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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.13 効果的・効率的な開発協力の推進 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱、平成 31/令和元年度開発協力重点方針 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難易度 ― 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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（定量指標） 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

SDGs への貢献の一層の明確化を含む

戦略性の強化が図られ，国際的に対外発

信された協力プログラム等の数 

30 件168
 

（2017-2021） 

 

6 件 

 

12 件 

 

15 件 

 

12 件 

 

12 件 

 

 

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

年度計画 

5.（1）効果的・効率的な開発協力の推進 

ア 予見性、インパクトの向上 
• 国・地域の課題を把握、分析し、協力の方向性を取りまとめた JICA 国別分析ペーパーを策定

又は改定し、各国の協力プログラム及び事業計画の策定やそれらの実施モニタリングにも活用

する。 
• 開発課題や地域の抱える課題の現状や解決策について検討し、それを事業に反映することによ

り、事業の質と戦略性を強化する。「人間の安全保障 2.0」の理解促進に向けた更なる情報発

信を行いつつ、事業への効果的な反映や国際社会からより多くの賛同を得るための方策を検

討・実施する。 
• SDGs への貢献が明確化されたプログラム等の選定と国際発信のほか、SDGs 推進に関するグ

ッドプラクティスや各種取組から得られた教訓の収集、及びそれらの機構内外での共有・発信

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

とともに開発効果の高い事業の形成・実施に向けた制度や運用の改善を行う。 
• 技術協力事業については、事業マネジメント及び戦略的パートナーシップの強化、及び地域別

戦略・課題別戦略（クラスター事業戦略）に基づく効果的な案件の形成促進、並びに留学生事

業推進のための制度や運用の導入・改善に引き続き取り組む。 
• 有償資金協力に関し、円借款については、質の高いインフラパートナーシップ等の政府方針に

掲げられた迅速化や重要インフラ案件の形成に引き続き取り組むとともに、投資環境整備や 
SDGs への貢献も意識した非インフラ案件の形成を推進する。また、海外投融資の積極的な活

 
168 各年度で全世界で 6 件以上を基準として設定する。 
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用のため、体制整備や他スキームとの連携促進に取り組むとともに、国際金融機関や民間金融

機関との連携を進め、民間資金動員を図っていく。 
• 無償資金協力については、「無償資金協力の制度・運用改善に係る報告書」（2016 年 6 月外

務省）を踏まえた制度の定着を確実に行うとともに、モニタリング及びレビューを行い、さら

なる改善に取り組む。特に、「魅力的な案件形成」を重要視し、地域予算見通しをもとにした

戦略的な案件形成の年間スケジュールを設け、優良事業の形成促進により積み上げを適切に管

理する。 
• ナレッジマネジメントに関し、ナレッジマネジメントネットワーク（KMN：Knowledge 

Management Network）、及び各 KMN が保有する分野課題に関するナレッジの蓄積・発信・活

用促進のためのプラットフォームとして 2019 年度に開設したナレッジポータルでのナレッ

ジの蓄積・共有・発信を促進する。これにより、外部有識者等の関係者とのナレッジの共創を

促進し、SDGs への貢献のため機構事業の効果の最大化に引き続き取り組む。また、JICA 事業

事例・教訓の国際社会への共有・相互学習を促進するため、GDI（Global Delivery Initiatives）等

のプラットフォームの活用を促進する。GDI への参加等を通じて、在外事務所を含む機構全体

で、他ドナーや国際機関との相互学習機会を促進する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.参照） 

• 機構の専門的知見や教訓を反映させた地域・国・課題等に関する協力方針の策定・改定・活用

状況 
• 上流政策から事業レベルまでの支援を展開する協力プログラム等のうち、SDGs への貢献の一

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

の改善及び事業への活用状況 
 

３－２．業務実績 

 

No.13-1 予見性、インパクトの向上  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

地域・国・課題別の協力方針（JICA 国別分

析ペーパー（JCAP）、事業計画作業用ペー

パー、課題別指針、ポジションペーパー）の

新規策定・改定数 

146 件169 142 件 147 件 144 件 147 件 件 

 

（1）戦略的な事業展開に向けた国別・地域別及び課題別の対応力強化 

• 現地リソース活用型事業「CEP：Community Empowerment Program（スタンド・アローン型）」

の試行：新型コロナの感染拡大を受け、開発途上地域で迅速かつ柔軟な協力が求められているな

か、係るニーズに現地リソースを活用して適時適切に応える新たなアプローチの可能性を検証す

べく、現地リソース活用型事業「CEP：Community Empowerment Program（スタンド・アローン型）」

の試行を開始し、機構内での公募プロセスを経て、27 か国 36 件の事業を採択・推進した。具体

的な事例として、ウズベキスタンでは、学校現場における感染症対策等に関する映像教材を制作

 
169  前中期目標期間実績（2012-2015）584 件 
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したほか、学校再開後の円滑な教育活動の実施に向けて、現地の教員向けにオンライン研修方式

の遠隔研修を実施した。また、ヨルダンでは、脆弱な立場にある難民女性を対象に布マスク縫製

の職業訓練を行い、完成したマスクを、国際機関を通じて難民等に対して配布した。 

• SDGs の達成に向けた新規事業アイデア募集・実施：SDGs の達成を見据え、時代とともに変化

し続ける開発途上地域の多様な支援ニーズに適切に応えるために、既存の考え方に捉われない事

業の提案を機構内で募集し、採択事業を順次実行に移した。2020 年度は、保健医療協力やウィズ

コロナ、ポストコロナ時代の機構の事業の在り方へ貢献するアイデアを優先して募集し、5 件の

新規事業を選定したほか、2018 年度及び 2019 年度の採択事業（2018 年度 11 件、2019 年度 9 

件）を本格的に始動した。具体的には、①エチオピアにおける起業家支援の相談窓口として、AI 

を活用したチャットボットの導入に向けたシステムの試作・試行運用等、開発効果の最大化に向

けた革新的技術の導入、②筑波における機構関係者（研修員、機構専門家、JICA 海外協力隊員等）

と外部関係者（開発コンサルタント、民間企業、技能実習生等）との協働・交流を通じた農業技

術と農業人材の共創サイクルの構築等、国際協力の多様なパートナーとの共創、③長岡モノづく

りエコシステムとアフリカを繋ぎ、アフリカ側のニーズを基に開発した製品を日本国内に展開す

るリバースイノベーションによるアフリカと地方の課題解決事業等、日本が抱える課題への貢献

に資する事業等を検討・推進した。これまでの進捗・成果として、既述の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のほか、例えば外部パートナーと

の共創で新しい国際協力のアイデアを生み出すオープンイノベーションプログラム「JICA 

Innovation Quest」を実施し、新しい事業アイデアの具現化に向けた調整が進んだことに加え、渋

谷スクランブルスクエア㈱と連携覚書を締結の上、同取組を含む各種イベント等を企画・開催し、

国際協力の担い手の裾野拡大に大きく貢献した。また、フィリピンでは、大規模インフラの整備

が不要となる AI 等の技術を用いた農業デジタルプラットフォームの創設を目指し、「DX によ

る革新的農村金融の実証事業」を開始し、共同提案者である外部パートナーが現地法人を設立し

て金融サービスの提供に向けた準備を進めたほか、実証調査向けにスマートフォン用のアプリケ

ーションを開発・公開し、農家やドライバー、小売店の協力の下、オンデマンドの物流サービス

とダイナミック・プライシング（消費者の需要と供給に応じて価格を変動させる仕組み）に関す

る実証調査に着手した。 

• 開発途上地域における DX の推進：開発途上地域における DX の推進に向けて、2020 年 6 月

にガバナンス・平和構築部内に STI・DX 室を新設した。また、民間企業等との共創により、開

発途上国の SDGs 達成に貢献し得る DX 事業を推進すべく、一般社団法人日本経済団体連合会

（経団連）と共同でメニューブック「Society 5.0 for SDGs 国際展開のためのデジタル共創」を作

成・公表し、日本企業が有する 65 件の優れたデジタル技術・手法を紹介した。 

• クラスターの推進：2019 年度より個別事業単位ではなく課題ごとの事業の集合体として中・長期

的な成果・インパクトを実現・発信するための単位であるクラスターの概念を導入しており、2020 

年度は同クラスター化をより一層推進した。具体的には、中期目標の重点課題に沿い、より戦略

的にクラスターを推進するための課題部再編を行った。また、コロナ禍における、緊急時から復

興期までの優先課題について、クラスター推進分科会を立ち上げて検討の上、全 19 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、方針について検討を行った。

さらに、「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、効果的なクラ

スターの運用方法について検討を進めており、2021 年度にガイドラインを策定する予定である。 
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• 人間の安全保障の実現に向けた取組の推進：機構がミッションの一つとして掲げる人間の安全保

障の実現について、現在の課題に合わせて 2019 年度に再整理した「新時代の人間の安全保障（人

間の安全保障 2.0）」を踏まえて事業を推進したほか、理事長をはじめ機構役職員が、国際会議

や各国高官との会合・面談で精力的に発信し、普及を進めた。具体的には「人間の安全保障」を

中心的な理念として掲げ、新型コロナへの対応に取り組んだほか、11 月にオンラインにて開催し

た緒方貞子元理事長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」で主要テーマとして取り上げた。また、国連開発計画（UNDP）との共同による「人間

開発報告書 2020」のバックグラウンドペーパーの作成や、同ペーパーに関する外部有識者を交え

た11 月のオンラインセミナーの開催を通じて、2021 年の同報告書のテーマ設定に貢献した。さ

らに、機構内外の広報誌（ジャパンジャーナル、「Mundi」11 月号、「JICA’s World」1 月号）で

の特集、大学・学会での講義・発表（東北大学公共政策大学院での講義等）を行った。加えて、

人間の安全保障の理念の事業への効果的な反映を図るべく、7 月に機構職員向け、10 月にナショ

ナルスタッフ向けオンラインセミナーも開催した。 

• JICA 国別分析ペーパー（JCAP：JICA Country Analysis Paper）等の策定・改定：外務省の国別

開発協力方針の改定に係る議論や協力プログラム及び事業計画策定への活用と、それに基づく効

果的な開発協力の実施に寄与するため、JCAP 及び事業計画作業用ペーパー（WP）を改定した。

具体的には、6 か国（ベトナム、フィリピン、ネパール、ホンジュラス、セネガル、カメルーン）

のJCAP、139 か国の WP を改定した。また、3 か国（ミャンマー、アンゴラ、グアテマラ）のJCAP 

策定・改定に向けた協議を開始した。2020 年度の改定により、JCAP については 54 か国、WP に

ついては 139 か国を対象に策定し、事業実施に活用している。なお、JCAP については当該国で

の事業実施に係る外部関係者との意見交換の促進のため、2020 年度に 9 か国の JCAP を機構ホ

ームページに掲載した。さらに、ウィズコロナ、ポストコロナに向けたより強じんかつ包摂的な

社会・経済システムの構築への支援や分野横断的な取組への重要性を中心に案件形成の方向性を

取りまとめ、2020 年度要望調査の開始に際し、外務省での優先分野設定の議論に供した。機構内

では、要望調査における案件検討の前に関係部がクラスターの方針に基づく各地域の戦略を検討

するためのクラスター協議を実施した。この結果を基に「事業計画作業用ペーパー検討会議」（地

域部と関係部署間で意見交換を行い、WP を最終化させるプロセス）を実施することで、国・案

件ごとに地域部・課題部・海外拠点間での緊密な議論を推進し、計画的な案件形成を行った。コ

ロナ禍においては先方政府や実施機関との協議も限定的となり、円滑な要請書の取付に至らない

恐れもあったが、こうした取組を行うことで要望調査の日本検討開始前に部署間の合意形成を相

当程度進め、限られたスケジュール期間においても、総じて円滑な案件検討を実現するとともに、

優先分野に資する案件の形成・採択に貢献した。 

 
（2）SDGs への貢献に向けた取組 

• SDGs 推進に向けた国内の連携・協働の強化：機構は、日本政府 SDGs 推進本部下の円卓会議や

幹事会等の会合に、省庁以外の唯一の政府関係組織として参加し、「SDGs 実施指針改定版」及

び「SDGs アクションプラン 2021」の策定に大きく貢献した。その結果、前者では機構による開

発途上地域を含む国内外の SDGs 推進の貢献等に関する言及、後者では 27 件の幅広い取組事例

（JICA 開発大学院連携、国際協力機構債、関西 SDGs プラットフォーム等）が組み込まれ、そ

のうち 3 件（税務行政能力強化、交通安全分野の取組強化、都市行政の能力強化）は今回の策定
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時に新規に掲載された。これら文書は、官邸ホームページ上で公開されている。また、SDGs 実

施指針やSDGs アクションプランの一層の進展のため、機構とともに SDGs の達成に向けて取り

組んでいる団体をパートナーとして認定する「JICA-SDGs パートナー」制度を 2020 年 7 月に創

設し（認定団体約 60 団体）、企業・団体等による SDGs 推進に向けた対外発信を促進した。認

定団体の一覧は機構ホームページ上で公開しているほか、損保業界では初の認定団体となった三

井住友海上火災保険㈱をはじめ、多くの認定団体が自身のホームページ、広報資料等で機構によ

る認定をSDGs 推進に向けた対外発信に活用している。 

• 戦略・事業への SDGs の取り込み：2020 年度に策定又は改定した全ての JCAP に SDGs への貢

献の観点を明記し、また各クラスター事業戦略における SDGs 取り込みの検討も開始した。さら

に、コロナ禍の影響により日本一時帰国中及び派遣前待機中の海外協力隊員を対象とした SDGs 

Goal 別オンラインセミナーを 17 回実施し、延べ 4,379 人が参加した。同セミナーでは、現在国

内外で活躍中の講師より SDGs の各 SDGs Goal に関する取組を学び、海外協力隊事業における 

SDGs への取組強化を図った。海外協力隊員にとっては、今後の活動やキャリアデザインの参考

にもなったほか、セミナー参加者とのネットワーク構築やモチベーション向上の一助となった。 

• 開発途上地域における SDGs の推進：インドネシアでは、「インドネシア SDGs 実施体制強化

プロジェクト」を通じ、インドネシア政府の国家中期開発計画を踏まえた中央政府及び対象州政

府による SDGs 実施のための行動計画の策定作業を支援した。インドでは、「インドにおける持

続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム」（2019 年度 L/A 調印）の実施促

進に関する取組として、SDGs 達成に向けた第 2 回日印フォーラム「子どもの栄養不良ゼロを目

指して～ 日本の経験をインドへ」をオンラインで実施した。同フォーラムでは、現在の保健・栄

養に関する課題を議論し、SDGs 目標達成のために日本政府や機構が支援する他国のベストプラ

クティスを示した上で、それらがインド国内で導入し得るものか議論するとともに、保健・栄養

分野における日本とインドの協力・パートナーシップの可能性を探った。 

• SDGs 推進に向けた戦略的な国際発信：SDGs への貢献を明確化したプログラム等（JICA 世界保

健医療イニシアティブ、健康危機対応能力強化に向けたグローバル感染症対策人材育成・ネット

ワーク強化、災害・防災をはじめとする強じんな社会基盤づくり、開発途上地域におけるサステ

イナブル・カカオ・プラットフォーム等）を国際会議やプレスリリース等を通じ、計 12 件国際

社会に発信した。SDGs がテーマとなった「国連ハイレベル政治フォーラム 2020」では、理事長

はじめ機構役員がオンラインで登壇し、機構の協力の考え方等を発信した。また、様々なイベン

トや取組事例を SDGs の SDGs Goal と関係づけて機構ホームページ上で発信した。 

• SDGs への機構の取組に係る広報の強化：SDGs 推進円卓会議広報分科会をはじめ、他省庁が定

期的に主催する SDGs に関連する会合へ出席し、機構の取組事例を共有・発信した。また、JICA 

地球ひろばをはじめ、各国内拠点において、SDGs に関する展示、学生向けオンライン出前講座

等を実施した。さらに、機構ホームページ上でのSDGs 関連ページ、及びTwitter 公式アカウント

（JICA SDGs Action!）にて SDGs 関連情報を継続的に発信した。SDGs 関連ページへのアクセス

数は月平均して 3,700 アクセスであり、ウェブサイト全体のアクセスログにて常に上位（15 ～ 

20 位）を維持した。また、Twitter のツイートインプレッションは月平均 35,633 回であった。広

報素材では、機構の SDGs への取組を紹介するパンフレットを新たに作成したほか、JICA 広報

誌「mundi」の特集「企業連携× SDGs」（8 月号）、就職ウォーカー（12 月号）、日刊建設工業

新聞（毎月）等のSDGs 特集での機構取組の紹介記事の掲載等を実施した。 
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• 機構職員等による SDGs への理解・意識の更なる向上：2019 年度まで隔月で開催していた「SDGs 

達成に向けた JICA の取り組み」に関する機構職員向けの内部研修コンテンツをオンライン研修

（WBT）で随時受講できるように改編した。国内外のあらゆるアクターによる SDGs への認知・

取組が進む現状を踏まえ、職制を問わず機構内の幅広いスタッフ向けに受講勧奨を行った結果、

これまで 425 人が受講し、SDGs への理解・意識の更なる向上が図られた。 

 
（3）事業上の課題及び対応方針 

• 機構の事業は、基本的に全て SDGs の達成に寄与するものであるが、その具体的なインパクトが

分かり辛い。このため、各事例の具体的なインパクトの検証・可視化に取り組んでいくとともに、

過去の JICA 事業評価報告書（内部評価及び外部評価、約 1,800 件）について、テキストマイニ

ングツールを活用し、SDGs の観点から横断的に整理・分類することにより、機構の事業とSDGs

との関係性の分析を検討する。また、日本政府 SDGs 実施指針に国内 SDGs 推進における機構

の役割が明記されたことを受け、国内拠点等を通じた国内での SDGs 推進への具体的な貢献策を

検討・推進する。 
 
 
  No.13-2 効果・効率性の向上  
 

関連指標 基準値 170 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

技術協力、有償資

金協力、無償資金

協力事業の実績

額（億円） 

技協：1,783 億円 
有償：13,723 億円 
無償：1,200 億円 

技協：1,923 億円 
有償：18,884 億円 
無償：1,151 億円 

技協：1,901 億円 
有償：12,661 億円 
無償：985 億円 

技協：1,751 億円 
有償：15,232 億円 
無償：856 億円 

技協：1,316 億円171  

有償：15,666 億円 
無償：839 億円 

技協：億円

有償：億円 
無償：億円 

 

（1）開発協力事業の効果・効率性の向上 

① 技術協力 

• コロナ禍における柔軟な対応：コロナ禍の影響により現地での活動が制限されるなか、事業を継

続・推進するために柔軟な対応を行った。具体的には、案件の立ち上げに際して案件の指標及び

目標値等の詳細内容等、現地渡航を行わなければ決定が困難な項目の確認を保留し、案件の早期

開始を促進した。その結果、全体の約 25％程度の案件は同運用を用い案件開始に至った（その他

の 75％については遠隔から通常の立ち上げを行った）。このほか、新型コロナ対策として機動的

な技術協力プロジェクトの実施を行うことについて外務省と共に取り組み、開発途上国・地域が

新型コロナ対策に自立的・持続的に取り組むための能力強化を支援することを目的として、迅速

な案件形成及び実施を行う体制を整備した。また、2020 年度課題別研修 406 コースは、当初コ

ロナ禍の影響を受けて来日研修が不可となったところ、遠隔研修を導入することで約 6 割の研

修を実施することができた。また、その他の研修についても 2021 年度実施を可能とする柔軟な

運用を行った。 

• 技術協力における DX の活用促進：機構内に新設した STI・DX 室を中心に、開発における DX 

 
170  前中期目標期間（2012-2015）実績は、技術協力7,132 億円、有償資金協力5兆4,893億円、無償資金協力

4,803億円 
171  暫定値 
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案件の推進に取り組み、2020 年度は同分野の新規案件を 25 件形成した（前年度比約 7 割増加）。

また、コロナ禍が長引くなか、開発途上国で不足している医療環境の整備を行うとともに、日本

から遠隔で医療指導等を行うことを目的として遠隔 ICU 支援の検討を開始した。 

• 留学生事業の推進：2020 年度は、コロナ禍で来日が困難であったが、国内事業部の体制を整備し

て、オンラインセミナーの開催や留学予定の候補者への連絡などを行い円滑な事業運営に努めた。

また優先順位を定めた上で、来日が可能な留学生を積極的に受け入れた。 

• 予算執行管理強化に関する諮問委員会の提言への対応：2019 年度に引き続き、予算執行管理強化

に関する諮問委員会の提言への対応として技術協力事業委員会の場を設け、適正な予算管理、戦

略策定を行った。2020 年度は 10 回の委員会が開催され、20 件について付議された。 

 
② 有償資金協力（円借款、海外投融資） 

（ア）円借款 

• 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款：日本と地理的・経済的接点が多いアジア・大

洋州を中心とする開発途上地域に対して、機構から主体的に日本政府に働きかけることによって

経済対策等に要する資金を機動的に供給することを目的とする「新型コロナウイルス感染症危機

対応緊急支援借款」制度を令和 2 年度補正予算の国会承認（2020 年 4 月）に伴い創設した。特

に開発途上地域内で厳しい外出規制等があるなか、借入人や他ドナーとの協議を効率的かつ迅速

にこなし、7 月にはフィリピン向けに第 1 号案件を承諾したほか（円借款の要請から承諾までの

標準処理期間は 9 か月）、その後もインドネシア、バングラデシュ等の国々と次々に貸付契約を

締結、貸付実行を行ったことで投資環境整備や SDGs 達成という観点からも貢献している。2020 

年 9 月に開催された国連総会における総理大臣一般討論演説において、日本は開発途上地域の

経済活動を支えるため、2 年間で最大 5,000 億円の緊急支援円借款を行う旨発表されている。 

• 債務支払猶予イニシアティブへの対応：2020 年 3 月、世界銀行及び国際通貨基金はコロナ禍の

影響を受ける一部開発途上国の流動性支援を目的として、一時的な債務支払猶予を求める書簡を

公表し（債務支払猶予イニシアティブ）、2020 年 4 月、20 か国財務大臣・中央銀行総裁会議及

びパリクラブ（主要債権国会合）において同イニシアティブが支持された。機構は同イニシアテ

ィブに基づく債務支払猶予に全面的に協力し、対象円借款債権の債務支払猶予を行った。 

• インフラ戦略への貢献：日本政府の「インフラシステム輸出戦略（令和 2 年度改訂版）」及び「イ

ンフラシステム海外展開戦略 2025」では、ハードとソフトのパッケージによる海外展開によって

質の高いインフラを推進し、相手国の社会課題解決に貢献することが示されている。機構は、人

材育成や実施機関の能力構築等への支援を行う技術協力と円借款を有機的に連携させた協力に

取り組み、安全面、技術面等で優れた日本の技術の活用が予定されるフィリピン「セブ－マクタ

ン橋（第四橋）及び沿岸道路建設事業」や「ダバオ市バイパス建設事業（第二期）」を承諾した

ほか、アジア開発銀行（ADB）との連携を含む「質の高いインフラパートナーシップ」に位置づ

けられるバングラデシュ「ダッカ都市交通整備事業（5 号線北路線）（第一期）」を承諾した。

これら事業を通じて社会課題の解決や環境上の悪影響の軽減に資する取組を実施している。また、

事業実施中のインドネシア「パティンバン港開発事業」では、ターミナルが部分開業したことで

開発効果が早期に発現した。 

（イ）海外投融資 

• JBIC 先議見直し：産業界の意向も踏まえつつ、JBIC 先議運用の見直し・改善を日本政府ととも
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に検討し、機構の海外投融資に関する案件選択の指針を改訂・公表の上、運用を開始した。 

• インパクト投資の推進：国際金融公社（IFC）が策定したインパクト投資の運用原則に日本で初め

て署名した機関として、日本におけるインパクト投資推進に向けた議論に参加するとともに、民

間金融機関等からのインパクト投資や同原則加盟に関する相談に対応し、理解促進に努めた。

「COVID-19 新興国中小零細企業支援ファンド」への出資承諾など、他機関等と協働した開発イ

ンパクトの発現に貢献。 

• 2X challenge への貢献：機構は「G7 2X チャレンジ：女性のためのファイナンス」イニシアティ

ブ（2018 年）に参加し、同イニシアティブ全体目標（30 億米ドル）の達成に貢献してきた。2020 

年度は、新型コロナに伴いより脆弱性を増した女性経営企業等向け支援として「COVID-19 新興

国中小零細企業支援ファンド」や「女性事業者等マイクロファイナンス事業（メキシコ）」を承

諾した。 

• 新型コロナ危機への対応：「COVID-19 新興国中小零細企業支援ファンド」に出資を行い、同フ

ァンドを通じて開発途上国のマイクロファイナンス機関へ融資を行い、新型コロナ感染拡大を受

けて資金繰りが課題となっている開発途上地域の中小零細企業や女性事業者への支援を実施し

た。 

 
③ 無償資金協力 

• 民間連携による優良事例の推進：日本企業の事業権・運営権の獲得を促進し、民間企業の技術・

ノウハウを活用して施設建設から運営・維持管理までを包括的に実施する事業・運営権対応型無

償資金協力の機構実施第 1 号案件であるカンボジア「タクマウ上水道拡張計画」の贈与契約（G/A）

を締結した。また、第 2 号案件（カンボジア・上水道）の協力準備調査を開始し、第 3 号案件

（チュニジア・下水施設）の協力準備調査を公示した。また、事業・運営権対応型無償資金協力

にて適用する調達ガイドラインの整備を行った。 

• 円滑な免税手続きの推進：2018 年 7 月に外務省から免税口上書導入に係る外務公電が発出され

たことを受け、免税口上書締結の基礎情報となる免税情報シートの作成が延べ 50 か国で行われ

た。作成された免税情報シートを外務省・大使館と共有する等、免税口上書締結に係る協議の側

面支援を行い、2020 年度末までに 13 か国で免税口上書が締結された。 

• 戦略・計画的案件形成の推進：近年の無償資金協力事業を取り巻く状況や制度改善等を踏まえつ

つ、戦略的・効果的な案件形成・実施に向けた実務者への情報提供・意見交換を目的とした資金

協力実務者会議をオンライン開催した。また、年 3 回の定期積み上げ管理・更新の機会を設け、

地域別の計画的積み上げ管理を促進した。 

 
（2）事業から得られた知見や教訓の活用状況 

• ナレッジマネジメントネットワーク（KMN）の活動継続と強化：各 KMN による事例共有・意

見交換のための連絡会を計 11 回開催した。SDGs の達成に向けた効果的な支援を実現するデジ

タル技術の活用は、セクター横断的な事業実施上の課題として、コロナ禍におけるその効果的な

活用も期待されることから、2020 年度は DX を KMN 連絡会のテーマとした。各 KMN が DX 

関連の個別事例や各部署における取組と課題を共有し意見交換することで、機構内に蓄積されつ

つあるDX 関連の経験・知見を幅広い部署の間で共有した。また、KMN 連絡会を通して共有され

た DX 関連の知見や教訓を取りまとめ機構内に広く共有し、DX への関心喚起と事業への更なる
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活用を図った。 

• ナレッジポータルによるナレッジ共有・活用の促進：各 KMN が保有する分野課題に関するナレ

ッジの蓄積・発信のためのプラットフォームとして開設したナレッジポータルの活用促進に向け

て、掲載・活用状況を毎週モニタリングし定期的に更新・利用促進を図った。 

• GDI（Global Delivery Initiative）：機構事業の事例や教訓を国際社会に共有し、相互学習の機会

を促進するため、機構は緒方研究所の「プロジェクト・ヒストリーシリーズ」のボスニア・ヘル

ツェゴビナ民族融和の事例を GDI プラットフォームにブログ形式で投稿した。25 年前に虐殺を

経験したスレブレニツァで、農業支援を通じて民族融和に貢献した機構の経験を（海外拠点を含

む）機構内関係者のみならず、国際社会に発信した。 

 
（3）事業上の課題及び対応方針 

•  クラスター事業戦略では、事業の大目的を立てて外部と共有し、機構の資源のみによる事業実施

を超えて、国内外の様々な機関や個人の開発協力事業への参加を促進するプラットフォーム構築

を進めることとしている。現在、これら外部資源との協働を具体的に進める新しい事業マネジメ

ントの在り方を外部有識者からの助言も得つつ検討中である。これまでの機構の事業の在り方を

見直す難易度の高い取組であるが、今後、ガイドラインの策定、プラットフォームでの取組を通

じた開発協力事業の効果・効率性の向上を推進する。 
 

３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
引き続き、我が国の持つ強みや機構が有する開発協力に関する経験、専門的知見や教訓を蓄積・

活用するための方針作成や事業展開、制度の改善に係る取組を実施するとともに、業務実績報告書

の「事業上の課題及び対応方針」にある機構職員の SDGs への理解・意識の更なる向上や円借款の

迅速性確保に向けた取組、海外投融資に係るクレジットポリシー等の方針策定や体制整備等に取り

組むことを期待する。また、有識者意見にあるように、ODA 以外の資金活用について取組を強化

するとともに、クラスター・サブクラスターがスキーム横断的な取組となるよう留意ありたい。 
 
（2）対応： 
日本が持つ強みや機構が有する経験・知見を活用した効果的な事業を実施するために、人間の安

全保障の実現に向けた機構の取組強化、新規事業アイデアの募集・実施、JCAP 等の策定・改定、

クラスターや DX 事業の推進、JBIC 先議の見直し、KMN 執務要領の改訂等を実施した。 
また、機構職員の SDGs への理解・意識の更なる向上に向けて機構職員向けの内部研修コンテン

ツをウェブラーニングで随時受講できるように改編した。 
さらに、インドネシア「パティンバン港開発事業」におけるターミナルの部分開業等、円借款の

迅速性確保に向けた取組を行ったほか、海外投融資に係る体制整備等に取り組んだ。 
加えて、民間企業からの受託、JICA 基金の活用、JICA 債の発行等を通じて、ODA 以外の資金活

用について取組を強化するとともに、関係部署間によるクラスター事業戦略に沿い、援助手法間で

の連携や協力プログラムの戦略性を意識して事業計画作業用ペーパー検討会議を実施することに

より、課題ごとの戦略を地域・国ごとの事業計画に落とし込み、スキーム横断的な計画立案を促進

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：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、予見性・インパクトの向上に関し、①現地リソース活用型事業「CEP：Community 

Empowerment Program（スタンド・アローン型）」の試行、② SDGs の達成に向けた新規事業アイデア

募集・実施、③開発途上国における DX の推進、④ SDGs 推進に向けた国内の連携・協働の強化等、特

筆すべき成果をあげた。また、事業の効果・効率性の向上に関し、⑤コロナ禍における柔軟な対応、⑥

技術協力における DX の活用促進、⑦新型コロナ危機対応緊急支援借款、⑧債務支払猶予イニシアティ

ブへの対応等、特筆すべき成果をあげた。 
 

ア 予見性・インパクトの向上 
◎ 現地リソース活用型事業「CEP：Community Empowerment Program（スタンド・アローン型）」の

試行【③】：コロナ禍を受け、開発途上地域のニーズに迅速かつ適切に応える新たなアプローチを

検討の上、CEP（スタンド・アローン型）の試行を開始。ウズベキスタンでの現地教員に対するオ

ンライン研修の遠隔研修や、ヨルダンでの難民女性に対する布マスク縫製の職業訓練及び国際機関

を通じた難民等への配布等、機構内での公募を経て 27 か国 36 件の事業を迅速に採択・推進。 
◎ SDGs の達成に向けた新規事業アイデア募集・実施【③】：SDGs の達成を見据え、開発途上地域の

多様な支援ニーズに適切に応えるため、既存の考え方に捉われない事業提案を募集・実施。過年度

の採択事業を本格的に推進した結果、例えば、既述の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成果に加え、「JICA Innovation Quest」を通じて、渋谷スクラ

ンブルスクエア㈱と連携覚書を締結の上、国際協力の担い手の裾野拡大に大きく貢献。 
◎ 開発途上国における DX の推進【①】：一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）と共同でメニ

ューブック「Society 5.0 for SDGs 国際展開のためのデジタル共創」を作成・公表し、日本企業が有

する 65 件の優れたデジタル技術・手法を紹介するなど、開発途上国の SDGs 達成に貢献し得る 
DX 事業推進に貢献。 

◎ SDGs 推進に向けた国内の連携・協働の強化【①③】：機構は、日本政府 SDGs 推進本部下の円卓

会議や幹事会等の会合に省庁以外の唯一の政府関係組織として参加。その結果、「SDGs 実施指針

改定版」では、機構による国内外の SDGs 推進の貢献等に関する言及がなされたほか、「SDGs ア
クションプラン 2021」では、27 件の幅広い機構の取組事例が組み込まれた。また、SDGs 実施指針

や SDGs アクションプランの一層の進展のため、「JICA-SDGs パートナー」制度を創設し（認定団

体約 60 団体（2021 年 3 月末時点））、企業・団体等による SDGs 推進に向けた対外発信を促進。 
〇 機構は、課題ごとの事業の集合体として、中・長期的な成果やインパクトを実現・発信するため、

課題部の再編やクラスター推進分科会の立ち上げを行い、日本政府をはじめとした関係機関等との

意見交換を実施。また、「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、

効果的なクラスターの運用に係る検討を実施。 
〇 人間の安全保障の実現に向けて、機構が整理した「新時代の人間の安全保障」を踏まえた事業を推

進したほか、理事長をはじめ機構役職員が、国際会議や各国高官との会合・面談で精力的に発信・

普及。 
〇 JCAP（6 か国）及び事業計画作業用ペーパー（139 か国）を改定。コロナ禍で円滑な要請書の取付

に至らない恐れもあったが、「事業計画作業用ペーパー検討会議」等の取組を通じて、円滑かつ優

先分野に資する案件の形成・採択に貢献。 
〇 SDGs がテーマとなった「国連ハイレベル政治フォーラム 2020」では、理事長はじめ機構役員がオ

ンラインで登壇し、機構協力の考え方等を発信。その他、国際会議やプレスリリース等を通じ機構

のSDGs への貢献について発信したほか、各種イベントや取組事例を機構ホームページ上で発信。 



13-11 
 

 

イ 効果・効率性の向上 
◎ コロナ禍における柔軟な対応【③】：コロナ禍で現地活動が制限されるなか、柔軟な対応による案

件の早期開始を促進（全体の約 25％は同対応で案件開始）。また、2020 年度課題別研修 406 コー

スは、コロナ禍の影響を受けて来日研修が不可となったが、遠隔研修の導入で約 6 割の研修を実施、

その他についても 2021 年度実施を可能とする柔軟な運用を実施。 
◎ 技術協力における DX の活用促進【③】：機構内に新設した STI・DX 室を中心に、開発における 

DX案件の推進に取り組み、新規事業を 29 件形成（前年度比約 7 割増加）。 
◎ 新型コロナ危機対応緊急支援借款【③】：機構の主体的な働きかけを通じて、経済対策等に要する

資金を機動的に供給する「新型コロナ危機対応緊急支援円借款」制度を、令和 2 年度補正予算の国

会承認（2020 年 4 月）に伴い創設。 
〇 コロナ禍を踏まえ、一時的な債務支払猶予を認める「債務支払猶予イニシアティブ」に対し、機構

も全面的に協力し、対象円借款債権の債務支払猶予を実施。 
〇 予算執行管理強化に関する諮問委員会の提言への対応として、技術協力事業委員会の場を設け、適

正な予算管理、戦略策定を実施（委員会 10 回開催、20 件付議）。 
〇 日本政府の「インフラシステム輸出戦略（令和 2 年度改訂版）」及び「インフラシステム海外展開

戦略 2025」に資する案件として、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」、

「ダバオ市バイパス建設事業（第二期）」及び（アジア開発銀行（ADB）との連携を含む）バング

ラデシュ「ダッカ都市交通整備事業（5 号線北路線）（第一期）」を承諾。また、インドネシア「パ

ティンバン港開発事業」では、ターミナルの部分開業により開発効果が早期に発現。 
〇 IFC が策定したインパクト投資の運用原則に日本で初めて署名した機関として、日本におけるイン

パクト投資推進に向けた議論に参加するとともに、民間金融機関等からのインパクト投資や同原則

加盟に関する相談に対応し、理解促進に努めた。 
〇 新型コロナウイルスに伴いより脆弱性を増した女性経営企業等向け支援として「COVID-19 新興国

中小零細企業支援ファンド」や「女性事業者等マイクロファイナンス事業（メキシコ）」を承諾し、

2X challenge にも貢献。 
〇 円滑な免税手続きを推進（免税情報シートを延べ 50 か国で作成）。また、戦略的・効果的な案件

形成・実施に向けた資金協力実務者会議を開催。 
〇 各ナレッジマネジメントネットワーク（KMN）による事例共有・意見交換のための連絡会を計 11 

回開催。 

 

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 13-3】「SDGs への貢献の一層の明確化を含む戦略性の強化が図られ、国際的に対外発信され

た協力プログラム等の数」が目標値（10 件）を 20%上回る 12 件となり、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。 
 
（定性的実績） 
１．予見性、インパクトの向上 

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を受けた緊急のニーズと、他方で邦人による活動に大きな制約が生じたこ

とを踏まえ、現地リソースを活用した迅速かつ柔軟な協力の実施に向け検討を開始し、現地リ
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ソース活用型事業を試行的に実施するなど、状況の変化に応じた効果的な援助手法について検

討を行ったことは高く評価される。 
・STI・DX 室を新設し、また経団連と共同で「Society 5.0 for SDGs 国際展開のためのデジタル共

創」と題したメニューブックを作成するなど、開発協力への DX の活用に向けた体制整備や検

討を進めた。こうした取組を踏まえつつ、DX 関連の技術協力を前年度比約 7 割増となる 25 件

形成した。 
・引き続き機構内で新規事業アイデアの募集を行うとともに過去採択事業の実施を本格化させる

など、時代の変化に合わせて開発協力の効果を最大化させるための検討を進めた。 
 
２．効果・効率性の向上 
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。 
・経済対策等に要する資金を機動的に供給する「新型コロナ危機対応緊急支援円借款」制度を創

設し、他ドナーとも連携しつつ、極めて迅速に案件形成及び貸付実行を進め、世界的な新型コ

ロナとの闘いに重要な貢献を果たした。 
・新型コロナ対策のための機動的な技術協力の枠組みを立ち上げたほか、研修員の来日が困難と

なる中で研修を実施すべく遠隔研修を導入する、遠隔で技術協力の案件形成を行うなど、状況

に応じた柔軟な対応を行った。 
 
（結論） 
以上により、定量指標が 120%以上の結果を得たこと、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、新型コロナ感染拡大を受けた取組として、緊急支援円借款の創設、機動的な技術協

力の立ち上げ、遠隔研修の実施、現地リソース活用型事業の試行といった様々な対応を取り、感染

症の影響下において引き続きインパクトの高い取組を効果的・効率的に実施する上で顕著な成果が

あったと認められる。さらに、STI・DX室を設立し多数の DX関連案件を形成したこと、経団連と共

同でメニューブックを作成したこと、新規事業アイデアの募集・実施を行ったことなど、時代の潮

流に併せた開発協力の展開に向けた取組が大きく推進された。 

 
 ＜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、引き続き新型コロナによる影響を見極めつつ、適時・適切な協力を検討し実

施していくことを期待する。また、新規事業アイデアや現地リソース活用等の施行事業、DX 関係

の取組については、それらが試行的な位置付けのものに留まらず、今後機構の本体事業において有

効に活用され、具体的成果に結実するよう適切に検討を進めることを期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・JICA 内で検討中のグローバルアジェンダ・クラスター（KPI含めて）と第 5期中期目標・計画・

年度計画の連関性を確保できるよう期待したい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.14 
国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との

連携推進 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

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

ることは業務・組織の見直しで指摘している重要項目のため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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（定量指標） 達成目標 目標値 

/ 年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

参加・発信した国際会議の数 330 件172
 

（2017-2021） 
66 件 79 件 80 件 116 件 98 件 

 

 

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

年度計画 
7.（2）国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進 

ア 国際的な議論への参加と発信 
• 国際的な援助潮流の形成に参画・貢献するため、国際会議等に積極的に参加し、日本の知見及

び経験等を発信する。特に、人間の安全保障、SDGs 達成のための規範・ルール作り、及び主

要国際会議における議論に貢献する。 
イ 国際機関・他ドナー等との連携推進 
• 重要課題（Human Capital 及び UHC、質の高いインフラ投資、自由で開かれたインド太平洋等）

に係る事業での協力等の戦略的実施や理念の普及を促進するため、国際機関及び他ドナー等と

の本部レベルでの協議等を推進する。 
• 国際的な開発協力の枠組をより包括的なものとするため、新興ドナーとの協議や連携を進める

とともに、新しいパートナーを含めた枠組・規範作りを議論する各種機会に積極的に参加・貢

献する。また、南南協力及び三角協力に係る国際的な議論に参画し、機構の経験、教訓及び知

見の共有を推進する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は ２. 参照） 
• 開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢献状況 
• 対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機関・他ドナー等（新興ドナー含む）との連携状況 

 

 

 

 

 

 
172 2016 年度の年度目標値と同水準として設定する。2016 年度目標値 66 件 
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３－２．業務実績 
 
  No.14-1 国際的な議論への参加と発信  
 

関連指標 基準値 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

日本政府への情報提供等を通じて機構が貢

献した国際会議の数 
19 件 173 20 件 19 件 16 件 17 件 件 

 

（1）主要国際会議の議論への参画 

国際的な援助潮流の形成に参画するため、国際会議等に参加し、日本政府の考え方を踏まえて機構の

知見及び経験等を積極的に発信した。特に、以下の取組を通じて、各種議論に貢献した。 

• 新型コロナ対策に関する各種国際会議：第 75 回国連総会における首相演説の検討に対し、機構

から人間の安全保障の理念に立脚し、UHC の達成に向け、病院建設を含む治療体制、研究・警戒

体制、予防の強化への取組の重要性を提案し、その旨が同演説を通じ国際社会に表明された。ま

た、国連ハイレベル政治フォーラムにおいて、日本政府が南アフリカ及びジョージアと共に主催

した母子や若者の健康に関するサイドイベントのオープニングでは、南アフリカ大統領に続き、

機構理事長が冒頭スピーチを行い、人間の安全保障の実現の重要性を強調し、機構の協力事例を

紹介した。さらに、天皇皇后両陛下もご聴講されたコロナ禍の水防災に関する国際オンライン会

議において、水と災害ハイレベルパネル議長（韓国元首相）ほか、スロベニア共和国元大統領、

ADB 総裁、OECD 事務総長らが登壇し、40 か国から約 300 人が参加するなか、機構理事長がハ

イレベルパネルディスカッションに登壇した。同ディスカッションでは、「水とコロナ」、「水

と防災」の二つの課題に関して、手洗い活動等マダガスカルやエジプトでの機構事業の成果につ

いて発信し、感染症予防と人材育成を重視し人々の命を守ること、国内外のパートナーと共に、

Build Back Better の考え方に基づき、あらゆる脅威に対して誰一人取り残さない強じんな国・社

会づくりを目指すといった、機構の協力方針について発表した。 

• 初の開発銀行サミット（Finance in Common サミット）開催への貢献：機構が運営委員メンバー

を務める IDFC が史上初の開発銀行サミットを共催し、全世界の約 450 の開発銀行が一堂に会

した。機構はサミット実行委員会メンバーも務め、コロナ禍からの復興における景気循環対応の

ための融資にとどまらない保健医療システム強化や UHC への取組等における開発銀行の役割

をサミットの内容検討を行う準備段階から訴えるとともに、アジア各国の新興ドナーや開発金融

機関にも機構から情報共有や参加慫慂を行った。これを踏まえ、保健分野、質の高いインフラ投

資を含む、アジアの実情を踏まえた取組が共同宣言に記載された。さらに、機構理事長が「スポ

ーツと開発」（後述）及び「脆弱状況での人間の安全保障」イベントにオンラインで登壇した。

湾岸国際銀行、ICRC 等新興国の開発金融機関を含む多様な関係者とイベントの事前準備から機

構の特徴ある活動を紹介し、新規性の高い領域における開発銀行の役割と可能性を拓く議論に貢

献した。 

• OECD-DAC 対日開発協力ピア・レビューによる機構の取組高評価：2019 年度から行われていた

対日開発協力相互レビューにおいて、外務省と協力しつつ、機構の事業・組織の改善取組や事業
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の効果等について発信した。2020 年 10 月に同対日相互レビューの報告書が発表され、G7・G20 

等の外交と連動した取組、平和構築、SDGs 推進、南南・三角協力、防災等の取組が高く評価さ

れた。また、11 月の DAC 相互レビュー審査会合では、日本の特徴的な協力である「地域総合開

発・回廊開発」をテーマに、機構職員が東南アジア及び西アフリカにおける現場での機構の活動

を具体的に説明して意見交換を行う等、相互レビュー本来の目的である相互学習の機会を活性化

した。 

• 「気候変動×防災」国際シンポジウム：気候変動対策（パリ協定）、防災（仙台防災枠組）及び

SDGs のシナジー強化をテーマに、国連事務総長特別代表（防災）、小泉環境大臣らが参加する

国際シンポジウムが開催された。同シンポジウムに機構役員等が登壇し、気候変動下での「仙台

防災枠組」の有効性、人間の安全保障の理念に基づいた災害リスクの高い地域・人々への事前防

災投資や災害発生の際により強じんな国家や社会を造ることで次の災害のリスクや被害を軽減

するBuild Back Better を推進することなどの重要性について発信した。 

 
（2）開発資金の議論への貢献 

• DAC 統計作業部会における債務救済に関する議論への貢献：ODA 統計の現代化の議論のなかで、

2017 年より検討されていた債務救済の計上方法について、機構職員が副議長としてパリクラブ

を巻き込みつつ技術的な議論の進展に貢献し、2020 年 7 月の DAC 本会合にて債務救済を適切

にODA 計上するという日本政府の方針が反映される形で承認された。コロナ禍にある開発途上

地域の債務持続性への懸念や、国際社会による債務救済への関心の高まりを背景に、時宜を得た

タイミングでの承認となった。 

• ブレンディッド・ファイナンスに関する議論への貢献：ブレンディッド・ファイナンス原則ガイ

ダンスの策定プロセスにおいて、機構が実務経験に基づき知見を適切に共有したことによる、開

発金融提供者がブレンディドファイナンス検討に活用できる同ガイダンスが DAC で承認され

た。 

 
（3）開発シンクタンクとの共同発信 

• 新型コロナ対策に関するオンラインセミナーを通じた共同発信：先述（No.8-4）の「新型コロナ

ウイルス対策に関する比較・実践的研究」成果を踏まえて、機構上級審議役がグローバル開発セ

ンター主催セミナーへの登壇や、戦略国際問題研究所主催オンラインセミナーへの登壇を行うな

ど、日本の取組について積極的に知見を発信した。このほか、機構理事長はスタンフォード大学

アジア太平洋研究所主催のオンラインセミナー「Japan’s Foreign Policy Options in the Changing Asia-

Pacific」に登壇し、機構の取組を発信した。 

• 機構役員が、米国ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所主催のオンラインセミナー

「SHADOWS：COVID-19、開発途上地域及び東アジアの対応」に登壇し、開発途上地域の新型コ

ロナ拡大防止への機構のアプローチ等につき発信した。また、機構役員が、T20 の一環として開

催された米国ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所主催のオンラインセミナー「COVID-

19、世界及び東アジアの対応」に登壇し、菅総理が国連総会で表明した人間の安全保障の理念に

基づく「誰の健康も取り残さない」目標の実現に向け、感染症予防、研究・警戒、治療の強化に

向けた機構の取組等を発信した。 

• 機構研究所長が、ブルッキングス研究所ラウンドテーブル「The impact of COVID-19 on international 
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debt in the developing world」に登壇し、開発途上国政府の債務問題において注目される中国に関

し、最近の動向を共有した。 

• 機構研究所副所長が、英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）主催のウェビナーにて複数回

にわたり登壇し、機構の取組や日本の経験を発信した。「COVID-19 and Japan’s Coordinated 

Development Responses in Asia」のオンラインセミナーでは、機構の水・衛生分野での支援や同分

野の今後の開発協力の在り方について発信した。また、「Revitalizing Resilience」のオンラインセ

ミナーでは、日本の防災の経験とそれを踏まえたパンデミックへの対応について発信した。 

 
  No.14-2 国際機関・他ドナー等との連携推進  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

国際機関・他ドナー等との連携

件数 / うち、新興ドナーとの

連携数 

11 件 /4 件 174 31 件 /9 件 35 件 /10 件 32 件 /8 件 28 件 /7 件  

国際機関・他ドナー等幹部と機

構役員との面談数 / うち、新

興ドナーとの面談数 

104 件/8 件 175 139 件 /21 件 105 件 /13 件 101 件 /9 件 61 件 /2 件  

新興ドナーとの対話促進や連

携のための国際会議・ワークシ

ョップ等への参加 

16 件 176 22 件 16 件 20 件 27 件  

 

（1）重要課題における連携強化 

• 国際機関と連携した新型コロナ対策の実施、過去最高額の協調融資の実現：コロナ危機が世界に

与える影響を理解し、国際協力の在り方を具体的に検討するために、機構理事長が「ポストコロ

ナの世界における国際協力」に関する研究及び発信を主導した。機構の International Advisory 

Board の委員のほか、内外の有識者らと対談し、その対談結果は機構ウェブサイトでも公表した。

同研究での議論も踏まえ、コロナ危機への対応として、人間の安全保障を理念に掲げ、「JICA 世

界保健医療イニシアティブ」を立ち上げ、推進した。世界銀行、ADB、国連等に対し、開発途上

地域で予防・警戒・治療に対応できる包括的な保健医療システムの構築の重要性を訴え、理解・

賛同を得た。また、新型コロナ対策のため、世界銀行や ADB など国際機関との協調融資を実施

した（2020 年度の協調融資実績は、合計17 件、約 4,673 億円で2007 年度のデータ集計以来最高

額）。 

• 人間の安全保障：緒方貞子元機構理事長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」を開催し、総勢 1,200 人以上の参加を得た。同シンポジウムには国

連事務総長、国連難民高等弁務官等がビデオメッセージで参加したほか、OECD-DAC 議長がパ

 
174  2015 年度実績 
175  2015 年度実績 
176  2015 年度実績 
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ネリストとして参加するなど、人道及び開発分野で活躍する国内外の関係機関を巻き込みつつ、

「新時代の人間の安全保障」を主要テーマとして取り上げ、関係機関との共通理解を深める機会

とした。機構がUNDP と共同で2020 年の人間開発報告書に向けたバックグラウンドペーパーを

作成し、一般向けに同報告書発表会を開催した。また、機構内及び UNDP 関係者向けに外部有

識者を招いたセミナーを開催し、今後、UNDP が人間の安全保障に関する特別報告書を発刊し、

機構はそれに向けて UNDP と関連の議論を継続することで合意した。 

• Human Capital 及び UHC：機構理事長は世界銀行主催の大臣級会合「Human Capital Conclave」

に登壇し、新型コロナの感染拡大に対する機構の今後の取組についてスピーチを行い、各国財務

大臣、世界銀行などに連携を呼びかけた。 

• 自由で開かれたインド太平洋：主要援助機関との面談等で、自由で開かれたインド太平洋の考え

を共有するとともに、協力について協議した。米国とはエネルギー分野や、デジタル分野の知見

共有や第三国協力の連携を推進した。また、インド太平洋に関する日仏 FOIP 作業部会が両国政

府間で開催された際、開発の文脈におけるフランスとの連携強化の議論に貢献した。 

• 質の高いインフラ投資：「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」の実践において重要なパ

ートナーである世界銀行グループ及び ADB に対して、各機関の強みをいかす形での実践方法に

ついて提案の上、意見交換を主導し、各機関との定期協議で進捗及び今後の協力について確認し

た。また、全世界の約 450 の開発銀行を一堂に会した初の開発銀行サミット（Finance in common 

サミット）の共同宣言にも同原則の言及を提案し反映された。 

• 人道と開発と平和のネクサス：紛争と脆弱国際ネットワーク（INCAF）で採択された人道・開発・

平和のネクサスの提言を支持することを表明する場として、DAC-UN Roundtable“Partnerships for 

Peace”が開催された。機構は、同会合や局長レベル会合などに積極的に参加し、事業実施を行う

開発機関ならではの具体的視点で提言や優良事例の共有を行い、人道・開発・平和の連携

（Humanitarian development peace nexus）に関する事業実践の理解促進に貢献した。また、開発銀

行サミットの「脆弱状況での人間の安全保障」ハイレベルイベントに機構理事長が登壇し、脆弱

国・地域の状況に言及しつつ、他機関とも協力し取り組むことを表明した。 

• スポーツと開発：開発銀行サミットの「スポーツと開発」特別イベントに機構理事長がビデオメ

ッセージで参加し、相互理解を通じて平和と和解を促進し、人間の安全保障の実現に重要な役割

を果たすとして、「スポーツと開発」に各機関が連携して取り組む重要性を指摘した。また、AFD 

との年次協議（リトリート）においても「スポーツと開発」に関する今後の取組について議論し、

東京・パリのオリンピック・パラリンピックを念頭に置きつつ連携強化を確認した。 

 
（2）国際機関や伝統的ドナーとの連携の推進 

• 機構役員主導による世界銀行とのハイレベル協議実施：機構役員が主導して 6 地域及び 4 課題

（新型コロナ対策、Human Capital、民間セクター金融、質の高いインフラ投資）の協議を実施し

た。これらの協議結果は、機構理事長と世界銀行総裁によるバイ面談で連携の現状と今後の方向

性が確認された。機構は新型コロナ対策について「JICA 世界保健医療イニシアティブ」を紹介し

て各国での世界銀行との連携を協議するなど議論を主導し、各地域・課題における今後の世界銀

行との連携の具体策（7 か国を新型コロナ対策における重点連携国とすること、同イニシアティ

ブの下、予防、警戒、治療の強化に向け連携を強化すること等）に合意し、ウズベキスタン向け

新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款等において協調融資を実現するなど、保健医

https://financeincommon.org/summit
https://financeincommon.org/summit
https://financeincommon.org/summit
https://financeincommon.org/summit
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療分野を中心に新型コロナ対策についての事業連携が推進された。加えて、IMF 世銀年次総会で

は、機構理事が南アジア関連セッションに登壇し機構の取組を発信するとともに、関係ドナーと

の連携を強化した。 

• ADB：機構理事長と ADB 総裁がオンラインで面談し、コロナ禍における連携の重要性を確認す

るとともに、両機関で締結済みの覚書に基づき、特に、保健分野での協力や、海外投融資を通じ

た質の高いインフラ投資の推進について、積極的な連携を継続していくことを確認した。また、

ハイレベルリトリートを開催し、保健及び質の高いインフラ投資についての協力の具体策を確認

した。 

• UNDP：機構役員と UNDP 局長が参加する定期協議をオンラインで実施した。地域別の協力につ

いて議論したほか、ハイレベル面談では新型コロナ対策、人間の安全保障、アフリカ（TICAD 含

む）、人道・開発・平和のネクサスを議論し、今後の事業・国際的な発信における連携の方向性

を確認した。 

• 赤十字国際委員会（ICRC：International Committee of the Red Cross）：機構理事長と ICRC 総

裁がオンラインで面談し、コロナ禍における国際協力の重要性を確認するとともに、両機関での

具体的な連携について意見交換することに合意した。また、人道と開発のネクサスでの連携や、

同連携に当たっての民間セクターを含むほかのアクターの資金動員の可能性に係る調査につい

て意見交換を継続した。 

• その他伝統的ドナーとの定期協議：機構理事長が AFD 総裁とオンラインで会談し、協力覚書も

踏まえ、両機関の連携を積極的に推進することを確認した。また、AFD とのリトリートを開催し、

自由で開かれたインド太平洋の実現やアフリカでの開発協力に向けて更なる連携強化を確認し

た。加えて、機構理事長がイスラム開発銀行総裁とオンラインで会談し、コロナ危機への対応に

向けた連携について意見交換を行い、事務レベルでも具体的な連携に係る検討を進めた。 

 
（3）新興ドナー等との連携の推進 

• IDFC を通じた開発金融機関との連携推進：機構は IDFC 運営委員会メンバーとして、参加機関間での

気候資金に偏りがちな議論に対して、SDGs 全体の達成のための開発金融機関の役割について有益な

議論が行われるよう取り組んだ。同議論を通じ、今後公的金融機関による SDGs への貢献可能性に関

する調査を実施するなど、SDGs 達成のために必要な資金に各国の開発銀行の資金・知見を動員・活用

していくよう方向付けた。さらに、IDFC でも難民・避難民支援に関与を啓発すべく、新興国所在の開

発金融機関（トルコ、ラテンアメリカ開発銀行等）を含む加盟機関による難民・避難民支援の事例を、

機構が主導してワーキング・ペーパーを取りまとめて発表し、新興国をはじめとした開発銀行にとっ

て新たな可能性を拓く分野の理解を促進した。 
• 国際獣疫事務局（OIE：Office International des Epizooties）：人・動物の健康改善に向けた協力関係を築

くための協力趣意書に基づき、ザンビアなどを中心に、人と動物双方に感染する人獣共通感染症対策

等に係る協力を展開すべく、第 2 回 OIE-JICA 定例会や「アフリカ地域人獣共通感染症等の感染症対

策に関する情報収集・確認調査」を通じて、関連する活動の進捗状況や今後の連携に関する意見交換

を実施した。 
• 中国輸出入銀行－韓国 EDCF（Economic Development Cooperation Fund）－タイ NEDA（Neighbouring 

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

コロナ危機によりタイ NEDA 主催の定期会合が延期されたため、機構が主導してオンラインでの非

公式会合を開催した。会合では、コロナ禍における各機関の事業実施状況等に関する情報共有に加え、

アジア域内の開発金融機関のネットワーク強化のため、IDFC メンバーであるインドネシアの開発銀
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行 PT SMI（PT Sarana Multi Infrastruktur）を招き、ネットワーク拡大について意見交換した。 
• 南南・三角協力関連国際会議を通じた新興ドナーとの連携推進：国連南南協力事務所、イスラム開発銀

行と共催で、局長級フォーラムをオンラインで開催した。同フォーラムでは、コロナ禍における南南・

三角協力実施の課題や機会、SDGs 達成に資する優良事例の共有を行い、効果的な南南・三角協力につ

いての共通理解の形成を促進した。また、機構研究所が、政策研究大学院大学（GRIPS）、南洋工科大

学ラジャナトナム国際関係学院（RSIS）及びインドネシア戦略問題研究所（CSIS）と共催する現代東

南アジア政策研究ネットワーク（PRN-SEA）との活動の一環として、オンラインセミナー「変わりゆ

く東南アジアにおける開発援助—ドナーとしてのタイ、インドネシア、ベトナム」を開催し、東南ア

ジア地域における開発援助の動向と将来に関して議論した。 
• 新興国における国際協力実施機関への能力強化：国連南南協力事務所、ブラジル国際協力庁と共に、オ

ンラインワークショップを共催し、16 か国の国際協力実施機関が参加し、南南・三角協力実施に係る

能力強化及びネットワークの強化を行った。 

 
（4）事業上の課題及び対応方針 

• 新型コロナの影響を受け、2020 年度前半に予定されていた国際会議は軒並み延期又は中止とな

ったが、徐々にオンラインでの国際会議開催が常態化し、2020 年度後半にはほぼ例年並みの日程

での国際会議や協議をオンラインで実施した。更なる国際的な議論への貢献及び国際機関・他ド

ナー等との連携推進に向け、今後もオンラインツールを駆使した協議と発信も重要だが、新型コ

ロナの感染状況によっては、オンラインと対面のハイブリッド方式の会合の開催等も想定される

ところ、今後の状況を踏まえ、最適な方法を模索していく。 

• 国際的な影響力・アジェンダ設定のためには、他ドナーや国際機関等との連携・共創が必要であ

る。このためには、機構の各部署・拠点それぞれが、国際的なパートナーシップの促進を基幹業

務としてより一層取り組むことが重要である。引き続き他ドナーや国際機関との連携に関する優

良事例等について機構内で情報共有を行い、対応を促進する。 

 
３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、機構の創意工夫をいかした主要国際会議

への参加及び発信や、開発資金に関する議論への参画を通じた国際援助潮流の形成に取り組むとと

もに、南南・三角協力も含む新興ドナーとの連携や、国際機関、伝統的ドナーとの連携による開発

効果の最大化に取り組むことを期待する。国際機関については、各種の対話や協議に加え、事業レ

ベルでの連携が更に進展するよう、関係省庁とも意思疎通を密にしつつ取り組むことを期待する。 
 

（2）対応： 
新型コロナの影響を踏まえ、国際会議をオンラインで主催、または参加・発信するなど、柔軟に

対応した。また、国際的な議論の中心課題がコロナ危機対応となるなか、機構は、有識者との意見

交換や比較・実践的研究を実施した上で、「JICA 世界保健医療イニシアティブ」を新たに立ち上げ

たほか、DAC 統計作業部会における債務救済の ODA 計上方法の承認や、DAC におけるブレンデ

ィッド・ファイナンス原則ガイダンスの承認など、国際援助潮流の形成に貢献した。 
さらに、世界銀行とのハイレベル対話をはじめ、各ドナー・国際機関との対話を積極的に行い、関

係省庁とも意思疎通を密にしながら、新型コロナ対策を中心とした事業レベルでの更なる連携に向

けた議論を推進した。新興ドナーとの連携については、特に、開発金融機関との関係を発展させる

べく、IDFC と連携の上、開発銀行サミットでの議論を主導したほか、コロナ禍においてもオンラ
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インで南南・三角協力の実施機関やアジア諸国のドナーとの関係の維持・強化に努めた。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 評定：A 
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を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第 75 回国連総会における首相演説やコロナ禍の水防災に関する国際オンライン

会議等を通じた新型コロナに対する機構の協力方針の発信、②開発銀行サミット初開催への貢献、

③ DAC 統計作業部会における債務救済の ODA 計上決定に関する貢献、④国際機関と連携した新

型コロナ対策の実施、及び過去最高額の協調融資の実現、⑤「JICA 世界保健医療イニシアティブ」

の発信等、特筆すべき成果を上げた。 
 

ア 国際的な議論への参画と発信 
◎ 新型コロナ対策に関する各種国際会議【①②】：第 75 回国連総会における首相演説にて、機

構が提案した取組が国際社会に表明。また、国連ハイレベル政治フォーラムのサイドイベント

や、天皇皇后両陛下もご聴講されたコロナ禍の水防災に関する国際オンライン会議等を通じ、

新型コロナに対する機構の協力方針・事例をハイレベルに対して発信。 
◎ 初の開発銀行サミット（Finance in Common サミット）開催への貢献【①②】：機構が運営委

員会メンバーを務める国際開発金融クラブ（IDFC：International Development Finance Club）が

史上初の開発銀行サミットを共催し、全世界の約 450 機関が参加。同サミットを通じ UHC へ
の取組等における開発金融機関の役割を準備段階から訴えた結果、共同宣言に保健、質の高い

インフラ投資を含むアジアの実情を踏まえた取組が記載。 
◎ OECD-DAC 対日開発協力ピア・レビューによる機構の取組高評価【③④】：OECD-DAC ピア・

レビューで、機構の平和構築、SDGs 推進、防災等の取組が高く評価。 
◎ DAC 統計作業部会における債務救済に関する議論への貢献【①】：機構職員が DAC 統計作

業部会の副議長として、パリクラブを巻き込みつつ、債務救済の計上方法に係る技術的な議論

に貢献。その結果、DAC 本会合にて、債務救済を適切に ODA 計上するという日本政府の方

針が反映される形で承認。 
〇 「新型コロナウイルス対策に関する比較・実践的研究」の成果や機構の取組を、各種セミナー

を通じ広く発信。 
〇 「気候変動×防災」国際シンポジウム、開発シンクタンク主催によるオンラインセミナー等を

通じ、機構の方針や取組について発信。 
 

イ 国際機関・他ドナー等との連携推進 
◎ 国際機関と連携した新型コロナ対策の実施、過去最高額の協調融資の実現【①②】：機構理事

長が「ポストコロナの世界における国際協力」に関する研究及び発信を主導。同研究も踏まえ、

「JICA 世界保健医療イニシアティブ」を形成・推進し、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）、

国連等の理解・賛同を得た。新型コロナ対策のため、世界銀行や ADB など国際機関との協調

融資を実施（2020 年度の協調融資実績は、合計 17 件、約 4,673 億円で 2007 年度のデータ集

計以来最高額）。 
◎ 機構役員主導による世界銀行とのハイレベル協議実施【①②】：機構役員が主導し、6 地域・

4 課題のハイレベル協議を実施し、各地域・課題における連携具体策に合意。特に、ウズベキ

スタン向け新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款における協調融資の実現等、保
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健医療分野を中心に新型コロナ対策についての事業連携が推進。 
〇 人間の安全保障、Human Capital 及び UHC、自由で開かれたインド太平洋、質の高いインフラ

投資、人道と開発と平和のネクサス、スポーツと開発に関する機構の方針や取組を発信し、各

議論に貢献。 
〇 ADB、国連開発計画（UNDP）、赤十字国際委員会（ICRC：International Committee of the Red 

Cross）、フランス開発庁（AFD）等ドナーと定期協議を開催し、今後の協力や連携に関し議論。 
〇 IDFC を通じた開発金融機関との連携を推進したほか、新興国の国際協力機関との連携や情報

共有とともに同機関の能力強化にも貢献。 
 

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 14-2】「参加・発信した国際会議の件数」が目標値（66 件）を約 48％上回る 98 件となり、

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。 
 
（定性的実績） 
１．国際的な議論への参加と発信（【指標 14-1】開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢

献状況） 
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。 
・新型コロナに関する各種の国際会議に参加し、我が国の開発協力の基本方針である人間の安全

保障の重要性を含め発信を行うなど、国際的な議論に積極的に参加した。 
・OECD-DAC 対日開発協力ピア・レビューにおいて、機構事業等について発信した結果、平和構

築、SDGs 推進、防災等の取組が高く評価されるに至った。また、DAC 統計作業部会では機構

職員が副議長として債務救済の計上方法に係る議論に貢献し、日本政府の方針反映に寄与し

た。 
 
２．国際機関・他ドナー等との連携推進（【指標 14-3】対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機

関・他ドナー等（新興ドナー含む）との連携状況） 
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。 
・緊急支援円借款等の新型コロナ対策を含め、世銀や ADB 等との協調融資を積極的に実施した

結果、2020 年度の協調融資実績は合計 17 件、約 4,673 億円となり、データ集計を開始して以

来最高額となった。 
・機構が主導し、世銀と 6 地域 4 課題に関するハイレベル協議を実施したほか、機構が推進する

「JICA 世界保健医療イニシアティブ」について各ドナーに発信するなど、ドナー間での対話を

推進した。 
 
（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

をいずれも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、新型コロナに関して各種国際会議やドナー間の対話において日本の取組を積極的に

発信するとともに、協調融資実績が過去最高となったように具体的な連携案件を推進した。また、

OECD-DAC対日開発協力ピア・レビューにおいて、平和構築、SDGs 推進、防災等の取組が高く評価
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されたことは特筆に値する。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

新型コロナを一つの契機として、ドナーの協力を結集させ、効率的に援助効果を発現させる機運

が高まっている。こうした状況を踏まえ、過去最高実績を達成した MDBs との協調融資に加え、そ

の他ドナーとの間でも、日本政府による分担金・拠出金との相乗効果も念頭においたバイ・マルチ

連携をさらに進展させることが重要であり、機構の継続的な協力を期待する。 
 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

・他ドナーと比較した場合の JICA の援助実施機関としてのアドバンテージ・ディスアドバンテー

ジを検証の上、他ドナーに比較優位がある点（例：現地事務所が裁量をもって柔軟に活用できる

資金・ファシリティ等）があれば、JICA事業でも導入できるよう検討してはどうか。 

・在外拠点におけるドナー連携において、JICAのプレゼンスを高めるためには、ドナー会合や国際

会議等で主導的な役割を果たしたり、積極的な発信をしたりすることが必要と考える。各在外拠

点に配置されているドナー連携担当者を軸にドナー会議等で積極的に発信するのみならず、オン

ラインでのドナー会合開催の際には、本部課題部や地域部の職員が必要に応じて参加し発信する

等、コロナ禍でのドナー会合・連携における最適な方法・体制の整備を進めることを期待したい。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.15 開発協力の適正性の確保 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、我が国の人道支援方針、平和と健康のための基本方針、国
際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本方針、日・ASEAN防災協
力強化パッケージ 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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（定量指標） 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

機構が実施するプロジェクト（技術協力，

有償資金協力，無償資金協力）における

ジェンダー案件比率 

40％以上
177   40％ 55％ 81％ 41％ 72％  

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：7.（3）、中期計画：5.（3） 
年度計画  

5.（3）開発協力の適正性の確保 

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

とこれまでの定期的な監理結果を踏まえたモニタリング結果の確認を確実に行う。また、環境

社会配慮に関する理解促進に向けた機構内外の関係者の研修機会を拡充する。 
• 特に、レビュー調査最終報告書及びそのパブリックコメントを通じて得られた環境社会配慮ガ

イドラインの運用状況や、世界銀行のセーフガード政策の改定結果、環境社会配慮助言委員会

からの助言等を踏まえた包括的な検討に基づき、同ガイドライン改定にかかる方針及び改定の

必要があればその改定案を環境社会配慮諮問委員会に諮り、透明性と説明責任に配慮したプロ

セスにより改定検討を進める。 
イ 女性のエンパワーメントとジェンダー平等推進 
• 機構事業におけるジェンダー主流化を推進するため、ジェンダー案件の量的拡充と質的向上を

図る。具体的には、ジェンダー主流化重点案件の取組強化、事業の形成・実施時における助言、

機構内外の関係者への各種研修に取り組む。 
• 特に、「女性の活躍推進のための開発戦略」に資する女性にやさしいインフラの整備、STEM

（科学・技術・工学・数学）分野を含む女子教育の推進・強化、「国連決議 1325 号国別行動

計画」に貢献する平和構築・防災分野等における女性のリーダーシップ推進及び「G7 2X チャ

レンジ」（女性のためのファイナンス）等を含む女性の経済的エンパワーメントに貢献する支

援を重点領域とする。また、「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」を踏まえ、インフラ

 
177 2013-2014 年の先進国の援助機関の実績平均 32％から約 20％高い水準として設定する。前中期目標期

間（2012-2015）実績平均 22％。 
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事業へのジェンダー視点の反映を強化する。さらに、TICAD7 の成果への貢献策として、アフ

リカの女性のエンパワーメントに資する事業の形成（ジェンダーに基づく暴力の予防・対応の

強化を含む）に取り組む。 
ウ 不正腐敗防止 
• 不正腐敗情報相談窓口の適切な運用等を通じて、不正行為に関する情報を収集し、得られた情

報に対して適切に調査・対応する。不正行為等が認められた場合は厳正に対処する。また、不

正腐敗を防止するため、相手国政府や関係者、職員への研修や啓発活動を実施する。 
•  海外投融資事業を対象として、事業実施者によるマネーロンダリングや反社会的勢力への関

与等の非合法活動の有無を確認する背景調査の制度を整備し、適切に実施するとともに、実施

上の課題を適切にモニタリングする。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 
・ 国際水準に基づく環境社会配慮ガイドラインの運用状況 
・ 環境社会配慮に関する理解の促進に係る取組状況 
・ 我が国政府の男女共同参画に係る政策への貢献を含む，ジェンダー主流化推進に係る取組状

況 
・ 不正腐敗を防止するための先方政府や関係者への啓発に係る実施状況 

 

３－２．業務実績 
 
  No.15-1 環境社会配慮  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

ガイドラインに基づく環境レビュー

結果の公開数 
79 件 178 51 件 39 件 45 件 27 件 件 

機構内部関係者、コンサルタント及

び開発途上国実施機関職員等に対す

る研修・セミナーの参加人数 

756 人 179 1,118 人 789 人 385 人 442 人 人 

 

（1）環境社会配慮ガイドラインの運用状況 

① 環境社会配慮面の審査とモニタリング結果の確認 

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

けるため、ガイドラインに則って支援要請等がなされた全 291 案件に対して、環境社会面に与え

ると予想される影響の大きさ等に応じてカテゴリ分類（A：9 件、B：44 件、C：231 件、FI：7 

件） し、案件検討から審査、実施の各段階で環境社会面に与える影響に対する配慮状況を確認し

た。また、「円借款の迅速化」に留意するとともに、「質の高いインフラ投資の推進」に関連す

る難易度が高い大規模な案件についても、ガイドラインに則り環境・社会面での影響への対応を

適切に実施した。 

• 環境社会配慮助言委員会：主にカテゴリ A 案件について全体会合を 11 回、個別の案件につい

て助言を行うワーキンググループ会合を 14 回開催し、計 14 案件に対して環境社会配慮の支援・

 
178  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
179  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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確認に関する助言を得た。いずれの助言も適切な環境社会配慮の実施等に反映されており、全て

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

を継続した。 

• 事業実施段階での監理強化：定期的に在外拠点を通じて、相手国政府の環境社会配慮の実施状況

を継続的に確認した。また、アジア諸国等を対象とした案件監理調査を通じて、相手国の実施機

関が行う実施段階での環境社会配慮状況を確認し、実施機関に対してモニタリング結果に基づく

改善対応を求める等の環境社会配慮監理を強化した。 

• 国際機関の水準に合わせた環境社会配慮ガイドライン改定の検討：世界銀行等の国際機関の水準

や国際的な動向を踏まえた内容にするべく、NGO、有識者等を巻き込みつつガイドラインの改定

の検討を実施した。具体的には、2019 年度に引き続きガイドライン改定の包括的検討のための助

言委員会ワーキンググループを 2 回開催し、67 個の助言を得た。さらに、日本政府、NGO や企

業、有識者等により構成される環境社会配慮ガイドライン改定に係る諮問委員会を 7 回開催し、

それら助言に基づいてガイドラインの理念及び気候変動、情報公開、国際基準、環境社会影響評

価、人権、労働、ジェンダー、生物多様性等複数の観点から改定に係る議論を実施した。議論で

は資料や議事録を公開し、透明性を確保しながら行われた。なお、改定の検討は引き続き 2021 

年度にも継続される。 

 
（2）環境社会配慮に関する理解の促進 

① 研修機会の拡充 

• 機構内外の関係者計 843 人に対して、コロナ禍を踏まえてリモート等を取り入れつつ環境社会

配慮に関する説明・研修を行い、環境社会配慮に対する理解を促進した。内訳は以下のとおり。 
● コアスキル研修等による機構内部向け説明：269 人（2019 年度 237 人） 
● 協力相手国実施機関等向け説明：18 人（同 63 人） 
● コンサルタント向け研修：155 人（同 85 人） 
● 大学等教育機関向け研修：85 人（同 110 人） 
● その他研修：316 人（同 120 人） 

• 研修機会を更に充実するため、最近の事例等を踏まえて、研修の資料をアップデートしつつ、機

構内関係者を対象としたオンライン研修（WBT）による研修を継続した（2020 年度受講者 112 

人）。 

• 課題別研修「開発事業における環境社会配慮実務」に関しては、新型コロナの影響を受け研修員

の来日が中止となったため、2020 年度の実施は見送られた。 

 

（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 引き続き、ガイドラインの理解の促進及びガイドラインの適切な運用を図るとともに、十分な議

論や情報の公開、議事録の公開などによる透明性と説明責任に配慮したプロセスによるガイドラ

インの改定に取り組む。 

• 上記において、国際的な潮流や日本政府・相手国政府の要望に対応するなかで、適切な環境社会

配慮を行うための相手国政府への支援及び確認のための効率的なプロセス、実施段階における効

果的な監理の在り方について検討する。 
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  No.15-2 ジェンダー主流化  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

女性行政官等の

育成人数 
1,666 人 180 4,323 人 3,089 人 3,184 人 1,282 人 人 

 

（1）女性の活躍推進に係る開発戦略への貢献、女性の活躍促進に資する事業の形成 

① 新型コロナウイルス感染拡大によるジェンダーの課題への対応 

• 新型コロナ感染拡大によるジェンダーの課題への対応：コロナ禍において女性・女児がさらされ

るリスクが増大し、ジェンダーに基づく格差が助長されることが懸念されるなかで、機構はガイ

ダンスノート「ジェンダーの視点に立ったCOVID-19 対策の推進」181 を策定し、日本語版を 2020 

年 6 月に、英語版を 7 月に機構内外に公開した。また、機構のあらゆる事業の実施において、

新型コロナの拡大に起因する女性・女児への負の影響を緩和し、ジェンダー平等と女性のエンパ

ワメントをより積極的に進めていくよう、機構内外での同ガイダンスノートの活用を促進した。 

• 海外拠点によるジェンダー課題への対応：さらに、海外拠点でも、国営放送を通じたドメスティ

ック・バイオレンス（DV）防止の啓発ムービーの放映や DV 被害者向けのシェルター運営支援

等の実施（ブータン）、ジェンダーに基づく暴力（SGBV：Sexual and Gender Based Violence）に

対応する帰国研修員による電話相談のホットライン開設（パレスチナ）を支援した。加えて 10 

か国を対象に「新型コロナウイルス感染拡大下における女性・女児への影響及び対応にかかる情

報収集・確認調査」を実施し、海外拠点とともに関連するパイロット活動として、女性医療従事

者への支援（インド）、難民女性を対象とした SGBV 予防の啓発・生計向上（ヨルダン）、起業

希望の女性を対象としたデジタル技術を活用したビジネス起業支援や金融教育（ボリビア）とい

った取組を進めた。 

 

② 女性の健康や生活にやさしい環境（インフラ）の整備 

• 2019 年6 月の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」を踏ま 

え、機構でもインフラ事業におけるジェンダー主流化を引き続き推進した。バングラデシュ「ダ

ッカ都市交通整備事業（1 号線）」（円借款）では、2020 年にジェンダーアクションプランを通

じて、女性利用者の利便性・安全性を担保する方策（女性専用車両・優先席、非常通報ボタン、

オムツ替え・授乳スペース等の設置、実施機関や交通警察に対するジェンダー研修）、運営事業

者における女性の雇用・活躍の促進（平等な雇用・労働・研修制度等の整備、産前産後・育児休

業の付与、女性用設備の整備）を実施していく方針を策定した。また、公共交通分野におけるジ

 
180  伊勢志摩サミットにおける公約値（2016-2018 の 3 年間で約 5,000 人） 
181  新型コロナウイルスの感染拡大の危機下における女性や少女へ影響が広がるなか、開発協力においてジ

ェンダー視点に立った取組をより一層強化し、女性や少女を取り残さない支援をすすめていくことが重要
であるという観点から、新型コロナの拡大が女性や少女に対して与える影響や、ジェンダー視点に立った
開発協力を実施するための必要なアクションについて、ガイダンスノートを作成。新型コロナ対策に向け
たJICA事業の立案や実施への活用を促進するもの。 
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ェンダー主流化につき、執務参考資料、研修資料などの案件形成に活用するツールを整備すると

ともに、機構内関係者向けに公共交通分野におけるジェンダー主流化セミナーを実施し、同ツー

ルの活用を促進した。 

 

③ 女子教育の推進、強化 

• 2019 年の G7 サミットにおいて、「ジェンダー平等および女性のエンパワメントに関する宣言」

が採択され、女性・女児の質の高い教育へのアクセスを促進する重要性が謳われたことを踏まえ

て、機構では新型コロナの影響も踏まえた女子教育の推進に取り組んだ。具体的には、以下のと

おり。 

• ニジェール「みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクトフェーズ 2」（技術協力プロ

ジェクト）では、初等・中等教育において女子児童・生徒の中途退学率が高い現状を改善させる

ために、2020 年 6 月に全国 5 州で初等・中等合同の教育フォーラムを開催した。本フォーラム

実施により、女子の就学継続の重要性が共有され、ニジェール全国の中学校 1 年から 2 年の女

子生徒進学率が12％増加し、中学校の退学率が 18％減少した。パキスタン「オルタナティブ教育

推進プロジェクトフェーズ 2」（技術協力プロジェクト）（2015.9 ～ 2020.3）で支援した識字教

室では、通学する女性約 60 人に対してマスク製作のトレーニングが実施され、識字教育を受け

る女性たちの社会・経済的エンパワメントを支援した。 

• 加えて、セネガル「日本職業訓練センター組織能力改善プロジェクト」（技術協力プロジェクト）、

マレーシア「全人教育推進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、女子学生の教育アク

セスの向上や安全性の確保のために、共用トイレしかない、あるいはトイレが不衛生・故障して

いる教育施設に、女性用のトイレやシャワーを設置・修繕を進めた。パプアニューギニア「初等

理数科教員養成校強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、教員養成に焦点を当て、

理数科の成績の男女格差に関する課題分析と取組を開始した（2021 年 2 月～ 2022 年 3 月）。

並行して、コロナ禍で女子学生が特に脆弱な立場におかれているという問題意識より、コロナ禍

における女子教育の協力アプローチの検討や啓発教材・セミナー実施等に取り組むことを目的に、

「ポストコロナにおける教育協力検討のための基礎情報収集・確認調査」を開始した。 

 

④ 防災・平和構築分野等における女性のリーダーシップ推進及び女性の経済的エンパワメント 

• 防災分野に係る取組：日本政府の「仙台防災イニシアティブ」や「女性活躍推進のための開発戦

略」に掲げられた防災分野における女性のリーダーシップ推進のため、「ジェンダーと多様性か

らの災害リスク削減」（課題別研修）を実施した（7 人参加。2016 年から累計で 57 人参加）。

2019 年度より開始されたネパール「参加型地方復興プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で

は、復旧・復興から取り残されがちな人々を主な対象とし、女性や多様性の視点を復旧・復興に

反映させるため住民参加型の計画策定等を行った。 

• 平和構築分野に係る取組：紛争影響地域等におけるジェンダーに基づく暴力被害の予防、被害者

保護、自立・社会復帰、加害者処罰に向けた取組や対策を進めるべく、アフリカ地域ジェンダー

に基づく暴力への対応に係る情報収集・確認調査を、ルワンダ・タンザニア・ケニア・コンゴ民

主共和国・マダガスカルの 5 か国で実施した。コロナ禍におけるジェンダーに基づく暴力の増大

に対応し、効果的な支援の在り方やアプローチを検討するためのパイロット活動を NGO 等と連

携して実施している。ほかにも、アフガニスタン「性と性差に基づく暴力への取り組みのための
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警察組織体制強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を 2020 年より開始し、SGBV の課

題に対するアフガニスタン国家警察の対応能力強化を進めている。 

• 女性の金融包摂・経済的エンパワメントに係る取組：パキスタン「シンド州におけるインフォー

マルセクターの女性家内労働者の生計向上および生活改善支援プロジェクト」（技術協力プロジ

ェクト）では、新型コロナ感染防止のための衛生啓発やデジタル技術を活用した手工芸品の作成・

販売、美容サービス等小規模ビジネスのスキル向上を行い、コロナ禍において大きな影響を受け

たインフォーマルセクターの女性の生計向上を進めた。日本とアフリカにおける女性起業家の交

流を通じリーダーシップの育成を目指す「日アフリカ・ビジネスウーマン交流プログラム」（課

題別研修）は、2021 年 3 月～ 4 月にかけて遠隔でのオンライン研修を開始した（2020 年度 5 

か国、10 人の参加。2015 年以来累計 74 人を受入）。 

 

⑤ 国連決議 1325 号国別行動計画の実施とモニタリングへの貢献 

• 日本政府が定めた「女性・平和・安全保障に関する行動計画」（2015 年策定、2019 年改訂）の

実施状況のうち、機構による事業実施分に係るモニタリング調査を実施し、国連決議 1325 号国

別行動計画に基づく取組実績として 80 件を日本政府に報告した。 

 

⑥ 国際社会に対する戦略的な情報発信 

• 他機関との連携した発信：2022 年に開催予定の TICAD8 に向けたイベントとして、国連開発計

画（UNDP）と共催で「AFRI CONVERSE」を開催した。「より良い社会へ：女性と少女の力を活

かして」と題して、アフリカ地域における女性起業家の支援や女性の経済的エンパワメントにつ

いて、機構の事例を織り交ぜながらコロナ禍を踏まえた支援の必要性につき議論した。 

• 国際場裡における発信：オンラインで開催された DAC ジェンダー平等ネットワーク（Gendernet） 

年次会合（DAC 加盟 26 か国、国際機関、国際開発金融機関等から約 100 人が参加）にて、機

構のジェンダーの視点に立った投資の推進につき発信し、他ドナー等関係者と意見交換を行った。

また、日独シンポジウムにて、機構の事業ジェンダーとの取組を発信した（3 月、約 100 人参加）。 

• 中米統合機構（SICA）への協力：SICA 加盟国に対する「中米統合機構加盟国向けビジネスを通

じた女性のエンパワメント」（課題別研修）を、2020 年度はオンラインにて実施した（2020 年

度3 か国、7 人の参加。2017 年以来累計 37 人を受入）。 

 

⑦ ジェンダーの視点に立った投資の推進 

• G7 の開発金融機関とともに立ち上げた「G7 2X チャレンジ：女性のためのファイナンス」イニ

シアティブに貢献する案件の形成を進めた。ジェンダー平等と女性のエンパワメントに資する海

外投融資は、2019 年度の 8 件の承諾に引き続き、2020 年度は 4 件の事業を通じて女性の金融

サービスへのアクセス拡大及び貧困削減に貢献した。また、2X チャレンジの 2021 ～ 2022 年の

新たなフェーズにも機構として参画を決定した。 

• 全世界の約 450 の開発銀行を一堂に会した開発銀行サミットの成果文書の一つとして、ジェン

ダー平等に資する取組（ジェンダーレンズ投資など）を推進するステートメント策定にあたり、

当初案では財政支援に焦点が当てられていたが、機構による技術協力などの取組も含めた投資を

促進すべきというコメントも取り入れられ、より幅広い機関が参加しやすいステートメントとな

った。また機構も同ステートメントに賛同を表明した。 
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（2）ジェンダー主流化の推進に向けた取組 

① ジェンダー案件の量的拡大と質的向上 

• あらゆる援助手法の事業形成におけるジェンダー主流化：技術協力、有償資金協力、無償資金協

力に加えて、SDGs ビジネス調査、草の根技術協力事業に対しても事業形成段階でジェンダーの

視点につきアドバイスを行った。 

• 各種業務マニュアルの改訂・執務参考資料の拡充：2019 年度に円借款事業における相手国実施機

関との合意文書のひな型にジェンダーの項目を追加したことを受けて、2020 年度は無償資金協

力事業におけるジェンダー視点の組込みが強化されるよう、相手国実施機関との合意文書のひな

型にジェンダーの項目を追加した。また、無償資金協力事業の業務指示書の手引き、報告書作成

ガイドライン等のマニュアルに、ジェンダーの視点に立った取組事例を追記した。 

• 研修事業における女性の参加促進：2018 年度に導入した長期研修、課題別研修への女性研修員の

参加促進の指針につき、引き続き機構内に周知した。実績として 2020 年度は女性の割合が 37％ 

となった。 

 

② ジェンダーの視点に立った業務運営の推進 

• 内部人材向けジェンダー主流化研修の実施：機構職員への研修（18 回、延べ 875 人）でジェン

ダー主流化に係る講義を行った。2018 年度に新たな取組として導入した PCM（Project Cycle 

Management）研修におけるジェンダー主流化の講義及び海外拠点向けジェンダーセミナー（英語） 

を継続し、海外拠点間の相互の学びを促進した。 

• 外部人材向けジェンダー主流化研修の実施：能力強化研修「ジェンダー主流化」、総括クラス向

けジェンダー研修を通じて、開発コンサルタント等 943 人に技術協力、円借款、無償資金協力等

の準備段階でジェンダー主流化を促進するための視点や手法について、特に新型コロナの影響下

でのジェンダー視点に立った取組を、講義及び演習を通じて伝えた。また、民間連携事業の関係

者に対して事業実施のジェンダー視点の重要性に関する説明会を実施した。 

• 機構内関係者への啓発：理事会でジェンダー主流化の状況と取組方針を共有した。次期中期計画

においてはジェンダー主流化をより積極的に進めていくことを目指して、中長期の方針策定と体

制の構築など具体的な方策を議論した。また、機構内本部・国内拠点・海外拠点の責任者を対象

としたジェンダー責任者会議（1 回）、担当者を対象としたジェンダー担当者会議（3 回）を通

じ、特にコロナ禍においてジェンダーの視点に立った事業実施の重要性及び事例を共有した。 

• 有識者とのネットワーク及び助言の活用：JICA-NGO 協議会において、有識者と機構のジェンダ

ー主流化の推進につき意見交換を行った。HAPIC － HAPPINES IDEA CONFERENCE に登壇し、

NGO とともにジェンダー視点に立った取組の推進について発信した。また、外部有識者を招い

た内部向け勉強会を 2 回実施した。事業でのジェンダー平等にも資する観点で、組織運営におけ

るジェンダーに関して、機構内の女性向けキャリアセミナーを 1 回実施し、機構内の意識啓発を

進めた。また、理工系に関する開発分野で活躍する有識者の協力を得て、理工系女性のキャリア

開発を支援するシンポジウムを開催し、女性の JICA 留学生 11 人が参加し、理工系分野におけ

る女性活躍の可能性などの議論が活発になされた。 

 
（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針 
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• 2020 年度は新型コロナの感染拡大による女性や少女への影響が広がるなか、その対策の強化に重

点的に取り組んだ。第 4 期中期計画においてより測定可能かつ具体的な成果を伴うジェンダー平

等と女性のエンパワメントに資する事業を進めていくため、2021 年度は、これまで取り組んできた

各種執務参考資料の拡充に加えて、あらゆる分野・援助手法において事業の形成に活用可能なツー

ルを整備していく。 

• また、2020 年度は事業形成及び実施・モニタリング段階において、ジェンダー視点の組込みが強化

されるよう、各種文書のフォーマットにジェンダーの項目を追加した。2021 年度はこれらフォーマ

ットの活用が進むよう、周知していく。 

 

 
  No.15-3 不正腐敗防止  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

職員向け研修、セミナーの

参加人数 
120 名 182 259 名 134 名 189 名 162 名  

 

（1）不正腐敗防止対応 

• 不正腐敗情報相談窓口等を通じて幅広く不正腐敗に関する情報を受け付け、弁護士等、外部有識

者の参加を得て、受け付けた情報について適切に調査・対応した。 

• 中小企業海外展開支援事業に係る 1 件の委託契約において不正行為の事実が確認されたため、

事案の内容等を踏まえて措置規程に基づき契約競争参加に関する資格停止措置を行った。 

• 不正腐敗情報相談窓口、外部通報受付窓口の両者の機能に重複が見られたため、これを整理し、

ウェブサイト上、対外的な説明ぶりを更新した。 

 
（2）相手国政府、関係者及び職員への啓発活動 

• 研修、専門家派遣、技術協力プロジェクトを活用して相手国のガバナンス強化を支援している。

たとえば、ベトナム「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」や、タンザニア

「内部監査能力強化プロジェクト」を通じて、競争法の実効的な執行や、内部監査の実施能力向

上を支援している。また、2020 年度はペルーにおいて、相手国政府、関係機関関係者向けに不正

腐敗対策セミナーをオンラインで実施。約 130 名が参加した。 

• 不正腐敗防止に係る在外赴任前研修を計 11 回実施したほか、コンプライアンス・セミナーを実

施し、機構職員の不正腐敗リスクに係る意識及び取組を強化した。 

 
（3）戦略的な取組及び成果 

• 民間の企業・団体との事業上の接点が増えていることに伴い、事業への参加・関与を希望する法

人等がマネーロンダリングや反社会的勢力への関与等の非合法活動を行っていないか、必要に応

じて確認を行った。 

• 海外投融資事業においては、投融資先の企業等について背景調査を現行制度に基づき適切に実施

 
182  2015 年度実績 
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した。実施のなかで制度に係る教訓・課題を抽出し、制度の改善に向けた整理を了した。 

• 資金協力案件の協議に、本来参加すべきでない者が関与し、案件情報を不正目的で利用すること

を防止するため、参加者の所属機関や肩書に注意を払うよう機構内で注意喚起するとともに、適

切な参加者と認められない者の参加を原則として認めないこととし、例外的に参加する場合の手

続きを制度化した。 

 
（4）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 2020 年度に、不正腐敗情報相談窓口と外部通報受付窓口の機能を整理したことから、両者の機能

に応じて、着実に受領した情報に対応していくことが求められる。 
 

３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
引き続き環境社会配慮ガイドラインを適切に運用し、女性のエンパワメントとジェンダー平等推

進に繋がる活動により一層注力し、不正腐敗防止に適切に取り組むとともに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。 
 

（2）対応： 
環境社会配慮ガイドラインを適切に運用しつつ、十分な議論や情報の公開、議事録の公開による

透明性と説明責任に配慮したプロセスによってガイドラインの改定に向けた作業を進めた。その中

で、相手国政府への支援及び確認のための効率的なプロセスや監理の在り方について検討した。 
女性のエンパワメントとジェンダー平等推進につながる活動により一層注力すべく、特に新型コ

ロナの感染拡大により、様々な分野課題において女性及び少女の影響が高まるなか、ガイダンスノ

ート「ジェンダーの視点に立ったCOVID-19 対応の推進」を策定し、機構ホームページで公開の上、

機構内外関係者に研修、セミナー等を通じた活用を促進した。 
不正腐敗防止については、不正腐敗情報相談窓口と外部通報受付窓口の機能の分化を図り、適切

に取り組む環境を整備した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 評定：A 
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を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国際機関の水準に合わせた環境社会配慮ガイドライン（以下「ガイドライン」と

いう。） 改定の検討、②新型コロナ感染拡大によるジェンダーの課題への対応等、特筆すべき成果

をあげた。また、今中期目標期間の定量指標である機構が実施するプロジェクト（技術協力、有償

資金協力、無償資金協力）におけるジェンダー案件比率（40％以上）に対し、2020 年度は 72％と

大幅に上回る成果をあげた。窓口を通じた不正腐敗情報の受付と適切な対応、海外投融資における

投融資先の背景調査等を着実に実施した。 
 

ア 環境社会配慮 
◎ 国際機関の水準に合わせた環境社会配慮ガイドライン改定の検討【③】：世界銀行等の国際機

関の水準や国際的な動向を踏まえた内容にするべく、NGO、有識者等と協働でガイドラインの

改定の検討を実施。具体的には、2019 年度に引き続きガイドライン改定の包括的検討のための
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助言委員会ワーキンググループを 2 回開催し、67 個の助言を得た。さらに、日本政府、NGO 
や企業、有識者等により構成されるガイドライン改定に係る諮問委員会を 7 回開催し、それら

助言に基づいてガイドラインの理念及び気候変動、情報公開、国際基準、環境社会影響評価、

人権、労働、ジェンダー、生物多様性等複数の観点から改定に係る議論を実施。議論では資料

や議事録を公開し、透明性を確保しつつ実施。なお、改定の検討は引き続き 2021 年度にも継

続される。 
〇 全 291 案件のカテゴリ分類等、ガイドラインを適切に運用。環境社会配慮助言委員会を改選す

るとともに、全体会合を 11 回、ワーキンググループ会合を 14 回開催し、計 14 案件に対し

て助言を得て、緩和策の策定や事業の実施等に活用。 
〇 機構内外の関係者 843 人に対して環境社会配慮に関する説明・研修（コアスキル研修、課題別

研修、コンサルタント向け研修等）をオンライン中心に実施し、環境社会配慮に対する理解を

促進。研修機会拡充に向け、最新事例等を踏まえたテーマ別研修と監理段階の留意事項をまと

めた研修資料を改定しオンライン研修（WBT）を継続。 
イ ジェンダー主流化 
◎ 新型コロナ感染拡大によるジェンダーの課題への対応【③】：ガイダンスノート「ジェンダー

の視点に立った COVID-19 対策の推進」を策定。機構のあらゆる事業において、新型コロナの

拡大に起因する女性・女児への負の影響を緩和しジェンダー平等と女性のエンパワメントをよ

り積極的に展開。 
◎ 海外拠点によるジェンダー課題への対応【③】：海外拠点でも、国営放送を通じたドメスティ

ック・バイオレンス（DV）防止の啓発ムービーの放映や DV 被害者向けのシェルター運営支

援等の実施（ブータン）、ジェンダーに基づく暴力（SGBV：Sexual and Gender Based Violence）
に対応する帰国研修員による電話相談のホットライン開設（パレスチナ）を支援。10 か国を対

象に情報収集・確認調査のパイロット活動を通じ、女性医療従事者への支援（インド）、難民

女性を対象とした SGBV 予防の啓発・生計向上（ヨルダン）、起業希望の女性を対象としたデ

ジタル技術を活用したビジネス起業支援や金融教育（ボリビア）等を実施。 
〇 「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」を踏まえ、インフラ事業におけるジェンダー主

流化を推進（バングラデシュの都市交通事業）。 
〇 新型コロナの影響を踏まえつつ、女子教育の推進・強化、防災・平和構築分野等における女性

のリーダーシップ推進、女性の金融包摂及び経済的エンパワメントへの取組を実施。 
〇 ジェンダー主流化に向けた機構内部・外部人材向け研修を実施。また、ジェンダー主流化の取

組方針を理事会で共有。 
ウ 不正腐敗防止 
〇 不正腐敗情報相談窓口や外部通報窓口等を通じ不正腐敗に関する情報を受け付け、弁護士等外

部有識者の参加を得て適切に調査・対応を実施。 
〇 不正腐敗防止に係る在外赴任前研修、コンプライアンス・セミナー等を通じ、相手国政府、関

係者や機構職員の不正腐敗リスクに係る意識・取組を強化。 
〇 海外投融資における投融資先の背景調査を適切に実施。また、実施過程における制度の教訓・

課題を抽出し、制度改善に向けた整理を実施。 

 

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 15-4】「機構が実施するプロジェクト（技術協力、有償資金協力、無償資金協力）における
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ジェンダー案件比率」が目標値（40%）を約 80%上回る 72%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。 
 
（定性的実績） 
１．環境社会配慮  

年度計画の取組を着実に実施した。 
 
２．女性のエンパワーメントとジェンダー平等推進  

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。 
・ガイダンスノート「ジェンダーの視点に立った COVID-19 対策の推進」を策定したほか、新型

コロナ感染拡大下における女性・女児への影響に関する調査を実施するなど、情勢に迅速に対

応した。また、ブータンでは DV 防止啓発ムービーの放映や DV 被害者向けシェルター運営支

援、パレスチナでは帰国研修員による電話相談のホットライン開設支援など、具体的な協力を

展開した。 
 

３．不正腐敗防止 

年度計画の取組を着実に実施した。 
 

（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

を着実に実施したことから、全体として目標を上回る成果が得られているとまでは言えないもの

の、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＞  
引き続き環境社会配慮ガイドラインを適切に運用するとともに改定に向け取り組むこと、新型コ

ロナの影響も踏まえつつ女性のエンパワーメントとジェンダー平等推進に繋がる活動に一層注力

すること、不正腐敗防止に適切に取り組むことを期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.16 内部統制の強化 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、海外移住審議会最終意見書 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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

標） 
達成目標 目標値 / 年 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

内部統制のモニタリング実施回数 2 回 / 年183  2 回 2 回 2 回 2 回 2 回  

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：7.（4）、中期計画：5.（4） 
年度計画 
7.（4）内部統制の強化 
ア 内部統制を実施するための環境整備 
• 業務方法書等に基づき、機構の内部統制を機能させるために必要な規程等を整備し、必要に応

じて改定するとともに、研修等により職員の内部統制に係る一層の意識の向上に取り組む。 
• 性的搾取・虐待及びセクシャルハラスメント（SEAH：Sexual Exploitation and Abuse and Sexual 

Harassment）に関し、機構役職員及び業務従事者の規範を定めると共に、被害者支援に係る対

応方針を作成し、周知を行う。 
イ 組織運営に関係するリスクの評価と対応 
• リスク事案に対して適時・適切に対応し、再発防止策を講じる。リスクの分析と評価を行い、

その結果及びリスク対応状況をリスク管理委員会等の場で報告する。 
• 有償資金協力業務の適切な業務運営を確保するため、有償資金協力に係るリスクを適切に識

別・測定し、モニタリングを行う。 
ウ 内部統制の運用 
• 機構の内部統制が確実に実施されるよう、定期的に内部統制の実施状況をモニタリングし、結

果を役員に報告するとともに、機構内で周知徹底を図る。 
• 業務の有効性及び効率性を向上するため、機構の中期計画及び年度計画に基づく業務実績等評

価を行う。 
エ 機構内及び外部からの情報伝達体制の確保 
• 内部及び外部通報制度を適切に運用し、通報に対して迅速・適切に対処する。 
オ 内部監査の実施 
• 内部監査に関する国際的指針に従って内部監査を実施するとともに、監査結果のフォローアッ

 
183 2015 年度実績を基に設定する。2015 年度実績 2 回 
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プを着実に実施する。 
カ ICT への対応 
• 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成 30 年度版）」を踏まえて改

正した情報セキュリティ管理規程等について運用し、実績に基づいた改善事項等を必要に応じ

て規程等に反映させる。また、情報システム委員会及び情報セキュリティ委員会の開催や情報

セキュリティ対策推進計画の策定・レビューを通じて、情報システム統制や情報セキュリティ

に係る組織的対応能力を向上させる。 
• 情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するため、システム監視強化やログ取得期間の

延長等の具体的方策を検討し、可能なものから実施する。 
• EU 一般データ保護規則（GDPR：General Data Protection Regulation）対応について、必要性を

確認の上で、EU 各国において監督機関やデータ主体（EU に所在する個人）からの問合せに対

応する代理人を設置する。また、GDPR の運用も含め、個人情報保護の実効性確保のため、最

新のルールを順守する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 
• リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 
• 法令遵守強化に係る取組状況 

 

３－２．業務実績 

 

No.16-1 内部統制を実施するための環境整備  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

事務所管理における法務の知

識に係る海外拠点赴任前研修

回数 

12 回 184 12 回 12 回 12 回 11 回 回 

コンプライアンスに係る専門

家等赴任前研修回数 
12 回 185 12 回 12 回 12 回 9 回 回 

 

（1）内部統制関連規程の整備 

• 組織規程、職員就業規則及び職員就業規則運用細則（同一労働同一賃金、懲戒処分の公表）、文

書決裁に関する規程（在宅勤務時等の決裁事務）及び契約事務取扱細則（電子入札の実施を可能

とする条項追加）等の規程を改正し、機構の内部統制の推進に関する規程の整備を行った。 

• 職員就業規則、期限付職員就業規則、専門嘱託就業規則、事務スタッフ就業規則及び独立行政法

人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン等を改正し、性的搾取及び虐待について、セクシャ

ルハラスメント同様に禁止であることを明記した。 
 

（2）内部統制の組織内への浸透 

• コロナ禍による執務環境の変化等を踏まえた内部統制に係る意識の向上を図るべく、全職員に加

 
184  2015年度実績 
185  2015年度実績 
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え、派遣スタッフ等を新たに対象に加え、内部統制をテーマとするするオンライン研修（WBT：

Web-Based Training）を実施した。また、内部統制を構成する個々の事項（テーマ：情報セキュリ

ティ・個人情報保護、障害者差別解消推進）は、海外拠点の現地職員を対象とした研修を新たに

実施し、組織内への浸透を図った。内部統制上の重要なテーマ（コンプライアンス、入札談合防

止、調達制度、年度経営戦略、年度計画、業務実績評価等）については、セミナー・説明会を実

施し、組織内の理解促進を図った。 
 

（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 機構の内部統制を継続的に機能させるべく、引き続き、内部統制の推進に関する規程改正状況を

モニタリングする。また、組織内の内部統制に係る意識向上を図るため、内部統制に関連する各

種セミナー・研修（WBT 含む）を引き続き実施していく。 

 

 
  No.16-2 組織運営に関係するリスクの評価と対応  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

コンプライアンス  / 
リスク管理委員会  / 
有償資金協力勘定リ

スク管理委員会の開

催回数 

2回/2回/5回186 2 回/2 回/5 回 2 回/1 回/5 回 2 回/1 回/5 回 2 回/1 回/5 回 回 / 回 / 回 

 

（1）リスクの評価と対応に係る取組 

• 2019 年度に導入したリスク主管部等による検証作業を継続する形で、本部部署・拠点（海外拠点

及び国内拠点）において、自部署の業務に関わるリスクを特定し、当該業務への影響を評価する

とともに、当該評価に応じて適切なリスク低減に向けた対策を実施した（リスクの自己点検）。 

• リスク管理委員会において、上記自己点検の分析結果（新型コロナウイルス感染症対応態勢下に

おけるリスク、事故とリスク認識の関係性、リスク規模が高い主要なリスクの傾向等）の報告を

行うとともに、機構の主要リスク 187 の見直しを行った。 

• 有償資金協力勘定のリスク管理に及ぼす影響度分析・アカウンタビリティ確保 

有償資金協力勘定リスク管理委員会で、「債務支払猶予イニシアティブ（DSSI）」及び「DSSI 後

の債務措置に係る共通枠組」が有償資金協力勘定のリスク管理に及ぼす影響を分析。資産・負債

管理、信用力の変化が与信関係費用に与えうる影響と損益水準の見通しについて複数のシミュレ

ーションを実施し、有償資金協力勘定リスク管理委員会や理事会を通じて経営層へ報告するとと

もに、有償資金協力勘定への影響の可能性について対外的な情報開示等を行いアカウンタビリテ

ィの確保を図った。 

 

 
186  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
187  機構における主要リスク：機構の業務実施の障害になる要因（リスク）を網羅的に特定したものであり、

毎年実施する「リスクの評価及び対応（リスクの自己点検）」において、各部署がリスク因子を把握し、
評価を行う際の基準となるもの。 
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（2）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• コンプライアンス違反や事故を未然に防ぐため、リスクの自己点検の分析結果を踏まえ、リスク

事案に対する定期的な注意喚起、各種セミナー・研修（WBT 含む）を引き続き実施していく。 

 

 
  No.16-3 内部統制の運用  
 
（1）内部統制実施状況のモニタリング 

• 内部統制推進部門（総務部）が内部統制に関する実施状況（内部統制全般の強化につながった主

要な実績、内部統制上の課題、内部統制に関連する規程等の主要な改定実績及び取組実績、内部

統制に関連する委員会の開催状況）を取りまとめ、内部統制担当理事へ報告し、その結果を理事

会に報告した。 

• 監事による機構の業務に関する監査及び会計監査人による財務諸表に関する監査を受けるとと

もに、内部監査を実施した。 

 
（2）年度計画に基づく業務実績等評価の実施 

• 機構の中期計画及び年度計画に基づき、2020 年度実績に係る業務実績等評価を実施した。また、

業務の有効性及び効率性の向上を図るべく、本部部署・拠点（海外拠点・国内拠点）を対象に、

業務実績等評価に係るオンラインセミナーを開催した。同セミナーを通じ、2019 年度業務実績に

係る主務大臣による評価結果及び指摘事項等を機構内へ広く共有し、同指摘事項を踏まえた適切

かつ確実な対応を促進した。 

 

（3）事故発生時の対応 

• 法令違反等のコンプライアンスに係る事故が発生した場合は、事故の発生部署がコンプライアン

スに関する規程に基づく事故の所管部署に報告するとともに、事故への対応及び再発防止策を検

討・実施した。また、事故の所管部署が各部署・拠点における主要な事故の事案、件数、再発防

止策を取りまとめ、コンプライアンス委員会へ報告したほか、類似事故の発生が懸念される状況

においては事案に関係する部署から機構内に対して、事案の発生状況や留意事項をまとめて注意

喚起を行い、類似事故の未然防止を行った。 

 
（4）事業上の課題と対応方針 

• コンプライアンス違反や事故を未然に防ぎ、適切に内部統制を機能させることを目的として、引

き続き内部統制上の重要事項及び適切な対応策について機構内で十分な検討・審議を行い、組織

的な対応を図っていく。 

 

 
  No.16-4 機構内及び外部からの情報伝達の確保  
 
（1）外部通報制度及び内部通報制度の運用 

• 外部通報：外部通報窓口及び不正情報に係る相談窓口を通じた通報について、公益通報者保護法
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の趣旨に基づき通報者の保護を図りつつ、関係規程に基づき通報内容に応じて適切に対処した。

窓口の機能・趣旨及び通報者の属性に応じて、通報受領後の機構からの通報者への連絡方法を整

理し、周知した。 

• 内部通報：内部通報受付管理者を置き、内部通報専用メールアドレス、専用ポスト、郵送等を通

じて内部通報を受け付ける制度を設けている。内部通報の制度案内（日本語及び英語）を備え、

機構内ポータルサイトへの掲載、機構内の研修や赴任前研修、各種配布物への掲載、機構の契約

先への配布等を通じて、機構関係者及び機構の契約先に内部通報制度を周知した。また、通報が

あった場合には、公益通報者保護法の趣旨に基づき通報者の保護を図りつつ、関係規程に基づき

通報内容に応じて適切に対処した。 

• SEAH に関する取組の強化 

性的搾取・虐待及びセクシャルハラスメントについて、機構職員等から被害を受けた者が情報を

機構に伝達した後、得られた情報に適切に対応できるよう既存のフローを再整理している。 

 
（2）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 公益通報者保護法が改正されたことから、機構における外部通報・内部通報の制度を法改正に応

じた適切なものとしていく必要がある。 

 

 
  No.16-5 内部監査の実施  
 
（1）内部監査の実施 

• 内部監査基本計画に則り、内部監査に関する国際的指針に則して、以下のとおり定例監査及び特

定テーマ監査等を実施するとともに、監査結果に基づく改善実施状況等のフォローアップを実施

した。 

定例監査：有償資金協力信用リスク監査、個人情報管理 / 法人文書管理 / 情報セキュリティ監査、

拠点監査（沖縄センター、九州センター、二本松青年海外協力隊訓練所）を実施した。 

特定テーマ監査：新型コロナウイルス感染症対応態勢をテーマとした監査を実施した。 

その他：内部監査に関する国際的指針に則して 5 年ごとに実施している外部専門家による内部

監査の品質評価を実施した。 

 
（2）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響等による組織のリスクを踏まえる。 

 

 
  No.16-6 ICT への対応  
 
（1）ICT への対応 

• 「平成 30 年度版 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を踏まえた情報セキュ

リティ規程の改定に対応し、情報セキュリティ管理細則解説書の改訂を行った。また、情報シス

テム委員会及び情報セキュリティ委員会を開催し、情報システム整備計画の工程表・予算見込み、

情報セキュリティ対策推進計画を委員会で審議の上、策定した。同整備計画の下、各種監査対応、
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研修 / 訓練の実施、自己点検をおおむね予定どおり実施した。 

• 2020 年度は機構事業の業務委託先が運営するポータルサイトにおける不正アクセス（6 月公表） 

の他、外部クラウド型システムへの不正アクセス（3 月公表）事案が発生した。これらを受け、

前者については、業務委託先が運営する当該ポータルサイトの閉鎖、不正アクセスの解析を行う

とともに、全部署を対象とする情報セキュリティ・個人情報保護に関する自己点検を実施し、要

保護情報を扱う外部委託等の有無及び管理状況の確認を行った。また、後者については、第三者

からアクセスできないようクラウド型システムの設定変更、恒久対策として更新プログラムの適

用、不正なアクセスの確認及び影響範囲の調査を行い、適切に同事案への対応を行った。これら

一連の対応を踏まえ、2021 年度中に機構の規程・執務要領等の改正を行うこととしている。また、

情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するため、システム監視強化やログ取得期間の延

長等の具体的方策を検討し、対応を行ったほか、クラウド型システムを利用する場合のセキュリ

ティ管理及び定期的な見直しを強化する等、情報セキュリティ事案への対応強化に努めた。 

• コロナ禍における業務変化（リモートワークの増加等）への緊急対応として、外部接続増設や

Teams 等のコミュニケーションツールの導入、在外事務所からの一時帰国職員が使用するための

PC の調達等に対応し、これに伴うセキュリティ対策を見直した。また、リモートワーク環境整

備の進捗に伴い、クラウド化したシステムの監視方法やログ取得方法等が見直されることから、

そのセキュリティ強化を図るために具体的な検討及び実装を進めた。 

• EU 一般データ保護規則（GDPR：General Data Protection Regulation）対応について、最新のルー

ルを順守しつつ代理人の設置を行った。 

 
（2）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

現在、クラウド化等システム基盤の変更を進めているが、この変更に伴うセキュリティの強化を引

き続き実施する。また、2020 年度のセキュリティインシデントを受け、それぞれのシステムに対して

再発防止策に取り組む。 

 

 
（会計検査指摘事項への対応） 
 

平成 30 年度決算検査報告指摘事項（援助の効果が十分に発現していない事業として意見表示のあ

った ODA 案件 2 件）に関し、類似の給水事業の事業設計時における送水量の十分な検討、事業実施

機関等からの問題報告に対し改善のための助言を行った場合のその後の事業実施機関等との十分な

協議・検討について、機構内の関係部署に周知したことをもって、令和元年度決算検査報告において

処置済み事項となった。 

 

３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
業務実績報告書の「事業上の課題及び原因分析と対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを

期待する。また、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、情報セキュリティ事業への対応強化により努められたい。なお、監

事からのヒアリングでは、非常時にはコンプライアンス違反や内部統制の不備等のリスクが高まる

ことが指摘されているところ、新型コロナウイルス感染症の対応という非定型的な業務を行うに当
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たっても、十分内部統制が機能するよう留意ありたい。 
 

（2）対応： 
2020 年度は機構事業の業務委託先が運営するポータルサイトにおける不正アクセス（6 月公表）

の他、外部クラウド型システムへの不正アクセス（3 月公表）事案が発生した。これらを受け、前

者については、業務委託先が運営する当該ポータルサイトの閉鎖、不正アクセスの解析を行うとと

もに、全部署を対象とする情報セキュリティ・個人情報保護に関する自己点検を実施し、要保護情

報を扱う外部委託等の有無及び管理状況の確認を行った。また、後者については、第三者からアク

セスできないようクラウド型システムの設定変更、恒久対策として更新プログラムの適用、不正な

アクセスの確認及び影響範囲の調査を行い、適切に同事案への対応を行った。これら一連の対応を

踏まえ、2021 年度中に機構の規程・執務要領等の改正を行うこととしているほか、クラウド型シス

テムを利用する場合のセキュリティ管理及び定期的な見直しを強化する等、情報セキュリティ事案

への対応強化に努めた。 
本部部署・拠点（在外拠点及び国内拠点）にて実施したリスクの自己点検から、コロナ禍態勢下

におけるリスク認識が高まっているリスク項目及び傾向を洗い出し、機構全体が抱えるリスクの分

析を行った。同分析結果を踏まえ、内部統制に関するオンライン研修（WBT）の内容・対象者の拡

充を図り、コロナ禍による執務環境の変化等を踏まえた事故の防止に向けて取り組んだ。また、法

令等に基づいて実施する定例監査に加え、新型コロナウイルス感染症対応態勢監査及び内部監査の

品質評価を実施した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 評定：B 
根拠：評価指標の目標水準を着実に達成したことに加え、年度計画に照らして所定の成果をあげてい

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有償資金協力勘定のリスク管理に及ぼす影響度分析・アカウンタビリティ確保におい

て特筆すべき成果をあげた。また、②内部統制関連規程の整備・組織内への浸透・実施状況モニタリン

グ、③新型コロナ対応態勢下におけるリスクの評価と対応（自己点検）、④外部通報・内部通報制度の

周知と適切な情報伝達体制の確保、⑤コンプライアンスに係る事故発生時の対応等、機構内の内部統制

の環境整備に着実に取り組んだ。 

 

ア 内部統制を実施するための環境整備 
〇 内部統制関連規程の整備（組織規程、職員就業規則及び職員就業規則運用細則（同一労働同一賃金、

懲戒処分の公表、性的搾取・虐待の禁止）、文書決裁に関する規程（在宅勤務時等の決裁事務）及

び契約事務取扱細則（電子入札の実施を可能とする条項追加）））、倫理等ガイドラインの改正。 
〇 内部統制の組織内への浸透（WBT 実施：内部統制、情報セキュリティ・個人情報保護、障害者差別

解消推進。 
〇 各種説明会・セミナー実施：コンプライアンス、入札談合防止、調達制度、年度経営戦略、年度計

画、業務実績評価等）。 

 

イ 組織運営に関するリスクの評価と対応 
◎ 有償資金協力勘定のリスク管理に及ぼす影響度分析・アカウンタビリティ確保：新型コロナへの対

応として、同感染症拡大や 20 か国財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブで合意された「債

務支払猶予イニシアティブ（DSSI）」及び「DSSI 後の債務措置に係る共通枠組」が有償資金協力勘

定のリスク管理に及ぼす影響を分析。資産・負債管理、信用力の変化が与信関係費用に与えうる影



16-8 
 

響と損益水準の見通しについて複数のシミュレーションを実施し、有償資金協力勘定リスク管理委

員会や理事会を通じて経営層へ報告すると共に、有償資金協力勘定への影響の可能性について対外

的な情報開示等を行い、アカウンタビリティを確保。 
〇 リスクの評価と対応として、新型コロナ対応態勢下におけるリスクの自己点検・分析、リスク主管

部等による検証、主要リスクの見直し・改定。 
〇 リスク管理委員会にて、自己点検の分析結果（新型コロナ対応態勢下におけるリスク、事故とリス

ク認識の関係性、リスク規模が高い主要なリスクの傾向等）の報告、機構の主要リスク改定に係る

審議。 
 
ウ 内部統制の運用 
〇 内部統制の実施状況をモニタリングし、取りまとめた結果を役員と共有。コンプライアンス違反等

をコンプライアンス委員会に報告・調査し、再発防止策を検討・実施。 
〇 2020 年度実績及び第 4 期中期目標期間（見込）に係る業務実績等評価を実施。主務大臣による評

価結果及び指摘事項等を機構内へ広く共有し、同指摘事項を踏まえた適切かつ確実な対応を促進。 

 

エ 機構内外からの情報伝達の確保と運用 
〇 性的搾取・虐待及びセクシャルハラスメントについて、機構職員等から被害を受けた者が情報を機

構に伝達した後、得られた情報に適切に対応できるよう、既存のフロー再整理に着手。 
〇 外部通報・内部通報制度の周知と適切な情報伝達体制の確保。 
 

オ 内部監査の実施 
〇 内部監査基本計画に則り、内部監査に関する国際的指針に従い、定例監査及び特定テーマ監査（新

型コロナウイルス感染症対応態勢）等及び監査結果のフォローアップを実施。 

 

カ ICT への対応 
〇 「平成 30 年度版 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を踏まえた情報セキュリテ

ィ規程の改定に対応し、情報セキュリティ管理細則解説書の改訂。 
〇 コロナ禍における業務変化（リモートワークの増加等）への緊急対応として、外部接続増設やコミ

ュニケーションツールの導入に伴い、セキュリティ対策を見直した。また、リモートワーク環境整

備の進捗に伴い、クラウド化したシステムの監視方法やログ取得方法等が見直されることから、そ

のセキュリティ強化を図るために具体的な検討及び実装を推進。 
〇 2020 年度、機構事業の業務委託先が運営するポータルサイトにおける不正アクセスの他、外部クラ

ウド型システムへの不正アクセス事案が発生。各事案に対して不正アクセスの解析等、適切に対応

を行うとともに、これら一連の対応を踏まえ、再発防止策に係る諸策を検討・実行し、情報セキュ

リティ事案対策を強化。 

 

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＞  
新型コロナの流行を受け、業務における ICT の活用はさらに進んでいくものと認識。その反面、

情報セキュリティ上のリスクも増大すると考えられるところ、令和 2 年度には 2 件のインシデント
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が発生したことも踏まえ、改めて機構内でのリスク管理体制の強化や個々人のリテラシー向上に取

り組まれたい。 
 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・PSEAH(性的搾取・虐待・ハラスメントからの保護)は、世界的に取組が進んでおり、日本政府もセ

ーフガーディング・サミットでのコミットや、OECD-DACの勧告が出ており、JICA内でも PSEAHを

浸透させるべく、取組を一層強化すべきである。また民間を通じた草の根事業においても、申請

の要件に PSEAHの取組を含むべく、環境整備を行うべきである。 

・2019 年度の DAC対日開発協力相互審査において JICA のリスクマネジメント体制の確実な改善が

高く評価された点が評価できる。 

 



 

17-1 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.17 人事に関する計画 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱、平成 31/令和元年度開発協力重点方針 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難易度 【難易度：高】独立行政法人等に対し平成 32 年度末までに女性管理

職比率を 13.5％（平成 27 年度平均：機構は 12.8％）から 15％ま

で増やすことが政府方針で求められているが、これに比べ 33％高い

目標達成水準を設定しており、これを達成するには機構独自の創意工

夫を要するため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

女性管理職比率 20.0％ *188 

（2021 年度末） 
19.0％ 14.5％ 16.2％ 18.6％ 20.5％  

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所：中期目標 7.（5）、中期計画 10.（2） 

年度計画 
9.（2）人事に関する計画 
• 機構の働き方改革に係る方針（「Smart JICA3.0」）の下、多様な人材の多様な働き方を促進するた

め、働き方の選択肢の柔軟化やワークライフバランスの確保に向けた取組等を継続する。各種研修、

キャリア・コンサルテーション、他機関への出向等を通じて現地職員を含む職員等の能力強化に取

り組むとともに、ナレッジマネジメントの強化等の業務の質を高める取組を継続し、内外から評価

される組織を目指す。 
• 特に、働く場所・時間の更なる柔軟化や、研修や出向等を通じた外部パートナーとの共創促進に資

する人材育成と環境醸成に取り組む。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 
• 現地職員を含む多様な人材の活躍に資する、人事に関する施策の実施状況 
• 業務の高度化に対応し業務の質を高め、職員の主体的なキャリア開発を推進するための人材育成に

関する施策の実施状況 
 

 

 

 

 

 

 

 
188 政府の定める独立行政法人等における登用目標 15％（2020 年度末）を踏まえ , 同目標の 1.3 倍の達成

率として設定する。2015 年度末実績 12.8％ 
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３－２．業務実績 

 

No.17-1 人事に関する施策の実施状況  
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

現地職員向け研修の年

間実施件数 
228 件 189 452 件 423 件 447 件 318 件  

 

（1）働き方の柔軟化、コミュニケーションの活性化に向けた施策の実施状況 

• 働き方改革「Smart JICA 3.0」の推進：コロナ禍により大きく変化した外部・内部環境の下にお

いて、感染対策を取りつつ機構の事業を継続し、新たな課題への取組も推進するために、働き方

の抜本的な改革を進めた。具体的には、在宅勤務の上限日数撤廃や始業・終業時間の柔軟化等の

柔軟な勤務体制を導入するとともに、IT 環境の整備・拡充や各種業務のリモートでの実施体制を

構築することにより、コロナ禍以前と変わらない業務パフォーマンスを発揮できる環境を整備し

た。また、リモート環境下におけるパフォーマンスやチームワーク向上のために各部署で取り組

む優良事例を収集し、組織内で共有した。さらに、リモート化により複雑化した労務管理への適

切な対応のため、管理職向けのコンサルテーションを実施し、労務管理のポイント指導、困りご

との聞き取り、優良事例の共有等を行った。 

• 在宅勤務実施件数の大幅な増加：2020 年 2 月以降、新型コロナ感染拡大防止策として在宅勤務

の更なる実施促進（出勤人数の 5 割削減、回数制限の撤廃や出勤・在宅勤務との併用承認等）、

通勤ピーク回避のための就業時間の弾力化等を実施した。4 月の緊急事態宣言下では原則在宅勤

務となったが、緊急事態宣言解除後も、引き続き政府要請に基づき出勤人数を調整しつつ、柔軟

な働き方の推進を継続した。機構内のアンケートにおいて 9 割以上が週 1 回以上在宅勤務を実

施と回答しており、在宅勤務と出勤を組み合わせた勤務体制が定着してきていることが確認され

た。特に、在宅勤務実施件数が約 178,000 件（2019 年度約 8,000 件）となり、飛躍的に増加。ま

た、2020 年度は年間での在宅勤務実施率が 55％となり在宅勤務が常態の働き方となった。 

• 時間外勤務の大幅な減少：2020 年度も継続して時間外勤務削減に取り組んだ結果、機構における

2019 年度の時間外勤務時間は、2019 年度比で 17.5％減となった。 

• 働きがいに関する高評価の維持：機構が毎年実施している職員等意識定点調査の結果、機構が働

きがいのある組織かを問う設問において評価点 5 点中 3.89 となり、2019 年度（3.90）とはほぼ

横ばいであり、大企業（3.03）や、公務員（3.10）、全国平均（2.99）との比較においても高い数

値を維持した。 

• コミュニケーション活性化：組織の要となる課長等を対象とした「現職管理職研修」では、ティ

ーチングスキル、フィードバックスキル、コーチングスキルを用いた 1on1 ミーティングに関す

る講義・実習を行う等内容を拡充させた。社会人採用職員に対するメンタリング体制の強化を目

的に、従来新卒職員にのみ割り当てていた日常指導担当（メンター）を社会人採用職員にも割り

当て、各部門での人材育成とコミュニケーション強化に対する意識醸成を図った。組織横断的な

若手・中堅職員有志によるコミュニケーション活性化への取組である「Brand New JICA キャンペ

 
189  2015 年度実績 
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ーン」と連携し、リモート化におけるコミュニケーションや業務の工夫に係るセミナーを実施し

た。また、組織内の多様な人材リソースの一部を見える化し、部署を超えてキャリアや業務につ

いて職員同士が気軽に相談する環境支援として、メンタリング促進月間を 10 月と 2 月に開催し

た。 

• 育児・病気・介護と仕事の両立に対する支援：2020 年度も男性の育児参画を積極的に推奨し、男

性の育児休業取得者数は年間 17 人となった。男性職員の育児休業取得推進の一環として、国家

公務員に準じ育児休業を取得した場合の賞与期間率の一部適用除外、月途中の通勤手当の全額返

納不要措置を適用した。また、子連れでの海外赴任に係る負担を軽減すべく、海外でのベビーシ

ッター代の補助制度を導入した。育児休業後復職セミナー、育児や介護に関する座談会も継続し

て実施した。 

• シニア人材活躍促進策：毎年機構内で実施している「50 代セミナー」において、シニア世代の人

事制度についての事前学習ビデオや外部有識者（立命館アジア太平洋大学 出口治明学長）によ

るシニア人材に対する社会や組織側の期待に関する講演、職員 OB の経験談等を拡充した。その

結果、80％を超える参加者が「有益であった」と受講満足度を評価した。また、定年退職を迎え

た職員が、各自の業務経験や働き方に対する指向に基づいてより広い業務を担うことができるよ

う、再任用職員の活躍の場を広げた。 

• 副業・兼業の緩和：社内インターンを活用した調査・検討に基づき、講演等報酬の個人受領を国

家公務員同様に 2019 年度に解禁している。2020 年度は、副業・兼業についての機構内での周知

に努めた。 

 

（2）現地職員に関する施策の実施状況 

• 現地職員の管理・育成に関する体制の強化：海外拠点の労務管理に係るリスク低減のために、労

務管理の参考資料として、現地職員の労務管理に関する過去のトラブル事例・教訓等を取りまと

めた事例集を新たに策定し、全海外拠点に共有した。また、事例集を活用した現地職員の労務管

理に関する研修を計 7 回実施し、約 100 人の職員（主に管理職）が参加した。現地職員の一層

の活用のために、他類似機関等の給与水準と乖離が大きい海外拠点については、各拠点からの相

談を踏まえ、給与水準の引き上げを行った。また、コロナ禍において、現地職員が安心して勤務

できる環境を整備するため、在外拠点においても在宅勤務や時差出勤を導入するとともに、医療

保険の加入状況の再確認を行い、必要な拠点については保険の見直しを実施した。 

• 現地職員の能力強化：2020 年度は現地職員向けの内部研修「JICA アカデミー英語版」は休止と

し、日本人・現地職員を含む研修体系の全般的な見直しに注力した（新研修体系は 2022 年度開

始を想定して検討を進めている）。加えて、2019 年度以降、日本・域内において短期間で実施さ

れる各種研修（経理、調達、債権管理、環境社会配慮等）（オンライン含む）を取りまとめ、全

海外拠点に共有した。さらに、1 年程度の期間、所属事務所を離れ、機構本部にて様々な援助手

法や課題に取り組む研鑽機会を提供する制度整備を進め、4 人の現地職員の受入準備を進めた

（新型コロナ感染拡大により受入が延期されていたが、1 月にタイから 1 人を受入）。 

 
（3）業務の質・効率の向上に向けた施策の実施状況 

• イノベーションの推進：2019 年度に引き続き、「イノベーションの推進に向けた組織文化の醸成」

に向けて、職員等の人事評価にイノベーションの推進に係る項目を設定するとともに、各人の個
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人目標にイノベーションの推進に資する具体的事項を含めるよう慫慂した。理事長表彰の際には、

コロナ禍でのイノベーティブな取組の応募を特に勧奨し、組織文化を醸成した。 

• ナレッジマネジメントの推進：研修・出向経験者による経験共有セミナー開催（計 9 回）を継続

するとともに、職員間の自発的なナレッジ共有・蓄積の推進を目的とした勉強会（計 17 回）の

実施を支援した。 

• 従来の特定職登用制度に加えて、有期雇用職制からの総合職登用制度を開始し、総合職 14 名、

特定職 23 名の即戦力人材の採用を行った。 

 
（4）事業上の課題、及び原因分析と対応方針 

• 人事制度全体の見直しの中で、人生 100 年時代を見据えたシニア人材の活用・処遇方針の検討、

経営課題が変化するなかで職員等が専門性・能力を発揮して成果を出すための制度検討に引き続

き取り組む。 
 

  No.17-2 人材育成策の実施状況  
 

関連指標 基準値 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

職員の外部機関との国際連携

（長期・短期で国際機関・二国

間援助機関等での業務を行う

人事交流） の派遣件数 

13 件 190 34 件 35 件 17 件 14 件  

キャリア・コンサルテーション

の実施人数 
42 人 191 48 人 54 人 36 人 40 人  

 

（1）職員の能力強化と中核的な人材を育成するための施策の実施状況 

① キャリア開発に向けた研修等 

• 女性管理職割合の目標前倒し達成：今中期目標期間の定量目標である女性管理職割合20.0％以上

を、2020 年度末事前で 20.5％となり、同目標を 1 年前倒しで達成した。 

• 若手・中堅職員の能力開発の機会の提供：コロナ禍にあっても職員本人の意思を確認した上で博

士号・修士号の取得を目的とした国内・海外研修を継続した（2020 年度は 9 人派遣）。職員の

主体的なキャリア開発を支援すべく、社内公募ポストを 2019 年度と同程度の数を設けた（2018 

年度 9 件、2019 年度 20 件、2020 年度 19 件）。また、所属部署以外の業務に従事できる機会

の拡充に努め、機構内インターン制度を継続して実施した（2020 年度は 23 件募集、15 件 19 人

実施）。さらに、各職員の業務量の 30％を上限として自らの発意で機構内の他部署の業務に従事

できる制度を 2019 年度に続けて実施した（1 件）。 

• 予算執行管理や安全対策に係る能力強化：2019 年度から引き続き、職階別研修において管理・財

務リテラシーの向上及び予算管理マインドの醸成を目的とした講義を実施した。また、人事評価

 
190  前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均 
191  前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均 
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の面でも、各職員の目標設定において予算執行管理に関する取組項目を含めるよう慫慂するとと

もに、2019 年度に引き続き評価項目に「予算執行管理の意識」に関する項目を含め、意識強化を

図った。安全対策の主流化に向けて、新入職員導入研修や管理職研修（新任管理職、執行職）で

安全管理に関する講義を継続して実施した。 

• 海外 OJT オンラインの実施：新型コロナの影響を受け、例年 7 月～ 10 月に実施している新入

職員向け海外 OJT の実施を見合わせ、2021 年度中の実施を目指すこととした。その補完として、

海外 OJT オンラインを初の試みとして実施した。機構カンボジア事務所及びカンボジアで実施

中の無償資金協力の現場や技術協力プロジェクト関係者と接続し、現地の工事現場の様子をバー

チャルで視察した上での質疑応答や、技術協力プロジェクトのケーススタディを題材とした議論

を行った。入構直後から在宅勤務が続き現場感を学ぶ機会が非常に限られていた新入職員に対し、

現地の様子を理解する機会を提供した。 

• 職階別研修及び JICA アカデミーの一部講義を動画化：職階別研修及び JICA アカデミーの各自

で学べる知識部分については研修当日までに事前に学習するよう、一部の講義を動画化した（全

27 講義）。研修当日は、講師と受講者間または受講者間での質疑応答・意見交換・ディスカッシ

ョンの時間により多くの時間を充てられるよう改善した。また、動画は機構内で公開し、研修対

象者以外でも視聴可能とした。 

• 外部パートナーとの共創マインド強化：2019 年度の機構全体の取組の柱である「国内連携の一層

の強化」を意識し、2020 年度も主任調査役・主事研修において外部パートナーとの関係強化・意

識醸成を目的とした講義を継続した。また、社内インターンの一部として NGO で業務経験を積

める機会を確保し、1 件実施した（もともと 2019 年度末に実施予定だったが新型コロナウイル

スの影響を受けて 2020 年度後半に実施となった）。 

• 女性管理職養成に向けた取組：人事院が実施する「女性管理職養成コース」に職員を 1 人派遣し

た。 

• マネジメント能力の強化：2019 年度に引き続き、登用後一定期間を経過した現職の課長や次長向

けの研修を強化する形で、指名研修として実施した。同研修において、マネジメントの要諦であ

るコミュニケーションの強化を目的とした 1on1 ミーティングに関する講義・演習を追加した。

また、広くコーチングスキルを広めるため、機構職員等を対象としたコーチングセミナーをオン

ラインで開催し、190 人を超える参加を得たほか、実践を含むコーチング勉強会（3 回シリーズ 

× 2 回）を実施し、管理職 16 人を含む計 50 人が参加した。 

• 国際協力人材に係る整理：日本国内の人口減少や少子高齢化により国際協力人材が枯渇し始めて

いるという危機意識の下、職員のみならず専門家や民間企業等を含め全ての国際協力に携わる人

材像・獲得・育成方針について見直し整理を進めている。並行して、国際協力人材向けに実施し

ている各種研修の体系全体の見直しに着手した。 

 

② 他機関への出向、外部研修への参加等 

• 職員のキャリア形成と他機関等との連携促進のため、国際機関、省庁、大学、自治体等への職員

派遣を継続した（80 人）。そのなかで、地方創生や外国人材受入に貢献する人材の育成に関する

熊本県との連携協定に基づく出向や、民間企業との連携促進及び課題分析・解決策提案能力の向

上の観点からコンサルティング会社への出向等、経営課題に即した新規出向を行った。 

• 職員提案型の実務経験型専門研修を新規で 2 件実施し、国際機関や海外・国内の民間企業等外部



 

17-6 

組織での研鑽機会を提供した。 

 
（2）事業上の課題、及び原因分析と対応方針 

• 人事制度の見直しのなかで、中長期的な人材育成の枠組みや主体的なキャリア開発につながる施策

を検討するとともに、職員含む国際協力人材の能力強化の施策としての研修体系の見直しを引き続

き実施する。 
 

３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
業務実績報告書に記載されている各事項の「事業上の課題，及び原因分析と対応方針」に沿った

改善方針に取り組むことを期待する。また、機構事業におけるジェンダー主流化を推進すると同時

に、機構内においても、定量指標である 2021 年度末の「女性管理職比率」20％が達成できるよう、

更なる取組の強化を期待する。 
 

（2）対応： 
2019 年度の業務実績報告書において、各事項の「事業上の課題及び原因分析と対応方針」とし

て示した課題について着実に対応した。また、ジェンダー主流化の更なる進展に向けて、機構内の

ジェンダー責任者及び担当者会議での情報共有や、女性職員のキャリア形成を支援すべく研修やセ

ミナーなどの機会を継続して提供するとともに、女性管理職比率の目標値達成を意識した管理職登

用を進め、2020 年度に 20.5％を達成した。 
 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 評定：A 
根拠：評価指標において目標水準を大幅に上回る成果をあげている（中期計画全体の目標を 1 年前

倒しで達成）ことに加え、年度計画及び難易度の設定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「Smart JICA 3.0」の推進、②在宅勤務の大幅な増加、③時間外勤務の大幅な減少、

④ 働きがいに関する定点調査の高評価維持等、特筆すべき成果をあげた。また、今中期目標期間の

定量指標 
である女性管理職割合（20.0％）を、1 年前倒しで実現した。 
1. 人事に関する施策の実施状況 
◎ 働き方改革「Smart JICA 3.0」の推進【③】：在宅勤務の上限日数撤廃や始業・終業時間の柔

軟化等の柔軟な勤務体制を導入、IT 環境の整備・拡充や各種業務のリモートでの実施体制を構

築。 
◎ 在宅勤務実施件数の大幅な増加【③】：在宅勤務実施件数が約 178,000 件（2019 年度約 8,000 

件）となり、飛躍的に増加。また、2020 年度は年間での在宅勤務実施率が 55％となり在宅勤

務が常態の働き方に。 
◎ 時間外勤務の大幅な減少【③】：2020 年度の時間外勤務時間は 2019 年度比で 17.5％減。 
◎ 働きがいに関する高評価の維持【③】：機構が実施した職員等意識定点調査の結果で、機構が

働きがいのある組織かを問う設問において評価点5 点中3.89 となり、2019 年度（3.90）とはほ

ぼ横ばいであり、大企業（3.03）や、公務員（3.10）、全国平均（2.99）との比較においても高

い数値を維持。 
◎ 女性管理職割合の目標前倒し達成【③】：今中期目標期間の定量目標である女性管理職割合 
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20.0％以上を、1 年前倒しで達成（20.5％）。また、機構女性職員（管理職）の紹介記事が朝日

新聞にも掲載。 
〇 コミュニケーション活性化に向け、現職管理職研修の内容拡充、社会人採用職員へのメンター

割当、キャリアや業務について職員同士が気軽に相談できるメンタリング促進月間の開催等。 
〇 男性職員の育児休業取得推進として、国家公務員に準じた育児休業を取得した場合の賞与期間

率の一部適用除外、海外でのベビーシッター代補助制度の導入。 
〇 他類似機関等の給与水準と乖離が大きい海外拠点での給与水準の引き上げ、在外拠点での在宅

勤務や時差出勤の導入、現地職員の労務管理に関する過去のトラブル事例・教訓等事例集を策

定、共有。 
〇 職員等の人事評価における「イノベーションの推進に係る項目」の設置継続、経験共有セミナ

ーや勉強会の開催を通じたナレッジマネジメントの推進。 
 

2. 人材育成策の実施状況 

〇 博士号、修士号取得を目的とした国内・海外研修に 9 人派遣。機構内インターン制度を継続

（15 件） 。 

〇 新型コロナの影響を受け、新入職員向け海外 OJT をカンボジアと接続したオンライン形式で

実施。 

〇 国際機関、省庁、大学、自治体等への職員派遣を継続（80 人）。機構内の経営課題に即し、新

規に熊本県やコンサルティング会社にも新規に出向。 
 

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 17-3】「女性管理職比率」が目標値（19%）を上回る 20.5%となっており、中期目標期間にお

いて着実に指標達成に向け進展していると考えられる。 
 
（定性的実績） 
１．人事に関する施策の実施状況（【指標 17-1】現地職員を含む多様な人材の活躍に資する、人事

に関する施策の実施状況） 

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。 
・「Smart JICA 3.0」と銘打って働き方改革を推進し、リモートでの業務体制整備や柔軟な勤務体

制の導入を行った。こうした取組により、新型コロナ感染拡大下における在宅勤務に適切に対

応した。また、時間外勤務は 2019 年度比で 17.5%減となった。 
・職員等意識定点調査の結果、機構が働きがいのある組織かを問う設問において評価点 5 点満

点中 3.89 となり、2019 年度（3.90）から横ばいで、他組織との比較においてもかなり高い水

準を保っていることは重要な成果と言える。 
 

２．人材育成策の実施状況（【指標 17-2】業務の高度化に対応し業務の質を高め、職員の主体的な

キャリア開発を推進するための人材育成策の実施状況） 

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。 
・機構内公募や機構内インターン、博士号取得を含む国内・海外研修、自治体・民間企業を含む

職員出向など、職員のキャリア開発に資する取組を新型コロナの影響下でも多数行った。 
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（結論） 

以上により、定量指標が年度目標値（19%）を超えるとともに中期目標値（20.0%）を前倒しで達

成していること、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、それら成果を目標において難易度「高」とされた項目において達成して

いることから、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め、「A」評価とす

る。 
具体的には、政府の重要政策である働き方改革を積極的に推進しているほか、リモートでの業務

体制整備等を通じ新型コロナ感染拡大に適切に対応したこと、職員の働きがいについて引き続き高

い水準を保っていること等の成果があった。 

 
 ＜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、新型コロナ感染拡大を受けたテレワーク等の実施について引き続き取り組ま

れたい。 
 国際協力人材に係る方針の整理を開始したとある点、専門知識とそれを伝達可能な語学等のコミ

ュニケーション能力、そして国際業務に関与する意思を持つ国際協力人材の枯渇は、既に喫緊の課

題となっている。整理の結果が具体的取組及びその成果として結実することを強く期待する。 
 また、第 5 次男女共同参画基本計画においては、独立行政法人、特殊法人及び認可法人における

役職員の各役職段階に占める女性の割合について、令和７（2025）年度末までに、部長相当職及び

課長相当職を 18%、役員を 20％とする成果目標を掲げているところ、同計画を踏まえ更なる取組

を期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・世界的にみても、日本国内のジェンダーの取組が遅れている。ジェンダー指数でも世界の中で 120

位と極めて低く、特に企業・組織内の女性の管理職比率が著しく低い中で、JICA は管理職比率が

目標の 20％を超えたことは大いに評価されるべきであろう。一方で理事の女性比率は改善され

るべきであり、理事を派遣している省庁にも、それを求めるべきである。 

・コロナ禍においてリモートで事業を形成・実施する過程で、ナショナルスタッフ活用の重要性に

ついて改めて認識がなされたと思料。ナショナルスタッフが有する付加価値（現地関係者とのネ

ットワーク、現地の開発課題への専門性、事業の進め方等）を最大限活用するべく、組織内の意

思決定過程へのナショナルスタッフの関与や、ナショナルスタッフとの情報共有のあり方（組織

文書の英文化含む）、ナショナルスタッフの管理職への登用や管理的な役割の付与等、一層推進

する必要があるのではないか。他ドナーが、ナショナルスタッフが有する専門性や付加価値を最

大限活用するために、どのような施策を実施しているか調査の上、参考になる点は JICA も積極

的に導入する等してはどうか。 

・中期目標が掲げる女性管理職比率 20％を早期に達成した点は評価できる。他方、本部課長・企画

役クラスのみならず、経営層（理事長、副理事長、理事）、本部部長、国内拠点、在外拠点におい

ても積極的に女性が登用されるような方策・制度・環境整備等が必要なのではないか。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.18 短期借入金の限度額 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし，中期計画：7. 
年度計画 
7. 短期借入金の限度額 
一般勘定 670 億円、有償資金協力勘定 2,900 億円 
【理由】 
• 一般勘定については、国からの運営費交付金の受入れ等が 3 か月程度遅延した場合における職

員への人件費の遅配及び事業費の支払遅延を回避するため。有償資金協力勘定については、借入

金償還と貸付金回収の短期資金ギャップ、国際協力機構債券発行時の繋ぎ、貸付実行額の急激な

変動等に機動的・効率的に対処するため。 

 

３－２．業務実績 

• 一般勘定については、2020 年度内の短期借入金の実績はない。 

• 有償資金協力勘定については、限度額の範囲内において、短期資金のギャップに対応するため、

2020 年 5 月に 9,760 万米ドル（約 104 億円相当）の借入を行い、9 月中に返済を行った。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.19 
不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合に

は、当該財産の処分に関する計画 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし，中期計画：7. 
年度計画 
8. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 
• 相武台職員住宅については令和 2 年度末までに譲渡し、これにより生じた収入の額の範囲内で主務大

臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付する。 

 

３－２．業務実績 

• 相武台職員住宅を売却し、主務大臣が定める基準により算定した金額 2.18 億円を「独立行政法

人通則法」第 46 条の 2（不要財産に係る国庫納付等）及び「独立行政法人の組織、運営及び管

理に係る共通的な事項に関する政令」第 7 条（中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫

納付） の規定に基づき国庫に納付した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.20 施設及び設備に関する計画 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
令和 2 年度行政事業レビューシート番号 0145 独立行政法人国際協力機

構運営交付金、0146 独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金 
 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし、中期計画：10.（1） 
年度計画 
9.（1）施設及び設備に関する計画 
・ • 効果的、効率的に業務を運営するため、予防保全の観点を踏まえた老朽化対策等、既存

の施設・設備の整備改修等を実施する。 
 

３－２．業務実績 
• 保有施設を適切かつ計画的に維持監理・改善することを目的とした中期整備計画に基づき、2020 

年度に計画した設計・工事を実施した。 

• 国内拠点の老朽化対策として、市ヶ谷ビルの自動制御設備更新、横浜センターの中央監視設備更

新、九州センターの動力盤改修等の工事を施設整備費補助金等により実施した。 

• また、第 3 期中期目標期間に生じた一般勘定の積立金及び債権等の回収により取得した資産（回

収金）を活用して実施中の北海道センター（帯広）、筑波センター、二本松青年海外協力隊訓練

所に対する大規模改修工事について、関連の設計業務を終了し、工事を開始した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.21 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし、中期計画：9. 
年度計画 

8. 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 
• 剰余金が発生した際は、中期計画の達成状況を見つつ、事業の改善・質の向上に資する業務及び

施設・設備の整備に必要な経費に充てる。なお、運営費交付金で賄う経費の節減により生じた利

益に係る目的積立金の使途については、上記のうち運営費交付金で賄う経費に限る（別途措置さ

れる補助金等で賄う経費を除く。）ものとする。 
 

３－２．業務実績 

• 「独立行政法人通則法」第 44 条第 3 項により中期計画で定める使途に充てることができる剰余

金（目的積立金）はない。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.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 
（機構法第 31 条第 1 項及び法附則第 4 条第 1 項） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和 2 年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
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

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし、中期計画：10.（3） 
年度計画 
9.（3）積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱いに関する事項（独立行政法人国

際協力機構法（平成 14 年法律第 136 号）第 31 条第 1 項及び附則第 4 条第 1 項） 
 

• 前中期目標期間繰越積立金は、直前の中期計画においてやむを得ない事由により中期目標期間

を超える債務負担としている契約（有償資金協力業務を除く。）、前中期目標期間中に発生し

た経過勘定等の損益影響額に係る会計処理等に充てる。 
• 前中期目標期間中に回収した債権又は資金で、独立行政法人国際協力機構法施行令（平成 15 

年政令第 409 号）附則第 2 条の定めるところにより主務大臣の承認を受けた金額については、

施設・設備の整備、改修等の財源に充てることとする。 
 

３－２．業務実績 

• 第 3 期中期目標期間の最終事業年度の積立金（429.1 億円）のうち 348.8 億円について、前中期

目標期間繰越積立金として、やむを得ない事由により第 3 期中期目標期間中に完了しなかった

業務の財源に充当することが 2017 年 6 月に主務大臣に承認された。2020 年度は 2016 年度予

算で契約した業務の経過勘定等の損益影響額や 2020 年度支出分等に 10.3 億円 192 を充当し、

前中期目標期間繰越積立金の残高は 13.8 億円 193 となった。 

• 第 3 期中期目標期間中に回収した債権又は資金（28.2 億円）は全額が第 4 期中期目標期間中の

既存施設改修の資本的支出の財源に充当する計画として主務大臣から承認された。2020 年度は

北海道センター（帯広）、筑波センター、二本松青年海外協力隊訓練所の施設・設備の改修に係

る経費として 15.4 億円 194 を充当し、残高は 11.5 億円 195 となった ｡ 

• 独立行政法人国際協力機構法附則第 3 条第 1 項に基づく、廃止前の国際協力事業団法（昭和 49 

年法律第 62 号）第 21 条第 1 項第 3 号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権

の回収のうち、鉱工業の開発に係るものの回収は令和 2 年 4 月をもって完了した。 

 
192 暫定値 
193 暫定値 
194 暫定値 
195 暫定値 


