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―
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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

達成目標

標）

目標値
/ 年 128

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

プレスリリース発出数

250 件129
（2017-2021）

50 件

85 件

72 件

53 件

42 件

フェイスブック投稿数

1,750 件130
（2017-2021）

350 件

1,045 件

1,149 件

983 件

813 件

500 件/ 年131

500 件

1,207 件

1,141 件

1,245 件

832 件

10,000 人132
2,000 人
（2017-2021）

1,875 人

2,325 人

2,605 人

4,347 人

185 人

214 人

244 人

254 人

ODA 見える化サイト掲載案件の更新
数（案件）
国際協力キャリア総合情報サイト
（PARTNER）新規登録人数
国際緊急援助隊・感染症対策チーム
への登録者数

200 人規模
（延べ人数）

180 人

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

②主要なインプット情報
予算額（百万円）

5,495

5,125

5,018

決算額（百万円）

5,008

4,351

4,496

4,595

133

経常費用（百万円）

5,154

4,583

4,526

4,649

134

経常利益（百万円）

△ 272

△ 140
4,575

△ 823

135

5,156

△167

95

95

95

行政サービスコスト（百万円）
従事人員数

4,526

5,217

4,649

136

94

128

2018 年度計画における目標値

129

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

130

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

131

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

132

前中期目標期間の実績から約 15％増として設定する。前中期目標期間実績平均 1,746 名 / 年

133

暫定値
暫定値
暫定値
暫定値

134
135
136
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３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：3.（8）
、中期計画：1.（8）
年度計画
1.（8）事業実施基盤の強化
ア 広報
•

開発途上地域の開発課題に係る機構の活動及び成果を、国内外で関心の高いイベント等の機会
を活用し、国内外のプレス向けに発信する。また、国内外の一般市民に向け、広報誌、デジタ
ルメディア、国際協力イベント等の多様なツールを活用した発信を強化する。

•

特に、東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、開発途上地域におけるスポーツと開発
の取組や、ホストタウン等の地方と開発途上地域のつながりを題材とする関連情報等を発信す
る。また、東日本大震災から 10 周年を迎えるにあたり、日本による防災や復興に係る国際協
力の取組を発信する。

•

ウェブサイトは、データ削減等で容量軽減を進めることで、外部ユーザーのアクセス迅速化を
図るとともに、リニューアルに向けた取組を行う。

イ 事業評価
•

PDCA サイクルに沿って、事前評価、モニタリング、事後評価を着実に実施し、評価結果をウ
ェブサイトにて迅速かつ分かり易く公開、発信する。また、事業評価から得た知見を学会や国
際会議等で発信する。

•

事業改善や効果向上に活用するため、事業評価から得られる教訓を協力方針の策定や事業の実
施等にフィードバックするとともに、評価結果の横断分析、統計分析、プロセスの分析や新た
な評価手法等を継続的に検討・実施する。

•

事業評価の実施基盤の強化と質の向上のため、国際機関、国内外の大学、NGO 等と、事業評価
の実施や分析及び教訓の共有化等について協働する。

•

DAC 評価項目の改定を踏まえた評価方法を検討する。また、機構内外の人材の評価能力向上
に取り組む。

ウ 開発協力人材の育成促進・確保
•

SDGs 達成への貢献や援助潮流、開発協力人材の養成及び確保の重要性を踏まえ、一定の専門
性を有する開発協力人材を主たる対象とする能力強化研修を行うとともに、研修コースのライ
ンナップ見直しや研修内容の改善を図る。

•

PARTNER の利便性の向上及びキャリア形成に資するコンテンツの更なる拡充を通じ、
PARTNER 登録者を増加させ、開発協力人材の裾野の更なる拡大を図る。特に、国際機関や国
際協力 NGO、開発コンサルタント会社等を代表とする国際協力を専業として行う団体に加え、
海外で事業展開する本邦企業等の団体登録を拡充する。

エ 知的基盤の強化
•

「平和と開発のための実践的知識の共創」のビジョンのもと、国際的な学術水準の研究と発信、
現場で得られた知見の事業へのフィードバック、人間の安全保障の実現への貢献に取り組む。
特に、質の高い成長、人間の安全保障、日本の開発協力の歴史、中国を含む新興国の開発協力
等に関する研究を行う。

•

国内、新興国を含む海外の研究者、大学、研究機関等とのネットワークの充実により、研究事
業の質の向上と発信の強化を図る。特に、JICA 開発大学院連携において、教材作成等を通じた
知日派人材の育成とネットワークの強化を進める。あわせて研究事業を通じた機構の研究人材
の育成にも取り組む。

•

ウェブサイトやメーリングリスト等の有効活用、地方を含む多様な関係者に開かれたセミナ
ー・シンポジウム等の開催、国際会議、学会、大学の講義等を通じて、政策担当者、開発協力
実務者、研究者、学生等に対して、ワーキング・ペーパー、書籍等の研究成果を効果的に発信
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する。
オ 災害援助等協力
•

国際基準維持及び派遣時の効果的な活動展開を実現する上で必須となる、登録要員の能力維
持・向上のため、実践的な研修・訓練プログラムを策定及び実施し、併せて必要な資機材を整
備する。

•

特に、2021 年度に予定されている国際救助チーム再認証試験を機会と捉え、実施体制の強化及
び資機材の更新を含め、国際緊急援助隊救助チームの基盤強化を推進する。

•

• 捜索・救助及び災害医療並びに感染症対策に関する国際連携枠組に参画し、日本の緊急援助
の経験及び知見を発信するとともに、効果的な協力体制確保のため、国内外の関係者とのネッ
トワークを維持・強化する。具体的には、国際捜索救助諮問グループ（INSARAG：International
Search and Rescue Advisory Group）の各会合及び演習の準備・実施を通じ、アジア太平洋地域内
の捜索救助能力の向上と協力体制の強化に貢献する。また、WHO 緊急医療チームの地域副議
長として、グローバル会合等の開催を通じ、国際連携の議論をリードし、アジア太平洋地域の
ネットワークの強化に取り組む。日本政府が定める「国際的に脅威となる感染症対策の強化に
関する基本計画」の目標を踏まえ、関係省庁・機関との連携のもとに、より専門性の高い登録
者の確保及び登録者に対する研修の実施等を通じた感染症対策チームの実施体制・能力を強化
する。

主な評価指標（定量的指標及び実績は 1. 参照）
•

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

•

多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の実施状況

•

能力強化研修の見直しを含む、開発協力人材に対する研修実施状況

•

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

•

国際資格の維持及び国際社会との連携を含む、国際緊急援助の態勢整備状況

３－２．業務実績
No.8-1 広報
（1）開発課題や機構の活動及び成果の戦略的な発信
①戦略的な広報への取組
国民の幅広い層に対し、機構の認知度向上及び日本の国際協力の重要性に対する理解を深めるため、
広報戦略で設定した重点ターゲットごとのアプローチに沿って、ウェブ、SNS、広報誌への掲載やメ
ディアへの売り込み等、オンラインを含む多様なツールを活用し効果的な広報を展開した。
•

新型コロナウイルスへの対応に関する重点発信：機構ホームページに、新型コロナへの対応に関
する特設ページを開設し、機構理事長のメッセージや機構の取組を掲載した。その結果、急激に
変化した厳しい環境下においても、組織が果敢に挑戦し、継続的な取組を行っていることをアピ
ールできた。また、メディア懇談会や記者向け説明会をオンラインで開催し、新型コロナウイル
スを含む感染症対策等への機構の取組や成果、今後の課題を海外拠点の声を含めて重点的に発信
した。その結果、ガーナの野口記念医学研究所での協力などが、NHK・民放 TV 局 2 局のほか、
全国紙 2 紙及び地方紙 13 紙でも報道された。

•

多様なツールを活用した発信強化：外部媒体の活用として、マスメディアとのタイアップによる
「スポーツで世界を変える〜２人の日本人の挑戦〜」制作放映、ジェンダーと防災に関する
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Twitter ライブ、「朝日 GLOBE+」や「文藝春秋」等のメディアとのタイアップによる連載企画、
マンガコンペや一時帰国隊員が語る課題発信学習動画等、複合的に様々な媒体を通した発信によ
り、幅広い年齢層や属性の市民に対する発信を強化した。自社媒体の活用としては、国内外とも
にデジタル媒体へのアクセスが大幅に伸びるなか、SNS を通じた発信を強化した。新たに
LinkedIn に機構公式ページを開設し、海外向け英語コンテンツを中心に掲載を開始し、フォロワ
ーは 5 万 1 千人に達した。また、従来からの Facebook（日英）及び Twitter（日英）も、機構が
有する国内外拠点等との連携発信・拡散を強化し、1 掲載あたり 1 万インプレッションを超える
投稿数が 354（前年度比 32 増）になる等、2019 年度までの実績を大幅に超えた。機構 YouTube
チャンネルでは、動画コンテンツの拡充と発信を強化し、2019 年度からチャンネル登録者数は
3,200 人増加し、合計 18,329 人となった（日英チャンネル合算）。
•

積極的なトップ広報の実施：機構理事長が、日本経済新聞の「経済教室」や読売新聞の「地球を
読む」に、保健医療分野の国際協力に関する寄稿をしたほか、新潮社「Foresight」における「新・
日本人のフロンティア」の連載や、日本経済新聞主催の SDGs/ESG 会議（オンライン配信）にパ
ネリストとして登壇するなど、各種メディアに登場し発信することで、国内のオピニオンリーダ
ー層、一般層双方に対する機構事業の理解促進に取り組んだ。その他、「メディア懇談会」を 2
回開催し、主要メディアの論説委員等と機構理事長の意見交換の場を設け、機構の事業活動や関
心事項について広く発信した。

•

一時帰国中隊員の国内における取組の発信：「隊員全員が一時帰国」という事業創設以来初めて
の事態を「日本国内でも活躍する協力隊！」というメッセージを打ち出す好機と捉え、一時帰国
中の隊員の取組を発信した。機構のウェブページでの待機中隊員の活動を表現したウェブ CM、
TV 番組で発信する等の取組を行った結果、隊員による発信数は 7,716 件、投稿記事や動画の閲
覧数は 210 万以上、メディアに取り上げられた件数は 300 件以上となり、全国紙でも 10 件取
り上げられた。

•

オンライン記者勉強会の開催：機構の最新の事業動向等を説明するオンライン記者勉強会を 7
回開催した。2020 年度は、モーリシャスでの国際緊急援助隊による活動、アフリカにおける新型
コロナ対策、アフリカのポリオ根絶への貢献、メコン地域での人身取引対策支援、外国人材受入
促進支援、中東・欧州情勢、防災、アフリカのスタートアップ企業をテーマとして開催した。そ
の結果、アフリカのポリオ根絶への貢献に関する記者勉強会には、国内の記者のみならず、欧州、
アフリカ在勤の特派員が参加し、アフリカにおける感染症対策等の協力が NHK「おはよう日本」
や毎日新聞等の大手紙、地方紙、朝日新聞や毎日新聞の子ども新聞、Yahoo! ニュースにも掲載さ
れるなど、多数の報道が見られた。モーリシャス国際緊急援助隊活動の記者勉強会は 4 度開催し、
現地ともオンラインでつなぎ、映像や画像の提供も積極的に行った結果、全てのキー局のテレビ
ニュースで紹介された。

•

地方メディア向けの発信：機構理事長表彰に関するプレスリリースを国内拠点と連携して作成、
配信し、下野新聞、中日新聞、長崎新聞など 10 紙以上の地方紙で報道された。また、2021 年東
日本大震災から 10 年となることを踏まえて開催した防災・復興に関するオンライン記者勉強会
では、機構東北センターとも繋いで実施し、全国・地方メディアから約 20 人が参加した。その
結果、NHK や業界紙等での報道が複数実現し、その後も防災・復興分野に関する機構の報道に繋
がった。

•

海外メディア向けの発信：南スーダンからの東京オリンピック・パラリンピック選手団に関する
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取材対応を行った結果、米国公共放送サービス（PBS）や中国国営テレビの英語放送（CGTN） で
の国際放送につながった。また、機構の役員が米国シンクタンクとの共催オンラインセミナーや、
時事通信社ロンドン支局主催のセミナーで、新型コロナ対策に関する講演を行い、現地の多様な
視聴者への発信につながったほか、時事通信の「時事速報」で広く配信された。
•

国際協力イベント：「グローバルフェスタ JAPAN」は新型コロナの影響で中止になったが、代替
として、2 日間のオンラインイベントを中心とした「Earth Camp キャンペーン」を 10 月から開
始した。同キャンペーンには2 日間で2,000 人以上が視聴するなど、外務省や国際協力NGO セン
ター等の関係機関と連携し、広く国際協力の認知を促進した。また、地方においても、11 月の「お
きなわ国際協力・交流フェスティバル」、2 月の関西「ワン・ワールド・フェスティバル」など、
国内拠点が主導して、主にオンラインイベントに切り替える形で同様のイベントを実施し、SDGs
やスポーツ、環境問題などの時宜に合うテーマを選択し、広く国際協力の重要性や事業認知を促
進した。

•

報道件数：メディアを通じた発信として、国内で約 3,900 件、海外で約 11,000 件の機構に関す
る報道があった。

•

ウェブサイトリニューアルに向けた取組：機構ウェブサイトの古いページの削除や PDF 化によ
り約 2 万ページを削減し、大幅に容量を軽減してアクセスを迅速化した。一方で、検索機能の追
加や英語ページの充実を図り、ユーザビリティを向上させた。また、組織アカウンタビリティの
改善のため、アクセシビリティ方針及びウェブサイトプライバシーポリシーを更新した。さらに、
2022 年度に予定している全面リニューアルに向けて、新たなサイト構成や掲載基準を整理した。

②主要テーマの取組
•

人間の安全保障：新型コロナを含む感染症対策への取組に関する発信に最も重点を置いて取り組
んだ。前述機構ホームページの特設ページを通じた発信、メディア懇談会や記者説明会、機構理
事長や役員による寄稿、講演、広報誌「mundi」における特集等、多様なツールを活用し発信した。

•

世界と地方をつなぐ取組 / 外国人材の受入：外国人材の受入促進支援に係る取組につき、記者勉
強会を開催したほか、プラットフォーム設立フォーラムを開催して多くのメディア取材を受け、
日刊工業新聞や朝日新聞 Globe（ウェブ記事）で紹介された。また、機構理事長と法務省出入国
在留管理庁の長官の対談を行い、日本経済新聞に広告記事として掲載した。そのほか、一時帰国
中の海外協力隊員が、地方活性化のために活躍している様子が、日本経済新聞（夕刊 1 面トップ）
等で紹介された。

•

自由で開かれたインド太平洋：ラオスでの法整備支援について日本経済新聞や毎日新聞で報道さ
れた。機構広報誌「mundi」では、5 月号「南アジア」、6 月号「水質改善」、9 月号「DX」等の
特集を通じて、インフラ支援等をフォーカスした。また、2 月に自由で開かれたインド太平洋を
テーマとした記者勉強会を開催し、広く広報に努めた。

•

自然災害対策への取組：前述の防災・復興に関するオンライン記者勉強会に加え、発災から同
10年にあたる 3 月 11 日をターゲットに、「ハフポスト」とタイアップし、同月の国際女性デ
ーを掛けて、「ジェンダー×防災」をテーマに Twitter ライブを実施し、2 万回以上の視聴が確
認された。

•

日本の近代化と開発協力の経験の共有：2019 年 3 月に連携協定を締結した放送大学との協力に
より、「日本の近代化を知る」の続編（8 章）の BS での放送が実現した。広報誌「mundi」7 月
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号で「大学連携」を特集し、日本の近代化の経験を留学生に学んでもらう取組等を紹介した。ま
た、このテーマで講義を受けた研修員を中心に、帰国後に研修の成果、日本への思い、自国での
研修成果活用等をまとめた「研修員レポート」の配信を開始し（英語のみ）、1 件当たり 2 万近
い閲覧を得る等リーチが拡大している。
•

スポーツと開発：オリンピック・パラリンピックを目指す選手への指導やスポーツを通じた障害
者の社会参加促進の取組を、広報誌などの自社媒体、テレビ番組制作放映、雑誌 Number 連載や
コミチ「国際漫画大賞」コンペの実施などを通して広く発信した。また、並行してメディアアプ
ローチも展開し、大手新聞、テレビ局等、多数のメディアに取り上げられ、一般市民の認知度を
あげた。

（2）SNS、ウェブサイト及びを活用した情報発信

新型コロナの影響で積極的な広報展開が難しい事態が生じ、特に 2020 年度前半はウェブサイト閲
覧数が大幅に減少した。他方、国民の関心に沿う形で迅速に新型コロナ特設サイトを立ち上げ、コロ
ナ対策に係る取組を分かりやすくまとめて発信、2020 年後半は閲覧数の回復が確認された。
SNS については、2020 年度も Facebook、Twitter ともにファン数、フォロワー数は一度も減少に
転じることなく増加し、新規導入した LinkedIn もフォロワー数が継続して増加した（フォロワー数
は約 51,000 人（2021 年 5 月 12 日時点）となった。（Japan TIMES：約 25,000 人、ANA：約 48,000
人））。SNS の特性をいかした柔らかく、流行を捉えた表現や、動画やインフォグラフィックの活用、
コロナ禍でのステイホームを踏まえたコンテンツなどの発信が功を奏した。特に、その特性である拡
散力を活用し、日本政府や相手国政府、国連機関、自治体、民間企業、メディア、NGO 等幅広い関係
者と連携し、幅広い拡散に努めた。また、外部ウェブメディアと連携した企画実施や、機構ウェブ記
事を外部ウェブメディアに転載することで、Yahoo! 等への転載実績も増え、発信を更に強化した。情
報発信成果は下表 8-1 のとおりである。
表８－１ ウェブサイトや SNS を通じた発信の実績（2017 年度から 2020 年度）
ページ閲覧数

2017 年 3 月末時点

2018 年 3 月末時点

2019 年 3 月末時点

2020 年 3 月末時点

2021 年 3 月末時点

Facebook

Twitter

Youtube

（ファン数）

（フォロワー数）

（再生回数）

日：3,512 万 PV

日：16,585 人

日：29,830 人

日：113,698 回

英：546 万 PV

英：12,810 人

英：5,043 人

英：185,999 回

日：3,481 万 PV

日：20,545 人

日：32,406 人

日：113,814 回

英：671 万 PV

英：18,761 人

英：7,360 人

英：421,195 回

日：3,616 万 PV

日：23,161 人

日：34,788 人

日：335,891 回

英：628 万 PV

英：25,025 人

英：10,166 人

英：285,304 回

日：3,504 万 PV

日：26,332 人

日：38,055 人

日：279,793 回

英：595 万 PV

英：31,800 人

英：13,733 人

英：563,949 回

日：2,887 万 PV

日：28,481 人

日：39,633 人

日：676,725 回
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前回比

英：514 万 PV

英：39,818 人

英：16,349 人

英：247,032 回

日：+3.9％

日：+12.7％

日：+7.4％

日：+195.1％

英：-6.4％

英：+33.4％

英：+38.1％

英：-32.3％

（3）事業上の課題、及び原因分析と対応方針

重点ターゲットに応じた最適な発信（内容、媒体、タイミング等）を継続的に実施し、あわせて、
新しい媒体や手法を取り入れていくことが課題である。また、発信内容については、国際協力に対す
る日本国内の具体的な関心が多様かつ流動的である点にも留意しつつ、柔軟な発想に立ち、組織・事
業戦略を踏まえた戦略的な広報内容を選定していく。
さらに、メディアに対しては、新型コロナの影響によるメディアによる取材態様の変化（現場取材
の制限、オンラインツールの活用、提供画像・映像の積極活用等）を踏まえた、柔軟かつ機動的な発
信に取り組む。

No.8-2 事業評価
関連指標

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

外部事後評価における、大学・NGO 等
の参加による分析や、対象の特性を考

5 件

137

5 件

5 件

5 件

6 件

件

1 件

138

8 件

8 件

9 件

3 件

件

慮した分析の実施件数
分析結果の事業等での活用に向けた
フィードバック強化の取組数

（1）PDCA サイクルに沿った各種評価の着実な実施と迅速な公開・知見の発信

•

事後評価の実施と公開：評価対象となる、協力金額 10 億円以上の全ての事業及び 10 億円未満
であっても有効な教訓が得られる可能性の高い事業計 66 件（内訳：技術協力プロジェクト 8 件、
有償資金協力 31 件、無償資金協力 27 件）の外部評価と、2 億円以上 10 億円未満の事業 115
件（内訳：技術協力 105 件、無償資金協力 10 件）の内部評価を実施し、その結果を機構ウェブ
サイトで公表した。

•

評価の質の向上：外部評価では、定量調査・定性調査の実施手法に係る科学的手法（統計・デー
タ収集・インタビューなどの学術的に確立した調査手法）の活用と質の向上を図った。内部評価
では、評価者となる各海外拠点による評価結果の自己点検に加え、外部の第三者が個々の評価判
断の客観性・中立性や、提言・教訓の実行可能性・具体性を検証した。これら検証により自己点
検チェックリストに沿った内部評価はおおむね適正に運用され、一定の質が確保されていること
が明らかとなった。検証の結果は在外事務所拠点等の評価者へフィードバックし、今後の内部評

137
138

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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価の質の向上に活用するとともに、検証結果の概要を対外公表して説明責任を強化した。
•

事業評価報告書の公開：2020 年度に実施した個別事業毎の事後評価結果全てを 2021 年 4 月中
の公開に向けて取り組んだ。また、年間の事業評価結果を取りまとめた「事業評価年次報告書2020」
を機構ウェブサイトで 2021 年 5 月中の公表に向けて取り組んだ。同報告書では、特に学びの大
きかった評価案件の事例や、コロナ禍における遠隔での事後評価実施の取組を紹介するとともに、
2021 年度から導入された評価基準の改定（後述（2）参照）についても記載した。

（2）評価基準の改定

•

SDGs の採択を契機に、OECD-DAC 開発評価ネットワーク（Eval Net）で評価基準改定の検討が
なされ、2019 年 12 月の Eval Net 年次会合で評価項目の追加（整合性：Coherence）及び各項目
の再定義が採択された。これに伴い、新たな DAC 評価基準を機構の事業評価基準へ反映すると
ともに、機構の事後評価における諸課題を解決すべく、機構の事後評価基準を改定した。改定の
過程では、外部有識者委員はじめとする機構内外の幅広い関係者との意見交換を通じて得られた
知見を、いかに機構の評価基準に反映し変更すべきか議論を重ね、2020 年 11 月の理事会にて評
価基準の改定を決定した。

（3）教訓のフィードバック、評価結果の各種分析、新たな評価手法の継続検討

①協力方針策定や事業実施等にフィードバック
•

事業計画段階の事業事前評価表等で「過去の類似案件の教訓と本事業への適用」を確認し、類似
案件の評価結果から得られた教訓を活用した。例として、ブラジルの地域警察に関するプロジェ
クトでは、スムーズで透明性の高いプロジェクト管理を行えるよう体制や方法を検討する必要が
あるとの教訓が得られている。グアテマラにおける類似事業の計画において、専門家やローカル
コンサルタントのみならず機構事務所が長期的視点をもって積極的に関係者を支援・調整するこ
ととしている。

②プロセスの分析
•

ベトナム「カイメップ・チーバイ国際港開発事業」、「ラックフェン国際港建設事業」、「ノイ
バイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設事業」、「ニャッタン橋建設事業」、「ノイバイ国際
空港 - ニャッタン橋間連絡道路建設事業」（以上、円借款）、ルワンダ「教員間の校内相互研鑚
強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）について、案件形成時から事業効果発現に至る過
程を分析する「プロセスの分析」を 2019 年度より継続して実施している。ザンビア「現職教員
研修制度支援を通じたキャパシティ・ディベロップメントの実態調査」
（技術協力プロジェクト）
についても、関係部と協議し、実施方針の確定に向けて準備を開始した。

•

JICA 開発大学院連携における国際大学との共同研究（ケースライティング）の一環として、デリ
ーメトロのプロセスの分析等に基づくデリーメトロの事例教材を作成し、同連携の講義である
Japanese Foreign Assistance Policy で同事例教材を使用した講義を実施した。

③統計分析
•

外部事後評価結果及び内部事後評価結果を統合した統計データの整備により、事後評価を行った
全てのデータをサンプルとして、技術協力、有償資金協力、無償資金協力と全ての援助手法にお
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いて総合評価・各評価項目のレーティングを被説明変数とする回帰分析を行った。その結果、技
術協力・無償資金協力連携に関する分析からは、同時期・前後して実施することが良いのではな
く、それを実施するタイミングが肝要であり、事業ごとではなく対象国の分野全体を俯瞰した計
画的な事業展開が重要という、プログラムアプローチや今後のイニシアティブ単位での事業監理
に対する示唆を得られた。
④根拠に基づく政策立案（EBPM：Evidence Based Policy Making）に資するインパクト評価
•

日本式交番制度をモデルとしたブラジル「地域警察活動」（技術協力）の取組（2000 年国別・課
題別研修、2005 年～ 2018 年技術協力プロジェクト（フェーズ 1 ～ 3））を対象にインパクト
評価を継続した。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）を通じた平和創出の貢献に関するインパクト評価に着手した。

•

事業部等がより円滑にインパクト評価の企画・実施を行えるようにすべく、機構におけるインパ
クト評価の実施支援体制の強化を推し進めた。また、インパクト評価の案件形成・発注のための
能力向上・人材育成を目的とした、機構内職員向け研修を実施した。

⑤テーマ別評価・横断分析等
•

事業の介入と効果の因果関係を推論する質的比較分析（QCA：Qualitative Comparative Analysis）
を用いて、上水道セクターの技術協力と無償資金協力の連携による事業の有効性・持続性の因果
推論を検証し、今後の事業計画に資する結果を分析した。分析結果について日本評価学会全国大
会（11 月）で報告し、また機構内関係部署間で共有し、事業改善への活用を図った。

•

所得や貧困率に及ぼした事業のインパクトをより安価かつ簡便にモニタリング・評価する手法で
ある SWIFT（Survey of Well-being via Instant and Frequent Tracking）を用いて、世銀と協働で機構
のプロジェクトの有効性を試行的に検証することに着手した。

•

プロジェクトが意図したアウトカムにどのように寄与するかを示す手法である「セオリー・オブ・
チェンジ」を用い、代表的なドナー機関の活用方法の比較分析及び母子手帳及び上水道分野を題
材とした開発効果の検証に着手した。

•

テーマ別評価として、「保健医療セクター（感染症対策）における機構の協力の開発効果のイン
パクトと途上国の経済社会開発への貢献度合いの客観的評価レビュー」、「留学生事業の評価手
法分析」、「多角的アプローチによる栄養改善」の実施に向けた作業を進めた。

•

協力の効果を客観的かつ定量的に分かりやすく示すため、解決すべき開発課題タイプに応じて指
標を整理した課題別指標例について、テーマ別評価を活用し、感染症分野の指標例の改定に着手
した。また、技術協力プロジェクトに関係する水産及び平和構築の指標例を英文化した。

（4）事業評価の実施基盤強化と質の向上・他団体との協働
①国際機関や各国との連携・協働
•

アジア開発銀行（ADB）と中国・財政部共催の評価セミナー「アジア評価週間」（オンライン）
で機構のセッションを開催し、2019 年度実施した対中 ODA 総括のテーマ別評価結果を発表し
た。また、全米評価学会の年次大会（オンライン）でポスター発表し、機構の評価業務・知見を
発信共有した。各国政府機関、研究者等と国際開発分野の評価に関する意見交換を行い、ネット
ワークを強化した。

•

OECD-DAC 下部機関の開発評価ネットワーク（EvalNet）（定例会合オンライン等）を通じ、評
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価基準の改定や新型コロナウイルスに対応した評価手法に関する意見交換に参画した。OECDDAC 成果コミュニティ学習会で機構の成果管理・活用を発表した。
②内部人材の評価能力の向上
•

事業評価に関する内部人材育成を目的に、年間を通じて職員等向けの研修（事後評価入門研修を
31 回、在外拠点における評価セミナーを 1 回）を実施した。

•

2019 年度に続き事業評価の機構内インターン制度により、内部事後評価の OJT を通じて、評価
手法とともにプロジェクトサイクルの全体を俯瞰した業務の知見向上を図った。

•

2018 年度に設けた内部評価表彰制度にて、優良事例の組織内共有、在外拠点（特に実施の中心を
担う現地職員）の意欲向上を図った。

•

日本評価学会の評価士養成講座に加え、北里大学、国際大学、茨城大学、法政大学で機構の事業
評価に係る講義を実施した。

•

開発途上地域人材の評価能力向上に向けて、2020 年度から課題別研修「質の高い事業評価のデザ
イン、実施及び制度構築のための能力強化」をオンラインで実施した。研修員に加え、機構在外
拠点からも現地職員が聴講の形で参加した。

③評価結果・教訓・分析結果の発信
•

評価の専門性向上のため、評価基準改定を含む事業評価に関する最新の分析結果や考察等を、日
本評価学会、国際開発学会の全国大会で発表した。海外に向けては、各種国際会議の場、GDI の
ナレッジ・プラットフォーム等を活用し、事業評価を通じて得られた知見の発信と活用拡大を図
った（上記参照）。

（5）事業上の課題及び原因分析と対応方針
近年の事業量の増大に伴い、2017 年度以降の事後評価件数が増加傾向にある。これに対応するため、
内容的に共通性の高い事業や目標を同じくする事業の一体的評価を推進することに加えて、簡易型評価
を本格実施することで効率化・合理化を図っている。新型コロナへの対応として、現地調査補助員を更
に活用するための研修の推進や、オンラインによる遠隔調査、評価資料の翻訳を進めることで、評価分
析に必要なデータの見える化を推進し、制約条件下のなかで柔軟に対応した。また内部評価では、現地
調査から極力既存の定量データ、電話、質問票、衛星データ、写真データ等の遠隔実施調査に切り替え
て情報収集を行う工夫を図るとともに、机上評価に係る留意点等を中心に、個別コンサルテーションや
オンライン研修等を多数実施した。
2021 年度も引き続き、評価手法の改善を図るとともに、現地調査の実施が困難な状況下においても、
遠隔調査を活用した情報収集を行いつつ、現地渡航が再開された際には柔軟に対応する。

No.8-3 開発協力人材の育成促進・確保
関連指標
能力強化研修参加者数

139

基準値
349 人

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

565 人

503 人

464 人

473 人

人

139

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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（1）多様な協力ニーズに対応した開発協力人材の養成と確保

•

SDGs 達成に向けた人材養成：機構が行う能力強化研修では、SDGs 達成に向けて、協力の重点
分野や新たに取り組む分野を中心として研修のラインナップを見直し、2020 年度は新規 4 コー
スを含む計 18 コースを実施（4 コースを廃止）し、多様な分野の開発協力人材の養成に貢献し
た。具体的には、「母子健康」、「社会基盤マネジメント」、「気候変動対策と開発」、「民間
企業との連携」等、SDGs Goal に対応するコースを実施し、当該分野を担う開発協力人材の養成
に貢献した。研修対象者は一定の専門性を有する開発協力人材を主とし、機構事業で活用するこ
とを前提とした実践的な知識やスキルの習得に重きを置いた研修内容とした。また、新型コロナ
感染予防のため、全コースの研修を対面からオンラインに切り替え実施した。その結果、応募者
数が増加するとともに、遠隔からの参加者の受入も可能となった。

•

将来を見据えた人材の養成：将来の開発協力人材を養成するため、機構本部及び国内の拠点、開
発コンサルティング企業の国内オフィス（国外拠点はコロナ禍により実施見送り）でインターン
58 人を受け入れた。

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

（ア）PARTNER の利用促進に向けた強化
•

キャリア形成支援、多様な働き方の促進のためのコンテンツや掲載情報の拡充：PARTNER ユー
ザーの利便性向上のために登録フォームの改修を行い、より簡便に登録をできるようにした。新
型コロナの流行もあり、時間、距離の制約で従来セミナーに参加できなかった層にリーチすべく、
開発協力人材のキャリア形成の支援を目的とした各種セミナーをオンライン化したところ、参加
者中の海外・地方在住者の割合が増加した。また、キャリア情報を充実させるために、2019 年度
に新設した PARTNER 上のコンテンツであるキャリア図鑑に、外務省、国際機関、開発コンサル
タント、NGO 等関係機関のキャリア形成の事例紹介や多様な働き方を促進する記事を新規に 26
本リリースし、キャリア図鑑上の累計掲載記事数が 52 本となった。各種セミナー動画を
PARTNER 上に掲載した結果、セミナーに参加できなかった人等より 2,862 回の動画へのアクセ
スがあった。

•

新たな開発協力人材の登録：2020 年度に PARTNER に新規に登録した開発協力人材は、2019 年
度の 2,605 人から 4,347 人となり、目標値（2,100 人）を上回った。

•

国内の社会課題への貢献：日本国内の現場での実務機会を通じて、今後の開発途上地域での協力
をより効果的に推進していくことに加え、国内の多文化共生・地域活性化に資することを目指し、
機構専門家等の経験を有する国際協力人材を、日本国内の現場（自治体等）に試行的に 2 名配置
した。国内の多文化共生・地域経済活性化に資する取組強化の一環として、PARTNER 団体利用
規約を改定し、従来対象だった国際（協力）分野での活動、事業の実績や計画を有する企業・団
体だけでなく、日本国内の地域活性化や被災地の復興支援、多文化共生等、国内の社会課題解決
に役立つ活動、事業の実績や計画を有する企業・団体も登録可能とした。

（イ）開発協力人材の新規開拓
•

関係機関との連携深化：外務省、開発コンサルタント、NGO 等関係機関と連携し、各種キャリア
イベント等を開催することで開発協力人材の新規獲得を行った。具体的には、海外コンサルタン
ツ協会との連携セミナー等を 17 回開催し、延べ 2,518 人の参加を得た。また JPO 制度の募集
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時期に合わせ、国際協力 JOB セミナーを外務省国際機関人事センターと連携して開催した。国
際開発ジャーナル社主催の「国際協力キャリアフェア」を後援し、697 人の参加者を得た。また、
海外で事業展開する日本企業等の団体登録を拡充するために、草の根技術協力事業や中小企業・
SDGs ビジネス支援事業の団体向けに PARTNER 事業紹介及び登録勧奨を行い、団体登録を促進
した。
•

国際協力分野への若年層の関心拡大と促進：コロナ禍の影響を受け、キャリアへの関心の高まり
に合わせ、各種セミナーをオンライン化したところ、国際キャリアフォーラムでは大学生の参加
者が 2019 年度の 827 人から 1,359 人に増加した。また、国際協力・開発援助に関心を有する学
生（大学生・大学院生）及び社会人を対象とする機構インターン参加者を増やすべく、PARTNER
上での広報、メールマガジンでの周知を強化すると共に、新卒採用イベントにて広報を行った結
果、応募者が 2019 年度の 415 人から 514 人に増加した。

（3）事業上の課題、及び原因分析と対応方針

•

国際協力人材の不足という課題に対し、人材の裾野拡大のためのキャリア形成支援や人材養成が
必要である。そのため、若年層に対するキャリアパスの提示、インターンシップや研修等の情報
提供を強化する。2019 年度以前は PARTNER の閲覧数最多コンテンツは求人情報であったが、
コロナ禍においてキャリア形成ニーズが高まっているため、キャリア形成に係る支援にも力を入
れる必要がある。また、地方での人材獲得や若年層への働きかけに際しては、オンラインでの情
報提供の強化に加え、国内拠点や、本部各事業部の持つネットワークやコンテンツとの連携強化
を図る。

No.8-4 知的基盤の強化
関連指標
研究成果のダウンロード数

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

5.2 万件

140

7.1 万件

10.8 万件

4.8 万件

9.2 万

万件

の効果的な発信事例 /機構

15 件

141

17 件

17 件

18 件

19 件

件

事業へのフィードバック事

15 件

142

15 件

17 件

18 件

19 件

件

（万件）
国際機関・政策担当者等へ

例の件数

（1）効果的な事業実施及び国際援助潮流の形成に資する研究と発信

①新型コロナウイルス感染症関連
•

「コロナ後の世界と国際協力」研究の実施：機構理事長のイニシアティブである「4 つの挑戦」
に基づき、「コロナ後の世界と国際協力」研究を実施し、有識者との対談等を基に新型コロナ感

140
141
142

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
2015 年度実績
2015 年度実績
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染拡大に伴う国際社会の激変を受けた国際協力の在り方を検討した。
•

「新型コロナウイルス対策に関する比較・実践的研究」研究会の立ち上げ、活動実施：感染症に
強い保健システム・社会や機構の協力戦略の在り方を検討するため、保健医療を中心に開発途上
地域と日本における影響や対応からの教訓を分析する「新型コロナウイルス対策に関する比較・
実践的研究」研究会を立ち上げた。同研究会では、機構が協力を展開している各国から集まった
初期の情報を基にした現状分析・日本を含む国際比較を交えた考察・機構のコミットメントを、
新型コロナに立ち向かう開発途上地域に向けての機構からのメッセージとして取りまとめ、「To
Our Friends and Partners Fighting against COVID-19 in Developing Countries」を 5 月に発行し、15 回
のオンラインセミナー（機構主催、Center for Global Development、東北大学等他機関主催あわせ
て） のほか、SNS や動画でも発信した。開発途上地域の対応事例を集約して共有したほか、世
界一の高齢化先進国である日本において高齢者の死亡率（単位人口比）が突出して低いことなど、
学術的にも貴重なファインディングを示すことができ、海外のみならず日本国内からも評価され
た。

•

日本の感染症対策における実践的経験や最新の研究成果の発信：世界の新型コロナ対応に実践的
に貢献すべく、「新型コロナウイルス対策に関する比較・実践的研究」研究会活動として、日本
の実践的経験や最新の研究成果を発信するオンラインセミナーを院内感染対策、公衆衛生対策、
新型コロナ患者管理の 3 テーマで開催し、国内外約 60 か国から延べ 1,500 人の医療従事者、行
政官、ドナー関係者等が参加した。英語・フランス語同時通訳で発信し、YouTube チャンネルで
も後日視聴を可能としたほか、日本の医療現場で使用している院内感染対策チェックリストを英
語化して提供する等、各国で有用な新型コロナ対応の知見共有に取り組み、参加者より高い評価
を得た。

•

新型コロナ対策やウィズコロナ、ポストコロナの世界を見据えた研究の着手及び成果の迅速な発
信に努めた。また、機構緒方研究所ウェブサイト上に「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
関連研究」特設ページを立ち上げ、関連する研究成果や知見を集約してわかりやすく発信した。

•

研究プロジェクト「フィリピンとタジキスタンの家計における海外送金に関する研究」の成果と
してフィリピンの海外送金依存家計への新型コロナの影響に係る論文を執筆し、“COVID
Economics：Vetted and Real-Time Papers”、“Economics of Disasters and Climate Change”に掲載され
た。送金受取が、パンデミックが発生しない場合に比して前者は 23-32％程度、後者は 14-20％
程度減少する可能性を示したものであり、フィリピン国内で報道されるとともに、ADB が 2020
年8 月に発表した“COVID-19 Impact on International Migration, Remittances, and Recipient Households
in Developing Asia”に引用された。また、フィリピンでの金融包摂への影響及びタジキスタンにお
ける海外送金への影響にかかる論文を執筆し、機構緒方研究所ウェブサイトに掲載した。

•

研究プロジェクト「『質の高い成長』にかかる研究」の成果として、2020 年 9 月にポリシー・
ペーパー「「質の高い成長」の視点から考える新型コロナに対する強じん性のあり方：医療イン
フラ投資に関する論考」を発刊した。本ペーパーでは「質の高い成長」の視点に立ち、新型コロ
ナへの対応について、特に軽症感染者・無症状の病原体保有者の療養施設の在り方を考察した。

•

他の新型コロナ関係の研究プロジェクト及び論文として、研究プロジェクト「持続的な平和に向
けた国際協力の再検討：状況適応型の平和構築とは何か」では、新型コロナのパンデミックが長
期化・頻発化する紛争事例の文脈にどのような影響を与えるかについてウェブサイトで発信した。
また、新型コロナと大気汚染の関係について「All India Disaster Mitigation Institute」に寄稿すると
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ともに、ヤンゴンでの家計調査から得られた新型コロナのインパクトについて、家賃や教育への
支援といった視点を含めて政策への示唆を導いた。
•

外部研究者を招き「地球環境問題を通して考える With コロナの時代について—Future Earth Japan
からの報告—」を開催した。新型コロナの流行への対応に関して、新しい社会様式への変革に向
けた取組の重要性が謳われる中で、地球温暖化への取組との共通点を探る議論が展開された

•

アジアのサプライチェーン等の状況分析を深める「ポストコロナのアジア経済社会構造ダイナミ
クスに関する研究」研究会を立ち上げた。また、ウィズコロナ、ポストコロナのアフリカを見据
え、「TICAD8 に向けたポストコロナ時代のアフリカ開発研究」を開始した。

② 人間の安全保障
•

緒方貞子元機構理事長の追悼記念シンポジウム「With/Post コロナ時代のグローバルな課題と人
間の安全保障」を 2020 年 11 月にオンラインで開催し、世界 79 か国から 1,250 人が参加した。
新型コロナによる世界の変化の下における「人間の安全保障」の概念の重要性をテーマに、「人
間の安全保障」概念の導入・適用による日本の国際協力の変化、ウィズコロナ、ポストコロナ時
代における「人間の安全保障 2.0」と保健医療分野の取組について、国内外の登壇者を迎えたパ
ネルディスカッションを行った。本シンポジウムは、事後に NHK ワールドにて世界に向けて放
映されると共に、NHK 教育テレビにて日本国内でも放映された。

•

国連開発計画（UNDP）の人間開発報告書 2020 に関し、国内有識者を交えてコンサルテーショ
ン会議を実施するとともに、バックグラウンドペーパー「Protecting our human world order：A human
security compass for a new sustainability decade」を UNDP と共同で執筆し、人間の安全保障を人間
開発、サステナビリティ等の概念を補完するものとして位置づける必要性を議論した。また、機
構内での連携強化にも取り組み、分野横断的な視点を盛り込んだ人間の安全保障研究等を推進し
た。

•

「SDGs と日本」
（2019 年 11 月、明石書店）を高須幸雄国連事務総長特別顧問による監訳の下、
英訳し、ウェブサイト上で公開した。本英訳は、人間の安全保障の要素を総合的な指標として、
都道府県別に指数化した試みを国際的に発信し、各国の文脈において SDGs をどのように実践す
るのかという議論に貢献することを目指したものである。また、第 7 回ナレッジ・フォーラム「危
機の時代に問い直す「人間の安全保障」～尊厳の可視化から捉える日本と世界」で本書を紹介し、
人間の安全保障指標に関する地域的な差異、「尊厳」を守るための社会の在り方等の議論を深め
た。

③新しい開発アクター及び政治経済の視点
•

中国援助量推計の 2019 年及び 2020 年分を公開し、公式統計がない中国援助の量的な実態解明
に貢献した。

•

政策研究大学院大学が主導する「現代東南アジアシンクタンクネットワーク構想」に参加し、米
中対立が激化する中での ASEAN 地域での開発協力の在り方を検討するための研究チーム（タイ、
インドネシア、ベトナム、ラオス、ミャンマー、マレーシアの研究者が参加）を立ち上げた。

④国際援助潮流形成に向けた国際会議などでの発信
•

機構緒方研究所の研究所長が「Institution Building and System-Wide Support for Peacebuilding and
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Sustaining Peace」をテーマに、2020 年 5 月に開催された国連平和構築委員会（PBC：UN
Peacebuilding Commission）のコンサルテーションにビデオメッセージで参加し、フィリピンとウ
ガンダの事例を挙げつつ社会経済的な側面での制度構築が平和構築と平和維持に不可欠である
ことを説明した。
•

機構緒方研究所の研究所長が、米国 Brookings 研究所が日本の財務省と企画したラウンドテーブ
ルに登壇し、開発途上国の債務問題に関する中国の姿勢について述べた。また、機構緒方研究所
の副所長が、英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）主催のオンラインセミナー「COVID-19
and Japan’s Coordinated Development Responses in Asia」に登壇し、「従来の開発協力が推進できな
いなか、このパンデミックを乗り切るためには、知識の協創や共有が重要」と強調した上で、新
型コロナ対応として財政支援に加え、病院や公衆衛生・感染症研究所を含む医療体制強化を支援
する準備を機構が進めていることを説明した。

（2）研究成果の事業へのフィードバック

•

研究成果の機構事業への還元と国際的な援助潮流への貢献を目的に、機構事業関係者や国内外の
政策決定者、開発協力実務者などにとって有益な政策提言や事業実施に係る提言を取りまとめる
ポリシー・ノートを、バングラデシュの開発をテーマとして発刊した。

•

研究プロジェクトの成果や、成果として出版された書籍の内容、研究の分担者である外部有識者
の知見、新たな分野の研究を行っている外部有識者の知見等を、海外拠点等を含む機構内部で広
く共有し、機構事業への活用に向けた意見交換を行うことを目的とした内部のランチタイムセミ
ナーを計 21 回開催した。

①協力案件等への貢献
•

新型コロナ対策に関する比較・実践的研究の一環として、手洗い実証パイロットプロジェクト研
究に関し、ナレッジを活用し介入や調査のデザインについてインプットを行った。

•

機構内のナレッジマネジメントネットワークのユニバーサル・ヘルス・カバレッジサブグループ
での教材作成に、新型コロナ対策に関する比較・実践的研究会で行っている文献レビューからの
知見をインプットした。

•

地球環境分野で基礎情報収集・確認調査との連携を強化し、研究と実務の協力関係の強化に向け
た取組を実践した。ベトナムでの廃棄物調査及び都市環境管理調査では、機構緒方研究所の研究
員がオブザーバーとして、調査の委託事項（TOR：Terms of Reference）設計段階から参画し、現
場業務の質的改善につなげた。

•

研究プロジェクト「JICA 環境社会配慮（計画段階）の質の向上」の研究成果を踏まえて、機構関
係職員を対象にしたフィードバックセミナーを 2020 年 8 月に開催した。

（3）研究成果の公開、積極的な発信

①国内学会向け：国際開発学会第 31 回全国大会
•

2019 年 9 月に発刊された「日本の国際教育協力 -- 歴史と展望」（編者萱島信子機構理事 / 緒方
研究所シニア・リサーチ・アドバイザー、黒田一雄機構緒方研究所客員研究員／早稲田大学教授）
が 2020 年国際開発学会特別賞を受賞した。同書は、日本の開発途上国に対する教育協力の歴史
の全体像を明らかにしたもの。

•

研究プロジェクト「日本の国際教育協力」の成果に基づき、高等教育協力の歴史について発表し
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た。また、新しい時代の高等教育協力の在り方について提言を行った。
•

研究プロジェクト「SDGs 下における環境／気候変動制度・政策の発展に向けての実証研究」に
基づいた企画セッションを主催し、政策・制度の発展におけるリーダーの姿勢、専門家の活用、
広域行政の推進といった要因の重要性が示唆された。

•

研究プロジェクト「日本の産業開発と開発協力の経験に関する研究：翻訳的適応プロセスの分析」
において、企画セッション「途上国援助における日本の産業開発協力の経験と今後の展望〜日本
の知的役割を考える〜」を開催し、開発途上地域が外来の知識・技術を自国の文脈に合わせて適
用し内生化するプロセスを日本の産業開発分野の協力がいかに促したか、中間成果を発表した。

•

研究プロジェクト「新興国の開発協力とその影響に関する研究」の成果を活用して「ODA と政策
環境」セッションで「ロシア援助はならず者援助か？ロシア援助の実態・特異性とその理由」に
ついて発表した。

②各種研究成果の発信
•

ワーキング・ペーパー（8 本）、ポリシー・ノート（1 本）、書籍（7 冊）、開発協力文献レビュ
ー（1 本） 、フィールド・レポート 1 本を発刊したほか、セミナー等を 23 回開催した。学会
（50 回）、外部セミナー講師（42 件）、非常勤講師（19 件）等の外部での発表の機会を捉え、
積極的に機構の研究成果を発信した。

•

JICA 開発大学院連携に関し、国際大学と講義で使用する教材開発を目的とした共同研究「ケース
ライティング」を実施した。同共同研究結果は機構緒方研究所ウェブサイトに掲載し（7 件）利
活用を促進するとともに、講義で実際に使用した（4 回）。2018 年度から放送大学と共同制作し
てきた日本理解に関する講義シリーズ「日本の近代化を知る 7 章」の続編である「続・日本の近
代化を知る」の第 8 章から第 11 章を、引き続き放送大学と共同制作し、2020 年 11 月から BS
チャンネルで放送を開始した。近代化とともに思想、戦争、国際法、行政についての講義を拡充
し、日本理解に対する研修員のニーズに応える講義シリーズを充実させた。

•

研究プロジェクト「日本の開発協力の歴史」では、60 年以上にわたる日本の開発協力の歴史を多
様な角度から客観的・実証的に分析することを目指し、研究成果を 7 冊の単著からなる叢書（シ
リーズ「日本の開発協力史を問いなおす」）としてまとめている。2020 年度は第 1 巻「日本型
開発協力の形成―政策史①・1980 年代まで」と第 5 巻「インフラ協力の歩み―自助努力支援と
いうメッセージ」を発刊した。

•

「日本の産業開発と開発協力の経験に関する研究：翻訳的適応プロセスの分析」において、日本
の産業開発や同分野の開発協力の経験の特徴を明らかにする研究を継続した。また、名古屋大学
の研究者との連携を通じた書籍「途上国の産業人材育成」が発刊された。

•

プロジェクト・ヒストリー「マタディ橋ものがたり—日本の技術でつくられ、コンゴ人に守られ
る吊橋」など日本語版 2 冊に加え、シリーズ英語版の第二弾「Peace and Development in Mindanao,
Republic of the Philippines—The Long Road to Peace through Trust」を発刊した。また、ボスニア・ヘ
ルツェゴビナのスレブレニツァで起きた虐殺から 25 年目の節目に、プロジェクト・ヒストリー
シリーズ初の英語版「A Memoir of a Japanese Development Practitioner：In Srebrenica, Bosnia and
Herzegovina」を世銀 Global Delivery Initiative（GDI 143）のウェブサイトで紹介した。

143

GDIは、世界銀行のイニシアティブの下、開発協力機関などが参加する国際開発コミュニティーのナレッ
ジ・プラットフォームで機構も加盟メンバーである。機構緒方研究所はプロジェクト・ヒストリー英語版
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研究プロジェクト「カンボジアにおける自国通貨利用促進に関する実証研究」及び「カンボジア

•

における金融包摂促進のための実証研究では、ワーキング・ペーパー「Monetary Policy Spillover
Into a Developing Country When the US Federal Fund Rate Rises：Evidence on a Bank Lending Channel」、
「Impacts of the Interest Rate Ceiling on Microfinance Sector in Cambodia：Evidence from a Household
Survey」をそれぞれ発刊し、金利規制にかかる研究成果についてカンボジア政府ハイレベル（2020
年 9 月カンボジア中央銀行副総裁、2021 年 2 月副首相をヘッドとする金利上限規制委員会）へ
発表・提言した。
（4）研究の質の向上と発信強化

①研究機関等との連携、ネットワークの強化
機構緒方研究所の研究所長が、開発途上地域及び先進国の政策・研究機関及び研究者のネットワ

•

ークであるグローバル・デベロップメント・ネットワークが行う国際開発日本賞（開発途上地域
の研究者育成プログラムを日本の財務省が支援しているもの）の選考員の一人として選ばれ、同
賞の最終選考を行った。
ブルッキングス研究所との共同研究として、「ブレークスルー：持続可能な開発のための最先端

•

技術の可能性」を開始した。SDGs 達成のためには革新的な技術の適用及び普及が必要不可欠で
あるという考えの下、近く実用化が可能であり普及可能性が高い技術のなかから、2030 年までに
SDGs 達成に貢献する技術の考察を行うもの。本研究は 10 のテーマについて行い、機構からは
スマートシティ、森林管理に活用される衛星技術をテーマに研究を進め、開発途上地域支援の経
験から得られた知見を基に、最新技術の効果実証を含む書籍原稿を執筆した。
第 6 回ナレッジ・フォーラム「ポストコロナの世界と国際協力～グローバルヘルスに関するガバ

•

ナンスとリーダーシップ～」を開催し、オンラインで約 300 人が参加した。また、第 7 回ナレ
ッジ・フォーラムを書籍「SDGs と日本」の英語版発刊記念として開催し、オンラインで約 250
人が参加した。
②研究所の外部からの評価
著作の表彰：「プロジェクト・ヒストリー」シリーズの第 21 弾「僕の名前はアリガトウ－太平

•

洋廃棄物広域協力の航跡」（2018 年 12 月発刊）が、一般社団法人廃棄物資源循環学会の令和元
年度学会賞（著作賞） 144 を受賞した。
シンクタンクランキング：ペンシルバニア大学の Global Go To Think Tank Index 2020 の「国際開

•

発部門」で 28 位（昨年 28 位）であった。また、「地域部門（中国、インド、日本、韓国）」で
は 24 位（昨年 33 位）であった。

③
•

研究人材の能力強化
新型コロナによる影響で一時帰国や在宅勤務を余儀なくされ、情報アクセスが制限された機構関
係者への情報提供・能力強化の機会とするとともに、世界の現状・課題、将来（ウィズコロナ、

144

の共有等により開発課題に関する知見の共有を行っている。
この賞は、廃棄物資源循環学の進歩や事業の発展に寄与・貢献した会員を対象に、毎年、同学会が授賞
するもの。「プロジェクト・ヒストリー」シリーズが同学会から学会賞（著作賞）を受賞するのは、平成
31年度の石井明男・眞田明子著「クリーンダッカ・プロジェクトーゴミ問題への取り組みがもたらした社
会変容の記録」（2017年7月発刊）に続き2度目。
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ポストコロナ）の世界や機構の在り方を考える場として、機構内部向けのオンラインセミナー
“LNOB（Leave No One Behind）オンラインセミナーシリーズ”を開催した。計 12 回、日本の近代
化や開発協力の歴史、アジア・アフリカのコロナ対策の最前線と保健医療、人間の安全保障等を
テーマに実施し、延べ 4,000 人以上が参加した。
•

研究人材育成：セミナーの開催や研究実施にあたっての関連情報を集約した機構内部人材向けサ
イト（「研究の杜」）の内容の充実に引き続き努めた。また、機構職員等からアイデアを募り、
採択された研究を機構研究所の支援を得て提案者が実施する「研究プロポーザル事業」を実施し、
2020 年度案件として 2 件採択した。また、同事業に基づく研究成果をまとめたワーキング・ペ
ーパーの発刊に向けた支援を行い、1 本の発刊につながった。さらに、機構事業の経験に基づく
開発途上地域の開発問題に関わるテーマで執筆するフィールド・レポートとして、「地震復興に
おける包摂性に配慮したBuild Back Better の実践的手法：JICA ネパール地震復興事業に基づく論
考」を発刊した。

（5）事業上の課題及び原因分析と対応方針

新たな開発ニーズや今日的な課題等に柔軟かつタイムリーに対応するため、イノベーティブで分野
横断的な視点とスピード感を持って新規研究の立ち上げを行い、効果的な事業実施や国際援助潮流の
形成に寄与する。また、オンラインの一層の活用等、コロナ禍における効果的な発信方法を引き続き
検討・見直し、国内外の研究分担者とより一層の連携等を図ることにより、研究活動や成果をより効
果的・積極的に発信する。さらに、事業の方針・戦略案への寄与、案件形成への貢献を念頭に、事業
部門や JICA 開発大学院連携との連携強化と事業と研究の一体的実施を図りつつ、引き続き研究成果
の事業へのフィードバックを促進していく。

No.8-5 災害援助等協力
関連指標
研修・訓練回数

基準値
24 回

145

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

29 回

29 回

31 回

20 回

回

（1）国際基準能力の維持・迅速派遣に向けた基盤強化

①国際緊急援助隊・救助チームの迅速派遣
•

146

に向けた体制整備・強化

2019 年度の総合訓練（2020 年 3 月）が新型コロナの影響を受けて中止になったことを踏まえ、
外務省、警察庁、総務省消防庁、海上保安庁、医療登録者とともに派遣時及び訓練時の新型コロ
ナの包括的な対策を検討し、同対策を関係者との各種会議や技術訓練（6 日間、各日 130 人程度
が参加）において導入した。技術訓練では一人の体調不良者もなく成功裡に実施した。

145
146

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
JDR救助チームは国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）が定める3階級のうち活動領域が最大となるヘ
ビー級の認証を受けており、チーム人員や所有機材は一定以上の条件を満たすことが必須となっている。
一方、航空会社は経営戦略上、保有機材を小型化していること、また各社の余剰機材の整理に伴いチャー
ター便が激減しており、派遣時のフライト確保は困難を極めている。かかる状況下においても迅速派遣を
行うべく、2018 年度に分割派遣計画を関係省庁間で承認し、制度を構築済み。
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•

機構は、外務省、警察庁、総務省消防庁、海上保安庁、医療登録者とともにコロナ禍における都
市型捜索・救助（USAR：Urban Search and Rescue）チーム派遣にあたっての検討事項・準備事項
の確認を行った。また、コロナ禍においても国際緊急援助隊・救助チームを迅速に派遣できるよ
う、分隊派遣の運用に向け、必要な手続きを再確認の上、運用上の課題抽出のための机上演習を
企画・実施した。

•

2021 年に予定されていた国際救助チーム再認証試験は、新型コロナの影響及び東京オリンピッ
ク・パラリンピックの延期を受け、海外の評価員の受入や救助チーム関係者の訓練実施等が困難
となったため 2022 年に延期されることとなった。同再認証試験に向け、INSARAG の定める最
新のガイドライン及びチェックリスト（2020 年版）に準じたデコン（除染）体制の見直し、国際
輸送の効率化を目的とした資機材の軽量化・小型化、資機材ケースの統一化を引き続き推進した。

②国際緊急援助隊・医療チームの強化
•

外国に派遣される緊急医療チームの分類と最低基準を定めたものである「WHO EMT Blue Book」
改訂版を踏まえ、野外病院レベル（WHO EMT Type2）の派遣に対応した暫定版の新フットプリン
ト（診療サイト内の配置図）を定め、最新の国際基準に沿った派遣準備体制を整えた。

•

コロナ禍で各種制限がある状況において、研修プログラムをオンライン研修用に見直した上で、
2020 年 10 月に中級（オンライン）研修（2 日間合計で 365 人が受講）を、2021 年 1 月に上級
（オンライン）研修（本部運営候補者 14 人が受講）を実施し、JDR 医療チームの方針・活動・
課題や国際動向に関する理解深化及び JDR 医療チーム派遣時本部要員の意思決定能力の強化を
図った。

③国際緊急援助隊・感染症対策チームの強化
•

2020 年度も日本政府が定める「国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本計画」の目標
値（計 200 人）を上回る、計 254 人（2021 年 3 月末時点）の感染症対策チーム登録者を確保・
維持した。

④チーム派遣オペレーション能力・実施体制基盤強化
•

チーム派遣手続標準手順書を更新するとともに、特に新規着任者の対応業務について、派遣手続
訓練の実施を行い、業務理解向上を通じ、国際緊急援助隊事務局での派遣手続を遅延なく着実に
実施できる体制を整えた。

•

外務省と連携し、在外公館及び機構海外拠点に対し、現地 ODA タスクフォース遠隔セミナー
（2020 年 8 月、オンライン）を 3 回開催し、緊急援助の手法説明及びコロナ禍における緊急援
助事業の課題等を共有した。また、各在外拠点における災害対応時の基本情報を更新し、各国に
おける緊急援助の効率的な実施に向けた平時の準備と有事の即応体制強化を図った。

•

コロナ禍初となったモーリシャスへの専門家チーム派遣での国際輸送便の減少、検疫監視・行動
制限等各種教訓や、ベイルート爆発事故における海外 USAR チーム活動での教訓を踏まえ、上
記①のとおり救助チームではコロナ禍における USAR チーム派遣にあたっての検討・準備事項
の確認を行い、現地調達資機材の確認や補充要員の確保等について関係省庁で合意した。

•

チーム派遣時に利用する可能性が見込まれる海外航空会社を複数社選定した上で、有事の際の座
席と貨物スペース確保の協力及びチャーター利用の可能性について、協議を継続し、2021 年度に
合同搭載訓練を実施すべく調整した。また、アルコール消毒液等新型コロナ対策に関連する輸送
物品等の利用制限やチャーター利用の可能性等についても、上記航空会社及び機構海外拠点を通
じ情報収集を継続した。
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•

JDR 派遣における自衛隊輸送機の活用を検討するため、外務省・防衛省・機構の 3 者協議を継続
的に実施した。2020 年度は防衛省からの要請に応じて機構保有資機材及び災害時の国際緊急援
助に関する原則を取りまとめた国際ガイドライン（オスロガイドライン）の情報提供等を行った。

（2）国際的な連携枠組みへの参画と日本の経験・知見の発信
①国際捜索救助諮問グループ（INSARAG：International Search and Rescue Advisory Group）の活動
•

INSARAG のアジア大洋州地域会合にオンラインで参画し、コロナ禍における USAR 活動、洪水
等の水害被害の増加をはじめとした昨今の災害傾向に沿った対応、IT を活用した情報管理シス
テム等、各国間協調の更なる促進・効率化に向け議論を行った。

②WHO 緊急医療チーム（EMT）イニシアティブにおける国際基準策定への貢献
•

EMT SAG（Strategic Advisory Group）会合にオンラインで参画し、コロナ禍における各地域の災
害医療活動、EMT Blue Book の改訂、EMT Red Book の作成等の議論を行った。

•

9 月に WHO 緊急医療チーム調整本部（EMTCC）のオンライン研修が開催され、JDR 医療チー
ム登録者が「災害医療情報の標準化手法」（MDS：Minimum Data Set）の講師及び演習管理者と
して参加し、ASEAN 諸国をはじめとした参加各国の MDS への理解深化に貢献をした。また、
WHO は EMT Red Book（紛争起因災害時の緊急医療チームの分類と最低基準を定めるもの）を
作成中であり、同登録者が Red Book に紛争起因災害版の MDS を採録するため編集に携わって
いる
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③国内外関係者とのネットワークの維持
•

10 月から WHO EMT Highly Infectious Disease Technical Working Group（HID TWG）が開始され、
感染症対策チーム、医療チームからそれぞれ登録者が参画し、JDR 派遣に基づく知見を共有した。

•

技術協力プロジェクト「ASEAN 災害医療連携強化プロジェクト（ARCH）」で開催された ASEAN
域内における新型コロナ対策の優良事例共有オンラインセミナーに、JDR 医療チーム登録者が講
師として参加し、新型コロナ感染症流行初期のダイヤモンドプリンセス号における DMAT（日本
の災害医療チーム）の活動や新型コロナ感染症に対応した MDS の検討事例等、特徴的な日本の
事例や知見を ASEAN 域内の災害医療従事者に共有し、日本のプレゼンスを示した。

（3）迅速且つ効果的な緊急援助の取組

新型コロナの制約を受けつつも、2020 年 11 月末時点で三次にわたる専門家チーム派遣並びに物資
供与 10 件を実施した。特筆すべき事案として、モーリシャスでの油流出事故に対する国際緊急援助
隊・専門家チーム派遣があげられる。
•

モーリシャス沖船舶座礁・重油流出事故への国際緊急援助隊派遣：2020 年 8 月 6 日に発生した、
モーリシャスでの日本関連船舶の座礁による油流出事故を受け、8 月 10 日から国際緊急援助隊・
専門家チームを現地に派遣した。一次隊は主に海上の油防除に関する支援を実施し、8 月 19 日
に出発した二次隊及び 9 月 2 日に出発した三次隊は、海岸清掃及び自然環境影響・修復に関す
る中長期的な観点を含めた環境モニタリング計画を策定し、シームレスな協力の実現に貢献した。
一連の活動はモーリシャス政府関係者及び他国・国際機関関係者等から高い評価を得た。当該専
門家チーム派遣は、コロナ禍初の国際緊急援助隊派遣であり、国際輸送便の減少、検疫監視・行
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なお、MDSは、JDR医療チーム登録隊員の協力の元、機構が策定を主導し、2017年にWHOが国際標準と
して採択されたもの。
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動制限下という厳しい状況の中、支援活動を展開した。
（4）事業上の課題及び対応方針

国際標準への準拠に伴うチーム携行資機材の大型化、航空会社の経営合理化に伴う余剰航空機材の
縮減化等の要因に加え、コロナ禍による国際輸送の減少により、迅速派遣の前提となる航空輸送手段
の確保が更なる課題となっている。このため、日本航空・全日本空輸以外の民間航空会社ともチャー
ター機の確保の可能性等について協議を開始した。また、民間航空会社による対応が困難な場合の自
衛隊輸送機による空輸支援を訴求すべく、外務省を通じて防衛省・自衛隊との実務協議を継続し、2021
年度中に合同搭載訓練を実施すべく防衛省と調整を進めた。2021 年度も航空輸送手段の確保に関し、
官民の関係先へ働きかけを継続し、オペレーションの迅速性を担保するよう努める。
３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：

引き続き、戦略的な国内外への情報発信を通じて我が国の開発協力に対する国民及び国際社会の理解
を促進するとともに、多様な開発課題に対応する開発人材の養成・確保、事業の効果向上に向けた事業
評価や研究成果の事業への一層の活用促進等、事業実施基盤の強化が図られることを期待する。また、
国際緊急援助隊についても、引き続き新型コロナ感染症の影響を踏まえた効果的・効率的な支援に関す
る関係各機関との議論・調整、及び対応能力の向上が期待される。
その際、業務実績報告書の「事業場の課題及び対応方針」に沿った改善方針に取り組むとともに、有
識者意見にあるように JICA の研究成果等に係る国際的な認知向上、研究と事業戦略との関連づけの強
化等を推進するよう留意ありたい。
（2）対応：

2020 年度も引き続き、日本の開発協力に対する国民及び国際社会の理解促進、開発人材の養成・確保、
事業の効果向上に向けた事業評価、研究成果の事業への一層の活躍促進等、事業実施基盤の強化に取り
組んだ。また、国際緊急援助隊についても、新型コロナの影響を踏まえた対応能力の向上に取り組んだ。
具体的には以下のとおり。
ア 広報：
新型コロナを含む感染症対策や地方と世界をつなぐ等の主要テーマを中心に、国内外へのタイムリー
な情報発信を行う戦略的な広報を実施した。情報発信に当たっては、コロナ禍での諸制約やメディアの
取材態様の変化を意識して、オンラインツールの活用を重視し、新聞、テレビ等を通じた報道や、機構
の広報ツールによる発信に加え、インターネットニュースによる報道も意識したアプローチを強化して
きた。その結果、報道実績は国内で約 3,900 件、海外で約 11,000 件。
イ 事業評価：
SDGs の採択を契機に 2019 年に DAC で変更された評価基準改定を踏まえ、これまでの機構の事後
評価における諸課題への対応と合わせて今般機構の事後評価の基準を改定した。今般の評価基準改定を
2021 年度以降の評価案件に適用し、評価の目的である「学びのフィードバック」と「説明責任」をより
一層強化する。加えて、評価の質を保ちつつ、より効率的に評価を行うため「一体的評価」の継続実施、
及び2019 年から新たに導入した「簡易型評価」の基準を整理し、適用する案件数を拡大した。また、コ
ロナ禍における事後評価は現地調査に制約が生じたものの、机上調査やオンライン調査を駆使して評価
を実施した。これらの結果を機構内外及び国内外へ速やかに公開・発信する。
ウ 人材養成確保：
能力強化研修では、機構が行う協力の重点分野・新たに取り組みつつある分野を中心に、18 コースを
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実施し、多様な分野の開発協力人材の養成に貢献した。
PARTNER サイト活用では、キャリア形成支援及び多様な働き方を促進する新規コンテンツをリリー
スした。また各種セミナーをオンライン化・動画化することで、時間、距離の制約で従来セミナーに参
加できなかった層の参加・セミナー視聴を促進した。
国内の多文化共生・地域経済活性化に資する取組強化の一環として、PARTNER 団体利用規約を改定
し、従来対象だった国際（協力）分野での活動、事業の実績や計画を有する企業・団体だけでなく、日
本国内の地域活性化や被災地の復興支援、多文化共生等、国内の社会課題解決に役立つ活動、事業の実
績や計画を有する企業・団体も登録可能とした。
エ 研究
緒方貞子元機構 JICA 理事長の追悼記念シンポジウムや様々な国際会議の場を活用し、更にはオンラ
イン化による戦略的な発信を通じ、研究成果の国内外の認知度の向上、援助潮流形成への貢献に努めた。
また、セミナー、学会、大学での講義等を通じ、多様な関係者への研究成果の発信にも注力した。特に、
新型コロナ関連では、現状分析・考察・機構のコミットメントを、開発途上地域に向けて一早く発信し
たほか、国内外の医療従事者・行政官等への実践的知識の提供を目指したオンラインセミナーシリーズ
を実施し、参加者より高い評価を得た。また、事業部門が実施する研究や調査への助言、JICA 開発大学
院連携の講義のための教材の作成などを通じ、事業との連携の強化に取り組んだ。
オ 災害援助：
コロナ禍においてもオンライン研修の活用や取りうる感染防止対策を徹底的に実施した上で、研修・
訓練実施を通じ登録隊員の能力強化を図った。コロナ禍の各種制限がある状況においてもチーム派遣、
物資供与を例年と同等数実施した。また、コロナ禍においても積極的な情報発信に努め、特にモーリシ
ャス専門家チーム派遣については国内外の多くのメディアで JDR の活動が取り上げられた。課題であ
る航空輸送手段の確保に向けては、航空会社との協議継続に加え、自衛隊輸送機活用に関する外務省・
防衛省との実務協議を継続し、2021 年度中に合同搭載訓練を実施すべく防衛省と調整中。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：A
根拠：多くの評価指標に置いて目標水準を大幅に上回る成果をあげていることに加え、年度計画
に照らして質的な成果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断されることから、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、国際社会に対し機構の開発協力の成果の認知度と支持を高めるとともに、①機構の
新型コロナ対応を中心とした多様なツールを活用した戦略的な広報、②新型コロナに対応した国際
協力のあり方、新型コロナ対策に関する比較研究、日本の感染症対策における実践的経験等の発信、
③コロナ禍におけるモーリシャス沖船舶座礁・重油流出事故への国際緊急援助隊派遣等、特筆すべ
き成果をあげた。また、④ OECD-DAC での評価項目追加に伴う機構事業評価の項目再定義、⑤
PARTNER 等を通じた開発協力人材の育成促進・確保に取り組んだ。
ア 広報
◎ 新型コロナへの対応に関する重点発信【③】：機構ホームページに、新型コロナ対応に関する
特設ページを開設し、機構理事長のメッセージや機構の取組を掲載。また、メディア懇談会や
記者向け説明会をオンラインで 7 回（2019 年度は記者勉強会として 11 回）開催し、新型コ
ロナを含む感染症対策等への機構の取組や成果、今後の課題を海外拠点の声を含めて重点的に
発信。その結果、ガーナの野口記念医学研究所での協力等が、NHK・民放 TV 局 2 局のほか、
全国紙 2 紙及び地方紙 13 紙で報道。
◎ 多様なツールを活用した発信強化【③】：テレビ番組制作放映、「朝日 GLOBE+」や「文藝春
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秋」等との連載企画、ジェンダーと防災に関する Twitter ライブ、マンガコンペ等、複合的に
様々な外部媒体を通じ幅広い年齢層や属性の市民に対する発信を強化。自社媒体として、新た
に LinkedIn に機構公式ページを開設し、フォロワーは 51,000 人（Japan TIMES：約 25,000 人、
ANA：約 48,000 人、いずれも 2021 年 5 月 12 日時点）。また、従来からの Facebook（日英）
及び Twitter（日英）も、1 掲載あたり 1 万インプレッションを超える投稿数が 354（前年度
比 32 増）になる等、2019 年度までの実績から大幅に増加。
◎ 積極的なトップ広報の実施【③】：機構理事長が日本経済新聞、読売新聞への機構や、各種会
議へのパネリスト登壇等を通じ、国内オピニオンリーダー層及び一般層双方の理解促進に向け
機構の事業活動や関心事項を広く発信。
◎ 一時帰国中隊員の国内における取組の発信【②】：一時帰国中の隊員の取組をウェブ CM、TV
番組等で積極的に発信。隊員による発信数 7,218 件、投稿記事や動画閲覧数 210 万以上、メデ
ィアに取り上げられた件数 300 件以上、全国紙で 10 件掲載。
〇 戦略的に重点テーマを発信（人間の安全保障、外国人材受入、自由で開かれたインド太平洋、
自然災害対策・防災、日本の近代化と開発協力の経験共有、スポーツと開発）。
〇 国内で約 3,916 件、海外で約 11,186 件の機構に関する報道実績（2019 年度はそれぞれ国内
7,100 件、海外約 15,000 件）。
イ 事業評価
〇 協力金額 10 億円以上の全ての事業及び 10 億円未満であっても有効な教訓が得られる可能性
の高い事業計 66 件の外部評価と、2 億円以上 10 億円未満の事業 115 件の内部評価を実施。
〇 OECD-DAC での評価項目の追加（整合性：Coherence）及び各項目の再定義を受け、機構の事
業評価基準へ新たな DAC 評価基準を反映するとともに、機構の事後評価基準を改定。
〇 プロセスの分析や統計分析、根拠に基づく政策立案に資するインパクト評価の取組を実施。
〇 職員向け研修、機構内インターン制度を通じ内部での評価人材育成を実施。
ウ 人材養成確保
〇 SDGs への貢献や開発協力人材の分野横断的な手法に係る能力向上の観点から、新規 4 件含む
18 コースの能力強化研修を実施。
〇 PARTNER 上のコンテンツのキャリア図鑑に、外務省、国際機関、開発コンサルタント、NGO
等関係機関のキャリア形成の事例紹介や多様な働き方を促進する記事を新規に 26 本リリー
ス、累計掲載数は 52 本に。
〇 開発協力人材の新規開拓、連携強化に向けた一般社団法人海外コンサルタンツ協力（ECFA）
との連携セミナーを 17 回開催（2019 年度 14 回）、若年層向けの国際キャリアフォーラム（オ
ンライン開催） には 1,359 人（2019 年度 827 人）の参加を得て情報発信。
エ 知的基盤の強化
◎ 「コロナ後の世界と国際協力」研究の実施【③】：機構理事長のイニシアティブである「4 つ
の挑戦」に基づき、「コロナ後の世界と国際協力」研究会を設置、有識者との対談等を基に新
型コロナ感染拡大に伴う国際社会の激変を受けた国際協力の在り方を検討。
◎ 「新型コロナウイルス対策に関する比較・実践的研究」研究会の立ち上げ【③】：感染症に強
い保健システム・社会や機構の協力戦略の在り方を検討するため、「新型コロナウイルス対策
に関する比較・実践的研究」研究会を立ち上げ、活動実施。同研究の初期成果として、「To Our
Friends and Partners Fighting against COVID-19 in Developing Countries」を 5 月に発行し、15 回
のオンラインセミナー、SNS や動画でも発信。
◎ 日本の感染症対策における実践的経験や最新の研究成果の発信【③】：「新型コロナウイルス
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対策に関する比較・実践的研究」研究会活動として、院内感染対策、公衆衛生対策、新型コロ
ナ患者管理の3 テーマで、日本の実践的経験や最新の研究成果を発信するオンラインセミナー
を開催。国内外延べ 1,500 人の医療従事者、行政官、ドナー関係者等が参加。YouTube でも後
日視聴を可能に。
◎ 著作の表彰【④】：「日本の国際教育協力歴史と展望」が 2020 年国際開発学会特別賞を受賞。
また、プロジェクト・ヒストリー「僕の名前はアリガトウ－太平洋廃棄物広域協力の航跡」が、
一般財団法人廃棄物資源循環学会の学会賞（著作賞）を受賞。
〇 各種成果を発信（ワーキング・ペーパー 8 本、ポリシー・ノート 1 本、書籍 7 冊、開発協力
文献レビュー 1 本、フィールド・ノート 1 本、セミナー開催 23 回等）。
〇 研究人材の能力強化に向けた「研究プロポーザル事業」や職員向け各種セミナーを継続実施。
オ 災害援助
◎ モーリシャス沖船舶座礁・重油流出事故への国際緊急援助隊派遣【①】：モーリシャスでの日
本関連船舶の座礁による油流出事故を受け、国際緊急援助隊・専門家チームを現地に派遣。一
連の活動はモーリシャス政府関係者及び他国・国際機関関係者等から高評価。
◎ 緊急援助時における新型コロナ包括的対策の検討、訓練への導入【③】：2019 年度の総合訓練
（2020 年 3 月）が新型コロナの影響を受けて中止になったことを踏まえ、外務省、警察庁、
総務省消防庁、海上保安庁、医療登録者とともに派遣時及び訓練時の新型コロナの包括的な対
策を検討し、同対策を関係者との各種会議や技術訓練（6 日間、各日 130 人程度が参加）にお
いて導入。技術訓練では一人の体調不良者もなく成功裡に実施した。
◎ 政府目標値以上の感染症対策チーム登録者確保・維持【③】：日本政府が定める「国際的に脅
威となる感染症対策の強化に関する基本計画」の目標値（計 200 人）を上回る、計 254 人（2021
年 3 月末時点） の感染症対策チーム登録者を確保・維持。
〇 外務省、警察庁、総務省消防庁、海上保安庁、医療登録者とともにコロナ禍における都市型捜
索・救助チーム派遣にあたっての検討事項・準備事項を確認。また、コロナ禍でも国際緊急援
助隊・救助チームを迅速に派遣できるよう、分隊派遣の運用に向け机上演習を企画・実施。
〇 緊急援助物資供与（10 件）実施。
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）
目標値に対してそれぞれ【指標 8-3】
「フェイスブック投稿数」が 132%、
【指標 8-4】
「ODA 見え
る化サイト掲載案件の更新数」が 66%、
【指標 8-7】
「国際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）
新規登録人数」が 107%、
【指標 8-10】
「国際緊急援助隊・感染症対策チームへの登録者数」が 27%
上回り、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。
【指標 8-2】
「プレスリリ
ース発出数」については、目標値（50 件）を 18%下回る 42 件となったが、これは新型コロナ感染
症の拡大に伴う人員往来の減少等、広報に用いる事案が減少したことが大きな要因であると考えら
れる。
（定性的実績）
１．広報（
【指標 8-1】
「国内外における機構事業への理解・支持促進に資する、情報発信及び広報
活動の実施状況」
）
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。
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・特設ページの開設、メディア懇談会や記者向け説明会の開催など、新型コロナ対策に係る取組
を重点的に発信し、NHK・民放 TV 局 2 局のほか、全国紙 2 紙及び地方紙 13 紙で機構の
取組が報道された。また、一時帰国中の海外協力隊員の取組を積極的に発信し、投稿記事や動
画閲覧数 210 万以上、メディアに取り上げられた件数は 300 件以上、全国紙で 10 件掲載さ
れた。
・テレビ番組制作放映、新聞や雑誌との連載企画、ジェンダーと防災に関する Twitter ライブ、
マンガコンペ等、複合的に様々な外部媒体を通じ幅広い年齢層や属性の市民に対する発信を強
化した。
２．事業評価（
【指標 8-5】
「多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の実施状況」
）
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。
・OECD-DAC による新たな評価項目が追加（整合性：Coherence）及び各項目の再定義を受け、
機構の事業評価基準へ新たな DAC 評価基準を反映するとともに、幅広い関係者との意見交換
を通じて機構の事後評価基準を改定。
３．開発協力人材の育成促進・確保（
【指標 8-6】
「能力強化研修の見直しを含む、開発協力人材に
対する研修実施状況」
）
年度計画の取組を着実に実施した。
４．知的基盤の強化（【指標 8-8】
「開発協力事業の効果向上及び国際援助潮流の形成に資する、研
究の実施状況及び研究成果の活用状況」
）
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。
・機構理事長のイニシアティブにより「コロナ後の世界と国際協力」研究を実施したほか、感染
症に強い保健システム・社会や機構の協力戦略の在り方を検討するため、「新型コロナ対策に
関する比較・実践的研究」研究会を立ち上げ、その成果を国内外に対して発信した。その他、
新型コロナに係る研究を多数実施、発表し、同感染症にかかる知的基盤の強化を推進した。
・
「日本の国際教育協力歴史と展望」が 2020 年国際開発学会特別賞を受賞したほか、プロジェ
クト・ヒストリー「僕の名前はアリガトウ－太平洋廃棄物広域協力の航跡」が一般財団法人廃
棄物資源循環学会の学会賞（著作賞）を受賞するなど、機構による研究成果から外部から評価
を受けた。
５．災害援助等協力（
【指標 8-9】
「国際資格の維持及び国際社会との連携を含む、国際緊急援助の
態勢整備状況」
）
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。
・モーリシャスでの日本関連船舶の座礁による油流出事故を受け、国際緊急援助隊・専門家チー
ムを現地に派遣し、一連の活動がモーリシャス政府関係者及び他国・国際機関関係者等から高
い評価を受けた。
・昨年度の総合訓練が新型コロナの影響を受けて中止になったことを踏まえ、包括的な対策を検
討の上で各種会議や技術訓練を実施し、感染症の影響下においても適切な体制の整備・強化に
努めた。
（結論）
以上により、定量指標が 5 項目のうち 4 項目で 120%を越える結果を得たこと、100%を下回る項
目については外部要因の影響が大きいと考えられ、また広報機会が減少した一方で新型コロナに係
る取組の重点的な発信や発信媒体の多角化を図るなど自主的な取組を行ったこと、年度計画におい
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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、新型コロナに係る機構の取組を積極的に発信し、日本国民の ODA に対する理解向上
に貢献したほか、同感染症に対する各種の研究等を通じて知的基盤の強化を更に推進した。また、
モーリシャスでの日本関連船舶の座礁による油流出事故を受けた国際緊急援助隊・専門家チームの
活動がモーリシャス政府関係者及び他国・国際機関関係者等から高い評価を受けた。
＜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、戦略的な国内外への情報発信を通じて我が国の開発協力に対する
国民及び国際社会の理解を促進するとともに、多様な開発課題に対応する開発協力人材の養成・確
保、事業の効果向上に向けた事業評価や研究成果の事業への一層の活用促進等、事業実施基盤の強
化が図られることを期待する。また、国際緊急援助隊についても、引き続き新型コロナの影響を踏
まえつつ適切な体制整備・強化に努めることを期待する。
特に、開発協力人材の養成・確保は既に喫緊の課題となっているところ、同分野での取組を一層
強化し、成果として結実させることを強く期待する。また、知的基盤の強化に関しては、開発協力
の実施機関による研究活動という特性を踏まえ、研究成果の事業へのフィードバックを更に推し進
め、今後同分野において一層の成果を挙げることを期待する。
また、有識者意見も踏まえ、広報活動においては本部及び国内拠点のみならず、在外拠点におけ
る取組の強化にも留意されたい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・JICA 事業に対する国内外からの理解・支援を得るとともに、他ドナーによる JICA 事業の効果や
インパクトについての理解や評価を高める上で（※援助協調において JICA が重要な役割を果たす
上でも）
、本部及び国内拠点のみならず、在外拠点においても一層広報に注力する必要があるので
はないか。例えば、各在外拠点に、コミュニケーション専門のナショナルスタッフやアドバイザー
を配置するのはどうか。また、在外拠点におけるナショナルスタッフの活躍の様子や、途上国政府
によるメッセージを積極的に mundi（注：現在は JICA Magazine）等の広報媒体等を活用して国民
に向けて発信することで、国内の幅広い層からの JICA 事業に対する理解・支援・評価を取り付け
るとともに、ひいては日本と途上国との関係強化につなげてはどうか。
（予算額と決算額の乖離）
新型コロナウイルス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もの。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.9

戦略的な事業運営のための組織基盤づくり

業務に関連する政 ―
策・施策
当 該 事 業 実 施 に 係 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、 ―
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
該当なし

達成目標

目標値 /年

―

―

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
―

―

―

―

―

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：4.（1）
、中期計画：2.（1）
年度計画
5.（1）戦略的な事業運営のための組織基盤づくり
ア 実施体制の整備
•

戦略的に事業を運営する基盤を強化するため、組織体制の見直しを引き続き行うとともに、運
営の状況をレビューする。特に、課題部再編によりクラスター及びサブ・クラスターを単位と
した事業展開を促進し、プラットフォーム機能の強化により外部との連携を更に進める。また、
調達・派遣業務部の設置により、制度及び運用の集約化・合理化を進めるとともに、人事部内
に開発協力人材室を設置し、開発協力人材の中長期的なキャリア形成支援の戦略性等を強化す
る。

•

機構の業務戦略や事業方針等に係る外部からの助言を得るため、経営諮問会議等を継続的に開
催する。

•

各部門の役割及び責任範囲を明確化するため、規程類を継続的に見直す。

•

国際交流基金、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構との海外拠点の共有化・近接化の可能
性を引き続き検討する。

イ 業務基盤の強化
•

大規模災害やパンデミック発生時等における事業継続性の観点での強靭性を強化するべく、
TV 会議システム増設や機構情報通信網への接続増強等の ICT 基盤強化対策を講じる。

•

DX やクラウドの活用、働き方改革等も意識しつつ、2022 年度より運用開始予定の次期情報共
有基盤の調達に向けて要件定義を行う。

•

回線状況が逼迫している在外拠点に対して、引き続き国際情報通信網の増速に取り組む。

•

定型 PC 操作等の作業自動化（RPA：Robotic Process Automation）に関し、運用・統制ルールに
関するガイドライン等を整備する。
主な評価指標
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•

内外の政策的要請等に対応した組織・業務実施態勢の強化状況

•

業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況

•

国内拠点の施設利用状況

３－２．業務実績
No.9-1 実施体制の整備
（1）組織・業務実施態勢の強化状況

関連指標

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

148

3 回

12 回

8 回

13 回

回

外部有識者の参加を得た、組織
運営・事業戦略に関する会議の

-

開催回数

①戦略的な事業運営基盤の強化に向けた組織体制の見直しと運営状況のレビュー、規程類の見直し、
海外拠点の見直し
•

新型コロナウイルス感染症対策本部（2020 年 3 月設置）の会合を定期的に開催し、機構におけ
る新型コロナへの対応を組織横断的に検討・情報共有するとともに、開発途上地域における同感
染症対策及び健康危機対応を推進するため、人間開発部内に新型コロナウイルス感染症対策協力
推進室を設置した。

•

課題部の組織改編を行い、成果発現のための責任体制を明確化するとともに、クラスター（日本
の開発協力の重点課題で示された開発課題）を単位とした事業展開を促進するため、ガバナンス・
平和構築部に計画・課題別戦略推進課を設置し、技術研修員受入事業に係る計画・調整機能を国
内事業部から同課に移管した。

•

クラスターのプラットフォーム機能強化に向けて、インパクト投資を推進するネットワーク組織
（The Global Steering Gruop for Impact Investment）との協議開始や新たに「健康と命のための手洗
い運動プラットフォーム」の立ち上げを図り、外部との連携を強化した。

•

機構が派遣する専門家やコンサルタント等の派遣手続、制度及び運用の集約化・合理化を図るべ
く、旧調達部と旧国際協力人材部の一部機能を統合し、新たに調達・派遣業務部を設置した。ま
た、開発協力人材の育成・確保を戦略的に取り組むため、人事部内に開発協力人材室を設置し、
開発協力人材の中長期的な人材育成及びキャリア形成支援に取り組む体制を構築した。

•

上記に加え、以下の組織体制の見直しを行い、事業運営基盤を強化するとともに、内部規程等を
改正し、各部署の役割及び責任範囲の明確化に取り組んだ。
本部：STI・DX 室のガバナンス・平和構築部への移管、審査部信用力審査課の分割（マクロ経済
審査課・投融資審査課）、海外投融資タスクチームの設置等
国内拠点：中部センターへの企業連携課の設置、国内機関分室の位置づけ整理等在外拠点：パラ
オ支所及びジブチ支所の事務所化等

•
148

予算執行状況及び後年度負担の予算見通しの常時分析・調整、理事会への定期報告、システムに
新しい取組のため基準値なし
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よる統制等、2018 年度の「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した予算執
行管理強化に関する各種取組を継続実施した。
•

各拠点のオフィス賃貸契約の更新時に、個別に共有化・近接化の可能性を検討した。

②業務戦略、事業方針等に関する外部からの助言
•

組織経営について助言を得ることを目的とする外部有識者を交えた経営諮問会議を 2020 年度
も開催した（1 回）。同会議では日本社会における外国人材の受入促進に向けた取組や感染症対
策を含む開発途上地域の保健医療における協力の方向性について議論を行った。

•

国際社会で活躍する有識者から助言を得ることを目的に設置している International Advisory
Board の委員（9 名）と理事長とのオンラインによる個別対談を行い、ウィズコロナ、ポストコ
ロナの世界における国際協力の在り方等について意見交換を行った。

•

クラスターに基づく事業マネジメントを推進するため、外部有識者から成る「開発協力事業の新
たなマネジメント方式に関する検討会」を立ち上げ、クラスター・マネジメントのガイドライン
案の検討等を行った（3 回）。

（2）国内拠点の利用・活用状況

関連指標
国内拠点の利用者数
研修施設の稼働率

•

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

73.5 万人

149

97.5 万人

96.5 万人

91.5 万人

32 万人

万人

58.4％

150

57.8％

46.3％

46.4％

8.9％

％

帯広センター：帯広市教育委員会が 2020 年度より導入した、同市内の全小中学校で 9 年間かけ
て学ぶ新しい教育課程「おびひろ市民学」において、帯広センターは国際理解及び SDGs の学習
で協力した。2020 年度は帯広市内の中学生約 1,400 人を対象に、24 回の開発教育プログラムを
実施した。士幌町では同町特産の果樹栽培が起点となり、キルギスとの国際交流が積極的に行わ
れている。帯広センターは、士幌町道の駅での国際理解イベントの共催、キルギス国別研修の士
幌町での視察等を実施し、積極的に士幌町とキルギスの交流を促してきた。その結果、士幌農業
高校と士幌町が協同で形成を行ったキルギスを対象とした案件が、2020 年度第 1 回草の根技術
協力（地域活性化特別枠）に採択されることとなった。このように、同センターは道東地域にお
いて、地域に根差した国際協力拠点となっている。

•

横浜センター：横浜センターに併設される海外移住資料館では、2019 年度に創設した「JICA 海
外移住懸賞論文」の審査結果を海外移住の日である 6 月 18 日に発表した。また、12 月には最
優秀受賞者講演会をオンライン開催し、一般から研究者まで 90 人の参加を得て、海外移住 150
年以上の歴史に対する理解と関心を深めた。ほかにも 12 回のオンライン講演会を開催、ハワイ
日系人や、渋沢栄一とブラジル移民に関する講演は高い関心を集め、それぞれ約 200 人もの参加
を得た。歴史的資料となる邦字新聞の収集、保管を 2019 年に引き続き行った。地域の大学との
連携では、横浜国立大学との連携講座として「現場から考える国際開発協力」を全 6 回の集中講
座として実施し、横国大以外にも、海外大学を含む 22 大学から計 59 人の参加を得た。神奈川

149
150

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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県教育委員会と連携し、異文化経験を持つ海外協力隊 OV 教諭による外国人子弟への支援の可能
性について検討を行った。
•

中部センター：海外にルーツを持つ児童・生徒の教育を考えるフォーラムをオンラインで開催し、
全国から 170 人が参加した。同フォーラムでは中部 4 県の取組事例の紹介を基に、隣接する地
域での協働の在り方について考えを深めた。また保健医療に関する国際理解促進のための小学生
向けイベント「ばい菌バイバイ—！楽しく学んで、しっかり予防」を開催した。手洗いなど感染
症予防に関するプログラムを通して世界の保健医療事情を考える機会となり、コロナ禍という時
宜に沿ったイベントとして 9 人の参加があった。

•

関西センター・中国センター：両センターは地方公共団体や市民団体と連携し、在住外国人との
多文化共生をはじめ防災に関する知識の向上と理解促進に貢献した。
京都府国際センター主催の災害時外国人サポーター講座では、関西センター職員と防災分野を
学ぶ研修員が講師として参加し、外国人支援に関心のある市民に向けて在住外国人との共生及び
働き方について講演し、オンラインを含め 75 人が参加した。
関西センターは、近年急増している在住外国人の防災知識を高めることが喫緊の課題と捉え、
「誰も取り残さない防災プロジェクト～在住外国人の防災力強化と多文化共生～」を開始した。
まずは、防災活動に関心のあるベトナム人の市民団体を対象として、防災ワークショップを開催
した（12 月）。関西地域内外のベトナム人団体のみならず、このテーマに取り組む自治体、国際
交流協会、技能実習生を受け入れる企業などから 54 人が参加し、日本の防災知識の理解向上と
ともに参加者間のネットワークづくりを活性化させた。3 月には防災学習施設の見学や阪神・淡
路大震災で被災したベトナム人による経験談の聴講（語り部）、かつての被災地区の街歩きを通
して、若手のベトナム人に震災の経験を語り継ぐイベントを実施した。県外参加も含め 10 人の
ベトナム人が参加し、共助の取組や地域コミュニティ活性化の重要性について理解を深めた。
オンラインを活用したセミナーにも積極的に取り組み、中国センターが主催したオンラインセ
ミナー「SDGs ×多文化共生－中国地方から考える「住み続けられるまちづくり」」では、在住外
国人増加に伴うコミュニケーションや防災、福祉に関する多文化共生分野における様々な課題に
ついて、広島県と島根県の事例を基に考えを深めた。日本国内をはじめ海外から 244 人の参加が
あり、オンラインセミナーの特徴をいかし広範囲の関心層にアプローチすることができた。自治
体や市民団体の協力を経て実施した、教師海外研修（開発教育支援事業）の過年度参加者を対象
とした国内フィールドワーク「開発教育教員研修アドバンスコース」では、広島県東広島市や島
根県出雲市が官民連携で取り組む日本語教室など、在住外国人支援の現場を視察したほか、宗教
施設や療養施設の訪問を通して中国地域の現状を学んだ。本研修以後、参加教員 6 人が作成した
教材を公開、活用することで多文化共生の理解を一層促進させていく。

•

全拠点共通：2020 年度においては、コロナの影響により各拠点でのセミナー、イベント等の開
催、外部からの来場者受入が制限され、それに伴い利用者数についても大幅に落ち込むこととな
ったが、オンライン開催を積極的に進めた（オンライン開催によるプログラムへの参加者数は 8.5
万人）。コロナ禍においても、開催方法の工夫により、依然、外部関係者、地域住民との繋がり
を維持しており、各地域における国際協力事業の拠点、結節点として重要な役割を担っている。
研修施設の稼働率についても、特に 2020 年度については、コロナの影響によって研修員の受入
れが停止されたことが影響し、宿泊者数が大幅に減少したため、全中期目標期間実績平均（58.4％）
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を下回ったものの、コロナ感染状況が改善し、従来どおり日本での研修が実施されることで、稼
働率の回復が見込まれる。
（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針

外部環境の変化に対応するため、国内外の拠点及び各部署の役割を明確化するなど、組織体制の改
善に機動的に取り組む。また、国内における外国人との共生事業や自治体連携等、各分野課題に対応
するための連携強化に取り組む。

No.9-2 業務基盤の強化
（1）業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況

①情報共有基盤の安定的運用及び活用促進に向けた取組
•

コロナ禍の拡大や働き方改革の推進に伴う当初想定以上の在宅勤務・リモートワークの急増に比
例して、機構ネットワーク外からの各システムへのアクセスも急増した。この対応として ICT 基
盤の強化に迅速に取り組んだ。具体的な取組は下記の通り。

•

コロナ禍、働き方改革の推進に対応した ICT 基盤強化：コロナ禍等による機構ネットワーク外
からのアクセス急増に対応するために情報通信網における「外部からのネットワークアクセス
（Vertual Private Network（VPN））」の同時接続数を 500 回線から 3,000 回線に増強した。

•

Microsoft Teams の導入や Zoom の試行的導入によるウェブ会議ツールの多様化及びウェブ会議
ツールとテレビ会議システムとの連携を進めた。

•

コロナ禍の影響が特に大きくネットワークが脆弱な海外拠点を中心に全機構ユーザーが安定的
にメールシステム等にアクセスできるよう、Microsoft 365（クラウドメールサービス「Exchange
Online」、クラウド型ファイル共有サービス「OneDrive for Business」端末認証ツール「Intune」）
やクラウドプロキシ「ZScaler」等のクラウドサービスを前倒しで導入した。

•

コロナ禍に伴う海外拠点からの一時帰国者向け等に、必要数が急増した機構内標準 PC の安定的
な確保に努めた。

•

機構情報通信網強化のため以下の取組を実施した。

•

海外拠点における ICT 基盤の強化：海外拠点を中心とした回線状況の逼迫解消及び機構情報通
信網の安定化を目的とした「ローカルブレイクアウト（国内・海外各拠点において通信を振り分
け、インターネット向けの通信を機構情報通信網を経由せずに直接インターネット網に接続する
もの）」を導入した。

•

国内 4 拠点（筑波、横浜、北陸各センター、二本松青年海外協力隊訓練所））の LAN 更改を進
めた。

•

より安定的・効率的な運用を目的とし、「機構内・在外利用者向けヘルプデスク」拠点を中国・
大連からフィリピン・セブに移転させた。

•

2022 年度以降運用開始予定の次期情報共有基盤の調達に向けて、要件定義すべき事項を検討し
た。

②業務システムの改善及び構築等を通じた業務基盤の強化に向けた取組
•

RPA 導入による業務の電子化・効率化：RPA 導入に関し、機構内関係部署間で検討を進めると
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ともに、RPA の管理に関する準内部規程の改定及び利用ガイドライン策定を実施した。また、機
構調達・派遣業務部（調達 DX タスクフォース）及び財務部で RPA を試行導入した。
•

DX 化の推進：機構各部署業務システム等の改善、構築支援及び DX を推進した。主な対象シス
テムは以下のとおり。

•

電子決裁システム（総務部）

•

健康管理システム（人事部健康管理室）

•

企業情報統合データベース（民間連携事業部）

•

JICA Virtual Academy Network（JICA-VAN、ガバナンス・平和構築部 STI・DX 室）

（2）事業上の課題及び原因分析と対応方針

2020 年度以降も更なるクラウド化の推進が計画されており、新たなクラウドサービスの計画的な
導入を図る。また、RPA 導入、DX 促進、機構内各部署業務システムの改善について、2021 年度の
Project Management Office（PMO）の立ち上げを念頭に、今後更に検討を進める。
３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
予算執行管理強化に関する諮問委員会の最終報告書等を踏まえた各種取組を形骸化することな
く、不断の見直し・改善に取り組むことを期待する。その際、監事による指摘等も考慮しつつ、新
型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた適切な体制の整備に留意ありたい。
また、令和 2 年度には機構事業のポータルサイトにおける不正アクセスによる情報流出事案が
発覚したことを踏まえ、改めて業務受託事業者を含めた全機構的な情報セキュリティ体制の見直し
を行い、再発防止に取り組むこと。
（2）対応：
ア 実施体制の整備
2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した、予算執行
管理強化に関する各種取組を継続実施するとともに、自律性を重視した合理的な予算管理手法の更
なる定着を図るべく職員研修を継続した。新型コロナへの対応を組織横断的に検討・情報共有する
対策本部を定期開催するとともに、開発途上地域における同感染症対策協力を推進する部署を設置
した。
イ 業務基盤の強化
情報流出事案の発生に伴い、事業実施部署に情報セキュリティ・個人情報保護に関する自己点検
を通じて、情報セキュリティ・個人情報等の要保護情報を扱う外部委託等の有無及び管理状況につ
いて確認した。新型コロナの影響拡大や働き方の多様化に対応するためクラウド化の前倒しも含め
た ICT 基盤の強化を行った。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：A
評価指標の目標水準を上回る成果をあげていることに加え、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、2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」で提言された各種取
組や予算統制、予算管理体制及び予算執行に係る職員の能力向上を継続して実施した。また、①戦
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略的な事業運営のための組織体制整備（新型コロナ対応を組織横断的に検討・情報共有、クラスタ
ー単位の事業展開、機構事業のイノベーション及び DX 化の推進）、②コロナ禍、働き方改革の推
進に対応した ICT 基盤強化、③ RPA 導入による業務の電子化・効率化等、特筆すべき成果をあげ
た。
ア 実施体制の整備
◎ 新型コロナへの迅速な対応に向けた体制整備【③】：新型コロナウイルス感染症対策本部（2020
年 3 月設置）の会合を定期的に開催し、機構における新型コロナへの対応を組織横断的に検
討・情報共有するとともに、開発途上地域における同感染症対策及び健康危機対応を推進する
ため、人間開発部内に新型コロナウイルス感染症対策協力推進室を設置。
◎ SDGs 達成に向けた体制整備【③】：成果発現のための責任体制を明確化するとともに、クラ
スター（日本の開発協力の重点課題で示された開発課題）を単位とした事業展開を促進するた
め、課題部を再編。また、ガバナンス・平和構築部に計画・課題別戦略推進課を設置。
◎ 機構事業におけるイノベーション及び DX 推進に向けた体制整備【③】：機構事業全体におけ
る科学技術・イノベーション及び DX の導入推進を図るべく、課題分野の総括部であるガバナ
ンス・平和構築部内に「STI・DX 室」を新設。
〇 機構が派遣する専門家やコンサルタント等の派遣手続、制度及び運用の集約化・合理化を図る
べく、旧調達部と旧国際協力人材部の一部機能を統合し、新たに調達・派遣業務部を設置。
〇 2018 年度の「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した予算執行管理強化
に関する各種取組（予算執行状況及び後年度の執行見通しの常時分析・調整、理事会への定期
報告、システムによる統制等）を継続。
〇 法人予算の概算要求においては、同委員会の提言（中期的な資源配分の方針及び事項別の予算
積算書を作成し、理事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する業務フロー）に
基づく概算要求及び年度計画予算策定を適切に行い、予算統制の強化・定着を促進。
〇 地域別の中期的な予算管理に係る基本的な考え方に基づく新規案件の採択、外的要因による支
出年度のズレを踏まえた予算の繰越等、複数年度の予算管理体制を強化するとともに、自律性
を重視した合理的な予算管理方法の更なる定着を図るべく職員研修を実施し、予算執行管理に
係る職員の能力向上を促進。
〇 「おびひろ市民学」への貢献を通じた SDGs の理解促進（帯広）、「中部 SDGs 広域プラット
フォーム事務局」設置への支援（中部）、在住外国人の増加に伴う多文化共生の理解促進や防
災、福祉分野等のワークショップ、セミナーを開催（関西、中国）。
イ 業務基盤の強化
◎ コロナ禍、働き方改革の推進に対応した ICT 基盤強化【③】：外部からのネットワークアク
セス回線数を増強（500 回線から 3,000 回線）、Microsoft Teams 等ウェブ会議ツールの多様化、
クラウドメールサービスの導入等を実施。その結果、海外拠点含めた業務環境の安定化ととも
に、理事会含め機構全体におけるオンライン会議の導入・定着が促進。
◎ 海外拠点における ICT 基盤の強化【③】：国内・海外各拠点において通信を振り分け、イン
ターネット向けの通信を機構情報通信網を経由せずに直接インターネット網に接続する「ロー
カルブレイクアウト」を導入し、海外拠点を中心とした回線状況の逼迫解消及び機構情報通信
網の安定化を促進。
◎ RPA 導入による業務の電子化・効率化【③】：RPA 管理に関する準内部規程の改定をすすめ、
財務部及び調達・派遣業務部でのRPA 試行導入し、業務の電子化及び効率化を促進。
◎ DX 化の推進【③】：機構内業務の DX 化推進として、電子決裁システム、健康管理システム、
企業情報統合データベース、JICA Virtual Academy Network の改善、構築を実施。
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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）
設定なし
（定性的実績）
１．実施体制の整備（
【指標 9-1】
「内外の政策的要請等に対応した組織・業務実施態勢の強化状況」）
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。
・
「新型コロナ感染症対策本部」会合を定期的に開催し、機構における対応を組織横断的に検討・
情報共有したほか、開発途上地域における感染症対策及び健康危機対応を推進するため、人間
開発部内に「新型コロナウイルス感染症対策協力推進室」を設置するなど、新型コロナに適切
に対応するための体制整備を行った。
・その他、科学技術・イノベーション及び DX の導入推進のための「STI・DX 室」の設置、関
係者の派遣手続、制度及び運用の集約化・合理化のための「調達・派遣業務部」の設置、開発
協力人材の育成・確保のための「開発協力人材室」の設置、「海外投融資タスクチーム」の設
置、パラオ支所及びジブチ支所の事務所化など、組織の課題や業務の重要性を考慮した上でそ
れに適した対応を可能とすべく、組織改編を進めた。
２．業務基盤の強化（【指標 9-2】
「業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況」及び【指標
9-3】
「国内拠点の施設利用状況」
）
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。
・外部からのネットワークアクセス回線数の増強、ウェブ会議ツールの多様化、クラウドメール
サービスの導入、海外拠点における ICT 基盤の強化等を進め、新型コロナ流行下における業
務の基盤を整備した。また、各種システムの改善、構築等、組織内の DX を推進した。
（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
果が複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、新型コロナや DX、開発協力人材の確保といった重要課題への対応を含め、情勢に応
じて必要な業務を効果的・効率的に実施するための体制整備を進め、新型コロナ対策案件の迅速な
実施といった結果にも繋がった。また、ICT 基盤の整備によって感染症流行下における円滑な業務
実施を可能にし、新型コロナの影響を受けつつも各分野で実績を上げることに繋がった。
＜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、今後は新たに整備された体制が実際に効果的・効率的なものとなるよう、運
用の維持・改善に取り組むことを期待する。その際、有識者意見も踏まえ、特に DX 推進に関して
実効的な運用・体制が取られるよう留意されたい。
また、ICT 基盤の強化に当たっては、業務のリモート化に伴う情報セキュリティ上のリスクの増
大にも十分留意し、安全な情報環境が確保されるよう対応されたい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
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・JICA 事業全体で DX を推進するべく、DX に特化した事業を形成するのみならず、全ての事業の案
件形成段階において DX の要素を取り入れられるかどうか検討するような事業フローを設けたり、
JICA の各スタッフが DX についての理解を一層深めて各事業へ適用できるよう、DX に係る方針・ガ
イドライン等を整備する必要があるのではないか。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.10

業務運営の効率化、適正化

業務に関連する政策・施策

―

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

（個別法条文等）
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
主要なアウトプット情報（定量指

達成目標

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

標）
一般管理費及び業務経費の効率化

1.4％ 151以上

1.4％

1.4％

1.4％

1.4％

1.4％

70 152 件

70 件

81 件

64 件

94 件

10 件

有識者による外部審査を行った対象
契約件数

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：4.（2）、中期計画：2.（2）
年度計画
2.（2）業務運営の効率化、適正化
ア 経費の効率化
•

運営費交付金を充当して行う業務の一般管理費及び業務経費（特別業務費及び人件費を除く。）
の合計について、業務の質の確保に留意しつつ前年度比 1.4％以上の効率化を達成する。

イ 人件費管理の適正化
•

事務・事業を効果的・効率的に執行するため、適正な人員配置の在り方や職員構成や役割に応
じた処遇等の人事制度の見直しを検討する。

•

手当を含めた役職員給与を国家公務員の給与水準も十分に考慮した上で、厳格に検証し給与水
準の適正化に取り組む。その上で、給与水準及びその合理性・妥当性を公表する。

ウ 保有資産の必要性の見直し
•

保有資産の内容を見直し、保有資産の必要性の有無を検討する。また、詳細な保有資産情報の
公表を引き続き行う。

エ 調達の合理化・適正化
•

機構の事務・事業の特性を踏まえた調達等合理化計画を策定し、これに基づく取組を確実に実
施する。

•

契約監視委員会による点検を踏まえた競争性のない随意契約の削減に取り組む。また、外部審
査制度の活用、制度改善やセミナー開催等を通じ、透明性の向上、不正事案防止やその他関連
リスク回避への取組、新規参入の拡大及び競争性の向上に取り組む。

•

特に、上記委員会の審議から競争性のない随意契約や一者応札・応募の削減に資する教訓や課
題が導かれる場合には、それらを踏まえて制度設計に取り組む。

151

前中期目標期間実績 1.4％

152

前中期目標期間の実績から 25％増として設定する。前中期目標期間実績平均 56 件 / 年
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•

コンサルタントの海外事業展開を支援する制度の改善を行い、安定的に運用する。また、コン
サルタント等契約管理の質の向上に向けて、機構内の能力強化等を促進する。

•

特に、組織再編に伴う国内・在外拠点の調達支援体制の強化を通じ、遠隔研修や直接支援等の
継続的な実施と、同拠点の調達実施体制及び調達事務能力の適性化及び向上に取り組む。

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照）
•

給与水準適正化の取組状況

•

契約監視委員会等の実施状況と審査結果への対応状況

３－２．業務実績
No.10-1 経費の効率化
•

固定的経費の削減等の取組により、運営費交付金を充当する物件費の前年度比率 1.4％の効率化
を達成した。

No.10-2 人件費管理の適正化
関連指標

基準値

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

対国家公務員指数（ラスパイレス指
100.6

153

168.3 億円

154

数）年齢・地域・学歴勘案後）
総人件費（給与・報酬部分）

101.6

100.7

176.2 億円 179.1 億円

100.8

100.7

183.8 億円 174.9 億円

（1）人事制度の見直し（人員配置、処遇等）

•

機構理事長のイニシアティブによるポストコロナを見据えた 4 つの挑戦、DX、
「JICA チェア（日
本研究講座設立支援事業）」・開発大学院連携、外国人材受入支援、民間連携といった重点分野
への取組促進のための柔軟な人的資源配分を行った。また、2020 年 4 月から施行された同一労
働同一賃金関連法を踏まえた人員の処遇見直しを踏まえ、新たな制度運用を開始した。

•

シニア層の活躍に向けた人事施策として、ポストオフ・定年後の処遇の整理に取り組むととも
に、クロスアポイントメント制度を活用したシニア層の働き方の柔軟化を実施した。

（2）給与水準の適性化と総人件費管理

• 2020 年度の人事院勧告を参考にしつつ、国家公務員に準じて基本給を据え置き、賞与月数の年間
0.05 ヵ月減を実施するとともに、役職定年制度、職務限定制度、勤務地限定制度を継続して適用した。
国家公務員との比較において妥当な給与水準を維持し、給与水準及びその合理性・妥当性について機
構ウェブサイトで公表した。

• 自由で開かれたインド太平洋の実現や質の高いインフラ輸出の推進で当局に認められた 13 名分
の人件費予算増も踏まえた採用や人員配置等を行い、人件費予算の範囲内で適切に執行した。

153
154

2015 年度実績
2015 年度実績
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• これまで一部自己負担となっていた、任国において還付されない社会保険料等の租税公課への公費
負担制度を創設した。
（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針

• 2021 年度は、次の 10 年に向けて、機構の事業が大きく変容しつつあるとの認識の下、経営課題への即
応性を高め、また職員個々人の成長と成果への強いコミットを引き出すための人事制度（資格等級、
評価、報酬等）の見直しに着手する。

No.10-3 保有資産の必要性の見直し
•

決算公告にて毎年資産情報の公開を行っている。

•

国内拠点の中期整備計画を策定し、今後の施設の在り方について議論するとともに、更なる検討
を進めるため追加情報を収集した。

No.10-4 調達の合理化・適正化

関連指標
契約監視委員会に附議した契
約件数

基準値

39 件

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

59 件

44 件

42 件

10 件

件

155

（1）調達等合理化計画に基づく取組の実施状況

•

調達業務の DX 化推進：機構調達業務の更なる効率化に向けて DX 化を推進した。具体的には、
プロポーザルの電子授受、電子入札を導入した。また、契約書及び精算書類の電子化の導入に向
けた議論を継続した。

•

「2020 年度独立行政法人国際協力機構調達等合理化計画」では、①競争入札及び企画競争におけ
る一者応札・応募の削減に向けた取組、②競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組、③
技術評価の強化（質の向上）と価格要素バランスの確保、④契約全般に係る事務の簡素化と合理
化、の 4 点を重点的に取り組む分野として掲げ、機構のウェブサイトで公表した。各重点分野に
おける取組は（2）以降記載のとおり。

• 「調達に関するガバナンスの徹底」については、①競争性のない随意契約に関する内部統制の継続、
②契約の透明性の向上（公表の実績）、③不正事案防止に対する取組の強化（経費実地検査の抽出検
査件数）、④組織全体に対する調達に関するコンサルテーション機能の強化（研修・支援等の実施実
績）を重点として掲げた。①の取組の実施状況は、（2）②のとおり。②については、「公共調達の適
正化について」（平成 18 年 8 月 25 日付財計第 2017 号）に基づき、機構ウェブサイト上に必要な
情報を公表している。③については、本経費実地検査を導入している中小企業・SDGs ビジネス支援
事業においては、2020 年度は緊急事態宣言により計画の変更を余儀なくされたため、実施は１件のみ
となった。④については、新規採用者向け研修、JICA アカデミーの「調達・契約」講義、在外赴任前
研修及び国内機関新規配属者向け研修での調達・契約講義実施、機構内実務担当者向けの一般契約セ
155

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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ミナー及びコンサルタント契約セミナーの開催を行ったほか、オンライン研修にて組織内の浸透を図
った。また、国内・在外拠点向けのオンラインセミナーを開催した。

（2）競争性のない随意契約の削減、透明性及び競争性の向上、新規参入の拡大への取組の実施状況

①一者応札・応募の削減に向けた取組
•

契約監視委員会にて、2020 年度は 2019 年度に 2 回連続一者応札・応募となった契約全 4 件に
ついて、個別点検を行った。また、2019 年度に一者応札・応募となったコンサルタント等契約及
び研修事業について、分野、事業形態及び調達方法をもとに分類したリストから、各委員の視点
で抽出した 5 件に対して個別点検を行った。競争性向上の取組として、引き続きプレ公示、公示
の平準化、応募勧奨を実施した。

②競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組
•

契約監視委員会にて、2020 年度は、2019 年度に新規に締結した当機構における競争性のない随
意契約全件を 15 種類の調達種別に分類し、コンサルタント等契約・ローカルコンサルタント・
各種業務委託などの契約から、契約金額、契約内容及び分野の多様性を考慮しつつ、各委員が理
由を再確認すべきと判断した 8 件に対して、個別点検を行った。

•

「競争性のない随意契約に係る取扱いについて（通知）」及びガイドラインの見直しを行ったほ
か、調達実施方針決裁の合議を通じて競争性のない随意契約の運用が適正に行われるよう牽制を
行っている。

（3）適正な調達を継続的に行うための実施基盤の確保

①

海外拠点の調達実施体制の適正化

•

海外拠点の調達に関する知識の向上と実施体制の強化を目指し東・中央・南アジア地域フォロー
アップセミナー（オンライン開催）、中米地域フォローアップセミナー（オンライン開催）をそ
れぞれ実施（第 4 四半期）した。フォローアップセミナーでは、域内の拠点による事例発表や拠
点間の意見交換により、自拠点で活用可能な実践的な知見が共有された。なお、2020 年度は新型
コロナウイルス感染拡大の影響から、実訪問による巡回指導の実施には至らなかったため、オン
ライン開催とした。また、新型コロナ対策機材調達に係るセミナーを計 5 回開催したほか、2021
年度 4 月のアジア地域向け調達担当者セミナーの準備を進めている。

② 国内拠点の調達実施体制の適正化
•

国内拠点の調達における課題を聴取し、国内拠点支援アクションプランを策定した。また、国内
拠点での調達に有用な過去の研修資料や調達参考様式等をまとめた参考資料の整備や巡回指導
による個別支援を計画し、第 4 四半期において実施した。

③ 不正事案に対する取組
•

発注行為の適正な実施を確保する観点から、入札談合等関与行為防止法及び独占禁止法に関する
機構内への周知を通じ、以下のとおり、継続的に機構内関係者の不正事案防止に対する取組の強
化を図った。

•

公正取引委員会の講師を招へいしたセミナー「入札談合の防止に向けて～ 独占禁止法と入札談
合等関与行為防止法 ～」を開催した。

•

民間連携事業部と調達・派遣業務部の共催で、「中小企業・SDGs ビジネス支援事業の不正事案・
業務遂行困難リスク事案対策に係る研修」を開催した。
10-4

（4）コンサルタントの海外事業展開を支援する契約制度の改善

•

柔軟・迅速な契約変更対応による事業の継続：コロナ禍でも機構事業の継続を最優先に、コンサ
ルタント等契約における海外業務の国内業務振替等、柔軟な変更対応を実施した。その結果、契
約変更対象は 879 件と、前年度比約 3 割以上増の対応の上で事業継続を確保した。

•

2019 年 4 月より順次、国際的なコンサルタント選定方式である QCBS（Quality- and Cost- based
Selection）方式を導入しており、2020 年度も価格要素の加味が限定的であった従来の契約に技術
評価と価格要素の一層適切なバランス確保を図った。また、協力準備調査（無償）や事後評価案
件への適用拡大を年度前半は図った。しかしながら、コロナ禍で現地渡航の見通しを立てること
が困難な状況が続き、価格を適切に積算することが難しくなったため、2020 年 12 月に QCBS
や総合評価落札方式を一時的に従来の企画競争へ戻し、競争の適正化を図った。

•

2019 年に実施したコンサルタント等契約経費実態調査の結果に基づき、2020 年 4 月より、新た
な積算基準を導入し、適用を開始した。新積算基準の導入に際しては、経費費目の統合・廃止等
を行い、経理処理業務の簡素化・合理化を進めた。また、併せて、消費税取扱いに係る再整理を
行ったため、消費税の算定、確認作業が大幅に簡素化された。

•

2019 年度以降、有償資金協力に係る詳細設計業務については確定支払（Lump-sum）を行う部分
を設定しており、2020 年度も全ての詳細設計業務について、確定支払を適用している。

•

コロナ禍において、海外渡航が困難となり、また先の見通しが立てられない状況となるなか、コ
ンサルタント等契約においては海外業務の国内業務への振替をはじめ、柔軟な変更対応や変更手
続きの合理化を行うとともに、渡航再開に当たっては必要経費の取り扱いを定め、周知するなど、
コロナ下での適切な契約実施を促進した。

（5）事業上の課題及び原因分析と対応方針

コロナ禍で先が見通せないなかでも、その時々の状況を踏まえ、契約制度の柔軟な運用を行い、事
業を促進した。一方、従来対面で実施していた契約監視委員会等は実施方法を変更せざるを得ず、開
催回数を限定せざるを得なかった。新型コロナの影響は 2021 年度も続くと思われ、2020 年度の経験
も踏まえて、契約監理の観点から、コロナ禍において事業の円滑な実施を促進すると同時に、適切な
契約実施を継続する。本方針のもと、更なる契約実務の合理化の促進を進めるとともに、契約監視委
員会等による契約の監視を継続していく。
また、契約監視委員会において、コンサルタント契約における一者応札・応募の背景として、競争
参加希望者間での共同企業体の結成に係る制限を設けていないことがあるのではないかとの問題提
起があったことを踏まえ、2021 年度では、実績データを整理した上で、共同企業体に関する制度の整
理及び見直しを検討する。
３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
引き続き、調達制度の更なる改革等、効果的な事業運営を行うための改善に取り組むことを期待
する。その際、監事による指摘等も考慮しつつ、新型コロナウイルス感染症の影響や、新型コロナ
ウイルス感染症を受けて政府全体で進んでいる書面・押印・対面手続の見直しの進捗状況等に留意
ありたい。
なお、調達の合理化・適正化に関し、国内機関に係る施設整備補助金の執行が遅延する傾向が継
続的に見受けられるところ、適切な調達の実施に向け、国内機関の能力強化含め十分対応するよう
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留意ありたい。
（2）対応：
新型コロナの感染拡大を受けた契約事務に関する喫緊の課題を確認し、変更契約の一括実施や
契約変更手続きの簡素化等、契約手続きの合理化を図った。また、2020 年 5 月及び 10 月にそ
れぞれ 1,000 人を超える受注者に対し、オンラインでコロナ禍でのコンサルタント等業務実施契
約及びその契約手続や経費に関する説明会を行い、質疑応答での内容を FAQ にまとめ共有及び
案件主管部への契約手続き・経費説明会を複数回開催する等、手続き適正化を関係者に周知した。
コロナ禍における国内拠点での調達手続きにおいては、緊急性や迅速性の観点からの必要性に応
じ、会計規程に従って適切、かつ柔軟に随意契約を含めた契約事務を遂行した。国内機関の能力
強化においては、各拠点への個別相談対応のほか、要望を踏まえ、施設整備を所掌する管理部資
産管理課とも連携を図り適切な調達実施を支援した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：B
根拠：
2020 年度未達となった調達の定量指標である「有識者による外部審査を行った対象契約件数」
は、従来は対面形式で実施していた内部の選定委員会に外部審査委員が参加する形で実施してい
た。一方、2020 年 4 月の緊急事態宣言発出以降、選定委員会は対面での実施が困難となり、公示
案や特記仕様書案にコメントを付す形でデータをやり取りする方式にせざるを得なくなった。そこ
にどのタイミングでどのように外部審査委員に関わってもらうかの実施方法の検討が必要となっ
た。また、コロナ禍でも開発途上地域における機構事業の継続を行うべく、選定方式の暫定的な変
更や遠隔での事業に対応する仕様の検討を含む「コロナ下での契約の実施方針」についての検討も
必要となった。一方で、コロナ禍によるコンサルタント等からの多数の照会・要望対応のほか、大
量の契約変更事案への対応、各種制度再検討に時間・資源を割く形となった。そのため、コロナ禍
における外部審査の新たな実施方針や遠隔による実施方法等の検討に充てる時間が限定的となり、
2020 年度の外部審査実施件数は限定的なものとならざるを得なかった。
一方、定量指標では一部未達となったものの、コロナ禍において年度計画に対して質的な成果や
成果の最大化に向けた取組で所定の成果をあげていることから、当該事業年度における中期計画の
所期の目標を達成していると認められる。
具体的には、経費の効率化及び人件費管理の適正化に着実に取り組み、保有資産は本部、国内及
び海外拠点の有効利活用を促進した。特に、調達ではコロナ禍でも機構の事業継続を最優先にした
コンサルタント等契約における海外業務振替等の柔軟な変更に対応したほか、プロポーザルなどの
契約関連書類の電子授受、電子入札試行導入を通じた調達業務の DX 化推進等、特筆すべき成果を
あげた。
ア 経費の効率化
〇 運営費交付金を充当する物件費の前年度比率 1.4％の効率化目標を達成。
イ 人件費管理の適正化
〇 機構理事長のイニシアティブによる「ポストコロナを見据えた 4 つの挑戦」、DX、外国人材
支援等重点分野への取組促進のための柔軟な人的資源配分を実施。
〇 クロスアポイントメント制度を活用したシニア層の働き方を柔軟化。
〇 一部自己負担となっていた任国で還付されない社会保険料等の租税公課への公費負担制度を
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創設。
ウ 保有資産の必要性の見直し
〇 決算公告にて毎年資産情報の公開。
エ 調達の合理化・適正化
◎ 柔軟・迅速な契約変更対応による事業の継続【③】：コロナ禍でも機構事業の継続を最優先に、
コンサルタント等契約における海外業務の国内業務振替等、柔軟な変更対応を実施（契約変更
対象 879 件、前年度比約 3 割以上増）。
◎ 調達業務での DX 化推進【③】：調達業務の DX 化推進として、プロポーザルの電子授受、
電子入札試行導入。また、契約書及び精算書類の電子化の導入に向けた議論を継続。
〇 競争性のない随意契約について契約監視委員会を通じ継続的に点検。通知「競争性のない随意
契約に係る取扱いについて」及びガイドラインの見直しを通じ、随意契約が適正に行われるよ
う牽制。
〇 機構内職員向け研修及びコンサルタント契約セミナーを通じ調達・契約実務の能力向上ととも
に、海外拠点の調達フォローアップセミナーを通じた適切な調達実務の実施を促進。
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 10-1】
「一般管理費及び業務経費の効率化」は目標値（1.4%以上）を達成した。
【指標 10-4】
「有識者による外部審査を行った対象契約件数」は目標値 70 件を大幅に下回る 10 件となったが、
新型コロナの感染拡大により従来通りの外部審査が困難となった一方で、同感染症の影響による大
量の調達関連事務が発生したことにより新たな外部審査方針の検討に時間を要したことが要因で
あり、緊急時の資源配分としては一時的に許容しうるものであると考えられる。なお、現在は同方
針を策定済みであり、2021 年度は例年通りの水準での実施が見込まれている。

（定性的実績）
１．経費の効率化
年度計画の取組を着実に実施した。
２．人件費管理の適正化（
【指標 10-2】
「給与水準適正化の取組状況」
）
年度計画の取組を着実に実施した。
３．保有資産の見直し
年度計画の取組を着実に実施した。
４．調達の合理化・適正化（
【指標 10-3】
「契約監視委員会、外部審査等の実施状況と審査結果への
対応状況」
）
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。
・新型コロナを受け、前年度費 3 割以上増となる 879 件の契約変更に迅速に対応し、感染症拡大下
における事業継続を確保した。
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・プロポーザルの電子授受、電子入札を導入するなど調達業務の効率化を進め、新型コロナの影響
下における JICA 及び関係企業の出勤抑制推進等にも貢献した。
（結論）
以上により、定量指標のうち「一般管理費及び業務経費の効率化」は目標値を達成したこと、
「有
識者による外部審査を行った対象契約件数」は目標値を下回ったものの、新型コロナへの緊急対応
が求められる中では許容しうる結果であると考えられること、また調達に関しては新型コロナを受
けた多数の契約変更への対応や調達手続の電子化等に実績を上げていること、その他の項目におい
ても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ことから、中期計画における所期の目
標を達成していると認め、
「B」評価とする。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
外部審査を行った契約件数が低位となったことは、新型コロナの影響を受けた一時的な例外であ
り、早期に従来同様の規模で外部審査が実施されるよう適切に対応されたい。
また、施設整備補助金の執行に関しては、運営費交付金との性質の違いにも留意し、今後円滑な
執行が確保されるよう対応を徹底されたい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・従来は対面形式で実施していた内部の選定委員会に、外部審査委員が参加する形で実施していた
ため、コロナ禍において有識者による外部審査を行った対象契約件数が未達となっている。
コロナ禍においては、定量指標の未達は仕方ないところであるが、2021 年度は、コロナ禍にお
ける外部審査の新たな実施方針や遠隔による実施の検討等を十分に行い、改善することが望まし
い。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.11

財務内容の改善

業務に関連する政策・

―

施策
当該事業実施に係る根

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

拠（個別法条文等）
当該項目の重要度、難

―

易度
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
評価対象となる指標
該当なし

達成目標
-

基準値
-

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

-

-

-

-

-

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：5. 中期計画：3.
年度計画
3. 財務内容の改善に関する事項
•

運営費交付金を充当して行う業務について、以下 6. に示す予算、収支計画及び資金計画に基
づき、事業の質の確保に留意して適正な予算執行を行う。

•

「予算執行管理強化に関する諮問委員会」最終報告書での提言内容を踏まえ、予算執行管理や
報告・統制及び制度を含めたカバナンスの強化、2020 年度及び後年度の予算執行の見通しの常
時把握・分析、調整に関する取組を継続し、必要に応じて改善を図る。

•

機構全体の予算執行管理の着実な実施のためには、個別案件の予算執行管理の徹底が重要であ
るため、四半期毎の理事会報告や年 2 回の予算見直しの機会だけでなく、各部署で月次で個別
案件の予算執行状況を確認し、随時最新情報へ更新する。

•

案件担当者や予算管理担当者等の実務者向け研修や階層別研修、Web ベースの研修の実施等
の継続実施を通じて、職員の予算執行管理能力の向上を図る。

•

前年度期末の運営費交付金債務残高の発生要因等を分析し、今中期目標期間の最終年度に向
け、外的要因により支出年度が 2021 年度にずれ込まざるを得ない案件はその事由や金額が適
正かの検証をしつつ、適切な予算配分を行う。

•

自己収入の確保とその適正な管理・運用に努める。

３－２．業務実績
（1）運営費交付金を充当して行う業務に関する予算執行管理の状況

•

「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の最終報告書（2018 年 12 月）の提言を踏まえて、2019
年度までに導入した予算執行管理や報告・統制及び制度を含めたカバナンス強化策に基づき、
2020 年度及び後年度の予算執行の見通しの常時把握、分析、調整に関する取組を継続した。

•

予算執行管理に関する案件担当者や予算管理担当者等の実務者向け研修、階層別研修、初級者研
修、海外拠点への赴任前研修等の実施を通じて、予算執行管理に係る職員の能力向上に取り組ん
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だ。
•

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

•

2019 年度予算の未使用額のうち、外的要因により支出年度が 2020 年度にずれ込まざるを得ない
ものについては、事象の起きた案件に紐づけて必要な財源を確保し、2020 年度に繰越して執行し
た。

•

新型コロナに伴う予算執行管理への影響に対しては、外的要因による支出年度のズレを踏まえた
予算の繰越の活用、複数年度予算管理の精緻化等を通じて対応した。

•

2020 年度末時点の運営費交付金債務残高は、869.3 億円

156

となっており、その内訳は以下のと

おりである。
運営費交付金の残 655.0 億円
前渡金 213.1 億円
前払費用、長期前払費用等 1.1 億円
（注）いずれも暫定値。四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
•

2020 年度末時点の運営費交付金債務の未収益化の発生理由は、相手国側機関の事由等により、当
初の計画に変更が生じたため。

（2）自己収入の確保に向けた取組と管理・運用の状況

•

自己収入のうち消費税の還付等を除く事業収入は 3.2 億円

157
（2019

年度実績 4.7 億円、2020 年

度計画額 2.7 億円）となった。計画額からの主な増要因は施設利用収入等の雑収入の増による。
•

民間資金の動員促進：寄附金収入は 0.1 億円

158（同

1.1 億円、33 百万円）となった。一般寄附

金事業として「世界の人びとのための JICA 基金」を通じた支援事業（新規 10 件採択）を実施
した。また、特定寄附金事業として「ラオスにおけるニコン・JICA 奨学金制度」及び「ミャンマ
ーインレー湖の統合流域管理の強化」を継続した。
（3）その他財務内容の改善や開発資金の動員等に資する取組

•

国際協力機構債券の発行（全体）：国際協力機構債券の発行は日本政府の SDGs 実施指針改定版
（2019 年 12 月決定）において、SDGs 達成に向けた民間資金動員の施策に位置付けられている。
2020 年度は、6 月、9 月、12 月に計 600 億円の国内財投機関債（ソーシャルボンド）及び 7 月
に5 億米ドルの政府保証外債を発行し、開発途上地域の SDGs 達成のために国内外の民間資金を
動員した。

•

個人投資家及び中小・中堅企業向け債券の販売：市民による SDGs の取組推進や投資家基盤の拡
大を目的として、9 月及び 12 月に発行した債券の一部を個人投資家向けに販売、SDGs に関心
を持つ多くの市民から需要を集めた。

•

JICA 新型コロナ対応ソーシャルボンド発行：新型コロナ対応の債券発行（テーマ債）：12 月に、
新型コロナ危機に対応した「JICA 新型コロナ対応ソーシャルボンド」を発行した。調達資金は開
発途上地域の保健医療・公衆衛生改善や、コロナ禍における経済影響緩和支援（中小企業向けツ
ーステップローン等）に使途を限定するテーマ債として発行し、テーマ性に共感する幅広い投資

156
157
158

暫定値
暫定値
暫定値
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家からの注目・需要を集めた。
•

過去最多の機構債への投資表明：投資家が社会貢献性に着目し、国際協力機構債券への投資を行
なった旨を対外的に公表（投資表明）した件数は顕著に増加傾向にあり、2020 年度は対前年度対
比約 1.5 倍の 77 件の新規投資家が投資表明を行なった（2 月末時点）。今中期目標期間では、
累計 173 件（2016/17 年度計 20 件、18 年度 28 件、19 年度 54 件、20 年度 77 件）の投資家
が投資表明を行なった

•

159。

受託事業については、継続中の既存案件（中央アフリカ森林イニシアティブ（CAFI）基金との受
託契約（約 400 万ドル）によるコンゴ民主共和国「国家森林モニタリングシステム運用・REDD+
パイロットプロジェクト」及び日本企業（三井物産）が有する CSR 基金を活用した SATREPS
事業「チリにおける持続可能な沿岸漁業及び養殖の確立に資する赤潮早期予測システムの構築と
運用」）のほか、新たにアンゴラ「自動車整備人材育成プロジェクト」において、トヨタ・デ・
アンゴラ社と受託契約を締結し、同社からの資金により事業を開始した。また、東ティモール「重
点流域における森林減少抑制及び気候変動に対する地域レジリエンス強化のための住民主導型
ランドスケープ管理プロジェクト」が緑の気候基金（GCF）による機構提案事業として初めて承
認された（1,000 万米ドル）。

【参考情報】「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメント強化について」（平成 30 年 3 月
30日付、総管査第 10 号）に基づく「目的積立金等の状況」について
（単位：百万円、％）
平成 29 年度末
平成 30 年度末
（初年度）
前期中期目標期間繰越積立金

令和元年度末

令和2年度末

160

19,509

7,013

2,416

1,382

目的積立金

0

0

0

0

積立金

0

4,304

3,121

1,615

その他の積立金等

0

0

0

0

運営費交付金債務

20,101

31,300

40,669

86,927

154,316

152,364

150,476

156,025

うち年度末残高（b）

8,758

12,378

21,383

64,958

当期運営費交付金残存率（b ÷
a）

5.7％

8.1％

14.2％

41.6％

令和 3 年度末
（最終年度）

うち経営努力認定相当額

当期の運営費交付金交付額（a）

３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
予算執行管理強化に関する諮問委員会の最終報告書等を踏まえた各種取組を形骸化することな
く、不断の見直し・改善に取り組むことを期待する。なお、新型コロナウイルス感染症の影響によ
159
160

各年度合計と累計件数が合致しないのは投資家都合による投資表明の取り下げを除したため。
暫定値
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り、運営費交付金を充当して行う業務に関する予算執行管理の困難度が増すことが想定されるとこ
ろ、一層の取組強化を期待する。
（2）対応：
2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した、予算執行
管理強化に関する各種取組を継続実施するとともに、自律性を重視した合理的な予算管理手法の更
なる定着を図るべく職員研修を継続した。
新型コロナによる予算執行管理への影響に対しては、外的要因による支出年度のズレを踏まえた
予算の繰越の活用、複数年度予算管理の精緻化等を通じて対応した。
３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：B
根拠：年度計画に対して質的な成果や成果の最大化に向けた取組で所定の成果をあげていること
から、当該事業年度における中期計画の所期の目標を達成していると認められる。
具体的には、① 2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」で提言された各
種取組や予算統制、予算管理体制及び予算執行に係る職員の能力向上を継続して実施した。また、
②開発資金の動員に資する取組を実施した（過去最高の機構債への投資表明、JICA 新型コロナ対
応ソーシャルボンド等）。
1. 予算執行管理
〇 2018 年度の「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した予算執行管理強化
に関する各種取組（予算執行状況及び後年度の執行見通しの常時分析・調整、理事会への定期
報告、システムによる統制等）を継続。
〇 法人予算の概算要求においては、同委員会の提言（中期的な資源配分の方針及び事項別の予算
積算書を作成し、理事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する業務フロー）に
基づく概算要求及び年度計画予算策定を適切に行い、予算統制の強化・定着を促進。
〇 地域別の中期的な予算管理に係る基本的な考え方に基づく新規案件の採択、外的要因による支
出年度のズレを踏まえた予算の繰越等、複数年度の予算管理体制を強化するとともに、自律性
を重視した合理的な予算管理方法の更なる定着を図るべく職員研修を実施し、予算執行管理に
係る職員の能力向上を促進。
2. 自己収入の確保に向けた取組
〇 自己収入のうち、消費税の還付等を除く事業収入は 3.2 億円
入は 0.1 億円

162

161。資金計画における寄附金収

となり、
「世界の人びとのための JICA 基金」を通じた支援事業（新規 7 件）

や特定寄附金による「ニコン・JICA 奨学金制度」に使用。
3. 開発資金の動員に資する取組
◎ 過去最多の機構債への投資表明【③】：投資家が社会貢献性に着目し、国際協力機構債券への
投資を行なった旨を対外的に公表（投資表明）した件数が顕著に増加し、2020 年度は 77 件
（2019 年度 54 件） の投資家が投資表明。
◎ 「JICA 新型コロナ対応ソーシャルボンド」発行【③】：新型コロナ危機に対応したテーマ債
を発行。調達資金は開発途上地域の保健医療・公衆衛生改善、コロナ禍における経済影響緩和
支援（中小企業向けツーステップローン等）に使途を限定。
161
162

暫定値
暫定値
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〇 機構債に関して、ソーシャルボンドを計 600 億円及び 5 億米ドルの政府保証外債を発行、国
内外の民間資金を開発途上地域支援に動員。
３－５．主務大臣による評価
評定：B
＜評定に至った理由＞
自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できたため、
「B」評価とする。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
新型コロナの影響により運営費交付金の執行管理が難易度を増していると考えられる。さらに、
2017 年度に生じた予算執行上の問題は、中期目標期間を跨ぐタイミングで発生したことにも留意
し、改めて機構内の予算執行管理体制及び運用の強化に留意されたい。また、有識者意見にもある
とおり、引き続き外部資金の動員について積極的な取組を期待する。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・2019 年度運営費交付金債務残高 407 億円に対して、2020 年度の残高は 869 億円と増加している。
2020 年度の評価には関係ないが、2021 年度は運営費交付金の執行管理は慎重に行う必要がある。
・政府全体の ODA 予算は過去数年増額傾向にあるものの、1997 年のピーク時と比較すると半分程度
で推移しており、政府予算に加えて、積極的に外部資金を動員していくことが必要と認識してい
る。ついては、CAFI（中央アフリカイニシアティブ）や GCF（緑の気候基金）以外の外部資金に
係る情報収集、外部資金動員に向けた中長期の方針や戦略の策定、外部資金を効率的に動員する
ための組織内の体制整備やマニュアルの整備等の取組を加速する必要があるのではないか。
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１．当事務及び事業に関する基本情報

No.12

安全対策

業務に関連する政策・施策

―

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

（個別法条文等）
当該項目の重要度、
難易度

【重要度：高】【難易度：高】関係者の安全の確保は機構事業を安定的に実施
する上での大前提となる要因であること。また，不確実性が高く，目標の達成
が機構の努力だけではコントロールできない外部の要因に左右され，かつこれ
までに比べて業務の対象の拡大や，大幅な取組の強化を伴うこと。

関連する政策評価・行政事

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
主要なアウトプット情報（定量指

達成目標

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

標）
事業関係者等の安全対策研修の受講
者数 / うち、テロ対策研修受講者

1.5 万人
/3,600人 163

3,000 人
/600 人

6,924 人
/3,872 人

3,890 人
/902 人

3,998 人 5,426 人/31
/1,277 人
人

-

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：6.、中期計画：4.
年度計画
4. 安全対策に関する事項安全対策に関する事項
•

ダッカ襲撃テロ事件発生後 4 年弱年が経過したが、過去を風化させることなく不断の安全管
理を継続し、事業関係者の重大事案ゼロを目指す。このため、適切な安全対策措置の実施・周
知徹底、事業関係者への研修や意識づけを行う。また、脅威情報の収集・分析能力の強化、事
業サイト等の防護強化を図る。

•

高脅威度国 / 地域を中心に防護措置の強化等、安全管理体制強化を図る。さらに、暴力的過激
主義によるテロ、政情・政局に起因する暴動・騒擾等の緊急事態等にも迅速に対応できる体制
を築く。

•

工事安全対策に関する指針文書の適切な運用と見直し、現場での安全対策の支援を通じ、施設
建設等事業の工事安全対策に取り組む。特に、事故の件数の多い国や事業規模の大きい国での
安全対策を重点的に実施する。

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照）
•

海外における事業関係者の武力紛争、テロ、一般犯罪、交通事故、自然災害等による被害の低
減に向けた取組状況

•

163

工事事故の低減に向けた取組状況

前中期目標期間の実績から約 25％増として設定する。前中期目標期間実績平均 2,381 人 / 年。
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３－２．業務実績
No.12-1 海外の事業関係者の安全対策に係る取組状況
関連指標
安全確認調査及び安全
巡回指導調査国数

基準値

30 か国

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

44 か国

27 か国

25 か国

0 か国

164

2021 年度

（1）脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化、情報共有の徹底

• コロナ禍における機構内外関係者の感染リスク低減・安全・安心確保の推進
安全確認指導調査及び安全巡回指導調査については、コロナ禍の影響による渡航制限により、今
年度実績は 0 件となったものの、在外拠点と協働する形で「対コロナウイルス国別対応要領」を
107 か国で検討・99 か国で作成した。また、通年にわたり、感染症予防策に係る説明会・講習会
を開催し、機構内外関係者累計 1,500 人を超える参加者を対象に、日頃の感染予防策の周知及び
注意喚起を行った。さらには、事業関係者向けにコロナ禍における渡航関連説明会（2020 年 5、
10、12 月）を開催し、累計 2,910 人の参加を得た。これら取組により、機構内外関係者の感染リ
スクの低減、及び安全・安心確保の推進に貢献した。
•

ウィズコロナ、ポストコロナで事業関係者の渡航再開を進めるに当たり、新型コロナ対策に係る
行動規範の策定と周知徹底、新型コロナ感染予防に係る事業関係者への情報提供等を行うととも
に、コロナ禍で停滞した経済や社会的な不安を背景としたデモの暴徒化や一般犯罪増加に対する
注意喚起を行った。また、機構の事業実施国 147 か国で策定している「国別安全対策措置」を各
国の情勢に応じて随時更新した。また、全ての国において同措置を年 1 回以上の更新を行った。
さらに、事業関係者向けに配布している「JICA 海外安全ハンドブック」（海外での安全対策にか
かる心構え（セルフディフェンス、無抵抗主義等）に加えて、一般犯罪やテロ、暴動や交通事故
等の具体的なケーススタディを網羅したポケットサイズの冊子）を 2020 年度版として改訂した。
新たに感染症対策の記載も追加し、関係者に海外渡航に際して熟読を促した。なお、同ハンドブ
ックは機構ホームページ上の安全対策専用ウェブページ内にも掲載した。

（2）行動規範の徹底

•

コロナ禍において安全を確保した上で渡航再開をするために、国ごとに定めたテロ・一般犯罪等
対策に係る行動規範の遵守を改めて周知徹底するとともに、新型コロナ感染予防の観点から世界
共通の行動規範を別途新型コロナ用に新たに策定の上、新規渡航者/ 再渡航者には同行動規範の
遵守に係る同意書の提出を条件として再派遣した。

（3）海外拠点等での防護措置の強化

•

各事業で案件形成段階から適切な安全対策を検討するため、脅威度や事業タイプに応じた安全対
策の参考資料である「安全対策ガイダンス」の運用を 2019 年 4 月より開始し、2020 年度は新
たに 9 か国 25 件（年度末時点）に適用した（2019 年度は 18 か国 45 件に適用）。また、ウィ

164

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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ズコロナ、ポストコロナで事業関係者が再渡航するにあたり、事業サイト・住居の防護策を改め
て確認することを求めるともに、新型コロナ対策を過度に優先するあまり防犯対策が疎かになら
ないように注意喚起を行った。
（4）研修・訓練機会の整備と拡充

•

当初、事業関係者に対する渡航者向け研修（セルフディフェンス、講義型）、テロ対応実技研修
（実技型）、企業内の安全管理担当者向け研修（セキュリティ・リスク・マネジメント、講義型））
の実施を前年並みに計画していたが、コロナ禍の影響を受け、研修実施を一時見合わせた。2020
年 7 月以降、オンライン形式への変更、人数制限、必要な感染防止策を講じるなどの工夫をしな
がら再開した。実技型研修も、11 月より感染防止策を徹底の上再開したが、緊急事態宣言発動を
踏まえ再び見合わせた。コロナ禍により事業関係者の海外渡航者数が大幅に縮小したことに伴い、
渡航者向け研修受講者数も減少したほか、実技訓練等、オンラインでの代替が困難なものについ
ては中止にせざるを得なかった。また、現地安全対策研修は、渡航制限があり現地での開催が困
難であったため 2020 年度は見送ることとなった。係る背景から、2020 年度の研修受講者数は、
1,026 人（内訳：渡航者向け / 管理者向け研修（外部 555 人、内部 471 人受講）、テロ対策実技
訓練（外部 31 人、受講）に留まったが、ウェブ版の安全対策研修の拡充を図り、2020 年度は 629
人が登録・参加し、受講者からは高い評価を得た。

（5）機構内の安全管理人材の育成・強化の取組

•

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）と機構が共催する Security Risk Management（SRM）研修
に機構から参加するとともに、同研修運営を UNHCR より受託している安全対策コンサルタン
トと個別に契約し、機構独自のSRM 研修を2020 年1 月及び2 月、計2 回実施した（オンライン開
催）。

（6）危機発生時の対応能力の強化

• コロナ禍における事業関係者への退避一時帰国オペレーション
年度当初から新型コロナの感染拡大が深刻化するなか、事業関係者の避難一時帰国を行った。約
1 か月間に、約 6,000 人の事業関係者を日本に帰国させるオペレーションを統括・実施し、この
結果、事業関係者の死亡事案、重篤化事案などを回避することができた。2020 年 7 月以降、各
国の出入国の高い障壁や航空便途絶が継続するなか、リスクを抑制しながら、徐々に渡航を伴う
事業を再開していく方針を決定。渡航先国における出入国や検疫措置、現地における医療サービ
スへのアクセス、国外緊急移送体制など、関係者防護策と渡航安全のため必要な対策を国ごとに
検討、体制を整えた国から渡航再開を決定し、渡航支援を行った。コロナ禍おける渡航再開に際
し、事業関係者に対する各種情報提供を実施。新型コロナ感染予防の観点から新たに策定した「行
動規範」や、新型コロナ感染予防・感染拡大防止マニュアル、機構の渡航再開決定の状況、各国
における出入国・医療事情などに関する情報など、事業関係者向けサイトで提供を行った。
•

新型コロナに伴う全海外協力隊員の退避：新型コロナの感染拡大に伴い、派遣中全隊員 2,044 人
を帰国させ、かつその後国内で一定期間の健康モニタリングを行うことで、隊員全員の安全と健
康を守ることができた。その後、隊員の生活保障や活躍推進のために、現行制度の 120 日間を超
えた待機期間の延長と待機手当の支給継続、一定期間後の再派遣を目指した特別登録制度、訓練
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を受けられない候補者を対象とした特別派遣前訓練等の制度設計・実施及び待機中の隊員による
国内での支援活動や開発途上地域に対するリモート活動の促進等、全てが新しくかつ困難な課題
を着実に実施した。
•

海外協力隊員再派遣の実現：ウィズコロナ、ポストコロナでの渡航再開に向けて、医療施設への
アクセスや活動上の制約等に関する案件別調査を実施するとともに、任地での生活や活動に係る
リスク対応策の検討を行った。また、一時帰国中及び待機中の隊員に対するオンライン説明会を
累次にわたり開催し、各国の状況及び渡航に係るリスク等について理解を得た。その後 14 か国
で渡航再開を決定し 76 人の渡航を実現した。

•

各海外拠点において、関係者の新型コロナ感染確認時の「緊急時対応シナリオ」を検討するとと
もに、従前に策定していた騒擾やテロ等に係る「緊急時対応シナリオ」に新型コロナ対応を含む
見直しの準備に着手した。加えて、常設化後の「国際協力事業安全対策会議」などの機会を通じ
て、事業関係者に対しても同シナリオの見直しの必要性を働きかけた。さらに、2020 年 7 月、
本部に緊急事態対応オペレーションルームを開所
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し、緊急事態発生時に組織として迅速に対

応できる体制を強化した。具体的には、緊急事態対応オペレーションの実施（国内外の緊急事態）
のほか、平常時には安全管理に係るセミナー・研修等の実施、アーカイブ（過去の事案対応、関
連調査等の報告書等）閲覧に利用している。
（7）事業上の課題及び原因分析と対応方針

2020 年度はコロナ禍の影響により、従前どおりの対面式での各種安全対策研修の実施が困難とな
ったが、研修内容を工夫してオンライン形式で研修を再開し、参加者アンケート等に基づき不断の見
直し・改善することや、講師のオンライン講義・指導の習熟度の向上により、効果的かつ効率的なオ
ンライン形式での研修を実施した。2021 年度の研修実施体制についても新型コロナの感染拡大状況
や機構の方針を踏まえ、オンライン形式の講義や研修も活用しつつ対応していく。
新型コロナの収束が見えないなかで、海外での事業継続、事業関係者の本格的な渡航再開を進める
ため、渡航者への感染予防策の徹底を図っているが、従前からのデモ、テロ、一般犯罪、及び交通事
故などリスクは引き続き存在し、新型コロナ対策を優先するあまりに、それら従前よりあるリスク対
策が疎かになることが危惧される。引き続き、新型コロナ感染予防と併せ、これらリスクに係る注意
喚起等の情報提供や研修等の実施に取り組む。

No.12-2 工事安全対策に係る取組状況

関連指標

事故事案報告件数（事業規模 1 兆円あたり）*

165

166

基準値

23 件

166

2017

2018

2019

2020

2021

年度

年度

年度

年度

年度

13 件

36 件

32 件

20 件

オペレーションルーム開所前は、緊急事案発生の発生時に既存会議室をオペレーションルームに転用し
対応していたが、危機発生後の機動的な組織対応の重要性に鑑み、本部内に「緊急事態対応オペレーショ
ンルーム」を常設することとなった。
前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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実施状況調査、安全管理セミナー、円借款事業
（STEP）施工安全確認調査の件

137 回

167

135 回

147 回

161 回

5 回

* 事故報告案件数の 2020 年度実績は 34 件（基準値 38 件、2017 年度実績 29 件、2018 年度実績 56 件、2019 年度実
績 55 件）

（1）指針文書の適切な運用

•

円借款事業の工事契約に適用できる包括的な労働安全衛生のスペック「JICA 安全標準仕様書
（JICA Standard Safety Specification）」、詳細は以下（3）に記載のとおり）を完成させ、2021 年
度の導入に向けて機構内外へ周知した。

（2）施工現場の安全対策の強化
①事故の件数の多い国や事業規模の大きい国での安全対策
第 11 回「施設建設等事業の安全対策委員会」において、事故件数及び事業規模の大きさに鑑み
施設建設等事業の工事安全に係る重点国に指定されたバングラデシュ、インド、インドネシア、ベ
トナム、ミャンマーの 5 か国（うち、インドを除く 4 か国に対して企画調査員（資金協力）を配
置）で以下の取組を予定していたが、コロナ禍により企画調査員（資金協力）を含む多くの事務所
関係者が一時帰国を余儀なくされたことから、以下ア、イ、エについては極めて限定的な活動に留
まった。ウについては当該国での工事事故の発生の都度、実施した。
ア 当該国の工事安全に係る基本法令の概要の把握
イ 当該国の資金協力事業における工事の品質と安全の状況確認のための「実施状況調査」の実施
ウ 当該国で発生した工事事故の原因分析と得られる教訓の蓄積
エ 上記ア～ウを基にした相手国政府を中心とした工事関係者との対話を通じた工事安全に係る意
識の醸成
②事故の防止に向けた取組
•

海外拠点による安全対策強化キャンペーンとして現場パトロール（工事の安全対策状況の確認）
を 9 件実施した。同キャンペーンに当たっては、現場視察における着目点等について「現場の見
方」の講義を Teams 会議で行う等、海外拠点に対して本部による支援も提供した。

•

日常的に、工事事故発生の都度、事故の分析と結果の工事関係者へのフィードバックを行い、同
種の事故の防止に向けた注意喚起・事故予防に努めた。

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

技術協力プロジェクトを通じた相手国政府の安全対策や事故防止を促進する取組として、ミャン
マー「道路橋梁技術能力強化プロジェクト」やモンゴル「建設分野における労働安全管理能力強
化」の 2 件を継続して実施した。

（3）戦略的な取組及び成果

•

開発援助業界で初となる労働安全衛生の仕様書「JICA 安全標準仕様書（JICA Standard Safety
Speciﬁcation）」の完成
労働安全衛生法制が充分に整備されていない蓋然性の高い開発途上地域において、工事の労働安

167

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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全衛生に関する一定の基準を満たすべく作成に取り組んできた「JICA 安全標準仕様書（JICA
Standard Safety Specification）」を完成させた。同仕様書は、国土交通省の「土木工事安全施工技
術指針」を章立ての参考とし、米国や英国の国際的に認知されている複数の規格を比較参照した
うえで、適切な内容について随所で引用するなどして作成した。加えて、国内外の建設工事に知
見を持つ各界の豊富な会員を有する土木学会や国内建設業界（コンサルティング業界を含む）へ
の内容確認の機会を設ける等の取組を行い、2020 年度に完成に至ったものである。同仕様書につ
いては 2021 年度以降に円借款案件の工事契約に段階的に適用していく予定であり、適用の暁に
は労働安全衛生法制が整備されているか否かに関わらず、一定のレベルで施設建設等事業に従事
する各種要員の安全が確保されるようになることが期待される。なお、他ドナーで類似の取組を
行った事例はなく、本仕様書は開発援助業界で世界先駆けとなる工事安全推進の取組である。
（4）事業上の課題及び原因分析と対応方針

工事安全の追求にあたっては、専門的な知識と経験と持つ企画調査員（資金協力）による現場の踏
査や事業関係者へのヒアリングを中心とした「実施状況調査」の実施と、同調査結果に基づく改善に
向けた指導が欠かせないが、2020 年度は年度当初よりコロナ禍により同調査員が一時帰国していた
状態であったことから、同調査の実施を見合わせざるを得なかった。2020 年度第 3 ～ 4 半期には同
調査員の任国（インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ケニア、セネガル）への再渡航がなさ
れたものの、移動の制限があることから任国での調査対象は限られ、更には任国外への渡航は極めて
困難であった。事業関係者の感染も続いていることから、実施状況調査を実施する場合は同調査員の
感染リスクも懸念されるところ、2021 年度は感染状況（特に調査候補案件のサイト内及び周辺地域の
状況） と機構内の方針に鑑み可能な範囲で活動の再開を検討する。
３－３．指摘事項への対応
（1）指摘事項：
「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づく各種強化策の着実な実施及び業務実績報告書に記載
されている各事項の「事業上の課題及び対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを期待する。また、
事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症を踏まえた機構事業関係者の健康及び安全の確保
にも十分留意ありたい。
（2）対応：
＜脅威情報の収集・分析・強化＞
・

事業関係者に対する安全情報対策情報の適時適切な提供を目的として、機構ホームページ上に「安
全対策専用ウェブサイト」を構築し、同サイト内に安全対策措置（渡航措置及び行動規範）に加え
て安全対策マニュアルや各国の注意喚起情報等、掲載コンテンツの充実を図った。また、同サイト
には「新型コロナウイルス対応にかかるお知らせ」を新設し、渡航再開国一覧、行動規範、健康管
理、渡航に必要な手続き等を随時更新し、機構内外関係者に必要とされる情報の提供に貢献した。

＜事業サイトの防護強化＞
・

脅威度レベルや事業タイプに応じたハード・ソフトの安全対策の参考仕様として「安全対策ガイダ
ンス」を整備し、2019 年 4 月より運用を開始した。2020 年度はコロナ禍により安全評価調査は実
施していないものの、9 か国 25 件が適用された（年度末時点）。

＜研修・訓練の強化＞
・

事業関係者向けの安全対策研修・訓練については、管理者向け研修や理解度テスト等も含めた渡航
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者向け研修（ウェブ版）を整備し研修メニューを拡充した結果、2020 年度は総勢約 629 人が受講
した。また、新型コロナ対策に関するコンテンツを追加した。
＜工事安全＞
2020 年度はコロナ禍により企画調査員（資金協力）が一時帰国していた状態であったことから、全

•

世界的に実施状況調査の実施を見合わせざるを得なかった。他方、工事の品質と安全の確保という
見地からは、一時帰国中の企画調査員（資金協力）には「JICA 安全標準仕様書」の作成プロセスへ
の関与を求め、随時同仕様書の規定に係る検討会を開催したうえで同調査員らの現場経験に基づく
意見を聴取し、同仕様書内の規定への反映を行った。同仕様書は 2021 年度以降、段階的に円借款
案件の工事契約に適用される予定であり、同年度以降の実施状況調査の効率化にも寄与するもので
ある。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：A
根拠：評価指標の目標水準を上回る成果をあげていることに加え、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コロナ禍における機構内外関係者の安全・安心確保の推進、②コロナ禍における
事業関係者の退避一時帰国オペレーション、③コロナ禍における全海外協力隊員の退避、④海外協
力隊員再派遣の実現、⑤開発援助業界で初となる労働安全衛生の仕様書「JICA安全標準仕様書（JICA
Standard Safety Specification）」の完成において特筆すべき成果をあげた。
1. 海外の事業関係者の安全対策に係る取組
◎ コロナ禍における機構内外関係者の感染リスク低減・安全・安心確保の推進【③】：本部及び
在外拠点が協働する形で「対コロナウイルス国別対応要領」を 107 か国で検討・99か国で作
成。機構内外関係者累計 1,500 人を超える参加者を対象に、感染症予防策に係る説明会・講習
会を開催し、感染予防策の注意喚起を実施。事業関係者向けにコロナ禍における渡航関連説明
会（ 2020 年 5、10、12 月）を開催（累計 2,910 人参加）等、機構内外関係者の感染リスク
の低減及び安全・安心確保の推進に貢献。
◎ コロナ禍における事業関係者の退避一時帰国オペレーション【③】：年度当初から新型コロナ
の感染拡大が深刻化するなか、約6,000人規模の事業関係者の避難一時帰国オペレーションを統
括・実施し、この結果、事業関係者の死亡事案、重篤化事案などを回避。各国の出入国の高い
障壁や航空便途絶が継続するなか、リスクを抑制しながら、徐々に渡航を伴う事業再開方針を
踏まえ、渡航先国における出入国や検疫措置、現地における医療サービスへのアクセス、国外
緊急移送体制など、関係者防護策と渡航安全のため必要な対策を国ごとに検討、体制を整えた
国から渡航再開を決定し、渡航支援を実施。コロナ禍における渡航再開に際し、事業関係者に
対する各種情報提供を実施。新型コロナ感染予防の観点から新たに策定した「行動規範」や、
新型コロナ感染予防・感染拡大防止マニュアル、機構の渡航再開決定の状況、各国における出
入国・医療事情などに関する情報など、事業関係者向けサイトで提供。
◎

コロナ禍における全海外協力隊員の退避【③】：新型コロナの感染拡大に伴い、派遣中全隊員
2,044人を帰国させ、国内で一定期間の健康モニタリングを行い、隊員全員の安全と健康を確
保。隊員の生活保障や活躍推進のため、待機期間の延長と待機手当の支給継続、一定期間後の
再派遣を目指した特別登録制度の創設等、新しく困難な課題を着実に実施。

◎ 海外協力隊員再派遣の実現【③】：ウィズコロナ、ポストコロナでの渡航再開に向け、医療ア
クセスや活動上の制約等の調査及びリスク検討を実施し、14 か国 76 人の渡航を実現。
〇 「JICA海外安全ハンドブック」 2020 年度版改訂。
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〇 国ごとに定めたテロ・一般犯罪等対策に係る行動規範の遵守を改めて周知徹底するとともに、
新型コロナ感染予防の観点から世界共通の行動規範を新たに策定。
〇 海外拠点等での防護措置強化の一環として、9 か国 25 件、「安全対策ガイダンス」を適用。
2. 工事安全対策に係る取組
◎ 開発援助業界で初となる労働安全衛生の仕様書「JICA安全標準仕様書（JICA Standard Safety
Specification）」の完成【②】：工事の労働安全衛生に関する一定の基準を満たすべく作成に取
り組んできた「JICA安全標準仕様書（JICA Standard Safety Specification）」を完成させ、機構内
外へ周知。国際援助業界で世界先駆けとなる本仕様書は、労働安全衛生法制が充分に整備され
ていない蓋然性の高い開発途上地域における工事安全推進に貢献。
〇 事故件数及び事業規模の大きい工事安全重点国（バングラデシュ、インド、インドネシア、ベ
トナム、ミャンマー）において、コロナ禍により企画調査員（資金協力）を含む多くの事務所
関係者が一時帰国を余儀なくされたことから、限定的な活動に留まったが、当該国で発生した
工事事故の原因分析と得られる教訓の蓄積を工事事故の発生の都度、実施。
〇 海外拠点による安全対策強化キャンペーンとして、現場視察における着目点等に係るオンライ
ン講義を含め、現場パトロール（工事の安全対策状況の確認）を9件実施。
〇 ミャンマー「道路橋梁技術能力強化プロジェクト」やモンゴル「建設分野における労働安全管
理能力強化」を通じ、相手国政府の安全対策や事故防止を促進。
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）
【指標 12-3】
「事業関係者等の安全対策研修の受講者数（テロ対策 研修受講者数を含む）
」が目標
値（3,000 人）を約 81％上回る 5,426 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。なお、うちテロ対策実技研修については目標値（600 人）に対して約 5%の 31 人に
留まったが、これは新型コロナの影響による研修の見合わせや現地渡航人数の減少によるものであ
り、外部要因によるものと言える。
（定性的実績）
１．海外の事業関係者の安全対策に係る取組（
【指標 12-1】
「海外における事業関係者の武力紛争、
テロ、一般犯罪、交通事故、自然災害等による被害の低減に向けた取組状況」）
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。
・JICA 海外協力隊の全隊員 2,044 人を含む、約 6,000 人規模の事業関係者の退避一時帰国オペ
レーションを統括・実施するとともに、
「対コロナウイルス国別対応要領」を 107 か国で検討・
99 か国で作成。機構内外関係者 1,500 人超が参加した感染症予防策に係る説明会・講習会や、
2,910 人が参加した事業関係者向けの渡航関連説明会など、関係者の感染リスクの低減及び安
全・安心確保の推進に貢献した。その上で、14 か国 76 人の隊員を含め事業関係者の渡航再開
を状況に応じて進めた。
２．工事安全対策に係る取組（
【指標 12-2】
「工事事故の低減に向けた取組状況」
）
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。
・開発援助業界で世界的な先駆けとなる「JICA 安全標準仕様書」を作成し、機構内外へ周知。
労働安全衛生法制が充分に整備されていない開発途上地域における工事安全推進に貢献する
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ことが期待されている。
（結論）
以上により、定量指標のうち安全対策研修受講者数が 120%を超える結果を得たこと、テロ対策
研修については目標値の 5%に止まったが新型コロナの影響による研修見合わせや渡航者数の減少
のほか、目下の課題である新型コロナ対策を中心とした安全対策研修に重点を移したことによるも
のであること、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、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点は高く評価される。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。
＜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、引き続き世界における新型コロナの状況を注視しつつ、関係者の安全を第一
に渡航管理を行うとともに、状況に応じて退避等のオペレーションを迅速・確実に実施されたい。
また、感染症流行下においても、犯罪やテロといった通常の安全管理上のリスクは引き続き存在し
ているところ、感染症対策と併せて必要な対応が取られるよう改めて留意されたい。
＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等）
・新型コロナの感染拡大が深刻化する中、約 6,000 人におよぶ事業関係者を日本へ退避一時帰国さ
せ、事業関係者の死亡事案、重篤化事案を回避した点が特に評価できる。
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