振興
〇 食を基軸とする付加価値の連鎖（FVC：Food Value Chain）の構築・改善に向けて ASEAN 事務
局と協議を進めたほか、カンボジア、スリランカ、パラグアイ等で新規案件を開始。また、新
型コロナが農畜水産バリューチェーンに与えた影響の調査・分析を実施。
〇 SHEP アプローチの展開に向けて、アフリカに加え、南アジア、中南米向けの課題別研修を新
設。また、スリランカ、バングラデシュでは、SHEP を取り入れた新規協力を開始。FAO 主催
の普及アプローチプレゼンテーションでは、SHEP アプローチが 3 位入賞（応募 118 件）。
〇 JiPFA を通じ「コロナ禍に対応した食・農の新しい協力のあり方」をテーマに、デジタル・ト
ランスフォーメーション（DX）等を活用した機構の中長期的な取組指針を共有。また、AgriNet を通じ 43 人の長期研修員受入。
カ 公共財政管理・金融市場等整備
〇 ミャンマーで中央銀行の基幹システムの機能拡充に向けた協力を行い、その一部が稼働開始。
〇 資本市場や保険市場の育成及び監督当局の能力開発等の支援を実施（ミャンマー、ベトナム、
モンゴル）。
〇 フィリピンで日本独自の手法である企業財務・信用情報を集積した統計的スコアリングモデル
の構築を目的とした協力を実施。
〇 国内歳入強化に向けた税務行政を支援（ミャンマー、インドネシア、ラオス、ベトナム、モン
ゴル）。
〇 公共投資管理、債務管理の強化に向けた支援を開始・継続（ラオス、モンゴル、バングラデシ
ュ、スリランカ等）。また、エチオピアに債務管理アドバイザーを派遣。
〇 「自由で開かれたインド・太平洋」に基づく ASEAN 域内における連結性向上に資する税関近
代化支援や貿易円滑化に向けた税関行政能力強化を支援。また、歳入強化に向けた税関近代化
支援を大洋州6 か国で行うべく案件形成を開始。
〇 アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA：The African Continental Free Trade Agreement）推進に
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つながる貿易円滑化支援として、OSBP 導入支援を東部・南部アフリカ地域で実施。また、世界
税関機構（WCO：World Customs Organization）と連携し、アフリカの税関行政改善に資する人
材育成を推進。
３－５．主務大臣による評価
評定：B
＜評定に至った理由＞
（定量的実績）
【指標 1-6】のうち「Innovative Asia 公約達成のための育成人材数」が目標値（188 人）を約 62％下
回る 71 人となった。ただし、これは新型コロナという外部要因による研修中止が主な要因である。
なお、本定量指標に関連する定性的な実績については【指標 1-5】のとおり。
「ABE イニシアティブ公約達成のための育成人材数（長期研修等）
」は、2017 年度に目標を達成し
た。
（定性的実績）
１．都市・地域開発（
【指標 1-1】
「都市・地域の持続可能性に留意したマスタープラン策定支援及
び制度・組織等の能力開発支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・アジア、アフリカ地域の都市部における新型コロナによる影響評価等を実施し、感染状況、政
府の対応策、対応に係る人的能力、市民生活への影響、物流網への影響等の現状把握・影響分
析等の結果を 4 ヶ月弱という短期間で取りまとめたことは、新型コロナとの世界的な闘いへの
貢献として重要な成果であると認められる。
・「大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト」について、歴史的文化遺産の修復士の人材育
成と遺物の保存修復の支援が評価され、読売国際協力賞を受賞するなど、機構の事業について
外部からも取組が高い評価を受けていると認められる。
２．運輸交通・ICT（
【指標 1-2】
「地域・越境インフラを含む質の高い、安全・安心で、持続可能か
つ強じんな運輸交通インフラ及び ICT 環境整備に係る支援の実施状況」）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・主要な外交政策の一つである自由で開かれたインド太平洋の実現に貢献する質の高いインフラ
整備が東南アジアを始め各地で展開され、地域の連結性強化を大きく推進した。その過程では、
インドネシア・パティンバン港開発事業（第一期）における円借款迅速化など、日本企業の技
術も活用しつつ更なる事業改善に向けた取組が認められる。
・道路アセットマネジメントに関して機構職員が土木学会国際活動奨励賞を受賞したことや、機
構が援助手法を総動員して支援を継続してカンボジアを代表する港湾となったシハヌークビ
ル港に関し、先方実施機関総裁が土木学会国際貢献賞及び日本政府旭日中綬章を受章したこと
は、機構事業への高い評価の証左と言える。
３．質の高いエネルギー供給とアクセスの向上（
【指標 1-3】「質の高いエネルギー供給の確保及び
エネルギーアクセスの改善に資する、低廉・低炭素・低リスクをバランスよく満たす電源開発や効
率的なエネルギーシステム等に係る支援の実施状況」）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・日・米・豪・NZ 政府による連携枠組みであるパプアニューギニア電化パートナーシップ（Papua
Electrification Partnership：PEP）や、ラオス等での日米戦略エネルギーパートナーシップ
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（Japan-United States Strategic Energy Partnership：JUSEP）の下での取組への積極的な
貢献など、途上国政府との外交関係に留まらず、先進国間での関係強化にも大きく貢献した。
４．民間セクター開発（
【指標 1-4】
「現地企業の強化やグローバル経済の活力取り込みに資する、
産業振興機関及び貿易投資促進機関の能力向上、産業政策及びビジネス環境の改善に係る支援の実
施状況」及び【指標 1-5】
「産業基盤の強化に資する、職業訓練・高等教育を含む産業人材育成に係
る支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・日本の民間企業との間で開発課題解決及び SDGs の達成に貢献を目的とする包括連携協定を
締結したほか、アンゴラでは民間企業から自動車整備指導員の育成事業を受託するなど、開発
協力大綱においても掲げられている民間部門との連携強化に成果を挙げた。
・新型コロナに対応した新しいビジネスのためのビジネスコンテストをアフリカにおいて開催し
たほか、モンゴル、ベトナム、カンボジア等でもスタートアップ企業・起業家支援の取組を実
施するなど、開発協力へのイノベーションの活用を進めた。
・産業人材育成分野では、研修員の来日等、事業に大きな制約がある中で、Innovative Asia 事業
では 71 名、ABE イニシアティブ事業では 50 名を受け入れた上で、リモートと対面を柔軟に
組み合わせたインターンシップ事業や、起業家研修の実施、ビジネスプログラムの提供等、内
容面での充実に意を用いたと認められる。
５．農林水産業振興（
【指標 1-7】
「生産者所得向上に資する、市場志向型農業振興を含むフードバ
リューチェーンの強化に係る支援の実施状況」）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・
「小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP）
」アプローチを引き続き推進し、国際ワークショ
ップには 30 か国から約 700 人が参加したほか、SHEP アプローチにかかる発信が国際連合食糧
農業機関（FAO）主催の普及アプローチプレゼンテーションにおいて 3 位入賞した。
６．公共財政管理・金融市場整備（
【指標 1-8】
「適正・公正・透明な財政運営並びに金融部門の安定
的発展に資する、財政当局や金融当局の機能・能力向上に係る支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・モンゴル、バングラデシュ、ラオス、スリランカ等で公共投資管理強化に係る協力を実施した
ほか、エチオピアに債務管理アドバイザーを派遣、ラオスやトンガにおいても派遣準備を進め
るなど、
「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」の普及・実施に大きく貢献した。
（結論）
以上により、定量指標は 38%と極めて低位に留まったものの主に外部要因によるものであり（た
だし、仮に外部要因がなかった場合でも 120%以上の成果は予期されない）
、それに対してオンライ
ンの活用や内容面の充実等の自主的な努力が認められること、年度計画において予定されていた取
組を着実に実施したほか特筆すべき定性的な成果が多数見られ、質的な成果のみを踏まえれば中期
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考えられることから、「Ａ」評価には至ら
ないものの、中期計画における所期の目標達成していると認め、
「B」評価とする。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
上記評価を踏まえ、引き続き自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた貢献も念頭に質の高い
インフラ投資に資する取組を推進することを期待する。
また、ポスト・コロナにおいて、ICT・DX はさらにその重要性を増すと考えられるところ、各分
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野での DX 活用に加え、サイバーセキュリティを含む途上国における ICT 基盤の整備に係る取組が
より一層拡充することを期待する。その際、本邦技術の活用可能性にも留意し、関係機関等とも連
携の上で取組を進められたい。
加えて、エネルギー分野の協力は我が国の気候変動対策支援において重要な要素であり、政府と
して 2021 年から 5 年間で官民合わせて 6.5 兆円の支援を実施するとのコミットメントにも留意し
つつ、再生可能エネルギー等に関する取組を積極的に展開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）
・コロナ禍の影響で日本への留学が困難な状況となった中でも、留学フェアの拡大、企業とのオン
ライン交流会やインターンシップなど、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する。但し、新型コロナの影響により、2020 年度に機構で実施する短
期研修について中止するなど、イノベーティブ・アジアで予定していた 100 人の大学における短期
研修を中止せざるを得なくなったため、評価指標の目標水準は下回っている。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進
（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）

No.2

業 務 に 関 連 す る 政 開発協力大綱、TICAD Ⅵ ナイロビ宣言、横浜宣言 2019、持続可能な開発目
標（SDGs）実施指針、成長戦略、自由で開かれたインド太平洋、スポーツ・
策・施策
フォー・トゥモロー（SFT）、国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン、国際
保健外交戦略、平和と健康のための基本方針、国際的な脅威となる感染症対
策強化に関する基本方針、平和と成長のための学びの戦略、持続可能な開発
のための教育、新水道ビジョン、海外展開戦略（水）
当 該 事 業 実 施 に 係 独立行政法人国際協力機構法第 13 条
る根拠（個別法条文
等）
当該項目の重要度、 【重要度：高】
難易度
関連する政策評価・ 令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力
行政事業レビュー

令和 2 年度行政事業レビューシート番号 0144 無償資金協力、0145 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）
機構の支援を得た保健医療サー
ビスの裨益想定人口
学びの改善のための支援により
裨益した子供の人数

目標値 /
達成目標

年 32

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

130 万人 33
44 万人 44.3 万人 44.7 万人

－

（2016-2018）
1,000 万人 34

350 万人

324 万人

498 万人

346万人

317 万人

（2017-2021）

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

支出額（百万円）

18,153

20,598

17,940

14,896 35

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
1.（2）開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（「質の高い成長」とそ
れを通じた貧困撲滅）
ア ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC：Universal Health Coverage）を目指した保健システム
の強化
•

「平和と健康のための基本方針」、「国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン」、「UHC 東京
宣言」等にも貢献するため、健康危機への準備態勢強化を含めた UHC の実現や非感染性疾患
対策及びプライマリ・ヘルスケアの強化に向けた事業を実施する。

32

2019 年度計画における目標値

33

日本政府公約である TICAD VI の達成目標を基に、機構貢献分を 65％として想定して設定する。TICAD
VI の目標値：2016 年から 2018 年に 200 万人

34
35

前中期目標期間の実績と同等の水準を基に設定する。前中期目標期間実績平均 200 万人 / 年
暫定値
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•

特に、主要国際会議において、日本政府として推奨すべき政策や、ODA を通じた具体的な貢
献策の検討プロセスに参画し、会議成果の取りまとめに貢献するとともに、会議を通じて機構
の事業経験から得られた知見を発信する。

•

G20 大阪サミットや TICAD7 等の主要国際会議等での UHC に関連した政府公約や発表を具
現化するための事業を形成・実施する。特に、TICAD7 で提唱されたアフリカ健康構想に資す
る事業を推進する。さらに、高齢化が課題となる開発途上地域を対象に、高齢者に対する介護
ケアも視野に入れた保健システム強化に向けた政策対話を推進する。

イ 感染症対策の強化
•

感染症による健康危機時（新型コロナウイルス対策を含む）に対応するための公衆衛生上の備
えの強化や栄養改善及び安全な水・衛生へのアクセス改善に向けた事業を実施するほか、国際
保健規則（IHR：International Health Regulation）遵守を促進する。

•

特に、アフリカ地域では、アフリカ疾病管理予防センターと連携し、域内の検査室やサーベイ
ランスネットワークの強化等を支援する。また、技術協力事業や長期研修・留学制度を活用し
たグローバル感染症対策に係る人材育成を通じて各国の検査・研究能力の強化を図る。国際獣
疫事務局（OIE：L'Office international des epizooties）等新たなパートナーとの連携の強化を図る。

•

突発的な感染症の拡大に対応した緊急支援を行うとともに国際緊急援助隊感染症対策チーム
の対応力強化に取り組む。

ウ 母子保健の向上
•

母子に対する継続的な保健サービスの提供と乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向け、母子
保健サービスの担い手である看護・助産人材の育成等の支援に継続して取り組む。

•

特に、母子手帳の普及・活用に向け、各種研修を通じて各国の持つ知見の共有を支援すること
により、母子手帳を活用した技術協力事業の質の向上につなげる。また、知見の共有や各国の
母子手帳導入・活用に向けた技術支援の調整を行うプラットフォームを立ち上げる。

•

世界保健機関（WHO）、国際連合児童基金（UNICEF）とともに、母子手帳に係る国際標準ガ
イドラインについて国際会議等で内容を周知することに加え、各国が同ガイドラインに基づ
き、母子手帳の導入・活用を実行に移す際の指針・方法を示す実施ガイドの策定を開始する。
また、新たに母子手帳を導入する意思を有した国や母子手帳の改訂を行う国に対してワークシ
ョップやセミナーの開催、母子保健手帳の試行導入・改訂に係る技術的な支援を実施する。

エ 栄養の改善
•

栄養問題に関する啓発活動、並びに栄養改善に資する JICA 事業の着実な形成・実施を推進す
る。また、「栄養改善事業推進プラットフォーム」の共同議長として、本邦企業の活力も活用
し、開発途上地域の栄養改善に向けた事業を実施する。

•

特に、「栄養改善事業推進プラットフォーム」では、参加企業の増加に向けて広報活動の強化
等に引き続き取り組む。プラットフォームとしての事業形成にあたり、将来的な機構の民間提
案型事業への発展や、最終的なビジネス展開の確度が向上するよう、初期段階から提案企業へ
のコンサルテーションを強化する。

•

TICAD7 で表明したアフリカの子ども 2 億人の栄養改善に向けた食と栄養のアフリカ・イニ
シアチブ（IFNA：Initiative for Food and Nutrition Security in Africa）の取組を全アフリカに展開
すべく、IFNA 事務局の体制を強化する。

オ 安全な水と衛生の向上
•

安全な水へのアクセスの改善及び持続的・効率的な水の供給、利用、管理や衛生に関する知識
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や技術の向上に向けた事業を実施する。
•

特に、SDGs 達成に向けて、自立的に資金調達を行い水道サービスの拡張や改善ができる水道
事業体を増やすための協力アプローチを整理し、水道事業のサービス改善、経営改善に係る支
援を実施する。また、PPP（Public Private Partnership）導入、ブレンデッドファイナンス、水道
整備基金検討等の資金動員に向けた支援に取り組む。

•

水資源管理に関する日本の開発経験をまとめた教材の整備を進めつつ、水資源管理分野におけ
る留学事業の活用に向けた取組を開始する。また、メコン流域等を対象とした統合水資源管理
に係る調査を開始する。

カ 万人のための質の高い教育
•

「平和と成長のための学びの戦略」に貢献するため、子どもの学びの改善に向けた支援に取り
組む。特に、就学前教育、女子教育、ICT の活用等の新しい取組や、コミュニティと学校の協
働による教育開発モデルの開発及びスケールアップ、日本式教育の導入・展開のための事業、
算数教科書の開発を重点的に実施する。アジア及び中東地域では、疎外されている子どもへの
教育機会の実現のため、インクルーシブ教育及びノンフォーマル教育に係る事業を継続して実
施する。

•

G20 大阪サミット及び TICAD7 のフォローアップ、世界銀行（特に Human Capital Project）、
教育のためのグローバル・パートナーシップ（GPE：Global Partnership for Education）、UNICEF
等パートナー機関との連携を強化する。

キ スポーツ
•

「スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT：Sport for Tomorrow）」の取組に留意しつつ、引き続
き外部関係機関等との連携を強化するとともに、開発途上地域の体育科教育支援、スポーツ競
技力向上、障害者スポーツの普及等による障害者・社会的弱者の社会参加の促進、スポーツを
通じた民族融和及び平和の促進等に向けた支援に取り組む。

•

国内スポーツ競技団体やスポーツ機関等の国内外関係者とのパートナーシップ強化や市民参
加促進に取り組む。

ク 社会保障・障害と開発
•

社会保障制度の構築や障害者等の社会的弱者に配慮した事業を実施する。また、障害者が開発
プロセスから取り残されない取組や、事業への障害の視点の組込を推進するため、機構事業関
係者に対する研修を引き続き実施する。

•

特に、社会保障分野では、社会保険制度（社会保険労務士、年金制度等）の整備や児童労働撲
滅に向けた事業を実施する。また、開発途上地域において急速に進む高齢化に伴う課題対応の
ため、医療と福祉サービスが連携したコミュニティレベルにおける高齢者ケアの仕組みづくり
に資する事業を実施する。さらに、国際会議で、高齢化への取組・知見の共有を行うほか、課
題別研修を通じ、地域を超えた学び合いを促進する。

•

障害者スポーツや障害と開発に係る活動を強化する。特に、障害と開発の分野における安定的
な事業運営に向けた国内リソースの開拓を継続し、インクルーシブ防災やユニバーサル・ツー
リズムといった新たなニーズに対応する事業を実施する。
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照）
・ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）実現に資する，政策・制度の導入・改革，能力
強化等の保健システムの強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 3（特に 3.8）関連）
・ 強じんな保健システムの構築に資する，感染症への対応能力の強化に係る支援の実施状況
（SDGs Goal 3（3.3，3.d）関連）
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・ 母子保健サービスの向上に資する，看護・助産人材育成等に係る支援及び母子手帳の普及と
国際的認知の向上に係る取組の実施状況（SDGs Goal 3（3.1，3.2）関連））
・ 栄養状況の改善に資する，分野横断的かつ民間の活力も活用した支援の実施状況（SDGs
Goal 2（2.2）関連）
・ 安全で安価な水の確保に資する，安全な水へのアクセス改善や水の供給・利用・管理や衛生
に係る能力向上支援の実施状況（SDGs Goal 6 関連）
・ 子供の学びの改善に資する，質の高い教育環境の提供，ジェンダー配慮・女子教育の推進，
及び疎外されている人々への教育拡大に係る支援の実施状況（SDGs Goal 4（4.1，4.2，4.5，
4.6，4.7，4.a 及び4.c）関連）
・ スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に資する，関係機関との連携強化やスポーツを通じ
た支援の実施状況（SDGs Goal 4 関連）
・ 社会保障制度の構築に係る支援の実施状況（SDGs Goal 1（1.3），8（8.5，8.8），10（10.4）
関連）
・ 障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害の視点の組込に係る取組状況（SDGs Goal
4（4.5，4.a），8（8.5），11（11.7）関連）
３－２．業務実績
No.2-1 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を目指した保健システムの強化

関連指標
UHC 実現に向けた国家政策の策定
に係る協力展開国数
保健政策に係る研修実績数
非感染性疾患の治療・検査態勢が強
化された医療施設数

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

5 か国

36

8 か国

6 か国

7 か国

5 か国

か国

90 人

37

104 人

145 人

101 人

107 人

人

9 施設

38

32 施設

10 施設

26 施設

7 施設

施設

（1）UHC 実現に資する保健システムの強化に向けた具体的な施策の実施状況
①国際社会への貢献と情報発信
•

「JICA 世界保健医療イニシアティブ」：新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、世
界中に甚大な影響が及ぶなか、機構理事長は 5 月、同新型コロナ危機に対する国際協力の必要性
を訴えると共に、機構としての決意表明をホームページ上で緊急発信した。UHC を目指した強じ
んな保健システムの強化及び新型コロナ対策を含む感染症による健康危機時の対応のための公
衆衛生上の備えの強化を念頭に、機構は 7 月に「JICA 世界保健医療イニシアティブ」を形成し
た。同イニシアティブに沿って、機構は「診断・治療体制の強化」、「研究・早期警戒体制の強

36
37
38

前中期目標期間（2012-2015）実績
前中期目標期間（2012-2015）実績平均
前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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化」、
「予防の強化・健康危機への備えの主流化」の 3 つの柱の下で協力を推進した。同骨子は、
日本経済新聞、「外交」誌、「Asia Pacific Review」誌にも掲載された。
•

国連ハイレベル政治フォーラム大臣級ハイレベル会合：機構理事長は、7 月、日本政府が南アフ
リカ及びジョージアと共催したサイドイベントに登壇し、機構の協力事例に触れつつ強じんな保
健医療システムを構築するための取組の重要性に言及した。

•

IMF/ 世銀年次総会イベント「Human Capital Project Ministerial Conclave」：10 月、IMF/ 世銀
年次総会に先行して開催された Human Capital Project 推進のための関係者会議にて、機構理事長
が登壇し、人間の安全保障の実現に向けた協力実績の紹介及び「JICA 世界保健医療イニシアティ
ブ」の 3 本柱の要素を有機的に結合させ、総合的な取組の展開を強調した。さらに、世銀グルー
プが提唱する Human Capital の更なる推進に向け、各国レベルの協力において、UHC の推進と新
型コロナ対策の強化を含む世界との共同イニシアティブを推進した。

②日本政府の政策（準備段階を含む）への貢献
•

TICAD7 で提唱されたアフリカ健康構想への貢献として、新型コロナ対策も踏まえた課題発信セ
ミナーを開催した。新型コロナへの対応には、従来の医薬品や検査薬など、感染症そのものへの
対策に留まらず、情報・ICT、物資管理・物流など、幅広い分野と連携した対処が必要なため、こ
れら複合的な課題への解決・活用が期待される民間企業の製品・技術の紹介を行い、計 125 人が
参加した。

③第三国等と連携した国際研修
• 課題別研修「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成のための医療保障制度強化」：技術協力プロ
ジェクトのカウンターパートであるタイ保健省職員が、本邦研修参加者（計 13 か国 16 人）に対し
講義を行うなど、日本・タイ双方の事例紹介や各国参加者間の学び合いを推進し、高い研修効果発現
に寄与した。

• タイ「皮膚科医育成のための国際ネットワーク強化プロジェクト」：タイ皮膚病学研究所による皮
膚病学の専門医育成のためのディプロマコースに、2016 年から 2020 年度までのプロジェクト実
施期間で計 18 か国 128 人の皮膚病学の専門医がコースに参加した。これにより、機構が同研究
所研修支援を開始した 1976 年以来、計 39 か国 1,074 人が同コースを卒業し、出身国の皮膚病学の
人材育成に貢献した。

④各国での具体的な事業
• ベトナム「新卒看護師のための臨床研修制度強化プロジェクト」：新卒看護師育成の仕組み及び質の強
化に向けて、研修教材やガイドラインを開発し、2016 年プロジェクト開始以来、ベトナム国内全 63
省のうち 4 省と 1 市の保健医療施設 80 か所で延べ 1,080 人の新卒看護師と 1,403 人の臨床指導者
を育成した。新卒看護師臨床研修の制度化に向けて、機構はベトナム保健省幹部に継続して働きかけ、
法令改訂時に新卒看護師臨床研修を明記するに至った。また、機構が協力して開発した教材は、全国
標準の臨床研修教材として保健省から承認された。さらに、保健省は臨床研修制度を看護教育に関す
る正式な政策に位置づけた上で全国展開を計画していたことから、機構は全国セミナーの開催（保健
省及び 36 省から 130 人参加）を支援した。
• ベトナム「診療報酬及び保険適用診療サービスパッケージ改善プロジェクト」：ベトナムの UHC 達成
に資するため、診療報酬支払方式・保険適用サービスパッケージの運用の仕組みを改善し、健康保険
制度を整備するための戦略計画策定支援を行った。具体的には、健康保険制度の支払方式、医療機関
からの診療報酬請求に係る審査、健康保険基金の持続可能性に関し、同国の現状分析を行い、それぞ
れの課題に対し分析結果及び提言を示した。また、同国では比較的早い速度で高齢化が進展すると言
われているなか、高齢化に伴う医療費の急増などを見据え、健康保険制度の財政安定化や社会保障に
おける公助・共助・自助の適切な組み合わせなどを検討し、提言を行った。
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• ラオス「保健医療サービスの質改善プロジェクト」：技術協力プロジェクトにて、病院における保健医
療サービスの質を改善するためのモデル構築を支援した。本モデルは保健医療サービスの質基準の項
目を現場の医療従事者自身が設定し、その項目に沿って各病院において自己評価、他者評価すること
で保健医療サービスに係る課題を発見し、発見した課題の解決に向けたアプローチを検討、実施する
プロセスを体系化したものである。ラオスの医療従事者とともに作り上げられた本モデルは同国南部
の県病院で導入、自主的に運用が開始され、
「1 年間に自己評価を 3 回実施する」という数値目標が、
本事業対象の 4 県病院及び 11 郡病院全てで達成された。
• ラオス初の全国看護師・助産師国家試験の実施、「持続可能な保健人材開発・質保証制度整備プロジェ
クト」
：日本の国家試験制度の仕組みを活用して保健人材の資格制度構築のための法令整備に着手し、
看護師・助産師の国家試験作成・実施を支援した。コロナ禍により、2020 年 3 月から 11 月までの期
間、専門家は一時帰国となり、日本から遠隔での活動となったものの、ラオス全国 9 か所で開催され
た看護師・助産師国家試験説明会について、当日ラオス人だけで運営が出来るよう遠隔で事前調整を
重ね、全説明会が滞りなく終了した。また、看護師・助産師国家試験作成ワークショップをオンライ
ン会議で実施し、出題問題の修正等も支援した。2021 年 1 月には同国初の全国レベルの看護師国家
試験の実施が実現し、ラオスの対象教育機関 9 校から看護学生約 460 人、助産師学生約 240 人が受
験した。看護師の技術力、知識の差が課題となっていたラオスにおいて全国統一の国家試験が実施さ
れることは、看護師の技術力、知識の水準を保つ上で極めて意義が大きく、全ての人が適切な治療を
受けられる UHC の達成に貢献した。
• モンゴル「一次及び二次レベル医療施設従事者のための卒後研修強化プロジェクト」：医師の総合診療
研修（新卒の医師が 1 年間、内科、小児科、産婦人科、救急科などをローテーションする研修）を地
方部及び都市部の病院で実施し、2018 年から 2020 年に計 104 人の研修医が総合診療研修医として
育成された。また、その指導医の育成にも注力し、計 700 人を超える指導医対象の研修を実施し、事
業開始時点の国家目標である指導医育成数 300 人を上回った。また、看護師についても、新人看護師
研修の指導者 24 人に対し研修を実施した。さらに、新型コロナの診療及び病院での対応、研修評価、
医療安全など多岐にわたる内容の研修をオンラインで実施し、延べ約 100 人の医療従事者・保健行政
担当者の能力強化に貢献した。
• バングラデシュ「看護サービス人材育成プロジェクト」：ダッカ医科大学病院で、看護実習受入病棟の
指導者に対し研修を提供し、事業期間を通して、Clinical Practice Teacher を 66 人育成した。また、実
習病棟を中心に看護師 400 人を対象に現任研修の機会を提供し、看護教育の実習環境の改善に加え、
病棟での看護業務の質の向上を支援した。さらに、新型コロナに関連し、看護大学に対し教員延べ 60
人及び学生 236 人を対象に、病院における感染管理に関する研修を、教員 30 人に対してオンライン
授業を実施するための PC 技術研修等を実施することにより、看護大学の教育機能強化に貢献した。
• ケニアにおける UHC 達成のための保健セクター政策借款・新型コロナ対策への貢献：ケニア中央医学
研究所（KEMRI）は、1979 年より約 40 年にわたる機構の支援により感染症対策を強化し、東アフリ
カ域内の拠点ラボ・研究機関として発展してきている。2021 年 3 月末時点で、ケニア国内の新型コロ
ナウイルス検査の半数以上に対応するほか、隣国ソマリア等の検体も受け入れるなど、国内外の中核
拠点となっている。機構は KEMRI に対し PCR 検査キット 5 万検体分を供与したほか、2020 年 8
月、新型コロナ対策で負担が増大している保健財政及び保健サービス提供能力の強化などを目的とし
た開発政策借款のL/A 調印がなされた。これら包括的な支援により、ケニアにおける UHC の達成及
び新型コロナ対策へ大きく貢献した。
• 静岡・メキシコ地域包括ケア遠隔セミナー：2021 年 1 月、機構は静岡県・静岡県立大学・小規模多機
能型居宅介護事業所（まほろば）の協力を得て地域包括ケアに係る遠隔セミナーを開催した。急速に
高齢化が進むメキシコに対し日本から経験・教訓・課題を共有し、メキシコ側からも課題を共有する
ことで、課題解決に向けた取組の共創を目的とした。同じく高齢化対策案件の形成を予定しているチ
リに加え、中南米地域のハブ機関でもあるメキシコ老年医学研究所の協力も得て13 か国から 947 人
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の参加があり、国を越えた域内における学びあいの深化が実現した。

⑤協力終了後の自立的展開
•

タイ「グローバルヘルスとユニバーサルヘルスカバレッジのためのパートナーシッププロジェク
ト」
：日本の健康保険制度のなかで実施されている診療報酬制度における支払方式

39

について、

事業開始からこれまで日本における招へい等の機会を通じて日本の仕組みの経験を共有してき
た。その結果、同国において診療報酬制度の実施を協議する委員会の設置が政策レベルで決定さ
れ、バンコク都市圏における救急サービスに対する診療報酬制度の試行に繋がった。事業終了後
もカウンターパートである国民医療保障機構が中心となって委員会による会議が開催されてお
り、プロジェクト終了後にも同制度の支払方式の適用対象項目が拡大された。
（2）非感染症対策の強化に向けた具体的な施策の実施状況

•

フィジー「生活習慣病対策プロジェクト」：本事業の結果、同国保健省は、非感染性疾患の患者
及び同疾患高リスク者の健康的な生活習慣の定着を図るための動機付け支援カウンセリング
（MI：Motivational Interviewing）と情報・教育・コミュニケーション教材をフィジー中部地域全
体に拡大する決定をした。機構は、中部地域のプライマリレベルの医療従事者（フィジー中部の
医療従事者の約 9 割）に対し、本研修を提供し、医療従事者の患者ケア能力の強化支援を実施し、
当該MI 研修が保健省の年次計画にも反映されるなど、一定の普及がなされた。

（3）SDGs 達成に向けた貢献

•

SDGs Goal 3 のうち、特に UHC 達成を謳った SDGs ターゲット 3.8 に資する案件を、既述の通
り、ベトナム、タイ、ラオス、モンゴル、バングラデシュ、ケニア等で実施したほか、IMF/ 世銀
年次総会イベント「Human Capital Project Ministerial Conclave」等の機会を通じ、「JICA 世界保健
医療イニシアティブ」を通じた機構の貢献を中心に国際会議の場で機構の取組等を発信した。ま
た、非感染症疾患（NCDs：Non-Communicable Diseases）への対処を謳った SDGs ターゲット 3.4
に資する案件を、フィジー、モルドバを中心に実施した。

（4）事業上の課題及び対応方針

新型コロナの影響で、保健医療システムの脆弱化や保健医療サービス受療の低下がみられたが、特
に新型コロナの重症化の要因とされている非感染性疾患への対応の重要性はより一層増している。
2021 年度も引き続き新型コロナの感染状況を見極めつつ、新型コロナを含む健康危機への対応を念
頭に UHC の達成を目指した保健システムの強化及びサービスの維持に資する取組を行う。

39

医師などから受ける医療行為に対して、あらかじめ設定された診療報酬点数に応じ、保険制度から医療施
設に対し出来高に応じて医療サービスのコストが支払われる仕組み。
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No.2-2 感染症対策の強化

関連指標
感染症対策に係る研修実
績数

基準値

6,700 人

40

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

6,966 人

6,765 人

－

－

－

（1）公衆衛生の強化に向けた具体的な施策の実施状況

① 検査室の能力・サーベイランス強化
•

ギニア：2020 年、ナイジェリアに続き、検査能力強化のため国立公衆衛生研究所における病原体
検査・研究及び研修実施に係る施設の新設並びに機材の拡充のための無償資金協力の贈与契約
（G/ A）を締結した。

② 感染症対策に従事する人材育成
•

アフリカのポリオ根絶への貢献：機構は、UNICEF（国連児童基金）や WHO（世界保健機関）な
どの国際機関や、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団（以下、ゲイツ財団）といった様々な機関と連携
し、ナイジェリアのポリオ対策を長年支援している。2020 年 8 月 25 日に、アフリカ最後の野
生株ポリオ常在国であったナイジェリアで直近 3 年間ポリオが発生していないことが認定され、
その結果、アフリカからのポリオフリー（野生株ポリオの発生が無い状態）が WHO によって宣
言された。これまでの機構の支援に対し、ナイジェリアのブハリ大統領から機構理事長に感謝状
が授与され、機構の功績が広く認知された。

•

ガーナ及び周辺国の新型コロナ検査機能向上に係る発展的な成果発現：1979 年に日本の無償資
金協力によってガーナ大学に開設された野口記念医学研究所は、日本からの半世紀にわたる継続
した支援を受け、ガーナ及び周辺国における感染症対策の重要な役割を担ってきた。新型コロナ
対応でも、ピーク時でガーナ国内の新型コロナの PCR 検査数（約 2 万件／週）の 8 割を担い、
機構は自動核酸抽出装置を供与するなど、コロナ禍での機能向上に寄与した。西アフリカにおけ
る国際保健規則の遵守に向けた取組を強化するため、2018 年から継続して実施している第三国
研修（2021 年 1 月～ 2 月実施）では、各国での新型コロナ対策に寄与すべく、ウイルス学に比
重を置いたプログラムとし、9 か国 15 人を招き域内の能力強化と連携に寄与した。コロナ禍で
渡航が極端に制限されるなかであっても、各国で喫緊に必要とされる能力強化に資する研修を実
施し、西アフリカの域内拠点としての存在を知らしめた。

•

JICA 開発大学院連携「健康危機対応能力強化に向けた感染症対策グローバルリーダー育成プロ
グラム」：日本国内で感染症分野の WHO 協力センターとして認定されている北海道大学及び長
崎大学に、感染症拠点ラボの能力及びネットワーク強化に取り組む 6 か国（ベトナム、ケニア、
ガーナ、ザンビア、ナイジェリア、コンゴ民主共和国）の検査室の技師、疫学担当官などを留学
生（博士、博士研究員）として受け入れた。コロナ禍であるものの、2020 年度は 9 人の受入が
決定し、2017 年から累計 32 人がプログラムに参加。関係各国の感染症対策拠点ラボのネットワ
ーク及び日本国内の感染症対策拠点との協力関係の強化に寄与した。

40

TICAD VIの目標値：2016年から2018年に2万人
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（2） 国際的なイニシアティブや国際機関等と連携した国際保健規則（IHR：International Health

Regulation）遵守の促進
•

国際獣疫事務局（OIE：Oﬃce International des Epizooties）：アフリカにおける人獣共通感染症の
課題に関し、家畜疾病に高い専門性を有し動物の衛生や人獣共通感染症対策を国際的に主導する
OIE の知見を取り入れるべく、ザンビアにおける第三国研修での活用を想定し、協議を開始した。

•

ア フ リカ 疾病 予 防管 理セ ン ター （ア フ リカ CDC ：Africa Centres for Disease Control and
Prevention）：新型コロナの世界的な流行により一層その重要性が認識された公衆衛生危機の備
えの強化や IHR の遵守促進のため、アフリカ CDC と協議を行い、連携強化のための企画調査
員を派遣することを決定した。

（3）突発的感染症の拡大に対する緊急支援

•

新型コロナ緊急資機材供与・資金協力支援：各国での新型コロナの拡大に緊急かつ迅速な支援を
行うため、これまでの協力関係にあった機関との人的ネットワークを活用して感染の拡大初期か
らニーズの迅速な確認を行った。「JICA 世界保健医療イニシアティブ」における感染症対策の治
療・警戒・予防の全ての側面の対応を目指し、保健医療に留まらず教育、水・衛生、交通等幅広
い社会サービスの継続や経済・社会の安定化に貢献するよう、治療のための医療機材、検査・警
戒のために必要な検査機材や試薬、予防のための手指消毒剤、個人防護具等の資機材の供与とと
もに技術的支援を含めた協力及び資金協力を延べ 70 か国に対して実施した。

•

長年の機構の取組を基盤に、ベトナム新型コロナ対策への包括的支援・効果の最大化：新型コロ
ナ対策のため、検査体制の拡充及び診断・治療の両面から即効性のある支援を実施し、同国の感
染拡大の封じ込めに大きく貢献した。検査体制面では、ベトナム国内の主要検査施設に対し、検
査試薬、PCR 機器や小型遠心機を含む検査体制強化に必要な資機材を供与し、新型コロナの検査
に対応可能な検査施設の拡充（20 年 2 月～ 5 月：4 機関から 53 機関）に貢献した。あわせて、
国立衛生疫学研究所を拠点とする技術協力を通じ、検査人材への研修・実地指導を行い、省レベ
ルの検査体制強化を図った。診断・治療に関し、ベトナム国内各地域（北・中・南部）で主要な
役割を果たす国立拠点病院に対し、人工肺、人工呼吸器や個人防護具、陰圧陽圧管理システム、
可動式 X 線装置などの機材を供与したほか、技術協力を通じ作成した感染管理マニュアルを下
位の省病院に配布し、技術セミナーを開催するなど、管轄する地域の省病院を対象とした能力強
化研修も行った。長年にわたる機構の支援で醸成された信頼関係とともに、新型コロナ対策に資
する感染症対策分野の支援を継続的に実施してきたことによる能力強化が基盤となり、迅速かつ
効果的な支援実現に大きく貢献した。

•

ミャンマーにおける新型コロナ対策・官民連携による迅速な支援の展開：同国の新型コロナ感染
者の増加に対応し、検査体制の強化、診断・治療の体制強化のための支援を迅速に展開した。検
査体制に関しては、第二波が襲来し、検査数急増に伴う検査試薬の在庫切れが深刻な課題となっ
ていた 2020 年 10 ～ 11 月に、検査試薬、検査キットを供与し、時宜を得た検査体制の拡充（1
月現在：42 か所）に貢献した。国立保健衛生研究所に派遣されている機構の個別専門家が新型コ
ロナ検査診断の国家戦略計画及び各種ガイドラインの改定、検査データ管理に貢献したほか、同
専門家が技術監修を行い、防護服の着脱方法に関する教育動画を作成し、保健省傘下の医療従事
者の理解促進に貢献した。これらの支援は、2005 年より国立保健衛生研究所を中心に検査体制強
化の協力を行ってきたことでミャンマー側との信頼関係が構築され、迅速かつ的確なニーズ把握
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が可能となったものである。診断・治療の体制強化に関しては、救急医療用酸素の供給を支援し
たほか、治療関連の資機材（酸素療法機材、紫外線装置、血液製剤関連機材等）を供与した。医
療用酸素は北島酸素㈱、血液関連資機材は㈱大同工業所（両社共にミャンマーでの「普及・実証・
ビジネス化事業」を実施）より、現地業者や設置先施設に関する情報提供を得たことで円滑な調
達準備につながり、民間企業との連携優良事例となった。これら資機材は、「メディカルエンジ
ニア育成体制強化プロジェクト」を通じて育成したメディカルエンジニアが保守管理に当たって
おり、適切な維持管理が期待される。
•

ブラジル「ブラジルと日本の薬剤耐性を含む真菌感染症診断に関する研究とリファレンス協力体
制強化プロジェクト」：SATREPS 実施機関（カンピーナス州立大、千葉大学）と国立国際医療研
究センターの医療従事者による、双方の新型コロナ症例患者の遠隔報告・勉強会が 6 月から 11
月までの間で計 10 回共同開催され、最新症例に基づいた実践的な議論がなされた。また、栄研
化学㈱が開発した新型コロナウイルス検出試薬の性能評価試験をカンピーナス州立大が千葉大
支援の下で実施すべく、州立大・栄研・千葉大・機構の四者で連携覚書を締結、栄研が試薬を無
償提供し、12 月から試験を開始した。

•

コロナ禍の各種制限がある状況下ではあったが、2020 年 12 月上旬にオンラインセミナー「2019
年度サモア麻しん流行に対する国際緊急援助隊・感染症対策チーム派遣活動報告会」を実施し、
国際緊急援助隊（JDR：Japan Disaster Relief Team）感染症対策チームの活動・課題に関する理解
の深化を図った。

•

コロナ禍における国際緊急援助隊・感染症対策チーム派遣の当面の可能性等について、2020 年 8
月と 2021 年 3 月に外務省主催の感染症専門家との課題検討会において協議し、派遣の前提条件、
想定される具体的な課題・制約等について実務的な意見交換を行った。

（4）SDGs 達成に向けた貢献

•

SDGs Goal 3 のうち、特に感染症に対策を謳った SDGs ターゲット 3.3、健康危機対応能力強化
を謳った 3.d に資する案件を既述のとおり各国で実施した。特に、新型コロナが世界的に猛威を
振るうなか、ガーナ野口記念医学研究所・ミャンマー国立保健研究所等、長年の機構の協力対象
拠点による域内・国内の検査体制への貢献が明らかとなった。

（5）事業上の課題及び対応方針
•

新型コロナの影響で、感染症対策の重要性が改めて世界的に認識されることとなった一方で、日
本も含め先進国も国内での感染症対策に集中せざるを得ず、開発途上国で活躍できる人材の確保
が困難となった。次年度は、新型コロナの経験を共有し、現地リソース等を活用する等、限られ
た日本人専門家の投入で可能な手法で事業を推進する。
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No.2-3 母子保健の向上

関連指標
母子手帳が新たに正式に

基準値
累計 25 か国

導入された国数

41

母子手帳の導入に向けた
働きかけを行った国数

—

43

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

1 か国

1 か国

0 か国

43 か国 /

67 か国 /

74 か国 /

77 か国 /

年

年

年

年

1,542 人

1,570 人

2,732 人

1,771 人

0 か国

42

2021 年度

か国

か国 / 年

母子保健サービスに携わ
る看護・助産人材に係る

240 人

44

人

研修実績数

（1）乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた具体的な施策の実施状況

•

グアテマラ「妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト」：母子保健・栄養に関連する行政
能力の強化、保健医療施設における母子保健・栄養サービスの改善等を行った。同時に、母子保
健サービスの担い手である保健人材の育成も行った（研修参加保健人材数 1,129 人、事業対象地
域推定人口 496,252 人（同国総人口の約 3％））。その結果、対象地域の一つであるキチェ保健
管区にて成長モニタリングを受ける 1 歳未満児の割合が 43％（2015 年）から 79％（2019 年）
へ、経口ポリオワクチン接種率が 83.3％（2015 年）が 93.3％（2019 年）など、具体的な成果発
現の成果を得た。

•

母子保健改善に向けた施設・設備の整備：ミャンマー「マグウェイ総合病院整備計画」（無償資
金協力）により、同病院において産婦人科病棟（100 床）、新生児ユニット（20 床）、分娩部門、
救急部門、手術部門を含む新棟の整備が完了した。同計画は、コロナ禍で一時中断及び日本人関
係者の一時帰国を余儀なくされたものの、慎重なコロナ対策のもとで工事を再開し、両国が一丸
となって無事完成した取組事例。マグウェイ地域を対象に実施中の「農村地域基礎保健サービス
強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じ、母子の緊急ケアが必要な際の同病院への
搬送体制の強化を支援し、相乗的効果の発現に寄与した。

•

パキスタンのアクセス困難地域における予防接種体制強化：「プライマリヘルスケアにおける定
期予防接種システム強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、ハイベル・パフトゥン
ハー州の物理的なアクセスが困難で今まで十分な予防接種活動が行われてこなかった地域の 6
県

45

を対象として実施している。事業開始から 2021 年 3 月までの間に 1,561 人の子どもと

725 人の女性に破傷風の予防接種を行い、183 人のワクチン接種者、87 人の母子保健関係者に対

41
42
43
44

45

2015 年度までの累計
中期計画期間中に合計 3 を目標としている。
新たな取組のため基準値なし
「日・ASEAN 健康イニシアティブの目標値：2014 年から 2019 年に 8,000 人」のうち母子保健関連で
1,200 人
対象6県には、2017年国勢調査にてへき地率100％とされた4県が含まれているほか、夏季と冬季で居住地
を変える季節移住者やアフガニスタン難民、遊牧民といった、実態の把握が難しく、これまで定期的な予
防接種が困難だった多くの人々も本事業の対象となっている。
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する定期予防接種に係る研修参加を支援、接種側の能力強化とあわせて活動を行った。予防接種
については、対象 6 県の乳幼児の 54％をカバー、女性への予防接種数も前年比で 2 倍となった。
また、女性の識字率や意思決定権の低さに配慮した母子保健サービスに関する啓発活動も行って
おり、これまでに 20,000 部のファミリー健康手帳を住民に配布し、予防接種の重要性、栄養の
接種など妊産婦が知っておくべき知識の獲得を支援した。さらに、ポリオ常在国でもある同国に
対し、「ポリオ感染拡大防止・撲滅計画」（国際機関連携無償資金協力）により接種キャンペー
ン用のポリオワクチンの供与を実施しており、同事業によるポリオを含む通常の定期予防接種の
体制強化の支援とあわせて、同国のポリオ撲滅に向け、総合的に取り組んだ。
（2）母子手帳の普及促進及び国際的な認知向上

•

母子手帳を含む家庭用保健記録の国際標準ガイドライン（2018 年、機構と WHO が協力して作
成） に基づき、各国が家庭用保健記録を普及・活用するための「実施ガイド」の策定を開始し、
家庭用保健記録の現状マッピング、構成の検討、ガイド作成協力国の選定等を行った。ガイド策
定の一環として、調整プラットフォーム設立準備会合で実施上の課題について議論を行った。ま
た、WHO、UNICEF と共に、11 月に第 6 回保健システムリサーチ・グローバルシンポジウムに
て「家庭用保健記録の課題：保健システムへの統合に向けて」と題するセッションを実施し、機
構国際協力専門員が「使用者のキャパシティに応じた家庭用保健記録の戦略的な選択」をテーマ
に機構の取組を通じて得られた知見を発信した。コロナ禍における家庭保健記録の意義や求めら
れる機能、保健情報システムとの連動を視野に入れた電子化の在り方等について議論が交わされ、
コロナ禍における家庭用保健記録の意義を再確認する好機となった。WHO からは、ガイドライ
ンの周知とともに、機構と WHO、UNICEF を中心に調整プラットフォーム（通称：Global HBR）
が始動したことが紹介された。

•

機構、WHO 及び UNICEF の 3 者基本合意文書（2019 年度署名）に基づき、2020 年度、知見の
共有や各国の母子手帳導入・活用に向けた技術支援の調整を図るためのプラットフォームに係る
枠組みを具体化させ、3 者の合意形成のもと確定させた。プラットフォームへの参加を促すため、
関係機関、他ドナー、NGO 等の関係者を招集し、7 月、9 月、11 月、3 月の計 4 回にわたり非
公式会合を開催し、母子手帳を含む家庭用保健記録の実施上の課題を議論するなどプラットフォ
ームの活動を進めた。

•

新たに母子手帳を導入する意思を有した国及び全国普及の途上にある国（シエラレオネ、ナイジ
ェリア、カメルーン、ルワンダ）に対し、オンライン形式で課題別研修「母子継続ケアと UHC」
を実施し、母子手帳導入・活用の先行国（インドネシア、ミャンマー、アフガニスタン、ガーナ）
の経験を共有しながら、母子手帳の試行導入に向けた検討及び技術的助言などの支援を実施した。

（3）各国のニーズに対応した母子手帳の普及展開
•

ガーナ「母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト」：同事業で作成した研修パ
ッケージに母子保健サービス提供時の新型コロナ対策の内容を追加し、世銀等の資金を活用して
医療従事者に対する研修として継続した。また、WHO、UNICEF が実施する研修に機構の働きか
けにより母子手帳研修を組み込み、同研修のオンライン化を支援することで、同事業のこれまで
の成果を多角的に広げるための道筋を作った。

•

アンゴラ「母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト」：母子手帳の導入に係る
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研修・手帳の配布の効果を科学的に検証するため、ランダム化比較試験を実施し、コロナ禍にお
いても、1 万人以上の女性が研究に参加、母子手帳のエビデンス構築に貢献した。
•

インドネシア「地方分権下における母子手帳を活用した母子保健プログラムの質の向上プロジェ
クト」：「コロナ禍での母子健康手帳活用の経験と教訓の共有」をテーマにオンライン国際研修
を実施し、10 か国から 55 人が参加した。各国がコロナ禍での母子健康手帳を通じた取組や母子
保健の課題や対策の発表を行い、母子手帳活用の工夫や新型コロナ対策について活発に議論した。
1）母子手帳には妊産婦や小児に必要なケアや基本的な感染予防の方法の記載があるため、健康教
育やコロナ対策の教材としての活用、2）母子手帳を家庭での自己学習保健教材や在宅ケア推進の
ツールとしての活用、3）母子手帳を妊婦健診、予防接種記録や子どもの成長・発達など必要不可
欠な保健医療サービスへのアクセスをモニタリングするための活用事例などが共有された。さら
に、機構の支援により母子手帳活用のための国別アクションプランが作成され、コロナ禍で母子
保健サービスを維持するための母子健康手帳の戦略的な活用が促された。

（4）SDGs 達成に向けた貢献
•

SDGs Goal 3 のうち、特に妊産婦の死亡率削減と新生児及び 5 歳未満児の死亡率削減を謳った
SDGs ターゲット 3.1、3.2 に資する案件を、既述のとおり各国で実施した。特に、グアテマラの
事業対象地域の一つでは母子保健サービスの受療率が大幅に改善されたほか、パキスタンではア
クセス困難な地域の母子に対する予防接種を推進した。

（5）事業上の課題及び対応方針
•

新型コロナの影響で、母子保健サービスの提供体制の脆弱化、サービス受療の低下がみられた。
影響を最小限にとどめサービスの継続性を維持する取組を進めてきたが、2021 年度も引き続き
新型コロナの感染状況を見極めつつサービスの維持に資する取組を行う。一部の母子保健サービ
スを担う看護・助産人材は、通信環境に制約のある地域に配置されており、遠隔での研修受講が
困難な場合もみられた。2021 年度は、学習用アプリ、オンライン研修教材等 IT 技術を更に活用
し取り組む。

No.2-4 栄養の改善

関連指標

基準値 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

食と栄養のアフリカ・イニシアティブ推進
のためのアクションプラン策定国数
栄養改善に係る研修実績数

46
47
48

—

46

10 か国

3 か国

—

47

33 か国

39 か国

5 か国

0 か国

49 か国 26 か国

48

か国

か国

新たな取組のため基準値なし
新たな取組のため基準値なし
課題別研修「農業を通じた栄養改善」、「乳幼児ケアと就学前教育」、「母子栄養改善」の計24か国及び
栄養コンポーネントを含む技術協力プロジェクト（ソロモン、グアテマラ）の国別・現地研修 2 か国。
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（1）コロナ禍における緊急支援と着実な協力の展開
•

コロナ禍により急性栄養不良人口が急増するなど脆弱層を中心に深刻な影響を受けたことを踏
まえて、栄養関連の協力を迅速に実施した。具体的には、モンゴルでは貧困家庭に対する食生活
指導を通じた栄養改善を行ったほか、マダガスカルでは栄養強化メニューを作成し現地ラジオを
通じて栄養啓発を行った。また、魚の摂取は栄養改善に資することから、ミャンマー、バングラ
デシュでは小規模養殖用資機材を供与し、魚の自家消費等を通じた貧困層の栄養改善に繋げる協
力を実施した。

•

また、コロナ禍で専門家・コンサルタントが一時帰国を余儀なくされたものの、でき得る支援を
追求するべく現地で活動を展開する機関との連携の可能性を探った。その結果、WFP との間で機
構の既存案件の枠組みをいかし、コロナ過により食料安全保障が脅かされている脆弱層に対する
食料提供と栄養啓発を組み合わせた連携事業につき協議を進めた。

（2）栄養改善に向けた国際的取組への貢献、事業の形成・実施

•

世界栄養報告 2020 の出版に向けた協力：栄養改善に関するグローバルな公的刊行物のうち最も
影響力の大きいものの一つである、「世界栄養報告」（GNR：Global Nutrition Report）の編集方針
の策定に参画し、専門家が執筆する記事の内容及び構成等に関して技術的な内容の助言や日本語
版作成への貢献を行った。

•

Scaling Up Nutrition Movement（SUN）への参画：SUN の年次会合が 12 月にオンラインで開催
され、次期戦略（「SUN 3.0」、2021 年～ 2025 年）が承認されるとともに、機構理事長を含む
Lead Group 各メンバーから SUN 3.0 へのコメントと推進に向けたコミットメントが表明された。
機構は、栄養課題は感染症を含む人間の安全保障や強じんな社会の基礎であるとの認識の下、栄
養不良克服に係る日本の過去の経験や知見をいかして開発途上地域の栄養改善に取り組む考え
を表明した。

•

グアテマラ：「妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト」にて母子保健・栄養に関連する
行政能力の強化、保健医療施設における母子保健・栄養サービスの改善等を行った。その結果、
対象地域であるキチェ保健管区にて成長モニタリングを受ける 1 歳未満児の割合が 43％（2015
年）から 79％（2019 年）へ改善する等の成果が見られた。

•

モザンビーク：栄養不良の改善には、食料の入手、母子の適切なケア、保健サービスと衛生環境
の整備などの分野横断的な取組が必要であることを踏まえ、モザンビークにおいて農業、保健、
水・衛生の各分野の栄養改善事業を、同一の対象地域に対し、同時並行で連携しながら実施する
機構初の取組を開始した。分野横断的な複数事業を一体的に管理し、栄養改善への貢献を明確に
するため、各案件に共通する栄養改善に関する上位目標を設定している。同一地域に複数分野の
事業を同時期に実施することは、効果発現の観点、国際的な発信の意味でも、意義のある取組と
言える。

•

ソロモン：「ヘルシービレッジ推進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）にて、村の保健ボ
ランティアを通じて生活習慣病予防の啓発、家庭菜園の推進を行い、村民の生活環境や習慣を変
えるべく疾病予防と健康増進に取り組んだ。その結果、2017 年と 2020 年において、18-64 歳の
平均血糖値（mmol/L）が介入群 5 村で 6.55 から 6.22 に下がり（非介入群 2 村では 6.29 から
6.42 に増加）、5 歳未満児の発育阻害の割合が、介入群で 25.5％から 22.8％に減少（非介入群で
20.6％から27.1％に増加）するなどの効果が確認された。
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•

ガーナ：「母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト」（技術協力プロジェク
ト）にて、栄養カウンセリングサービスの強化を支援した。同サービスのコンセプトは、国別研
修や課題別研修の帰国研修員が日本で視察した離乳食教室、母親・両親学級等の母子保健・栄養
サービスを基にガーナで作成され、通常の母子保健サービスに栄養サービスを統合、主流化し、
質の高い母子保健・栄養サービスを母子への尊厳を重視して提供することとしている。プロジェ
クトサイトのアシャンティ州重点 11 郡での研修後モニタリングの結果、視察先の 78％の施設
で産前健診、乳児健診時に栄養カウンセリングサービスを提供するため、健診場所の配置や動線
の改定などが行われ、60％は設備改善、50％はプライバシー保護のための対策を始めていた。重
点 11 郡のヘルスワーカーの約 80％は、ガイドラインに記載された標準手順に沿った栄養カウ
ンセリングを実施した。さらに、90％の母親が栄養カウンセリングを受診したと報告し、同カウ
ンセリングを受診した 90％近くの母親が栄養カウンセリングで提案された栄養改善を自宅で実
施したいと考えており、コロナ禍においても母子継続ケアの推進につながることが期待される。

•

ルワンダ：2019 年度に L/A 署名し事業を開始した「農業変革を通じた栄養改善のための分野別
政策借款」に対し、農業分野の取組と連携しつつ、保健分野での栄養改善活動の実施を促進する
ため、保健省アドバイザーの活動を遠隔にて開始した。

（3）「栄養改善事業推進プラットフォーム」の推進

•

民間企業 / 団体へのコンサルテーションの機会などを通じ、同プラットフォームへの参加を促進
したことで、2021 年3 月末現在で78 の企業/ 団体が参加するに至った（2019 年度末70 企業/ 団
体）。

•

同プラットフォームに参加する食品企業等による支援事業として、2019 年度に実施した調査結
果を踏まえ、コロナ禍においても現地関係機関と連携を取りながら事業を進めるよう促し、「ミ
ャンマー職場の栄養改善プロジェクト 2020」、「職場の栄養改善におけるブロックチェーン技術
を活用した栄養啓発（カンボジア）」の形成を支援した。

•

学校給食センターの設立を検討しているマレーシア保健省からの要望に応じ、機構が主導し同プ
ラットフォームと連携し、
日本での取組を紹介するオンラインセミナーを実施（60 人参加）した。
本邦民間企業から学校給食センター事業の取組について、愛知県教育委員会から自治体としての
給食事業の取組、機構国際協力専門員から学校給食・食育等を通じた若年層の肥満予防・過栄養
対策に係る日本の取組について発表し、マレーシア政府関係者による事業検討に向けた議論を促
した。

•

東京栄養サミット（2021 年 12 月開催予定）に向け、同プラットフォームの会員企業に対し、7
月にオンラインセミナー「東京栄養サミットに向けたコミットメント作成を目指して」を実施（85
人参加）した。これにより、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた民間企業としての東京栄養
サミット時に表明する「コミットメント」作成に向けての議論、準備が促進された。

（4）食と栄養のアフリカ・イニシアティブ（IFNA：Initiative for Food and Nutrition Security in Africa）
の推進
•

IFNA の取組の拡大：AUDA-NEPAD（アフリカ連合開発庁）やアフリカの RECs（地域経済共同
体）とともに、IFNA 地域会合を 8 月と 12 月に開催した。同会合において、機構からは、RECs
やアフリカ各国向けに IFNA への更なる参加を呼び掛けるとともに、農業分野を通じた栄養改善
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手法について機構が発案した「Nutrient Focused Approach（NFA）」に係る技術的な説明を行い、
アフリカ各国の IFNA への参加の意向を引き出した。また、アフリカ各国に IFNA の知見を共有
するためのツールとして、「IFNA 実施ハンドブック」の作成を進めた。
•

IFNA 国別アクションプラン（Country Strategy for Action：ICSA）の策定・実施：IFNA 当初参
加国（10 か国）で策定された ICSA を具体的な現場での活動に繋げるため、各国において案件形
成を推進した。また、ICSA 実践の先駆けとなるパイロット事業を行うための調査を開始した。

•

IFNA 事務局の体制強化：IFNA に参加する開発パートナーで構成される運営委員会の定期開催、
各国での IFNA の取組を支援するためのコンサルタントの雇用等を行い、IFNA 事務局による取
組を推進した。

•

機構の IFNA 貢献事業の形成・実施：エチオピアでは、機構が開発した NFA を実践するための
アプリに UNICEF が高い関心を示したことから、機構と UNICEF が協働で栄養改善事業を推進
した。また、マダガスカル「食と栄養改善プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、新型
コロナの予防を目的として、身近で入手可能な食材を用いた免疫強化メニューを開発し、これら
メニューについてローカルラジオを通して普及するなど、コロナ禍を踏まえた追加的な活動を企
画・実施した。

•

栄養改善パートナー事業：2018 年度に設立した栄養改善に貢献する活動に意欲のあるボランテ
ィアや専門家等のネットワーク（栄養改善パートナー）を強化し、これまでに約 950 人が登録し
た。また、栄養改善パートナー通信を月次発行し、世界各地の取組事例の発信と共有を行ったほ
か、コロナ禍で一時帰国中の海外協力隊員向けに IFNA の取組手法等に関する研修を行い、累計
約 200 人の海外協力隊員が参加した。

•

複数のアクターによる分野横断的な取組：抜本的な栄養改善のためには、保健や農業、教育、
水産等の複数の分野で協力が必要とされるなか、コロナ禍を受けてオンラインで開催した課題別
研修「農業を通じた栄養改善」に 11 か国 22 人が参加した。

（5）SDGs 達成に向けた貢献

•

IFNA は、2025 年までに食と農業の視点から全アフリカで栄養改善の推進を目指すイニシアティ
ブであり、SDGs Goal 2 のうち、特に一年中安全かつ栄養のある食料を十分に得られるようにす
ることを謳う SDGs ターゲット 2.1、及び栄養不良の解消と若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者
の栄養ニーズへの対処を謳う SDGs ターゲット 2.2 の方向性と合致している。また、これら
SDGs Goal に資する案件を上述のとおり IFNA 対象のアフリカ地域やその他の地域で実施した。

（6）事業上の課題及び対応方針

•

2021 年に延期された東京栄養サミットを見据え、合意される予定の栄養の国際目標及び日本政
府が表明するコミットメントを実行に移すことが求められること、及び IFNA 横浜宣言 2019 に
基づく IFNA の全アフリカ展開が求められていることを踏まえて、栄養改善に資する分野横断的
な取組を更に強化するとともに、これまでの貢献を可視化し広報・発信に努める。また、コロナ
禍の影響により、栄養不良の深刻化が懸念されることから、食料確保を下支えする支援や母子栄
養サービスの継続性を維持するための支援を継続する。
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No.2-5 安全な水と衛生の向上

関連指標
安全な水にアクセス可能とな
る人々の人数
水の供給・利用・管理や衛生
に係る研修実績数

基準値

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

183 万人

49

701 万人

14.2 万人

203 万人

226 万人

万人

3,050 人

50

9,104 人

25,516 人

12,043 人

7,853 人

人

（1）安全な水へのアクセス改善に向けた具体的な施策の実施状況

•

新型コロナ感染拡大に対する緊急支援の展開・水供給サービス継続への貢献：世界的な新型コロ
ナの流行により、機構が支援を実施している開発途上地域の多くの水道事業体が、料金収入の激
減や予算配賦の減額に直面し、浄水処理や消毒に使用する薬品、燃料、維持管理に使用する資機
材等の調達が困難になるなど、水供給サービスの継続が危ぶまれる状況となった。これに対して、
先方実施機関の緊急の要請に応え、薬品、燃料、資機材等の調達、事業継続計画の策定、給水車
による給水システムの立上げ、手洗い設備の設置、市民に対する手洗い等の啓発活動などの支援
を、約 20 か国で迅速に展開し、水供給サービスの継続に貢献した。

•

「JICA 健康と命のための手洗い運動」の開始、衛生行動の改善を通じた新型コロナ対策の推進：
新型コロナの感染を予防するためには、3 密の回避やうがい、マスクと並んで、手洗いの励行が
極めて重要であることから、機構は「JICA 健康と命のための手洗い運動」を開始した。この運動
は、全ての機構職員及び機構の事業関係者が、手洗い等の衛生的な行動を自ら実践するとともに、
様々な分野の事業を通じて開発途上地域に対する手洗い設備の整備や啓発活動を行うことで、新
型コロナをはじめとする感染症の予防と健康の増進に取り組むという新たなスタイルによる支
援である。開始後 6 か月（10 ～ 3 月）だけで、48 か国において約 200 件もの取組が行われ、
手洗いの重要性を訴えるメッセージを開発途上地域に広めた。例えば、エチオピアの首都アディ
スアベバでは、海外協力隊員が作成した啓発ポスターが市内に 51 ある全ての幼稚園と小学校で
2 万人以上の子どもたちに配布された。機構の事業関係者や海外協力隊員向けのリーフレットを
作成して、手洗い啓発に関するナレッジを提供し、積極的な取組を呼び掛けた。今後派遣予定の
協力隊員に対してはオンライン講義を実施した。漫画家の井上きみどり氏の協力を得て、正しい
手洗いのタイミングや方法を、開発途上地域の状況に合わせて分かりやすく伝えることを目的と
したマンガのポスターを作成し、26 か国語に翻訳した上で、開発途上地域の学校や市民に普及し
た。過去に海外協力隊員や技術協力プロジェクトにより作成された啓発ツールをまとめ、機構の
ウェブサイトを通じて広く提供した。また、手洗い及びトイレに関する開発途上地域の問題を啓
発するインフォグラフィックやその動画を機構のウェブサイトで公開した。さらに、開発途上地
域における手洗い設備や手洗い行動の普及を機構以外のパートナーとも協調して推進するため、
「JICA 健康と命のための手洗い運動プラットフォーム」を設立し、情報や経験の共有、衛生啓発
イベントやセミナー等の開催、共同活動の企画・支援などを行った。具体的には、隔週で和文・

49
50

2014-2015 実績平均
2013-2014 実績平均
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英文のニュースレターを発行するとともに、ウェブサイト等を通じて会員の取組に関する情報を
交換した。また、民間企業と連携した手洗いに関するイノベーティブな製品の実証調査に着手し
た。
•

国際 NGO と連携した保健施設、学校への手洗い設備普及、手洗い啓発への着手：新型コロナ対
策として重要な手洗いは、各家庭や職場での励行に加えて、クラスターが発生する可能性が高く
脆弱な利用者も多い保健施設や学校での徹底が重要である。開発途上地域では、学校に手洗い設
備がないことが学校再開の障害になっている例もある。そのため、日本人専門家の現地渡航に制
約があるなかでも機動的に現場に密着した活動を行うべく、アジア、アフリカの 4 か国（バング
ラデシュ、ネパール、タンザニア、マダガスカル）を対象として、衛生啓発に関するノウハウ、
経験を豊富に有する国際 NGO を活用した手洗い設備の普及や衛生啓発活動を行う協力に着手
した。

•

都市貧困層のレジリエンス強化に向けた分野横断的なプログラム形成への着手：新型コロナの流
行に対しては、劣悪な衛生環境で人口が密集するスラムに居住する都市貧困層が最も脆弱であり、
都市開発、居住環境、保健、水・衛生等の分野を包括した分野横断的な都市感染症対策が必要で
ある。そのため、アジア、アフリカの 9 都市を対象として「COVID-19 等感染症に対する都市環
境改善プログラム形成準備調査」を開始した。本調査は、新型コロナの都市計画や都市行政への
影響を分析し、都市開発分野に対する協力の有り方を検討するとともに、機構の関連協力プログ
ラムの今後の方向性の検討及びプロジェクトの形成を行うものであり、水・衛生分野も重要な柱
となっている。

•

初の機構実施分の事業・運営権対応型無償資金協力の贈与契約締結：機構実施分の事業・運営権
対応型無償資金協力として初の案件となる「カンボジア国タクマウ上水道拡張計画」の G/A を
締結した。同事業では、プノンペン近郊カンダール州タクマウ市において、貧困層居住地区を対
象に 3 万 m3 ／日の浄水場を整備し、日本企業が 10 年間の運営・維持管理の事業権を得ること
になる。また、更なる事業・運営権対応型無償資金協力の案件として、「カンボジア国プンプレ
ック上水道拡張計画」の協力準備調査にも着手した。プノンペン及びカンボジアの水道分野に対
する協力は 1993 年以来 25 年以上に及んでおり、これらの協力によって築かれた信頼関係をベ
ースに、日本企業の海外展開を後押しするものである。

•

水供給における気候変動緩和策、適応策を推進する無償資金協力の形成：マーシャル諸島「マジ
ュロ環礁における貯水池整備計画」の G/A を締結した。本事業は、空港の滑走路から雨水を集水
して水源としている同国の首都マジュロの水道に対して、雨水貯水池の容量を約 1.5 倍に拡大す
るための協力であり、気候変動の影響で旱魃が発生した場合でも、水道水の供給可能日数が 55
日間から 77 日間に延び、水供給の気候変動に対する強じん性を高めることが可能となる。2018
年に福島県いわき市において開催された第 8 回太平洋・島サミットにおいて、日本政府が表明し
た支援の柱である「強靱かつ持続可能な発展の基盤強化」に資する協力として実施されるもので
ある。また、ヨルダン「ザイ給水システム改良計画」（無償資金協力）の協力準備調査を完了し、
G/A を締結した。首都アンマンへの水供給を担うザイ給水システムは標高差 1,200m を揚水する
施設であり、ポンプの稼働に消費する電力はヨルダン全体の電力消費量の 2.2％を占めている。
劣化したポンプ等の機材を更新し、故障や機能低下による給水量の低下を未然に防止するととも
に、エネルギー消費量や電力費用の削減を実現することで、気候変動の緩和策に資するものであ
る。
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•

新型コロナ対策としても重要な水供給・衛生のための協力の実施：手洗いに必要不可欠な水の供
給に対するニーズは高まっており、資金協力による施設や機材の整備を開始するべく、パラグア
イ「シウダ・デル・エステ都市圏水及び衛生事業」（円借款）の L/A を調印した。本事業は、2012
年に米州開発銀行（IDB）との間で創設された「再生可能エネルギー及び省エネルギーに対する
協調融資スキーム（CORE）」の対象分野を 2016 年に水・衛生、交通分野に拡大したことを受け
て案件形成したものであり、同スキームで初めての上下水道分野の案件である。また、インド「ラ
ジャスタン州地方給水・フッ素症対策事業（フェーズ 2）」（円借款）の L/A、ガンビア「第四
次地方飲料水供給計画」（無償資金協力）、スーダン「上水道施設運営維持管理改善計画」（無
償資金協力）、パキスタン「ファイサラバードにおける浄水場及び送配水管網改善計画」（無償
資金協力）、ベナン「クフォ県及びプラトー県における飲料水供給システム増強計画」（無償資
金協力）、モザンビーク「ニアッサ州における地方給水施設建設計画」（無償資金協力）の G/A、
ベトナム「ビンズオン省上水道拡張事業」（海外投融資）の融資契約を締結した。また、ヨルダ
ン「第二次北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊急改善計画」（無償資金協力）で
建設していた送配水施設が完工し、シリア難民及びその流入の影響を受けているヨルダン北部の
住民に対する水供給が改善された。さらに、UNICEF との連携によって、アフガニスタン「学校
における水・衛生環境改善計画」（無償資金協力）において、同国の 4 県の学校において衛生施
設の整備や衛生教育を行うことが決定した。

（2）水の供給、利用、管理や衛生に関する知識や技術の向上

•

新型コロナ対策をまとめた資料の作成、関係各国への提供：急激な感染拡大への対応を迫られた
開発途上地域の水道事業体に対して、日本の水道事業体による取組事例も紹介しつつ、10 の対策
を提案した「Possible Countermeasures by Water Utilities against COVID-19 - Based on Experiences of
Japanese Water Utilities -」を作成し、5 月に機構のウェブサイトで公表するとともに、協力を実施
中の 20 か国以上の実施機関にも提供した。また、機構による水・衛生分野での新型コロナ対策
の取組をまとめた「JICA's Intervention and Response to Water, Sanitation and Hygiene in the COVID19 Crisis」を 9 月に機構のウェブサイトで公表した。これらを基に対外発信を行い、9 月には英
国王立国際問題研究所（チャタムハウス）主催の国際ウェビナー「COVID-19 and Japan's Coordinated
Development Responses in Asia」に登壇した。

•

新型コロナ対策の課題・教訓の取りまとめ、機構の今後の協力にいかすためのプロジェクト研究
への着手：新型コロナの影響は社会の広範囲にわたっており、各国がそれぞれ試行錯誤のなかで
対策を講じている状況である。その効果や教訓を整理し、国内外の関係者に発信するとともに、
機構の今後の協力方針にいかすため、プロジェクト研究「水供給・衛生分野の新型コロナウイル
ス対策の教訓と必要な支援方策の検討」を開始した。都市部のインフォーマル居住地やスラム、
都市周縁部などの特に脆弱な地域への支援方策、水道料金収入の減少に伴う水道サービスへの影
響、イノベーションや DX も考慮したデータの活用、新型コロナと水・衛生の疫学的関連性、手
洗いに関する行動変容の促進要因などについて明らかにし、開発途上地域に対してナレッジとし
て提供していく。

•

留学生プログラム第 1 期生の修了とアフリカへの拡大：2018 年 9 月に受入を開始した留学生プ
ログラム「水道分野中核人材育成コース」の第 1 期生 4 人（カンボジア、ミャンマー（2 人）、
ラオス）が、コロナ禍による遠隔での研究指導を経て、東京大学大学院工学系研究科を修了した。
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修了に際して、オンラインで研究発表会を開催し、大学関係者、自治体、民間企業など 120 人以
上が参加した。また、これまでのアジアからの受入に加えて、2020 年度からアフリカに対象を拡
大し、東洋大学国際学研究科に 3 人（ケニア、マラウイ、ルワンダ）の受入を開始した。
•

メコン河の統合水資源管理に係る調査の開始：メコン河では、上流の中国が 6 か所の本流ダムの
運用を開始しており、加えて 2019 年には下流のラオスで 2 か所の本流ダムが稼働を始め、ベト
ナムのメコンデルタ等の下流部における浸食や塩水遡上、カンボジアのトンレサップ湖等の漁業
資源や農業への影響、豊かな生態系への影響などが懸念されている。さらに、2019 年から 2020
年にかけて記録的な水位の低下があったことから、流域の水資源管理、特にダムの運用による環
境社会影響に対する関心が高まっている。このような状況を受けて、ダム開発による環境社会影
響を明確にし、機構の協力戦略を検討するため、「メコン河流域における環境社会に配慮したダ
ム運用に係る情報収集調査」を開始した。本調査は 2018 年開催の第 10 回日本・メコン地域諸
国首脳会議で採択された「日メコン協力のための東京戦略 2018」に記載されているグリーン・メ
コンの実現や水資源管理に関する問題への対処に貢献するものである。

•

リモートセンシング技術を活用した遠隔での全国水資源調査の開始：フィリピンで 2019 年に全
国的な水不足が大きな社会問題となったことを受けて、フィリピン全土の水資源開発・管理計画
策定のために必要な情報収集を行い、水需給ギャップの大きい地域に対する実効性のある施策と
機構の協力方針を策定するため、「全国水資源開発・管理のための情報収集・確認調査」に迅速
に着手した。コロナ禍においてもリモートセンシング技術を活用し、遠隔での全国を対象とした
水資源調査を行うものである。

•

日本の水資源管理に関する開発経験の取りまとめ：日本は古来より多くの水害、水不足、水争い
などに悩まされ、とりわけ高度経済成長期には水需要の急増や、水質汚濁、地盤沈下などの諸問
題に直面し、ハード・ソフト両面での整備、改善を通じて、質の高い成長を成し遂げてきた。こ
のような日本の水資源管理の経験と教訓をまとめ、開発途上地域の政策決定者、行政関係者、実
務者等に向けて発信するため、プロジェクト研究「日本の水資源管理の経験」を開始した。成果
は、留学生プログラムや技術協力において活用するとともに、JICA 日本研究講座設立支援事業
（JICA チェア）を通じて開発途上地域に提供することも予定している。

•

官民連携（PPP：Public Private Partnership）導入、ブレンディッド・ファイナンス、水道整備基
金検討等の資金動員に向けた支援の実施：SDGs 達成に向けて、自立的に資金調達を行い水道サ
ービスの拡張や改善ができる水道事業体を増やすための協力アプローチを整理し、資金動員に取
り組む事業を実施した。具体的には、ミャンマーのヤンゴンにおいて、配水管理に係る PPP 案件
の組成に国際金融公社（IFC：International Finance Corporation）と連携して取り組むこととし、「ヤ
ンゴン市上水道配水に係る基礎情報収集・確認調査」の準備に着手した。また、ラオス「水道事
業管理能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）において、水道法に位置付けられてい
る水道整備基金の設立に向けた検討を支援した。さらに、ベトナムにおいて民間資金の活用を促
進する協力を形成するため、「水道分野における民間資金活用に係る情報収集・確認調査」を開
始した。ケニアでは水道公社による資金調達・動員シナリオについて検討するため、「都市給水
分野における資金協力有効活用のための情報収集・確認調査」を開始した。

•

オープンイノベーションの活用によるビジネスアイデア実現の促進：「アフリカ地域における破
壊的なデジタル技術に係るオープンイノベーション情報収集・確認調査」を通じ、ナイジェリア
を対象として、アブジャ水道公社、機構、スタートアップ、インキュベーションハブが連携した
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官民連携型オープンイノベーションを実施した。提案されたビジネスアイデアについて現地スタ
ートアップと協働した実証を行い、①水道料金のオンライン支払システム、②水道メーターの自
動検針のアプリを開発した。本支払システムの開発により、コロナ禍の下でも実証事業の 4 か月
間で収益は約 8 倍に増加するなど、水道料金の徴収を維持する効果が得られ、アブジャ水道公社
の公式 Twitter アカウントにも顧客から高く評価するコメントが寄せられた。また、自動計測に
よる検針と請求書発行に係る業務の効率化を支援し、紙の請求書を電子データに変更することで、
顧客一人当たりの請求書発行コストは 15 円から 2.5 円にまで削減された。現地リソースの活用
により、オープンイノベーションから実証事業開始まで 6 か月という短期間で成果をあげた。
•

自治体と連携した技術協力案件の形成・開始：24 時間、蛇口から飲める水道水を供給している日
本の自治体のノウハウを活用した技術協力を実施するため、自治体からの参加を得て、東ティモ
ール及びサモアにおいて詳細計画策定調査を行い、技術協力プロジェクトの開始に向けた計画策
定を行った。また、エチオピア、ネパール、パキスタンにおいて、自治体が出資して設立し、自
治体との人事交流もある第 3 セクターが専門家チームに入った技術協力プロジェクトが開始さ
れた。

•

脆弱層に対する水供給サービスの改善に向けた案件の形成：水は人間にとって最も基本的なニー
ズであり、復旧・復興・平和構築の過程にある脆弱な地域において、人間の安全保障の観点から
その必要性は極めて高い。2003 年以降に本格化したダルフール紛争からの復旧・復興の過程にあ
る地域を対象として、州水公社の事業計画策定能力や給水施設の維持管理能力を強化することを
目的として、スーダン「ダルフール 5 州における州水公社の行政能力向上支援プロジェクト」
（技
術協力プロジェクト）の詳細計画策定調査を実施し、事業計画の詳細を検討した。同じく平和構
築の過程にあるパレスチナ「ジェニン市水道実施能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェク
ト） では、コロナ禍で水道事業体の財政が悪化するなかでも脆弱層への水供給サービスを継続す
るための塩素剤や維持管理用機材等の緊急支援を行った。また、無償資金協力によって更に水供
給サービスを向上させることを目的としたパレスチナ「ジェニン市上水道整備計画準備調査」に
着手した。これらの事業を通じて、基本的な給水サービスを復旧し、住民の行政に対する信頼を
回復し、平和構築にも寄与することが期待される。

（3）SDGs 達成に向けた貢献（SDGs Goal 6）

•

SDGs Goal 6 ターゲット 6.1 の安全な水供給に資する案件として、47 件以上の資金協力による施
設整備を実施中である。また、SDGs のモニタリングに定められているアクセス、利用可能時間、
水質等の給水サービスを改善するため、水道事業のサービス改善や経営改善に係る支援として、
23 件以上の技術協力を実施中である。また、SDGs の原則である「誰も取り残さない」を実現す
るため、過去の教訓から今後の支援方策をまとめるプロジェクト研究「サブサハラ・アフリカ村
落給水及び衛生の課題と今後の支援方策の検討」を開始した。

•

SDGs Goal 6 ターゲット 6.4 の水利用の効率化に資する無収水対策に重点的に取り組み、14 件以
上の技術協力プロジェクトを実施中である。日本の水道事業体は平均 10％という世界的に見て
も低い無収水率を維持しており、そのノウハウを活用した協力を展開している。

•

SDGs Goal 6 ターゲット 6.5 の統合水資源管理の推進に資する案件として、インドネシアにおけ
る地盤沈下対策、イランにおける湖沼の水位低下・縮小に対処する水資源管理、スーダンにおけ
る地下水等の水資源管理、ボリビアにおける河川流域管理のプロジェクトを実施した。特に、現
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地で実際に問題となっている事象を取り上げ、ステークホルダーの合意形成の支援を通じた、ロ
ーカルコンテキストに即した問題解決を目指す取組を推進した。また、これら支援を通じ、実践
的な統合水資源管理の在り方について提示する論文を作成し、International Journal of Water
Resources Development の査読を受けている。
（4）事業上の課題及び対応方針

•

新型コロナの流行に伴い、水供給や手洗い等の衛生的な行動の重要性に対する認識が高まった
が、開発途上地域の実施機関は財務状況が悪化するなかで、新型コロナの予防に細心の注意を払
いつつ、水・衛生サービスの提供を継続する必要があるという難しい状況に置かれている。機構
は、財務状況の悪化を緩和し、エッセンシャル・ワーカーである職員を守りつつ、必要な水・衛
生サービスを継続するための緊急的な支援を継続するとともに、中長期的観点からの強じん性の
強化や SDGs の達成に向けた支援も行う方針である。その際には、保健医療、栄養、都市開発等
の関連する分野とも協調して成果を拡大することに留意する。

No.2-6 万人のための質の高い教育

関連指標
疎外されている人々に配慮した教育支援
アプローチ（研修教材等）の開発件数

基準値

1 件

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
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3 件

2 件

2 件

7 件

件

（1）子どもの学びの改善に向けた具体的な施策の実施状況

• 新型コロナに対応した学習機会喪失へのリカバリー支援：ラオス「算数学習改善プロジェクト」（技術
協力プロジェクト）では、小学校 5 年生用の新教科書原稿の執筆研修を教育スポーツ省の職員に対し
て、計 4 回にわたり遠隔で実施した。また、1・2 年生算数の教科書・指導書の配布に続き、2020 年
は 3 年生用算数の新教科書・指導書が全国の児童及び教師に配布された。
• ネパールにおける自主学習教材作成・公開：「教育の質向上プロジェクト」（技術協力プロジェク

ト）では、2019 年1 月より小学校1 ～ 3 年の算数教科書、教員用指導書の開発・改訂を支援して
おり、2020 年度は 1 ～ 3 年の教科書と小 1 教員用指導書の開発・改訂を完了した。また、当初
計画にはなかったが、新型コロナによる休校下の児童に向けて、新型コロナ感染拡大から間を置
かず、他ドナーと連携して算数自主学習教材を作成し、教育省のホームページで 2020 年 4 月下
旬に公開された。さらに、機構のプロジェクトが指導案作成の一部を支援した授業動画が
YouTube で配信された。
• ミャンマーにおける教科書等国家承認、コロナ禍における自宅学習ガイドライン等の開発：「初等

教育カリキュラム改訂プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、日本から遠隔で小学校 5
年生用全教科の教科書及び教師用指導書の開発を支援し、2021 年 1 月に教育省にて正式承認さ
れた。また、新型コロナの感染拡大により、2020 年 3 月より 10 か月にわたり学校が休校となったた
め、当初計画にはなかったが、現地ニーズに対応して、短縮カリキュラムの作成を支援し、休校中の
自宅学習教材及び教師・保護者向けの自宅学習ガイドラインを開発した。さらに、コロナ禍での子ど
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前中期目標期間（2012-2015）実績は、4 件
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もの学びの継続を促進する広報ビデオを制作し、同国教育省ホームページより発信した。

• バングラデシュ「小学校理数科教育強化プロジェクトフェーズ 3」（技術協力プロジェクト）で
は、「COVID-19 Response Program」を打ち出しており、その一環として国営テレビ局で全国放送する
小学校 1 年生から 5 年生の算数授業の映像コンテンツの制作を開始した。

• ニジェール、マダガスカル、ガーナ、セネガル、マリ、ブルキナファソにおいて、「みんなの学校
プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を実施し、コミュニティと学校の協働による教育開発
モデルの開発・普及を展開した。また、マダガスカルでは、2020 年 3 月以降の学校閉鎖による
学力低下への対策として、同国政府のイニシアティブの下、2020 年 4 月より同プロジェクトで
試行・開発した習熟度別の教育手法を活用した授業が国営教育番組で放映された。同プロジェク
ト対象地域の首都近郊の小学校教師らが番組に出演し、新型コロナ感染防止のための啓発も兼ね
たマダガスカル語、フランス語の授業及びプロジェクトによる学力向上モデルを活用し遊びなが
ら四則計算を学ぶ算数の授業を通じ遠隔教育を支援した。さらに、同モデルの試行により大幅に
成績が向上した上位 24 校に対して 100 冊の図書を贈呈した。加えて、UNICEF との連携により
同プロジェクトで開発した学力改善モデルを UNICEF 対象県での試行を通じ、約 20 万人の子
どもの学びを改善していくことを合意した。
• 日本式教育の導入・展開：日本の教育の特長である特別活動、朝学習、手洗い・歯磨き等を取り入
れたエジプト・日本学校（EJS：Egypt-Japan School）が、2020 年度は新たに 3 校設立された。さ
らに、EJS から特別活動の経験共有などを受ける既設の一般校 35 校が選定され、今後教員研修
を通した人材育成や授業研究会などの経験共有を行っていく。特に、新型コロナが蔓延するなか、
EJS を中心に実施している手洗い活動をエジプト全国に展開すべくビデオ教材を作成したほか、
これまで対面で行ってきたマスタートレーナーやEJS 教員向けの研修をオンライン化し、オンラ
インでの自習プログラムとライブ配信の研修を組み合わせて実施した。
• 新型コロナ緊急資機材支援：感染予防対策のため、事業実施国において教育省、職業訓練省、教育
施設向けにマスク、体温計、消毒剤等の PPE を 7 か国に対して供与した（セネガル、マリ、マ
ダガスカル、エチオピア、南スーダン、パレスチナ、エジプト）。
• 新型コロナに対応した教育分野特設ウェブサイトの立ち上げ：新型コロナの影響を受ける世界と日

本の教育を支援する専門家及び海外協力隊等の取組を網羅的に紹介する特設サイトを機構ホーム
ページ内に開設した。2020 年度は 45 件の記事を掲載し、機構のコロナ禍での教育支援活動に関
心のある市民、報道関係者へ一元的な情報提供を実施し、コロナ禍による世界的な休校措置のな
かでの機構の教育支援を広く広報した。また、機構ホームページ内に「「子どもの学びの改善」
のためのお役立ち情報」を新設し、教科書・教員用指導書、算数ドリル、動画（日本での数と計
算の理解）等これまでの教育協力の成果品を掲載し、退避帰国中の海外協力隊による活用を促進
した。
• 学びの改善を実現するための戦略性の強化：プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改
善アプローチのレビュー」を通じて、過去 10 年間に実施したカリキュラム・教科書改訂に対す
る技術協力案件をレビューし、子どもの学びの改善を目指したアプローチの成果、課題、教訓を
抽出し、今後の協力の方向性を取りまとめた。また、同プロジェクト研究の結果に基づき、2020 年 10
月に開発コンサルタントとの学びの改善アプローチに関する勉強会を開催した。

• 就学前教育の推進：エジプトでは、日本及びエジプトの両国間で合意したパートナーシップに基づ
き、モデル保育園 50 園（0 ～ 5 歳対象）を対象に、子どもの興味や主体性を重視する「遊びを
通じた学び」の実践による保育の質の向上を目的として、月齢・年齢別の遊び指導集の開発や保
育士研修等の活動を実施し、乳幼児の発達と成長を促す保育手法の導入を支援した。また、初等
教育の一環として運営されている幼稚園（4 ～ 5 歳対象）においても、子どもたちの非認知スキ
ルの向上を目的の一つとしてカリキュラムの改訂を進めた。特に、エジプト政府により日本式教
育の導入・普及を行う拠点として整備されている EJS の幼児学級では、日本の知見をいかした
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「遊びを通じた学び」をカリキュラムのなかに導入しており、質の高い就学前教育が提供される
よう、教員ガイドの開発や教育関係者への研修を行い、人材育成を支援した。
• ICT の活用：ICT 立国を目指すルワンダからの要請を踏まえ、教育分野における ICT 活用に関す
る案件形成を進めた。本事業は全国の初等算数の学びの改善を目的に、デジタル教材や学びの個
別最適化ツールの開発と現職教員研修・コミュニティ連携型補習活動を通じた普及を行い、子ど
もの初等算数学力向上と教員による ICT 利活用の推進を目指すものである。
（2）インクルーシブで平和な社会づくりのための教育に係る事業の実施

•

女子教育の推進：ニジェールでは、女子の就学促進を目的として、UNICEF と連携し、全国 8 州
で州ごとに教育フォーラム（州、県教育関係者、学校運営員会代表、自治体代表等が集まる会合）
を開催した。そこで誓約された活動がコミュニティで実行され（早婚モニタリング委員会の設立、
啓発活動の実施等）、女子生徒の中学 1 年生の中退率は 33.4％から 20.0％に、中学 2 年生への
進級率は 44.6％から 57.5％に大幅に改善された。

•

パキスタンでは、不就学児童の 6 割以上が女子、また成人識字教室の参加者も女性が多数を占め
ることを踏まえ、中等レベルのノンフォーマル教育及び成人識字教室を活用した縫製・美容分野
等職業訓練的な知識・技能の習得支援を目的とした新規案件を開始した。

•

不就学児童支援：パキスタンでは、2020 年 3 月から全国的に教育施設が閉鎖となったことによ
る学習の機会の喪失状況を受け、コロナ禍におけるノンフォーマル教育センターの再開に向けた
手順書の作成、授業計画やアセスメントの修正支援を行い、関係者等に対してセンター再開後の
感染予防策や授業計画見直しに係るトレーニングを実施した。

•

障害児支援：モンゴルでは、視覚障害者対象の学校に対し、全学年分の教科書に対応したモンゴ
ル語読上げ機能付きの DAISY プレーヤー 160 台（電子化済の教科書 75 冊分搭載）を供与した。
9 月に供与式、使用方法の講習を実施し、10 月以降順次使用を開始した。また、同国教育省を通
じ全国の公立 905 幼稚園、公立 662 学校及び付属の 522 寮の合計 2,089 施設に対し、室内消毒
用の消毒液及び噴霧器を供与した。その際、障害の有無に関わらず、全ての児童にとってわかり
やすい感染症予防・啓発動画と、教師や健常児等が障害児の感染症予防活動を支援するために必
要な配慮について分かりやすく情報をまとめたポスターも作成し、技術協力プロジェクトとの相
乗効果を図った。

•

スリランカでは、コロナ禍での遠隔による支援の制約がありつつも、6 月、7 月に計 76 人の特
別支援教育担当者・初等教育担当者が参加したインクルーシブ教育の推進を目的とした指導主事
研修を開催した。同研修を通じ、参加者間でお互いの役割と責任を認識しあうことができた。ま
た、スリランカで適応が見込める、日本のインクルーシブ教育の優良事例収集セミナーを 9 月に
開催し、教育省関係者 54 人の参加を得た。

•

プロジェクト研究「ポストコロナにおける教育協力検討のための基礎調査」（女子教育、不就学
児童、ICT）：新型コロナ感染拡大による生計手段の喪失・世帯収入の減少により、初等・中等
教育における退学者数は世界で 700 万人近くに上ると試算されており、不就学児童が増加する
とともに、開発途上地域の女子等の社会的不利な立場にある人々を中心に教育格差が拡大する恐
れがある。これら脆弱層を底支えすること、そしてウィズコロナ、ポストコロナ社会における学
習の在り方を検討するための基礎調査を開始した。女子や不就学者への対応や ICT を活用した
教育を推進する具体的方法を検討する予定である。

•

また、日本国内における SDG ターゲット 4.7 の多文化共生への貢献として、機構の協力を通じ
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エルサルバドルで開発した算数教科書・指導書・児童用練習帳を、機構横浜センターと神奈川県
教育委員会との連携の下、神奈川県厚木市及び愛川町でスペイン語ルーツの在日外国人児童の学
習支援教材として、県全域でも活用を視野に入れつつ、試行的に活用した。
（3）開発パートナーとの連携及び日本の基礎教育協力の優良事例の発信

•

コロナ禍での教育協力を考えるオンラインセミナー開催：外務省との共催でオンラインセミナー
「コロナ禍での教育協力を考える」を 6 月に開催し、コロナ禍がもたらす子どもたちの学びへの
影響と中長期的な支援ニーズについて、日本政府（外務省、文部科学省、経済産業省）、国際機
関（UNICEF 等）、開発コンサルタント、民間企業、NGO 等がそれぞれの問題意識や取組を共有
した。特に、民間企業の取組を紹介し、コロナ時代の教育協力における官民連携の可能性につい
て議論した。

•

GEM レポートローンチングセミナーでの発信：UNESCO の教育協力年次報告書「Global
Education Monitoring Report」の日本語版要約の編集に協力したほか、広島大学等とセミナーを 9
月に開催し、同報告書のテーマである「インクルージョンと教育」に関し、パキスタンのインク
ルーシブ教育の取組について発信した。

•

GPE による機構関係者向け研修：在外事務所の教育セクターを担当する関係者を対象とするリ
モート研修を「教育のためのグローバル・パートナーシップ（GPE）」と共同で開催した。初級
編と応用編の 2 部構成とし、地域別（アジア、アフリカ）・言語別（英語、フランス語）に開催
された研修には教育政策アドバイザー、海外拠点所員、現地職員を含む 150 人の関係者が参加し
た。資金調達や事業レベルでのドナー連携促進を目的に、教育セクター計画への参画について理
解を深めた。

•

オンラインでの能力強化研修開催：11 月に 4 日間、オンラインで「学びの改善に向けた総合的
なアプローチ」能力強化研修を開催した。研修には機構専門家、コンサルタント、NGO 等様々な
経験を持つ 20 人が参加した。日本国内のみならず、これまでは参加が不可能であった海外から
も複数名参加した。また、広くこれまでの教育協力の知見を共有するため、部分聴講として公開
し、内部聴講 171 人、外部聴講 101 人（いずれも延べ人数）の参加を得た。さらに、一部講義
は機構の人材募集サイト PARTNER に録画を掲載するなど、事業成果の積極的な発信に努めた。
研修では、受講者との双方向的なやり取りに努め、結果、受講者からのアンケートでは研修の総
合評価と満足度について、20 人中 18 人が「非常に満足」、2 人が「満足」と回答があり、高い
評価を得た。

（4）SDGs 達成に向けた貢献

•

SDGs Goal 4「すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する」に貢献するため、「SDGs ポジションペーパー（教育）」に基づき、SDGs ターゲット 4.1
に資する質の高い初等教育修了に向けた基盤整備を 21 件、4.c に資する質の高い教員輩出に向
けた協力を 15 件実施した。また、SDGs ターゲット 4.5 に資するジェンダー格差・脆弱層へ支
援を 3 件及び 4.6 に資する基本的な読み書き・算数能力向上に向けた案件を 13 件実施した。

（5）事業上の課題及び対応方針

2-25

•

コロナ禍の継続に伴い、教育・学習機会が失われ、将来的には就業機会にも影響するなど中長期
的に大きな影響を及ぼすことが危惧されている。コロナ禍での休校措置、対面と遠隔のブレンド
教育など、開発途上地域のコロナ禍での教育政策・対応方針を踏まえつつ、子どもの学習機会が
途切れることのないよう、これまでの支援の成果である教科書・教材のデジタル化、オンライン
が活用できない児童・生徒への配慮、手洗い・衛生面での支援等学校再開に向けた取組など、教
育行政、コミュニティ、開発パートナーと連携しながら取り組む。

No.2-7 スポーツ

関連指標
ボランティアを通じた活動
の裨益者数

基準値

7.3 万人

52

スポーツ分野における新規

2020年に

ボランティアの派遣人数

162 人

53

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

11.5 万人

22.9 万人

20.6 万人

11.4 万人

万人

265 人

215 人

256 人

1人

人

（注）2019 年度と同等規模の新規派遣を予定していたが、新型コロナ感染症拡大による海外渡航制限に伴い、体育・ス
ポーツ分野に限らず新規海外協力隊員派遣が困難な状況となった。かかるなかにおいても新規派遣の可能性を継続的に
検討し、渡航に係る安全面の確認等を経た結果、1 人のみ新規派遣を実現。

（1）海外協力隊員派遣、課題別研修や技術協力プロジェクト等の事業の実施

•

コロナ禍の影響に伴い、海外協力隊員派遣、課題別研修や技術協力プロジェクト等の実施が困難
となったものの、遠隔等で協力を継続した。スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT：Sport for Tomorrow）
54

の目標であった 1,000 万人以上への裨益は、2021 年 3 月末時点で約 1,200 万人に達し、同目

標を達成した。機構は半数以上となる約 683 万人に貢献した。
•

技術協力プロジェクト：ミャンマー「初等教育カリキュラム改訂プロジェクト」では、コロナ禍
のなかでも遠隔により、体育含めた教材開発を進めた。2021 年 1 月に、体育を含む小学校 5 年
生向け教科書が教育省に正式承認され、小学校全 5 学年全教科書開発が完了した。今後全ての小
学校で、同新教材を活用し、良質な体育の授業の実践が展開され、児童の技能や体力向上等が期
待される。ボスニア・ヘルツェゴビナ「スポーツ教育を通じた信頼醸成プロジェクト」では、本
事業の成果である保健・体育科の共通コアカリキュラムを基に、2020 年度、モスタル市の体育専
任教員に対する技術研修や学習指導要領の更新等行い、紛争予防の視点から同国の懸案だった教
育統合に寄与した。

•

52
53
54

ボランティア事業：コロナ禍の影響により、新規隊員の派遣中断や、派遣中隊員も一時帰国を余

2014-2015 実績平均
SFT目標値（2012年度実績（81人）を2020年までに倍増）
日本国政府が推進するスポーツを通じた国際貢献事業、2014年～2020年までの7年間で開発途上国をはじ
めとする100か国・1000万人以上にスポーツの価値を広げる取組。東京オリンピック・パラリンピック大会
の1年延期に伴い、SFTの期間も2021年まで延長された。
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儀なくされた。かかるなか、開発途上地域への支援の継続、国内課題解決への貢献、自己研鑽の
三つの柱を掲げ活動を継続した。開発途上地域支援の継続については、練習内容を動画で任地に
送付する、オンラインツールを活用して直接指導を行うなど、2021 年 3 月末時点で 140 例以上
を体育・スポーツ隊員が実施した。国内課題解決への貢献についても、国内のスポーツチームで
の指導、ホストタウンの取組への参加、ハフポストと連携した「世界を知ろう」学習チャネルで
のスポーツ番組の制作など、多くの体育・スポーツ隊員が自身の技術や知見をいかした活動を実
施した。自己研鑽については、国内のスポーツ関係団体や民間企業による講義受講や隊員経験者
との意見交換などの機会を提供し、延べ 230 人以上の体育・スポーツ隊員が参加した。2020 年
11 月以降は、開発途上地域の医療状況などを総合的に判断し、ベトナム、タイ、カンボジア、ラ
オス、セルビア、中国、ドミニカ共和国、ケニア、マダガスカル、ナミビア、ウガンダ、ガーナ、
ガボン、ジンバブエの 14 か国への渡航再開を始め、体育・スポーツ隊員も任地での活動を再開
した。
•

研修事業：障害者のエンパワメントや同分野を推進するリーダーの育成を目的とした課題別研修
「スポーツを通じた障害者の社会参加の促進」では、優良事例集をまとめた事前学習資料の作成
に加え、遠隔にて研修を実施した。また、体育教育の普及や質の向上を目的とした課題別研修「学
校体育」では、遠隔での実施は実現できなかったものの、筑波大学とオンデマンド化に向けた教
材作成を進めた。

（2）競技団体・大学等の関係機関とのネットワークの構築

•

日本オリンピック委員会との連携協定締結：日本オリンピック委員会（JOC：Japanese Olympic
Committee）と 2020 年 7 月に連携協定を締結した。本連携協定により、国際社会に対して「ス
ポーツと開発」に関するより戦略的な発信が期待できる。また、JOCが実施する国際人養成アカ
デミー 55 や JOC・NF 国際フォーラム

56

などで機構の事業概要説明などを通じて、日本国内の

スポーツ団体に対して広く情報発信が可能となり、国内における国際協力の裾野の拡大への貢献
が期待される。
•

2020 年 11 月にパリで開催された開発銀行サミット「Finance in Common」57 内で、フランス開発
庁主催「スポーツと開発」特別イベントにて、人間の安全保障の実現においてもスポーツが重要
な役割を果たす旨、機構理事長からのメッセージを発信した。また、JOC との連携により実現し
た、日本フェンシング協会太田雄貴会長からのメッセージも紹介された。さらに、同イベント内
にて創設された「スポーツと開発」共同体

58

への賛同を機構から表明し、今後国際機関・開発機

関等のリソースやネットワークを結集し、スポーツの力を活用した取組を推進予定である。
•

機構は 3 か月に一度開催される SFTC 運営委員会に参加した。SFTC 運営員会には外務省、スポ
ーツ庁のほか、日本スポーツ振興センター（JSC：Japan Sport Council）、日本オリンピック委員

55

56

57

58

国際スポーツ組織との関係強化並びに人材育成の一環として、将来JOCやJOC加盟競技団体を代表し、国
際連携・国際貢献の場において活躍できる人材を育成するために、JOCが年に一度開催しているもの。
JOCと国内の競技団体（NF：National Federation）が一体となり、チームジャパンとしての国際力強化のた
め、年に一度開催しているもの。
気候変動やSDGs達成に対する開発銀行の役割を議論することを目的に、全世界の約450の開発銀行が一堂
に会した初のサミット。2020年11月11日、12日にフランスのパリにて開催された。
2024年にパリで開催されるオリンピック・パラリンピック大会及び2026年にセネガルで開催されるダカ
ールユースオリンピックに向けて、「スポーツと開発」の取り組みを更に推し進めるために、開発金融機
関等のネットワーキングを目的としたプラットフォーム。
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会（JOC）、日本パラリンピック委員会（JPC：Japanese Paralympic Committee）などのスポーツ関
連団体が参加し、400 団体以上が加盟する SFT コンソーシアムの運営方法や、東京オリンピッ
ク・パラリンピック大会の 1 年延期に伴う対応などについて協議した。特に東京オリンピック・
パラリンピック大会延期に伴う SFT の延長については、機構の知見をいかしてスポーツと開発
の効果及びコロナ禍におけるスポーツの役割に係る提言を行い、議論をリードした。また、新型
コロナによる困難な状況を乗り越えるため、機構の働きかけにより、日本アンチ・ドーピング機
構（JADA：Japan Anti-Doping Agency）との連携による体育・スポーツ隊員向けのセミナー実施に
つなげた。
•

ホストタウンの取組を通じて自治体とのネットワークを強化した。機構の橋渡しによって南スー
ダンのホストタウンとなった前橋市では、南スーダン選手団の事前合宿に対してふるさと納税に
よる資金支援や市民によるコーチ・通訳のボランティア支援やチャリティ事業の実施など、行政・
市民が一体となった取組を進めており、機構も前橋市での南ス―ダン写真パネル展の実施や機構
職員による国際理解講座等を開催し、前橋市の取組に協力した。

（3）機構の体育・スポーツ分野の広報媒体の作成・配布やイベントの開催、相手国政府への発信

•

外務省と特定非営利活動法人国際協力 NGO センター（JANIC：Japan NGO Center for International
Cooperation）、機構の 3 者共催による国際協力共同キャンペーン「EARTH

CAMP ～ 輪

になって語ろう。地球の未来。～」59 内にて 2 つのスポーツ関連イベントを実施した。両イベン
トを通じ、多様なスポーツの可能性や日本及び開発途上地域の女子サッカーの現状と課題につい
て情報を発信し、併せて 1 万人以上の視聴を得た。
•

JICA 地球ひろば（市ヶ谷）にて、2020 年 6 月から 10 月にかけて「スポーツの力で世界を元気
に」をテーマとした企画展を実施し、4,045 人が来場した。また、同地球ひろばにて五輪応援企画
としてオンラインセミナーを 5 回実施し、計約 150 人が参加した。その他、ホストタウンと連
携したイベント内で体育・スポーツ隊員の活動や開発途上地域のスポーツの現状などを紹介した
ほか、各国内機関でスポーツに関連する企画展やセミナーを実施し、一般市民の理解及び参加が
促進された。

•

雑誌「Number」（2020 年 12 月号）にて、JOC 山下会長、JPC 河合委員長、機構理事長の 3 者
による鼎談が掲載された。「国際貢献におけるスポーツの可能性」をテーマに、障害者、男性、
女性、高齢者、全ての人々のスポーツを楽しむ権利、スポーツの力を通じた日本への信頼醸成、
世界の平和と発展への貢献について発信した。

•

ケニア女子バレーボールチーム（16 年ぶりにオリンピックへの出場権を獲得）やインドネシアの
アーティスティックスイミングの州代表チームに対する遠隔指導の様子など、体育・スポーツ隊
員の活躍ぶりに加えて、機構の橋渡しによって南スーダンのホストタウンとなった前橋市にて事
前合宿をする選手団に関連した機構の南スーダンでの協力や、JOC との連携協定締結などが新聞
各紙にて約 100 件取り上げられ、「スポーツと開発」に係る一般市民の理解促進につながった。

（4）SDGs 達成に向けた貢献
59

2020年10月6日（国際協力の日）から2021年3月までを期間とし、国際協力や国際交流に関するオンライン
イベントを中心に情報を発信。目玉となるメインイベントを1月30日と31日の2日間開催。
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•

既述の技術協力プロジェクトや、草の根技術協力事業、海外協力隊事業を通じた学校体育の支援
により、SDGs Goal 2、3、4 に貢献した。また、スポーツを活用した信頼醸成及び平和の促進に
加え、スポーツを通じた障害者や女性等のエンパワメント及び社会包摂推進を通じ、SDGs Goal
1、5、10、16 にも貢献した。

•

ボランティア事業での体育・スポーツ隊員の派遣等を通じて、開発途上地域におけるスポーツそ
のものの充実を図っており、SDGs Goal 8、11 に対して貢献した。国内のスポーツ競技団体や、
大学、自治体、民間企業等との連携促進により、SDGs Goal 17 に対しても貢献した。

（5）事業上の課題及び対応方針

•

オリンピック・パラリンピック後にスポーツに対する社会の注目が相対的に低下する可能性があ
ることから、スポーツと開発に係る取組を継続させるため、SFT 運営団体との意見交換を継続し
て実施する。また、
「スポーツと開発協力構想会議」に外部団体として参加しているスポーツ庁、
JOC、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会などの関係機関と、オリンピック・
パラリンピック後の方向性について協議を行い、東京オリンピック・パラリンピック競技大会終
了後の対応を検討する。

No.2-8 社会保障・障害と開発

関連指標
社会保障に係る研修実績
障害に関する研修等に参加した
機構事業関係者の人数

基準値

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

128 人

60

135 人

82 人

202 人

150 人

人

213 人

61

467 人

2,666 人

2,994 人

460 人

人

（1）社会保障制度の構築に向けた具体的な施策の実施

•

インドネシアにおける社会保険労務士に係る規則の制定実現：インドネシアにおける社会保障士
資格の創設に向け、専門家派遣や日本招へいを通じ政府関係 5 機関の間の法令策定のための調
整を支援した。その一環で、日本の全国社会保険労務士会連合会及び労働政策アドバイザー（長
期専門家）の協力を得て開催した「日本の社会保障セミナー」には、インドネシア政府関係機関
から 30 人以上が参加し、日本における社会保障制度の概要、社会保険労務士の資格及び実際の
業務内容、失業保険等について理解を深めた。インドネシア側関係機関による協議においては、
関係機関それぞれの立場から多様な意見が出されるなか、議論の方向性を定めるべく地道な支援
を続けた結果、最終的に国家社会保障審議会にてインドネシア版社会保険労務士を規定する規則
が制定された。また、モンゴル「社会保険実施能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）
では、接遇や徴収に係るマニュアルや研修開発ガイドラインが作成された。これらマニュアルや
ガイドラインをモンゴル側関係者が継続的に活用することで、顧客志向のサービスの定着やより

60
61

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
2014-2015 実績平均
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安定的な年金保険料の徴収、関係者の人材育成の推進が期待される。
•

モンゴルにおける労働安全管理能力の強化：モンゴル「建設分野における労働安全管理能力強化
プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、建設開発センター内に安全衛生トレーニング室
を設置し、高所作業のトレーニングに用いる仮設足場に加え、DX 推進の一環として、仮想空間
にて高所作業等の風景を映し出す VR（Virtual Reality） 機器等が配備され、トレーニング室にい
ながら実際の作業現場での安全を確保する手順を確認可能とし、訓練中に高所から転落する危険
性を回避する等、デジタル技術を用いてトレーニング環境の変容をもたらした。また、カウンタ
ーパートが構成員となるワーキンググループが議論や作業を重ね、安全施工サイクルや労働安全
に関する優良事例集、高所作業ガイドライン等を作成した。これら取組により、VR 機器等を用
いた安全衛生トレーニングを含め実地で安全衛生の技術を習得する機会の増加に加え、ガイドラ
イン等を用いて手順等を明確化することでトレーニングでの技術の定着を促進し、現場での労働
安全衛生の訓練機会の質の向上に貢献した。

•

コミュニティレベルにおける高齢者ケアの促進：タイ「高齢者のための地域包括ケアサービス開
発プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、急性期から慢性期に至るリハビリテーション
等の切れ目ないサービスの提供に向け、タイ国内 8 か所のパイロットサイトで地域包括ケアサ
ービスを試行した。また、シームレス・ケアに関するテクニカル・オンラインセミナーを開催し、
日本各地（長野県上田市、愛知県弥富市、福岡県北九州市）のリハビリテーション病院からの遠
隔講義とタイ人講師による講義を組み合わせ、タイ関係中央省庁行政官及びパイロットサイトの
医療従事者計 32 人の参加を得て研修を実施し、日・タイの学び合いを促進した。

•

課題別遠隔研修「高齢化対策」：今後急速な高齢化が進展することが予想されている開発途上地
域向けに、高齢化に伴う課題や必要な施策、特に日本の地域包括ケアについて経験の共有を行う
研修を実施した。コロナ禍により、全てのプログラムを遠隔で行い、アジア及び中米の計 6 か国
から研修員 11 人とオブザーバー 13 人の参加を得た。時差を考慮しオンデマンドによる講義動
画等での事前学習と全員参加によるオンラインセッションを組み合わせ、講義だけでなく高齢者
の住居や介護事業所の視察も実現するとともに、遠隔の強みをいかして大人数では視察しづらい
場面の訪問やタイと接続してタイの経験を講義してもらう等、付加価値の高い研修を提供した。

•

児童福祉：アジア 10 か国（タイ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、モンゴル、キルギス、バ
ングラデシュ、パキスタン、ネパール、ブータン）の児童福祉分野の現状調査及び日本の当該分
野の現状と国内リソースの情報収集・分析調査を開始した。同調査には、児童労働を調査対象に
含めており、児童労働撲滅に向けた事業を構築するための情報収集を進めた。また、新型コロナ
ウイルス蔓延により一層影響を受け、健やかな成長を脅かされる子どもとその家族の状況の情報
収集も含んでおり、本調査結果を踏まえ、コロナ禍における中長期的な支援策を検討する。

（2）社会的弱者への配慮に向けた具体的な施策の実施

•

事業への障害の視点の組込を推進する取組：機構の事業に携わるコンサルタント、NGO 関係者
を対象に能力強化研修「障害と開発」を実施し、38 人が参加した。コロナ禍を受けオンラインで
実施し、対面では参加出来ない地方や海外在住の方々も参加が可能となった。研修において、イ
ンフラ事業のみならず政策支援等の円借款、海外投融資案件の調査時に障害配慮の視点が組み込
まれるよう提案した。

•

エジプト「情報アクセシビリティの改善による障害者の社会参画促進プロジェクト」：印刷物を
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読むことに障害のある人に理解しやすい形式で図書・文書を提供するため、情報通信技術を活用
した DAISY（Digital Accessible Information System）普及促進に取り組んだ。2020 年度は図書館ス
タッフ等合計 24 人に対して、マルチメディア DAISY 図書製作の研修を実施した。これまでに
本事業を通じて育成した 42 人の DAISY 図書製作者とプロジェクトチームにより、33 タイトル
のDAISY 図書が完成し、印刷物を読むことに困難のある障害者の図書館へのアクセス改善に貢
献した。また、2020 年 3 月にはコロナに関する DAISY 化された啓発資料を制作するため、エ
ジプト赤新月社に対し DAISY 研修を行った。
•

モンゴルにおける障害者の社会参加促進への貢献：「ウランバートル市における障害者の社会参
加促進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で育成したファシリテーターにより、政府関係
者や民間企業を対象とした障害平等研修（DET：Disability Equality Training）を継続的に実施し、
その受講者が 1 万人を超えた。さらに、「障害平等研修の実施及びファシリテーターへの資格授
与に関する規則」が労働社会保障大臣令として発効し、同規則により事業予算が政府内で確保さ
れることになり、DET の事業化が前進した。本事業は 2020 年 5 月をもって終了したが、2021
年 2 月より障害者の就労支援に焦点を当てた事業をフェーズ 2 として開始した。

•

南アフリカ共和国「障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト」：本事業では、障
害者のエンパワメントと障害主流化を促進するために 3 つの人材育成研修（ピア・カウンセラー
育成研修、障害啓発ファシリテーター育成研修、アクセス調査員育成研修）を実施した。これら
の研修にて、191 人の障害者及び行政官（そのうち障害者は 153 人）が育成された。彼らによっ
て実施されたピア・カウンセリング、障害啓発活動、アクセス調査に合計 1,738 人の地域住民や
行政官（そのうち障害者は 600 人以上）が参加した。これらの成果を基に作成された障害者のエ
ンパワメント及び障害の主流化ガイドラインは 2020 年 12 月に使用開始が宣言された。今後、
全国の自治体に同ガイドラインが配布される予定である。

（3）SDGs 達成に向けた貢献

•

社会保障に関して、SDGs Goal 1 社会的保護（1.3）、脆弱者支援（1.4，1.5）、SDGs Goal 8 完全
雇用とディーセントワーク（8.5, 8.8）、SDGs Goal 10 社会保障政策を通じた格差是正（10.4）等
の SDGs Goal が設定されている。また、障害と開発に関しても、SDGs Goal 8 障害者就労（8.5）、
SDGs Goal 10 障害インクルーシブな開発（10.2）、SDGs Goal 11 障害者の物理アクセス（11.2,11.7）
等の SDGs Goal が設定されている。高齢者、障害者、子どもの社会的保護やそれを支える人材育
成を推進したほか、エジプトにおいて障害者の情報アクセス改善の活動、モンゴルや南アフリカ
において障害インクルーシブな開発の推進等、多岐にわたる項目に資する事業を既述のとおり実
施した。

（4）事業上の課題及び対応方針

•

コロナ禍において障害者や高齢者等の脆弱層が一層困難な状況にあることが判明した。これに対
し、緊急対応として、現在実施中の事業及び新規形成予定の事業の枠組みのなかで対応できる活
動を短期的取組として次年度以降積極的に追加実施を検討している。また、各国で社会的弱者の
おかれている状況は異なるため、各国のニーズ及び活用できるリソースを正確に把握した上で中
長期的対応策を検討する必要があることから、2020 年度は高齢化、障害国別調査や児童福祉調査
を実施し、各国の状況・ニーズを把握することに努めた。2021 年度は、同調査結果を踏まえた上
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で中長期的対応策を検討する。
•

2020 年度実施予定であったインクルーシブ防災やユニバーサル・ツーリズムに係る事業につい
てはコロナ禍により本邦研修が実現出来なかったものの、現地でローカルコンサルタントによる
調査や国内における関係者への情報収集等事業実施への準備をした。2021 年度は、同準備を踏ま
え本邦研修を実施する。

３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
SDGs や人間の安全保障等の国際的な潮流や日本政府の方針を踏まえ、引き続き強靭性、持続可
能性、包摂性に留意しつつ、業務実績報告書の「事業上の課題及び対応方針」にある①国内リソー
スの開拓や、②有識者意見にある最新技術や民間資金の活用及び他ドナーとの連携等に取り組むこ
とを期待する。その際、③新型コロナウイルス感染症の各国への影響、特に人々の基礎的生活に対
する脅威について情報収集・分析するとともに、「感染症対策の強化」や「保健システムの強化」
を通じた UHC の推進を中心として、ポストコロナにおいて人間中心の開発を推進するための取組
方針を検討し、一層迅速かつ効果的な事業実施に向けて取組を強化することを期待する。
（2）対応：
SDGs や人間の安全保障等の国際的な潮流や日本政府の方針を踏まえ、引き続き強靭性、持続可
能性、包摂性に留意しつつ、国内リソースの開拓、最新技術や民間資金の活用及び他ドナーとの連
携等に取り組んだ。
保健分野では、UHC を目指した強じんな保健システムの強化及び新型コロナ対策を含む感染症
による健康危機時の対応のための公衆衛生上の備えの強化を念頭に「JICA 世界保健医療イニシア
ティブ」を形成・推進した。また、世銀グループが提唱するHuman Capital の更なる推進に向け、各
国レベルの協力において、UHC の推進と新型コロナ対策の強化を含む世界との共同イニシアティ
ブを推進した。
水・衛生分野では、リモートセンシング技術を活用した遠隔での全国水資源調査を開始したほか、
オープンイノベーションを通じてオンラインでの水道料金の支払いや自動検針の実証を行った。ま
た、民間資金の活用に向けて、ヤンゴンにおける PPP 案件組成に係る IFC との連携、ベトナムに
おける民間資金活用に向けた基礎情報収集・確認調査等を実施した。さらに、プロジェクト研究「水
供給・衛生分野の新型コロナウイルス対策の教訓と必要な支援方策の検討」に着手し、コロナ禍に
よる影響に関する情報収集・分析を実施したほか、新型コロナウイルス対策の取組方針を対外的に
公表し、必要な対策資機材の緊急調達、「JICA 健康と命のための手洗い運動」、国際 NGO と連携
した保健施設、学校への手洗い設備普及や手洗い啓発、分野横断的な都市感染症対策の案件形成等
を実施した。
教育分野では、コロナ禍による休校を踏まえ、自宅学習教材等の作成・公開や、新型コロナに対
応した教育分野特設ウェブサイトの立ち上げを実施した。
スポーツ分野では、日本オリンピック委員会（JOC）や日本サッカー協会（JFA）、日本プロサッ
カーリーグ（J リーグ）、日本ラグビー協会（JRFU）等のスポーツ関連組織に加え、大学やホスト
タウンとなった自治体等とも連携し、国内リソースの開拓を推進した。
社会保障・障害と開発分野では、高齢化分野や児童福祉分野での国内調査を実施し、開発途
上国で適用可能な国内における実践事例の整理や新たな国内リソースの発掘を推進した。

３－４．年度評価に係る自己評価
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＜評定と根拠＞ 評定：S
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果をあ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 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）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、目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与、外交政策上
の観点から設定された重要又は難易度の高い目標の達成）を満たしており、当該事業年度における
中期計画の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、①「JICA 世界保健医療イニシアティブ」の形成・推進、②ケニア、ガーナ、ベトナ
ム、ミャンマー等での新型コロナ対策への貢献、③アフリカでのポリオ根絶への貢献、④コロナ禍
での水供給サービス継続への貢献、及び「JICA 健康と命のための手洗い運動」の始動、⑤ミャンマ
ーでの教科書等の国家承認及びコロナ禍における自宅学習ガイドライン等の開発、⑥日本オリンピ
ック委員会との連携協定締結等、特筆すべき成果をあげた。
ア UHC を目指した保健システムの強化
◎ 「JICA 世界保健医療イニシアティブ」の形成・推進【①②】：世界中に新型コロナの甚大な
影響が及ぶなか、機構理事長は 5 月、機構の決意表明を緊急発信。UHC を目指した強じんな
保健システムの強化及び感染症による健康危機時の対応のための公衆衛生上の備えの強化を
念頭に、日本が同分野の国際協力を主導して新型コロナに対応すべく「JICA 世界保健医療イ
ニシアティブ」を形成し、各種事業を推進。
◎ ラオス初の全国看護師・助産師国家試験の実施【①②】：日本の国家試験制度の仕組みを活用
し、ラオスの実情に即した保健人材の資格制度構築のための法令整備に着手。コロナ禍でも、
遠隔協力を通じて周到な準備を重ね、同国初の全国レベルの看護師国家試験の実施が実現。
◎ ケニアにおける UHC 達成のための保健セクター政策借款・新型コロナ対策への貢献【①②】：
約 40 年にわたる機構の支援を通じて東アフリカ域内の拠点ラボ・研究機関として発展してき
ている。ケニア中央医学研究所（KEMRI）において、国内半数以上及び隣国ソマリア等の新型
コロナ検査に対応するなか、KEMRI に対し PCR 検査キット 5 万検体分を供与。また、保健
財政及び保健サービス提供能力の強化等を目的とした保健セクター開発政策借款の借款契約
（L/A）に調印。これら包括的な支援により、ケニアにおける UHC の達成及び新型コロナ対
策へ大きく貢献。
〇 UHC 実現に資する保健システムの強化や人材育成を実施（ラオス、ベトナム、フィジー、モン
ゴル、バングラデシュ等）。
〇 国連ハイレベル政治フォーラム大臣級ハイレベル会合、IMF/ 世銀年次総会イベント等の国際
会議にて、機構の取組・成果を発信。
イ 感染症対策の強化
◎ アフリカのポリオ根絶への貢献【②③④】：機構は、UNICEF、WHO、ビル＆メリンダ・ゲイ
ツ財団等と連携し、アフリカ最後の野生株ポリオ常在国であったナイジェリアのポリオ対策を
支援した結果、WHO がアフリカからのポリオ根絶を宣言。ナイジェリア大統領から機構理事
長に長年にわたる支援への感謝状が授与されたほか、機構の功績が国内外に広く認知。
◎ ガーナ及び周辺国の新型コロナ検査機能向上に係る発展的な成果発現【①②】：ガーナ及び周
辺国の感染症対策において重要な役割を担い、国内の新型コロナ PCR 検査の大半を担うガー
ナ野口記念医学研究所に対し、自動核酸抽出装置等の検査用機材の供与等を通じて、検査機能
の拡充に寄与。加えて、各国での新型コロナ対策に係る喫緊のニーズに応えるべく、ウイルス
学に比重を置いた第三国研修（9 か国 15 人参加）も実施。周辺参加各国での新型コロナ対策
にも寄与するなど、機構の長年の支援を通じた発展的な成果が発現。
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◎ 新型コロナ緊急資機材供与・資金協力支援【①②】：長年の協力で培った人的ネットワークを
最大限活用し、感染の拡大初期から各国のニーズを迅速に把握し、延べ 70 か国に新型コロナ
緊急資機材の供与、技術的支援等を実施。教育、水・衛生、交通等幅広い社会サービスの継続
にも貢献。
◎ 長年の機構の取組を基盤に、ベトナム新型コロナ対策包括的支援・効果の最大化【①②】：新
型コロナ検査に対応可能な検査施設を大幅に拡充（2020 年 2 ～ 5 月に 4 機関から 53 機
関）。また、国内各地域で主要な役割を果たす病院に対して人工肺、人工呼吸器、個人防護具
等の感染患者の治療に必要な機材供与や下位レベル病院の医療人材を対象とした能力強化研
修等を実施。感染拡大下、南部チョーライ病院では、供与した人工肺を引渡当日から患者治療
に活用するなど、時宜を得た貢献。長年にわたる機構の支援で醸成された信頼関係と能力強化
を基盤に、予防・治療・検査体制強化に係る包括的な支援を展開。協力の効果を最大化させ、
同国のコロナ対策に大きく貢献。
◎ ミャンマーにおける新型コロナ対策・官民連携による迅速な支援の展開【①②】：同国の新型
コロナ感染者増加に伴い、検査実施不全が深刻な状況下、的確かつ迅速にニーズを把握し、検
査試薬、検査キットの供与等、検査体制の拡充に寄与。また、国立保健衛生研究所に派遣専門
家による新型コロナ検査診断の国家戦略計画及び各種ガイドライン改定や検査データ管理を
支援したほか、防護服の着脱方法に関する教育動画を作成し、保健省傘下の医療従事者の理解
促進に貢献。さらには、機構の「普及・実証・ビジネス化事業」を活用した北島酸素㈱、㈱大
同工業所と連携し、医療用酸素や治療関連の資機材を供与。機構の事業を通じて育成したメデ
ィカルエンジニアが保守管理に当たり、適切な維持管理に取り組むなど、民間企業との連携優
良事例となる迅速な支援を展開。
〇 公衆衛生の強化に向けた検査室の能力・サーベイランスを強化（ギニア等）
〇 JICA 開発大学院連携等を通じた感染症分野の人材育成（ベトナム、ケニア、ガーナ、ザンビ
ア、ナイジェリア、コンゴ民主共和国）
〇 ブラジルでの SATREPS を通じた新型コロナウイルス検出に係る産学官連携活動を始動。
ウ 母子保健の向上
◎ パキスタンのアクセス困難地域における予防接種体制強化【③】：これまで十分な予防接種活
動が行われてこなかったアクセス困難地域（季節移住者や難民・遊牧民が生活）を対象に、定
期予防接種や母子保健サービスの強化を推進。対象地における乳幼児の 54％への予防接種を
実現したほか、ファミリー健康手帳（20,000 部）の住民配布等を通じ、妊産婦向けの知識向上
に寄与。「ポリオ感染拡大防止・撲滅計画」（国際機関連携無償資金協力）と併せて、同国の
ポリオ撲滅に向けた取組にも貢献。
〇 乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善に向けた事業を実施（ミャンマー、グアテマラ等）。
〇 母子手帳を含む家庭用保健記録の国際標準ガイドラインに基づき、「実施ガイド」の策定準備
を開始し、WHO、UNICEF と共に機構の取組を発信。機構、WHO 及び UNICEF の 3 者基本
合意文書に基づき、プラットフォームに係る枠組みを具体化させ、非公式会合を複数回開催。
〇 新型コロナを踏まえた母子手帳の活用検討、外部資金（世銀等）を活用したオンライン研修活
動等、各国の状況、ニーズに対応した母子手帳の普及活動を展開（インドネシア、ガーナ、ア
ンゴラ等）。
エ 栄養の改善
〇 コロナ禍で急性栄養不良人口が急増するなど脆弱層を中心に深刻な影響を受けたことを踏ま
え、栄養関連の協力を迅速に展開（ミャンマー、モンゴル、バングラデシュ、マダガスカル等）。
〇 世界食糧計画（WFP：World Food Programme）との間で、コロナ過により食料安全保障が脅か
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されている脆弱層に対する食料提供と栄養啓発を組み合わせた連携事業に係る協議を推進。
〇 栄養改善の国際的取組として、世界栄養報告 2020 の出版に向けた協力を実施したほか、栄養
改善拡充イニシアティブ（SUN：Scaling Up Nutrition）年次会合にて機構理事長より栄養不良克
服に係る日本の経験や知見をいかした協力に取り組む考えを表明。
〇 「栄養改善事業推進プラットフォーム」への参加を推進（2021 年 3 月末現在 78 企業 / 団体
参加）。また、同プラットフォーム参加企業による事業形成を支援（カンボジア、ミャンマー
等）。
〇 各国の状況・ニーズを踏まえた栄養改善事業の形成・実施（ソロモン、グアテマラ、ガーナ、
モザ ンビーク、ルワンダ等）
〇 IFNA 地域会合の開催を通じたアフリカ各国の参加推進、「IFNA 実施ハンドブック」の作成、
IFNA 国別アクションプランの策定及び案件形成の推進、IFNA 事務局の体制強化等を通じて
IFNA を推進。
オ 安全な水と衛生の向上
◎ 新型コロナ感染拡大に対する緊急支援の展開・水供給サービス継続への貢献【①②】：コロナ
禍の影響で多くの水道事業体が、料金収入の激減や予算配賦の減額に直面し、水供給サービス
の継続が危ぶまれるなか、先方実施機関の緊急の要請に応え、資機材等の調達、事業継続計画
の策定、給水車による給水システムの立上げ等の支援を、約 20 か国で迅速に展開し、水供給
サービスの継続に貢献。
◎ 「JICA 健康と命のための手洗い運動」の開始、衛生行動の改善を通じた新型コロナ対策の推
進【①②】：新型コロナ感染予防促進のため、「JICA 健康と命のための手洗い運動」として、
新型コロナ感染予防と健康増進に向けた手洗い設備の整備や啓発活動に取り組み、48 か国約
200 件の取組を実施。例えば、エチオピアの首都アディスアベバ市では、JICA 海外協力隊が啓
発ポスターを作成し、同市の全幼稚園・小学校で 2 万人以上の子どもたちに配布。また、マダ
ガスカルでは水・衛生担当大臣が海外協力隊員作成の手洗いソングを率先して広める等、協力
隊員の創意工夫による手洗い啓発活動も多数実施。さらに、漫画家の井上きみどり氏の協力に
より正しい手洗いのタイミングや方法を伝えるポスターを作成し、26 か国語に翻訳して世界
中で普及活動を展開。
◎ オープンイノベーションによるビジネスアイデア実現の促進【②】：ナイジェリアのアブジャ
水道公社、スタートアップ、インキュベーションハブと連携して官民連携型オープンイノベー
ションを実施。現地スタートアップと協働でビジネスアイデアの実証を行い、①水道料金のオ
ンライン支払システム及び②水道メーターの自動検針のスマホアプリを開発。①では約 8 倍
の収益増、②では顧客一人当たりの請求書発行コストの大幅削減（15 円→ 2.5 円）が短期間で
実現。
〇 安全な水へのアクセス改善、及び水の供給、利用、管理や衛生に関する知識や技術の向上に資
する事業を全世界で実施。
〇 急激な感染拡大への対応を迫られた開発途上地域の水道事業体に対して、日本の水道事業体に
よる取組事例も紹介しつつ、新型コロナ対策や機構の取組に係る資料を作成・公開・発信。
カ 万人のための質の高い教育
◎ ネパールにおける自主学習教材作成・公開【②】：小学校 1 ～ 3 年の算数教科書及び小 1 教
員用指導書の開発・改訂を完了したほか、新型コロナによる休校下の児童に向け、感染拡大か
ら間を置かず、他ドナー連携により、算数自主学習教材を作成し、同国教育省ホームページで
公開。
◎ ミャンマーにおける教科書等国家承認、コロナ禍における自宅学習ガイドライン等の開発
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【②】：小学校 5 年生用全教科の教科書及び教師用指導書の開発を遠隔で支援し、教育省にて
正式承認。また、コロナ禍による休校措置に対応し、自宅学習教材及び教師・保護者向け自宅
学習ガイドラインを開発。
〇 新型コロナの影響を受ける世界と日本双方の教育を支援する専門家及び海外協力隊等の取組
を紹介する特設サイトを機構ホームページ内に開設。機構のコロナ禍での教育支援を一元的に
広く発信。また、機構ホームページ内に「「子どもの学びの改善」のためのお役立ち情報」を
新設し、教科書・教員用指導書、算数ドリル、動画等これまでの教育協力の成果品を掲載。
〇 子どもの学びの改善に資する事業を実施（ラオス、バングラデシュ、エジプト、ガーナ、ブル
キナファソ、マダガスカル、セネガル、ニジェール、マリ等）。
〇 インクルーシブで平和な社会づくりのための教育を推進（モンゴル、パキスタン、スリランカ、
ニジェール等）。
〇 感染予防対策のため、事業実施国において教育省、職業訓練省、教育施設向けにマスク、体温
計、消毒剤等の防護具を 7 か国に対して供与。時宜を得た迅速な支援を展開。
キ スポーツ
◎ 日本オリンピック委員会との連携協定締結【②】：日本オリンピック委員会と連携協定を締結。
これにより、国際社会に対して「スポーツと開発」に関するメッセージをより戦略的に発信で
きる体制が構築されたほか、国内の幅広い団体への情報発信等を通じた国際協力の裾野の拡大
にも寄与。
〇 ミャンマーでは、コロナ禍でも遠隔協力を通じて、体育を含む初等教育教材の開発を支援し、
同国教育省により正式に承認。ボスニア・ヘルツェゴビナでは、技術協力の成果である保健・
体育科の共通コアカリキュラムを基に、体育専任教員に対する技術研修や学習指導要領の更新
等行い、紛争予防の視点から同国の懸案である教育統合に貢献。
〇 スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT：Sport for Tomorrow）の目標達成に寄与したほか、コロ
ナ禍で一時帰国中の JICA 海外協力隊員による遠隔での活動継続等を通じて、体育・スポーツ
分野の協力を推進。
ク 社会保障・障害と開発
◎ インドネシアにおける社会保険労務士に係る規則の制定実現【②】：インドネシアでの社会保
障士資格の創設に向け、専門家派遣や本邦招へいを通じて政府関係 5 機関の間の法令策定の
ための調整を支援。地道な調整・支援を継続した結果、インドネシア版社会保険労務士を規定
する規則の制定が実現。
◎ モンゴルにおける障害者の社会参加促進への貢献【②】：機構事業で育成したファシリテータ
ーにより、政府関係者や民間企業を対象とした障害平等研修を継続的に実施（受講者は延べ 1
万人超）。「障害平等研修の実施及びファシリテーターへの資格授与に関する規則」が労働社
会保障大臣令として発効され、政府内での事業予算確保が決定。
〇 社会保障制度の構築、社会的弱者への配慮に向けた事業を形成・実施（タイ、モンゴル、エジ
プト、南アフリカ等）。
〇 機構事業関係者向けの研修「障害と開発」を実施。
３－５．主務大臣による評価
評定：S
＜評定に至った理由＞
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（定量的実績）
【指標 2-8】
「学びの改善のための支援により裨益した子どもの人数」が目標値（110 万人）を約 188％
上回る 317 万人となり、中期目標期間において着実に指標を達成していると考えられる。
「機構の
支援を得た保健医療サービスの裨益想定人口」は、2018 年度に目標を達成した。
（定性的実績）
１．UHC を目指した保健システムの強化（
【指標 2-1】
「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
実現に資する、政策・制度の導入・改革、能力強化等の保健システムの強化に係る支援の実施状況」）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・ケニアにおける保健セクターでの開発政策借款や、機構が 40 年にわたり支援してきたケニア
中央医学研究所への新型コロナ対策支援に代表されるように、新型コロナの影響も踏まえつ
つ、各地域における保健・医療体制の強化に取り組んだ。こうした取組を「JICA 世界保健医療
イニシアティブ」と銘打って推進したことは、新型コロナとの闘いにおける日本政府の方針に
も適ったものである。
２．感染症対策の強化（
【指標 2-2】
「強じんな保健システムの構築に資する、感染症への対応能力
の強化に係る支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・新型コロナの世界的流行の中、危機に対応するための支援を迅速かつ広範に実施した。過去に
無償資金協力によって開設されたガーナの野口記念医学研究所への支援など、これまでの機構
事業の成果も活用しつつ、延べ 70 か国に対し、資機材の供与や技術支援を展開した。
・新型コロナ以外の感染症についても、これまで様々な機関と連携して長年ナイジェリアのポリ
オ対策を支援してきた結果、WHO によりアフリカからのポリオフリーが宣言され、ナイジェ
リア大統領から機構理事長が感謝状を授与されるといった成果があった。
３．母子保健の向上（
【指標 2-4】
「母子保健サービスの向上に資する、看護・助産人材育成等に係
る支援及び母子手帳の普及と国際的認知の向上に係る取組の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・WHO、UNICEF との連携の下で母子手帳導入・活用に向けたプラットフォームを立ち上げ、活
動を展開したほか、ガーナでは WHO、UNICEF が実施する研修に母子健康手帳研修を組み込
むため働きかけるとともに、機構事業を通じて作成した研修パッケージを世銀等の資金を活用
して実施するなど、母子手帳の普及促進を進める上で適切に他機関を巻き込み効果の最大化を
図ったと認められる。
４．栄養の改善（
【指標 2-5】
「栄養状況の改善に資する、分野横断的かつ民間の活力も活用した支
援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・新型コロナ感染拡大が脆弱層を中心に深刻な影響を及ぼす中、栄養改善に向けた協力をモンゴ
ルやマダガスカル、バングラデシュ等で迅速に実施した。
５．安全な水と衛生の向上（
【指標 2-6】
「安全で安価な水の確保に資する、安全な水へのアクセス
改善や水の供給・利用・管理や衛生に係る能力向上支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・新型コロナへの対策として、
「JICA 健康と命のための手洗い運動」を開始し、手洗いの重要性
について 48 か国において約 200 件の啓発活動を展開した。エチオピアでは海外協力隊員が作
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成したポスターが首都市内全ての幼稚園と小学校で 2 万人以上の子どもに配布され、マダガス
カルでは水・衛生担当大臣が協力隊作成の手洗いソングを普及させるなど、各国で大きな成果
を挙げた。さらに、新型コロナの影響を受け多くの水道事業体が料金収入激減など運営上の困
難に直面する中、約 20 か国で水供給サービスの継続に向けた緊急的な支援を実施した。
・ナイジェリアでは、現地スタートアップ企業と連携した実証事業の結果、収益が 8 倍、顧客一
人あたりの請求書発行コストが約 15 円から約 2.5 円に削減されるなど、オープンイノベーシ
ョンの活用により高い成果を挙げた。
６．万人のための質の高い教育（
【指標 2-7】
「子供の学びの改善に資する、質の高い教育環境の提
供、ジェンダー配慮・女子教育の推進、及び疎外されている人々への教育拡大に係る支援の実施状
況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・ネパールで新型コロナによって休校中の児童に向け、他ドナーと連携して自主学習教材を作成
公開したほか、機構事業の支援も受けて授業動画が YouTube で配信されるなど、教育・学習
機会の確保に向けた取組を各地で推進した。
７．スポーツ（
【指標 2-9】
「スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に資する、関係機関との連携強
化やスポーツを通じた支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・スポーツ分野における我が国政府の国際貢献策である SFT について、2021 年 3 月末時点で裨
益者は約 1,200 万人に達したが、機構はこのうち半数以上となる約 683 万人に貢献した。
・日本オリンピック委員会（JOC）と連携協定を締結するなど、
「スポーツと開発」に関する情報
発信体制の強化に努めた。
８．社会保障・障害と開発（
【指標 2-11】
「障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害の視点
の組込に係る取組状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・インドネシアにおいて、専門家派遣や本邦招へいを通じ、インドネシア版社会保険労務士を規
定する規則の制定に貢献したほか、モンゴルでは障害平等研修を継続的に実施し、「障害平等
研修の実施及びファシリテーターへの資格授与に関する規則」が労働社会保障大臣令として発
効されるなど、相手国政府の意思決定に重要な貢献が見られた。
（結論）
以上により、定量指標が 120%を越える結果を得たこと、年度計画において予定されていた取組
を着実に実施したほか特筆すべき定性的な成果が多数見られること、それら成果には質的に顕著な
成果が多く認められることから、中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果が得られている
と認め、
「S」評価とする。
具体的には、ケニア中央医学研究所やガーナ野口記念医学研究所をはじめとして、延べ 70 か国
に対し新型コロナ対策に係る支援を迅速に展開したこと、
「JICA 健康と命のための手洗い運動」の
下で 48 か国において約 200 件の感染症防止に係る啓発活動を実施したこと、感染症の影響を踏ま
え水供給サービスの継続に向けた緊急的な支援や教育・学習機会の確保に向けた支援、栄養改善に
係る支援を実施したことなど、各分野において新型コロナに迅速かつ適切に対処した。これは、我
が国の開発協力の基本方針である「人間の安全保障の推進」や UHC をはじめ、重要な外交政策の
実現に貢献したものとして高く評価される。また、関係機関との連携を通じた母子保健手帳の普及
促進、オープンイノベーションの活用による高い効果の発現など、機構の自主的な取組による創意
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工夫も認められる。
これらの成果は「開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進」に寄与する
とともに、新型コロナの世界的な感染拡大への対応を始めとして、開発協力大綱に掲げる「我が国
の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の
実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護」等にも顕著に貢献するものである。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
上記評価を踏まえ、引き続き新型コロナ対策に係る支援を各分野で迅速かつ適切に展開するとと
もに、栄養サミット等の国際会議における政府方針も踏まえつつ、各分野において「人間の安全保
障」や UHC の実現、SDGs の達成に貢献する協力を推進することを期待する。この際、新型コロナ
の収束に向け、保健・医療分野での協力を一層強化すべく取り組まれたい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・例えば、ミャンマーの軍事クーデーターにより影響を受けた人びとへの緊急人道支援のニーズ等
を想定し、政府間援助である ODA の難しさはあるが、E/N を結ばずとも、人道的な見地から、食
料、医薬品などの機動的な人道支援を行うことを考えられないか。JDR と連動したり、NGO を通
じた支援を組みあわせることも一案であろう。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.3

普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現

業務に関連する政策・ 開発協力大綱、自由で開かれたインド太平洋、女性・平和・安全保障に関す
る行動計画、法制度整備支援に関する基本方針、
「ビジネスと人権」に関す
施策
る行動計画
当該事業実施に係る 独立行政法人国際協力機構法第 13 条
根拠（個別法条文等）
当該項目の重要度、難 【重要度：高】
【難易度：高】治安や紛争影響下での特殊な要因下で事業運
易度

営を行う必要があり、目標達成に法人の創意工夫を要し、かつ外部要因に
事業実施を規定する条件が大きく左右されるため。

関連する政策評価・行 令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力
政事業レビュー

令和 2 年度行政事業レビューシート番号 0144 無償資金協力、0145 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

達成目標

（定量指標）
中東地域安定化のための包括的
支援に係る公約達成のための育
成人材数

15,000 人
（2016-2018） 62

目標値
/ 年

5,000 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

6,115 人

5,279 人

－

－

－

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

支出額（百万円）

5,647

5,075

4,497

3,303 63

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.（3）
年度計画
1.（3）普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現
ア 公正で包摂的な社会の実現
•

「自由で開かれたインド太平洋」等を踏まえつつ、市民の諸権利の保障・実現や質の高い経済
成長に資する公正かつ透明な法・司法制度の整備・運用、中央・地方の行政、公共放送の機能
強化等に向けた事業を実施する。

•

特に、TICAD7 を踏まえ、アフリカ地域に対する協力の充実を図るとともに、第 14 回国連犯
罪防止刑事司法会議（京都コングレス）に対する貢献を行う。加えて、市民の司法アクセスに
係る支援を継続するとともに、国際関係における法の支配や「ビジネスと人権」の促進に資す
る具体的取組を進める。

•

行政機能の強化と質の向上を図るべく、アジアでは、行政運営を主導する幹部行政官の人材育
成を、アフリカ・中南米等では、地方行政機能の強化を実施する。

62

2016 年 5 月の G7 伊勢志摩サミットにおける中東地域安定化に係る日本の公約で示されている達成目
標を基に、機構貢献分を 75％として想定して設定する。中東地域安定化のための包括的支援の目標値：2016
年から 2018 年に 2 万人

63

暫定値
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イ 平和と安定、安全の確保
社会・人的資本の復旧・復興、基礎的社会サービスの改善と、これに資する政府機関（特に地

•

方行政機関）の能力強化に向けた事業を実施する。
特に、フィリピン・ミンダナオでの平和と開発に係る支援や、国際機関とも連携しつつウガン

•

ダ、ザンビア等での難民受入コミュニティに対する地方行政能力の向上支援を行う。
治安機関や海上保安機関等の法執行機関の機能強化や、安全なサイバー空間の実現、地雷・不

•

発弾処理機関等の機能強化を支援する。
・ 特に、地域警察制度の普及・定着に向けた事業を継続するとともに、テロ、薬物犯罪、サイバ
ー犯罪等の国際的な課題に係る本邦研修を引き続き実施する。また、TICAD7 のフォローア
ップとして、アフリカ地域の治安機関や海上保安機関の機能強化等を実施する。その他、ジ
ェンダーに基づく暴力の撤廃に向けた支援や、カンボジア地雷除去センターの知見をいかし
た南南協力、日本政府の国家安全保障戦略を踏まえた各国のサイバーセキュリティ能力向上
に係る支援を実施する。
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照）
・ 法令の整備及び開発計画の策定，住民と政府の関係改善や行政サービスの基盤強化，公的機
関の機能強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 16（16.3，16.5，16.6，16.7，16.10），Goal
17（17.18，17.19）関連）
・ 紛争再発防止及び社会の融和に資する，包摂性や透明性等に配慮した社会・人的資本の復
旧・復興， 基礎的社会サービスの改善，住民の生計向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal
16 関連）
・ 平和で安全な社会の構築に資する，治安維持を担う法執行機関等の機能強化支援の実施状況
（SDGs Goal 16 関連）
３－２．業務実績
No.3-1 公正で包摂的な社会の実現

関連指標

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

民事法・経済法を中心としたルール整備等
ガバナンス強化に係る研修実績数

1,087 人

64

1,068 人

926 人

1,068 人

240 人

人

1,350 人

65

1,728 人

2,933 人

2,452 人

3,416 人

人

包摂性や透明性等に配慮し、紛争再発防止、
及び社会の融和に資する活動による研修実
績数

（1）法制度の整備及び確立に向けた具体的な施策の実施状況

ベトナム、ラオス、ミャンマー等の重点国に対する民商事法分野を中心とした支援等を法務省、最高裁
判所、日本弁護士連合会、公正取引委員会等の協力の下で実施した。また、アフリカ地域における新たな
調査、同地域に対するものを含む市民の司法アクセスに係る支援、国際関係における法の支配や「ビジネ
スと人権」の促進に資する取組を進めた。主な取組事例は以下のとおり。
64
65

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
2015 年度実績
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•

カカオ産業における「ビジネスと人権」に係る国内初の共創型プラットフォームの実動：2020 年
1 月に設立した「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の中核とな
る調査事業「ガーナ国カカオ・セクターを中心とした児童労働に係る情報収集確認調査」を開始
した。同調査は、プラットフォーム会員である日本の NGO とコンサルティング企業の支援を受
けて策定された、児童労働ガイドラインをはじめとするガーナ政府の児童労働撤廃に向けた取組
の促進に向けて、機構が企業、市民社会など幅広いステークホルダーと協働して貢献可能な事項
を特定することを目的とするものであり、プラットフォーム会員からのコメント等も踏まえて、
共創プロセスを通じて調査内容を決定したものである。具体的には、パイロット活動として、児
童労働がない地域づくりに向けた行政官や住民に対する啓発と研修、地域の子どもたちをモニタ
リングする仕組みの構築等を支援した。なお、国の制度として児童労働フリーゾーンを導入・普
及する取組は国際的にも珍しく、世界の児童労働撤廃に向けた先進的な取組と位置付けられる。
また、同プラットフォームの活動の一環として、ILO や米国労働省と連携して児童労働に関する
セミナーを開催したほか、徳島県・消費者庁等が主催した国際消費者フォーラムに機構の理事が
登壇し、国内外の関係者と連携して、児童労働を含むサステイナブル・カカオに関する課題の発
信を強化した。さらに、一般市民を対象に、身近なチョコレートからビジネスと人権等の課題に
ついて考える啓発イベントを 2 回開催し、計 240 人超の参加を得た。同プラットフォームへの
参加登録数は 1 年間で 1.5 倍増の 82 団体・個人（団体 29、個人 53）となった。

•

新型コロナ危機による脆弱層への影響調査、初の ILO 連携：これに加えて、新型コロナ危機に
よる脆弱層への影響に係る調査事業として、22 か国を主な対象とする「全世界新型コロナ危機を
受けた脆弱な労働者の保護にかかる情報収集・確認調査」に着手した。同調査は、日本政府の「「ビ
ジネスと人権」に関する行動計画（2020‐2025）」への貢献も念頭に、コロナ禍が児童労働・強制
労働、不当解雇事例等の増加をもたらしているといわれるなかで、特に、女性、子ども、移民労
働者等の脆弱な立場に置かれた労働者の人権の保護の強化のために、機構が企業、市民社会など、
幅広いステークホルダーと協働して貢献可能な事項を特定することを目的として実施するもの
である。さらに、2021 年 3 月、ILO に対する初の委託事例となる調査に係る契約を ILO との間
で締結した。同調査は、児童労働撤廃に係る国際基準の設定・モニタリング・技術支援等の技術
的知見を有する ILO の協力の下、ラオス政府による 2010 年以来となる児童労働の実態調査を
コロナ禍の影響評価等とあわせて支援しつつ、将来の機構の協力の在り方を検討するものである
が、2021 年が児童労働撤廃国際年であることを踏まえ、調査の過程においても ILO との連携事
例として広く国際社会に発信していく予定である。その第一歩として、3 月末、アフリカ連合代
表部とILO 主催の国際会議において、この事例を含む機構の児童労働撤廃に係る取組について、
発信を行った。

•

ベトナム：法・司法分野において、2015 年 4 月から 5 年 9 か月にわたり実施してきた「2020
年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）が 2020 年 12 月に
終了し、2021 年 1 月からは新規技術協力プロジェクト「法整備・執行の質及び効率性向上プロ
ジェクト」を開始した。前者事業においては、プロジェクト期間全体を通じ、法的整合性の確保
に向けた調査研究の進展、改正法規範文書発行法等の関連法令の整備、改正民法、改正刑事訴訟
法等の運用改善、ベトナム弁護士職務倫理規程の改正等々の成果をあげた。また、コロナ禍での
非接触型学習のニーズの高まりを踏まえ、ベトナム弁護士連合会に対し、「e ラーニング」導入
に向けた勉強会を 2 回実施し、第一段階としてソーシャルメディアを通じた研修教材の活用・公
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開が実現したほか、最高人民裁判所に対しては、ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面
に関する条約） 等の幅広いテーマとしたオンラインセミナー等を実施した。新規事業は、ベトナ
ム共産党・国会・政府が策定する中長期的な法・司法改革に係る戦略の最重要課題を特定し、そ
の解決に貢献することを目的として開始されたものであり、ベトナムにおける「法の支配」の更
なる定着、ひいては自由で開かれたインド太平洋の推進に大きく寄与することが期待される。
2020 年 12 月に開催されたローンチング・セレモニーには、上川陽子法務大臣も参加され、その
様子は、現地メディアでも取り上げられた。
•

加えて、2020 年 12 月には、公正かつ公平な渉外法務の実現、投資・ビジネスの活性化に向けて、
渉外分野での日本・ベトナムの弁護士交流を図るべく、機構が触媒となり、ベトナム弁護士連合
会・ベトナム国際商事弁護士クラブと日弁連・ベトナム日本商工会議所・公益財団法人国際民商
事法センターとの間で、交流促進のためのセミナーが開催された。今後も定期的に開催し、日本・
ベトナム弁護士間のプラットフォームが形成されることが期待されている。

•

また、「改正競争法に基づく競争政策施行能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で
は、機構専門家が内部セミナーや各種運用指針への助言等を通じた競争当局の能力強化に加えて、
民間企業向けの公開セミナーやプロジェクト・ウェブサイトでの情報提供等を通じた経済集中規
制その他の競争政策に係る啓発・広報活動を積極的に実施した。専門家による広報活動は、ベト
ナム国内にとどまらず、2020 年 11 月に実施された「アジア・ビジネス・ロー・フォーラム」の
研究会で、約 50 人の企業法務関係者に対し、改正競争法における企業結合規制の概要や事業の
活動状況を紹介した。

•

ミャンマー：「法・司法制度整備支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、コロナ禍
の影響により長期専門家が一時帰国している間も、オンラインで最高裁判所、連邦法務長官府と
密に連携し、調停制度の導入に係る民事訴訟法の改正案の作成支援、調停人育成研修など国民の
司法アクセスの拡充に資する調停制度の更なる拡大定着に向けた支援を実施した。また、知財法
の施行に合わせ裁判官用のガイドラインの作成や契約作成・審査ガイドラインの策定支援等の取
組を進めたほか、機構派遣の知財政策アドバイザーや日系企業とも連携し、商標の登録から保護
まで一貫した執行の制度整備に向けたオンラインセミナー、商業省など関係省庁との協議などを
行い、関係省庁の執行体制づくりを支援した。また、ミャンマー証券取引委員会が、大企業の企
業統治の透明性の向上のために OECD の支援を受けて起草していたコーポレートガバナンスコ
ードに関し、OECD と連携し、法案の審査を担う連邦法務長官府向けのセミナーを実施し、2020
年12 月には当該コードが発布されるに至った。

•

ラオス：機構の支援により 2018 年 12 月に成立したラオス初となる民法典が 2020 年 5 月に施
行された。コロナ禍の影響により、「法の支配発展促進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）
の長期専門家の大半が一時帰国したが、この間も含め、同民法典普及・運用に係るオンライン会
議や、刑事実務証拠法に係る執務資料（Q&A 集）の普及活動等を進めた。2020 年 9 月には、ラ
オス司法省及び最高人民検察院の職員 2 人が慶應義塾大学大学院法務研究科での留学を開始し
た。これら職員は、留学中及び留学後、同プロジェクト活動に関与しつつ日本法や比較法研究へ
の理解を深めることを通じ、将来、ラオス民法独自の法学理論の確立に貢献することが期待され
ている。

•

中国における法整備支援による民法典及び知的財産権法の成立：「市場経済の健全な発展と民生
の保障のための法整備支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じて機構が支援してき
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た民法典及び知的財産権改正法が成立した（民法典は 2020 年 5 月成立、2021 年 1 月施行。知
的財産権改正法は 2020 年 10 月改正、2021 年 6 月施行予定）。関連の個別法を統合する形で成
立した民法典に関しては、1954 年憲法制定以降の中国において、複数回にわたり立法作業が試み
られていたが、2014 年からの今次作業により、初めて法令の成立にまで至ったものであり、中国
の立法計画上の意義は極めて大きい。この民法典及び、知的財産権改正法については、日本に退
避していた長期専門家の再赴任後の 1 月、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会の関係
者と同専門家が両法のポイントを日本の実務家や研究者に紹介するオンラインセミナーを実施
した。
•

アフリカ地域に対する支援：「仏語圏アフリカ刑事司法研修」の本邦研修は、コロナ禍の影響で
延期となったが、新たな調査事業として「アフリカ地域司法アクセス向上・ネットワーク構築に
かかる情報収集・確認調査」に着手した。同調査は、コロナ危機への対応の観点から、司法にお
ける IT の活用に着目し、ルワンダを対象に国際 NGO との連携の下で弁護士とのマッチング・
アプリを用いたパイロット事業の準備を進めた。また、TICAD8 への貢献を念頭に、「アフリカ
地域ビジネス法支援にかかる情報収集・確認調査」に着手した。

•

市民の司法アクセスに係る支援等：上記を含む一部の国々に対する技術協力プロジェクトや国別
研修のなかで、調停など、司法アクセスに関連するセミナー・研修等の活動を日本弁護士連合会
などの協力も得ながら実施したほか、2018 年度・2019 年度に引き続き、司法アクセスに関する
課題別研修を実施し、法テラスの活動など日本の知見・共有を行った。また、国連アジア極東犯
罪防止研修所の協力の下、課題別研修の帰国研修員とオンラインセミナーを開催し、コロナ禍に
おける裁判所や刑務所における感染防止対策に係る知見・経験の相互共有を行った。

•

第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）に対する貢献：機構は、2021 年 3 月に
オンラインとの併用により開催された京都コングレスにおいて、サイドイベントを法務省と共催
し、司法アクセスの重要性の発信に寄与した。また、同コングレスの全体テーマである「2030 ア
ジェンダの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進」への貢献を念頭に、課題別研
修「包摂的な社会に向けた再犯者、児童・女性等を含む弱者に対する刑事司法的対処」を新たに
形成したほか、刑事司法分野の遠隔教材の制作を進めた。これら教材は、ウィズコロナ、ポスト
コロナにおいても活用可能な技術移転のツールとして、今後、世界各地で積極的に活用していく
予定である。

•

国際関係における法の支配：自由で開かれたインド太平洋の観点から極めて重要な、国際関係に
おける法の支配の促進に資する国際公法に関する初の課題別研修をオンラインで実施した。同研
修には、インドネシア、カンボジア、ベトナム、マレーシア、及びケニアの 5 か国から外務省、
司法省等の職員が参加し、海洋法及び国際紛争の平和的解決に係る基本的な理論と実務を習得し
た。

（2）立法府、司法府、中央・地方の行政、公共放送の機能強化
① 立法府における議会事務局の能力強化、選挙管理
•

ベトナム：「国会事務局能力向上プロジェクトフェーズ 2」（技術協力プロジェクト）で、日本
の衆議院事務局等の経験・ノウハウを踏まえた協力を引き続き展開した。具体的には、ベトナム
国会図書館の資料デジタル化に必要な機材を供与したほか、新型コロナ対策の一環で本会議の一
部のオンライン開催を開始するなど、ベトナム国会のデジタル化推進を支援した。また、国民に
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開かれた国会に向けた取組として、子ども国会（模擬国会）に関する日本・ベトナムの経験を共
有するオンラインシンポジウムを開催し、日本の参議院とベトナムの国会関係者等 55 人が参加
した。
•

健全に機能する議会の運営、公正な選挙管理の在り方を伝えることを目的に、課題別研修「議会
運営・選挙管理」をオンラインで実施した。選挙管理委員会の職員等 2 か国 5 人が研修員とし
て参加し、国会や地方議会、選挙制度に関する講義を通じて議会運営や選挙管理に関する日本の
取組を学んだ。

②中央行政の政策立案・実施の能力・質の強化
•

公務員制度・人材育成の推進：ベトナムでは、2017 年 10 月の第 12 期党中央執行委員会第 6 回
総会で打ち出された公務員制度改革等の国家的な改革を効果的かつ実効性のあるものとするた
めに、国家機関の幹部及び幹部候補生が日本で得た知見をいかし、行政改革及び新しい社会経済
モデルを推進できるよう、人材育成を目的とした「戦略的幹部研修プロジェクト」を 2018 年度
より実施中である。2020 年度は、新型コロナの拡大により、本邦研修を行うことができなかった
ものの、本事業の中期研修に 2019 年度に参加した帰国研修員に対するフォローアップセミナー
を実施した。また、同国における地方都市の若手リーダーに対する研修及び公務員試験制度改革
に係る新規案件の実施に向けた同国の関係機関との累次の協議及び調整を行った。

•

バングラデシュでは、同国のガバナンス・マネジメント研究所に幹部行政官等の育成及び政策研
究のための施設及び機材を整備し、高度人材の育成環境の改善を図り、もって同国政府の政策策
定能力の向上に寄与することを目的とする無償資金協力の協力準備調査を実施した。また、同研
究所への個別専門家を派遣した。

•

統計能力の向上：ネパールでは、「2018 年経済センサス実施に向けた中央統計局能力強化プロジ
ェクト」（技術協力プロジェクト）を通じ、2020 年度、同国初の経済センサス（2018 年 4 月実
施） の結果に基づく地域別・産業別の分析報告書を作成・公開した。同報告書により、同国の詳
細な状況把握が可能となり、同国政府が今後経済産業関連政策を立案する際に有用されることが
期待される。また、エジプトでは、2019 年度に完了した「中央動員統計局における統計情報の質
向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の成果を活用し、IT を活用した時間利用調査手法
開発に関する国別研修を実施した。コロナ禍のため 2020 年度に実施が予定されていた本邦研修
は延期したものの、遠隔ベースでの連携・講義を進めた。

③地方行政の人材育成・計画策定・事業実施能力の強化
•

ニカラグア：「地方自治行政能力強化プロジェクトフェーズ２」（技術協力プロジェクト）を通
じて、前フェーズで作成された自治体の開発計画の策定手法を基に、自治体の予算計画との連動
やそのモニタリングを含めた一連の事業サイクルの全国レベルの導入に向けた取組を行った。特
に2020 年度はコロナ禍においても、既に本事業で取組を開始していたテレビ会議方式での自治
体との会議・研修を着実に実施し、全国における展開・定着に向けた支援を実施した。

•

ドミニカ共和国：「北シバオ地域における地方自治体計画策定能力強化プロジェクト」（技術協
力プロジェクト）を通じて、住民参加による市及び県レベルの開発計画の策定及びニーズ集約の
仕組みを構築するとともに、地域レベルで集約されたニーズが中央政府の計画に反映される仕組
みを構築し、現地のニーズに基づいた戦略計画の策定を促進する体制の整備を目指した活動を実
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施した。
•

ブータン：「住民関与を目指した地方行政支援プロジェクト（SCLG）」
（技術協力プロジェクト）
を通じて、日本の自治会の運営形態をモデルとしたコミュニティ・エンゲージメント・プラット
フォームの導入・普及を推進しており、住民参加によるコミュニティ改善に向けた住民自治の深
化・普及に貢献した。

•

タンザニア：「地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジェクトフェ
ーズ 2」（技術協力プロジェクト）では、住民の自助活動をいかした行政サービスの提供を可能
とするための地方行政官等に対する人材育成等を支援した。2020 年度は、2019 年度に政府承認
された、左記取組を推進するためのガイドラインの全国普及に向けた指導会議の開催、同ガイド
ラインの普及を担うトレーナーの育成及びインターネット経由での取組共有を目的としたウェ
ブページ（プラットフォーム）の開設支援などを実施した。

•

バングラデシュ：円借款と技術協力による地方行政能力向上に向けた包括的な支援を展開した。
具体的には、「郡自治体機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）及び「中核都市機能
強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の支援により、中長期にわたる行財政能力強化の
方向性を包括的に示した政府文書（郡自治体ガバナンス向上戦略、中核都市ガバナンス向上戦略）
が承認された。また、新型コロナへの対応として、「地方行政強化事業」（円借款）の枠組みを
活用し、新型コロナ対策事業（PPE 供与、手洗い施設整備等）の実施に合意した。また、「中核
都市機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、「南北ダッカ市及びチッタゴン市
廃棄物管理能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）と連携し、感染防止対策リーフレ
ットの配布とコロナ禍による税収減に対応するための納税キャンペーン等を実施した。

④国営放送局の公共放送化
•

ウクライナ：「公共放送組織体制強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、ウクライ
ナ公共放送局に対して、国民の多様なニーズに応える番組の開発・制作を支援した。そのなかで
制作した科学実験番組が、同局の平均より高い視聴率を得たほか、同局の障害者福祉番組のウェ
ブサイト立ち上げや「番組制作の手引き」策定を支援した。また、12 月には、新型コロナ関連報
道における公共放送の役割や在り方について、「緊急報道ワークショップ」をオンラインで開催
した。ウクライナ公共放送局の各支局から報道担当職員（計 21 人）が参加し、報道体制や取材
方法、感染防止策、フェイクニュースへの対応等の理解を深め、喫緊のニーズに即した貢献を行
った。

•

正確・中立・公正なメディアとしての在り方を学ぶことを目的に、課題別研修「民主国家におけ
るメディアの役割－情報へのアクセスと権力監視」をオンラインで実施した。公共放送局等のジ
ャーナリスト等 7 か国 9 人が研修員として参加し、NHK による講義等を通じて日本の公共放
送の事例を学んだほか、新型コロナに関する NHK の報道や番組制作の事例から理解を深めた。

•

コソボ：紛争後も民族間の対立が依然として続くなか、公共放送局の機能強化を通じて民族融和
に貢献することを目指し、「コソボ公共放送局能力向上プロジェクトフェーズ 2」（技術協力プ
ロジェクト）を開始、これまで取材が困難だった少数民族地域や多民族混住地域の支局開設準備
に着手した。
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（3）SDGs 達成に向けた貢献

•

SDGs Goal 16 に係る各ターゲット（16.5、16.6、16.7 等）に資する案件を既述のとおり実施した。

•

ターゲット 8.7「強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的
な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025 年までに児童兵士の募集
と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。」に対する取組として、既述のとおり、「開
発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」を軸とした各種活動や、新型コ
ロナの影響にも焦点を当てた「全世界新型コロナ危機を受けた脆弱な労働者の保護に係る情報収
集・確認調査」やラオスでの ILO 委託調査などを進めた。

（4）事業上の課題、及び対応方針

•

新型コロナによって、行政サービスや社会的弱者への悪影響が生じる可能性を引き続き注視し、
適切な協力を実施する。

•

新型コロナの流行に伴う渡航制限により、専門家や調査団の派遣、研修員の受入などに係る計画
の大半が実行不能となった。一方、オンライン技術を活用した研修・セミナー等の代替手段を積
極的に採り入れ影響の最小化を図りつつ、必要な範囲でプロジェクト期間の延長を含む計画の大
幅な見直しを行った。今後も、渡航制限の解除状況などに応じ柔軟に計画を見直しながら、所定
の開発効果の発現に取り組む。

No.3-2 平和と安定、安全の確保

関連指標
平和で安全な社会の
構築のための政府機
関等の機能を強化す
る活動に係る研修実
績数

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

1,033 人 66
4,950 人
3,656 人
2,403 人
（うち、本邦 （うち、本邦 （うち、本邦 （うち、本邦
研修 78 人） 研修 165 人） 研修 245 人） 研修 303 人）

2020 年度

1,730 人
（うち、本邦
研修 11 人）

2021 年度

人
（うち、本邦
研修人）

（1）社会・人的資本の復旧・復興、基礎的社会サービスの改善、国際機関との連携を踏まえた政府機関

（特に地方行政機関）の能力強化事業の形成・実施
①政府機関（特に地方行政機関）の能力強化
•

フィリピン・ミンダナオにおける新型コロナ対応への支援：ミンダナオでは、バンサモロ暫定自
治政府（BTA）が、2022 年の自治政府設立に向けた準備を進めている。一方、コロナ禍の影響で
BTA の業務も一時停止を余儀なくされるなど大きな影響が生じた。そのようななか、「バンサモ
ロ包括的能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）は、当初 BTA の新規採用職員向け
の研修プログラムの作成等のガバナンス支援及び新体制下での生計向上支援を行う枠組みであ
ったが、コロナ禍による社会的・経済的な影響の拡大に鑑み、追加的に新型コロナによる影響を
軽減する能力強化支援を行うこととした。この一環として、新型コロナによる影響把握のため、
6 月から 8 月の間、バンサモロ地域全域の約 1,800 人弱を対象とした簡易影響調査をBTA と協

66

前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均
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力し遠隔で実施し、食料品の高騰や収入の悪化、行政官による住民のニーズ把握が困難になって
いること等を明らかにした。その結果、同影響調査の結果が BTA による新型コロナ対応のため
の予備費要求の根拠資料として活用されるなど、BTA による現状把握・予算獲得に直接的に貢献
した。
•

コートジボワール：「中部・北部紛争影響地域の公共サービス改善のための人材育成プロジェク
トフェーズ 2（PCN-CI2）」（技術協力プロジェクト）を通じ、内戦及び政治的混乱の影響を受
けた地域における公共サービス提供能力向上に取り組んだ。公平性、透明性に配慮した公共サー
ビス提供のモデルの定着を目指し、対象地域で給水、教育といった公共性の高い事業をパイロッ
ト事業として実施することとし、水管理委員会及び学校運営委員会への研修を含め自治体と住民
組織の協働を促進した。また、「大アビジャン圏社会的統合促進のためのコミュニティ強化プロ
ジェクト（COSAY）フェーズ 2」（技術協力プロジェクト）では、内務省地方分権化総局、市役
所と共に、コミューンを対象に、公平性や透明性を確保した計画策定、包括性に配慮した公共事
業の手法を確立・定着させることにより、住民間の社会統合促進と住民の行政に対する信頼醸成
に向けた取組が行われた。コロナ禍の影響により住民の不安が大きくなるなか、本事業では、新
型コロナの基礎的な知識、感染予防、感染者に対する差別・偏見への対策について、ラジオ番組
を通じた保健分野の専門家による解説、感染予防措置に関するポスターの作成・掲示、感染防止
に向けた啓発ビデオの作成と同ビデオの SNS を通じた発信など、正確な情報提供を通じた住民
の不安の緩和、ひいては当該コミュニティの分断要因の軽減に貢献した。

•

ナイジェリア：テロ活動が住民の生活に深刻な影響を及ぼしているナイジェリア北東部 3 州の
地方行政官に対し、現地で活動する UNDP と連携し、日本の戦後復興の経験や地方行政の取組
を学ぶ機会を提供する遠隔のワークショップを、2021 年 1 月開催した。同国の当該地域は日本
の外務省での渡航レベル 4 に該当し、機構として直接的に支援が困難な地域であるが、UNDP と
共催することで、同機関が持つネットワークを活用した適切な人選やフォローアップが可能とな
り、紛争影響地域の地方行政官に対して効果的・効率的にアプローチし、現場のニーズに沿った
ワークショップを実施することができた。また、このワークショップは、2019 年度に UNDP と
連携して実施した北東部 3 州の政府高官の本邦招へいとその後の首都でのフォローアップ・ワ
ークショップを通じて構築した相互補完的な協力体制を更に発展させるものであり、マルチバイ
連携の優良事例として、JICA-UNDP ハイレベル定期協議（2020 年 10 月）でも紹介された。

•

紛争国における本邦研修を通じた能力強化支援（アフガニスタン、ソマリア等）：コロナ禍によ
る渡航制限により、来日できない状況が生起したが、「紛争影響国における国家建設」及び「紛
争影響国における地域社会再建に係る地方行政能力強化支援」の課題別研修を遠隔で実施し、ア
フガニスタン、ソマリア、ナイジェリア、南スーダン、パキスタンから研修員の参加を得た。研
修実施に当たっては、紛争国の脆弱な通信環境も考慮し、地方の研修員に首都に来てもらうなど
の工夫を行った。

•

コロンビア：「一村一品コロンビア推進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で包摂的な地
域開発モデルを構築し、コミュニティの一体性と経済的自立の強化に貢献し、「紛争被害者のた
めの土地返還後のコミュニティ生活向上」個別専門家案件においては、ゲリラによって奪われた
土地の返還政策を支援するため元国内避難民の帰還コミュニティにおける生計向上事業を推進
した。また、急増するベネズエラ避難民に関する情報収集・確認調査を実施し、コロンビアの安
定と持続的な経済成長に資する機構の支援の可能性を検討した。さらに、「平和構築に資する包
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摂性を確保した農業農村開発事業強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の基本計画策定
調査を実施し、新型コロナの影響により現地渡航ができないなか、遠隔で協力の枠組みを合意し
た。
•

ボスニア・ヘルツェゴビナ：1995 年に紛争が終結したボスニア・ヘルツェゴビナでは、依然中央
政府のもとにムスリム系・クロアチア系住民が中心の「ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦」及びセ
ルビア系住民が中心の「スルプスカ共和国」という 2 つのエンティティ（高度な自治権を持つ行
政主体）が存在する分裂した状態が続き、学校で使われる授業カリキュラムにおいても双方が分
断されている。かかるなか、機構は、「スポーツ教育を通じた信頼醸成プロジェクト」（技術協
力プロジェクト）を通じ、異なるエンティティの構成民族が協働作業で共通コアカリキュラムを
完成させ、紛争予防の視点から同国の懸案だった教育統合に貢献した。具体的には、保健・体育
教科の共通カリキュラムの授業手法を策定し、モスタル市の全小学校（24 校）の授業に導入すべ
く、体育専任教員に対する技術研修や学習指導要領の更新等を行った。教員対象のアンケート調
査結果でも、同学習指導要領及びそれに則して実施した授業について、95％から満足度の高い回
答を得た。

•

南スーダン：「スポーツを通じた平和促進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、異民
族間の不信感の除去、国民統合の推進のための計画策定を進めた。2020 年 12 月、機構理事長は
前橋市（東京オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウン）を訪問し、同市で練習を
継続している南スーダン選手団を激励した。機構は、「こころでつながる南スーダン共和国」と
題した交流イベント等の開催支援を通じて、選手団と市民の交流や共に平和を考える機会を創出
した。選手たちが懸命に練習する姿が前橋市民を元気づけていることなど、これらの取組が広く
メディア等で紹介され、前橋市と南スーダンの良好な関係強化に寄与した。

② 人道と開発の連携（難民関連支援を含む）
•

ウガンダ難民・避難民地域における事業成果の面的拡大：紛争の影響を受け、周辺国からの難民
受入地域となってきた西ナイル地域と、国内避難民が帰還・再定住しているアチョリ地域を対象
とする「アチョリ・西ナイル地域コミュニティ・レジリエンス強化のための地方行政能力向上プ
ロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じて普及が図られた地方政府の開発計画策定ツール
により、同地域の計画策定におけるアカウンタビリティ及び透明性の改善が実現した。同ツール
により作成された優先事業リストや当該プロジェクトで導入したコミュニティ主導生計向上活
動の手法は、DRDIP やUNDP 等他援助機関、更にはウガンダ政府の資金も活用されるなど、プロ
ジェクトの成果を面的に拡大することにつながった。コロナ禍の影響により、カウンターパート
である行政官が多忙を極めるなか、プロジェクト専門家は遠隔で連携を図りながら、研修実施や
ハンドブック作成等を進め、10 月に活動を終了した。また、2021 年 2 月、上記開発計画策定ツ
ールにより策定された優先事業リストのうち、西ナイル地域のユンベ県内の国道、周辺の支線道
路及び橋梁等を改善する「西ナイル地域の難民受入地域における国道改修計画」
（無償資金協力）
の贈与契約（G/A）を締結した。加えて、難民受入政策を緊急人道支援から難民の自立支援へ移
行中のウガンダにおいて、難民流入の影響を大きく受けている地方政府の負担軽減と社会的緊張
緩和を人道支援関係者と開発支援関係者が連携して支援していくことの必要性に鑑み、当該地方
政府が直面する課題やニーズを把握することを目的に、2020 年 2 月から 2021 年 2 月の期間、
「西ナイル・難民受入地域レジリエンス強化のための現状及びニーズに係る情報収集・確認調査
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（社会調査）」を実施した。
•

パレスチナ：2020 年 9 月、「難民キャンプ改善プロジェクトフェーズ 2（PALCIP Ⅱ）」（技術
協力プロジェクト）を開始した。コロナ禍の影響で、現地渡航が困難なため、カウンターパート
と遠隔で協議を進め、2019 年 12 月まで 3 年間実施した先行事業（難民キャンプ改善プロジェ
クト） で策定したキャンプ改善計画のレビューを中心とした活動を行うとともに、新型コロナ
により医療体制が逼迫した西岸地域の難民キャンプに対し、感染防護資材（消毒液、手指洗浄剤、
サージカルマスク及び非接触型体温計等）を供与し、同難民キャンプにおける水際対策の強化や
住民の不安の緩和に貢献した。また、本事業と連携する形で、住民主体で策定されたキャンプ改
善計画の実施に要する資金を供与する「難民キャンプ改善計画」（無償資金協力）の G/A を締結
した。加えて、コロナ禍の影響により、予定されていたマレーシア、インドネシアへの訪問型第
三国研修が実施できないなか、「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（CEAPAD）」
の受入機関との協力により、ワークショップ型の遠隔研修を実施した。

•

シリア難民：シリア危機によりヨルダン及びレバノンに逃れ、就学機会を奪われたシリア難民の
若者に教育機会を提供し、将来のシリアの復興を担う人材を育成するための「平和の架け橋・人
材育成プログラム」（シリア人留学生受入）では、国際機関を含む関係機関と共働して実施体制
を構築しており、2017 年から 5 年間で最大 150 人（うち機構実施分 100 人）を受け入れる目標
に対し、2020 年度は 6 人を受け入れた（累計 57 人）。

•

ザンビア：2020 年 2 月に開始された「元難民の現地統合支援プロジェクト」（開発調査型技術
協力）は、コロナ禍の影響により、当初想定されていた現地活動を国内業務及び遠隔での業務に
振り替えた上で、現場のニーズに即した追加的な新型コロナ対策も実施した。具体的には、同感
染症によるインパクト調査や、住民が受けた経済的インパクトを緩和するためのコミュニティワ
ーク等が含まれる。この間、カウンターパート機関である再定住省及び UNDP が主催する定期
協議会への出席、現地 UNDP 職員との定期情報交換会等を通じて、現地における再定住プロジ
ェクトの進捗モニタリングを行った。また、11 月にはカウンターパート 2 人に対して、遠隔に
よる課題別研修「アフリカ地域市場志向型農業振興（SHEP）」への参加機会を提供し、能力強化
を図った。

③ナレッジの蓄積、発信、連携強化
•

国際機関等との連携：国連難民高等弁務官事務所（UNHCR：The Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees）、UNDP、世界食糧計画（WFP）、世銀、アジア開発銀行（ADB）、
エクイティ銀行

67、プリンストン大学との協議、OECD-DAC

の「紛争と脆弱に関する国際ネッ

トワーク（INCAF：International Network on Conﬂict And Fragility）」、DAC・国連共催ハイレベル
ラウンドテーブル「人道・開発・平和の連携」への参加、OECD-DAC のピアレビュー等を通じ
て、機構の平和構築分野に係る取組の発信と意見交換を行った。特に、UNHCR と職員の交流を
継続しているほか、UNDP 危機局との間では連携促進の枠組みの定着を図った。2020 年にノー
ベル平和賞を受賞した WFP との間では、WFP が立ち上げた平和を客観的に測定する手法開発
に向けたコンサルテーションに日本の外務省と共に参加し、機構の平和構築の評価指標に関する
経験を発信することで、WFP による方針・ツール策定プロセスに対する知的貢献を行った。世銀

67

アフリカの低所得層を対象とする商業銀行

3-11

との間では、SSIGP（Social Sustainability and Inclusion Global Practice）及び FCV（Fragility Conﬂict
and Violence）、UNDP との間では、2020 年 10 月の定期協議（地域別・テーマ別セッション、
ハイレベルセッション）に積極的に参加するとともに、個別の協議を行うことで意思疎通を強化
した。また、海外協力隊枠国連ボランティア制度を通じ、UNHCR ウガンダに国連ボランティア
を派遣した。
•

日本のナレッジの活用・発信：原爆投下後の広島や、東日本大震災後の東北の復興経験を、紛争
の最中、あるいは紛争直後の国の平和構築、復興、開発にいかすべく課題別研修において積極的
に活用した。具体的には、JICA-Net 教材「ヒロシマ復興からのメッセージ～復興における地方行
政の役割と取組み～」（2019 年度作成）を課題別研修の事前課題として活用し、研修のなかで戦
後復興における行政官の役割に関する理解を促進した。また、本教材の更なる活用を企図し、多
言語化に取り組み、フランス語、スペイン語、アラビア語の教材を作成した。

（2）治安機関、海上保安機関等の法執行機関、国境管理機関等の機能強化、及び安全なサイバー空間の

実現等に向けた事業の形成・実施
①海上保安機関の法執行機関の能力強化
•

機構、政策研究大学院大学、海上保安庁及び日本財団の協力の下で 2015 年に開始した「海上保
安政策プログラム」で、修士課程プログラムを修了したマレーシア、フィリピン、スリランカ、
インド、タイからの第五期（2019 年 10 月～ 2020 年 9 月）6 人に学位記が授与、修了者は累計
で 31 人となった。修了者が海上保安政策の企画・立案に係る高度な能力を身に着け、また各国
の連携が強化されたことにより、海洋をめぐる国際秩序の維持発展に寄与することが期待される。

•

マレーシアにおける海上保安能力強化・発展的成果の発現：マレーシアでは、これまでの技術協
力の成果として、2020 年 10 月にマレーシア海上法令執行庁傘下の教育訓練機関であるマレーシ
ア海上保安アカデミー（AMSAS）が同国外務省より、第三国技術協力を実施できる能力・規模を
有する機関であるものと正式認定された。これにより機構が AMSAS に対して実施してきた海上
保安協力の成果を活用し、中東・アフリカ諸国への更なる展開や、それを通じた自由で開かれた
インド太平洋の更なる推進が期待される。

•

インドネシア国別研修「海上保安機構能力向上」（2020 年 1 月～ 2022 年 12 月）においては、
2020 年 3 月に予定されていた海上保安庁職員の現地派遣がコロナ禍の影響で中止になったため、
これに替えて 7 月上旬、翌 1 月下旬に遠隔で研修を実施した。逮捕制圧術の実技演習などを含
む研修には延べ 179 人のインドネシア海上保安機関（BAKAMLA：Badan Keamanan Laut）職員
が参加した。同国の海上治安強化のために 2014 年に設立（改組）された BAKAMLA の能力向
上を図ることにより、国際海運の大動脈であり、日本にとって重要な海路であるマラッカ・シン
ガポール海峡の治安維持、航行安全の確保につながることが期待される。

•

ベトナム「海上警察の能力強化」（個別案件 - 研修）を開始した。同国の海上秩序と安全保障を
担うベトナム海上警察の法執行能力を強化することにより、同国沿岸の安全航行が確保され、石
油や天然ガス採掘や観光等の経済活動の活発化・適正化につながることが期待される。

②地域警察制度の普及
•

中米：過去のブラジルへの協力成果を活用した三角協力により、グアテマラ、ホンジュラスにお
ける地域警察活動の促進を支援した。ホンジュラスでは、新型コロナの感染予防をしながら地域
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警察活動を継続するために必要な消毒用資機材を提供した。また、コロナ禍における地域警察活
動の実践に関する帰国研修員からの定期的な報告・相談に対し、機構の安全対策技術顧問が日本
の知見・経験に基づく助言を行った。グアテマラでは、2019 年度に終了した「コミュニティ警察
の普及を通した警察人材育成プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の成果の普及・展開のた
めに、「地域警察プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。2018 年 1 月に技術協
力プロジェクトが終了したブラジルでは、ミナスジェライス州警察主催、国家公安局、日本大使
館、機構の協力の下、2000 年以降の長年の協力の成果をいかして、主にブラジル国内の警察関係
者を対象とした地域警察に関する国際セミナーがオンラインで開催され、プロジェクトの対象地
域であったサンパウロ州、ミナスジェライス州、リオ・グランデ・ド・スル州の軍警察がそれぞ
れの地域警察活動の取組を発信した。オンラインでのセミナー開催は州軍警察にとって初の試み
となったが、広大なブラジル全国から 1,700 人を超える参加が得られ、中南米地域における地域
警察活動の普及に寄与した。
•

インドネシア：日本の警察庁・都道府県警察との連携により実施中の「市民警察活動全国展開プ
ロジェクトフェーズ 2」（技術協力プロジェクト）では、コロナ禍に伴う長期専門家の日本一時
帰国中もオンラインでインドネシア国家警察と密に連携し、地域警察活動及び鑑識活動の全国展
開に向けた支援（研修、優良事例を取りまとめた資料の作成）を実施した。インドネシア国家警
察が定義する自立的に地域警察研修を実施できる「自立州」が 19 州に増えるとともに、地域警
察研修・鑑識研修を自立的に実施できるナショナルインストラクターが新たに 13 人養成された。
また、感染症が原因と疑われる事案も含め、遺体の収容や移送、埋葬に従事する警察官の新型コ
ロナ感染を防ぐため、防護服等の資材を提供した。さらに、地域警察活動の一環として市民への
感染予防の啓発活動を担っている警察官を支援するため、携帯拡声器等の資機材を提供した。

•

コートジボワール：コートジボワール国家警察の要請に応え、「国家警察能力強化フェーズ３」
（現地国内研修）の活動として、UNDP と共催で警察人事制度等に関するオンラインセミナーを
実施した。警察人事に精通した複数の日本の警察 OB が講師を務め、国家警察幹部を含む 19 人
が参加した。同セミナーの成果を基に、コートジボワール国家警察は今後、人事制度、研修制度
の見直しに着手する計画である。

•

課題別研修「地域警察」をオンラインで実施した。12 か国から 16 人が参加し、交番・駐在所を
拠点として地域に密着し、住民と協力しながら安全を確保する日本の地域警察システムを学ぶと
ともに、コロナ流行下での地域警察活動の実施に関する経験共有・意見交換を行った。

③テロ、薬物犯罪、サイバー犯罪、ジェンダーに基づく暴力等の国際的な課題への対応
•

TICAD7 における日本の取組のうち、司法・警察・治安維持等の分野を担う人材育成への貢献と
して、国際移住機関（IOM：International Organization for Migration）と連携し、テロへの対処を含
む国境地域における治安に問題を抱えるアフリカ・サヘル地域の 6 か国を対象に、新型コロナ流
行下における国境管理の現状と課題を分析する調査事業の準備を行った。

•

ジェンダーに基づく暴力が深刻なアフガニスタンにおいて、女性の人権と安全の保障に重要な役
割を果たす女性警察官等の能力強化を支援する「性と性差に基づく暴力への取組のための警察組
織体制強化プロジェクト」を開始した。コンゴ民主共和国でも、警察官を対象にジェンダーに基
づく暴力への対処を含む能力強化を行う「市民と平和のための警察研修実施能力強化プロジェク
ト（フェーズ 2）」（技術協力プロジェクト）を開始した。
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•

課題別研修「航空保安セミナー」」（10 か国11 人）（1 月～ 2 月実施）、「海上犯罪取締り」
（12 か国13 人）（1 月実施）を実施した。

•

各国警察機関を対象としたテロ対策、薬物犯罪取締、サイバー犯罪対処に係る来日研修の実施を
計画していたが、新型コロナにより中止となった。なお、研修内容に機密事項を含むため、オン
ラインによる遠隔実施も見送った。

④ サイバーセキュリティ対策能力の向上
•

インドネシア「サイバーセキュリティ人材育成プロジェクト」、ベトナム「サイバーセキュリテ
ィに関する能力向上プロジェクト」、ミャンマー「サイバーセキュリティ能力向上プロジェクト」
：
サイバーセキュリティの人材育成を目的とした技術協力プロジェクトにて、各国の人材育成や体
制構築に貢献した。インドネシアでは、インドネシア大学の教員向けに研修の実施や短期コース
を開発することでサイバーセキュリティ教育の強化を図った。ベトナムでは情報セキュリティ局
（AIS：Authority of Information Security）の職員向けに個別のキャリア開発計画を立案・実施し、
現地研修等を通じた組織の体制強化を行った。ミャンマーでは、ナショナルサイバーセキュリテ
ィセンター（NSCS）の職員を主な対象とした、政策立案・インシデントレスポンス等の能力向上
を目的とした技術協力プロジェクトの準備を進めた。

•

課題別研修「サイバー攻撃防御演習」を遠隔にて実施した。14 か国から 30 人の参加があった。
この研修においてサイバー攻撃発生（インシデント）から原因究明、平常時の回復を行うための
手法を、クラウド上の仮想環境を用いた実践的なサイバー防御演習について、国家 CSIRT
（Computer Security Incident Response Team）所属のエンジニアを対象に実施した。さらに「サイ
バーセキュリティ対策強化のための国際法・政策能力向上」の帰国研修員（9 か国から 17 人の
参加） を中心に、サイバーセキュリティに係る各国課題・事例の共有（日本の事例紹介含む）及
びネットワーキング強化を目的とした帰国研修員向け遠隔フォローアップセミナーを実施した。

•

サイバーセキュリティのニーズが高まりつつあるバングラデシュでは、BCC（Bangladesh Computer
Council）及び官民のサイバーセキュリティ関係機関を対象に、政策、組織体制、課題・協力ニー
ズ等について、基礎情報収集・確認調査を実施した。

⑤地雷・不発弾処理能力向上に資する南南協力
•

カンボジア地雷対策センター（CMAC）を通じた地雷・不発弾処理能力向上に係る南南協力（第
三国研修）をコロンビアで継続した。また、CMAC を、ラオス「貧困削減に資する UXO Lao の
実施能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の一環の南南協力で活用することとして
いる。さらに、10 月、「カンボジア地雷対策センター組織強化プロジェクト」（技術協力プロジ
ェクト）を開始し、2025 年の対人地雷禁止条約（オタワ条約）の履行期限後を見据え、CMAC が
専門的かつ先進的な地雷対策を国際的に担えるよう組織能力を強化した。

（3）SDGs 達成に向けた貢献

•

女性の人権と安全の保障に重要な役割を果たす女性警察官等の能力強化（アフガニスタン）、警
察官対象にジェンダーに基づく暴力への対処を含む能力強化（コンゴ民主共和国）、ASEAN を
中心とした各国の沿岸における安全と治安の確保等、SDGs ターゲット 16.a「暴力の防止とテロ
リズム・犯罪撲滅」に貢献した。
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•

紛争影響国等における地方行政能力強化を行い、SDGs ターゲット 16.6、16.7 に貢献した。

•

ホストコミュニティを含む難民問題や元難民が抱える課題への対応を通じて、SDGs のスローガ
ンである「誰一人取り残さない」や SDGs Goal 16 に貢献した。

•

ASEAN 諸国を中心に各国のサイバーセキュリティに係る支援を展開し、安心・安全なサイバー
空間への実現に向けて SDGs ターゲット 9.1「質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靭なインフ
ラを開発する」に貢献した。

（4）事業上の課題及び対応方針

•

国際社会で人道と開発の連携が求められているが、現場レベルでは人道支援は直接支援である一
方、開発協力は相手国政府等のカウンターパートを通じた支援であり、支援枠組みが異なるため、
人道と開発の連携は容易ではないが、このようななかでザンビア等において元難民の現地統合支
援など人道と開発をつなぐ具体的取組を実施し、実績を積み重ねていく。

３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を共有した平和で安全な社会
の実現に向けて、SDGs や自由で開かれたインド太平洋等の日本政府の方針を踏まえ、引き続き取
り組むことを期待する。その際、今年度の成果に見られたように他機関との連携を通じた効果の最
大化に取り組むとともに、普遍的価値の共有促進に向けた発信を強化することを期待する。また、
新型コロナウイルス感染症は地域の平和と安定や社会的弱者の権利保護に対して悪影響を及ぼす
可能性を有していることから、そのような動向も注視し、適切な協力を実施できるよう留意ありた
い。
（2）対応：
自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を共有した平和で安全な社会
の実現に向けて、SDGs や自由で開かれたインド太平洋、更には「『ビジネスと人権』に関する行
動計画（2020‐ 2025）」等の日本政府の方針を踏まえながら、国内外の関係機関との連携の下で、市
民の諸権利の保障・実現や質の高い経済成長に資する公正かつ透明な法・司法制度の整備・運用、
中央・地方の行政、公共放送の機能強化等に向けた事業を実施した。特に、京都コングレスのサイ
ドイベント等を通じて普遍的価値の共有促進に向けた発信に取り組んだほか、新型コロナウイルス
感染症が及ぼす社会的弱者の権利保護への悪影響との関係では、脆弱な労働者の権利保護に係る調
査、裁判所や刑務所における感染防止対策に係る知見・経験の相互共有等の取組を積極的に推進し
た。
また、平和で安全な社会の実現に向け、紛争影響国や難民受入国等のニーズや課題に柔軟に対応
しつつ地方行政能力の向上や信頼醸成の促進に資する事業を行った。開発効果の最大化を企図し、
UNDP、UNHCR に加え、世銀や WFP との協議を通じた協力関係の強化にも取り組んだ。さらに、
新型コロナウイルス感染症によって物理的な移動が制限され、非接触による代替手段がデジタル技
術によって実現され安全なサイバー空間の必要性と重要度が増しているなか、自由で開かれたイン
ド太平洋の実現に向け、インド太平洋の中核である ASEAN、南アジア地域中心にサイバーセキュ
リティ能力の強化に取り組んだ。

３－４．年度評価に係る自己評価
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＜評定と根拠＞ 評定：A
根拠：
年度計画に照らして質的な成果、成果の最大化に向けた取組において、目標水準を上回ると判断
されることから、当該事業年度における中期計画の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、①カカオ産業における「ビジネスと人権」に係る国内初の共創型プラットフォーム
の実動、②新型コロナ危機による脆弱層への影響調査、初の ILO 委託、③中国における法整備支
援による民法典及び知的財産権法の成立、④バンサモロ暫定自治政府（BTA：Bangsamoro Transition
Authority）による新型コロナ対応への支援、⑤難民・避難民地域における事業成果の面的拡大、⑥
マレーシアにおける海上保安能力強化に向けた発展的成果の発現等、特筆すべき成果をあげた。
ア . 公正で包括的な社会の実現
◎ カカオ産業における「ビジネスと人権」に係る国内初の共創型プラットフォームの実動【①③】
：
「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の中核となる調査事業を
開始。プラットフォーム会員との共創による調査で、児童労働がない地域づくりに向けたパイ
ロット活動を実施。国の制度として児童労働フリーゾーンを導入、普及する取組は国際的にも
珍しく、世界の児童労働撤廃に向けた先進的な取組を推進。また、ILO や米国労働省との連携
セミナー開催、徳島県・消費者庁等主催国際消費者フォーラムへの登壇、一般市民向け啓発イ
ベントを通じ、国内外の関係者と連携し、児童労働を含むサステイナブル・カカオに関する課
題の発信を強化。同プラットフォーム参加登録数拡大（1.5 倍）にも貢献。
◎ 新型コロナ危機による脆弱層への影響調査、初の ILO 連携【①②】：日本政府の「「ビジネ
スと人権」に関する行動計画（2020‐2025）」への貢献も念頭に、22 か国対象「全世界新型コ
ロナ危機を受けた脆弱な労働者の保護にかかる情報収集・確認調査」に着手。また、初の ILO
委託事例となる調査（コロナ禍の影響評価も含めたラオス児童労働の実態調査）に係る契約を
ILO との間で締結。アフリカ連合代表部と ILO 主催の国際会議では、本事例を含む機構の児
童労働撤廃に係る取組を発信。
◎ 中国における法整備支援による民法典及び知的財産権法の成立【①】：機構が技術協力を通じ
て支援してきた民法典及び知的財産権改正法が成立。民法典については、1954 年憲法制定以降
の中国において、複数回にわたり立法作業が試みられていたが、2014 年からの今次作業によ
り、初めて法令が成立。
〇 ベトナム、ラオス、ミャンマー等の重点国に対する民商事法分野を中心とした法整備支援。
〇 アフリカ地域における調査、市民の司法アクセスに係る支援、国際関係における法の支配や「ビ
ジネスと人権」の促進への取組。
イ . 平和と安定、安全の確保
◎ フィリピン・ミンダナオにおける新型コロナ対応への支援【③】：新型コロナによる影響把握
のため、バンサモロ地域全域の約 1,775 人を対象とした簡易影響調査をBTA と協力し遠隔で
実施。その結果、同影響調査の結果が BTA による新型コロナ対応のための予備費要求の根拠
資料として活用されるなど、BTA による現状把握・予算獲得に直接的に貢献。
◎ ウガンダにおける難民・避難民地域における事業成果の面的拡大【②③】：ウガンダの難民・
避難民居住地域において、開発計画策定におけるアカウンタビリティ及び透明性の改善を実
現。その結果、事業で作成・導入した優先事業リストやコミュニティ主導生計向上活動の手法
が世銀難民支援プロジェクト（DRDIP：Development Response to Displacement Impacts Project）
や国連開発計画（UNDP） 等他援助機関、更にはウガンダ政府の資金も活用されるなど、事業
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成果の面的拡大につながった。
◎ マレーシアにおける海上保安能力強化に向けた発展的成果の発現【④】：マレーシアでは、こ
れまでの技術協力の成果として、マレーシア海上保安アカデミー（AMSAS：Academy Maritime
Sultan Ahmad Shah）が同国外務省より、同国の第 3 国技術協力を実施できる能力・規模を有す
る機関であるものと正式認定。これにより従来日本側リソース不足から協力が限定的であった
中東・アフリカ諸国への更なる展開や、それを通じた自由で開かれたインド太平洋の更なる推
進が期待される。
〇 地域警察制度の普及・定着（中米三角協力：ブラジル・グアテマラ・ホンジュラス、インドネ
シア、コートジボワール）、課題別研修の実施。
〇 サイバーセキュリティ対策能力強化支援（インドネシア、ベトナム）。
〇 サイバーセキュリティ、航空保安、海上犯罪等の国際的課題に係る課題別研修の実施。
〇 ジェンダーに基づく暴力等への対応として警察官能力強化支援開始（アフガニスタン、コンゴ
民主共和国）。
〇

カンボジア地雷対策センター（CMAC：Cambodian Mine Action Center）を通じた地雷・不
発弾処理能力向上に係る南南協力継続。2025 年の対人地雷禁止条約（オタワ条約）の履行期
限後を見据え、CMAC の組織能力強化新規開始。

３－５．主務大臣による評価
評定：A
＜評定に至った理由＞
（定量的実績）
「中東地域安定化のための包括的支援に係る公約達成のための育成人材数」は、2018 年度に目標
を達成した。
（定性的実績）
１．公正で包摂的な社会の実現（
【指標 3-1】
「法令の整備及び開発計画の策定、住民と政府の関係
改善や行政サービスの基盤強化、公的機関の機能強化に係る支援の実施状況」及び【指標 3-2】
「紛
争再発防止及び社会の融和に資する、包摂性や透明性等に配慮した社会・人的資本の復旧・復興、
基礎的社会サービスの改善、住民の生計向上に係る支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・我が国の重要外交政策である自由で開かれたインド太平洋の実現にあたって、法の支配の定着
は重要な要素であり、ベトナム、ラオス等の重点国に対する民商事法分野を中心とした法整備
支援は、右に貢献した。また、中国においては、技術協力を通じて支援してきた民法典及び知
的財産権改正法が成立した。
・
「
「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020‐2025）
」への貢献として、新型コロナを受けた脆
弱な労働者の保護にかかる情報収集・確認調査に着手し、また、新型コロナの影響評価も含む
ラオスにおける児童労働の実態調査に関して、ILO と初めて連携したほか、国際会議で児童労
働撤廃に係る取組を発信した。
・昨年設立した「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の中核とな
る調査事業をガーナで開始し、児童労働の無い地域作りに向けた行政官や住民に対する啓発や
研修、子供達をモニタリングする仕組みの構築等、ガーナ政府の児童労働撤廃に向けた取組の
促進を幅広いステークホルダーと協働して支援したことは、世界の児童労働撤廃のために我が
国が主導的な役割を担う取組として評価できる。
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２．平和と安定、安全の確保 （
【指標 3-3】
「平和で安全な社会の構築に資する、治安維持を担う法
執行機関等の機能強化支援の実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。
・重要外交政策である自由で開かれたインド太平洋の実現のため、海上保安機関等の法執行機関、
国境管理機関等の機能強化等に向けた事業を、マレーシア、インドネシア、ベトナムにおいて
実施した。海上保安能力強化に向けた発展的成果の発現として、マレーシアでは、これまでの
技術協力の結果、マレーシア海上保安アカデミーが同国外務省より、第三国における技術協力
の実施機関と正式認定され、これにより従来協力が限定的であった中東・アフリカ諸国への更
なる展開や、それを通じた自由で開かれたインド太平洋の更なる推進が期待されることは特筆
に値する。
・併せて、国際場裡で注目が集まるサイバーセキュリティ対策に関して、インドネシアやベトナ
ムで能力強化支援を実施し、サイバーセキュリティ、航空保安、海上犯罪等の国際的課題に係
る課題別研修を実施したことも、平和と安定への貢献として評価できる。
・フィリピン・ミンダナオにおいて新型コロナによる影響把握のための調査をバンサモロ暫定自
治政府（BTA）と協力して実施し、BTA による現状把握・新型コロナ対策のための予算獲得に
直接的に貢献した。
・ウガンダの難民・避難民居住地域において、開発計画策定における説明責任及び透明性の改善
を実現し、事業で導入した優先事業リストやコミュニティ主導生計向上活動の手法が世銀難民
支援プロジェクトや国連開発計画等他援助機関に活用されるなど、機構の活動に対する外部か
らの高い評価に繋がった。
・2025 年の対人地雷禁止条約の履行期限後を見据えた、カンボジア地雷対策センターの能力強
化の協力開始は、国際場裡の動きを踏まえた中長期的な取組として適切である。
（結論）
以上により、年度計画において予定されていた取組を着実に実施したほか、特筆すべき定性的な
成果が多数見られることから、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、
「A」評価とする。
具体的には、我が国の重要外交政策である自由で開かれたインド太平洋の実現に必要な要素であ
る法の支配の定着のための支援をベトナム、ラオス等の重点国で実施し、海上法執行能力強化のた
めの支援をマレーシア、インドネシア、ベトナムにおいて実施した。マレーシアでのこれまでの技
術協力の成果として、同国海上保安機関が第三国での技術協力実施を認められたことは、自由で開
かれたインド太平洋の更なる推進に繋がるため、高い成果があったと言える。
また、ガーナにおいて幅広いステークホルダーと協働して児童労働撤廃の促進を推進した取組に
ついても、官・民・CSO それぞれに特色を生かしつつ、世界の児童労働を撤廃し、公平で包摂的な
社会を実現するために我が国が主導的な役割を担う取組として評価できる。
これらの成果は途上国における「普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現」に寄与するとと
もに、法の支配の定着等を通じて、開発協力大綱に掲げる「我が国の平和と安全の維持、更なる繁
栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際
秩序の維持・擁護」等にも大きく貢献するものである。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
自由で開かれたインド太平洋の実現に必要な要素である、法の支配の定着や海上保安機関の海上
法執行能力強化のための支援に継続して積極的に取り組むとともに、サイバーセキュリティ等の新
たな脅威への対応についても、各国における平和と安定の確保の推進に重要であることから、更な
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る取組を期待する。また、有識者意見も踏まえ、児童労働撤廃に係る今年度の取組に見られたよう
に、民間企業、CSO、国際機関等のステークホルダーとの連携を通じた効果の最大化に努められた
い。なお、平和と安定を特に必要とする地域においては、新型コロナの影響がより大きいインパク
トを及ぼす可能性があることに留意し、適切な協力を実施できるように留意されたい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・重要度、難易度ともに高い項目であり、将来的には毎年度定量指標を設定することが望ましい。
・今後の社会課題解決のためには、共創型、コレクティブインパクトの視点が重要であり、サステ
イナブル・カカオ・プラットフォームのような、それぞれに特色を生かした、官・民・CSO が協
力した取組の強化が一層求められる。
・世界的に自由な活動や表現の自由の規制、市民社会スペースが狭まっており、民主主義を否定す
る動きも見られる。透明性が低く、腐敗がはびこる政府では、援助効果は低くなり、持続可能な
開発にはなりにくい。SDGｓでは、それぞれの目標を達成するために必用な横断的なゴール 16 の
取組を強化すべきである。対政府援助の難しさはあるものの、例えば、それぞれの国の市民社会
の能力強化等に資するような取組を行っていただきたい。
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