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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.4 
地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の

構築 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、パリ協定、仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ 2）、
美しい星への行動 2.0（ACE2.0）、環境インフラ海外展開基本戦略、横浜

行動計画 2019（TICAD 7）、マリーン（MARINE）・イニシアティブ 

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】 

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 

①主要なアウトプット情報

（定量指標） 

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

防災分野に係る育成人材数 8,000人/ 年68 8,000 人 22,700 人 21,893 人 26,115 人 16,828 人  

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

支出額（百万円） 18,901 19,047 16,777 13,018 69  

 

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.（4）、中期計画：1.（4） 

年度計画 

1.（4）地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築 

ア 気候変動 
• 開発途上地域の低炭素かつ気候変動に対して強靭な社会づくりに資する事業を実施する。 
• 特に、パリ協定の下で開発途上地域に求められる自国が決定する貢献（NDC）の策定・改定、

国家適応計画の策定・改定、国家温室効果ガスインベントリの作成・更新等、各種取組の遂行

に必要な能力強化に資する事業の形成・実施を民間資金の動員も視野に入れて支援する。 
• 気候変動のための方針や事業の計画段階での気候変動対策に係る助言等を通じ、他の分野の事

業計画で気候変動の分析を行い、必要に応じた気候変動の緩和策・適応策を組み込み、気候変

動対策の主流化を促進する。 
• 国連気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate Change）の

下に設置された資金メカニズムである「緑の気候基金」（Green Climate Fund：GCF）の一層の

活用に向け、事業形成を推進する。 
• UNFCCC 第 26 回締約国会議（COP26）でサイドイベントを開催し、機構の気候変動対策分野

の協力方針、成果・教訓等を発信する。 
イ 防災の主流化・災害復興支援 
• 自然災害に対して強靭な社会づくりの推進とともに、「仙台防災枠組」のアウトプットターゲ

 
68 日本政府公約である仙台防災協力イニシアティブに示されている達成目標を基に , 機構貢献分を 80％と

して想定して設定する。仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015 年から 2018 年に 4 万人 
69  暫定値 
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ットを達成すべく、各国の中央・地方防災機関や防災事業実施機関の能力強化及び事前防災投

資を推進する事業を形成・実施する。 
• 開発途上地域や国際社会での防災の主流化を推進する。特に、アジアにおける主流化の優良事

例を形成し、事前防災としての強靭なインフラ事業の形成を図る。また、災害発生時には切れ

目のない支援を行うべく、迅速に災害や支援ニーズに係る情報を収集し、関係者間で共有し、

支援策に反映する。その際、より良い復興（BBB：Build Back Better）の概念（災害復興過程を

通じて災害リスクを削減すること）を被災国と共有する。 
• 「仙台防災協力イニシアティブフェーズ２」の貢献に向けて、防災行政官と実務者を育成する。

また、防災機関のネットワーク等を活用し、防災計画の策定とそれに基づく防災への事前投資

等の仙台防災枠組で優先度の高い事項を支援し、国連の主催する世界防災会合等において、そ

の成果を発信する。インドネシア、モザンビークでは、BBB の概念に基づき、引き続き日本の

知見を踏まえた地震津波等災害からの復興を支援する。 
ウ 自然環境保全 
• SDGs 及び気候変動対策への貢献を念頭に、自然環境保全と人間活動との調和の実現に向けた

事業を実施するとともに、開発における自然環境保全・生物多様性の主流化を推進する。 
• スケール及びインパクトの確保の観点から、いずれの取組においても、民間企業を含む多様な

ステークホルダーとの連携及び外部資金・寄付金の活用を促進する。また、COP26 や生物多様

性条約第 15 回締約国会議（COP15）等の機会に、これらの取組に係る機構の貢献を発信する。 
• 気候変動緩和策として、持続的森林管理・REDD+（Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation in Developing Countries）の成果払いに向けた取組を継続することに加え、泥

炭地管理支援も推進する。気候変動適応策として、統合的流域管理を念頭に自然資源を活用し

た防災・減災（EcoDRR：Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）や土壌劣化対策を促進する。

機構が国連砂漠化対処条約事務局と共同事務局を担っている「サヘル・アフリカの角砂漠化対

処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ」においては、セネガル、ケニア及び国際

機関等と連携したサイドイベント等の実施、研修、知識共有のための SNS を使った発信等を

行い、参加国における適応策に貢献する。また、メコン地域においては、自然環境保全・生物

多様性の主流化にも資する統合的流域管理及び防災・減災の取組を促進する。 
• 森林ガバナンスの向上を含む持続的森林管理と住民の生計向上への貢献に向けて、衛星やドロ

ーン等のリモートセンシング技術の活用を推進する。また、森林減少・劣化防止の実効性を一

層高めるためAI を用いた熱帯林減少の要因分析・予測を行う。 
• ポスト愛知目標も念頭に、保護区とその周辺地域の連続した生態系において、生物多様性の保

全と持続可能な利用の確保に取り組む。特に沿岸域における自然環境保全に関しては、グリー

ン経済の推進を念頭に民間セクターとの連携を強化する。能力の強化等を支援する。能力の強

化等を支援する。能力の強化等を支援する。 
エ 環境管理 
• 都市部を重点とした環境の改善、持続可能な経済社会システムの構築及び行政能力強化に向け

て、日本の政府・自治体及び民間企業の知見・技術の活用にも留意しつつ、事業を形成・実施

する。 
• 特に、アジアを中心とする大都市における廃棄物の減量化に向けた対策として、3R（Reduce、

Reuse、Recycle）の推進に加え、大洋州では「3R プラス Return」の試行に向けた調査を行う。

また、Waste to Energy（廃棄物からのエネルギー回収）の導入適格国への具体的な支援を進め

る。加えて、G20 大阪サミットで合意された海洋プラスチックごみ対策の推進のため日本政府

が提唱した「マリーン・イニシアチブ」に資する事業を形成・実施する。 
• 「アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP：African Clean Cities Platform）」に関し、

「ACCP 横浜行動指針」に示された各種活動の具現化に資する事業形成・実施を進める。 
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• 水質汚濁防止に関し、水環境行政や汚水処理事業の実施能力強化及び事業形成に重点的に取り

組む。特に、都市等における衛生事業の形成・実施に、民間企業や他ドナー等のアクターと連

携しつつ取り組む。 
• また、開発途上地域の開発事業における適切な環境社会配慮の確保に向け、政策 ･ 法制度整

備や実施能力の強化等を支援する。 
オ 食料安全保障 
• 「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）フェーズ 

2」の目標達成に向けた事業を形成・実施する。また、CARD 事務局による加盟国及び運営委

員会メンバー機関との協議・情報共有、並びに、複数拠点国における稲作人材育成に係る支援

を通じ、RICE（Resilience、Industrialization、Competitiveness、Empowerment）アプローチに基づ

く、稲作振興の取組に貢献する。 
• 水産資源管理については、これまでのコマネジメント分野の協力の知見をベースに、ブルーエ

コノミーの枠組みの下、民間主導のフードバリューチェーンとも連携し、水産資源の持続的利

用と零細漁民の所得向上に資する事業に取り組む。違法・無報告・無規制（IUU：Illegal, 
Unreported and Unregulated）漁業対策についても、水産資源管理の実効性を担保する重要な取

組を継続的に実施する。 
• 畜産振興による中小規模農家の生計向上及び経済的発展に資するため、畜産分野のバリューチ

ェーン構築を図ると共に、「One Health」の理念を踏まえた人獣共通感染症と家畜衛生につい

て、口蹄疫対応や獣医師の能力向上支援に取り組む。 
• 農業の気候変動に対するレジリエンス強化に向けて、サブサハラ地域等において、SATREPS 案

件を含む事業（天候インデックス型保険案件等）を形成・実施する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.①参照） 

• 低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資する、気候変動対策に係る支援の

実施及び機構内における気候変動主流化の取組状況（SDGs Goal 13 及び 1（1.5）、2（2.4）、

7（7.2、7.3）、11（11.3、11.5）、15（15.2、15.3）関連） 
• 自然災害に対して強じんな社会づくりに資する、防災の主流化及び被災国に対するビルドバッ

クベターの考え方に基づく支援の実施状況（SDGs Goal 9、11（11.5、11.b）、13（13.1）関連） 
• 国内外の関連機関との連携を含む、自然環境保全に係る支援の実施状況（SDGs Goal 6（6.6）、

13、14（14.2、14.a）、15（15.1、15.2、15.3、15.9）関連） 
• 我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管理分野の政策･ 法制度や管理態

勢の構築、能力強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 3（3.9）、6（6.2、6.3）、11（11.6、11.b）、

12（12.1、12.4、12.5）、13（13.2）関連） 
・ • 食料安全保障に資する、CARD への貢献を含む持続可能な農業の推進及び水産資源の利

用に係る支援の実施状況（SDGs Goal 2（2.1、2.3、2.4）、14（14.4、14.7）関連） 
 

３－２．業務実績 

 

  No.4-1 気候変動  

 

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

気候変動対策分野に係

る研修実績数 3,187 人 70 4,625 人 3,320 人 1,700 人 2,214 人 人 

 
70  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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（1）気候変動に係る国際枠組みへの貢献 
• パリ協定の下で開発途上地域に求められる「自国が決定する貢献」（NDC：Nationally Determined 

Contribution）の策定・改定、国家適応計画の策定・改定、国家温室効果ガスインベントリの作成・

更新等、各種取組の遂行に必要な能力強化に資する事業を実施した。新型コロナ感染拡大に伴い

本邦研修が実施できないなか、課題別研修「気候変動に係る「国が決定する貢献」策定・実施に

向けた能力強化」を遠隔研修として実施した。 
• 「緑の気候基金（GCF）」を活用した事業形成の推進・初の GCF 受託：「緑の気候基金（GCF：

Green Climate Fund）」に関し、ベトナム及びラオスを対象とした REDD+（開発途上地域におけ

る森林減少・劣化に由来する排出の抑制、並びに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積

の増強）成果支払案件に係るコンセプトノート（以下「CN」）をそれぞれ作成し、GCF 事務局

へ提出した。2020 年度末までに提出した CN は計 8 件となった。このうち、東ティモールを対

象とした住民主導型天然資源管理事業については、ファンディングプロポーザル（以下「FP」）

を 2020 年 6 月に GCF 事務局へ提出した。2020 年度末までに提出したFP は、2019 年度提出分

1 件（モルディブ）を含め、計 2 件となった。東ティモールの事業は、2021 年 3 月に開催され

た第 28 回 GCF 理事会において承認され、機構にとって初めての GCF 受託事業となった。FP 
未提出の残る 6 件についても順次 CN の修正や FP の作成を進めた。 

• 2021 年 1 月、機構は横浜市とバンコク都が主催するカーボン・ニュートラルに関するオンライン

の国際シンポジウムを共催した（参加者：66 人）。気候変動対策における自治体の役割が注目さ

れるなか、同シンポジウムでは横浜市との連携の下で実施中の「バンコク都気候変動マスタープ

ラン 2013 － 2023 実施能力強化プロジェクト」での経験を中心に、気候変動対策に関する都市

間協力で得られた知見を共有するとともに、横浜市及びバンコク都の都市間連携の一層の強化に

つながった。 
 

（2）気候変動対策の主流化 

• 技術協力 37 件、円借款 38 件、海外投融資 6 件、無償資金協力 27 件（計 108 件）の事業の計

画立案段階で、温室効果ガスの排出削減量の推計方法、気候変動の影響予測や脆弱性の評価方法

等をまとめたガイドライン「気候変動対策支援ツール」を活用して、気候変動対策に資する活動

の組み込みの検討を行う等、気候変動対策の主流化に取り組んだ。 

• 2018、2019 年度に引き続き、本分野の人材養成を目的とした外部向けの能力強化研修「気候変動

対策と開発」を開講した。コロナ禍を踏まえ、従来の対面式からオンライン方式に変更し、23 人

に対して講義や演習で構成される研修を行った。 

 

（3）SDGs 達成に向けた貢献 

気候変動対策に係る以下の 4 つの重点課題に沿った取組を進めることで、SDGs Goal 13 をはじめと

する複数の SDGs Goal 達成に貢献した。以下では各重点課題における代表的事例を記載する。 

① 低炭素かつ気候変動影響に対応する強じんな都市開発・インフラ投資推進 

• 東南アジアや南アジアの大都市で鉄道事業を展開することで、モーダルシフトを促進し、交通渋

滞の緩和とともに運輸分野の低炭素化を推進した。バングラデシュでは、ダッカ都市圏における

都市高速鉄道事業（VI）及び同事業（5 号線北路線）の第一期を承諾した。本事業を通じて、年

間 219,491 二酸化炭素換算トン（t-CO2eq）の温室効果ガスの削減効果が期待できる。鉄道事業を

通じた気候変動緩和策に資する同様の取組は、インドネシア、ベトナム、フィリピン、インドで
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も展開している。 

② 気候リスクの評価と対策の強化 

• エクアドルで「土砂災害リスク減少能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の R/D を

締結した。本事業では、同国の首都キトにおいて、土砂災害に対する非構造物対策の実施能力向

上を主な目的として、土砂災害リスク評価に基づく早期警戒体制の構築等を行う。気候変動によ

る降雨の激甚化等で増加すると想定される土砂災害のリスク評価や対策を進めることにより、気

候変動への適応に資する。 

③ 開発途上国の気候変動政策・制度改善 

• インドネシアの「災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン（第二期）」（円借款）の

借款契約（L/A）を 2021 年 3 月に調印した。自然災害が頻発するインドネシアにおいて、2020 

年 2 月に供与した第一期に引き続き、「仙台防災枠組 2015-2030」を踏まえた同国の防災分野の

政策・制度の改善を後押しするものである。派遣中の総合防災政策アドバイザーや技術協力プロ

ジェクトと連携しながら、政策マトリクスである①災害リスク管理に係るガバナンスの強化及び

防災の主流化促進、②災害リスクに対する理解の促進、③災害リスク軽減のための事前投資の促

進、④ 災害からの復旧・復興段階における「より良い復興」（Build Back Better：BBB）の推進、

の実現に向けて総合的に支援するものであり、気候変動適応策に資する。 

④ 森林・自然生態系の保全管理強化 

• エチオピア「農業及び森林・自然資源管理を通じた気候変動レジリエンス強化プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）の R/D を締結した。本事業では、同国オロミア州における郡レベルの気候

変動レジリエンス強化のための行動計画の策定と、気候変動適応型農業及び森林・自然資源管理

の実施促進のための体制強化とその成果の中央レベルでの活用を行う。気候変動の影響への対応

のために、農業生産性向上や土壌劣化対策に資する自然資源管理を促進するファーマー・フィー

ルド・スクール型普及システムや森林コーヒーによる保全アプローチを活用するなど、既往案件

で得られた知見などを活用する。 
 

（4）事業上の課題及び対応方針 

• GCF の活用を進めるに当たり、引き続き資金提供者である GCF の各種基準・制度に則った事業

形成及び実施、並びに GCF 内の事業承諾プロセスも加味したスケジュール管理等、従来機構が

実施してきた事業と比べてより複雑な事業管理が求められる。GCF の各種基準・制度・事業承諾

プロセス等を踏まえた機構内のマニュアルの更新、案件の採択に向けた FP の質の向上及び 

GCF 事務局との調整等を通じて、機構に経験・知見を蓄積していくことにより、スピード感を持

った事業形成及び実施に努めていく。 

 

 
  No.4-2 防災の主流化・災害復興支援  
 

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

行政官、地域住民に係る本邦研修、第三国研

修、現地セミナー参加等の実績数 8,000 人 71 22,700 人 21,293 人 26,115 人 16,828 人 人 

 
71  日本政府公約である仙台防災協力イニシアティブに示されている達成目標を基に、機構貢献分を 80％ と

して想定して設定する。仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015 年から 2018 年に 4 万人。 
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（1）自然災害に対する強じんな社会づくり 

2019 年 6 月に発表された政府の仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ 2）の目標達成に向けた防

災人材育成及び開発途上地域における「仙台防災枠組」の達成に向けた以下の協力を実施した。 

① 災害リスクの理解 

• スリランカ、ホンジュラスをはじめ、災害リスクの理解を促進する技術協力プロジェクトを多数

実施したほか、ミャンマー、ベトナム、モーリシャスで気象観測能力向上の支援を実施した。こ

れらに加え、エクアドルで土砂災害のリスク評価とその対策を支援する技術協力プロジェクトの

R/D を署名したほか、フィリピンでの気象観測・予報・警報能力強化やブータンでの気象観測予

報・洪水警報能力強化の技術協力プロジェクトを開始した。 

• ネパール、メキシコ等対象各国の土砂災害・火山・地震・津波等の災害リスクの解明に資する 

SATREPS 事業 9 件を実施するとともに、新規 1 件の詳細計画策定調査を実施した。2020 年度

も、SATREPS 案件を通じた大学等研究機関との連携を通じた適切な災害対策促進支援のため、

SATREPS 候補案件に係る検討・評価を行った上で、防災領域で 3 件採択し、アカデミアの知見

を災害リスク理解の高度化に活用している。 

• ネパールでは、自然災害対策のためのデジタルデータ整備支援を目的とした無償資金協力の贈与

契約（G/A）に署名した。 

 

② 災害リスク・ガバナンス強化 

• 各国の中央防災機関の能力向上と人材育成を推進した。具体的には、中央防災機関をカウンター

パートとする技術協力プロジェクトを新たに 3 か国（フィジー、スリランカ、バングラデシュ）

で開始し、計 14 か国（中米広域案件で 6 か国、チリ、モンゴル、フィリピン、エクアドル、ネ

パール）で実施した。 

• 中央防災機関の能力向上に資する本邦研修「総合防災」（計 5 コース）を開発途上地域の災害リ

スク削減により一層貢献するべく計画の実践に焦点を当て、日本の総合的な知見を集約し整理す

ることで、研修の質の向上を目指すためのプロジェクト研究の立ち上げに着手した。 

• 新型コロナ対応に取り組むニカラグア、パナマ、コスタリカ、グアテマラ、エクアドルの中央防

災機関に対して、実施中のプロジェクトを通じ、個人用防護具の供与などの新型コロナ対策を支

援した。また、阪神・淡路大震災後に兵庫県に設置された「人と防災未来センター」研究員が作

成した「コロナ禍での避難所運営に必要となるアクション」を翻訳（英語、ポルトガル語）し、

防災組織、医療関連機関に配布し、被災地における新型コロナ対策強化を支援した。 

 

③ 防災投資の促進 

• インドネシアでは、「災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン」（第 2 期）（円借款）

の L/A を調印した。政策マトリクス（インドネシア政府が実施する政策目標を記載した表）の進

捗状況を日本とインドネシア両国で確認することにより防災に関連する省庁が進める政策・制度

の改善を後押しし、インドネシアの総合防災体制の強化を図った。 

• また、防災投資につなげることを目指した技術協力プロジェクトとして、ミャンマーで「バゴー・

シッタン川流域洪水対策及び水利用改善に係るマスタープラン策定プロジェクト」、ベトナム「北

部地域の土砂洪水と地すべりのリスク低減のための能力強化プロジェクト」、インド「都市型水
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害対策プロジェクト」、フィリピン「海岸災害対策及び海岸保全能力向上プロジェクト」の詳細

計画策定調査を行った。 

• フィリピンでは、ダバオ市の洪水対策マスタープラン（M/P：Master Plan）や、ラグナ湖沿岸の洪

水対策に関する基本計画の検討において、気候変動影響を加味した治水計画の検討を行った。ま

た、日本の技術をいかしたフィリピン初の地下放水路の建設により、市街地開発が進むラグナ湖

沿岸地域及びマニラ首都圏の浸水被害の軽減を図り、もって同地域の生活・生産基盤の安定や被

災後の早期回復に寄与するため、パラニャーケ放水路整備事業準備調査を開始した。 

• モルディブでは「強靭で安全な都市・地域形成に向けた気候変動対策に関する情報収集・確認調

査」を実施し、海岸浸食対策の投資計画の形成・作成支援を行った。その上で、「モルディブ気

候変動に強靭で安全な島づくりプロジェクト」の資金提案書（FP：Funding Proposal）の GCF 理

事会承認に向けた協議を GCF 事務局と進める等、個別の案件を通じて着実な防災投資の浸透を

図った。 

• 「仙台防災枠組」のターゲットである 2030 年を見据えて、開発途上地域における事前防災投資

推進のため、洪水リスク削減及び地震被害軽減の事業形成を目的とした情報収集・確認調査を 2 

件開始した。 

• また、上記②「災害リスク・ガバナンス強化」に記載の中央防災機関をカウンターパートとする

技術協力プロジェクトの活動において、地域の防災投資を促進するための地方防災計画の策定を

支援した。 

 

④ 効果的な応急対応のための準備とより良い復興（BBB：Build Back Better） 

• 「災害復旧スタンド・バイ借款」感染症対策へ初適用・より良い復興（BBB）に寄与：フィリピ

ンでは、防災政策の促進と災害発生後の復旧時に増大する資金ニーズに対応し、より良い復興に

寄与する「災害復旧スタンド・バイ借款（フェーズ 2）」（円借款）の L/A を調印した。防災及

び感染症対策に関わる政策の推進を支援しながら、災害発生後の復旧時に増大する資金需要に備

えるもので、感染症等の公衆衛生上の緊急事態発生時に適用可能なスタンド・バイ借款としては

機構第一号案件である。エルサルバドルではL/A 調印済の「災害復旧スタンド・バイ借款」の資

金を感染症対策に適用した。2020 年 3 月に承諾額全額の 50 億円を貸付実行し、中米最大規模

の病床を有する新型コロナ感染症専門病院の整備が行われ、その際にブケレ大統領から安倍首相

（当時）宛に感謝の意を示す書簡が送付された。また、その時宜に合った支援は 9 月に行われた

国連総会の同大統領の演説において、エルサルバドルにおける新型コロナ対策支援として二国間

協力の有効性を示す事例として米国の医療資器材供与とともに日本の協力について「日本国政府

及び同国国民の協力がなければ、地域で最大かつ、新型コロナ対策として最も近代的な病院を建

設することは出来なかった。日本政府及び同国国民に対し、心より感謝する。日本は世界の例と

すべき社会である。」と言及し、謝辞を述べた。 

• インドネシアでは、2018 年 9 月の中部スラウェシ地震・津波の発生後、より良い復興を目指す

開発調査型技術協力「中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト」や、地震で被

災した中部スラウェシ州の中核的なインフラ施設であるパル第四橋等の橋梁、道路及び堤防等を

再建・整備するための「中部スラウェシ州パル第四橋再建計画及び復興計画」（無償資金協力）、

そして BBB のコンセプト具現化に向けインフラの再建及び新設を行う「中部スラウェシインフ

ラ復興セクターローン」（円借款）を実施した。モザンビークでは、2019 年 3 月のサイクロン・
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イダイによる被災地域に対し、国際緊急援助として物資供与、専門家チームと医療チームの派遣

を行った後、ファスト・トラック制度を適用した開発計画調査型技術協力「サイクロン・イダイ

被災地域強靭化プロジェクト」を実施した。 

• ネパールでは、2015 年の震災からの復興と BBB 実現のため、ネパール政府が技術指針を満たし

た耐震住宅再建に補助金を支給する住宅再建支援事業に対して 2015 年から「緊急住宅復興事業」

（円借款）で支援した。技術支援として政府エンジニア・検査員、住民、石工に対する耐震住宅

再建の研修も実施した。2015 年の震災により最も影響を受けた 14 郡（機構支援地域を含む）の

完工率が 7 割程度に留まるのに対し、機構支援地域では、2020 年 12 月までに対象 95,241 世帯

の約 9 割にあたる住宅が完工した（うち 2020 年度に完工した住宅数は 2,514 世帯）。このよう

な著しい成果発現につながった日本の支援モデル（コミュニティベースで石工を育成し、各住宅

の再建に活用）はネパール政府にも高く評価され、他ドナー支援や自国事業にも適用され、全被

災地にスケールアップ展開されている。また、この機構の取組事例が、NHK 教育テレビ放映や国

際協力マンガ大賞も受賞し ODA 広報にも大きく貢献した。残りの住宅の完工に向けて、ネパー

ル政府が引き続き住宅再建支援制度を通じて支援を継続している。また、災害に強いことに加え、

教育の質の向上にも資する地域拠点となりうる学校施設の再建支援「緊急学校復興事業」（円借

款） を 2015 年から実施しており、2020 年 12 月現在、対象校 274 校の約 7 割の学校が完工済

みである。本事業で再建された学校は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い学校が一時的に

休校となるなか、感染が疑われる方々や帰国者の一時隔離施設として使用されるなど地域におけ

る緊急事態下の拠点としても活用され、ネパール政府からも評価されている。なお、これら一時

隔離施設としての利用は 2020 年 11 月をもって解除され、以後は本来目的の学校として機能し

ている。 

• 日本が主導して設定された世界津波の日（11 月 5 日）に合わせて、メキシコ、ペルー、エクア

ドル、チリ、バヌアツ、フィリピンなどで、避難訓練などのイベントを開催し、応急対応の意識

啓発を行った。 

 

（2）防災の主流化推進 

• 以下の国際会議等において、「仙台防災枠組」に向けて日本が主張してきた事項（事前防災投資

や、災害リスク削減に資する BBB の必要性・重要性）やコロナ対策支援を含む防災に係る機構

事業の成果や支援方針について発信し、「仙台防災枠組」の達成に向けた機運を高めた。 

 「仙台防災枠組」2015-2030 の実施促進及びモニタリングを目的とするアジア大洋州防災閣僚

級会合（2021 年）に向けた準備会合 

 水と災害に関するハイレベル・パネル（HELP）による国際シンポジウム、HELP による国際会

合 

 国連防災機関（UNDRR：The United Nations Office for Disaster Risk Reduction）代表 - 環境省大

臣 - 内閣府大臣の共催の気候変動ｘ防災のシンポジウム 

 UNDRR イニシアティブの Making City Resilience2030 の開始にあたってのセミナー 

 東北大学卓越大学院プログラムシンポジウム 

 トルコのエスキシェヒル工科大学で開催された国際防災会議 

 世界銀行セミナー「ビルド・バック・ベター：東日本大震災から 10 年の歩みと今後の防災の

ありかたについて」 
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• 日本 - 世銀防災共同プログラムに対して、資金提供国である日本の国際協力実施機関としての立

場から、28 か国 3 地域、計 45 件（申請額ベースで 17.86 百万米ドル）のプロポーザルに対し、

より防災効果の高い事業実現に向けた積極的な助言・提案を行い、機構の防災に係る思想や理念

の効果的なスケールアップを引き続き行った。 

• 地方防災計画策定を支援する事業（上記（1）②、中央防災機関に対する支援を行っているプロジ

ェクト）により、防災の主流化を支援した。 

• タイの SATREPS 事業による新型コロナによる製造業グローバルサプライチェーンへの影響と

展望についてのセミナーを、JETRO と共催で 4 月に実施し、在タイ日系企業等を中心に約 240 

人の参加を得、参加日系企業からは、社内の事業継続計画（BCP）の改善策検討に向け、時機を

得た具体的な助言が得られ大変有益であったとの高い評価を得た。また、メキシコで「新型コロ

ナウイルスの影響を受けた子供たちの心のケア」に関するオンラインセミナーを開催し 6,500 人

の参加者を得た。 

• 東南部アフリカ地域を対象とした重要セクターの防災主流化案件形成を目的としたプロジェク

ト研究を立ち上げた。 

• スリランカでは普及・実証事業を終えた地すべり観測機器を技術協力プロジェクトで採用するこ

とをスリランカ政府と合意するなど、中小企業・SDGs ビジネス支援事業との連携も行った。案

件形成・実施の各段階での情報提供を行うことにより、防災分野は中小企業・SDGs ビジネス支

援事業におけるビジネス実現率が全セクターでも最も高くなっている。日本防災プラットフォー

ム（JBP：Japan Bosai Platform）や防災技術の海外展開に向けた官民連絡会（JIPAD）などの防災

分野の民間企業協議会にも積極的に参加し、機構の防災事業の潮流などを共有した。 

 

（3）SDGs 達成に向けた貢献 

• 防災に関連するターゲット 1.5（人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候変動、経済、社 

会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減）、ターゲット 9.1（信頼でき、持続可能かつ

強靱（レジリエント）なインフラを開発）、ターゲット 11.5（災害による死者や被災者数を大幅

に削減し、直接的経済損失を大幅に減らす）、ターゲット 13.1（気候関連災害や自然災害に対す

る強靱性（レジリエンス）及び適応の能力を強化）に貢献する案件の形成と実施を、上記（1）、

（2）の通り、各国で行った。 

 

（4）事業上の課題及び対応方針 

• これまで「仙台防災枠組 2015-2030」のうち、2020 年を目標としているターゲット e：「国家・

地方の防災戦略（地方防災計画）を有する国家数を大幅に増やす」に向けた支援にも力を入れて

きた。今後は、同ターゲットの目的でもある、災害リスク削減に向けた事前防災投資の実施支援

に、より重点的に取り組んでいく必要がある。2021 年度は、防災投資の促進に資する事業の実施

を、継続・強化していく。 
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  No.4-3 自然環境保全  
 

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

機構が支援する REDD+/ 生物多様

性分野関連の協力対象国数 
23 か国 72 29 か国 21 か国 18 か国 18 か国 か国 

JJ-FAST（JICA-JAXA 熱帯雨林早期

警戒システム）を活用した国数 
8 か国 73 8 か国 11 か国 12 か国 8 か国 か国 

 

（1）自然環境保全と生物多様性主流化に向けた具体的な施策の実施状況 

① 自然環境保全 

• SDGs 及び気候変動対策への貢献を念頭に、自然環境保全と人間活動との調和を図る仕組みづく

りに向けた事業を実施した。 

• 気候変動緩和策に資する案件として、東ティモールにおいて、森林保全による二酸化炭素削減と

住民の生計向上を目指した事業に対して提出していた GCF のファンディングプロポーザルが

GCF 理事会で承認され、機構として初めての連携事業となった。 

• このほか、気候変動緩和策に資する事業として、REDD+ 及び持続的森林管理分野において、ラ

オス、ベトナムなどで成果払いの実現の促進に留意した事業の実施や後継新規案件の形成を進め

たほか、カンボジアでは新規案件を開始した。更にケニアでは、REDD ＋の準備段階で必要とさ

れる森林参照排出レベルの UNFCCC への提出を支援した。また、持続的森林管理分野において、

ペルーで統合的森林管理に資する採択済 SATREPS 事業の詳細計画策定調査を進めるとともに、

持続的森林管理に係る能力強化に資する新規技術協力プロジェクトを形成した。ラオス、ベトナ

ムでの REDD+ 及び持続的森林管理分野事業に関し、GCF の活用を検討し、CN を GCF 事務局

に提出した。 

• 気候変動適応策（流域管理・生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR：Ecosystem-based disaster risk 

reduction）等）に資する技術協力に関し、北マケドニアにおいて Eco-DRR に資する案件を継続的

に実施するとともに、コソボ、モンテネグロにおける Eco-DRR の試行を目標とする新規案件に

ついて先方政府との協議を継続し R/D を締結の上、国内作業を開始した。また、「サヘル・アフ

リカの角砂漠化対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ（AI-CD）」に関し、機構

ホームページ、Facebook、Twitter により、レジリエンス強化に関する知識共有のための情報発信

を行うとともに、同イニシアティブに参加する 15 か国に対し、個別に資金アクセスに関する助

言を提供し、各国のレジリエンス強化活動に係る資金へのアクセスを支援した。 

• COP26 等での機構の貢献の発信は、コロナの影響で各種会議が延期になったため、改めて開催に

合わせて実施予定である。 

 

② 生物多様性主流化 

• 保護区とその周辺地域の連続した生態系において、ポスト愛知目標も念頭に生物多様性の保全と

 
72  2016年度末の協力対象国：15か国（基礎調査、広域案件除く）、8か国（生物多様性分野関連） 
73  2016年度末の協力対象国 



4-11 
 

持続可能な利用を確保し、生物多様性の主流化に貢献するために、パプアニューギニア、イラン、

ホンジュラス等 10 か国で個別の事業を実施したほか、アルバニアにおいて技術協力プロジェク

トの R/D を締結し、開始準備を進めた。 

• また、2019 年度に準備を開始した、マングローブ保全に対して民間資金を持続的に動員するため

のプラットフォーム構築を目指した情報収集・確認調査についてコンサルタントの調達や関係省

庁、団体、民間企業との意見交換を行った。 

• 重油漂着地域の生態系及び住民への影響緩和・シームレスな支援：2020 年 8 月に発生したモー

リシャス沖重油流出事故に関し、8 月～ 9 月に派遣された国際緊急援助隊に国際協力専門員が参

加し、生態系保全分野の支援を行うとともに、重油漂着地域等の生態系及び沿岸住民の生活への

影響を緩和するための支援事業をシームレスに開始すべく、10 月下旬には 16 人から構成される

基礎情報収集調査団を派遣し、12 月には基本計画策定調査も同時並行で実施した。これらの迅速

な対応により、12 月中に先方政府との間で「統合的沿岸生態系管理システム構築プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）を実施する方向で基本的な合意に至った。またこれらに関し、2020 年

12 月 13 日にモーリシャスを訪問した外務大臣より基礎情報収集調査団が激励を受けるととも

に、これらの調査について首相より大臣に対して謝意が示される等、日本政府関係者・モーリシ

ャス政府の双方から高い評価が得られた。 

• これらに加え、中部アフリカ森林協議会（COMIFAC：Commission des Forêts d'Afrique Centrale）、

中米統合機構（SICA：Sistema de la Integracion Centroamericana）を対象に生物多様性保全に資する

地域協力案件を実施した。 

 

③ 民間企業との連携推進（官民連携プラットフォームの活用、外部資金の活用） 

• 機構は「森から世界を変える REDD+ プラットフォーム」の事務局として、6 年間にわたる活動

から、参加者間の REED+ 森林保全の認知度の向上、REED+ 森林保全ナレッジ蓄積が図られ、

GCF 事業案件形成を含む成果払フェーズへの移行に貢献した。本プラットフォームは所期の目

的を達成したことから、ポスト 2020 プラットフォームとして「森から世界を変えるプラットフ

ォーム」を設立準備中。引き続き新設されるプラットフォームを通じ、開発途上地域における持

続可能な森林管理及び森林資源を活用した自然ベースの課題解決に関心を有する日本の関係者

による活動促進に貢献する。 

• マングローブ保全に対する民間資金を持続的に動員するためのプラットフォーム構築を目指し

た情報収集・確認調査について、関係省庁と意見交換を行った上でコンサルタントを調達し、調

査を開始した。 

• コンゴ民主共和国における「クウィル州 REDD+ 統合プログラム」の実施について、機構は中部

アフリカ森林イニシアティブ（CAFI：Central Africa Forest Initiative）の資金管理機関である国連

開発計画（UNDP）と業務契約（約 4 百万ドル）を締結し、約 3 百万ドルを受領しているが、コ

ロナ禍を受けた成果の発現のため、森林保全活動、セーフガードやフードバリューチェーンの取

組強化に向けて、更なる増額に向けた調整を行った。 

• ベトナム「持続的自然資源管理プロジェクト」（技術協力プロジェクト）における自然資源を利

用した住民の生計向上の取組に係る住友林業㈱及びアスクル㈱との連携協定が 2020 年 8 月を

もって終了し、ワークショップで同連携の成果を発表した。 
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④ イノベーション促進 

• JJ-FAST の活用促進と案件成果の最大化を企図し、JAXA 及びコンサルタントと JJ-FAST を活用

した森林モニタリングに関する意見交換を行った。また、機能強化によるユーザー利便性の向上

や、技術協力プロジェクトにおける活用を促進した。 

• ブラジルでは、JJ-FAST 及び AI の活用も含めた衛星技術を用いた森林モニタリングシステムの

強化に資する新規技術協力プロジェクト（R/D を締結済）の開始準備を進めた。AI の活用により

過去の森林伐採の傾向を分析し、今後違法伐採が発生する可能性の高い地域を予測することで、

違法伐採の取り締まりの強化への貢献が期待される。 

• インドネシアで推進してきた泥炭地保全手法及び泥炭評価手法に係る成果の活用及びその他の

熱帯泥炭地、特にコンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ペルーの熱帯泥炭地への普及可能性を検討

するため、関係アクターの動向、熱帯泥炭地保有国の政策や措置、自然環境、社会環境等に係る

基礎情報収集調査を開始した。また、泥炭地保全協力を適切かつ効率的な推進を図るため、「泥

炭地保全協力」国内支援委員会を設立した。 

 

（2）SDGs 達成に向けた貢献 

• SDGs Goal 13（気候変動）に関しては、フィリピン及びインドネシアで実施中の SATREPS「コー

ラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全

戦略プロジェクト」を通じて、ブルーカーボン戦略の策定、政策提言に係る協力を実施したほか、

REDD+ に係る支援等を、ベトナム、ラオス、カメルーン等で実施した。泥炭地管理に関しては

基礎情報収集調査を開始し、あわせて「泥炭地保全協力」国内支援委員会を立ち上げ泥炭地保全

協力の適切かつ効率的な推進を図るための体制強化を図った。また、より適応策としての側面に

焦点を当てた Eco‐DRR、干ばつレジリエンス強化への支援を、北マケドニアやサブサハラ諸国を

対象に実施した。さらに、気候変動適応に資することを目的とした「生計向上に寄与するエチオ

ピア農業及び森林・自然資源管理を通じた気候変動レジリエンス強化プロジェクト」（技術協力

プロジェクト）を立ち上げた。 

• SDGs Goal 14（海洋）に関しては、保護区の管理とその周辺の地域住民生活圏における持続的資

源管理の促進を念頭に、マングローブ等の沿岸域生態系やサンゴ礁生態系に着目した事業を上述

したフィリピン・インドネシアにおける SATREPS で、コロナ禍のなかで限定的な活動ではあっ

たが遠隔にて推進した。マングローブに関しては、マングローブ保全に対して民間資金を持続的

に動員するためのプラットフォーム構築を目指した情報収集・確認調査について、コンサルタン

トの調達準備や関係省庁との意見交換を行った。また、沿岸域で重油流出事故が発生したモーリ

シャスでは、コロナ禍のなか、油流出発生から 13 日後には機構の自然環境保全分野の国際協力

専門員を国際緊急援助隊（のちに副団長となる）として派遣し、環境・生態系への影響調査を実

施した。さらに、緊急援助活動からシームレスな展開を図るべく、複数の契約を組み合わせ分野

横断的な基礎情報収集調査（生態系保全／水産・観光／人の健康影響）を速やかに開始した。ま

た並行して「沿岸生態系の統合的管理システム構築プロジェクト」（技術協力プロジェクト）と

「沿岸域ブルーエコノミーの持続的開発を通じたコミュニティ生計改善プロジェクト」（技術協

力プロジェクト）を形成するための基本計画策定調査を同時並行で実施した。これら期間を通じ

て、NHK 等の各種取材にも協力し現状を報告する等、日本国民にも被害状況を迅速かつ分かり

やすく伝えた。 
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• SDGs Goal 15（森林・生物多様性）に関しては、持続的森林管理、砂漠化対処、生物多様性保全

（保護区の管理とその周辺の地域住民生活圏における持続的資源管理の促進）の改善に資する事

業を通じて貢献した。具体的には、持続的森林管理においては、カンボジア、マラウイ、ペルー

等 24 か国で、砂漠化対処においては、サヘル・アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジリ

エンス強化イニシアティブ（AI-CD）を通じて対象 15 か国に対して、生物多様性保全について

はパプアニューギニア、イラン、ホンジュラス等 23 か国で事業を実施した（地域協力を含む）。 

 

（3）事業上の課題及び対応方針 

2020 年度は事業効果のスケールアップを図るべく、民間企業との連携も視野に入れつつ外部資金

へのアクセスについても強化を図り、セミナーやイベントの開催等を通じ、外部へ情報発信するとと

もに、ミャンマーでのJT 財団からの寄附やCAFI からの外部資金の導入等、具体的な連携案件を実施

した。これらについては一定の成果が上げられたが、今後も事業効果の更なるスケールアップが期待

されるところ、2021 年度についても、これら取組を更に継続する。また、新型コロナにより順延した 

2021 年の生物多様性条約でポスト愛知目標が設定されることも踏まえ、国際潮流に即し、オールジャ

パンでの貢献を加速させるべく、事業の案件形成と実施及び政府・民間・大学等様々なステークホル

ダーとの一層のネットワーク強化に取り組む。 

 

 
  No.4-4 環境管理  
 

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

環境管理分野（廃棄物・下水・

大気・低炭素社会）に係る研

修実績数 

1,600 人 74 9,315 人 5,951 人 3,408 人 3,236 人 人 

 

（1）都市部の住環境改善及び持続可能な経済社会システムに向けた具体的な施策の実施状況 

① クリーン・シティ・イニシアティブの推進 

• クリーン・シティ・イニシアティブの形成・推進：開発途上地域における環境管理分野の政策や

インフラ整備の優先度を高めるため、「JICA クリーン・シティ・イニシアティブ」を立ち上げ、

開発途上国の「きれいな街」の実現に向けて廃棄物、水質・下水管理、大気汚染対策といった複

数の分野を横断的・総合的に事業推進すべく、今後の事業展開の方向性を示すことが出来た。同

イニシアティブに基づき戦略的に案件形成を推進するべく、アジア、大洋州、アフリカ地域及び

広域での基礎情報収集調査 8 件、プロジェクト研究 1 件（廃棄物、下水、大気、環境規制枠組

等）を新規に開始した。 

② 廃棄物管理の改善及び 3R の推進に向けた取組 

• 新型コロナの感染拡大を受けた衛生環境の改善（緊急支援・能力強化）：新型コロナの感染拡大

に際し、コロナ禍においても衛生的な都市環境の維持に不可欠な社会サービスである廃棄物管理

事業を継続するために、緊急支援及び中期的な能力強化に係る迅速かつ柔軟な支援を展開した。

 
74  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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具体的には、ミャンマー、バングラデシュ、スリランカ、ドミニカ共和国、モザンビーク、パレ

スチナ、スーダン、南スーダンの 8 カ国に対し、感染リスクを抑えるための資材（マスク、手袋、

簡易防護服等）の現地調達、及び廃棄物収集・清掃作業員、処分場作業員への同資材配布、労働

安全衛生に関するリーフレット等の作成や講習、安全対策ガイドラインや事業継続計画の策定支

援、チラシ作成や広報を通じた家庭・医療機関での適正分別や処理の普及啓発等を実施した。ま

た、「アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP）」の枠組み（2021 年 3 月末時点で 37 

か国 65 都市が加盟）を活用し、2020 年 6 月には新型コロナによる影響調査を急きょ実施する

とともに、UN-Habitat との連携によるパンデミック下における廃棄物管理戦略ガイダンス等を 

ACCP ウェブサイトで公表した。一連の支援はインターネットを介して迅速に行われ、ACCP 加

盟国・都市が衛生安全に適切に配慮しながら廃棄物管理サービスを存続するための指針となった

だけでなく、ウィズコロナ、ポストコロナも見据えた中長期的な事業継続計画の策定・実践に向

けた基礎的な理解の獲得に寄与した。 

• 海洋プラスチックごみ対策：海洋プラスチック問題への対応に直接的に資する SATREPS「東南

アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成」を開始した。また、タイを対象とし

て廃棄物焼却発電、及び廃プラスチックリサイクルによる海洋ごみ対策促進を検討する調査を開

始し、SATREPS 事業の社会実装に向けた今後のタイ側の有効な実施体制の検討を側面支援する

とともに、これに際しての日本の技術導入の可能性を側面支援した。さらに、海洋ごみ対策に特

化した課題別研修を、遠隔研修と本邦研修の組合せにより開始した。 

• 機構は、海洋プラスチックごみの削減に向けた民間企業の国際アライアンスである AEPW

（Alliance to End Plastic Waste）と包括的な連携・情報共有に係る MoU を締結した。これにより

機構事業の実施国・都市における外部資金導入促進や AEPW と連携関係にある他ドナー等との

協業を通じた相乗効果の発現に向けた協調関係を確立した。また、国連環境計画（UNEP：United 

Nations Environment Programme）、国連アジア太平洋経済社会委員会（UN-ESCAP：United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific）等が主催する国際会議においても機構の

取組を発信した。 

• アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP）：TICAD 7 の「横浜行動計画」でも言及され

た ACCP を通じた適正な廃棄物管理の推進を具現化するべく、スーダン、南スーダン、マダガス

カルにおいて技術協力と無償資金協力の連携案件を、ザンビアでは技術協力プロジェクトを立ち

上げた。また、ACCP 共催機関である UN-Habitat との連携を念頭に置いた個別専門家案件をケ

ニア、エチオピアで形成したほか、TICAD8 も見据えた更なる戦略性強化及び協力成果のスケー

ルアップに向けた新規調査を開始した。さらに、加盟各都市の主体的取組を牽引するリーダー育

成を目的とした開発大学院連携プログラム「アフリカのきれいな街のための中核人材育成」第 1 

期生を受け入れた（ザンビア、1 人）。 

• 3R の推進：大洋州 9 か国を対象に、廃棄物管理改善支援プロジェクト（J-PRISM II）（広域技

術協力プロジェクト）で提唱している「3R プラス Return」のコンセプトの具現化を進めるべく、

各国の資源リサイクルの状況やマテリアル・フローの現状を確認する調査を開始した。 

• WtE（Waste to Energy）：バングラデシュの南北ダッカ市で廃棄物焼却発電施設の導入に向けた

具体的な検討を促進するための調査を開始した。また、タイでも廃棄物焼却発電の導入状況や日

本の技術の活用に際してのボトルネック等を把握するための調査を開始した。 

• 海外協力隊の能力向上：環境管理関連分野隊員の能力向上支援の一環として、横浜市等の国内関
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係機関の協力を得てコロナ禍により帰国を余儀なくされ国内待機中の隊員に対するオンライン

ワークショップや環境教育、住民啓発に係る国内活動プログラムを実施した。 

③ 水質汚濁や大気汚染の防止に向けた取組 

• ベトナムにおける環境保護法の成立：2020 年 11 月にベトナムの国会で改正環境保護法が承認さ 

れ、水環境管理、廃棄物管理等の分野において環境政策アドバイザー及び廃棄物管理や流域管理

に係る既往技術協力の成果が反映された。具体的には、製品の生産から廃棄に至るまでのライフ

サイクルを通じた生産者の責任を規定した拡大生産者責任の概念や分別収集等の導入、河川流域

管理における汚濁負荷モニタリングや流域管理計画・実施に向けた組織運営の明確な手順等が明

記され、環境管理の主体が行政から市民、企業等も含めた社会全体へと拡大していく方向性が示

された。また機構が策定を支援した気候変動緩和策政令案に基づき、温室効果ガス排出緩和とそ

の測定・報告・検証（MRV）の実施、温室効果ガスインベントリ等に関する内容が同法に明記さ

れた。 

• 水質汚濁、汚水対策：フィジー、ネパールで集合型（下水道）及び分散型汚水処理の最適配置の

検討を含む開発計画調査型技術協力の実施枠組みについて合意した。また、衛生施設整備の遅れ

が顕著であるアフリカ地域での汚水・汚泥処理及び都市衛生改善に係る新規調査を開始し、同地

域を俯瞰したポートフォリオを作成し、中期的な支援策を検討した。 

• 大気汚染：PM2.5 等の大気汚染が深刻化するモンゴル、イラン、コソボにおいて技術協力プロジ

ェクトを継続した。発生源や汚染構造を明らかにし、呼吸器系疾患など健康リスク抑制のための

科学的根拠に基づく対策・規制策定を推進するべく、モニタリング・分析能力強化等を支援した。 

 

（2）SDGs 達成に向けた貢献 

• SDGs Goal 6（指標 6.2.（公衆衛生サービスへのアクセス）、指標 6.3.1（汚水処理率））：アジ

ア開発銀行研究所との共催、ビル・メリンダ・ゲイツ財団や日本サニテーションコンソーシアム

との協力により、昨今世界的な潮流となっている Citywide Inclusive Santiation の概念を理解し、

開発協力案件の形成に主流化することに資する開発協力人材の育成に向けた合同遠隔研修を、開

発途上地域 4 か国から講師を招き初開催した。 

• SDGs Goal 11 及び12（指標11.6.1（都市の一人当たりの環境上の悪影響軽減）、指標12.4 及び12.5

（廃棄物発生の削減））：廃棄物分野の日本の経験及びその適用を試みた既往案件を総括し、今

後の協力における教訓の抽出と開発途上国での改善に向けた示唆に関する教材作成を行うプロ

ジェクト研究を立ち上げた。 

 
（3）事業上の課題及び対応方針 

• ウィズコロナ、ポストコロナ環境下で感染拡大防止や特に都市部の公衆衛生の改善に資する協力

へのニーズが増大しており、実施中事業を含めこれらニーズに迅速かつ柔軟に対応することが必

要となっている。また、2021 年の第 9 回太平洋・島サミットや 2022 年の TICAD8 を見据え、

日本政府による海洋プラスチックごみ対策の推進に向けたコミットメントである「マリーン・イ

ニシアティブ」の推進に資する事業形成を引き続き推進する。 

 

 
  No.4-5 食料安全保障  
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関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

サブサハラ・アフリカにお

けるコメ生産量の増加に

貢献するための稲作に係

る研修実績数 

普及員： 

833 人75 

農家： 

2 万人 

普及員： 

1,523 人 

農家： 

23,169 人 

普及員： 

1,735 人 

農家： 

42,803 人 

普及員： 

2,983 人 

農家： 

51,625 人 

普及員： 

2,006 人 

農家： 

42,800 人 

普及員：人

農家：人 

 

（1）コロナ禍における緊急支援と着実な協力の展開 

• コロナ禍により、2020 年 3 月以降、一部の国を除き、全ての専門家・コンサルタントが退避一

時帰国を余儀なくされたが、協力継続の必要性を重視し、リモートで協力を継続した。その際に

は、これまで培ってきた相手国側関係機関との信頼関係をいかし、カウンターパート機関主導で

農民研修等を実施するなど、持続性向上に繋げるよう努めた。また、現地セミナーには日本から

専門家・コンサルタントが参加する等、可能な限り平時と変わらぬ取組を実施した。コロナ禍に

おいても全ての案件で協力を継続した。 

• コロナ禍における脆弱層への被害軽減に向けた緊急支援・農作物の安定生産への貢献：コロナ禍

により深刻な被害を受けるのは小農を中心とする脆弱層であることから、人間の安全保障の視点

を踏まえ、現地のニーズに迅速に応えるべく、既存案件の枠組みをいかして緊急支援を展開した。

食料安全保障（農業・栄養）分野のコロナ対策支援は、農業投入財（優良種子、肥料等）を含め

90 件以上に及び、農作物の次期作の安定的な生産等に大きく貢献した。 

 

（2）CARD を通じたアフリカ稲作開発、及び気候変動に対する強じん性強化の貢献 

• 「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）フェーズ2」

の枠組みの下、国家稲作開発戦略（NRDS：National Rice Development Strategy）の具体化に向け、

コロナ禍においても、CARD 対象国 32 か国のうち 16 か国において 36 件の技術協力を実施し

た。各プロジェクトはコロナ禍においても、積極的に遠隔での活動を行い、人材育成に関しては、

普及員・農家に対する研修を実施することができた。コロナ禍の影響により、2 年に 1 度開催さ

れる CARD 総会が延期となったものの、運営委員会については、遠隔での実施を提案、実現し、

CARD フェーズ 2 で掲げている RICE（Resilience、Industrialization、Competitiveness、Empowerment）

アプローチに係る指標の設定や地域稲作開発戦略の策定等、CARD の促進に係る重要なテーマに

つき運営委員会メンバー及び地域共同体（RECs）と協議、意見交換を実施した。また、CARD 参

加国等関係者によるオンラインセミナーを提案、実現し、新型コロナの稲作への影響、国産米の

競争力強化について意見交換を実施した。また、セネガル等西アフリカにおける稲作の推進にお

いては、イスラム開発銀行との連携協議を開始した。 

• 域内研修に関しては、2020 年度はコロナ禍の影響により拠点国における研修の実施には至らな

かったものの、コロナ禍が落ち着いた時に備えて、2019 年度に実施したウガンダとカメルーンに

加え、セネガルで研修を行うべく準備を進めた。第三国研修に関しては、エジプトではコロナ禍

のなかにおいても帰国研修員に対するオンラインセミナーを企画し、これまでに 5 回開催した。

 
75  TICAD VI の目標値：普及員 2,500 人、農家 6 万人（2016-2018） 
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また、稲作の経験を豊富に有するアジアから知見を CARD の推進にいかすべく、タイ・カセサ

ート大学での第三国研修の実施に係る具体的な協議を開始した。 

• また、技術協力の成果を無償資金協力との相乗効果により拡大すべく、案件形成に向けて種子生

産や機械化農業の推進に必要な施設・機材の調査を開始した。さらに、民間企業との連携による

アフリカ稲作・農業開発の推進を目指し、農業機械や先進技術などの展示・実証・人材育成拠点

となる「アフリカ農業イノベーションセンター」構想の具体化に向けた調査を開始した。 

• その他、CARD フェーズ 1（2008 年～ 2018 年）期間に、機構が個々の技術協力プロジェクトで

手掛けた政策・戦略面へのアプローチを含む有用な稲作技術の要素を体系的に取りまとめ、今後

の稲作開発や新規案件発掘への活用を図るため、これら有用技術を網羅した「JICA アフリカ稲作

技術マニュアル－ CARD10 年の実践－」を作成した。本マニュアルは、4 か国語（日本語、英語、

フランス語、ポルトガル語）で作成し、各国・他機関にも広く共有する予定であり、マニュアル

を活用した他ドナーによる CARD 案件の推進も期待される。また、ネットワークの強化を通じ

て知見の共有を図り今後の CARD 推進にいかすべく、専門家との意見交換会を立ち上げた（計 

4 回で延べ 360 人参加）とともに、CARD の更なる周知に向け、機構ホームページ上のCARD の

ウェブサイトを充実させた。 

 

（3）水産資源の持続的な利用の推進 

• 水産資源管理について、アフリカ広域研修をセネガルで実施し、同国のコマネジメントの知見を 

8 か国 90 人の参加者とともに共有した。島嶼国のブルーエコノミー推進し、バヌアツではコミ

ュニティをベースにした資源管理と生計向上の支援を実施し、東カリブ諸国（6 か国）ではコマ

ネジメントをベースとした生態系保全と観光連携の支援を開始した。また、モルディブ、パラオ、

モーリシャス、東ティモール、インドネシアでブルーエコノミー案件を形成した。違法・無報告・

無規制（IUU）漁業については課題別研修を継続するとともに、インドネシアでの衛星利用や 

ASEAN との連携協力を形成し、チュニジアでは無償資金協力による監視船整備の計画作成を支

援した。 

 

（4）畜産振興による中小規模農家の生計向上と経済的発展 

• 畜産分野のバリューチェーンについて、モンゴルでの農牧業のバリューチェーンマスタープラン

及びアクションプラン作成のための「農牧業バリューチェーン開発のためのマスタープランプロ

ジェクト」（開発計画調査型技術協力）を開始した。現地渡航ができないなか、同プロジェクト

でのパイロット事業の選定を行った。今後、同パイロット事業の成果や教訓を踏まえて、農牧業

バリューチェーンマスタープランの作成を進める予定。また、パキスタンで畜産分野のバリュー

チェーン強化を図るため、同国で実施中の「シンド州持続的畜産開発プロジェクト」（技術協力

プロジェクト）で実証した適正技術を展開するため、新たに「ハイバル・パフトゥンハー州畜産

開発を通じた生計向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。 

• 人獣共通感染症と家畜衛生について、ミャンマー「口蹄疫対策のための組織能力強化プロジェク

ト」を通じて、同国の口蹄疫防疫システム強化を進めた。モンゴルでは「獣医・畜産分野人材育

成能力強化プロジェクト」を通じて獣医学部の教育カリキュラム・シラバスの改善、教員の指導

能力強化等に取り組み、同プロジェクトが改訂した新カリキュラム・シラバスに基づく教育が実

施されている。さらに、同国の公務員獣医師及び民間獣医師の実践能力向上のための「公務員獣
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医師及び民間獣医師実践能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。現地渡

航ができないなか、現地リソースによるベースライン調査を実施し、研究プロジェクトの選定を

行い、本格的なプロジェクト開始の体制が整備された。また、ザンビアでの大学獣医学部の臨床

教育学講座強化のための「ザンビア大学獣医学教育強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト） 

を形成し、開始した。 

 

（5）気候変動に対する強じん性 

• スーダンで 2019 年度に開始した高温・乾燥耐性コムギ品種の開発を行う SATREPS 事業では、

コムギの試験栽培や農業形質の調査・分析、遺伝子解析等を通じて、高温・乾燥耐性系統の絞り

込みが進むとともに、高温・乾燥ストレス下のコムギの物理化学的特性の解析、気象条件と収量

の関係性に係る解析が進んだ。農家への技術普及に向けた生産性向上の重要性を伝える啓発ビデ

オの作成・公開なども実施し、コロナ禍で日本人研究者の現地渡航ができない状況においても、

遠隔指導を行いながら、日本、スーダン双方で活動を継続することによって、着実に成果を発現

させた。 

• 気候変動による不作のリスク軽減に資する農業保険（不作による被害を補償する保険）に関して

は、エチオピアで営農技術指導と保険販売を組み合わせたレジリエンス強化パッケージ及びマニ

ュアルを整備した上で、保険販売に向けて普及員及び貯蓄・信用組合や小規模金融組織の職員に

対する能力強化研修を実施した。その後開始した普及活動では、コロナ禍で専門家が日本に退避

を余儀なくされたものの、プロジェクトの現地スタッフが普及員らの活動を支援し、専門家が日

本からそれを遠隔でフォローする体制を構築した結果、コロナ禍においても 1,100 人以上が保険

を契約するに至った。 

• また、インドネシアの技術協力プロジェクト「農業保険実施能力向上プロジェクト」では、2020 

年度実施した中間レビュー結果に基づき、農業保険政策立案に向けた支援準備を行うとともに、

既存の実損補てん型農業保険制度の普及研修のオンラインでの実施や、新規援助手法の収量イン

デックス型保険導入に向けた収量データに基づく制度設計を進めた。 

 

（6）SDGs 達成に向けた貢献 

• CARD2 関連の各プロジェクトでは、コロナ禍のなかでもコメ増産に最も重要な人材育成に向け

た遠隔研修を積極的に行い、研修を受けた農家数は前年比で 128％となるなど事業継続を実現し

た。これは SDGs Goal 2 に大きく貢献する。 

• 水産に関しては、資源管理体制の脆弱なアフリカを対象に広域研修を通じた持続可能な資源管理

手法であるコマネジメントの知見を共有した。これに加え、資源管理と生計向上の両立や生態系

保全と観光の連携支援を開始した。これらの活動は SDGs Goal 14 及び 2 に資する。 

• 畜産においては「One Health」の理念を踏まえた人獣共通感染症対策と家畜衛生改善のために、

獣医師等を対象とした人材育成を行った。多くの開発途上地域の農民にとって畜産物は重要な資

産・栄養源であり、家畜衛生改善等のための適切な獣医サービスが持続的な畜産業のために不可

欠であり、SDGs Goal 2 に大きく貢献する。 

• 気候変動に対する強じん性においては、温暖化適応策の手段として高温・乾燥に強いコムギ品種

に係る研究、農業保険による異常気象における農家の経済的損失の救済等の取組を行った。これ

らは SDGs Goal 13 及び 2 に資する。 
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（7）事業上の課題及び対応方針 

• CARD2 においては、耕地拡大による増産ではなく、土地・労働生産性向上による増産の実現が

課題である。これに対応するために先進農業技術の導入を民間企業とも連携しながら進める。ま

た、先進技術導入では、資本力の弱い小規模農家も享受可能なものとなるよう留意して進める。 

• 水産においては、資源管理体制の脆弱な地域がまだ多く残っており、また違法・無報告・無規制

（IUU）漁業が持続可能な水産資源管理を脅かしている。これに対応するため、コマネジメント

の普及による資源管理体制強化、IUU 漁業を抑制するための人材育成を引き続き実施する。 

• 畜産においては、家畜密度の高まり、抗菌剤の乱用等に伴い、家畜の疾病が課題となっている。

さらに、家畜の疾病の多くは人獣共通感染症であり、人と家畜の移動増加等により人への感染も

深刻な課題となっている。これら課題に対応するため、「One Health」の理念を踏まえた人獣共通

感染症対策と家畜衛生改善に向けて、重要な役割を担う獣医師について公的機関のみならず民間

部門も含めた育成・能力向上を進める。また、研究能力向上支援を合わせて進める。 

• 気候変動による農業生産及び農家経済への影響は、近年一層拡大している。これに対応するため、

ほかの農業関連プロジェクトにおいて気候変動に対する強じん性を強化する取組を導入するた

めの対策を検討する。 

 
３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 

引き続き SDGs やパリ協定等の国際的枠組みや、仙台防災枠組、大阪ブルー・オーシャン・ビジョ

ン等の我が国がイニシアティブを取る重要政策への貢献を念頭に置きつつ、地球規模課題の解決に

貢献する事業を形成・実施することを期待する。なお、GCF の活用に向けて昨年度進展が見られた

ところ、今後案件が早期に採択されるとともに、今後も機構のノウハウを生かして途上国のニーズ

に沿った質の高い案件の形成に積極的に取り組み、それら案件が GCF 支援事業として採択・実施

されることを期待したい。 

 

（2）対応： 

2020 年度も引き続き SDGs やパリ協定等の国際的枠組みや、「仙台防災枠組」、大阪ブルー・オー

シャン・ビジョン等の日本がイニシアティブを取る重要政策への貢献を念頭に置きつつ、地球規模

課題の解決に貢献する事業に取り組んだ。 

具体的には、GCF に関し、2020 年度末時点で計8 件のコンセプトノートを提出したほか、うち

2 件はファンディングプロポーザルを提出した。その結果、東ティモールの事業が、2021 年 3 月

に開催された第 28 回 GCF 理事会において承認され、機構にとって初めての GCF 受託事業とな

った。また、パリ協定の下で開発途上地域に求められる「自国が決定する貢献」（NDC）の策定・改

定、国家適応計画の策定・改定、国家温室効果ガスインベントリの作成・更新等、各種取組の遂行

に必要な能力強化に資する事業や、仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ 2）の目標達成に向

けた、災害リスクの理解、災害リスク・ガバナンス強化、防災投資の促進等に資する事業を多数実

施した。さらに、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンに対する日本政府の貢献策「マリーン・イニ

シアティブ」に貢献するため、SATREPS 事業や新規の課題別研修、廃棄物管理の改善に向けた事

業を形成・実施した。 

 

 

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、①「緑の気候基金（GCF）」を活用した事業形成の推進・初の GCF 受託、②「災害

復旧スタンド・バイ借款」の感染症対策へ初適用、③重油漂着地域の生態系及び住民への影響緩和、

シームレスな支援、④クリーン・シティ・イニシアティブの形成・推進、⑤ベトナムにおける環境

保護法の成立、⑥コロナ禍における小農等への被害軽減に向けた緊急支援・農作物の安定生産への

貢献等、特筆すべき成果をあげた。 

 

ア . 気候変動 

◎ 「緑の気候基金（GCF）」を活用した事業形成の推進・初の GCF 受託【②】：東ティモール

の事業が、2021 年 3 月に開催された第 28 回 GCF 理事会において承認され、機構にとって

初めての GCF 受託事業となった。 
〇 パリ協定の下で開発途上地域に求められる「自国が決定する貢献」（NDC）の策定・改定、国

家適応計画の策定・改定、国家温室効果ガスインベントリの作成・更新等、各種取組の遂行に

必要な能力強化に資する事業を実施。 
〇 GCF に関し、ベトナム及びラオスを対象とした REDD+ 成果支払案件のコンセプトノートを

提出（2020 年度末時点で計 8 件提出、うち 2 件はファンディングプロポーザルを提出）。 
〇 東アジアや南アジアの大都市での鉄道事業の展開を通じて、モーダルシフトを促進し、運輸分

野での低炭素化を推進。 
〇 技術協力 37 件、円借款 38 件、海外投融資 6 件、無償資金協力 27 件（計 108 件）の事業の

計画段階で「気候変動対策支援ツール」を活用し、気候変動対策の主流化に係る取組を実施。 
 

イ . 防災の主流化・災害復興支援 

◎ 「災害復旧スタンド・バイ借款」感染症対策へ初適用、より良い復興（BBB）に寄与：フィリ

ピン、エルサルバドルにて災害復旧スタンド・バイ借款を感染症対策にも初めて適用。また、

インドネシアにおける中部スラウェシ地震・津波、ネパールにおける震災、及びモザンビーク

におけるサイクロン・イダイの被災地において、各種事業を実施。 
〇 仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ 2）の目標達成に向け、災害リスクの理解、災害リス

ク・ガバナンス強化、防災投資の促進等を実施。 
〇 各種国際会議等での発信、日本－世銀防災共同プログラムの計 45 件のプロポーザルに対する

助言・提案、地方防災計画の策定支援事業等を通じて、防災の主流化に貢献。 
 

ウ . 自然環境保全 

◎ 重油漂着地域の生態系及び住民への影響緩和、シームレスな支援【②④】：モーリシャス沖重

油流出事故に関し、国際緊急援助隊の活動（8 月～ 9 月）の一環で生態系保全の支援を実施。

また、基礎情報収集・確認調査団の派遣（10 月）、基本計画策定調査の実施（12 月）を同時

並行で実施し、重油漂着地域等の生態系及び沿岸住民の生活への影響を緩和するための支援事

業につき、12 月中に先方政府と基本合意に至った。これら迅速な対応についてジャグナット首

相より茂木大臣に対して謝意が示された。 
〇 REDD+ 及び持続的森林管理に関し、ベトナム、ラオス、カンボジア等で事業を形成・実施し

た。 
〇 「サヘル・アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ（AI-CD）」
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に関し、知識共有のための情報発信を行うとともに、参加 15 か国に対して、資金アクセスに

関する助言提供や、各国のレジリエンス強化活動に係る資金アクセスへの支援を実施。 
〇 ポスト愛知目標も念頭に、生物多様性の主流化に貢献する個別事業をパプアニューギニア、イ

ラン、ホンジュラス等 10 か国で実施した他、アルバニアにおいて技術協力プロジェクトの討

議議事録（R/D）を締結した。 
〇 「森から世界を変えるREDD+ プラットフォーム」の事務局として活動し、REDD+ 森林保全に

係る認知度の向上、ナレッジ蓄積、GCF 案件形成を含む成果払フェーズへの移行に貢献。 
〇 ブラジルでは、JJ-FAST 及び AI の活用も含めた衛生技術を用いた森林モニタリングシステム

の強化に資する技術協力プロジェクトの開始準備を推進。 
〇 インドネシアで推進してきた泥炭地保全手法及び泥炭評価手法に係る成果の活用及びその他

の熱帯泥炭地への普及可能性を検討するため、基礎情報収集・確認調査を開始。 
 

エ. 環境管理 

◎ クリーン・シティ・イニシアティブの形成・推進【②】：開発途上地域における環境管理分野

の政策やインフラ整備の優先度を高めるため、「JICA クリーン・シティ・イニシアティブ」を

形成。今後の事業展開の方向性を示すとともに、同イニシアティブに基づく戦略的な案件形成

を推進。 
◎ 新型コロナの感染拡大を受けた衛生環境の改善（緊急支援・能力強化）【②】：新型コロナ感

染拡大下、衛生的な都市環境の維持に不可欠な廃棄物管理を継続するべく、8 か国を対象に収

集・清掃作業員や処分場作業員に対する感染予防資材の緊急支援、労働安全衛生に関するリー

フレット作成や講習、安全対策ガイドラインや事業継続計画の策定支援等を実施。また、機構

も主体的役割を担う ACCP の枠組みを活用して、急きょコロナの影響調査を実施したほか、

国連人間居住計画（UN-Habitat：United Nations Human Settlements Programme）との連携により 
ACCP 加盟国にパンデミック下の廃棄物管理戦略ガイダンス等を提供。 

◎ ベトナムにおける環境保護法の成立【②】：環境政策アドバイザー及び廃棄物管理や流域管理

に係る既往技術協力の成果が反映された改正環境保護法がベトナム国会で承認された。 
〇 ACCP を通じた適正な廃棄物管理の具現化に向けて、エチオピア、ケニア、スーダン、南スー

ダン、ザンビア、マダガスカルで案件を形成した。 
〇 3R の推進に向けて、大洋州 9 か国を対象に調査を開始。また、WtE（Waste to Energy）の推進

に向けて、バングラデシュ、タイを対象に調査を開始。 
〇 海洋プラスチック問題への対応に直接的に資する SATREPS 事業を開始。また、タイを対象と

して廃棄物焼却発電及び廃プラスチックリサイクルによる海洋ごみ対策促進を検討する調査

を開始し、SATREPS 事業の社会実装に向けた今後のタイ側の実施体制の検討を側面支援。 
〇 海洋プラスチックごみの削減に向けた民間企業の国際アライアンスである AEPW（Alliance to 

End Plastic Waste）と包括的な連携・情報共有に係る覚書（MoU：Memorandum of Understanding）
を締結。 

〇 水質汚濁、汚水対策として、フィジー、ネパールで新規事業の枠組みを合意したほか、アフリ

カ地域で新規調査を開始した。また、大気汚染対策として、モンゴル、イラン、コソボでの協

力を継続。 
 

オ . 食料安全保障 

◎ コロナ禍における脆弱層への被害軽減に向けた緊急支援・農作物の安定生産への貢献【②】：

コロナ禍による小農を中心とする脆弱層への深刻な被害を軽減するため、既存案件の枠組みを

いかして緊急支援を展開。食料安全保障分野のコロナ対策支援は、農業投入財（優良種子、肥

料等）を含め 90 件以上に及び、農作物の安定的な生産等に大きく貢献。 
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〇 アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）対象国 32 か国のうち 16 か国において 36 件の

事業を実施。コロナ禍でも遠隔での取組を積極的に行い、普及員・農家に対する研修機会の提

供を実現。また、CARD 運営委員会を遠隔開催し、RICE アプローチに係る指標の設定や戦略

策定等を協議。 
〇 種子生産や機械化農業の推進に必要な施設・機材に係る調査や、農業機械や先進技術などの展

示・実証・人材育成拠点となる「アフリカ農業イノベーションセンター」構想の具体化に向け

た調査を開始。 
〇 「JICA アフリカ稲作技術マニュアル－ CARD10 年の実践－」を作成。 
〇 水産資源管理について、セネガルでのアフリカ広域研修、東カリブ諸国（6 か国）での生態系

保全と観光連携の支援、モルディブ、パラオ、モーリシャス、東ティモール、インドネシアで

のブルーエコノミー案件の形成等を実施した。 
〇 畜産分野のバリューチェーン強化に向けて、モンゴル、パキスタンで新規事業を開始。また、

人獣共通感染症と家畜衛生に関し、ミャンマー、モンゴル、ザンビア等で事業を実施。 
〇 気候変動に対する強じん性を高めるための事業をインドネシア、スーダン、エチオピアで実施。

エチオピアでは、専門家による遠隔協力を通じて、農業保険の普及活動を推進した結果、コロ

ナ禍でも 1,100 人以上が保険を購入。 
 

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 4-3】「防災分野における人材育成数」が目標値（8,000 人）を約 110％上回る 16,828 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。 
 
（定性的実績） 
１．気候変動（【指標 4-1】「低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資する、気

候変動対策に係る支援の実施及び機構内における気候変動主流化の取組状況」） 

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。 
・パリ協定で求められる「国が決定する貢献」（NDC）の策定・改定、国家適応計画の策定・改定

等、各種取組の遂行に必要な能力強化に資する事業を各国で実施したことは、相手国のエネル

ギー政策や気候変動対策への関与を深めるという政府の方針に合致しており重要な取組であ

る。 
・我が国が主要拠出国として積極的に貢献している「緑の気候基金（GCF）」を活用した事業形成

として、東ティモールの事業が 2021 年 3 月の GCF 理事会で初の案件として承認され、その

他の国でも事業形成を推進したことは、マルチの気候変動対策支援枠組みの活用の観点から評

価できる。 
 

２．防災の主流化・災害復興支援（【指標 4-2】「自然災害に対して強じんな社会づくりに資する、

防災の主流化及び被災国に対するビルドバックベターの考え方に基づく支援の実施状況」） 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
 ・インドネシアにおける地震・津波、ネパールにおける震災、及びモザンビークにおけるサイク

ロン被災地において、各種事業を実施したことに加え、新型コロナの感染拡大を受け、フィリ

ピン、エルサルバドルにて「災害復旧スタンド・バイ借款」を感染症対策へ初適用し、当該国
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の「より良い復興」に貢献したことは重要である。 
 ・我が国の国際公約である仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ 2）の目標達成に向け、災害

リスクの理解、災害リスク・ガバナンス強化、防災投資の促進等を実施したことや、世銀との

共同プログラムのプロポーザルに対する助言・提案を行ったことは、我が国が重視する防災分

野への貢献として評価できる。 
 

３．自然環境保全（【指標 4-4】「国内外の関連機関との連携を含む、自然環境保全に係る支援の実

施状況」） 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・モーリシャス沖重油流出事故に関し、シームレスな活動により、迅速に重油漂着地域等の生態

系及び沿岸住民の生活への影響を緩和するための支援事業の先方政府との基本合意に至り、先

方首相より茂木大臣に対して謝意が示されたことは高く評価できる。 
・持続的な森林管理に関し、東南アジア等で事業を形成・実施し、ブラジルでは、AI 等の活用も

含めた衛星技術を用いた森林モニタリングシステム強化に資する技術協力プロジェクトの開

始準備を推進し、アフリカにおいても「サヘル・アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジ

リエンス強化イニシアティブ」を推進し、各国のレジリエンス強化活動に係る資金アクセスへ

の支援を実施するなど、それぞれの地域に沿った活動を行った。 
・G7 コーンウォール・サミットでも注目された生物多様性に関して、ポスト愛知目標も念頭に、

主流化に貢献する個別事業をパプアニューギニア、イラン、ホンジュラス等 10 か国で実施し

たことは時宜にかなった協力と言える。 
 

４．環境管理（【指標 4-5】「我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管理分野

の政策･法制度や管理態勢の構築、能力強化に係る支援の実施状況」） 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・ベトナムにおいて、これまで取り組んできた環境政策アドバイザーや廃棄物管理・流域管理に

係る技術協力の成果が反映された改正環境保護法がベトナム国会で承認されたことは、我が国

の支援方針である、途上国と共に考え、共に歩むという姿勢を実証するものであり、日本に対

する途上国からの信頼構築に貢献する好事例と言える。 
・新型コロナ感染拡大下における衛生的な都市環境の維持に不可欠な廃棄物管理を継続すべく、

8 か国に感染予防資材の緊急支援や安全対策ガイドライン及び事業継続計画の策定支援等を

実施した他、国連人間居住計画（UN-Habitat）との連携によりパンデミック下の廃棄物管理戦

略ガイダンス等を提供したことは、各国における新型コロナ対策関連対策に貢献した。 
・我が国が G20 大阪サミットで注力した海洋プラスチックごみの削減に関し、民間企業の国際ア

ライアンスである AEPW（Alliance to End Plastic Waste）と覚書を締結したことや、タイで海洋

ごみ対策促進を検討する調査を開始し、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム

（SATREPS）事業の社会実装に向けた今後のタイ側の実施体制の検討を側面支援したことは評

価できる。 
 

５．食料安全保障（【指標 4-6】「食料安全保障に資する、CARD への貢献を含む持続可能な農業の

推進及び水産資源の利用に係る支援の実施状況」） 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
 ・新型コロナの影響を受ける小農を中心とする脆弱層への被害軽減に向け、既存案件の枠組みを

活かして農作物の安定生産に繋がる支援を迅速に展開した。食料安全保障分野のコロナ対策支

援は、農業投入財（優良種子、肥料等）を含め 90 件以上に及び、農作物の安定的な生産等に

大きく貢献した。 
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 ・アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）対象国における取組を、遠隔の方法も取り入れつ

つ積極的に行い、研修機会の提供を実現した。加えて、水産資源管理や畜産分野のバリューチ

ェーン強化に関しても広く取組を行い、各国の食料安全保障の強化に貢献した。 
・気候変動が農業等に与える影響が国際的にも懸念される中、気候変動に対する強じん性を高め

るための事業をインドネシア、スーダン、エチオピアで実施したことは、気候変動の主流化の

観点からも評価できる。 
 
（結論） 

以上により、定量指標が 120%を越える結果を得たこと、年度計画において予定されていた取組

を着実に実施したほか特筆すべき定性的な成果が多数見られることから、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、新型コロナの影響があらゆる分野に及ぶ中、上記のとおり、各分野において外交政

策の実現に資する取組を継続的に実施した。特に、国際社会の喫緊の課題である気候変動分野につ

いて、我が国が重視する GCF を活用した取組を推進したこと、また、新型コロナの影響に対応し

た防災、環境管理、食料安全保障分野での臨機応変な取組は評価される。 
これらの成果は「地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築」に寄与する

とともに、SDGs 達成に向けた貢献等を通じて、開発協力大綱に掲げる「我が国の平和と安全の維

持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値

に基づく国際秩序の維持・擁護」等にも大きく貢献するものである。 
 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞  
上記評価を踏まえ、引き続きそれぞれの地球規模課題分野における実効的な取組を進め、持続可

能で強靭な国際社会の構築の推進に寄与することを期待する。 

特に、気候変動分野については、政府として 2021 年から 5 年間で官民合わせて 6.5 兆円の支援

を実施し、そのうち適応分野の支援を強化することを打ち出しており、世界の脱炭素移行の達成に

向け主導的な役割を果たすための取組に努められたい。また、2021 年 12 月の東京栄養サミットの

開催に関連し、食料安全保障の観点も踏まえつつ、世界的な栄養改善に貢献する取組を期待する。 

 
 ＜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.5 地域の重点取組 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、自由で開かれたインド太平洋、横浜宣言 2019、アジア健

康構想、対 ASEAN 海外投融資イニシアティブ、日・中南米連結性強化

構想 
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】 

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 

①主要なアウトプット情報

（定量指標） 
達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

アジアにおいて育成する産

業人材数 
12,000 人 /年76 12,000 人 21,933 人 19,850人 77 21,109人78 24,517人 - 

アフリカにおける育成人材数 
600 万人79 

（2017-2018） 
350 万人 422 万人 476 万人 － －  

②主要なインプット情報（予算額80 / 支出額（百万円）） 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

東南アジア・大洋州 
26,101/ 

25,884 

29,565/ 

30,312 
29,385/ 
26,774 

27,620/ 
21,066 81 - 

南アジア 
13,627/ 

11,947 

10,891/ 

12,246 

11,249/ 
9,705 

12,327/ 
9,489 82 - 

東・中央アジア，コーカサス 
4,844/ 

5,258 

4,990/ 

4,684 
5,175/ 
4,691 

4,484/ 
3,895 83 - 

中南米・カリブ 
8,525/ 

8,675 

8,109/ 

7,999 
8,399/ 
8,242 

11,249/ 
6,602 84 - 

アフリカ 
35,672/ 

31,012 

30,321/ 

33,209 
28,921/ 
27,948 

32,705/ 
26,025 85 - 

 
76 2015 年日・ASEAN 首脳会議における日本の公約である「アジア産業人材育成協力イニシアティブ」に示

されている達成目標を基に, 機構貢献分を約 90％として想定して設定する。日・ASEAN 首脳会議の目標

値：2015 年から 2017 年に年間 1.3 万人強 
77 2018年度の集計値に誤りがあり今回是正。 
78 2019年度の集計値に誤りがあり今回是正。 
79 日本政府公約である TICAD VI の達成目標を基に , 機構貢献分を 90％として想定して設定する。TICAD 

VI で発表した日本としての取組（公約）：2016 年から 2018 年に 1,000 万人。 
80 参考値として「開発協力の重点課題」セグメントの業務経費の地域別の予算内訳を示している。 
81 暫定値 
82 暫定値 
83 暫定値 
84 暫定値 
85 暫定値 
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中東・欧州 
8,290/ 

9,094 

11,810/ 

9,711 
8,071/ 
7,165 

6,714/ 
4,857 86 - 

全世界・その他 
10,273/ 

11,264 

8,833/ 
8,72787 

14,924/ 
9,364 

16,398/ 
9,071 88 - 

 

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.（5）、中期計画：1.（5） 
年度計画 
1.（5）地域の重点取組 
刻々と変化する情勢に柔軟かつ機動的に対応しつつ、それぞれの地域に対して以下の支援に重点

的に取り組む。その際、国別開発協力方針を踏まえた国単位の取組に加え、地域統合や地域の連結

性向上に向けた動きや広域開発、「自由で開かれたインド太平洋」への貢献にも留意する。 
ア 東南アジア・大洋州地域 
• 東南アジアについては、「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえ、ASEAN の自主性、自立

性、一体性（統合の深化）を高める支援を強化する。特に、ASEAN の一体性と持続的成長の

鍵である経済統合の推進、陸の東西・南部経済回廊及び海洋の経済回廊に係る連結性強化、自

由で開かれた海洋秩序の維持・強化のための海洋インフラ整備や海上法執行能力の強化、成長

の歪みを克服する質の高い成長、脱炭素化に向けた気候変動対策、将来の国を支えるリーダー

層や行政官の人材育成、ミンダナオやラカイン等の地域が抱える脆弱性への対応等を重点領域

として支援する。 
• 大洋州地域についても、「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえ、海洋インフラ、海上安全、

海上法執行能力、漁業資源管理等を重点領域として支援する。また、気候変動対策、環境問題

等の脆弱性の克服や緩和への対応、自立的かつ持続可能な発展に向けたインフラ整備、貿易・

投資や観光分野の支援、「太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）」の拡

充を含む人材育成・人的交流及び健康・スポーツ増進等の支援に取り組む。 
 

イ 南アジア地域 
• 貧困層が多く自然災害にも脆弱な地域特性や、「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえ、域

内及び他地域との連結性強化、投資環境整備を含む産業競争力強化、平和と安定及び安全の確

保、基礎生活分野の改善、地球規模課題への対応を重点領域として支援する。 
• 特に、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づく高速鉄道、メトロ、デリー・

ムンバイ間の大規模回廊開発等のインフラ開発、「アジア健康構想」を踏まえた保健事業、イ

ンド北東部の連結性強化、森林・生態系管理、農業、地方上水道整備、コミュニティの能力向

上等を含む社会開発に資する事業、及び「対 ASEAN 海外投融資イニシアティブ」に貢献すべ

く、海外投融資事業の形成を推進する。また、「日バングラデシュ包括的パートナーシップ」、

「ベンガル湾産業成長地帯（BIG-B） 構想」、「日・スリランカ包括パートナーシップ」に基

づく事業の実施に加え、対パキスタン円借款が再開された場合には同国の投資環境整備促進・

社会開発支援や、対ネパール経済・社会インフラ開発支援を行う。 
• 平和で公正な社会の実現に向け、引き続きガバナンスの強化に向けた法整備、治安維持能力の

向上を支援する。特に、ネパールにおける連邦制移行への支援、スリランカにおける司法人材

能力強化のための支援、バングラデシュでの治安維持能力向上支援、パキスタンにおけるアフ

 
86 暫定値 
87 暫定値 
88 暫定値 
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ガン国境地域でのヒューマンキャピタル形成に資する支援を行う。 
• 人材育成奨学計画（JDS：Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship）、SDGs 

グローバルリーダー・コース等各種留学生プログラムやアフガニスタンにおける「未来への架

け橋・中核人材育成プロジェクト」等を通じた人材育成推進する。特に「自由で開かれたイン

ド太平洋」に関連して、JDS を通じてモルディブでの人材育成に取り組む。 
 

ウ 東・中央アジア及びコーカサス地域 
• ガバナンスの強化、産業の多角化、インフラ整備、人材育成（特に、若手行政官や技術分野の

幹部人材等）を重点領域として支援を継続する。 
• 特に、モンゴルにおいては財政支援のニーズ等に対する適切な対応のため、日本政府の方針策

定に向けた情報提供や、経済安定化とガバナンス強化に向けた取組等を継続するとともに、持

続的な経済成長につなげていくため国家総合開発計画や農牧業マスタープランの策定等を支

援する。中央アジア・コーカサスでは、域内及び他地域との連結性、国内の格差の是正及び質

の高いインフラに配慮した協力を推進し、国際幹線道路や発電所、農業金融等の円借款事業の

着実な実施を継続するとともに、保健医療等の社会セクター関連での事業形成を進める。 
• 中国については、継続案件を着実に実施するとともに、対中 ODA の総括を継続する。また、

中国側関係機関との対外援助に関する情報共有・意見交換を行うとともに、ODA 終了後を見

据え、これまでの協力のアセットを活用した活動可能性を検討する。 
 

エ 中南米・カリブ地域 
• 政治動向の不安定さも注視しつつ、日本政府が掲げる「対中南米外交・3 つの指導理念（juntos）」

の具現化を企図した「日・中南米連結性強化構想」にも貢献するため、経済発展を一層促進し

ていくためのインフラ整備（経済的連結性強化）、防災・気候変動対策、都市環境問題や格差

是正支援等（価値と知恵の連結性強化）を重点領域として支援する。 
• 具体的には、本邦企業等とのネットワーキング化の促進を通じた連携の推進、米州開発銀行や

中米統合機構（SICA：Sistema de la Integración Centroamericana）等の域内開発パートナーとの

既存の連携枠組を活かした事業展開並びに新たな枠組の検討、留学制度を活用した中南米地域

協力の核となる人材育成等を推進する。また、日系社会との連携に関し、海外移住資料館と国

内及び中南米の資料館とのネットワーキングや民間企業、自治体、研究機関等との協力により、

国内外での取組を一層強化する。また、農業・保健分野等でのこれまでの協力から得られた有

形無形の資産を活用した新たな事業形成を推進する。 
 

オ アフリカ地域 
• TICAD 7 の「横浜宣言 2019」に基づいて、特に、「TICAD 7 における日本の取組」として打

ち出された「経済」、「社会」、「平和と安定」の 3 本柱に沿った取組を実施する。 
• 「経済」開発分野では、ABE イニシアティブ 3.0 等の産業人材の育成、「アフリカの民間セク

ター開発のための共同イニシアティブ」を含む連結性強化に向けた質の高いインフラ投資、債

務持続可能性の確保、産業の多角化及びアフリカビジネス協議会等への貢献を通じたビジネス

推進等に取り組む。 
• 「社会」開発分野では、基礎医療アクセスの改善等を通じた UHC 拡大、みんなの学校及び理

数科教育の拡充等を通じた質の高い教育の提供、廃棄物管理の強化を含む持続可能な都市づく

り及びスポーツの普及等に取り組む。 
• 「平和と安定」分野では、治安維持等に係る人材育成等を通じた制度構築とガバナンス強化、

紛争地域の安定化支援及び難民・避難民や受入コミュニティに対する支援等に取り組む。 
• アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA：African Continental Free Trade Area）等のアフリカ連合の
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「アジェンダ 2063」の重点項目やアフリカ域内の共通課題に対応する事業の実施、国際機関・

二国間ドナー、国内外の民間企業、高等教育・研究機関等幅広いパートナーとの連携、及びア

フリカ開発の課題と取組に係る国内外への発信に取り組む。 
 

カ  中東・欧州地域 
• 地域の安定化と人間の安全保障の確保、質の高い成長、地域的取組の推進等に留意しつつ、国

の発展を支える人材育成、インフラ整備、投資環境整備等を重点領域として支援する。 
• 特に、日本の技術・知見も活用し、格差是正や紛争被害の視点を含めたインフラ整備、環境分

野の支援にも引き続き取り組む。また、シリア難民については、2021 年度までに最大 100 名
を目指した留学生受入を引き続き実施する。イエメンに対しても、本邦研修等を通じて日本の

戦後復興の知見・経験を共有し、イエメンの復興・開発に向けた協力の下地作りに貢献する。

さらに、留学生・研修員受入、技術協力事業等の実施により、エジプトの日本式教育を推進す

る。 
• TICAD 7 の公約に基づき、民間企業の北アフリカ進出支援を行うとともに、「西バルカン協力

イニシアティブ」に基づき、各種支援を実施する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照） 
• 我が国関連政策及び地域別公約等への貢献を含む、各国・地域固有の開発課題解決に向けた、

国別開発協力方針に沿った案件形成・実施状況 

 

３－２．業務実績 

 

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

事業計画作業用ペーパーの新規策定・改定数 128 件 89 135 件 135 件 139 件 139 件  

質の高いインフラパートナーシップで公約さ

れたアジアのインフラ分野向け資金協力支援 
- 90 9,891 億円 

1 兆 1,358 

億円 

1 兆 1956 

億円 
8,598 億円  

各地域の本邦

研修実績数 

東南アジア・大洋州 - 4,643 人 3,641 人 3,570 人 1,462 人  

南アジア - 1,710 人 1,338 人 1,487 人 594 人  

東・中央アジア ､ コーカサス - 1,018 人 782 人 785 人 296 人  

中南米・カリブ - 1,516 人 1,133 人 1,205 人 585 人  

アフリカ - 3,488 人 2,565 人 2,430 人 1,436 人  

中東・欧州 - 1,255 人 865 人 995 人 375 人  

合計 24,000 人91 13,630 人 10,324 人 10,472 人 4,748 人  

 
  No.5-1 東南アジア・大洋州  

 
89  前中期目標期間（2012-2015）実績は、512件 
90  アジア向けインフラ支援として2016-2020に4兆円（質の高いインフラパートナーシップでの公約額（1,100

億ドル））のうち、機構貢献分（335億ドル）。円ドル換算は、公約発表時のレートに基づく。円借款事業
のみを集計。） 

91  前中期目標期間（2012-2015）実績平均。なお、当実績値には本邦研修以外に第三国研修、現地国内研修
の人数も含まれる。前中期目標期間（2012-2015）の本邦研修のみの実績平均は11,595人。 
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（1）東南アジア 

東南アジア地域は高い経済成長を遂げている一方で、域内及び各国内の格差の問題が存在し、イン

フラ開発に対する膨大なニーズがある。こうした状況及び主要な外交政策である自由で開かれたイン

ド太平洋等を踏まえ、ASEAN の自主性、自立性、中心性、一体性（統合の深化）を高める協力に主

眼を置き、事業を実施した。具体的には、ASEAN の一体性と持続的成長の鍵である経済統合の推進、

陸の東西・南部経済回廊及び海洋の経済回廊に係る連結性強化、自由で開かれた海洋秩序の維持・強

化のための海洋インフラ整備や海上法執行能力の強化、成長の歪みを克服する質の高い成長、脱炭素

化に向けた気候変動対策、将来の国を支えるリーダー層や行政官の人材育成、ミンダナオ・ラカイン

等の地域が抱える脆弱性への対応等を重点領域として支援した。さらに、保健医療分野を中心とした

新型コロナ対策に係る支援に取り組んだ。 

 
① 日本政府の政策及び地域別公約への貢献 

• 産業人材育成協力イニシアティブ 2.0：2018 年の日・ASEAN 首脳会議の公約（5 年間（2018 ～

2022）で 8 万人規模の産業人材育成）に関し、機構は 2020 年度末で 65,476 人（うち 2020 年

度は24,517 人）の産業人材育成を実施した。 

② 重点領域への支援 

ア）ASEAN の経済統合の推進 

• 2019 年に締結された日 ASEAN 技術協力協定のもと、2019 年に ASEAN 首脳会議で採択された

「インド太平洋に関するアセアン・アウトルック（AOIP）」の推進に資する研修事業 3 件「港

湾戦略運営」、「アジアにおける持続的な物流システムの構築」及び「海洋ごみ対策のための廃

棄物管理」を実施した。外務省はじめ関係省庁からの協力を得て、対 ASEAN 協力の政策的かつ

外交上の重要性を踏まえて実現したものであり、ASEAN 地域の共通課題に対して各国の対応能

力向上を支援するとともに、自由で開かれたインド太平洋を実現する観点から ASEAN 各国の結

束と連帯の強化に貢献した。 

• ASEAN において国際秩序を支える普遍的価値の共有を図るための協力を展開した。インドネシ

アでは、国際化・多様化する税務行政に対応する国税総局の実務能力向上に向け、「税務行政能

力向上アドバイザー」がコロナ禍による一時帰国中にも技術移転を進めるため、国税総局職員を

対象としたオンラインセミナーを 2020 年 9 月から毎月開催した。マレーシアでは、WTO 貿易

円滑化協定の下で義務化された制度整備の支援として、税関職員との意見交換を通じて業務の効

率化に向けた取組を実施した。 

• ミャンマーでは、新型コロナによる工事の遅延や契約上の対応に係る混乱が生じつつあったこと

を踏まえ、「法・司法制度整備支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の専門家による「契

約解釈セミナー」をオンラインで実施し、国際コンサルティング・エンジニア連盟（FIDIC）の契

約約款をベースに契約解釈の方法・生じうる問題点・取るべき対応について、ミャンマー政府向

けに解説を行った。ミャンマー側からは、計画財務工業省や建設省など 9 省庁の 29 部局から70 

人を超す出席者があり、活発な質疑応答がなされた。 

• 日本、ミャンマー、タイの 3 か国の共同事業であるダウェー開発に関し、ダウェー開発を進める

上で必須であるマスタープラン（M/P）の策定に向けて、情報収集・確認調査を通じ、ミャンマ

ー及びタイ両政府に対して既存 M/P の更新を提案した。また派遣中の専門家による両政府との
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調整支援等を通じて、事務レベル 3 か国協議の実現を含むダウェー開発の推進に貢献した。 

イ）陸の連結性強化 

• 南部経済回廊及び南部経済回廊に係る道路・橋梁整備に加え、交通安全対策の推進や設計・施工

能力強化に係る技術支援も併せて行うことにより、輸送能力の増強に伴う所要時間の短縮化や物

流の円滑化のみならず、安全性も確保した質の高いインフラ整備に貢献した。 

• ベトナムのホーチミンからカンボジアのプノンペンを経由してタイのバンコクにつながる南部

経済回廊整備に関し、カンボジアでは「国道 5 号線改修事業」（円借款）により、南部経済回廊

の一部を成す国道 5 号線の道路拡幅、バイパス整備等を実施している。また、国道 5 号線上で

の交通安全対策の強化をすべく、「幹線道路における道路交通安全改善プロジェクト」（円借款

附帯プロジェクト）の R/D に署名した。 

• ベトナムのダナン港からラオス、タイを通過し、ミャンマーのヤンゴンにつながる、インドシナ

半島中部を貫く東西経済回廊整備に関し、ミャンマーでは「東西経済回廊整備事業」（円借款） 

によりジャイン・コーカレー橋、ジャイン・ザタピェン橋、及びアトラン橋を建設中であり、同

事業のフェーズ 2 にあたる「東西経済回廊幹線道路整備事業（バゴー・チャイトー間新道路）」

（円借款）の L/A を調印した。これらを通じて国内・国際物流の活性化に寄与することが期待さ

れる。また、タイでは東西経済回廊上のターク・メーソート間を始めとする複数の山岳道路トン

ネル建設が計画されており、これらトンネルの設計・監理能力強化を支援するため、「トンネル

プロジェクト監理能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の討議議事録（R/D）に署名

した。 

ウ）海洋の連結性強化 

• 港湾インフラ整備に係る計画策定支援を進めるとともに、関連法令整備や行政能力強化などの技

術支援も行い、海洋の連結性強化に貢献した。カンボジアでは、「シハヌークビル港新コンテナ

ターミナル拡張事業」（円借款）の協力準備調査を開始した。また、カンボジア政府が成立を目

指している港湾法に基づき、同法律の運用に係る関連規則の策定等を通じた港湾行政の強化に係

る技術協力を行うべく、「港湾行政能力強化プロジェクト」（開発計画調査型技術協力）の詳細

計画策定調査を開始した。 

• ベトナムでは、ダナン市の将来的な貨物需要を満たすべく、同市が計画中のリエンチュウ港区開

発に関し、計画の実現可能性を確認するとともに、官民機能分担、運営方式、周辺エリアの開発

計画及び効率的な陸上輸送ネットワークに関して調査を開始した。 

• ミャンマーでは、「ヤンゴン河航路標識改修計画」（無償資金協力）の G/A を締結した。本事業

により航路標識が整備され、航行の安全性が向上することが期待される。 

エ）海洋インフラ整備及び海上法執行能力強化 

• インドネシアでは、「海上保安機構能力向上」（国別研修）において、日本の海上保安庁等によ

るオンライン研修を実施した。本研修では国際海洋法と法執行、東シナ海における海上保安庁の

役割等の講義及び制圧術の実技指導が 4 日間にわたり行われ、4 日間の研修を 2 回、延べ 179 

人が参加した。 

• ベトナムでは、「海上保安能力強化事業」（円借款）の L/A を調印した。本事業を通じて巡視艇 

6 隻を調達することにより、海難救助や海上法執行等を迅速かつ適切に実施する能力の向上を図

り、同国の海上安全の確保と航行の自由に貢献することが期待される。また、ベトナム海上警察

に対して海上法執行や捜索救助に必要な実務研修を行う「ベトナム海上警察の能力強化」（国別
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研修） が採択され、その一部である「海上法執行に関する研修」を実施した。フィリピンでは、

「フィリピン沿岸警備隊海上安全対策能力強化事業（フェーズ 2）」（円借款）による多目的船

の製造が進展中である。また、フェーズ 1 の未使用残の活用による予備品の購入等についても先

方政府と協議・検討した。 

• 「21 世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム（JSPP）」では、ASEAN、

大洋州及び南アジア諸国の関係者に海上安全管理や気候変動と海洋法に係る遠隔研修をオンラ

インにて実施した。 

オ）成長の歪みを克服する質の高い成長 

• ベトナムでは、増加する交通需要への対応を図り、ホーチミン都市圏の交通渋滞及び大気汚染の

緩和、地域経済の発展を後押しするために「ホーチミン市都市鉄道建設事業（ベンタイン―スオ

イティエン間（1 号線））」（円借款）を実施しており、2020 年 10 月には日本企業が製作予定

の車両 51 両のうち 3 両が納入された。また、同事業の円借款コンサルタントと「ホーチミン市

都市鉄道規制機関及び運営会社能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で連携して、

運転候補生の訓練を開始し、商業運転開始に向け人材育成を支援している。「ハノイ市環状 3 号

線整備事業（マイジック - タンロン南間）」（円借款）では、首都ハノイ市の外環に沿う環状 3 

号線の西区間の都市内高速道路が開通するとともに、地方の交通需要への対応及び安全性向上、

物流ネットワークの効率化等に資する「第 2 期国道・省道橋梁事業」（円借款）では全 98 橋梁

を整備・完工した。さらに、「持続可能な運輸交通開発戦略に係る情報収集・確認調査」を開始

し、日越の大学研究者を招いて、開発戦略策定への助言を求めた有識者委員会を開催した。 

• ミャンマーでは、「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ 1」（円借款）により日本の車

両メーカーが製造した車両が初めて納入された。また、「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フ

ェーズ２ 」（円借款）及び「ヤンゴン環状鉄道改修事業」（円借款）では、機構の側面支援の下、

三菱商事株式会社とミャンマー国鉄の間で計 246 両の車両調達に係る契約が締結され、「ヤンゴ

ン環状鉄道改修事業」（円借款）では土木工事が完工した。 

カ）気候変動対策と地球規模課題への対応 

• 緩和策：パリ協定でも重要な柱の一つとなっている REDD+ への支援として、REDD+ 成果支払

資金の獲得を目指し、機構は技術協力によりラオス及びベトナム政府による緑の気候基金（GCF） 

の活用に向けた体制構築を支援した。また、東ティモールでは初となる GCF 活用を目指した案

件が承認され、GCF と連携して実施する「重点流域における森林減少抑制及び気候変動強靭化の

ためのランドスケープ管理能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）が採択された。さ

らに、ベトナムにおける REDD+ に関する 5 年半にわたる技術協力の成果とりまとめとして、

協力の主要テーマごとに、マニュアルやグッドプラクティス事例集を英語及びベトナム語で作成

し、ウェブ等で公開した。 

• 適応策：インドネシアでは、2020 年 10 月の菅総理大臣のインドネシア訪問時に「災害に対する

強靭化促進・管理プログラム・ローン（第二期）」（円借款）の L/A に調印した。本件を通じ、

激甚化する自然災害に対し、更なる治水対策の推進に係る政策・制度の改善が期待される。ミャ

ンマーでは、「バゴー・シッタン川流域洪水対策及び水利用管理に係るマスタープラン策定プロ

ジェクト」（技術協力プロジェクト）の R/D を締結した。ヤンゴン・マンダレー回廊、東西経済

回廊の結節点に位置するバゴー地域の洪水被害軽減・利水安全性向上のための総合水資源計画の

策定を支援し、同地域の持続的な経済開発に貢献することが期待される。タイでは、バンコク首
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都圏庁（BMA）が策定した気候変動マスタープランの円滑な実施に向けた協力として、「バンコ

ク都気候変動マスタープラン 2013-2023 実施能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

を実施しており、2030 年までの温室効果ガス排出削減目標設定のための提言を行った。また、本

提言の策定にあたり、BMA の主要部局に対する、各セクター（交通、エネルギー、廃棄物・排水

処理、都市緑化）における削減目標設定のための研修を実施した。 

キ）将来の国を支えるリーダー層や行政官の人材育成 

• 日越大学の学部新規開設を含む親日派・知日派人材の育成：ベトナムでは、「戦略的幹部研修プ

ロジェクト」（技術協力プロジェクト）を実施しており、本邦研修参加者（副大臣・局長・次長・

課長・課長補佐級等、計 104 人）から中央省庁の副大臣や地方省の党書記等に昇格する研修生も

生まれ、同国との関係強化に大きく寄与した。また、技術協力を実施している日越大学では日本

学に係る学部が新設され、58 人が入学した。さらに、「ベトナム日本人材開発インスティチュー

ト（VJCC）ビジネス人材育成・拠点機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じて、

外国貿易大学（FTU）が設立した政府、学界、ビジネス界と交流できるプラットフォーム「 FTU 

Business Support Platform（FBSP）」を支援するとともに、コロナ感染防止対策により日本人講師

の訪越が叶わないなかで経営塾コース等をオンライン講座により実施した。 

• タイでは、「産業人材育成事業」（円借款）において、2019 年開校した第一号に続く第二校目と

して、モンクット王大学トンブリ校にて高専を開校した。コロナ禍において、高専機構からの遠

隔教育等によりタイ高専における授業実施に貢献した。また、新型コロナの影響により来日が遅

れていた留学生（円借款による第 1 号受入 12 人）が来日し、日本での修学を開始した。 

• フィリピン及びミャンマーでは、将来指導者層となることが期待される優秀な若手行政官等を日

本の大学院に留学生として受け入れることを支援するため、「人材育成奨学計画」（無償資金協

力）の G/A に署名した。 

• JICA チェアの開始：開発途上国におけるトップクラスの大学等と連携し、日本の開発経験を共

有する日本研究講座設立支援事業（JICA チェア）を開始し、ASEAN 諸国における知日派人材の

育成に大きく寄与した。タイでは、東南アジア地域における第 1 号の取組として、国際大学の協

力を得て、タマサート大学の「日本の政治・外交」講座における特別講義を実施した。ミャンマ

ーでは、ヤンゴン大学と JICA チェア実施に係る覚書を締結するとともに、特別講義を実施した。

ベトナムでは、日越大学及び外国貿易大学（ベトナム日本人材開発インスティチュート）及びカ

ントー大学へビデオ教材「日本の近代化を知る 7 章」を送付し、各大学の学内図書館にて放映・

貸出が開始された。フィリピンではアテネオ大学にて「日本の開発協力」に係るオンラインセミ

ナーを実施した。 

ク）地域が抱える脆弱性への対応 

• ミンダナオの平和と開発を実現すべく、2019 年 2 月に設立したバンサモロ暫定自治政府（BTA） 

のガバナンス強化やインフラ整備等を包括的に支援した。具体的には、和平の定着や社会の安定

に資する社会経済インフラを整備するため、バンサモロ暫定自治政府設立後に開始する無償資金

協力としては初となる「バンサモロ地域社会経済インフラ緊急整備計画」の G/A を締結した。

本事業により、2017 年にイスラム系武装勢力との紛争によって壊滅的被害にあった職業訓練校

の再建や、平和の配当としての農業道路整備を支援する。また、2020 年 12 月にはバンサモロ地

域にコタバト市が新たに編入されたが、機構は「コタバト都市圏総合開発情報収集・確認調査」

を通じてコタバト市とバンサモロ地域両者に裨益する都市計画案の策定を支援した。さらに、技
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術協力では BTA 首相府を対象に、BTA 各省・フィリピン政府・ドナー関係者（日本政府・機構

含む） との円滑な調整等を支援することにより各機関との連携を強化するために、BTA 暫定首

相アドバイザーを派遣した。加えて、「バンサモロ暫定自治政府能力向上プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）を通じて、新型コロナによるバンサモロ地域住民への影響を把握するために 

1,775 人を対象とした簡易影響調査を実施した。同調査結果を踏まえてバンサモロ暫定自治政府

は対策事業を計画しており、機構も「コミュニティ開発・相互理解に資するパイロット事業実施

のための基礎情報収集・確認調査」を開始した。 

• ミャンマーでは、ラカイン州も含めた貧困率の高い州・地域全体の底上げのため、「貧困削減地

方開発事業フェーズ 2」及び「地方インフラ整備事業」（いずれも円借款）において道路・橋梁、

電力等の基礎インフラを新設・改修中である。また、「洪水及び地滑り被害地における学校復旧

計画」（無償資金協力）を通じてラカイン州で 15 校の学校建設を支援しており、うち 7 校が完

工した。これら協力に加え、ラカイン州では 2020 年度に入り、アラカン軍、アラカン・ロヒン

ギャ救世軍の活動が活発化し、現在も戦闘が続いており、現地での活動が困難な状況であること

から、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）や国連開発計画（UNDP）など他ドナーとの現地事

務所ベースでの協議を通じて、情報収集を行った。 

 

③ その他の戦略的な取組及び成果 

• 人間の安全保障の実現に向けた取組強化（JICA 世界保健医療イニシアティブの推進）：インド

ネシア、カンボジア、ミャンマー、フィリピンでは、アジア開発銀行（ADB）との協調融資によ

る財政支援を通じて、各国政府の新型コロナウイルス感染症への対応に協力した。 

• ミャンマーでは、新型コロナの感染拡大や防止のために行われている外出自粛、移動制限等によ

り経済状況が悪化したことを受け、同国政府の経済対策を財政面から支援する「新型コロナウイ

ルス感染症危機対応緊急支援借款（投資促進・金融セクター開発プログラム・ローン）」（円借

款）の L/A を調印し、同国の社会・経済の活性化を図りつつ、同国で課題となっている投資・貿

易環境及び金融基盤の整備に資する政策・制度改善にも貢献した。さらに、コロナ禍の影響を受

けた中小企業を支援すべく、「中小企業金融強化事業（フェーズ 3）」（円借款）の L/A を調印

した。 

• タイでは、国境付近移民キャンプでの検疫体制強化や、特別支援が必要な子ども・親へのコロナ

禍における支援強化、学校でのコロナ予防教育強化を目的とした現地リソース活用型事業

（Community Empowerment Program）を開始した。さらに、コロナ禍における子どもの精神面を

気遣うためのアドバイスを描いたイラスト（井上きみどり氏作）を機構タイ事務所がタイ語訳し

て SNS で発信し、啓発活動に貢献した。同作は、タイにおける発信を契機に、各国海外拠点及

び日本大使館を通じて現在 37 か国で翻訳され、モルディブ教育省による同国の全小学校での配

布、パレスチナ市民防衛庁との共同制作による動画のテレビ等メディアでの発信等、各国での啓

発活動に幅広く活用された。 

• 災害復旧スタンド・バイ借款による新型コロナ緊急支援の実施：フィリピンでは、新型コロナも

含む同国の防災及び感染症対策に関わる政策の推進を支援しつつ、災害発生後の復旧時に増大す

る資金需要に備えるため、「災害復旧スタンド・バイ借款（フェーズ 2）」の L/A を調印した。

公衆衛生上の危機にも適用可能な災害復旧スタンド・バイ借款としては機構初であり、新型コロ

ナ蔓延の長期化を受けた対策を実施するための資金が貸付実行された。本事業による緊急の支援
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については、2020 年 7 月に L/A を調印した「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」

やその他の日本による新型コロナ対策支援と併せて、2020 年 12 月の日フィリピン首脳電話会談

においてフィリピン国大統領より直接の謝意が示されている。 

• カンボジアでは、州病院の機能やレファラル体制の強化など、ユニバーサル・ヘルス・カバレッ

ジ（UHC）達成に寄与する協力の一環としてシェムリアップ州病院及び同州の下位病院（4 病院） 

の施設、医療機材を整備する「シェムリアップ州病院改善計画」（無償資金協力）の G/A を締結

した。また、実施中の技術協力を通じ、医療施設や研究機関に検査、診断資機材を供与し、治療

体制や研究・警戒体制を強化した他公共交通機関（バス）へも防護資機材を迅速に供与すること

により、予防強化を図った。 

• イノベーションの推進：昨今巧妙化するサイバーセキュリティ犯罪への対処能力を強化するため

の協力を ASEAN 各国において推進した。ベトナムでは、サイバー犯罪が発生した際の探知や防

止に関する調整を担う、情報通信省（MIC：Ministry of Information and Communications）情報セキ

ュリティ局を対象に「サイバーセキュリティに関する能力向上プロジェクト」（技術協力プロジ

ェクト）を実施した。MIC 職員への研修及び機材供与を通じ、サイバーセキュリティ対策に係る

能力向上へ貢献している。また、サイバー犯罪の主管省庁である、公安省を対象に「サイバーセ

キュリティ及びサイバー犯罪対処能力向上研修」（国別研修）を実施した。ミャンマーでは、国

家レベルでのサイバーセキュリティの能力向上を図る「サイバーセキュリティ能力向上プロジェ

クト」（技術協力プロジェクト）の R/D を署名した。 

• フィリピンでは、新型コロナの拡大により、日本企業の邦人が現地入りできず工事が停滞すると

いう課題を解決するため、「ODA 事業（土木・建築工事）における DX 推進に係る情報収集・

確認調査」を実施し、DX 技術を用いた遠隔での設計・施工方法について実施機関向けに提言を

行った。 

• 国内連携：ベトナムでは、「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」としてグランソール免疫研究

所（奈良県）が「がん治療のための医療サービスの質向上にかかる基礎調査」を 2019 年に実施

した。同調査はベトナム国内のがん治療の多様化の可能性を探るものであったが、同調査を通じ

て同社のベトナム国内における信頼が高まった結果、同社関連企業の日本国内におけるベトナム

人を対象としたインバウント事業（日本に招へいしてのがん治療）において業容拡大の効果が見

受けられた。また、同基礎調査報告書の公開をきっかけに、同社が日本国内の他社よりベトナム

での協業を打診されるなど、日本国内企業間連携にも寄与した。 

• 他援助機関との連携強化：インドネシアでは、「災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ロ

ーン（第二期）」（円借款）において、フランス開発庁（AFD：Agence Française de Développement）

との協調融資を前提に、合同で政策マトリクスのモニタリング及び審査を実施し、各機関ともに 

L/A を調印した。また、米国国際開発庁（USAID）が実施予定である、ナツナの水産・水産ビジ

ネス環境・観光等に係る調査について USAID と意見交換を行い、機構が実施している離島開発

に係る無償資金協力や技術協力との連携可能性を検討した。 

• ミャンマーでは、ADB との質の高いインフラ投資のための協調融資として、バゴー・チャイトー

間の新道路建設のうち道路部分を ADB、橋梁部分を「東西経済回廊幹線道路整備事業（バゴー・

チャイトー間新道路）」（円借款）により整備すべく、L/A を調印した。また、日印連携の一環

として、「洪水及び地滑り被害地における学校復旧計画」（無償資金協力）を通じ建設したラカ

イン州の 15 校に対し、インド政府より図書館資機材が供与された。さらに、ヤンゴン市が計画
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する配水分野の官民連携事業（PPP）の形成について、プレ F/S を実施する国際金融公社（IFC）

と意見交換を行うとともに、既往の「ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）を通じて技術的な助言を行った。 

• 2019 年 11 月の ASEAN 関連首脳会議で発表された「対 ASEAN 海外投融資イニシアティブ」

の 

下、機構と ADB 間の「アジアインフラパートナーシップ信託基金（LEAP）」を通じ、ベトナム

最大級の太陽光発電事業やアジア諸国におけるプラスチックリサイクル事業に関する融資契約

に ADB が調印した。 

• 外国人材の受入環境整備：ラオスでは、「東南アジア地域地方創生と ODA との連携の可能性に

係る情報収集・確認調査」にて、香川ファーマーズ協同組合がシェンクワン県に帰国した技能実

習生が中心となる現地農業生産法人「YASAI MAKUMAI」の設立を支援し、高付加価値の果樹

及び野菜の試験栽培・運営に係る指導を遠隔で実施した。また、日本センターにおいて日本語教

員研修及び農業分野の日本教材作成支援に取り組んだ。ベトナムでは、「技能実習制度と ODA 

の連携可能性検討に係る情報収集・確認調査」を実施し、同結果を踏まえ、海外就労希望者の送

出基盤強化支援や就労支援等を検討した。フィリピンでは、帰国した外国人材（技能実習、特定

技能） も対象とする農家グループの生産技術向上やマーケティングに係る指導をコンポーネン

トに含む、「園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクト」（技術協力プロジェ

クト）に係るコンサルタント等契約を締結した。 

 

④ SDGs の推進・達成に向けた協力 

• フィリピンでは、2019 年にも全国的な水不足が社会問題となったが、2020 年の新型コロナ感染

拡大により公衆衛生の面からも安定した水供給の重要性が指摘されている。機構は、全国水資源

開発・管理計画策定のために必要な情報収集を行い、水需給ギャップの大きい地域に対して実効

性のある施策を提案することを目的に、「全国水資源開発・管理のための情報収集・確認調査」

を開始した（SDGs Goal 6 等への貢献）。また、ボホール州のビーチリゾートにおける海洋汚染

対策を目的とした下水道施設計画の立案を支援するため、「ボホール州パングラオ島及びタグビ

ララン市における下水道整備に係る情報収集・確認調査」を開始した（SDGs Goal 14 等への貢献）。 

 
⑤ 事業上の課題及び対応方針 

• 現中期期間最終年度となる 2021 年度においては、2020 年 11 月の日・ASEAN 首脳会議で採択

された「インド太平洋に関する ASEAN・アウトルック（AOIP/ASEAN Outlook on the Indo-Pacific） 

協力」についての共同声明を踏まえ、ASEAN 連結性など AOIP の重点分野に沿った協力を実施

する。 

• また、新型コロナへの対応（「世界医療保健イニシアティブ」）を推進しつつ、コロナ禍で停滞

した事業を促進する。 

• ミャンマーについては、関係者の安全や同国との中長期的な信頼関係の維持、同国の民主化支援

に留意した対応を行う。 

 
（2）大洋州 

大洋州地域は、自然災害や気候変動への脆弱性、生活様式の近代化に伴う廃棄物処理などの環境問
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題や非感染症疾患の顕在化、複雑化する海洋問題等の問題を抱えている。さらに、新型コロナの世界

的流行に伴う国境閉鎖の影響は、大洋州島嶼国の経済に大打撃を与えたほか、各国保健システムの脆

弱性が改めて認識されるようになった。こうした状況に対応し、当該地域において自由で開かれたイ

ンド太平洋の実現を支える域内環境の維持・促進のための支援を実施した。具体的には、太平洋島嶼

国にとって生命線である海洋インフラの整備、海上安全、海上法執行能力、漁業資源管理等を重点領

域として支援したほか、質の高いインフラを基とした基幹インフラの整備や連結性の強化に取り組む

とともに、貿易・投資や観光分野に係る支援も実施した。また、太平洋島嶼国が大きく影響を受ける

気候変動への対策、G20 大阪サミットでも大きく取り上げられた海洋プラスチックを含む廃棄物処理

対策、「SDGs グローバルリーダー」の拡充を含む人材育成・人的交流等の支援に取り組んだ。さら

に、新型コロナの対応強化として保健医療機材等を供与するとともに、保健医療体制強化及び経済対

策として緊急財政支援を実施した。 

 
①  日本政府の政策及び地域別公約への貢献 

• PALM8 における主な協力・支援策：第 8 回太平洋・島サミット（PALM8）の公約（3 年間（2018

～ 2020）で、5,000 人以上の人材育成・交流）に関し、機構は総計 3,619 人の人材育成及び 437 

人の人的交流を実施した。 

 

② 重点領域への支援 

ア）海洋インフラ、海上安全、海上法執行能力、漁業資源管理等 

• ミクロネシアに対して、海上物流を改善するため、首都に位置するポンペイ港を拡張するための

調査を開始し、更に国際的に不足する質の高い海事人材育成のために、海事訓練学校への協力に

係る準備を開始した。また、これまでの資金協力により整備された港湾施設や船舶が効率的かつ

持続的に維持管理されるよう、各国の港湾関係者及び船舶関係者の能力向上を支援すべく、広域

のアドバイザーを派遣する手続きを進めた。 

• 漁業資源管理については、大洋州における人材育成プラットフォームの構築のために広域の技術

協力「SDGs Goal 14 に基づく大洋州における海洋資源の持続可能な開発及び資源管理における能

力強化プロジェクト」を開始し、日本政府からの拠出金によりプロジェクトを実施する国連食糧

農業機関（FAO）との連携にも取り組んだ。また、バヌアツに対する「豊かな前浜プロジェクト

フェーズ 3」（技術協力プロジェクト）では、地域機関であるメラネシアン・スピアヘッドグル

ープと覚書を締結し、プロジェクト成果の域内展開に取り組んだ。 

• 大洋州各国を対象として違法・無報告・無規制漁業の抑止に係る研修をオンラインで実施したほ

か、パラオにおいて、海洋資源等保全のための海上法執行を含む能力向上を支援する個別専門家

「海上安全・保安強化」を形成した。 

イ）気候変動対策、環境問題等の脆弱性の克服や緩和への対応 

• 自然災害に極めて脆弱な太平洋島嶼国への気候変動対策として、サモアに本部を構える太平洋地

域環境計画事務局に対し、「気候変動に対する強靭性向上のための大洋州人材能力向上プロジェ

クト」（技術協力プロジェクト）を実施している。無償資金協力により建設された太平洋気候変

動センター（2019 年完工）を拠点として、太平洋島嶼国の行政官を対象に気候変動分野（適応・

緩和、資金アクセスへの向上）の研修等を行った。 

• フィジーでは、災害発生後の復旧時に増大する資金ニーズに備えるための災害復旧スタンドバイ
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借款」（円借款）から、2020 年 4 月に発生したサイクロンによる災害復旧のための資金を貸付

実行した。また、同借款の政策アクションの側面支援として、「防災の主流化促進プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）を通じて防災担当部局の防災活動の実施能力の強化等に取り組んだ。 

• 再生可能エネルギーを積極的に導入する方針を定めている太平洋島嶼国の取組を後押しするた

め、フィジーを拠点にキリバス、ツバル、マーシャル、ミクロネシアを対象に、「大洋州地域ハ

イブリッド発電施設導入プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じて太陽光や水力等によ

る発電とディーゼル発電の最適運用に関する能力強化を支援した。 

• 小島嶼国の遠隔性・狭小性・隔絶性といった特性と生活様式の近代化から廃棄物の処理が大きな

課題となっている大洋州 9 か国を対象に、「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクトフェー

ズ 2」（技術協力プロジェクト）を通じて持続可能な廃棄物管理に関する人材育成を実施した。 

ウ）自立的かつ持続可能な発展に向けたインフラ整備及び貿易投資や観光分野の支援 

• 無償資金協力のみならず、海外投融資を通じて民間資金の動員も図り、空港、橋梁、発電設備と

いった基幹インフラの整備を支援した。パラオにおいて、「国際空港ターミナル拡張・運営事業」

（海外投融資）を実施中である。また、ソロモンにおいて、同国の玄関口であり国内の離島を結

ぶハブ空港であるホニアラ国際空港の改修・整備を行う「ホニアラ空港改善事業」（無償資金協

力）を実施中である。また、バヌアツ、トンガ、マーシャルを対象として、空港整備の必要性、

事業規模等を確認するための調査を実施した。 

• フィジーでは、「タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画」（無償資金協力）の G/A を締結した。首

都スバ市郊外の最重要幹線道路であるクイーンズロード上に架かるタマブア・イ・ワイ橋を架け

替えることにより、自然災害に対する基幹道路の強じん性の強化を図り、安全で安定した交通の

確保と輸送力強化に寄与することが期待される。 

• トンガでは、ニュージーランド企業が実施する「太陽光発電事業」に対する海外投融資契約を締

結した。本事業は、太陽光発電所及び関連設備を建設・運営を行うことにより、電源の多様化を

図り、当国の持続的な経済発展と気候変動影響の緩和に寄与するものである。 

• パラオにおいて、投資促進や観光を含む経済主要セクターの開発ニーズを確認するための調査を

実施した。また、大洋州島嶼国全域を対象として観光開発分野における開発ニーズを確認するた

めの調査を実施中である。 

エ）人材育成、人的交流の活性化への支援 

• 「太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）」（2019 年度から JICA 開発大

学院構想を取り入れた長期研修「SDGs グローバルリーダー」に改編）を通じて琉球大学で修士

号を取得したソロモンの研修員は、帰国後においても琉球大学と気象に関する共同研究を重ね、

天気予報システム構築に貢献したとして、ソロモン諸島気象局から琉球大学に感謝状が授与され

た。 

• 長期研修「SDGs グローバルリーダー」に 22 人の留学生を受け入れ、そのうち初めての博士課

程留学生をフィジーから 1 人受け入れた。研修員は、在学中に政府関係機関のみならず、民間企

業等でもインターンシップを実施しており、研修員及び受入機関の双方の学びに繋がっている。 

オ）健康・スポーツ増進等の支援 

• 大洋州地域では、糖尿病や心血管疾患などの非感染症が死因の約 8 割を占めていると推計され

ている。フィジー及びキリバスを対象に実施されていた「生活習慣病対策プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）の成果の普及拡大のため、フィジーでは国内各地において看護師を対象とし
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た生活習慣病患者向けのカウンセリング改善を目的とした研修が各地で開催された。また、ソロ

モンでも、生活習慣病、栄養等の課題に対し、社会生活のなかで人がまとまって活動する空間を

総体として健康促進を支える物的・社会的環境を整えて健康増進を目指すヘルシービレッジ・プ

ログラムの普及を支援することで、健康増進に寄与した。 

 
③ 戦略的な取組及び成果 

• 人間の安全保障の実現に向けた取組強化（JICA 世界保健医療イニシアティブの推進）：パプア

ニューギニア、フィジー、ソロモンにおいて、コロナ禍の影響による保健医療体制強化及び経済

対策として緊急財政支援を実施した。サモアにおいて、医師及び看護師養成のプログラムを実施

する国立大学の施設整備により、保健医療分野における教育の質の向上を図る「サモア国立大学

保健科学学部施設整備計画」（無償資金協力）を形成した。ソロモンにおいて、既存キルフィ病

院の移転・新設による保健医療サービスの改善・向上を図る「キルフィ病院建設計画」（無償資

金協力）の案件形成を進めた。また、大洋州広域で、WHO 西太平洋地域事務局や大洋州共同体

等とも連携した各国の保健システムの強じん化を図るために「強靭な保健システム構築のための

連携強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を形成した。 

• 援助協調：フィジーでは、技術協力を通じて作成されたナンディ川洪水対策のためのマスタープ

ランに基づき、機構、ADB、オーストラリアの間で具体的な洪水対策工事や資機材等の支援を検

討しており、機構は本支援策に係る協力準備調査を実施している。パプアニューギニアでは、2018 

年 11 月 APEC 首脳会議開催時に日・米・オーストラリア・ニュージーランド・パプアニューギ

ニア政府が「電化パートナーシップ共同声明」に合意した。現在 13％程度とされる電化率を 2030 

年までに 70％まで向上させるべく、機構は電化率向上・電力供給の信頼度向上に資する「ラム系

統送電網改修事業」（円借款）を実施しており、更に「電力系統計画・運用能力向上プロジェク

ト」（技術協力プロジェクト）を形成した。大洋州広域では、世界税関機構と連携した「税関能

力強化（第 3 国研修）」を形成した。また、無償資金協力で整備した太平洋気候変動センターに

おいて、機構は技術協力により地域研修の実施、ニュージーランドが同センタースタッフの人件

費を支援している。 

• 日本の経験・知見の活用：太平洋島嶼国と地理的・気候的に類似点の多い沖縄の経験や技術をい

かし、再生可能エネルギー導入、水産業多様化と資源の持続的利用、沿岸・海洋生態系保全等の

研修を実施した。また、2018 年に設立された「太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワーク」を

活用し、大洋州における保健医療人材育成のため、高知県及び高知大学医学部と連携して、青年

研修「地域保健医療実施管理コース」を実施した。サモアでは、本邦研修や専門家派遣などで沖

縄県の経験・知見活用を想定した「サモア水道公社維持管理能力強化プロジェクトフェーズ 2」

（ 技術協力プロジェクト）を形成した。 

 
④ 事業上の課題及び対応方針 

• ソロモン諸島では、「短波ラジオ放送網改善計画」（無償資金協力）において供与した、国家災

害管理局の中継機等、防災連絡システムの一部機材が施設移転等により再設置されていないこと

に加え、所在不明となっている機材があることが判明した。未設置となっていた機材については、

2020 年 9 月末までに再設置・再接続され、防災連絡システムを利用して関係機関間の通信が可

能となったことを確認した。他方、所在不明となった機材に関しては、先方関係機関が予算を確
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保し、代替機材を調達するよう働きかけを行い、一部機材については先方関係機関による代替機

材の調達と再設置が完了し、利用可能となったことを確認した。 

 
  No.5-2 南アジア  
 

南アジア地域は、若者の割合が多い人口構成や莫大な消費活動を背景として、今後、世界の経済成

長の中心となる潜在力を有している。一方、同地域はサブサハラ・アフリカ地域に次ぐ貧困人口を有

し格差も大きく、自然災害にも脆弱である。こうした状況及び政府の重要方針である自由で開かれた

インド太平洋等の視点を踏まえ、当該地域に対しては、質の高い経済成長、自由で民主的な社会の基

盤造り、ダウンサイド・リスクへの対応、日本の国益に資する開発協力等に主眼を置き支援してきた。

2020 年度はコロナ禍により、南アジア地域各国のマクロ経済や保健システム、社会・経済インフラの

脆弱性が露わになり、これら課題に対して強じんな社会の構築に向け、人間の安全保障の考え方に基

づき、技術協力、円借款、無償資金協力等を活用した迅速な支援を行った。具体的には、保健医療を

はじめとする基礎生活分野への協力とあわせて、経済の再生・雇用の安定に向けた支援、投資環境整

備を含む産業競争力強化、域内及び他地域との連結性強化、平和と安定及び安全の確保等を重点領域

として支援した。 

 
① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

• 過去最高水準の対バングラデシュ新規円借款供与：バングラデシュは、南アジアと東南アジアの

結節点に位置し、南アジア地域の安定と経済発展に重要な役割を担う。同政府は 2041 年までの

先進国化を国家目標に掲げており、経済成長の加速化、持続可能な開発目標（SDGs）の達成と貧

困からの脱却、社会脆弱性の克服に向け膨大な開発ニーズを有している。同国への支援は、独立

以来の良好な二国間関係の強化、南・東南アジア間の連結性の強化、貿易・投資等の経済関係の

更なる拡大、SDGs の達成支援、また、日本政府の自由で開かれたインド太平洋の推進に大きく

寄与するものである。2020 年度には、同パートナーシップに基づき、第 41 次円借款として 6 案

件合計 3,382 億円の新規円借款及び、コロナ禍における社会経済的影響を緩和・抑制するための 

350 億円の緊急支援借款を迅速に供与した。この結果、2020 年度の供与額は同国向けとして過去

最高額の計 3,732 億円（前年度比 974 億円増）となり、コロナ禍においてもオンライン協議を駆

使し案件形成を迅速に進めたことにより、主要インフラ案件の推進や感染拡大による経済社会的

影響の緩和、抑制に大きく貢献した。 

• 自由で開かれたインド太平洋及び「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」：インドと

は毎年首脳会談を開催し、強固な二国間関係を構築してきており、2020 年 9 月には菅首相就任

後、モディ首相との間で初の電話首脳会談が開催され、高速鉄道事業の着実な実施等今後も両国

の経済協力を継続していく方針が確認されている。「日印特別戦略的グローバル・パートナーシ

ップ」を結ぶ等同国の外交的重要性も踏まえ、2020 年度は、デリー高速輸送システム建設事業（フ

ェーズ 4）、ベンガルール地下鉄建設事業（フェーズ 2）、コルカタ東西地下鉄建設事業（第四

期）の形成等、新型コロナ拡大で現地渡航が全くできないなかで、オンラインでのやりとりのみ

で着実に案件形成を推進、対インド支援につき相応の金額水準を確保し約 3,563 億円の新規円借

款を承諾、日印両国の関係深化に貢献した。また、地方部の住民の医療体制を改善するための地

方主要都市における医療機関整備強化、地方部の住民の水道へのアクセス強化など、インド政府
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が重視する社会課題解決への取組の支援を強化すべく、「全インド医科大学マドゥライ校整備事

業」や「ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策計画（フェーズ 2）」（いずれも円借款）の L/A 

調印を行うなど、インド政府の SDGs 達成に向けた支援を強化した。新型コロナ対策への緊急対

応として、保健分野対策向けに「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」、貧困・脆

弱者層向けの社会保護政策向けに「社会保護のための新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支

援借款」のL/A 調印を行った。「ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業」に関しては、

大型土木パッケージで最初の契約について契約署名・着工がなされるなど、事業の進捗に貢献し

た。 

• 「日スリランカ包括的パートナーシップ」：インド洋の地政学上の重要拠点であるスリランカと

は、2015 年両国首脳により表明された共同宣言において①投資・貿易の一層の促進、②国家開発

計画に係る具体的協力の促進、③海洋事項に係る協力、④国民和解・平和構築に係る具体的協力

の促進に言及しており、それぞれに基づく各種支援を進めた。例えば、自由で開かれた海洋の秩

序構築に向けて③海上保安に関連した技術協力（油防除指導の専門家派遣）を実施した。更に④ 

国民和解・平和構築に関しては個別専門家（紛争・災害影響地域における貧困女性のエンパワメ

ント推進アドバイザー）を派遣した。 

• 「対 ASEAN 海外投融資イニシアティブ」：「対 ASEAN 海外投融資イニシアティブ」に貢献す

べく、インドやバングラデシュにおいて、エネルギーや金融包摂、中小企業支援等の海外投融資

事業の案件形成を進めている。 
 

② 重点領域への支援 

ア）経済基盤の構築、連結性の向上 

• 難工事による山岳区間の交通円滑化を通じた域内連結性の強化：パキスタンでは、「東西道路改

修事業（国道 70 号線）」（円借款）により国道 70 号線の一部区間の一般供用が行われている。

国道 70 号線は、パンジャブ州を中心に農業や工業が発達したインダス川東側地域と経済開発が

遅れているインダス川西側のバロチスタン州を結ぶ道路であり、その先のアフガニスタンやイラ

ン国境を含む地域内・外の連結性向上に貢献した。また、日本の技術である鋼桟橋工法を用いて

難工事を完遂し、これまで交通のボトルネックとなっていた山岳区間の交通が円滑化したことが

高く評価され、2020 年 5 月に土木学会技術賞（Ⅱグループ）を受賞した。 

• インドでは「北東州道路網連結性改善事業（フェーズ 5）」（円借款）の L/A を調印した。これ

によりインド全土を横断する大動脈である東西回廊に接続する交通の要所アッサム州スリラン

プルから同州南部のドゥブリ間を接続、東西回廊からブラマプトラ川を横断するドゥブリ・プル

バリ橋を経由してバングラデシュに連なる回廊が形成される。また「北東州道路網連結性改善事

業（フェーズ 6）」（円借款）も事業計画の最終化まで進捗した。これにより、東西回廊の終着

点であるシルチャーからトリプラ州南端のサブルームを経由し、バングラデシュに連なる回廊が

形成される。これらを通じ、日印首脳レベル等で両国間の協力の重点地域の一つとして位置付け

られ、インドの他の地域に比べ社会経済発展において劣後する北東部に、東南アジアや南アジア

周辺国と結節する回廊を形成することにより、連結性を向上し、周辺国の経済発展の恩恵を取り

込み、地域の安定性向上に大きく貢献する基盤を形成する。また、技術革新等を背景に起業のコ

ストが大幅に低下し、幅広くイノベーションを起こすことができる環境が広がっているなかで、

起業家精神やイノベーションを広く涵養し、幅広く有為な人材を募り、起業や企業成長を促進す
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るためのインフラや人材育成等の基盤を形成することを目的とした事業の検討も行っている。新

興国市場への進出を希望する日本企業による事業化促進への貢献も期待される。 

• スリランカでは、脆弱な地質特性と急峻な地形条件から土砂災害の危険に晒されている同国中央

部の主要国道を地滑り等から守るために「国道土砂災害対策事業」を実施した。7 県 22 か所の

対策工事を完了し、道路網と周辺住民の生活の安全性が強化された。 

• バングラデシュでは「ジャムナ鉄道専用橋建設事業（第二期）」、「チョットグラム‐コックスバ

ザール幹線道路整備事業（E/S）」及び「ハズラット・シャージャラール国際空港拡張事業（第二

期）」（いずれも円借款）の案件形成を迅速に進め、2020 年 8 月に L/A を調印した。上記は、

経済発展の著しい同国において、基幹運輸交通インフラの整備を通じ連結性の向上に貢献するも

のであり、急増する国内外の物流需要への対応はバングラデシュ政府のみならず日本企業を含む

民間企業からの要望に応えるものである。また、同じく 2020 年 8 月には「ダッカ都市交通整備

事業（Ⅳ）」、「ダッカ都市交通整備事業（5 号線北路線）（第一期）」（いずれも円借款）の 

L/A を調印し、先行する技術協力を通じて整備済の日本式技術基準に基づいた都市鉄道整備によ

る輸送需要への対応や都市環境の改善を図り、経済基盤の構築に貢献している。都市鉄道分野で

はインフラ整備に加え、2021 年 1 月に「MRT6 号線安全マネジメントシステム構築支援プロジ

ェクト」（有償勘定技術支援）を開始し、日本の鉄道事業者と同じ方式の運行安全マネジメント

体制の構築を支援し、インフラ整備に合わせてソフト面の支援を適時に開始することにより、開

発効果の最大化を図った。さらに、「統合エネルギー・電力マスタープラン策定プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）の R/D を締結した。運輸、産業セクター等、需要サイドの試算を踏ま

えエネルギーバランス最適化と CO2 排出削減を推進することにより、同国の経済成長と気候変

動対策の両立を目指すエネルギーマスタープランを策定予定であり、ガスや電力などの電力・エ

ネルギー行政に携わる関係省庁に加え、環境省や運輸省、建設省、自治体などの多数のステーク

ホルダー間の複雑な調整を進め、実効的な政策提案に向けた案件形成を推進した。 

イ）平和と安定、基礎的行政サービスの向上 

• ネパールでは、2019 年度から引き続き、連邦制移行を踏まえた今後の支援の方向性の検討等を目

的とした連邦制・地方分権化に係る基礎情報収集・確認調査を実施した。これまでに関連政策や

法制度、先方政府や他ドナーによる関連プログラムの内容や実施体制の整理、地域毎のガバナン

ス関連指標の整理、連邦制・分権化の実施実態調査を行い、今後の支援実施に向け基礎となる情

報の確認・把握を進めた。 

• バングラデシュでは、警察の警備能力強化に向けた技術協力プロジェクトを実施中である。また、

避難民向け支援として、UNHCR 及び UNICEF と連携し、キャンプ内での中等教育レベルのミャ

ンマー語教科書の配布計画を推進した。国連機関、日本政府、バングラデシュ政府等関係機関と

の調整、了解の取り付けを粘り強く進め支援を実現した。また、2020 年 8 月に「都市開発及び

都市行政強化事業」（円借款）の貸付契約を調印した。同事業は、バングラデシュの中核都市及

びそれに次ぐ規模の地方都市を対象に、都市開発に係る行財政能力の強化及び都市インフラの整

備を一体的に行い、都市機能の強化を図り、対象都市の経済発展及び住民の生活向上に寄与する

ものである。また、「中核都市機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）において中核

都市の行政能力の強化を支援しており、円借款と技術協力の連携により開発効果の最大化を図る

べく案件形成を進めた。なお、対象都市の一つであるコックスバザール市は、ミャンマーからの

避難民キャンプに隣接しており、本事業の実施により避難民を支えるホストコミュニティの生
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活・社会インフラの改善にも寄与することが期待される。 

• スリランカでは、司法人材育成、薬物対策に関する技術協力に加え、「紛争・災害影響地域にお

ける貧困女性のエンパワメント推進アドバイザー」の派遣による女性省向け技術支援を実施した。 

• モルディブでは「マクロ経済・財政政策アドバイザー」を派遣し、コロナ禍に対応した財政運営

のためのマクロ経済分析・財政政策提言を実施した。 

ウ）基礎生活分野の改善 

• 農業・農村開発：インドでは、「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化事業（フェーズ２）」

（円借款）の L/A に調印し、困窮する地方部の農家の生計向上を支援すべく、零細農家の生産性

向上とより高付加価値作物への転作、生産者組合の組織化とマーケティング戦略の確立等を支援

する。これらの取組では、民間企業にインセンティブを与えながら、民間活力を導入することも

検討中である。アフガニスタンでは、これまで Peace Medical Service（PMS）の故・中村哲医師と

連携して支援したコミュニティ灌漑に関し、全国規模への展開可能性を図るべく、ガイドライン

の作成を進めた。左記ガイドラインも通じて灌漑システムの発展を図り、安価で現地の資機材に

よって修復可能な灌漑整備による農業従事者の持続的な水資源へのアクセス及び生計向上が期

待されている。また、タジキスタン－アフガニスタン国境地域では、2018 年から本年にかけて 

UNDP との連携により「タジキスタンアフガニスタン国境地域生活改善計画（無償資金協力）（フ

ェーズ 2、～ 2021 年）を実施し、約 15 万人の生活向上が図られたのに続き、2020 年 12 月に

はその効果をさらに拡大するフェーズ 3 の G/A が締結され、これにより貧困レベルの高い同地

域の農村開発に大きく寄与することが期待される。スリランカでは、機構が知見を有する「市場

志向型農業（SHEP）」の概念を活用し、現地民間企業と連携したサプライチェーンの改善に向け

た技術協力を開始したほか、北中部の乾燥地域を対象としたため池整備事業（円借款）の協力準

備調査を進めた。バングラデシュでは、2020 年 8 月に「フードバリューチェーン改善事業」（円

借款）の貸付契約を調印した。本事業は、農業・食品加工関連企業向けに譲許的融資を行うとと

もに、経営管理、食品加工・食品安全管理等に係る技術支援を行うことで、対象企業の金融アク

セスの改善及び能力強化を図るものである。加えて、「バングラデシュ食品安全庁査察・規制・

調整機能強化プロジェクト」及び「マルチステークホルダー連携による小規模園芸農家のための

市場志向型農業振興プロジェクト」（いずれも技術協力プロジェクト）の R/D を締結した。当国

の農業及びフードバリューチェーンの強化を包括的に支援することにより、より高い開発効果の

発現を達成すべく案件形成を推進した。さらに、農業・食品加工関連産業の発展により、縫製業

に偏る当国の産業多角化にも寄与することが期待される。 

• 地方給水：インドでは、汚染されている地下水に頼らざるを得ず、健康被害まで懸念される地域

に対する給水事業（ラジャスタン州地方給水・フッ素対策事業（フェーズ２））の L/A を調印し

た。 

• 教育：スリランカでは、初等教育の完全普及・終了の達成を支援すべく、同国教育政策に掲げら

れるインクルーシブ教育の推進に向けた技術協力を実施したほか、障害者の社会参加支援のため

のジョブコーチ導入に係る技術協力を開始した。アフガニスタンでは、「学校における水・衛生

環境改善計画（UNICEF 連携）」（無償資金協力）を形成し、11 月に G/A を締結した。本事業

はアフガニスタン 4 県において、学校の衛生施設と学校やコミュニティの衛生教育を行うもの

であり、教育現場における衛生施設の整備と学校、コミュニティへの衛生教育を通じて、教育機

会の確保と感染症予防に貢献が期待される。パキスタンでは、2015 年から 2020 年に実施したオ



5-19 
 

ルタナティブ教育推進プロジェクトで作成した「Accelerated Learning Program」の成果を活用し、

コロナ禍の影響で学校に行けなくなった子どもの教育の遅れに対応するための補修教材を作成

した。係る補習教材の効果を検証するため、世界銀行との協調を積極的に推進し、例えば、世界

銀行のStrategic Impact Evaluation Fund を活用し、インパクト評価を実施中であり、今後インパク

ト評価の結果を基に、成果を全国に普及予定である。 

• 金融包摂・生計向上：パキスタンでは、「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）において、当初

予定していた事業活動の追加・調整により、収入向上支援のオンライン化、デジタル収入向上研

修を行った。これらの活動を通じ、プロジェクトとして当初より計画していた裨益者女性の生計

向上活動への男性家族の参画促進、普及活動のデジタル化を一層進めることができた。 

• 人材育成：アフガニスタンでは、未来への架け橋・中核人材育成プロジェクトを通じ 30 人のア

フガニスタン人政府職員に対する大学院での学位取得を推進した。卒業生にはアフガニスタン政

府の工学システム開発機構長官やその他省庁幹部に昇進するものも出てきており、若手政府職員

の能力向上を通じ、政府の自立と、日本との関係強化に貢献している。また、バングラデシュや

ネパール等ともに、行政を担う人材育成を行う「人材育成奨学計画（JDS）」（無償資金協力）を

モルディブでも開始した。2021 年度の来日受け入れに向けて選考プロセスを進めている。これに

より南アジア地域の JDS 事業は 6 か国、年間約 100 人を受け入れていくこととなる。さらに、

各国において日本の開発経験を学ぶ機会を広めるべく、講座開催拠点となる現地大学の特定等の

検討を開始する等、南アジア地域内の親日・知日派グループの形成に貢献している。 

エ）地球規模課題への対応 

• 新型コロナ対応としての緊急財政支援の供与：南アジア地域では、各国毎の喫緊のニーズに応え

るべく迅速な案件形成や既往案件内での対応を行った。インドでは「新型コロナウイルス感染症

危機対応緊急支援借款」により、新型コロナへの緊急体制整備のみならず、感染症病院新設や遠

隔診療を含むデジタル診療の推進等、中長期的な感染症対策体制強化に向けた緊急財政支援を実

施した。バングラデシュとモルディブに対しては、新型コロナ拡大に伴う政府の緊急支出を支援

するため、「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」（円借款）を実施し、経済対策

や医療施設・資機材の拡充、社会保障の拡充に貢献した。また、8 か国において（既往の案件の

枠組みを柔軟に活用して）防疫用資機材や検査用資機材等の迅速な供与・啓発活動や、現地の 

NGO と連携した迅速な支援を促進すべく、Community Empowerment Programme（CEP）を開始し

たほか、井上きみどり氏の手洗い漫画を 6 か国で現地語翻訳を進め、手洗い活動も推進した。例

えば、ブータンでは、CEP を通じて DV 被害女性等社会的脆弱層、医療従事者、学校等を対象に

新型コロナウイルス感染症対策のための資材供与、啓発活動を実施した。 

• 保健：インドでは、地方部に最高水準の公的医療機関及び医科大学を設立するとともに、病院運

営や人材育成体制強化等を図ることで、貧困層向けの高度医療を含む医療アクセス向上、不足す

る医療従事者育成の強化、脆弱な地域医療体制の補完等の支援を目的に、「全インド医科大学マ

ドゥライ校整備事業」（円借款）の L/A を調印したほか、非感染症疾患対策に係る体制強化に向

けた案件形成等も行った。その他、遠隔地方での公共医療体制の強化を目的とした「アッサム州

保健システム強化事業」（円借款）の形成にも取り組んだ。スリランカでは、南アジア随一のス

ピードで進む高齢化の対策を検討するための情報収集・確認調査を実施し、2021 年 2 月に日本

企業向けオンラインセミナーを実施した。 
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• 防災：ネパールにおいては、2015 年の震災からの住宅及び学校の復興支援を着実に進めた。特に

住宅再建の支援に関しては、よりよい復興（Build Back Better）の概念を普及させながらコミュニ

ティに根差した住宅再建を資金及び技術の両面から支援することで、他ドナーの対象地域では住

宅復興が遅延する中、機構の対象地域では約 9 割の住宅が完工した。12 月には完工式典が開催

され、機構の復興モデルはネパール政府等から高く評価されている。加えて、カトマンズ首都圏

を対象とした、防災行政能力強化と建築物の管理強化に係る新規案件の立ち上げを準備した。さ

らに、南部タライ平野の洪水対策強化を目的に「数値標高モデル及びオルソ画像整備計画」（無

償資金協力）を開始した。スリランカでは、防災の主流化を通じて災害リスクを削減することを

一つの目的とした「仙台防災枠組」に基づく支援として「流域戦略に基づく地方防災計画策定を

通じた防災主流化促進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を実施した。インドにおいては、

「持続可能な山岳道路開発のための能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）において

斜面対策等のガイドラインの策定支援を行っている。同プロジェクトでは西ベンガル州（国道717 

号線）やシッキム州（国道 10 号線）の山岳道路を対象にパイロット事業を実施し、詳細計画の

策定支援や災害種（崩落、地滑り等）の斜面対策にかかる助言等の支援を行うなど、防災にも資

する協力となっている。また、「ウッタラカンド州山地災害対策プロジェクト」（技術協力プロ

ジェクト） においては、山岳部（斜面）の土砂災害を防止する治山工事に係る技術支援等を行っ

ており、これら支援を通じ、同国の山岳災害に対する体制強化に貢献している。 

 

 

③ 戦略的な取組及び成果 

• 自治体・民間企業との連携：モルディブでは、自然環境や地理的条件が類似する沖縄県の産官学

の知見・技術をいかし、同国の環境分野の課題（水不足、廃棄物管理、サンゴ礁の劣化・減少） 

の解決に貢献するための調査を実施した。バングラデシュでは、現地で操業する日本の検品企業

と連携し、同国国内で医療用ガウンを生産する仕組みづくりを支援、WHO 規格に適合したガウ

ンを製作するための品質管理システムを提案した。これにより、保健医療従事者を守る防護服を

自国内で安価に生産可能となり、縫製工場に勤務する労働者の雇用の保護にも貢献した。 

• 外国人材受入拡充・共生社会構築：バングラデシュ「日本市場をターゲットとした ICT 人材育成

プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、同プロジェクトの人材育成プログラムのパイロ

ット事業として現地での ICT エンジニア向け研修（B-JET Program）を開講し、コロナ禍におい

ても遠隔授業を取り入れることで全8 期の研修を実施した。最終的に280 人が受講し265 人が修

了した。このうち、2021 年 3 月末時点で 259 人の就職が内定しており、うち 186 人が日本の 

IT 企業より内定を得ている。また、北海道などのその他の地方都市においても B-JET 生の採用

が進捗し、札幌市では 2020 年 10 月にバングラデシュ人 ICT 人材の雇用に係るセミナーが開催

されるなど、バングラデシュ人の就業機会の創出と、地域活性化や労働力不足等の日本の地方部

が抱える課題解決の両面に大きく貢献した。インド、ネパールでは、日本からの還流人材の活用

に向けた調査を開始した。 

• ドナーとの連携：インドでは、新型コロナ対策として、保健分野の緊急財政支援及び社会保護分

野の財政支援を実施するに際し、同分野支援を実施する世銀、ADB、復興金融公庫（KfW：

Kreditanstalt für Wiederaufbau）、AFD、新開発銀行（NDB：New Development Bank）等の各ドナー

と連携した。特に、社会保護分野支援である「社会保護のための新型コロナウイルス感染症危機
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対応支援借款」においては、ポリシーマトリックスを共有する形で世界銀行、KfW、AFD 等と協

調融資を行うとともに、モニタリングにおいては協調融資先に加え、ADB とも連携する体制を構

築した。アフガニスタンでは、機構が出資する「アジアインフラパートナーシップ信託基金

“Leading Asia’s Private Infrastructure Fund”（LEAP）」を活用し、ADB がアフガニスタンにおける

ガス火力発電事業への融資契約に調印し、無償資金協力では、感染症対策、衛生、農村開発、空

港インフラにおいて、UNICEF、WHO、UNDP、国連プロジェクト・サービス機関（UNOPS：United 

Nations Office for Project Services）と計 5 件、45 億円の国際機関連携無償案件の贈与契約（G/ A）

に署名した。パキスタンでは、「バロチスタン農業普及員能力向上プロジェクト」（技術協力プ

ロジェクト）を通じ、FAO と連携しバロチスタン州のサバクトビバッタ被害を受けた小規模農家

の生計向上を支援し、人々の食糧安全保障の確保に貢献した。 

 
④ 事業上の課題及び対応方針 

• 当該地域は民主主義が定着しつつあるも、政権交代に伴う政情不安や国際場裏における複雑な国

家間関係等をかかえており、政権交代による方針転換等に留意が求められる。 

• 対外債務問題・財政赤字等の課題を抱えるなか、新型コロナの影響により多大な財政出動を余儀

なくされている国が多くを占め、マクロ経済状況及び雇用・失業やそれに付随する社会動揺等へ

の注視が必要であり、相手国のオーナーシップを尊重しつつ、マクロ経済の回復・安定に資する

支援を検討していく。 

• 当該地域では、上述の複雑な国家間関係等に由来して東南アジアに比べ域内連結性のハードルが

高く、ワクチンの円滑な輸送等新型コロナ対策を実行する観点からも連結性向上のためのハー

ド・ソフト両面での支援領域の検討が不可欠であり、域内及び隣接地域との連結性向上の視点を

持ち他ドナーとも協調の上、政策改善提言や案件形成・実施等に取り組む。 

 

 
  No.5-3 東・中央アジア、コーカサス  
 

東・中央アジア、コーカサス地域は、市場経済に移行した旧社会主義国が多く、地政学的にもロシ

ア、中国に隣接し重要な位置にあることから、当該地域が開かれ、長期的にも安定し持続可能な発展

を続けることが求められている。こうした状況を踏まえ、ガバナンスの強化、産業の多角化・雇用確

保、インフラ整備・連結性強化、人材育成を重点領域として支援している。2020 年度はこの地域でも

新型コロナの影響を受け、年度途中では健康被害にも増して相対的に深刻な様相を見せた経済被害に

財政支援等で迅速に対応し、併せて今後の保健医療分野の強化に備えるべく体制を整えた。 

 
① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

• 中央アジア 5 か国を対象とした初の国際機関連携無償供与：地域別公約に関しては、日本政府の

「中央アジア + 日本」対話における地域共通テーマへの対応として、越境協力推進によるバッタ

被害低減のため、初めて中央アジア 5 か国全て（及びアフガニスタン）を対象とした国際機関連

携無償「第二次バッタ管理対策改善計画」の G/A を締結した。本無償事業は、各国における食糧

安全保障と貧困削減に直結すると共に、国を跨いだ連携体制構築が求められることから「中央ア

ジア＋日本」対話が目指す地域連結性強化を象徴する事業であり、特に 2020 年上半期には世界
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的にバッタが大量発生したことから、時宜に適った協力となった。 

 
② 重点領域への支援 

• ガバナンスの強化：機構の支援にて 2019 年にモンゴルの税法が国際基準に沿って大幅に改正さ

れたことを踏まえ、改正税法に則った税務行政の適正な運営を図ることを目的とした「国税庁改

正税法執行能力強化支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始し、モンゴルの安定し

た経済成長の実現と、日本企業をはじめとする外資がより進出しやすいビジネス環境整備を支援

した。 

• 産業の多角化：モンゴルで実施中の「農牧業バリューチェーンマスタープランプロジェクト」（技

術協力プロジェクト）に加え、同国農牧業セクターの発展を支援するため新たに 3 件の技術協力

を開始した。また、観光産業の振興を目指した協力の検討・調査も開始した。キルギス及びタジ

キスタンでは、中小企業金融支援の検討に向けた情報収集・確認調査を開始した。さらに、ウズ

ベキスタンの経済成長を牽引する園芸作物分野における高い資金ニーズに対応した「園芸作物バ

リューチェーン強化事業」（円借款）では、新型コロナの影響による、現地園芸作物事業者の深

刻な資金繰り問題の解決に向けて迅速に貸付実行を進めるため、事務所、実施機関、及び実施機

関が世界銀行の融資で雇用していたコンサルタントの三者で協力し、事業開始の準備（オペレー

ショナルガイドラインと PFI 選定）を迅速に行い、着実に貸付を実施した（2021 年 3 月時点で

借款額の 84％を貸付実行済）。同取組・成果に対し、ウズベキスタン副首相より地方の雇用創出

に大きく貢献している点を含め高く評価されている。 

• インフラ整備：「モンゴル国家総合開発計画策定支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

にて、モンゴル政府が掲げている国家戦略「モンゴルの持続的な開発ビジョン 2030」達成のため

の長期の総合的な開発方針及び空間計画を含む国家総合開発計画案の策定を支援し、第 1 次ド

ラフトが完成しモンゴル政府で確認が進められている。また、深刻化するウランバートル市の交

通渋滞や環境問題の改善を図るための調査に着手した。中央アジア・コーカサスでは、アゼルバ

イジャンの電力セクターにおける基礎情報収集調査を開始した。キルギスの国際幹線道路円借款

事業では、入札手続き遅延の解消のための案件監理を行った。 

• 人材育成：親日家・知日家の若手行政官や技術分野の幹部人材等の育成に資するべく、留学生支

援無償（JDS）及び「SDGs グローバルリーダーコース」等の開発大学院連携事業を進めた。 

 

③ 戦略的な取組及び成果 

• 中国向け ODA 終了後のアセットの活用の 1 つとして、法整備支援によって築かれたネットワ

ークを活用した、法律分野における日中間の人材交流の実施に向けた検討を進めた。 

• モンゴル政府に対して新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款を供与し、モンゴル全

土での公衆衛生対策や経済対策、社会保障の拡充等の緊急対応を支援することで、社会経済的影

響を緩和・抑制することに貢献した。また、ウズベキスタンに対する新型コロナウイルス感染症

危機対応緊急支援円借款及び一般財政支援を迅速に進め、同国の危機対応に協力した。ウズベキ

スタン、タジキスタン、キルギスでは、既往技術協力やフォローアップ協力を活用し、防護・防

疫・治療用資機材の供与及び水道水消毒用の塩素供与による迅速な緊急支援を行った。 

• 中央アジア地域における効果的な研修事業の在り方を検討するべく、ウズベキスタン及びタジキ

スタンを対象とし、院内感染予防をテーマとした遠隔での研修実施モデル形成のための情報収
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集・確認調査を開始した。 

• 保健医療セクター全般に対しては、キルギス国別分析ペーパー（JICA Country Analysis Paper：JCAP）

改訂による保健セクター最重点化を踏まえ、技術協力プロジェクト及び無償資金協力の案件形成、

ウズベキスタンの保健医療サービス強化に向けた円借款事業の協力準備調査を実施した。 

 
④ 事業上の課題及び対応方針 

資金協力により整備されたインフラや供与機材の効果的な保守運用・維持管理のため、本邦研修

による人材育成や技術協力による体制支援を実施してきているが、更に持続可能性を高めるため、

先方政府の予算・体制面での措置導入など自立性の向上に向けたアドボカシーや助言を引き続き継

続していく必要がある。 

 

 
  No.5-4 中南米、カリブ  
 

中南米・カリブ地域は、一定の経済発展を遂げた中進国及び卒業移行国が過半数を占める一方、気

候変動や自然災害等への脆弱性や、貧富の深刻な格差等の課題を抱えている。また新型コロナの影響

を深刻に受けた地域の一つである。こうした状況を踏まえ、当該地域に対しては、資金協力や技術協

力のより一層の戦略的な活用の推進、同地域の安定した経済成長に主眼を置き支援した。具体的には、

経済発展を一層促進していくためのインフラ整備（経済的連結性強化）、防災・気候変動対策、都市

環境問題や格差是正支援等（価値と知恵の連結性強化）を重点領域として支援した。 

 
① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

• CORE の拡大による IDB との更なる連携深化：パリ協定に基づく各国の気候変動対策に向けた

取組を支援すべく、機構と IDB の「再生可能エネルギー及び省エネルギー分野における協調融

資枠組」の下で、ドミニカ共和国、パラグアイ、エクアドルにおける案件形成を進めた。パラグ

アイでは、上記枠組みで初めてとなる水・衛生分野における IDB との協調融資案件の融資契約

に調印し、同国における安全で安定した水の供給及び生活環境の改善を支援した。また、2019 年

度より日本政府と連携して IDB との政策対話を重ね、前述の協調融資枠組を米州開発銀行グル

ープ全体との「（中南米・カリブ地域の）経済復興及び社会包摂協力（Cooperation for Economic 

Recovery and Social Inclusion）」（以下、「新 CORE」という。）への CORE の拡大について合

意した。日本政府も信託基金を新 CORE と支援対象を揃え、日本信託基金は全面的に機構と IDB 

の連携深化に貢献するものと位置付けられた。新 CORE は円借款協調融資の対象分野を質高イ

ンフラ全般、自然災害に対する強じん性、国際保健（パンデミック・UHC 等）に拡大、プログラ

ム・ローンを協調融資ツールとして追加し、期間を 5 年間延長した。また、民間連携では IDB 

グループの民間部門である IDB Invest 及び IDB Lab とも協調を深めることとし、海外投融資も

連携援助手法に位置付けた。そのなかでも、ドミニカ共和国に対して、今次新CORE の合意を先

取りし、中南米地域で初となる新型コロナ対応のための財政支援借款を IDB との協調融資で実

施に向けて供与の準備を行うなど新 CORE に係る日本政府及び機構の対話を受けた新たな分野

での連携が実現した。 

• 連結性の強化：エルサルバドルでは、円借款によって建設された「ラ・ウニオン港」の活性化の
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ための調査を実施するとともに、中米全土を横断するパンアメリカンハイウェイの一部を構成す

る国道 1 号線の円滑な交通を確保するために実施中の「サンミゲルバイパス建設事業」（円借款）

の追加支援に係る検討を進めた。また、ホンジュラスでも同じく国道 1 号線上の老朽化した橋梁

を架け替えるための「国道一号線橋梁架け替え計画」（無償資金協力）の協力準備調査を実施し、

連結性強化の取組を支援した。さらに、中米地域の内外との連結性強化に向けた取組を促進すべ

く実施中の「地域統合のための中米地域物流ロジスティクス開発マスタープラン策定支援プロジ

ェクト」（技術協力プロジェクト）では、食糧の流通に対する新型コロナの影響等の追加調査も

実施した。 

• 中米統合機構（SICA）を通じた地域協力：物流・ロジスティックス分野では、中米地域の物流ロ

ジスティックス M/P 策定のため開発計画調査型技術協力プロジェクトを実施している。2020 年

度はコロナ禍で現地調査が延期されたものの、係る状況下で可能な追加調査（コロナ禍後の国境

交通への影響及び食糧安全保障の調査）を行い、同調査結果は SICA の中米運輸交通大臣審議会

（COMITRAN）及び中米経済統合一般条約常設事務局（SIECA）から高い評価を得た。生態系湿

地保全の分野では、2019 年 3 月より開始した技術協力プロジェクトを継続し、主に域内におけ

るパイロットプロジェクト案の作成を進めた。ジェンダー分野では、個別専門家「SICA ジェン

ダー政策策定・実施モニタリング・評価能力体制強化アドバイザー」の派遣開始に向けた調整を

行った。また、これまでの地域協力を踏まえて対 SICA 協力重点分野に係る合意形成や、SICA-

JICA 地域協力 5 ヶ年計画（2021-2025）の策定を進めるための個別専門家「SICA 地域協力アド

バイザー」や、中米農牧大臣会合（CAC）及び加盟各国との連携を通じて、農業・農村開発分野

における機構の協力の戦略的活用を支援するための個別専門家「SICA 農業・農村開発アドバイ

ザー」が採択され、今後の更なる取組の促進に資する体制構築を進めた。 

• カリコム諸国：2014 年の日本政府及びカリブ 9 か国間での合意事項である「日・カリコム共同

閣僚声明」に基づき、「小島嶼国特有の脆弱性」を克服するための支援を進めるべく、カリコム

（カリブ共同体）を構成する各国の共通課題に対する取組を多国間協力として進めた。具体的に

は、環境分野でカリコム加盟国 14 か国を対象とした海洋プラスチックごみの情報収集・確認調

査を実施し、技術協力案件の形成に繋げるとともに、各国のプラスチックの排出量や廃棄物管理

に係る政策・取組等の情報を各国に共有し、これを受けてカリブ地域 5 か国を対象とした同分野

の新規技術協力案件が形成・採択された。加えて、新型コロナ対策に向けた技術協力プロジェク

トに関し、カリブ公衆衛生機関（CARPHA：The Caribbean Public Health Agency）との初の連携に

よる案件を形成した。 

• 南南協力・三角協力：第 2 回国連南南協力ハイレベル会合（BAPA ＋ 40）の結果を踏まえ、中

南米地域での三角協力や域内先進国のドナー化に向けた協力をコロナ禍においても引き続き積

極的に展開した。具体的には、個別専門家を通じた日本メキシコパートナーシップ（JMPP）の戦

略性向上に係る活動に着手し、第三国研修についてはオンラインツールを活用した遠隔研修を複

数実施した。パナマ「エコシステムベースの参加型流域管理」やメキシコ「中米経済統合のため

の地域物流ロジスティクスに関する能力開発」では、定員を大幅に超える数の応募があり、遠隔

研修である一方で効果的に研修を実施したほか、「生活改善」分野の課題別研修の在外補完研修

もパナマにて実施した。アルゼンチンに対する「グローバル・カイゼン・ネットワーク展開プロ

ジェクト」（技術協力プロジェクト）では、2 か月に 1 回の頻度でオンラインセミナー形式によ

るネットワーキング勉強会が開催され、各国からの積極的な参加を得た。また、域内では帰国研
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修員同窓会が主体となり、帰国研修員が日本での学びを共有するオンラインセミナーを開催する

など、帰国研修員同窓会のネットワークを活用して新たな形での域内協力が発展した。さらに、

中南米諸国を対象とする第三国研修を保健医療、環境管理、地熱開発、自然環境保全等の分野で

コスタリカ、ニカラグア、アルゼンチン、ペルー、ウルグアイで複数形成・採択された。加えて、

これまで防災分野で優良事例とされ、5,000 人を越える中南米防災人材の育成を図ったチリと日

本の戦略的パートナーシップの下で実施された「中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト」

は、同成果を踏まえ、中南米に加えカリブ諸国を対象とする後継案件が要請され、中南米域内の

防災人材の育成により一層貢献するための準備を進めた。その他、ブラジル国際協力庁や国連南

南協力室（UNOSSC：United Nations Office for South-South Cooperation）との協働による、ブラジ

ルを拠点とする第三国研修「南南・三角協力マネジメント能力強化フェーズ 2」の 2021 年度の

開始に向けて準備を行った。 

• 質の高いインフラ原則（インフラ・ガバナンス）：南米 3 か国（ペルー・パラグアイ・コロンビ 

ア）の都市交通分野において、「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」の理念に照らしイン

フラ・ガバナンスに関連する政策・制度を分析・評価し、各国が抱える課題や特性、同原則の導

入に係る阻害要因等の調査を開始した。また、エクアドルの電力分野においても、同原則に照ら

したインフラ・ガバナンス、環境社会配慮、自然災害への強じん性等の促進に係る調査を開始し

た。 

• ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）：中南米・カリブ地域 12 か国を対象に、UHC 達成

に向けた保健医療政策・保健医療サービス、財政政策の在り方に係る調査を開始し、各国の概況

が取りまとめられた。 

• 海洋プラスチックごみ対策：ブラジルでは、オンライン協議を駆使し、「サンパウロ州沿岸部衛

生・環境改善事業協力準備調査」を開始した。同調査と並行して、G20 大阪サミットで合意され

た「海洋プラスチックごみ対策実施枠組み」を念頭に、同州での海洋プラスチックごみ対策への

取組についてもサンパウロ州と協議を開始した。加えて、カリブ地域でも海洋プラスチックごみ

対策に関する情報収集・確認調査を実施し、案件形成・採択に繋げた。 

 

② 重点領域への支援ア）保健医療分野 

• コロナ専門病院の建設：エルサルバドルでは 2016 年に L/A 調印済の「災害復旧スタンド・バイ

借款 92」の資金が感染症対策に適用された。2020 年 3 月に承諾額全額を極めて迅速に貸付実行

し、中米最大規模の病床を有する新型コロナウイルス感染症専門病院の整備が行われた。貸付実

行時にはブケレ大統領から安倍首相（当時）宛に感謝の意を示す書簡が送付され、また、その時

宜に合った支援は 9 月に行われた国連総会の同国ブケレ大統領の演説において、エルサルバド

ルにおける新型コロナ対策支援として二国間協力の有効性を示す事例として日本の協力につい

て「日本国政府及び同国国民の協力がなければ、地域で最大かつ、新型コロナウイルス対策とし

て最も近代的な病院を建設することは出来なかった。日本政府及び同国国民に対し、心より感謝

 
92  災害復旧スタンド・バイ借款とは災害の発生が予想される開発途上国に対して、事前に円借款の契約を締
結しておき、災害が発生した際に迅速に資金を支出する有償資金協力援助手法のひとつであり、エルサル
バドルにおいては同国の国家非常事態宣言発令時の同国政府による貸付実行申請に基づき、災害発生時の
復旧を使途目的とした貸付実行を行ったもの。 
本事業については、貸付実行の条件とされていた「自然災害に起因する国家非常事態宣言」の「自然災害」
に新型コロナウイルスが該当すると極めて迅速に判断し貸付実行を行った。 
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する。日本は世界の例とすべき社会である。」と言及、謝辞が述べられた。 

• ドミニカ共和国では、新型コロナ感染拡大によって生じた同国の財政収支の不均衡解消を目的と

して、中南米・カリブ地域では初となる財政支援借款（2 億米ドル）が事前通報され、供与の準

備を行った。協調融資先である IDB が作成した政策マトリクスを活用しつつも、機構が実施中

の技術プロジェクトが貢献できるような政策アクションを追加した機構独自の政策マトリクス

をドミニカ共和国政府と合意する等、機構による協力の色が出せるような工夫を行った。 

• 中南米・カリブ地域各国において、現在実施中の事業及びフォローアップ協力の枠組みを活用 

し、新型コロナの予防等を目的とした各案件実施機関への資機材の供与を実施した。 

• ブラジルでは、「ブラジルおよび日本における薬剤耐性を含む真菌感染症診断に係わる研究およ

びリファレンス協力体制強化プロジェクト」（SATREPS）を通じ、新型コロナ対策の取組として、

両国関係機関で症例会議を実施した。また、産官学連携により、新型コロナウイルス検出試薬の

性能評価試験を実施した。さらに、ブラジル型変異種による急速な感染再拡大による医療崩壊危

機に対し、帰国研修員ネットワークを活用した医療現場への人工呼吸器等の協力を実施したほか、

医薬品協力の可能性検討を行った。 

• ボリビアでは、「地域保健システム向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のフォローア

ップ協力として同案件実施機関に対して感染症予防対策等に係る研修を行った。また、新たに、

新型コロナ感染症拡大下におけるサンタクルス県の医療サービスへの需要及びその供給体制に

係る調査を実施した。さらに、保健医療分野への取組として 2020 年度定期要望調査にて「救急

産科ケアリファラルシステム強化プロジェクト」が採択された。 

• メキシコでは「メキシコの新型コロナウイルスの感染拡大を受けて直面している学校や家庭にお

ける子供たちへの心のケア」と題してオンラインセミナーを実施し、メキシコ及び中南米域内の

学校教員、教育・防災を所管する公的機関職員、NGO 職員など約 7,000 人が参加した。 

• 更に「中米・カリブ地域 With ／ Post COVID-19 社会における開発協力の在り方に係る情報収集・

確認調査」を通じ、新型コロナの影響を受けた同地域の中長期的な開発シナリオの策定にも着手

した。また、米シンクタンク（Inter-American Dialogue）主催のオンラインセミナーなどの機会を

活用し、機構のコロナ禍での援助動向に加え、人間の安全保障、UHC、質高インフラ、防災等の

重要性等について発信した。 

イ）気候変動対策 

•  IDB とともに、主にドミニカ共和国、パラグアイで省エネルギーの促進を通じた気候変動の緩

和に資する円借款事業の案件形成に取り組んだ。また、IDB とともに、エクアドル、パラグアイ、

コスタリカ、ホンジュラス、ジャマイカでも、既往円借款事業の案件実施促進を図った。 

• 民間連携事業を通じた本邦民間企業の取組による省エネ基準改正の実現：ブラジルでは、同国に

おける環境に配慮した持続可能なエネルギー社会の実現に向けた取組の一環として、エアコンメ

ーカーであるダイキン工業㈱が民間連携事業を活用し、同国で販売される空調機向けの省エネ基

準の改正に寄与した（2020 年 7 月）。これにより、空調機の性能評価基準、省エネラベリング

制度の改善が図られ、環境性能の高い日本製品のマーケットシェアが高まることが期待される。

これは同国において日本の民間企業の取組により規制制度の改訂に至った初めての事例となっ

た。また、「北東部クリーン電化事業」（海外投融資）の L/A を調印し、Companhia de Eletricidade 

do Estado da Bahia によるブラジル北東部地域の電力系統未接続地域における送配電網整備を支

援することで、再生可能エネルギーの利用及び省エネルギー化の推進に寄与した。 
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• パラグアイでは、IDB との協調融資案件として、首都圏へ安定的かつ効率的な電力供給を図る基

幹送電線の建設及び、公共施設の省エネ促進のための設備導入を行う「国家電力システム効率改

善事業（ANDE）」（円借款）の案件形成を進めた。 

• エクアドルでは、インバブラ県における同国初の地熱発電所建設の F/S 等に係る調査井掘削やエ

ンジニアリング・サービスを対象とした「チャチンビロ地熱開発事業（フェーズ I）」（円借款）

の案件形成を進めた。また、人類にとって貴重な世界遺産であるガラパゴス諸島について、エク

アドル政府が掲げる「ガラパゴス化石燃料ゼロ政策」を支援するため、「ガラパゴス諸島化石燃

料ゼロに向けたロードマップ支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を形成した。 

• ペルーでは、同国における地熱開発を推進するための「地熱資源評価能力強化支援プロジェク 

ト」（技術協力プロジェクト）を開始した。ウルグアイでは、水素エネルギーの利用を促進する

ために必要な政策・計画立案支援を目的とし「水素エネルギー利用の推進」（国別研修）を形成

した。 

• パナマでは、「パナマ首都圏都市交通 3 号線整備事業（第一期）」（円借款）に対して有償勘定

による技術支援を実施することで案件実施促進を支援し、2020 年 10 月に本体契約が締結され、

日本メーカーのモノレールが同路線に導入されることが正式決定した。2021 年 2 月に着工式が

行われた。 

ウ）防災分野 

• 防災分野の三角協力の拠点であるチリより、2019 年に終了した「中南米防災人材育成拠点化支援

プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の成果を踏まえ、中南米に加えカリブ諸国を対象とす

る後継案件が要請され、中南米域内の防災人材の育成により一層貢献するため、コンテンツの整

理を含む準備を進めた。 

• 日本の協力により、ペルーにおいて中南米地域で初めて緊急警報システムが導入された知見、経

験を共有するため、中南米域内を対象とする「地上デジタル放送及び緊急警報放送システム

（EWBS）：活用及び経験」（国際遠隔研修）を実施した。 

• 環太平洋火山帯に位置し、地震や津波のリスクが高いコロンビア、エクアドルの両国に対して 

は、「地震・津波・火山災害の軽減技術に関する研究開発プロジェクト」、「地震と津波に強い

街づくりプロジェクト」（いずれも技術協力プロジェクト）をそれぞれ実施し、両国の防災関係

機関の能力強化を推進した。 

• 2019 年度までニカラグアで実施された「中米津波警報センター能力強化プロジェクト」（技術協

力プロジェクト）の取組の深化を念頭に、エルサルバドルで採択された「地震・津波情報の分析

能力強化」や「首都圏建物の耐震評価と耐震補強のための能力強化プロジェクト」（いずれも技

術協力プロジェクト）の開始準備を進めた。 

• 2007 年から 2012 年のフェーズ 1 に続き実施した「中米広域防災能力向上プロジェクトフェー

ズ2」（技術協力プロジェクト）の協力完了にあたり、中米各国の政府によりコミュニティ防災の

普及が継続的に進められるよう、中米統合機構（SICA）傘下の中米防災センター（CEPREDENAC）

による調整のもと、終了セミナーを開催し、高い評価を受けるとともに各国の自助努力による継

続が約束された。 

• 災害に強じんな都市づくりをテーマに、IDB とオンラインセミナーを共催し、日本（仙台市）及

び機構が支援した東南アジアの都市の経験を中南米・カリブ地域に共有するとともに、同地域か

らも 2 都市（コンセプション市（チリ）、マニサレス市（コロンビア））の防災の経験を共有し、
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相互の学びを促進した。 

• ハリケーン「イータ」及び「イオタ」の被災地（グアテマラ・ホンジュラス・ニカラグア・コロ

ンビア）に対しては、緊急援助物資を供与した。 

エ）都市環境問題 

• 上水道の普及率が 78％、下水道の普及率が 11％に留まるパラグアイにおいて、安全で効率的な

上下水道サービスの提供及び生活環境の改善を目的に、人口第二の都市圏であるシウダ・デル・

エステ都市圏で、上下水道整備を行う円借款案件の L/A に調印した。 

• ペルーでは、リマ首都圏において公共交通志向型開発（Transit Oriented Development：TOD）を取

り入れた都市計画を推進するため「TOD 能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を形

成した。 

• コロンビアとは在京コロンビア大使館及びコロンビアへの投資促進を促す ProBogota と連携し、

都市交通システムにおける新型コロナ対策に係る日本とコロンビアの経験と課題と題したセミ

ナーを開催し、日本の都市交通における新型コロナ対策を紹介した。 

• ニカラグアでは、水銀調査・分析に関し、2003 年以降の日本の研究機関による指導及び 2017 年

以降の技術協力の成果として、実施機関で蓄積・発展した技術や経験を他国へ普及する、第三国

研修「水銀分析能力強化」を形成した。 

オ）格差是正 

• ホンジュラスでは、条件付き現金給付を受給している貧困世帯を対象に受給した現金の貯金及び

有効活用を核とした事業形態を確立した「金融包摂を通じた CCT 受給世帯の生活改善・生計向

上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の成果を拡大し、また民間銀行の参加をより強化す

べく、「地域に根差した金融包摂推進を通じた貧困削減プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

を形成した。また、こうした格差是正に係る取組を始め、住民が必要とする取組が地域の開発計

画に反映され、実施されるためのプロセスを強化すべく「SDGs・ホンジュラス国家アジェンダ 

2030 に資する地域開発計画マネジメント体制構築支援プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

が採択された。 

• アルゼンチンにおける「中南米における民間企業の生産性向上拠点化支援プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）では、中南米諸国の中小零細企業の窮状、これに対する各国関係機関の取組、

ネットワークとしての共同の取組の可能性などについて定期的にセミナーを行った。 

• ベネズエラ移民・難民状況に対し、最も多く 140 万人が避難したと言われるコロンビアでのベネ

ズエラ難民を取り巻く状況、また、その難民を受け入れる各都市のインフラニーズ等について調

査し、7 月に調査が完了した。8 月には調査結果に係るオンライン報告会を開催し、IDB や日本

政府関係者等から注目を集める調査となった。 

 
③ 日系社会との連携強化 

• コロナ禍の日系団体に対する迅速な支援の拡充及び実施：コロナ禍において行動が制限されるな

かで困難な状況におかれた各国日系団体の活動に寄り添うため、機構中南米部長及び各在外拠点

長の連名で各国日系団体に対する激励レターを発信した。また、理事長とブラジルの日系病院と

のオンライン会議を通じて現地の状況とニーズ把握を進めた。さらに、これら日系団体のニーズ

及び日本政府の要請に応えるために、関係省庁と調整の上、2021 年度までの日系団体への助成金

に係る制度改定を迅速に検討・実施の上、申請受付を開始した（30 件を新たに交付決定した）。 
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• 民間企業や自治体等との連携強化：中南米日系社会との連携強化を目的とした戦略的取組として、

機構の国内拠点を中心に連携パートナーの発掘に精力的に取り組んだ。2020 年度は日本の中小

企業の現地日系社会への調査団派遣に代わり、ボリビアのサンタクルス輸出業商工会議所

（CADEX）が開催する「第一回輸出・ロジスティック・投資に係る国際バーチャル・フェリア 

2020 －再び成長するために」に、過去計 9 回の調査団に参加した企業など国内企業 19 社が参

加した。また、過去の調査団参加企業のうち、9 社から中小企業海外展開支援事業及び民間技術

普及促進事業に応募があり、うち 1 件が採択された。日本企業が、移住先国で活躍する日系人を

パートナーとして連携することで、移住先国の開発課題解決に貢献するとともに、中南米地域で

のビジネス展開を実現していくことが期待されている。このほか、国内拠点が自治体や商工会議

所と中南米に関するセミナー（沖縄県と沖縄センター、兵庫県と関西センター）を実施した際に、

日系社会連携についても紹介し、連携の強化を図った。 

• 海外移住資料館のネットワーク強化を通じた広報・啓発：2002 年に開設した海外移住資料館では、

総合学習として来館する児童・生徒に対する教育プログラム、企画展示「くまモンと学ぼう！熊

本移民の歴史と活躍」、オンライン講演会「世界遺産都市リマの隠れた名所日本人ペルー移住資

料館“平岡千代照”」等を実施した。また、移住関連資料の収集・保管及び日系資料館連絡協議会

参加による海外の世界各地にある日系資料館との情報交換と連携を進め、11 月にはブラジル日

本移民資料館がホストとなって開催し、7 か国の資料館が参加した「第 1 回日本移民資料館国際

シンポジウム」を支援し、オンライン参加した。また第 2 回 JICA 海外移住懸賞論文「日本人の

中南米への移住」を公募し、国内外の移住研究者との連携も深めた。 

 

④ 戦略的な取組及び成果 

• 世界銀行・IDB との連携：世銀とは 11 月に中南米・カリブ地域では初となるハイレベル対話

（Deep Dive）を開催した。IDB とは初のオンライン定期協議会を開催するとともに、両機関との

域内連携の具体的方策、課題などを共有し、方針のすり合わせを行った。 

• 戦略的な人材育成の強化：エルサルバドルにおいて、政策に関与する人材の育成を戦略的に進め

るべく、中南米では初めて「人材育成奨学計画」（無償資金協力）（JDS）が採択された。また、

同協力援助手法の発足当時は旧共産圏の市場経済移行に貢献したことに鑑み、キューバの人材育

成への活用なども視野に「キューバ共和国経済改革に向けた人材育成ニーズに係る情報収集・確

認調査」を開始した。 

• 民間セクター開発：2019 年度に実施した「中南米日系社会との連携調査」や「中南米フードバリ

ューチェーン調査」などをきっかけとし、中小企業・SDGs ビジネス支援事業にて 8 件が採択さ

れ、現在 6 件が審査中である。また、民間連携や既存の開発メニューと相乗効果を生み出しうる

南米地域での民間連携について、国内スタートアップとの開発事業における連携可能性に関する

「中南米・カリブ地域スタートアップ企業連携に係る情報収集・確認調査」及び、対象国公共事

業に対する民間資本動員に関する「南米地域におけるソーシャル・インパクト・ボンドにかかる

情報収集・確認調査」を開始した。いずれも IDB Lab と協調の上で調査を進め、これらに基づい

て民間資本を活用した新規開発事業組成に関する可能性を検討するものである。 

• JICA チェアに関する取組：「日本の近代化を知る 7 章」の DVD（日本語、英語、スぺイン語

及びポルトガル語）を、JICA チェアの取組を促進するために域内の全海外拠点に配布するととも

に、中南米諸国の駐日公館にも送付した。日本財団の図書寄贈プログラムも各拠点を通じて関心
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を有する大学に応募を勧奨し、結果としてエルサルバドル、ボリビアの大学が採択された。ブラ

ジルではサンパウロ大学法学部における日本開発研究講座「フジタ・ニノミヤチェア」として開

設済みであり、7 月～ 8 月に明治大学と共催でオンライン短期講座を実施し約 280 人が参加し

た。域内のほぼ全ての拠点において、JICA チェア「短期集中講義」事業、あるいは「日本研究講

座設置」事業の可能性を検討すべく各国の大学と協議を進め、ペルーでは、10 月にサンマルコス

大学で「日本の近代化 7 章 web 講義・第 4 章」を実施し、参加者 1,500 人に上る盛況であった。

ベリーズでは 3 月 19 日にベリーズ大学、チリでは 3 月 25 日にサンチアゴ大学でのオンライ

ン講座を実施した。こうした動きに対応して、JICA チェアの設置促進、設置後の講座維持の人的

リソースを把握することを目的に、22 の海外拠点において、日本及び日本を含めた東アジア研究

を行っている教員・研究者に係る情報収集・確認調査を実施した。 

 
⑤ 事業上の課題及び対応方針 

• 開発効果の高い案件形成・実施に向けて、日本の技術の効果的な活用を推進したい一方、中南米・

カリブ地域は、その地理的な特質や言語の壁を受け、アジアと比較して日本企業の進出が限定的

である。このため、2021 年度も海外拠点からの情報発信、日系社会と日本の民間セクターとの連

携促進等に精力的に取り組む。 

• 2019 年度に続き、中南米諸国では所得格差に端を発した社会・政情不安が起きている。その上で

新型コロナが甚大な社会的インパクトを及ぼしており、この状態は機構事業の進捗にも影響を与

えている。予断を許さない状況が続くなか、機構関係者の安全を第一に考え、海外拠点をはじめ

関係機関との強固な連携の下、情報交換・意見交換を継続しつつ、2021 年度も効果的な開発事業

を継続する。 

 
 
  No.5-5 アフリカ  
 

TICAD 7 の「横浜宣言 2019」に基づき、特に、「TICAD 7 における日本の取組」として打ち出され

た「経済」、「社会」、「平和と安定」の 3 本柱に沿った取組を実施した。「経済」開発分野では、ABE 

イニシアティブ 3.0 等の産業人材の育成、「アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブ」

を含む連結性強化に向けた質の高いインフラ投資、債務持続可能性の確保、産業の多角化及びアフリカ

ビジネス 

協議会等への貢献を通じたビジネス推進等に取り組んだ。「社会」開発分野では、基礎医療アクセス

の改善等を通じた UHC 拡大、みんなの学校及び理数科教育の拡充等を通じた質の高い教育の提供、廃

棄物管理の強化を含む持続可能な都市づくり及びスポーツの普及等に取り組んだ。「平和と安定」分野

では、治安維持等に係る人材育成等を通じた制度構築とガバナンス強化、紛争地域の安定化支援及び難

民・避難民や受入コミュニティに対する支援等に取り組んだ。また、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA） 

等のアフリカ連合の「アジェンダ 2063」の重点項目やアフリカ域内の共通課題に対応する事業の実施、

国際機関・二国間ドナー、国内外の民間企業、高等教育・研究機関等幅広いパートナーとの連携、及び

アフリカ開発の課題と取組に係る国内外への発信に取り組んだ。新型コロナ感染拡大への短期・緊急的

な対応として、4 月以降、実施中の技術協力案件の活動の一環として、防護・防疫・検査・治療・研修・

啓発用資機材の供与を実施した。さらに、中長期的な対応として、2 月より、ケニア、エチオピア、セ
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ネガル等 22 か国を対象とした「新型コロナウイルス感染拡大を受けたアフリカ地域保健医療施設・機

材にかかる情報収集・確認調査」を開始した。 

 
① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献及び重点領域への支援 

• 2020 年度は、TICAD 7（2019 年 8 月横浜）で発表された「TICAD 7 における日本の取組」（以

下「日本の取組」）の 2 年度目に当たり、2019 年度に続いて、その実現・達成に向けて貢献し

た。 

ア）「経済」開発分野 

• コロナ禍における ABE イニシアティブ 3.0 の推進：2020 年度は、コロナ禍により、研修員の

日本受入に制約が生じたものの、ABE イニシアティブ 3.0 の第 2 期生として 50 人を日本に受

け入れたほか、来日が困難な研修員のうち 36 人が各国より遠隔にて日本の大学に入学、授業を・

受講した。また、新たな取組として、機構の長期研修員に加え、日本滞在中のアフリカ人留学生

（国費・私費留学生を含む）を対象とした「ビジネス・プログラム」をオンライン等で開催し、

総計 204 人が ABE イニシアティブ 3.0 に参加した。また、例年は東京で開催している来日プロ

グラムや企業交流会をオンラインで開催するなど、コロナ禍での困難な状況に柔軟に対応した。

新たな取組として、また、ABE イニシアティブ研修員の人的ネットワークを強化する目的で、

LinkedInを使った ABE イニシアティブコミュニティを立ち上げ、定期的に機構の事業やビジネ

ス情報について発信した（2020 年度末時点では、滞日中の研修員、帰国済みの研修員合わせて400 

人参加済）。 

• 高専との協働によるイノベーション支援及び地方創生への貢献：2019 年 4 月に開催の「KOSEN 

Open Innovation Challenge」への長岡ほか 5 校の国立工業高等専門学校の参加をきっかけとして、

2019 年 10 月に長岡高専及び NPO 法人長岡産業活性化協会（NAZE）と「JICA- 高専イノベー

ションプラットフォーム」の設置で合意、その後、北九州、佐世保、徳山の 3 校も同プラットフ

ォームに参画した。2020 年度は、7 月に長岡高専と覚書を締結し、同校の授業の一環としてオー

プンイノベーションに関連する講義や審査会の開催、試作品製作を実施中である。この事業では、

2019 年度の「KOSEN Open Innovation Challenge」にも参加したケニアのスタートアップ企業並び

にジョモ・ケニヤッタ農工大学との協力のほか、長岡技術科学大学が試作品の製作支援を、長岡

産業活性化協会がその実用化、製品化に向け協力しており、地域の高等教育・地場産業との産官

学連携による地方創生、地方のイノベーション人材育成、リバース・イノベーションを通じたSDGs 

達成に向けたエコシステム強化が見込まれる。さらに、8 月～ 9 月には長岡、北九州、佐世保、

徳山の 4 高専が参加し、第 2 回「KOSEN Open Innovation Challenge」を開催、同コンテストでは、

ケニアのホテル等から出る有機ゴミをエサに飼育した昆虫の蛹を現地農家の飼料・肥料として販

売・利用する事業や、新型コロナ対策・現地に進出している日本企業の課題解決などに取り組ん

だ。2021 年度以降は参加校を増やし、3 年後には全国の高専に展開されることを想定している。

これらの試みは、地方創生、地方のイノベーション人材の育成、地方の産官学によるエコシステ

ム形成に資するだけでなく、アフリカの開発課題解決への革新的な技術活用への潜在的なニーズ

と、高等専門学校が有する優れた技術力・応用力・発想力をマッチングし、開発モデルのイノベ

ーションを継続的に生み出すエコシステムを構築しようとするものである。また、日本の高等教

育及び地域経済振興、地方における SDGs の達成と Society5.0 の実現、内閣府が主導する「イノ

ベーション戦略 2020」の「知の国際展開」におけるニーズとシーズのマッチング・プラットフォ
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ームの実現にも資するものである。 

• 質の高いインフラ投資：マラウイでは「リロングウェ市幹線道路改修計画」（無償資金協力）の

G/A、ケニアでは「ナクル市及びその周辺並びにモンバサ市周辺配電設備整備計画」（無償資金

協力）の G/A を 9 月に締結、ベナンでは「コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設計画」（無償資

金協力） の G/A を 2021 年 1 月に締結した。都市交通マスタープランの策定・実施支援につい

ては、カンパラ都市開発 M/P（ウガンダ）、キガリ市地形図作成・都市開発 M/P（ルワンダ）、

エチオピア都市開発計画策定能力強化等のプロジェクト実施に向けた詳細計画策定調査を開始・

実施した。 

• スタートアップ支援：ルワンダで「ICT イノベーションエコシステム強化プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）を引き続き実施するとともに、「NINJA Business Plan Competition in response 

to COVID 19」のほか、「アフリカ起業家支援に関する基礎情報収集調査」を 2019 年度より継続

実施した。同調査を受託している民間ベンチャーファンドのアフリカ 2 号ファンドでは、ケニア、

南アフリカ、ナイジェリアの 3 か国をメインとするアフリカ諸国のスタートアップ事業に投資

を開始した。 

• 産業の多角化：グローバル・フードバリューチェーン構築支援、農業技術の開発・展開、官民に

よる農業分野のイノベーション推進に資するべく、「食と農の協働プラットフォーム」（JiPFA） 

アフリカ分科会を、アフリカビジネス協議会との協力を得て 8 月及び 1 月に開催した。 

• アフリカビジネス協議会：アフリカビジネス協議会では、機構が関係省庁や他団体と共に事務局・

連絡会を担うとともに、農業ワーキンググループ及びヘルスケアワーキンググループの幹事を務

めている。また、投資環境改善ワーキンググループでは、ケニア、ナイジェリア、コートジボワ

ール、セネガルの 4 か国を対象とした投資環境に関する調査を実施し、各国での二国間投資環境

改善委員会での議論に貢献した。これらの実績を踏まえ、1 月に新設された企画運営委員会の常

任委員に機構上級審議役が就任した。 

イ）「社会」開発分野 

• コロナ感染拡大への迅速な支援の実施：4 月以降、コロナ感染拡大への短期・緊急的な対応とし

て、実施中の技術協力案件の活動の一環として、防護・防疫・検査・治療・研修・啓発用資機材

の供与を実施した。なお、1 件（日本製非接触放射温度計 20 個）を除いて、全て現地で調達し

た。主な実績は以下の通り。 

 「ケニア・疾病サーベイランスアドバイザー」にて、検査用資機材として、検査キット、検

査用消耗品、ポータブルエコー、ポータブルＸ線装置を調達。 

 「ウガンダ・保健インフラマネジメントを通じた保健サービス強化プロジェクトフェーズ 2」

にて、防護用資機材として、N96 マスク、サージカルマスク、サージカルグローブ、使い捨

てグローブ、長靴、防護服、アルコール消毒薬、医療廃棄物処理用ゴミ箱及びゴミ袋を調達。 

 「ウガンダ・村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト」にて、ペダル式手洗い装置、

石けん、消毒剤のセット 514 サイト分を調達。 

 「コンゴ民主共和国・感染症疫学サーベイランスシステム強化プロジェクト」及び「同国・

保健アドバイザー」にて、検査用資機材として、ピペット、検査用チューブ、漂白剤、非接

触型体温計、PCR 検査試薬など、防護用資機材として、サージカルマスク、N95 マスク、ゴ

ーグル、フェイスシールド、防護服、消毒液など、防疫用資機材として、車両 1 台、レンタ

カー貸与、データ解析用パソコンなどを調達。 
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 「ガーナ・感染症サーベイランス体制強化とコレラ菌・HIV 等の腸管粘膜感染防御に関する

研究」にて、防護用資機材として、マスク、使い捨て検査用白衣、検査用資機材として、自

動核酸抽出装置・検査キット、検査用試薬（無水エタノールなど）を調達。 

 「ブルンジ・母子保健サービス強化プロジェクト」にて、治療用資機材として、人工呼吸器

など、防護用資機材として、防護服、フェイスシールド、手術用マスク、検査用手袋、外科

用手袋、検査用資機材として、検査キット・試薬、マルチパラメータ患者モニター、血中ガ

ス測定器、血中酸素飽和度測定器、クーラーボックスを調達。 

• 新型コロナに対する中長期的な対応としては、2 月より、ケニア、エチオピア、セネガル等 22 か

国を対象とした「新型コロナウイルス感染拡大を受けたアフリカ地域保健医療施設・機材にかか

る情報収集・確認調査」を開始した。同調査では、各国における保健医療協力を新型コロナの影

響を踏まえてレビューした上で、主に実施中及び過去に協力した保健医療分野の事業の成果拡大

を目的として、医療施設及び医療機材の整備に関する協力パッケージ（技術協力、有償資金協力、

無償資金協力の案件候補群）の形成に必要な情報を収集予定である。また、同調査の実施を通じ、

前記の短期・緊急的な対応、同調査で情報収集予定の協力パッケージ及び過去の協力アセットを

活用し、アフリカ域内での保健医療分野での取組の成果を幅広く波及させることを目的に、「拡

大 PREPARE（Partnership for Building Resilience against Public Health Emergencies through Advanced 

Research and Education：PREPARE）」構想の推進、アフリカ疾病対策センター（African Center for 

Disease Control：Africa CDC）との連携を進めた。 

• 基礎医療アクセスの改善等を通じた UHC 拡大：8 月にケニア向け円借款「ユニバーサル・ヘル

ス・カバレッジの達成のための保健セクター政策借款（フェーズ 2）」を対象として、80 億円を

限度とする L/A を調印した。 

• 質の高い教育：モザンビークでは、理数科教育の拡充や学習環境の改善により子どもたちに質の

高い教育を提供すべく、「新しい学校教育制度に対応したカリキュラム普及プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）の R/D を 11 月に署名した。 

• 水供給・衛生環境の改善：ガンビアでは「第四次地方飲料水供給計画」（無償資金協力）の G/A 

を 7 月に締結した。また、新型コロナの短期・緊急的な対応として、ケニア、スーダン、南スー

ダンの水道事業体に対し、実施中の技術協力プロジェクトの活動の一環として、塩素などの浄水

用薬品、発電機・発電機用燃料、排泥ポンプ、新型コロナ対策の英文パンフレット等の供与を実

施した。 

• 持続可能な都市づくり：将来人口 1,000 万人級となることが見込まれるアビジャン（コートジボ

ワール）、キンシャサ（コンゴ民主共和国）における都市開発、都市交通に関連する協力を開始

するべく、詳細計画策定調査を実施した。廃棄物管理の強化については、モザンビーク「マプト

大都市圏統合的廃棄物管理能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を 2021 年度より

実施しているほか、スーダン「マプト大都市圏統合的廃棄物管理能力向上プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）、ザンビア「マプト大都市圏統合的廃棄物管理能力向上プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）を開始した。 

• スポーツの普及：2019 年度に引き続き、南スーダンにて「スポーツを通じた平和促進プロジェク

ト」（技術協力プロジェクト）を実施している。同事業では、毎年の「全国スポーツ大会」の開

催を支援しており、2020 年度はコロナ禍のため、年度内の大会開催は見送られたが、同事業の活

動として、スポーツを通じた平和促進活動を学校やコミュニティで広げるためのカウンターパー
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トや国内有識者との案件構想会議、全国スポーツ大会の取り組みを南スーダン各地に広めるため

の広報パンフレット作成などを実施した。また、同事業との関連で、東京オリンピック・パラリ

ンピックの南スーダンのホストタウンである前橋市に対し、南スーダン陸上選手団の事前キャン

プ受け入れを働きかけ、2019 年 11 月より同市でキャンプを開始している。東京オリンピック・

パラリンピックはコロナ禍のため 1 年延期となったが、前橋市の努力（ふるさと納税の活用など） 

により、2011 年の東京オリンピックを目指して同選手団は前橋市でキャンプを継続するととも

に、地元市民との活発な交流を続けている。 

ウ）「平和と安定」分野 

• アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ（NAPSA）に資するアフリカ向けの技術協力：

「仏語圏アフリカ刑事司法」（国別研修）、コンゴ民主共和国「市民と平和のための警察研修実

施能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）、マリ「国家警察能力強化」（現地国内研

修）、コートジボワール「国家警察能力強化」（現地国内研修）、スーダン「ルフール 3 州にお

ける公共サービスの向上を通じた平和構築プロジェクト」（技術協力プロジェクト）、コートジ

ボワール「中部・北部紛争影響地域の公共サービス改善のための人材育成プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）、シエラレオネ「レジリエンス強化のための能力向上プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）、ソマリア「地域社会再建に係る地方行政能力強化支援研修」（国別研修）、

南スーダン「Sexual and Gendar Based Violence（SGBV）被害者の自立と社会復帰推進アドバイザ

ー」（個別専門家）などを実施した。 

• 紛争地域の安定化に向けたアフリカ主導の取組の支援：難民・避難民や受入コミュニティに対す

る支援としては、ウガンダ・アチョリ・西ナイル地域コミュニティ・レジリエンス強化のための

地方行政能力向上プロジェクト、ザンビア・元難民の現地統合支援プロジェクト（いずれも技術

協力）を実施した。また、G5 サヘル諸国（マリ、ブルキナファソ、ニジェール、モーリタニア、

チャド）では、従前からの深刻な貧困の蔓延や低開発、ガバナンスの欠如に加え、近年では過激

派勢力の伸長に起因する著しい治安の悪化とコロナ禍による混乱により、難民・国内避難民が急

増している。特にサヘル危機の根本原因の一つとして、ガバナンスの欠如による政府と住民の信

頼の不在・不信の増大があることから、これまでに機構が実績を有する地方行政支援と難民・国

内避難民のホストコミュニティ支援、若年層・脆弱層支援において、国連機関と連携した平和構

築支援の可能性を検討する情報収集・確認調査を開始した。 

 

② その他重点領域への支援 

ア）AfCFTA 等の「アジェンダ 2063」支援、幅広いパートナーとの連携、国内外への発信 

• アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）：新型コロナ感染症の影響により、当初 2020 年からの運

用開始予定が 2021 年に延期されたが、遠隔による情報収集・確認調査を実施し、AfCFTA の交

渉状況（フェーズ 1 及び 2）、アフリカ連合（AU）や AfCFTA 事務局の体制・人員、地域経済

共同体（RECs）内で先行整備されている貿易規則との整合・不整合、日本への期待など、現時点

での進捗と課題を把握した。 

• カイゼン・イニシアティブ：機構とアフリカ連合開発庁（AUDA-NEPAD）の共催で、第 5 回ア

フリカカイゼン年次会合を 9 月にオンラインで開催した。同年次会合には、民間企業、汎アフリ

カ生産性協会、アジア生産性機構、アフリカ開発銀行や UNDP、国連工業開発機関（UNIDO：

United Nations Industrial Development Organization）などのドナー、研究者を中心にアジア・アフリ
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カ・南米の 34 か国から約 200 人が参加した。成果文書として共同声明と 2025 年までの行動計

画（AKI 行動計画）の案を発表した。同共同声明では、カイゼン活動の着実な実施、新型コロナ

の影響を受ける中小企業支援の強化、AfCFTA の推進などを提言している。行動計画では、2025 

年までの達成目標や活動を定めるとともに、今後関係国代表による分科会を編成し、定期会合を

通じてモニタリングを行うことで合意した。 

• パートナーとの連携 

 UNDP、世界銀行とは 10 月、11 月にそれぞれと連携協議を行い、ウィズコロナ、ポストコ

ロナの強じんな社会構築や TICAD8 に向けた連携の重要性について確認するとともに、今

後の重点分野・行動計画などについて合意した。TICAD8 に向けた政策研究（後出）への支

持・今後の協力について理解を得た。 

 AUDA-NEPAD とは 11 月に連携協議を行い、これまでの重点協力分野であったカイゼン・

イニシアティブ、IFNA、アフリカインフラ開発計画・第 2 次優先行動計画（PIDA/PAP2）に

加え、AfCFTA、Home Grown Solution Accelerator Program 93 などを新たな協力分野として、

今後の連携について合意した。 

 国内外の民間企業とは、アフリカビジネス協議会、スタートアップ支援などを通じて連携を

推進しており、提案型事業では 2020 年度第 1 回公示で 14 件のアフリカ案件を採択した。

海外投融資では 2020 年度で 1 件（南部アフリカ農業バリューチェーン強化事業）を承諾し

た。 

 高等教育・研究機関とは、AUDA-NEPAD が推進する Think Tank 構想（Policy Bridge Tank）

に対し、機構研究所が開発の現場に則した研究と各国政府の開発政策を繋ぐ研究機関・研究

の在り方に関する知見と経験を提供・共有し、上記構想の推進を支援することで合意した。 

• 国内外への発信：6 月以降隔月で、UNDP との共催により、アフリカ開発の課題をテーマにした

オンライン・トークイベントを開催し（6 月：DX、8 月：貿易自由化、10 月：ジェンダー、1 月：

グリーン経済、2 月：平和と安定）、11 月には JETRO、UNDP、UNIDO との共催で、アフリカ

ビジネスに関するオンラインイベントを開催した。7 月にはオンラインによりアフリカでのコロ

ナ対策についてのメディア勉強会を開催し、テレビ 4 社、出版 2 社、通信 1 社、ネットメディ

ア 2 社の計 15 社の参加を得た。その結果、新聞・ネットニュース：29 件、テレビ：6 件で取り

上げられるに至った。 

 

③ 戦略的な取組及び成果 

• 2022 年に開催予定のTICAD8 に向けて、ウィズコロナ、ポストコロナを念頭に「社会的危機に対

する強靭な社会経済を構築する」ことを目指した機構としての「協力の方向性」を TICAD プロ

セス推進委員会の場で取りまとめた。同方向性は各課題におけるクラスター・アプローチを踏ま

えたものであり、TICAD8 を契機とした戦略的対アフリカ支援の方向性を整理したもの。機構は

同方向性をアフリカのニーズに基づいた実施機関による方針として外務省にも説明し、共催者に

よる TICAD8 のアジェンダ検討プロセスへの活用を求めた。 

 
93  アフリカが新型コロナ感染対策に必要とする医療資機材の大半を輸入に頼っていることへの反省から、
アフリカ現地発の解決策を活用したパンデミックレジリエンス強化を目的に、医療体制強化に資するアフ
リカ現地企業に対しプラットフォーム（アクセラレーター）を通じて優良な事業計画の立案、課題への助
言、資金調達などを支援するアフリカ連合開発庁（AUDA-NEPAD）のイニシアティブ 
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• 2022 年に開催予定の TICAD8 に向けた政策研究「ポストコロナ時代のアフリカ開発」を 2020 年

度より検討を開始した。同研究の成果を TICAD 共催者・アフリカ各国政府とも幅広く共有する

ことで、TICAD8 における議論・成果文書の検討プロセスに実施機関として貢献していくことを

目的としている。また、同研究に対し、世界銀行、UNDP の支持を取り付けており、アフリカの

研究機関とも連携することで、同研究による政策提言がアフリカ各国政府に受け入れられやすい

環境づくりにも努めた。 

 
④ 事業上の課題及び対応方針 

• アフリカにおける新型コロナの感染拡大に伴い、現地滞在中の機構関係者が国外退避せざるを得

ず、2020 年 3 月初めの長期滞在者数 1,413 人（機構との直接契約関係者。随伴家族を含まない）

が同年 9 月初には 119 人（同）へと、10 分の 1 以下の体制に縮小することとなり、事業の実施

に支障を来したことは否めない。2020 年秋以降、十分な安全対策を施した上で、徐々に人員の帰

任・体制の回復を進めており、2021 年 3 月初め時点で長期滞在者数は 369 人（同）に回復して

いる。 

• 2021 年度においては、2020 年度後半から準備を開始した新型コロナの感染拡大によって確認さ

れた開発ニーズに迅速に応えていくための基礎情報収集・確認調査等を着実に実施していくほか

各国での感染拡大状況を注視しながら現地でのオペレーションの回復に努める。また、渡航が困

難な状況となった場合においても活動が停滞することがないよう、現地リソースの積極的な活用

や国際機関との連携を通じた事業の実施、遠隔対応による事業の推進に積極的に取り組むことに

より、ウィズコロナ・ポストコロナ社会における開発ニーズに適切に応えていく。 

 

 
  No.5-6 中東・欧州  
 

中東・欧州地域は様々歴史の節目の年を迎えている。中東地域は、権威主義的長期政権が崩壊、民

主化への気運が高まった「アラブの春」から 10 年が経過するが、依然として多くの国で政情不安定

な状況が続いている。イエメンをはじめいくつかの国では紛争が継続、多くの人命が失われ、生活・

社会基盤は破壊された。紛争の周辺国も大きな社会的・経済的影響を受けている。特にシリア難民の

流入、固定化はヨルダン、レバノン、トルコへの大きな社会・財政負担となっている。地政学的緊張

が高まる要因も多い。欧州地域は、国・地域によって状況は大きく異なる。ソ連崩壊から 30 年とい

う節目を迎えたウクライナ、モルドバでは依然ロシアとの関係を巡って政治的な不安定要因が残る。

トルコにおいては軍事的・経済的理由による米、欧州との対立が深まっている。そのなかで、ユーゴ

スラビア崩壊から 30 年経過し、かつては戦火を交えた西バルカン諸国において、将来的なEU 加盟

を目指した改革の機運が見られるのは歓迎すべき動きと言える。また、中東・欧州地域では、世界の

多くの地域と同じく、新型コロナウイルスの感染拡大、それに伴う各国でのロックダウン、緊急事態

宣言や海外との往来停止により大きな経済的打撃を受けている。 

上記を踏まえ、中東・欧州地域に対しては、同地域の安定化と人間の安全保障の確保、質の高い成

長、地域的取組の推進に主眼を置き、国の発展を支える人材育成、インフラ整備、投資環境整備等を

重点領域として支援した。 
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① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

• コロナ感染拡大への迅速な支援の実施：中東・欧州地域 13 か国を対象に「医療関連感染予防・

管理」研修を企画・準備した。また、モロッコでは、中東・アフリカ地域で初となる新型コロナ

ウイルス感染症対応支援プログラム・ローンを承諾し、モロッコ政府が実施する保健医療体制の

強化、社会保障制度の拡充及び零細・中小企業向け資金繰り支援の促進を図った。チュニジアで

は、「品質 / 生産性向上プロジェクトフェーズⅡ」（技術協力プロジェクト）を通じて、チュニ

ジア企業約 80 社に対してカイゼン活動実施を支援しており、2020 年 12 月に病院や企業関係者

等を対象とした感染予防に資するカイゼンセミナーを実施した。エジプトでは、第三国研修「ア

フリカ向け顧みられない熱帯病の克服」において検査機材（気管支鏡及び超音波装置）を供与し

た。また、既存の技術協力プロジェクト「病院の質向上プロジェクト」においても、日本の病院

と連携して院内感染予防対策のビデオを作成し、エジプト国内での研修で活用した。さらに、「就

学前の教育と保育の質向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）において対象とする保育園

の再開に向けて衛生的かつ安全な保育環境を整備するため、衛生キット等（消毒液等）を調達し、

199 の保育園に配布した。加えて、「学びの質向上のための環境整備プロジェクト」（技術協力

プロジェクト）においては従前より日本の特活が導入され、その特活の一つである学級指導にお

いて、「手洗い、うがい」の習慣づけにも取り組んだ。新型コロナの感染拡大に伴い、係る取組

の重要性が再認識された。イランでは「日本式医療マネジメントによる医療サービス改善プロジ

ェクト」（技術協力プロジェクト）において、日本の新型コロナウイルス感染症対策についての

オンラインセミナーを開催し、クラスター対策、保健所の有効活用等の知見を共有した。パレス

チナ、イラク、ヨルダン、レバノンでは、防護用資機材（マスク、防護服）の供与、感染予防・

緊急医療対応に係るセミナーの開催等を実施し、特に脆弱層の感染拡大防止及び公共サービス運

営の維持に貢献した。トルコでは新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小零細企業に対

して、緊急支援策として流動性資金を供給する「小零細企業迅速支援事業」（円借款）の案件形

成を進めた （世界銀行との協調融資）。 

• エジプト・日本教育パートナーシップ：2016 年 2 月に日本・エジプト両国政府間で締結された

同パートナーシップの目標達成（2,500 人の留学生・研修生・研修員受入含む）への貢献に向け、

2021 年 3 月末時点で 1,371 人を受け入れ、就学前教育、基礎教育、技術教育、高等教育に至る

全ての教育ステージで協力を推進した。例えば、「人材育成事業（エジプト・日本教育パートナ

ーシップ）」（円借款）では、2020 年度に 9 人（累計で 435 人）の留学生・研修生・研修員を

受け入れた。また、エジプト・日本学校（EJS）は、2021 年 3 月までに 43 校が開校した。 

• 平和と繁栄の回廊構想：日本政府が提唱する同構想を実現するため、工業団地の法的枠組み分析

や運営改善アドバイス等、ジェリコ農産加工団地の開発に対する支援を引き続き実施した。また

米大統領による世紀のディールの発表（20 年 1 月）、イスラエルによるヨルダン川西岸一部併

合方針への言及（20 年 5 月）がなされるなか、両者の政治的対立により関係者会合は中止とな

っていたが、日本政府の働きかけを実務者レベルから支援し、三者会合の再開に向けた関係者間

の調整を行った（2021 年 2 月再開）。 

• パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（CEAPAD：Conference on the Cooperation among 

East Asian countries for Palestinian Development）94：新型コロナの感染拡大により、2020 年度に

 
94  二国家解決による和平実現に向けて、東アジア諸国のリソースや経済発展の知見を動員しパレスチナの
国づくりを支援すべく、2013 年2 月に日本政府が立ち上げた地域協力の枠組みである CEAPAD の下、イ
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予定していたマレーシア、インドネシアへの訪問型の第三国研修が実施できないなか、受入国政

府機関との協力により、遠隔ワークショップ型のオンライン研修を開催した。 

• ヨルダン支援会合（ロンドン会合）：2019 年、日本政府はヨルダンに対し今後 5 年間（2019 ～

2023 年）で、承諾済みの 3 億ドルに加えて、追加で最大 3 億ドルの譲許的借款及び約 1 億ド

ル程度の無償資金協力の供与を表明している。同表明の達成に資するものとして 2020 年 12 月

に、承諾済み政策借款（3 億ドル）の最終トランシェ 1 億ドルの貸付を実行（2019 年度に 2 億

ドル貸付実行済み）、さらに 2021 年 1 月に、アンマン首都圏への安定給水を目的とした「ザ

イ給水システム改良計画」（無償資金協力）の G/A を締結した。 

• 日・サウジ・ビジョン 2030：コストシェア技術協力の枠組みで、サウジアラビア政府機関に対す

る分野横断的な人材育成支援を継続するなか、2020 年度は新型コロナウイルスや油価下落に伴

う財政難により、コストシェアによる本邦研修が実施できなかったため、関係者間で代替策を検

討し、8 件のオンライン研修に 13 人がオブザーバー参加した。 

• 西バルカン協力イニシアティブ：2019 年度に引き続き、2020 年度は西バルカン協力イニシアテ

ィブ（具体的な施策：①二国間協力、②地域協力の推進（日・WB6 協力）、③第三国との協力）

に貢献する協力の着実な実施・展開に向け、セルビア、コソボ、北マケドニア、アルバニアで二

国間協力案件を形成するとともに、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モンテネグロ、北マケ

ドニア、セルビアにて広域協力案件を含む新規協力案件の開始に向けた準備を行った。さらに、

新興ドナーとの関係においては、ブルガリア・北マケドニアの三角協力に加えて、ブルガリア・

ソフィア大学との間で JICA チェア第一号案件を開講したほか、機構とルーマニアの援助機関 

RoAid（Romanian Agency for International Development）間の連携を図るための両機関間の意見交

換を継続し、さらに西バルカン周辺国（スロベニア、チェコ等）との意見交換を開始する等第三

国との協力を推進した。 

 
② 重点領域への支援 

ア）地域の安定化と人間の安全保障の確保 

• 零細農家支援：小規模農家が市場のニーズに即した営農を行うことで農業収入を向上させる事業

をパレスチナ、モルドバ等で実施した。パレスチナでは、農業庁の農業普及員が市場志向型の営

農・技術指導を農民に実践できるように実施体制及び能力強化を 2011 年から支援しており、

2020 年に実施したサンプル調査の結果、過去 2 年間で対象農家グループの農業所得が約 1.6 倍

に向上したことを確認した。モルドバでも円借款事業（STEP）の L/A を調印し（2020 年 6 月）、

日本のコンサルタント及び日本の機材の調達手続きを進めた。 

• 難民支援（シリア難民、パレスチナ難民）：多数の難民を受け入れ、公共サービス等の負担が増

大している難民受入国への支援を継続した。また、「平和の架け橋・人材育成プログラム（JISR）」

で 2020 年度に 6 人のシリア難民を留学生として日本に受け入れた。「障害者の経済的エンパワ

メントおよび社会参加促進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）において、ヨルダンに避難

している障害のあるシリア難民の社会参加促進を支援した。トルコでは、難民受入自治体の上下

水道・廃棄物インフラ支援のための円借款事業を実施し、後続案件の案件形成を進めた。パレス

 
ンドネシア、マレーシア、シンガポール、イスラム開発銀行等と協力し、パレスチナ自治政府の職員等に
対する技術研修を実施し、パレスチナ自治政府の行政機能の構築・強化や、公平なガバナンスの確立を支
援してきた。 
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チナでは、「難民キャンプ改善プロジェクトフェーズ 2」（技術協力プロジェクト）を実施し、

住民主体のキャンプ改善計画策定及び改善事業実施体制の強化を支援した。また、上記技術協力

プロジェクトと連携し、新型コロナでより厳しい財政難に直面するなか、キャンプ改善計画の実

施に要する資金を供与することにより、難民の生活環境の改善を目的にした「難民キャンプ改善

計画」（無償資金協力）の G/A を締結した。モロッコでは、慢性疾患・精神疾患を抱える難民に

対し新型コロナ対策の啓蒙活動や難民事業への支援を通じた実証調査を UNHCR と連携して実

施している。 

• 戦争からの復興・開発推進：イラクでは、度重なる戦争や国際社会からの経済制裁により疲弊し

たインフラ（電力・上下水道分野等）の復興・開発を、円借款事業実施を通じて推進した。また、

2020 年にイラク政府が公表した白書に基づき、石油依存経済からの多角化を目指し、機構はイラ

ク政府の抜本的な構造改革を進める国際会合に参加している。その他、イエメンでは、2011 年 3 

月の日本人退避以降も、本邦研修や第三国研修を継続するなか、2020 年度はコロナ禍により研修

が実施できなかったが、帰国研修員同窓会による農業技術や幼児教育に関する現地セミナーの実

施を支援し、紛争が続く現状においても継続的な協力を推進した。また、過去に実施した課題別

研修「地域振興（一村一品運動）」のフォローアップとして、農村部コミュニティにおける生産・

マーケティング技術等の能力向上を目指した新規案件を形成した。 

• 教育支援：パレスチナでは、ヨルダン川西岸及びガザ地区を対象に就学前教室を含む 10 校の初

等・中等学校の建設及び教育機材の整備を実施することにより、初等・中等教育における学習環

境の改善を目指す「教育の質及び環境改善のための学校建設計画」（無償資金協力）の G/A を締

結した。 

イ）質の高い成長 

• エネルギー分野：生計向上のみならず経済成長のために必要不可欠なエネルギー分野への協力を、

イラク、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エジプト等多くの国で推進した。イラクでは、

同国最大級のバスラ製油所の改良を通じて、環境規制に合致した高品質の石油製品の精製を可能

とする「バスラ製油所改良事業」（円借款）を日本企業が受注した。コロナ禍で対面での議論に

制約があるなか、機構もイラク側関係者及び日本企業関係者に対し、側面的支援を行った。また、

セルビアでは「脱炭素社会の実現に向けたエネルギーセクター情報収集・確認調査」の結果を踏

まえ、環境保全（エネルギー効率化・再エネ促進）の新規案件形成を行った。エジプトでは、「電

力セクター改革のための開発政策借款」（円借款）を承諾した。 

• 環境分野：持続可能な経済成長のためにも、人間の安全保障の観点から重要な環境分野への協力

をウクライナ、イラク等多くの国で実施した。ウクライナでは、ボルトニッチ下水処理場の改修

や廃棄物管理の協力を推進し、都市環境問題の解決に努めるとともに、セルビア及びコソボにて

廃棄物管理の新規案件の立ち上げ準備を行った。アルバニアでは「生態系に基づく管理（Eco-

system based management）」による国立公園管理に向けた新規案件の立ち上げ準備を行った。モ

ルドバにおいても、都市環境改善に係る今後の支援方針を検討するための調査を開始した。イラ

クでは、適切な廃棄物管理処理への協力を検討すべく、調査を開始した。エジプトでは、プラス

チックごみの削減・リサイクルに向けた調査を実施し、廃棄物管理の協力を進めるための検討・

提案等を行った。 

• 水産分野：モロッコでは、中東・アフリカ地域初となる水産分野の円借款事業「海洋・漁業調査

船建造事業」を日本企業が受注し 2020 年 12 月に完成した。本船は日本の高度な造船技術を駆
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使して建造されており、詳細な水産資源調査がモロッコ水産分野の安定的な成長及び海洋・水産

資源の持続的活用に向けたアフリカ諸国の地域協調に貢献することが期待される。また、チュニ

ジアにおいて深刻な課題となっている違法・無報告・無規制漁業（IUU 漁業）に対する指導の強

化を図るため、漁業資源管理指導船 2 隻を供与する「漁業資源管理指導船建造計画」（無償資金

協力） の交換公文（E/N：Exchange of Notes）が署名・交換された。アルジェリアでは、特に油

価の下落以降、産業の多角化が課題となっており、漁業振興と水産資源の適切な管理のため国別

研修「参加型アプローチを通じた零細漁業の共同管理」実施に向けた準備が進められている。 

• 債務・金融システムへの貢献：質の高い成長の原資となる資金を適切に管理するために、ウクラ

イナでは、金融システムの安定化・健全化に向けた貢献を財務大臣アドバイザーの活動を通じて

行った。 

• 産業振興・投資促進：経済成長の根幹を担う産業振興や雇用促進、投資促進のために、西バルカ

ンでは、過去の支援によるセルビア及びモンテネグロでの中小企業支援体制構築の成果を、ボス

ニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニアに普及・展開するとともに、関連するドナーも含めた成果

共有セミナー等を開催した。中小企業支援分野における連携可能性を追求することで、域内協力

促進に寄与した。モルドバでも「中小企業支援サービス全国標準化」（技術協力プロジェクト） 

を実施し、中小企業へのコンサルティングサービスの体制強化に貢献した。ウクライナにおいて

「中小企業金融に係る情報収集・確認調査」を実施し、中小企業金融での新規案件形成に着手し

た。欧州地域を対象としたスタートアップ育成支援に係る調査を準備した。また、北アフリカ（エ

ジプト、モロッコ、チュニジア）においては「北アフリカの開発課題解決に向けたデジタル技術

活用に係る情報収集・確認調査」を実施し、スタートアップ企業等が有するデジタル技術を活用

した、各国が抱える開発課題解決に資する新規事業アイデアについて議論するワークショップを

リモート開催し、将来の機構事業との連携を検討している。 

ウ）地域的取組の推進 

• 地域における観光資源の有効活用：パレスチナ、ヨルダン、イラク、エジプト等において、観光

振興を支援した。パレスチナでは「観光回廊」構想を実現するために、「観光マーケティング・

プロモーション」専門家の派遣や遺跡保護と観光客増加の両立に向けた周辺サイトの適切な管理

を助言する「サイトマネジメント」専門家の派遣に向けた準備を行った。ヨルダンでは、無償資

金協力で建設を支援したペトラ博物館の開館、また、その開館支援も含めた観光開発能力強化の

ための「コミュニティ重視型のペトラ地域観光開発プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の

完了に続き、ペトラ地域観光の持続的発展のための包括的指針と行動計画の策定を支援すべく

「ペトラにおける観光開発マスタープラン策定プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の実施

に向けて R/D を締結した。また、コロナ禍により観光業が大きな打撃を受けているなか、上述の

「コミュニティ重視型のペトラ地域開発プロジェクト」のフォローアップ協力として、ペトラ開

発観光局のデジタルマーケティングの更なる強化支援も開始した。イラクでも、「イスラム国」

の戦禍から逃れ、貴重な歴史的遺産が破壊されずに残る国立スレイマニア博物館との交流を深め、

一般文化無償資金協力での博物館展示機材の調達支援を見据え、準備を進めた。エジプトでは、

円借款で建設を支援している大エジプト博物館に収蔵・展示される予定のツタンカーメン王コレ

クションの遺物を含む遺物の保存修復支援を行う「大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）が、日本国内でも高く評価され、機構の事業としては初となる「読売

国際協力賞」を受賞した。 
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• 広域防災協力：北マケドニア向けの「持続的な森林管理を通じた生態系を活用した防災・減災（Eco-

DRR）能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、2018 年度、2019 年度に実施し

た広域セミナーの成果等を踏まえ、協力成果の拡充・域内展開を図った。 

エ）人材育成、交流 

• JICA チェアの開催：ヨルダン国王女の後援を受け、ヨルダン大学との共催により、ヨルダン大

学関係者（学生、教員等）に対し、また、ブルガリアのソフィア大学では日本研究科の学生等に

対して、日本の開発経験を学ぶ「JICA チェア」を開催した。 

• 留学生・研修員の受入：ABE イニシアティブ 3.0 による人材育成として、2020 年度は北アフリ

カ地域から 17 人の留学生を受け入れた（国・受入大学ごとの渡航可否等の状況に応じて順次来

日、または遠隔研修実施）。 

 
③ 事業上の課題及び対応方針 

• 治安情勢が不安定な国を多く抱える中東地域では、治安状況が急激に悪化する可能性がある。国

連機関等とも連携の上、治安上のリスクに係る情報収集・分析を基に事業計画の策定・実施、治

安情勢により邦人の渡航が難しい場合には本邦研修、周辺国における第三国研修や帰国研修員支

援等を効果的に組み合わせた支援を引き続き検討・実施していく。なお、中東地域は開発ニーズ

も大きいが、技術協力協定締結が未了な国もあるため、各種援助手法を柔軟に活用・運用してい

く必要がある。 

 
３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
各国・地域の状況や優先的な開発課題を分析し、日本政府の施策・公約や国別開発協力方針等を

踏まえた事業の形成・実施に取り組むことを期待する。また、2021 年に開催予定の第 9 回太平洋・

島サミット（PALM9）に向けた準備を例として、各国・各地域にかかる重要な外交政策への貢献を

期待する。 
この際、各国・各地域における新型コロナウイルス感染症の状況等を注視し、それぞれのニーズ

に合った事業展開を行うよう留意ありたい。 
 

（2）対応： 
各国・地域の状況や優先的な開発課題を分析し、自由で開かれたインド太平洋、「インド太平洋

に関するアセアン・アウトルック（AOIP）」、日・ASEAN 首脳会議の公約、対 ASEAN 海外投融

資イニシアティブ PALM8 の公約、日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ、戦略的パート

ナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画、中南米・カリブ地域における 3 つの理念

（juntos）、横浜宣言 2019、ABE イニシアティブ 3.0、中東地域安定化のための包括的支援、西バ

ルカン協力イニシアティブ、「平和と繁栄の回廊」構想等を踏まえた事業の形成・実施に、上述の

とおり着実に取り組んだ。 
特に、東南アジア・大洋州地域では、新型コロナに関する ASEAN+3 特別首脳テレビ会議におい

て、日本政府が全面的な支援を表明したことを受け、ASEAN 感染症対策センターの持続的な運営

と人材育成を目的とした技術協力の準備を進めた。 
大洋州地域では、PALM9 に向け、日本政府の支援方針及び太平洋島嶼国側のニーズを踏まえ、

案件形成を行った。例として保健医療分野では、各国の保健システムの強じん化を図るために世界

保健機関や大洋州共同体等とも連携予定の「強靭な保健システム構築のための連携強化プロジェク
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ト」（技術協力プロジェクト）を形成するとともに、フィジー、パプアニューギニア、ソロモンに

対して緊急財政支援を行った。 
南アジア地域では、新型コロナ対策として、インドに対して保健分野の緊急財政支援を行い、政

府による貧困・脆弱層向けの経済対策を支援した。また、バングラデシュに対しても緊急財政支援

を行い、経済対策及び社会保障の拡充を支援した。 
東・中央アジア、コーカサス地域では、新型コロナ対策としてウズベキスタンやモンゴルへ財政

支援を実施。モンゴルでは「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画」に掲

げられている医療人材の育成や障害者の社会参加促進を支援する協力の実施を決定した。さらに、

観光開発を目指した協力を検討するための調査を開始した。 
中南米、カリブ地域では、新型コロナ感染対策への緊急的な対応として、エルサルバドルに対す

る災害スタンド・バイ借款を使った医療施設整備を行ったほか、実施中の技術協力案件の活動の一

環として防護・防疫用資機材の供与を実施した。また、日系人団体が運営する医療福祉施設におけ

る感染対策を始め、コロナ禍で困難な状況にある日系団体の活動支援をするための助成金拡大を行

った。 
アフリカ地域では、コロナ感染拡大への短期・緊急的な対応として、実施中の技術協力案件の活

動の一環として、防護・防疫・検査・治療・研修・啓発用資機材の供与を実施するとともに、新型

コロナに対応したビジネスプランコンテスト「NINJA Business Plan Competition in response to COVID 
19」を実施した。「ポストコロナ時代のアフリカ開発」研究を開始した。また、2022 年開催予定の 
TICAD8 に向けて、「ポストコロナ時代のアフリカ開発」研究の検討を開始するとともに、日本政

府の対アフリカ外交政策に関する外務省との意見交換を開始し、「TICAD プロセス推進委員会」を

開催した。 
中東・欧州地域では、新型コロナ対策として、多くの国々に対して検査機材や防護服の提供を行

ったほか、モロッコでは緊急財政支援を、エジプトでは日本の病院と連携して作成した院内感染予

防対策のビデオを用いた啓発活動の推進を行った。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 評定：S 
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果をあげていることに加え、「独立行政法人の評価

に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績

の基準について」（平成 27 年 3 月外務省）に掲げられた S 評定の根拠となる質的な成果（法人

の自主的な取組による創意工夫、目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与）を満たして

おり、当該事業年度における中期計画の所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認められ

る。 
具体的には、①全地域での新型コロナ対応としての緊急財政支援や資機材の供与、②東南アジア

地域でのベトナムとの戦略的関係強化や公衆衛生上の危機にも適用可能な初の災害復旧スタンド・

バイ借款の形成、②南アジア地域での公約への多大な貢献を通じたバングラデシュとのパートナー

シップ強化やパキスタンにおける国内外の連結性強化、④東・中央アジア及びコーカサス地域での 
5 か国を対象とした初の国際機関連携無償供与を通じた「中央アジア + 日本」対話への貢献、⑤中

南米地域における経済復興及び社会包摂協力（CORE：Cooperation for Economic Recovery and Scocial 
Inculusion）の拡大による米州開発銀行（IDB）との更なる連携深化やコロナ専門病院の建設及びコ

ロナ禍の日系団体に対する迅速な支援の拡充、⑥アフリカ地域での ABE イニシアティブ 3.0 の推

進や高専との協働によるイノベーション支援及び地方創生への貢献等、特筆すべき成果をあげた。 
 

全地域 

◎ 新型コロナ対応としての緊急財政支援の供与【②】：コロナ禍の各国毎の喫緊のニーズに応え
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るべく、新型コロナへの緊急体制整備のみならず、経済対策や医療施設・資機材の拡充、社会

保障の拡充に貢献するための円借款を 12 か国に対し供与。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、貸付実行を実施。 
◎ 過去最高規模での貸付実行の実施【②】：有償資金協力（円借款及び海外投融資）の貸付実行

額が過去最高規模を記録。特に、上述緊急支援借款の早期ディスバースに向けて機構一体とな

った取組を実施。 
◎ 新型コロナ緊急資機材供与・資金協力支援【①②】：長年の協力で培った人的ネットワークを

最大限活用し、感染の拡大初期から各国のニーズを迅速に把握し、延べ 70 か国に新型コロナ

緊急資機材の供与、技術的支援等を実施。教育、水・衛生、交通等幅広い社会サービスの継続

にも貢献。 
 

ア 東南アジア・大洋州地域 

（ア）東南アジア地域 

◎ 日越大学の学部新規開設を含む親日派・知日派人材の育成【①②】：ベトナム「戦略的幹部研

修プロジェクト」の本邦研修参加者（副大臣・局長・次長・課長・課長補佐級等計 104 人）か

ら中央省庁の副大臣や地方省の党書記等に昇格する研修生が輩出、同国との関係強化に大きく

寄与。また、日越大学では日本学に係る学部が新設され、58 人が入学。 
◎ 災害復旧スタンド・バイ借款による新型コロナ緊急支援【②④】：フィリピンで公衆衛生上の

危機にも適用可能な初の災害復旧スタンド・バイ借款の借款契約（L/A）に調印、迅速に貸付

実行を実施。日フィリピン首脳電話会談でフィリピン国大統領より謝意が表明。 
〇 自由で開かれたインド太平洋、インド太平洋に関するアセアン・アウトルック（AOIP：ASEAN 

Outlook on the Indo-Pacific）等の各種政策・国際公約を踏まえ、ASEAN 経済統合の推進に向け

て陸及び海洋の経済回廊に係る連結性強化、海洋インフラ整備や海上法執行能力の強化、質の

高い成長、気候変動対策、人材育成、脆弱性への対応、外国人材の受入環境整備等に係る取組

を促進。 
 

（イ）大洋州地域 

〇 第 8 回太平洋・島サミット（PALM8：The 8th Pacific Islanders Leaders Meeting）の公約等を踏

まえ、海洋インフラ整備、漁業資源管理、気候変動対策、環境問題、インフラ整備、太平洋島

嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific LEADS）での幹部候補人材育成等を支援。 
 

イ 南アジア地域 

◎ 過去最高額の対バングラデシュ新規円借款供与【①⑤】：「日バングラデシュ包括的パートナ

ーシップ」に基づき、過去最高額となる計 3,732 億円（前年度比 974 億円増）の新規円借款を

供与。コロナ禍でもオンラインでの案件形成を迅速に進め、感染拡大による経済社会的影響の

緩和、抑制等に大きく貢献。 
◎ 難工事による山岳区間の交通円滑化を通じた域内連結性の強化【③④】：パキスタン「東西道

路改修事業（国道 70 号線）」（円借款）で、日本の技術の鋼桟橋工法を用いて山岳区間の難

工事を完遂し、インダス川の東と西、その先のアフガニスタンやイラン国境を含む地域内・外

の連結性向上に大きく貢献。同事業は土木学会技術賞（Ⅱグループ）を受賞。 
〇 自由で開かれたインド太平洋等各種政策やインド、バングラデシュ、スリランカ各国とのパー

トナーシップ等に基づき、経済基盤の構築、連結性の向上、平和と安定、基礎的行政サービス

の向上、基礎生活分野の改善、地球規模課題への対応等を促進。 
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ウ 東・中央アジア及びコーカサス地域 

◎ 中央アジア 5 か国を対象とした初の国際機関連携無償供与【②】：日本政府の「中央アジア + 
日本」対話が目指す地域連結性強化を象徴する事業として、バッタ被害低減のため、初めて中

央アジア 5 か国全て（及びアフガニスタン）を対象とした国際機関連携無償「第二次バッタ管

理対策改善計画」の贈与契約（G/A）を締結。 
◎ ウズベキスタンでの新型コロナを踏まえた迅速な現地園芸作物事業者支援【②】：「園芸作物

バリューチェーン強化事業」では、新型コロナの影響による、現地園芸作物事業者の深刻な資

金繰り問題の解決に向けて、事業開始の準備を迅速に行い、L/A 調印の翌年度末までに借款額

の 84.6％の貸付実行を達成。ウズベキスタン副首相により、地方の雇用創出に大きく貢献して

いる点も含めて高く評価。 
〇 日・モンゴル中期行動計画、中央アジア + 日本対話枠組み等に基づき、ガバナンスの強化、産

業多角化、インフラ整備、人材育成に係る案件形成、実施を推進。また、中国向け ODA 終了

後のアセット活用に向けた日中間の人材交流に係る検討に着手。 
 

エ 中南米・カリブ地域 

◎ CORE の拡大による IDB との更なる連携深化【②】：日本政府と連携して IDB との政策対

話を重ね、これまでの協調融資枠組みを発展的に拡大し「新 CORE」に合意。また、新 CORE 
の円借款協調融資の対象分野を拡大、ツールとしてプログラム・ローンを追加し、期間を 5 年
間延長。ドミニカ共和国に対する新型コロナ対応のための財政支援借款を IDB との協調融資

での実施にむけて準備。 
◎ コロナ専門病院の建設【②④】：エルサルバドル向け「災害復旧スタンド・バイ借款」におい

て、国家緊急事態宣言に基づく申請を踏まえて迅速に貸付実行を実施。当該資金により中米最

大規模の病床を有するコロナ専門病院を建設。2020 年 9 月、ブケレ大統領は国連総会のビデ

オ演説の中で日本政府と日本国民に対して謝意を表明。 
◎ コロナ禍の日系団体に対する迅速な支援の拡充【②】：コロナ禍で困難な状況に置かれた各国

日系団体を支援すべく、機構理事長とブラジルの日系病院とのオンライン会議等を通じて現地

の状況とニーズを把握。これら日系団体のニーズ及び日本政府の要請に応えるべく、日系団体

への助成金に係る制度改定を迅速に検討・実施の上、申請受付を開始、30 件の追加交付を決

定。 
〇 対中南米外交・三つの指導理念（juntos）、日・中南米連結性強化構想等の政策や国際公約に基

づき、他の開発機関等との戦略的な連携を推進し、インフラ整備、保健医療、気候変動対策、

防災、都市環境問題や格差是正等に係る取組を実施。また、日系社会との連携強化に資する取

組を戦略的に実施。 
 

オ アフリカ地域 

◎ コロナ禍における ABE イニシアティブ 3.0 の推進【①②】：コロナ禍により、研修員の日本

受入に制約が生じたものの、第 2 期生として 50 人を日本に受け入れた他、来日が困難な研修

員のうち 36 人が各国より遠隔にて日本の大学に入学、講義を受講。また、新たな取組として、

機構の長期研修員に加え、日本滞在中のアフリカ人留学生（国費・私費留学生を含む）を対象

とした「ビジネスプログラム」をオンライン等で開催し、総計 203 人が ABE イニシアティブ 
3.0 に参加。 

◎ 高専との協働によるイノベーション支援及び地方創生への貢献【②⑤】：「JICA- 高専イノベ

ーションプラットフォーム」を踏まえた第 2 回「KOSEN Open Innovation Challenge」を実施。
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開発モデルのイノベーションを継続的に生み出すエコシステムの構築や、日本の高等教育及び

地域経済振興、内閣府主導の「イノベーション戦略 2020」等にも貢献。 
〇 TICAD 7 の成果文書や各種政策、国際公約に基づき、インフラ整備やイノベーション推進、産

業多角化等の経済開発、保健医療や教育、水供給等の社会開発、ガバナンスや平和構築等の各

分野での取組を推進。また、国連開発計画（UNDP）やアフリカ連合開発庁（AUDA-NEAPD）

等他機関との連携によるアフリカ広域での開発を推進。 
 

カ 中東・欧州地域 

〇 TICAD 7 の成果文書や各種政策、国際公約に基づき、難民支援、ガバナンス支援、格差是正、

中東地域の安定に資するインフラ整備等の取組を実施 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：S 
＜評定に至った理由＞ 
 

（定量的実績） 
【指標 5-2】「2015 年日・ASEAN 首脳会議における公約達成のための、アジアにおいて育成する産

業人材数」が目標値（14,400 人）を約 70％上回る 24,517 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。「アフリカにおける育成人材数」は、2018 年度に目標を達成し

た。 
 
（定性的実績）（【指標 5-1】我が国関連政策及び地域別公約等への貢献を含む、各国・地域固有の

開発課題解決に向けた、国別開発協力方針に沿った案件形成・実施状況） 
１－１．東南アジア地域  

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。 
・コロナ禍の各国毎の喫緊のニーズに応えるべく、経済対策や医療施設・資機材の拡充等に貢献

するための円借款をフィリピン、インドネシア等に迅速に実施したことはアジア各国の社会・

経済の回復と安定及び持続的発展に寄与した。 
・我が国の重要外国政策である、自由で開かれたインド太平洋の実現のため、質の高いインフラ

整備を通じた陸及び海洋の経済回廊に係る連結性強化、海上法執行能力の強化、気候変動対策

等に係る取組を促進した。 

・新型コロナに対応するための緊急的な支援としてフィリピンに対して実施された、公衆衛生上

の危機にも適用可能な初の災害復旧スタンド・バイ借款については、先方大統領からも謝意が

表明されるなど、二国間関係の強化にも貢献した。 

 

１－２．大洋州地域 

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。 
・第 8 回太平洋・島サミットの公約等を踏まえ、自由で開かれたインド太平洋の実現にも貢献

する質の高いインフラ整備や漁業資源管理、気候変動対策等を実施するとともに、太平洋島嶼

国リーダー教育支援プログラムでの人材育成等を通じた包括的な支援を実施した。 

 

２．南アジア地域 

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。 
・自由で開かれたインド太平洋の実現のため、インド、バングラデシュ等において、質の高いイ
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ンフラ整備を通じた連結性の向上、平和と安定、基礎生活分野の改善、気候変動や防災を始め

とする地球規模課題への対応等を推進した。 
・特に、連結性の向上については、パキスタンの円借款事業（「東西道路改修事業」）にて日本の

技術を用いて山岳区間の難工事を完遂し、インダス川の東と西、その先のアフガニスタンやイ

ラン国境を含む地域内・外の連結性向上に大きく貢献した。同事業の土木学会技術賞の受賞は、

機構事業への高い評価の証左と言える。 
・「日バングラデシュ包括的パートナーシップ」に基づき、過去最高額となる計 3,732 億円の新

規円借款を供与。コロナ禍でもオンラインでの案件形成を迅速に進め、感染拡大による経済社

会的影響の緩和、抑制等に大きく貢献した。 
 

３．東・中央アジア及びコーカサス地域 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・我が国がイニシアティブを取る「中央アジア + 日本」対話が目指す地域連結性強化を象徴す

る事業として、バッタ被害低減のため、初めて中央アジア 5 か国全て（及びアフガニスタン）

を対象とした国際機関連携無償を実施した。 
・ウズベキスタンでは新型コロナを踏まえた迅速な現地園芸作物事業者支援を実施し、先方副首

相より、地方の雇用創出に大きく貢献しているとして高く評価された。 
・モンゴルにおいては、日・モンゴル中期行動計画等に基づき、ガバナンスの強化、産業多角化、

人材育成等の実施を推進し、また、中国向け ODA 終了後のアセット活用に向けた日中間の人

材交流に係る検討にも着手した。 
 

４．中南米・カリブ地域 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・日・中南米連結性強化構想等の政策や国際公約に基づき、他の開発機関等との戦略的な連携を

推進し、インフラ整備、保健医療、気候変動対策、防災、都市環境問題や格差是正等に係る取

組を実施した。 
・新型コロナの影響で困難な状況に置かれた日系団体を支援すべく、助成金に係る制度改定を迅

速に検討・実施の上、申請受付・交付を行う等、日系社会との連携強化に資する取組を戦略的

に実施した。 
・新型コロナに対応するための緊急的な支援としてエルサルバドルに対して実施された、公衆衛

生上の危機にも適用可能な初の災害復旧スタンド・バイ借款については、当該資金により中米

最大規模の病床を有するコロナ専門病院が建設され、ブケレ大統領から謝意が表明されるな

ど、二国間関係の強化にも貢献した。 
 

５．アフリカ地域 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・新型コロナの影響を受け、研修員の受入に制約が生じたものの、総計 204 人が ABE イニシア

ティブ 3.0 に参加し、また、新たな取組として日本滞在中のアフリカ人留学生（国費・私費留

学生を含む）も対象とした「ビジネスプログラム」をオンライン等で開催し、創意工夫を持っ

た取組を行った。 
・TICAD 7 等の国際公約に基づき、質の高いインフラ整備やイノベーションの推進、産業多角化

等の経済開発、保健医療や教育、水供給等の社会開発、ガバナンスや平和構築等の各分野での

取組を推進した。更に、国連開発計画（UNDP）やアフリカ連合開発庁（AUDA-NEPAD）等他

機関との連携によるアフリカ広域での開発を推進した。 
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６．中東・欧州地域 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の実績が認められた。 
・TICAD 7 等の国際公約に基づき、難民支援、ガバナンス支援、格差是正、中東地域の安定に資

する質の高いインフラ整備等の取組を実施した。 
 

（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

を着実に実施したほか特筆すべき定性的な成果が多数見られること、それら成果には質的に顕著な

成果が多く認められることから、中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果が得られている

と認め、「S」評価とする。 
具体的には、複数の地域において新型コロナ対応として緊急支援円借款や資機材の供与を迅速に

実施したことは、新型コロナの発生という想定外の事態への対応にあたり、政府の政策実現に大き

く貢献した証左であり、また、東南アジア地域や南アジア地域では、コロナ支援と併せて、政府の

重要外交政策である自由で開かれたインド太平洋実現のための連結性強化や海上法執行能力の強

化に資する取組に多くの進展が見られたことも特筆に値する。中南米・カリブ地域では、日系社会

との関係強化に注力した実績を上げたほか、アフリカ地域ではコロナ禍の制約の中でも ABE イニ

シアティブなど留学生事業において各国のニーズに合わせた新たな取組の導入など、自主的な取組

による創意工夫を発揮した。 
上記の取組を通じ、各地域における外交政策の推進に大きく貢献するととともに、地域横断的事

項である FOIP 実現や SDGs 達成へ向けた取組を具体化させるなど、我が国の重要政策やこれまで

の国際公約達成に大きく寄与した。 
これらの成果は各国・地域の情勢や特性に応じた開発協力の重点化に寄与するとともに、各地で

の新型コロナへの対応や自由で開かれたインド太平洋実現に向けた取組を始めとして、開発協力大

綱に掲げる「我が国の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつ

きやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護」等にも顕著に貢献するもの

である。 
 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞  
引き続き、重要政策である自由で開かれたインド太平洋の実現や SDGｓの達成に向けた取組を継

続するとともに、太平洋・島サミットのフォローアップや TICAD8 に向けた準備等、国際場裡にお

ける日本外交の強化に寄与する取組の推進に期待する。また、ポスト・コロナにおける各国・地域

における開発ニーズに沿った事業展開を行うよう留意ありたい。加えて、他ドナー・国際機関とも

協調の上、案件形成・実施等に取り組むとともに、域内及び隣接地域を含む開発効果の高い案件の

形成・実施に向け、本邦技術の効果的な活用を推進ありたい。 

 
 ＜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.6 民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、インフラシステム輸出戦略 

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 

①主要なアウトプット情報

（定量指標） 
達成目標 

目標値 

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

開発途上地域の課題解決及び

海外展開につなげるためのコ

ンサルテーション件数 

6,000 件95
 

（2017-2021） 
1,200/ 年 2,137 件 2,572 件 1,919 件 1,265 件  

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

予算額（百万円） 10,710 9,559 8,797 5,683  

決算額（百万円） 6,475 6,681 6,075 2,710 96  

経常費用（百万円） 6,687 6,794 6,302 2,995 97  

経常利益（百万円） △ 1,116 △ 724 △ 395 △ 30 98  

行政コスト99（百万円） 6,689 6,782 6,302 2,995 100  

従事人員数 77 79 89 100  

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：3.（2）、中期計画：1.（2） 

年度計画 

1.（6）民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献 

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

するため、中小企業・SDGs ビジネス支援事業に係る企業提案型事業を着実に実施するととも

に、開発協力への民間企業の裾野拡大及び民間資金の動員に係る取組を他の政府関係機関等と

も緊密に連携して実施する。 
 

95 前中期目標期間（2012-2015）の実績値の約 3％増として設定する。前中期目標期間実績平均 1,168 件 / 年 
96 暫定値 
97 暫定値 
98 暫定値 
99 独立行政法人会計基準の改定に伴い、2019 年度より行政サービスコストに代わり行政コストを記載。 
100 暫定値 
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• 特に、課題発信セミナー等を通じ、開発課題に係る現地ニーズ等の情報を積極的に提供する。

また、中小企業・SDGs ビジネス支援事業を終了した企業を対象に事後モニタリング調査を実

施し、教訓・提言を蓄積する。 
• ESG への取組や SDGs 貢献の観点から積極的に取り組む企業を対象に、海外投融資による支

援を拡大しつつ、適切なリスク分散を伴う多様性のある出融資ポートフォリオ構築を通じた相

対的に難度の高い案件に取り組むための財務基盤の構築に着手する。 
• 日本政府の政策・戦略策定プロセスへの情報提供・提言や本邦企業のニーズ等を踏まえた機構

の民間企業等との連携に係る制度改善を行うとともに、協力準備調査（PPP インフラ事業）を

通じた PPP 事業の形成促進等を図る。 
• 日本政府による「インフラシステム輸出戦略」の 2019 年度フォローアップ及び 2020 年度以

降の新たな戦略の目標達成に向けて、経協インフラ戦略会議等に対する必要な情報提供、機構

の民間連携に関する制度改善、事業の形成・実施に取り組む。 
• 一層の民間企業との連携の促進に向けて、機構内で企業との連携情報を共有する体制整備等を

推進する。 
イ 中小企業等 
• 日本の中小企業等の海外展開支援を通じて、開発途上地域の課題解決に貢献するため、中小企

業等による提案型事業を実施し、開発協力事業での活用や事業化を促進する。 
• 特に、中小企業等による提案型事業の適切な実施や参加企業にわかりやすい制度となるよう改

善に取り組む。 
• 事業の経験及び成果を基に、地域経済の活性化が促進されることを目的として、優良案件の発

掘・形成・実施に取り組む。このため、日本貿易振興機構、中小企業基盤整備機構等の日本の

中小企業支援機関や金融機関等との連携を強化し、中小企業等の海外展開支援を効果的・補完

的に実施する。また、開発ニーズと日本の中小企業等の製品・技術等とのマッチング強化のた

め、課題発信セミナー等を通じ、日本の中小企業等に対して開発途上国における開発課題や現

地ニーズ等の情報を提供する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照） 

• 協力準備調査（PPP インフラ事業）、開発途上地域の SDGs 達成に貢献するビジネスに係る調

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

 

３－２．業務実績 

 

No.6-1 民間企業等  
 

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

協力準備調査（海外投融

資）、中小企業・SDGs ビ

ジネス支援事業（SDGs ビ

ジネス支援型）を通じた

パートナー数 

51 法人・ 

団体 101 

29 法人・団体 49 法人・団体 37 法人・団体 43 法人・団体 法人・団体 

 
101前中期計画目標期間（2012-2015）実績平均 
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「インフラシステム輸出

戦略」等政府戦略での機

構に関連する具体的施策

項目数 

63 項目 102 104 項目 

109 項目 

（うち、実施

済39 項目） 

75 項目 

（うち、実施

済3 項目） 

73 項目 

（うち、実施

済11 項目） 

項目 

（うち、実施

済項目） 

 

（1）民間企業等との連携を通じた開発課題の解決 

① SDGs ビジネスをはじめとする海外展開支援事業の形成・実施 

• 大企業の持つ先進技術を活用した SDGs ビジネス支援事業（SDGs ビジネス支援型）始動：民間

企業提案型事業である中小企業・SDGs ビジネス支援事業のうち、原則大企業を対象とする「SDGs 

ビジネス支援型」では、2020 年度に案件化調査 6 件、普及・実証・ビジネス化事業 5 件を採択

した（2020 年度第二回公示分については 4 月に計 13 件を採択）。民間企業の製品・技術の活

用が期待される開発途上地域の課題について総合的に分析の上、課題シートとして提示・募集し、

それら課題の解決に向けて、伊藤忠商事㈱（スリランカにおける太陽光発電）、キヤノンメディ

カルシステムズ㈱（ガボンにおける感染症の早期特定）等の大企業の持つ先進技術やノウハウを

活用する新たな取組が始動した。 

• 日本企業の技術・製品、ブラジル国のエネルギー・環境保全の課題解決に貢献：ブラジル「環境

配慮型省エネ空調機普及促進事業」では、ダイキン工業㈱が高効率インバータ式空調技術の理解

促進を図ることを目的として、ブラジルの鉱物エネルギー省を対象に、自社の技術を活用した実

測試験データに基づき、省エネと温室効果ガスの抑制における政策提言を行った。同事業を活用

して現地の大学などと連携してブラジル政府に働きかけた結果、2020 年 7 月に同国の空調機向

けの省エネ基準が改正され、空調機の性能評価方法について国際的に広く用いられる評価基準の

ISO16358 が適用されることとなった。また、エアコンの省エネ性能を表示するラベリング制度も

機器の性能を適切に反映できるものに改善されたことで、非インバータ機に比べて最大で 6 割

も消費電力が低いインバータ機が市場でも評価され、同社製品に限らず環境に優しい空調機が普

及しやすくなり、同国のエネルギーや環境保全の課題の解決に貢献している。 

• 協力準備調査（海外投融資）：2019 年度までの「協力準備調査（PPP インフラ事業）」から、よ

り幅広い案件への取組を目指し制度を改定した。2020 年度は、予備調査単独型 4 件を採択し、

移行型 1 件が本格調査に移行した。（計 5 件） 

• 海外投融資事業、過去最大の承認規模達成：2011 年度の制度再開以降、過去最大の承認規模（2020 

年度 10 件、累計 47 件）の海外投融資事業を承諾した。出融資後の成果として、2020 年度には

コロナ禍における中小零細事業者、低所得者、女性といった外的ショックに脆弱な層が抱える差

し迫った資金需要に応えていくことを目指し、インド向け「低所得者向け住宅普及支援事業」、

全世界向け「COVID-19 新興国中小零細企業支援ファンド」、メキシコ向け「女性事業者等向け

マイクロファイナンス事業」、エジプト向け「中小零細企業支援事業」の 4 件を実施した。また、

2020 年度は地域としては、当該国で初となる事業（モロッコ、エジプト、ザンビア、マラウイ） 

を含み、東南アジア、南アジア、中東、北アフリカ、サブサハラ・アフリカ、中米、南米地域の

事業を多数承諾。セクターとしては金融、農業、電力、上水、地方インフラといった分散を伴う

多様性のある出融資ポートフォリオの構築を実現した。 

 
102  2013-2015 累計値平均 
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② 他機関との協調融資の促進 

• コロナ禍にあっても国際金融公社（IFC）、アジア開発銀行（ADB）、米州開発銀行（IDB）、ア

フリカ開発銀行（AfDB：African Development Bank）、米国金融開発公社（USDFC：U.S. International 

Development Finance Corp）等の DFI パートナー、民間金融機関とのリモート協議等を通じて協

調融資を促進した。IFC とはインドネシア・カカオ輸出促進・小規模農家支援事業を、ADB とは

ベトナム・ビンズオン省上水道拡張事業、USDFC とはメキシコ・女性事業者等向けマイクロフ

ァイナンス事業を承諾した。民間金融機関との協調融資案件も 2020 年度は 5 件承諾した。 

③ 民間企業との連携を強化する取組 

• 企業情報統合データベースの構築：民間企業との連携を一層推進するに当たり、企業との連携情

報を機構内で共有する体制を整備すべく企業情報統合データベースの設計等構築を進めた。2021 

年度に予定されている本データベースの運用開始後は、既存の民間連携事業のみに依らない多様

な企業との連携を検討・実施するために、機構内の様々な部署が企業との対話や連携に関する情

報を本データベースで一元的に管理・共有していく。 

• 企業連携ネットワークを通じた情報共有：機構内各部・拠点に配置している企業連携担当者から

構成される「企業連携ネットワーク」を通じ、年に 2 回の会合等を通じて企業連携を推進するた

めのアクションプランの進捗確認や更新、優良事例等の情報共有等を行った。 

• ポストコロナ社会構築貢献のための情報収集・確認調査：ウィズコロナ、ポストコロナにおいて、

開発途上地域の社会に貢献しうる日本企業の有用な技術・製品について、経済インフラ分野（物

流・運輸交通・都市機能）、地球環境分野（環境・水資源・防災）、保健医療分野（感染症対策

強化・栄養改善）、教育・社会保障分野の 4 分野を対象に、企業からの提案を募集した。各分野

10 件（計 40 件）の提案について ODA 事業への活用可能性について調査を実施した。 

 
（2）インフラシステム輸出に資する発信 

• インフラシステム輸出に資する発信（経協インフラ戦略会議）：2020 年度は、2020 年末を対象

期間とする現行戦略の改定の議論が中心であったことから、これまでのインフラ輸出の実務上の

課題を踏まえ、適切な新戦略が策定されるよう、外務省とも密に情報共有の上で、新戦略策定の

骨子策定プロセスを含め、積極的に協力した。具体的には、第47 回経協インフラ戦略会議（テー

マ「インフラシステム輸出戦略フォローアップ第 8 弾、インフラ海外展開の新戦略の方向性」）

に向けて、ハイスペック借款の承諾や海外投融資の積極的な実施などの 2019 年度の成果に加え、

新戦略策定に向けて、輸出拡大のみならず、相手国の視点に立った開発・SDGs の視点が重要で

ある旨、情報提供を行った。また、第 48 回経協インフラ戦略会議（テーマ「インフラ海外展開

に関する新戦略の策定に向けて」）に際し、戦略遂行上の指標としての新たな KPI の枠組みにつ

いて、機構が推進してきたインフラシステム輸出に係る取組の教訓を踏まえたインプットを行っ

た。結果として第 49 回経協インフラ戦略会議（テーマ「新たな成長に向けたインフラ海外展開」）

において決定された新戦略においては、「輸出拡大を通じた日本の経済成長の実現」という単独

目的から、「展開国の社会課題解決・SDGs 達成への貢献」、「FOIP の実現」も含む 3 本の柱建

てに変更され、これまでの ODA を通じたインフラ輸出に係る教訓をいかした戦略の策定に貢献

することができた。 

• 日本企業向けの情報発信：コロナ禍において、経団連主催で行われた「インフラシステムの海外

展開に係る新型コロナ関連支援策に関するオンライン説明会」において、経団連の会員企業に対
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し、これまでに検討してきた機構のインフラ案件における新型コロナ支援策について説明した。

また、日刊建設工業新聞のインタビューに機構副理事長が対応し、コロナ禍での機構のインフラ

事業への対応や方向性を発信した。さらに、日本機械輸出組合主催の「水インフラ国際展開タス

クフォース」への参加を通じた ODA 事業に係る情報共有を行うとともに、経済産業省からの求

めに応じて「水ビジネスの海外展開に関する有識者研究会」にも参加するなど、民間主導の水分

野のインフラ輸出の取組に貢献した。加えて、コロナ禍における事業関係者の一時帰国等に係る

情報を資金協力事業受注者に適時に情報提供したほか、コロナ禍で生じている資金協力事業への

影響につき関係業界団体（一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ECFA）、一般社団法人海外建

設協会（OCAJI）等）と協議を実施した。 

 
（3）インフラ輸出にもつながる事業の形成・実施 

• 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、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迅速化を達成して

いる。 

• 既往事業における日本企業の受注促進：これまで日本の技術を活用した案件形成の推進及び調達

プロセスにおける技術仕様の精緻な確認を進めた結果、既往案件において、日本の技術活用条件

（STEP：Special Terms for Economic Partnership）適用案件以外も含めて多くの日本企業の受注が

実現した。2020 年度の主な日本企業の受注実績は、イラク「バスラ製油所改良事業（I）」（円借

款）では日揮ホールディングス㈱で受注総額約 4,000 億円、バングラデシュ「ジャムナ鉄道橋建

設事業（第一期）」（円借款）では 1 パッケージを大林組 JV が受注総額約 893 億円、もう 1 

パッケージを三井住友建設JV が受注総額約810 億円、スリランカ「バンダラナイケ国際空港改善

事業フェーズ２」では大成建設㈱が受注総額約 630 億円、等が挙げられる。 

• また、こうしたインフラ輸出の取組強化の結果、2014 年度以前は 30％～ 40％台で推移していた

日本企業受注率が 2016 年度以降は 60％以上に向上した。 

 
（4）SGDs 達成に向けた貢献 . 

• 協力準備調査（海外投融資）として採択した、インドネシア「再生可能エネルギーを安定供給す

るエネルギー・マネジメント・システムを活用したマイクログリッド向け発電に関する事業準備

調査」は、離島で再生可能エネルギー発電設備を建設し、環境負荷の緩和と安定的な電力供給に

寄与するものである。SDGs の SDGs Goal 7、12、13、17 への貢献が見込まれる。 
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（5）事業上の課題及び対応方針 

より質の高い事業の実施や機構事業後の企業による開発途上地域の課題解決に貢献するビジネスの

実現を促進することが課題であり、引き続き、他の公的機関や金融機関とも連携することにより対応

していく。 
 

 

  No.6-2 中小企業等  
 

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

中小企業・SDGs ビジネス

支援事業（中小企業型）を

通じたパートナー数 

99 法人・団体 103 
131 法人・ 

団体 

118 法人・ 

団体 

143 法人・ 

団体 

92 法人・ 

団体 

法人・ 

団体 

 

（1）中小企業等の技術の活用や事業化の促進 

① 開発協力事業での活用、事業化が促進された事例 

• 日本の中小企業提案プログラミング教材・ケニア初等教育公式教材認定：キャスタリア㈱（長野

県）は、スマートフォンを使用したモバイル・ラーニングサービスを提供している。同社は、ケ

ニアにおける ICT 普及に欠かせないプログラマーの質的・量的不足に対し、オンライン教育とス

クーリングを併用したプログラミング人材養成講座を活用した教室事業の展開及び同国の ICT 

人材創出を目指して基礎調査を実施した。ケニアではプログラミングの授業が小学校 4 年生か

ら必修科目となったものの、カリキュラムやデジタル教材の不足という課題に貢献するべく、同

調査において自社製品のデジタル教育ツールを、現地の教育省傘下の機関であるケニア・カリキ

ュラム開発機構に提案した結果、プログラミング教材が小学校 4 年生向けの公式教材として認

定された。今後は、普及・実証・ビジネス化事業を通じて小学校 5 年生以上の上級学年向けにも

デジタル教材を開発・認定されることを目指しており、更なるビジネス展開を通じたケニアでの

初等教育の質の改善及び ICT 人材育成への貢献が期待される。 

• 日本製品プレキャストコンクリート・インド等への普及促進：インドにおいて、排水インフラの

未整備による雨季・豪雨時の道路冠水が課題となるなか、トヨタ工機㈱（東京都）は、ランデス

㈱（岡山県）、不二コンクリート工業㈱（佐賀県）、㈱武井工業所（茨城県）と合同で、国内高

品質プレキャストコンクリート型枠を使用して製造した製品及びその生産技術の普及可能性を

調査した。その結果、工事現場に高品質なコンクリート製品を持ち込んで据え付けるだけで済み、

工期の短縮も見込めることが確認できた。4 社のうち 3 社はインドへの進出を果たしており、ト

ヨタ工機はアーメダバード市郊外に合弁現地法人の工場を竣工した。その後、バングラデシュの

円借款事業へもインド工場製造で製造した型枠を使用したプレキャストコンクリートを納入し

ている。また、不二コンクリート工業もアーメダバード市郊外に合弁現地法人の工場を竣工及び

生産を開始し、インド全土からの発注を得ている。 

 

 
103  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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② 課題発信セミナー、海外ビジネス実現セミナー 

• 課題発信セミナー：2020 年 10 月に 2 日間、2021 年 3 月に 2 日間、機構課題部、地域部、民

間連携事業部、国内事業部の協働で「課題発信セミナー」をオンラインにて開催するとともに、

関連イベントとして 2020 年 11 月に「国際協力× DX」ネットワーキングイベントをオフライン

にて開催した。また、2021 年 3 月の DX 分野セッションでは、一般社団法人日本経済団体連合

会（以下、経団連）との共催にて「Society 5.0 for SDGs 国際展開のためのデジタル共創セミナー」

を開催し、2020 年 5 月に経団連と共同で作成したメニューブックのユースケースを含む具体的

な事業 DX の推進へ向けて発信を行った。開発途上地域の課題・ニーズと民間企業の製品・技術

を通じたビジネスとのマッチングを図るため、民間企業等に各分野・地域の解説を行った。また、

海外ビジネスに取り組む採択企業による事例紹介、ウィズコロナ、ポストコロナにおける機構の

新たな問題意識や取組（計画）の紹介に加え、「DX」や「外国人材受入・還流」の応募促進等の

セッションを開催した。セミナー参加者は、10 月延べ 1,230 人（各セッション平均 123 人）、

3 月延べ 710 人（各セッション平均 118 人）にのぼり、海外事業における機構との連携や今後

の提案型事業への応募等への参考に供した。アンケートによると参加者の約 9 割が本セミナー

は有用・一定程度有用であったと回答し、開発途上地域の課題、機構の事業方針、有望な技術領

域、企業の事例紹介が有用であったと評価した。 

• 海外ビジネス実現セミナー：中小企業・SDGs ビジネス支援事業採択済みの企業に向けて、海外

でのビジネス展開に当たり、特に必要となるトピックに関する専門的知見を提供し、ビジネスの

実現を支援することを目的としたセミナーを開催した。テーマは下記の事後モニタリング調査の

教訓（発表者：あずさ監査法人）、オンラインを含む JETRO 海外展開支援紹介（発表者：JETRO）、

海外人材育成・研修の取組（発表者：海外産業人材育成協会（AOTS））、国連機関又は国際機関

が実施する物品及びサービスの調達市場（発表者：三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング）で、

参加者は延べ 125 人であった。 

• 事後モニタリング：中小企業・SDGs ビジネス支援事業終了済み企業に対し、事後モニタリング

調査を行った。アンケート調査では、ビジネス展開を継続していると回答した事業が有効回答の

70％（327 件 /467 件）を占め、うち「新たな取引先・顧客の確保」について「実現済み」との回

答は 63％（207 件 /327 件）であった。事後モニタリング調査結果は民間連携ウェブサイトに掲

載の上、No.6-2 に記載の海外ビジネス実現セミナーにて、教訓・提言の紹介を行った。 

 
（2）開発協力に参画する中小企業等の裾野拡大に向けた制度改善 

• 提案型制度設計：中小企業・SDGs ビジネス支援事業に係るビジネス化助言アドバイザーを配置 

し、事業実施中・終了後の企業へのビジネス化実現促進へ向けた助言を 50 件（SDGs ビジネス

支援型を含めると 56 件）行った。同事業の 2020 年度第一回公示は、当初 2020 年 4 月公示・

8 月採択通知を予定していたが、新型コロナによる移動・外出制限を受けて、企業の応募準備が

困難に なったこと等に配慮し、同 6 月に公示を後ろ倒しとした。2020 年度第二回公示では、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、従来の海外渡航を伴う提案に加え、海外渡航を前

提とせずに実施可能な「遠隔実施型」での提案を可能とした。また、案件採択から契約締結まで

の迅速化に向け、普及・実証・ビジネス化事業において、機材調達を除き、遠隔（国内）にて業

務開始が可能な場合に限り、迅速に契約締結を可能とするコロナ禍限定の措置を導入した。 

• 適正な事業実施：契約時に提案法人代表者が自署するコンプライアンスに係る誓約書の導入、会
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計士への委託による経費実地検査の開始、継続与信調査のための財務状況確認、中小企業・SDGs 

ビジネス支援事業執務要領の改定等を進め、不正防止策等を強化した。 

 
（3）他機関との連携強化及び優良企業の発掘・優良案件の形成 

① 他機関との連携による中小企業等の海外進出支援 

• JETRO：2018 年度に締結した機構と JETRO の連携覚書に基づき、連携強化に向けた意見交換

を行った。また、双方の企業支援制度について理解を深め、双方の制度間の連携強化に繋げるこ

とを目的として、合同勉強会を 2020 年 7 月から累計 6 回行った。さらに、2019 年度に TICAD7 

の機会を捉えて JETRO 及び UNDP と連携してアフリカ地域における中小企業等の事業展開を

支援する目的で締結した覚書を踏まえ、5 件の実施中案件に対する追加的な支援の可能性を探る

ため JETRO 及び UNDP からの伴走型支援を得る等、具体的な連携を進めた。 

• （独）中小企業基盤整備機構（中小機構）：機構と中小機構が有するノウハウやネットワークを

有効活用し、中小企業の海外展開支援等における協力を更に強化することを目的として、業務連

携に係る覚書を 6 月に締結した。覚書に基づく具体的な連携施策の一つとして、中小企業・SDGs 

ビジネス支援事業に採択された中小企業のうち、関心表明のあった企業に対し、採択案件のビジ

ネス化に向けた中小機構からの助言や支援（具体的には、海外展開に向けた事業計画に関するア

ドバイス及び海外展開に必要な関連情報の提供や、海外現地の専門家や国内の各分野におけるエ

キスパートとの面談を中小機構が実施）を行う「共同支援」を 27 件実施した。その他、中小機

構主催の展示会・商談会への後援（4 件）を行い、幅広く連携した。中小企業へのビジネス支援

のノウハウを有する中小機構との連携強化により、企業の海外展開支援が一層強化されることが

期待される。 

• 地域金融機関と協働した企業の海外展開支援の強化：中小企業・SDGs ビジネス支援事業におい 

て、中小企業と地域金融機関が連携して海外展開を検討・調査することで、開発途上地域の課題

を解決する SDGs ビジネスの実現性を高めるとともに、地域活性化に一層資することを目的とし

て、地域金融機関や関連団体とも意見交換の上、2020 年度第二回公示より「地域金融機関連携案

件」の募集を開始し、2021 年 4 月、7 件を採択した。地域経済の核である地域金融機関と協働

した企業の海外展開支援を強化することにより、地方創生への一層の貢献が期待される。また、

中小企業・SDGs ビジネス支援事業終了済み企業に対する事後モニタリング調査の結果、中小企

業が海外展開する上で資金調達が課題の一つとなっていることから、本施策を通じた地域金融機

関の参画により企業の海外展開可能性の一層の強化が期待される。 

• その他支援機関：国内スタートアップ企業の支援を行うことを目的とした「スタートアップ・エ

コシステムの形成に向けた支援に関する協定書」を政府系の 8 機関と共に締結し、これにより各

支援機関が連携しつつ、それぞれの強みをいかしてスタートアップ企業を支援していくこととし

た。さらに、信金中金とも覚書を締結し、双方の情報及びネットワークをいかして企業の海外展

開等における協力を行っていくこととした。 

 

② 自治体との連携 

• 内閣府主催の地方創生 SDGs 国際フォーラムへの役員登壇等を通じ、自治体関係者に機構の民間

連携事業を活用した企業による開発途上地域の課題解決の取組や地方創生に寄与する実例を紹

介した。 
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③ 優良企業の発掘や優良案件の形成 

• 各種セミナー：全国各地で中小企業海外展開支援セミナーを 67 回実施し、1,788 社、3,951 人の

参加を得た。 

• 情報発信の強化：企業が海外展開ビジネスを成功させた優良事例、コロナ禍においても活動を進

める企業の例などを積極的にウェブサイトに掲載（2020 年度中に計 5 件の掲載）、国際開発ジ

ャーナル誌でも広報・発信した（7 件掲載）。ウェブメディアである AMP を通じ、先進的な取

組に関心のあるビジネス層に向けて、オピニオンリーダーによる中小企業・SDGs ビジネス支援

事業の紹介記事を掲載し、4 回シリーズの各記事において 2 万以上のページビューを獲得、

Facebook でも 30 万リーチに達した。また、事業の認知度を高めることを目的としてアニメーシ

ョンを用いた動画を作成した。いずれもウェブや SNS での拡散も狙った取組である。中小企業

を対象とした発信として、事業活用による利点、ビジネス展開の事例を具体的に紹介するパンフ

レットも改訂した。 

• 民間企業とコンサルタント等とのマッチング会：2020 年 9 月及び 2021 年 2 月に各 3 日間、中

小企業・SDGs ビジネス支援事業の活用に向けた企業向けセミナーとオンラインマッチング会を

開催した。セミナー参加者及びマッチング会（面談）は、9 月は延べ 147 人、109 件、2 月は延

べ155 人、104 件にのぼり、海外展開を目指す中小企業とその支援に当たるコンサルタントの効

果的なマッチングを促進した。 

 
（4）SGDs 達成に向けた貢献 

• 中小企業・SDGs ビジネス支援事業（SDGs ビジネス支援型）の更なる応募増加に向け、大企業

と中小企業（ベンチャー企業）との連携促進に寄与すべくネットワーキングイベントの開催（2020 

年 11 月）や、開発途上地域での SDGs ビジネスを志向する企業と機構の情報共有の場として民

間連携ウェブサイトを「企業共創プラットフォーム」として改め、新たに運用を開始した。 

 

（5）事業上の課題及び対応方針 

• 新型コロナウイルスの感染拡大傾向が継続する状況下において、企業の海外展開に向けた着実な

準備・検討の促進が課題であるが、中小企業・SDGs ビジネス支援事業の 2020 年度第二回公示

で、海外渡航を前提としない「遠隔実施型」での事業提案を可能としたように、引き続き柔軟な

対応を行う。 
 

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大企業の持つ先進技術を活用した SDGs ビジネス支援事業始動、②日本企業の技

術・製品を通じたブラジルのエネルギー・環境保全の課題解決への貢献、③インフラシステム輸

出に資する発信（経協インフラ戦略会議）、④既往事業における日本企業の受注促進、⑤本邦中

小企業が提案したプログラミング教材のケニア初等教育公式教材認定、⑥本邦プレキャストコン

クリート製品のインド国内外への普及促進、⑦地域金融機関との連携において特筆すべき成果を
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あげた。 

 

ア 民間企業等 
◎ 大企業の持つ先進技術を活用した SDGs ビジネス支援事業始動【②】：民間企業の製品・技術

の活用が期待される開発途上地域の課題を機構が総合的に分析の上、提示・募集し、それら課

題の解決に向けて、伊藤忠商事㈱（スリランカにおける太陽光発電）、キヤノンメディカルシ

ステムズ㈱（ガボンにおける感染症の早期特定）等の大企業の持つ先進技術やノウハウを活用

する新たな取組が始動。 
◎ 日本企業の技術・製品、ブラジル国のエネルギー・環境保全の課題解決に貢献【②】：ブラジ

ル「環境配慮型省エネ空調機普及促進事業」では、ダイキン工業㈱が有する空調技術を活用し

た実測試験データに基づき、省エネと温室効果ガスの抑制に係る政策提言やブラジル政府への

働きかけを行った。その結果、同国の空調機向け省エネ基準が改正され、同社製品に限らず環

境に優しい空調機が普及・促進され、同国のエネルギーや環境保全の課題解決に貢献。 
◎ 海外投融資事業、過去最大の承認規模達成【③】：2020 年度の承認 10 件を含み、2011 年度

以降の制度再開以降、過去最大の承認規模（累計で 47 件）の海外投融資事業を承諾。コロナ

禍における中小零細事業者、低所得者、女性といった外的ショックに脆弱な層が抱える差し迫

った資金需要に応えていくことを目指し、全世界向け「COVID-19 新興国中小零細企業支援フ

ァンド」、メキシコ向け「女性事業者等向けマイクロファイナンス事業」、エジプト向け「中

小零細企業支援事業」等を実施。また、地域は、当該国で初となる事業（モロッコ、エジプト、

ザンビア、マラウイ）を含み、セクターともに分散を伴う多様性のある出融資ポートフォリオ

の構築を実現。 
◎ インフラシステム輸出に資する発信（経協インフラ戦略会議）【①②】：機構は、外務省とも

密に情報共有の上で、適切な新戦略が策定されるよう、積極的に協力した。結果として新戦略

は、「輸出拡大を通じた日本の経済成長の実現」という単独目的から、「展開国の社会課題解

決・SDGs 達成への貢献」、「FOIP の実現」も含む 3 本の柱建てに変更され、これまでの ODA 
を通じたインフラ輸出に係る教訓をいかした戦略の策定に貢献。 

◎ 既往事業における本邦企業の受注促進【②⑤】：これまで日本の技術を活用した案件形成の推

進及び調達プロセスにおける技術仕様の精緻な確認を進めた結果、既往案件において、日本の

技術活用条件（STEP：Special Terms for Economic Partnership）適用案件以外も含めて多くの日

本企業の受注が実現。こうしたインフラ輸出の取組強化の結果、2014 年度以前は 30％～ 40％
台で推移していた日本企業受注率が 2016 年度以降は 60％以上に向上。 

〇 企業との連携情報を機構内で共有する体制を整備すべく企業情報統合データベースの設計等

を推進。 
〇 ウィズコロナ、ポストコロナにおいて、開発途上地域の社会に貢献しうる日本企業の有用な技

術・製品について企業からの提案を募集。計 40 件の提案について ODA 事業への活用可能性

を調査。 
イ 中小企業等 
◎ 日本の中小企業提案プログラミング教材・ケニア初等教育公式教材認定【④⑤】：ケニアでは

プログラミングの授業が小学校 4 年生から必修科目となったものの、カリキュラムやデジタ

ル教材の不足という課題に貢献するべく、キャスタリア㈱（長野県）自社製品のデジタル教育

ツールを、現地の教育省傘下の機関であるケニア・カリキュラム開発機構に提案した。その結

果、プログラミング教材が小学校 4 年生向けの公式教材として認定。 
◎ 日本の製品プレキャストコンクリート・インド等への普及促進【④⑤】：インドでは排水イン

フラの未整備による雨季・豪雨時の道路冠水が課題となるなか、国内中小企業 4 社合同で、国

内高品質プレキャストコンクリート型枠を使用して製造した製品及びその生産技術の普及可
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能性を調査した。その結果を踏まえ、4 社のうち 3 社はインドへの進出、うち 2 社は合弁現

地法人の工場竣工を果たし、インド全土及びバングラデシュからの受注に対応。 
◎ 地域金融機関と協働した企業の海外展開支援強化【②】：中小企業・SDGs ビジネス支援事業

終了済み企業に対する事後モニタリング調査の結果等を踏まえ、地域経済の核である地域金融

機関と協働した企業の海外展開支援の強化を図るべく、中小企業・SDGs ビジネス支援事業に

おいて、「地域金融機関連携案件」の募集を開始。 
〇 開発途上地域の課題・ニーズと民間企業の製品・技術を通じたビジネスマッチング、ポストコ

ロナの新たな問題意識や機構の取組紹介、「DX」や「外国人材受入・還流」の応募促進等を図

るため、「課題発信セミナー」や「国際協力× DX」ネットワーキングイベント、日本経済団体

連合会共催「Society 5.0 for SDGs 国際展開のためのデジタル共創セミナー」を開催し、参加者

からの高い評価を博した（計 1,940 人参加）。 
〇 中小企業・SDGs ビジネス支援事業採択済みの企業を対象に、海外ビジネス実現セミナーを開

催（計125 人参加）。 
〇 中小企業・SDGs ビジネス支援事業に係るアドバイザーを配置し、ビジネス化実現促進に向け

た助言を実施。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、海外渡航を前提とせずに実施

可能な「遠隔実施型」での提案を可能とする制度設計を行い、案件採択から契約締結までの迅

速化に向けた措置を導入。 
〇 契約時に提案法人代表者が自署するコンプライアンスに係る誓約書の導入、会計士への委託に

よる経費実地検査の開始、継続与信調査のための財務状況確認、中小企業・SDGs ビジネス支

援事業執務要領の改定等、不正防止策等を強化。 
〇 JETRO-JICA 連携覚書に基づき、JETRO と連携強化に向けた意見交換や合同勉強会を実施。ま

た、TICAD7 の機会に JETRO 及び国連開発計画（UNDP）と締結した覚書に基づき、具体的な

連携を促進。 
〇 機構と中小機構が有するノウハウやネットワークを有効活用し、中小企業の海外展開支援強化

を目的として、（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）と業務連携に係る覚書を締結し、具

体的な連携を促進。 
〇 全国各地で中小企業海外展開支援セミナーを 67 回実施、1,788 社、3,951 人が参加。 
〇 中小企業・SDGs ビジネス支援事業の活用に向けた企業向けセミナーとオンラインマッチング

会を 2 回開催。セミナー参加者及びマッチング会（面談）は、1 回目は延べ 147 人、109 件、

2 回目は延べ 155 人、104 件。 
 

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 6-5】「開発途上地域の課題解決及び海外展開につなげるためのコンサルテーション件数」が

目標値（1,200 人）を約 5％上回る 1,265 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。 
 
（定性的実績） 
１．民間企業等（【指標 6-2】「我が国政府の政策・戦略策定プロセスへの情報提供・提言や我が国

の民間企業のニーズ等を踏まえた制度改善、及びインフラ輸出にもつながる事業の形成・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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・中小企業・SDGs ビジネス支援事業に関し、スリランカにおける太陽光発電、ガボンにおける

感染症の早期特定等、大企業の持つ先進技術やノウハウを活用して途上国の課題解決に貢献す

る SDGs ビジネス支援型案件が採択されたほか、ブラジルではエネルギー・環境保全分野で日

本企業の技術を活かした政策提言やブラジル政府への働きかけを行い、同国の省エネ基準が改

正され、環境に優しい空調機が普及・促進され、エネルギーや環境保全の課題解決に貢献した。 
・制度再開以降、過去最大の承認規模（累計で 47 件）の海外投融資事業を承諾し、コロナ禍に

おける中小零細事業者、低所得者、女性といった脆弱層の資金需要に応えていくことを目指し

た協力を、多地域・他分野に亘って実施したこと、また、ウィズ／ポスト・コロナを見据え、

途上国に貢献しうる日本企業の有用な技術・製品の提案について ODA 事業への活用可能性を

調査したことは、時宜を得た取組と言える。 
・日本の技術を活用した案件形成の推進及び調達プロセスにおける技術仕様の精緻な確認を進め

た結果、既往案件において、日本の技術活用条件適用案件以外も含めて多くの日本企業の受注

が実現。こうしたインフラ輸出の取組強化の結果、2014 年度以前は 30％～40％台で推移して

いた円借款における日本企業受注率が 2016 年度以降は 60％以上に向上した。 
 

２．中小企業等（【指標 6-4】「政府関係機関や経済団体、地方自治体等の関係機関との連携強化

等を通じた開発協力へ参画する企業の裾野拡大のための取組状況」） 

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。 
・ケニア初等教育公式教材として日本の中小企業が提案したプログラミング教材が認定された。

また、インド等における排水インフラの未整備に対応すべく日本の中小企業のプレキャストコ

ンクリート製品及び生産技術が活用され、日本企業の海外進出促進に貢献した。 
・これまでの事業の事後モニタリングを踏まえ、地域経済の核である地域金融機関と協働した企

業の海外展開支援強化を諮るべく、「地域金融機関連携案件」の募集を開始した。 
・国内で、企業の海外展開支援のための途上国の課題・ニーズと民間企業の製品・技術を通じた

ビジネスマッチングに係るセミナー、イベント等を開催。併せて、新たな課題である「DX」や

「外国人材受入・還流」等の応募促進を図った。新型コロナの影響を踏まえ、海外渡航を前提

とせずに実施可能な「遠隔実施型」での提案を可能とする制度設計を行い、案件採択から契約

締結までの迅速化に向けた措置を導入した。 
・中小企業基盤整備機構、JETRO 等との連携強化に向けた取組を行った。 
 

（結論） 
以上により、定量指標は 120%以上に至っていないものの、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、政府として重視する中小企業を含む民間企業の海外展開に資するための取組を着実

に実施し、途上国における課題解決に資する支援に貢献した。海外投融資事業が過去最大の承認規

模となったことや、既往の円借款事業において日本企業受注率が 2016 年度以降では 60％以上に

向上したことはその証左といえる。また、新型コロナの影響を踏まえ、途上国に貢献しうる日本企

業の有用な技術・製品について ODA 事業への活用可能性を調査する新たな取組を導入したり、海

外渡航を前提とせずに実施可能な「遠隔実施型」での提案を可能とする制度設計を行うなど、機構

の自主的な取組による創意工夫が多数見られた。さらに、地域金融機関と協働して「地域金融機関

連携案件」の募集を開始したほか、中小企業基盤整備機構、JETRO 等との連携も強化するなど、関

係機関との連携にも一層の展開が見られた。 
 これらの成果は途上国における民間部門主導の経済成長促進に寄与するとともに、我が国企業の

現地での活動の促進等による本邦地域経済の活性化を始めとして、開発協力大綱に掲げる「我が国
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の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の

実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護」等にも大きく貢献するものである。 
 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞  
インフラシステム海外展開戦略 2025 等の政府の方針の実現に貢献すべく、引き続き、これまで

の ODA を通じたインフラ輸出に係る教訓を活かした取組を通じ、本邦企業による質の高いインフ

ラ投資を一層推進すべく努力ありたい。その観点から、海外投融資の実施体制を強化し、他の政府

関係機関や国際機関を含む関係機関等とも緊密に連携した上で、本邦企業が有するリソースを活用

した途上国の課題解決への貢献に資する取組を実施することを期待する。その際、新型コロナの影

響を踏まえた、効果的な取組に留意されたい。更に、国内での本邦企業を対象とした海外展開支援

セミナー等の実施、機構内の組織体制強化、中小企業・SDGs ビジネス支援事業の広報や、開発ニ

ーズと日本の中小企業等の製品・技術等とのマッチングの更なる強化に資する取組等に積極的に取

り組むことを期待する。 
また、民間企業との連携を進めるに当たっては、有識者意見も踏まえ、人権 DD に係る情報共有

の強化や国内機関への適切な人材配置、過去の事業のトラッキング等にも留意されたい。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・民間企業等との連携は重要であり、さらに強化すべきである。一方で、世界が人権重視の流れに

あり、日本政府は 2020年 10月に「ビジネスと人権」に関する行動計画を発表し、途上国を含む

サプライチェーン上の人権侵害への対応のために、「人権デューディリジェンス（人権 DD）」の取

組を推奨している。世界では人権 DD に関する法制化の流れが強まっており、日本企業、特に取

組が遅れている中小企業への指導、啓発は国の責任において行うことが求められている。途上国

での企業との連携の取組が人権侵害を起こしては、本末転倒であり、その重要に鑑み、もっと取

組を強化すべきである。 

・中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施において、地方の中小企業が有する技術や知見を途上国

の開発課題の解決に有効に活用するためには、本事業の候補となりうる企業の発掘や、同企業と

途上国政府との橋渡しを適切に実施する必要があり、これらの業務を実施できる人材を各国内機

関に積極的に配置することを期待したい。 

・中小企業・SDGsビジネス支援事業を活用した企業が、同事業活用後、途上国においてビジネスを

軌道にのせて展開しているのかについて、定期的なトラッキングを実施するともに、そこから得

られる教訓を踏まえて、中小企業・SDGs ビジネス支援事業を継続的に見直すことを期待したい。 

 

（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.7 多様な担い手と途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大 

業務に関連する政策・施策 開発協力大綱 

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 

① 主要なアウトプット情報

（定量指標） 

達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

ボランティア、地方自治体、NGO、大学・

研究機関、開発教育関係等との連携及

び参加促進に向けたコンサルテー

ション件数 

6,000 件104 

（2017-2021） 

1,200 件 

 
1,502 件 1,913 件 2,117 件 4,018 件 

 

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

予算額（百万円） 27,247 25,369 25,529 24,888  

決算額（百万円） 26,483 25,329 24,789 14,095 105  

経常費用（百万円） 26,197 25,063 24,182 13,943 106  

経常利益（百万円） △ 1,849 △ 363 △ 184 △ 254 107  

行政サービスコスト（百万円） 26,192 25,017 24,182 13,943 108  

従事人員数 121 121 117 126  

 

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

年度計画 

1.（7）多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大 

ア ボランティア 
• 国民の参加及び開発途上地域の住民との相互理解を促進しつつ、草の根レベルの活動を通じて

開発途上地域の課題解決に資する事業を実施する。その際、開発途上地域の課題解決ニーズに

対する隊員の効果的な活動を支えるための支援を継続する。加えて、地方自治体や OV（Old 
Volunteer）会等関係団体と連携して多様な形態による参加を促進するとともに、帰国隊員によ

る社会還元を支援する。また、事業の成果を発信し、国民の開発協力への理解と支持を促進す

 
104 民間連携と同等の水準として設定する。 
105 暫定値 
106 暫定値 
107 暫定値 
108 暫定値 
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る。 
• 特に、OV 会や育てる会等関係者・団体との協力を強化し、募集の段階から帰国後まで事業と

のかかわりを通して多文化共生社会に求められる人材を育成するとともに、OV による帰国後

の社会還元を支援する。また、東京オリンピック・パラリンピックに向け、ホストタウン事業

等を通じた国内における帰国隊員の活躍の場の拡大を支援する。さらに、これまでどおり民間

企業との連携は引き続き促進しつつ、隊員が有する草の根レベルの情報と民間企業の技術・サ

ービスの相互活用の方策を検討する等、その強化を図る。 
• 開発途上地域とともに、国内の地域や人々から真に必要とされる事業とするため、ボランティ

ア事業に係る制度の改正や ICT を活用した募集・選考の運用定着を図る。 
イ 地方自治体 
• 地方自治体が有する知見、技術等を活用した支援に取り組む。また、事業の質の向上及び担い

手の裾野拡大を目指し、自治体連携事業の優良事例を蓄積・発信するとともに、自治体間で事

例や経験を共有する機会を提供する。 
• 特に、自治体連携事業の優良事例の発信、共有に取り組み、自治体が推進する地域の国際化や

海外展開、開発協力活動を後押しすることで、国内外の SDGs の推進にも貢献する。また、地

方自治体等による外国人材受入を含めた多文化共生の取組等の状況把握を行い、機構の具体的

な取組を検討し、事業実施に向けた案件形成に取り組む。 
ウ NGO/ 市民社会組織（CSO） 
• NGO/CSO の有する知見等の強みやアプローチの多様性を活用し、開発途上地域のニーズに沿

った事業を実施する。また、事業の質の向上及び担い手の裾野拡大を目指して NGO/CSO との

対話を強化し、新規参画から草の根技術協力事業等への応募・実施に至るまでの活動を促進す

るための適切なコンサルテーションを行う。 
• 特に、開発途上地域が抱える多種多様な課題に対応すべく、事業パートナーの新規発掘・裾野

拡大を図り、各 NGO/CSO が有する強み等をより効果的に事業にいかせるよう、案件形成・コ

ンサルテーションを行う。加えて、NGO 等活動支援事業等を通じた NGO/CSO の能力向上に

取り組む。 
エ  大学・研究機関 
• JICA 開発大学院連携を推進し、開発途上地域の将来の発展を担う人材に対して、欧米とは異

なる日本の近代の開発経験と、戦後の援助実施国（ドナー）としての知見の両面を学ぶ機会を

提供するべく、協力大学との連携を強化する。特に、放送大学との連携により、研修員等に対

し、日本の近現代の発展と開発の歴史についての講義をアクセスしやすい形で提供する。 
• 帰国後に日本での学びを母国の発展に効果的に役立ててもらうとともに、知日派のリーダーと

して活躍することを目指し、大学との連携により、大学の学位課程の中での専門分野の教育・

研究に加え、日本の開発経験について英語で学ぶプログラムを開発途上地域の人材に対して提

供する。 
• 加えて、JICA開発大学院連携の成果を定着・発展させ、親日派・知日派リーダーを育成するた

めに、JICA 日本研究拠点事業を展開する。 
• 大学・研究機関の専門的知見やネットワークを活用した支援、担い手の裾野拡大に取り組む。

また、地球規模課題の解決に資する事業を実施するとともに、他の組織の事業も含む事業成果

の活用を促進する。 
オ 開発教育、理解促進等 
• 児童・生徒の国際理解を促進するため、開発教育支援事業を実施する。また、文部科学省、教

育委員会等の教育機関、NGO 等と連携して、開発教育の裾野を拡大する取組を継続的に行う。 
• 特に、教員向け研修プログラムは、2020 年度からの新学習指導要領の本格導入という好機を捉

え、研修等において新学習指導要領の導入に言及し広報を行う等効果的な取組を行う。 
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• 地球ひろばを含めた国内拠点での活動を通じ、国民の開発課題・国際協力への理解を促進する。

特に、東京オリンピック・パラリンピックや SDGs の広まりを踏まえ、これら動向を入り口と

するイベント等の効果的な取組を行うとともに、機構の各種事業及び開発教育の教員等の関係

者や関係機関との連携を通じ、地球ひろばの展示の学校教育現場での活動推進に継続的に取り

組む。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照） 

• 課題解決に資するボランティア事業の実施、隊員経験の我が国国内での発信及び参加者の裾野

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

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

発教育の取組、及び開発課題や開発協力の市民への理解の促進状況 
 

３－２．業務実績 

 

  No.7-1 ボランティア  
 

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

ボランティア派遣人数

（人） 
1,499 人 109 1,463 人 1,227 人 1,146 人 10 人 110 人 

ボランティア活動におけ

る達成度アンケート結果 
63.3％ 111 50％ 52.4％ 52.9％ 32.6％ 112 ％ 

機構ボランティアウェブ

サイトの訪問者数 
165 万人 113 232 万人 302 万人 300 万人 148 万人114 万人 

 

（1）国内外の課題に貢献する事業展開 

① 一時帰国中及び待機中の隊員による開発課題に沿ったボランティア事業の実施 

• コロナ禍における一時帰国中及び待機中の隊員による遠隔でのボランティア事業の実施：コロナ

禍による一時帰国中及び待機中の隊員に対し、配属機関や任国に対しての活動を促進した結果、

オンライン会議ツールを用いた遠隔指導、動画教材の製作・配信、オンラインイベント・セミナ

ーの開催が積極的に行われた。それを通じ、学習環境やトレーニング環境の継続的な提供に加え、

職種や任国を超えた隊員間の協力による教材の作成・提供に至った。具体例として、エチオピア

 
109  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
110  新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、2020年3月から派遣中全隊員の一斉帰国を余儀なくされたもの。

2020年11月以降、諸条件が整った国への渡航再開に取り組んだ結果、再派遣者66人に加え、10人の新規派
遣を実施した。 

111  2015 年度実績（隊員本人による「満足度」評価の最上位の平均値） 
112  派遣中全隊員の一斉帰国に伴い、当初予定していた活動計画の遂行が困難となり、達成度アンケートの

数値が例年を下回った。 
113  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
114  感染拡大の影響で春秋の募集を中止したことから、ウェブサイトの訪問者数も減じたものの、帰国後に

国内待機となった隊員による種々の協力活動は多くのメディアで採用され注目を浴びた。 
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では幼児教育隊員が作成した感染予防啓発ポスターが同国の保健大臣によって高く評価され、配

属機関を越えて広がり、計 20,403 枚の印刷・配布に至った。 

• 延べ 1,600 人を超える一時帰国中及び待機中の隊員を対象とした自己研鑽・能力強化の一環とし 

て、職種別（小学校教育、コミュニティ開発、日本語教育等）及び課題別（青少年活動、幼児教

育、スポーツ（コーチング）、障害児・者支援等）のセミナーを実施した。また、この取組を土

台とし、派遣前訓練や派遣中の活動に利用し得る教材やツールの電子化を進めた。 

 

② 社会還元活動の促進 

• 日本国内の地域課題解決への貢献：一時帰国中及び待機中の隊員に対し、日本国内の地域課題解

決にも資する活動を促進した結果、任地での経験や言語の経験や言語等をいかして、多くの隊員

が日本国内の外国人支援を含めた地域課題に取り組んだ。例えば、日本国内に残る留学生に対す

る生活支援や日本文化の紹介、外国語でのオンライン母子保健相談等を通じ在留外国人を支援し

た。また、外国人技能実習生を受け入れている群馬県嬬恋村のキャベツ農家等で、隊員が農業生

産地支援等を実施し、人手不足への迅速な対応とともに地元の人々と外国人とのコミュニケーシ

ョン促進にも貢献した。協力隊事業の目的の一つでありつつも従来は協力隊 OV に期待してきた

「社会還元」活動に、現役隊員が携わる事例となった。 

• 無料職業紹介業免許の取得：機構は、協力隊 OV が語学力や異文化理解力等の能力をいかし、地

方創生や地域における多文化共生の推進等の社会還元を実施することを一層後押しするために、

無料職業紹介業の免許を取得した。それにより、需要のある自治体等とのマッチングに関与する

等、きめ細かい対応を行う基盤が整備された。 

• 協力隊 OV による社会還元に戦略的に取り組むため、派遣期間終了時プログラム（旧帰国時プロ

グラム）で多文化共生の講座（在留外国人の現状や関わり方等）を増強し、外国人受入の局面で

求められる留意事項などをより広い対象者に伝達した。 

• ロールモデルとなる協力隊 OV の活躍を都道府県別にまとめたリーフレット「日本も元気にする

青年海外協力隊」を制作・配布し、本事業への国民の理解と支持を促進した。 

 
（2）国内における多様な担い手との連携 

• 日本国内各地の協力隊 OV 会や協力隊を育てる会等の関連団体と協働し、待機中の隊員や一定期

間後の再派遣が見込まれる特別登録隊員に対して、PARTNER を経由した国内での活動機会の情

報を提供する等、「社会還元」を推進する環境整備を行った。 

• 一時帰国中及び待機中の隊員による社会還元活動の促進や特別派遣前訓練を実施した結果、国内

での事業理解が促進され、連携協定や覚書等の締結という形で今後の参加促進や協力隊 OV の社

会還元等パートナーとなる連携先（日本オリンピック委員会、国際大学、まちひとしごと創生本

部、ASICS 等）の獲得に繋がった。 

• 2020 年春募集では、国内各地の協力隊 OV 会等パートナーとの連携を強化し、地域密着（アウ

トリーチ）型の募集・広報を行った結果、応募人数は 2019 年春募集比 22％増加となる 1,283 人

となった（ただし、その後コロナ禍により選考は中止した）。 

 
（3）国民の一層の理解と支援の醸成及び参加促進に向けた広報と施策 

• 新型コロナ感染拡大防止の観点から、全国説明会キャラバンを 4 月から 8 月まで中止したが、
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9 月以降はオンラインで説明会キャラバンを実施した。その結果、地理的または時間的制約で説

明会に来られない関心者にも情報提供を行う基盤を形成した。 

• 開発途上地域の教育分野における協力要請に応え得る資格要件を備えた現職教員を安定的に開

発途上地域の教育現場へ派遣すること及び帰国した派遣教員が自らの隊員経験と知見を職場・地

域社会へ還元し、多文化共生を推進する役割を担うことを目的として、現職教員特別参加制度の

新たな運用を導入した。 

• 派遣前の隊員に機構が待機を指示する場合に、当初の派遣期間開始予定日から機構が待機を指示

する期間を「派遣前待機期間」とし、本邦支出対応手当の支給対象期間とするよう規程改正する

とともに、待機手当の支給と含めて、前例のない人数規模に対するその支給手続きと照会対応を

適切に行った。 

• 2020 年度に訓練に入る予定であった合格者については、コロナ禍によって訓練開始時期が 1 年

程度延期となった。そのなか、希望者に対し、国内各地の地方創生の現場における特別派遣前訓

練の形で地域貢献機会を提供し、隊員活動の際の能力強化を行った。 
 

（4）スポーツと開発への貢献 

• 一時帰国中隊員及び日本政府が推進するスポーツを通じた国際貢献事業「Sport for Tomorrow」に

貢献すべく、当初目標とされた、体育・スポーツ隊員の新規派遣数（基準値の 81 人（2012 年度

実績）からの）倍増を達成した。一方、2020 年度に関しては、基準値を上回る派遣人数を計画し

ていたが、新型コロナの拡大に伴い、新規派遣を中止した。待機中隊員に対しては遠隔での開発

途上地域支援の継続を促進し、オンラインツールを活用して直接指導を行うなど、工夫を凝らし

ながら多くの体育・スポーツ隊員による遠隔活動が実施された（上記（1）‐①のとおり）。 

• ボランティア事業における国内への社会還元を目的に、ホストタウン事業での隊員の活用促進を

推し進め、自治体への紹介や関連イベントの協働実施に繋がった。なかでも、ジンバブエのホス

トタウンである東京都港区及びヨルダンのホストタウンである秋田県能代市に対して機構から 

OV を紹介した結果、イベントへの日本在住外国人の参加、オリンピック・パラリンピック参加

国の国民食の提供やスポーツを通じた隊員活動の紹介が実現し、自治体のグローバル化の推進及

び一般市民の国際協力への理解促進に貢献した。 

 

（5）SDGs 達成に向けた貢献 

• 派遣前隊員向け「新型コロナウイルス感染症予防・啓発研修」（オンライン）を企画、実施した。

動画による新型コロナの解説、発熱等類似初期症状を示すほかの感染症に係る情報提供や、予防

行動の徹底のための指導などからなる「予防」パート、機構が進める「健康と命のための手洗い

運動」に関連する動画等による「啓発」パートからなるもので、隊員の安全を守るとともに、職

種・配属先を問わず、隊員全員が感染症予防に係る普及活動を推進できるよう後押しした。その

結果、第一陣としてベトナムに再赴任した隊員が、機構事務所と協力して感染予防啓発動画を製

作し、ベトナム保健省が啓発している感染予防対策の 5K をとりあげ、事務所と協働で普及活動

に取り組んだ（SDGs Goal 3（すべての人に健康と福祉を）、6（安全な水とトイレを世界中に））。 

• 帰国後にコーヒー産業に携わっている協力隊 OV による「オンライン・コーヒーセミナー」を隊

員応募関心層・一般関心層向けに実施した。日本の消費者にとっても身近な「コーヒー」を題材

に、生産地域・生産者とつながるビジネスという視点で SDGs を分かりやすく紹介して好評を得
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た（SDGs Goal 8（働きがいも経済成長も）、12（つくる責任、つかう責任））。 

• 一時帰国中及び待機中の隊員に対し、関係者とのネットワーク構築や今後の活動並びにキャリア

デザインの参考情報の提供機会として、隊員向け「SDGs セミナー」を実施した。各回、150 人～ 

250 人程度の隊員がオンラインで参加した。 

 

（6）事業上の課題及び対応方針 

コロナ禍に伴い多くの隊員が帰国し、開発途上地域における活動中断を余儀なくされているものの、

本格的な事業の再開に努める。再開にあたっては、コロナ禍で隊員が安全かつ健康に活動するための

態勢整備を図るとともに、適切かつ柔軟な派遣前の訓練形態及び内容を検討し、導入する。ボランテ

ィア事業評価ガイドライン策定後初めてとなる 2019 年度事業評価報告書を策定し、概要を機構のウ

ェブページに公開した。事業評価結果をいかし 2021 年度以降の事業運営を行う。 
 
 
  No.7-2 地方自治体  
 

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

草の根技術協力事業

によるパートナー数

（No7-3、7-4 含む） 

45 法人・団体115 40 法人・団体 60 法人・団体 60 法人・団体 48 法人・団体 法人・団体 

アクター別の草の根

技術協力事業の実績

（地方自治体） 相談

件数 / 応募件数 

相談：160 件 116 

応募：20 件 117 

相談：295 件 

応募：24 件 

相談：326 件 

応募：41 件 

相談：318 件 

応募：32 件 

相談：380 件 

応募：21 件 

相談：件 

応募：件 

活動報告等の発信回

数（No7-3、7-4 含む） 
- 

118 392 回 395 回 351 回 136 回 回 

 

（1）自治体が有する知見、技術等を活用した事業の展開及び地域活性化への貢献 

• 自治体のノウハウを活用した技術協力として、東ティモールでの廃棄物の未利用資源の循環シス

テムの構築・普及、サモアでの行政と住民と協働による廃棄物の適正処理システムの確立に向け

て、自治体の参加を得た計画策定を行った。また、横浜市水道局の協力を得て派遣予定だった長

期専門家がコロナ禍で渡航できない状況のため、マラウイに対し遠隔での技術指導を行った。一

部の技術協力プロジェクトでは、自治体が出資する団体が参画する事例も出てきており、日本の

自治体が持つノウハウの政策レベルでの活用・展開が期待された。 

• オンライン等を活用して草の根技術協力事業に関するコンサルテーション等を進めた。その結果、

 
115  前中期目標期間（2012-2015）実績は、180 法人・団体 
116  2015 年度実績 
117  2013-2015 実績平均（実績は 60 件） 
118  新たに統計を取る取組のため基準値なし 
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2020 年度に 2 回行われた草の根技術協力事業の募集では、1 回目 10 件、2 回目 11 件の応募が

あり、1 回目 8 件、2 回目 8 件の案件を採択した。うち 1 件は埼玉県がタイ・レムチャバン市

と共同で未処理汚水の半減を目指す「レムチャバン市下水道インフラ維持管理支援プロジェクト」

で、ファスト・トラック案件として通常プロセスよりも先行して採択し、通常の立ち上げ開始よ

りも早く開始できるよう手続きを進めた。 

• 草の根技術協力事業では、コロナ禍においてオンラインを駆使し活動を継続した。ベトナムでは

下水道事業運営能力の向上を目指し、月 2 回の定期的なテレビ会議やデータ取得方法を学ぶワ

ークショップをオンラインで実施した。コロナ禍での継続的な活動が評価され、ハノイ市からは

本事業終了後の後継事業についても打診を受けた。ネパールでは、現地でのロックダウン等の影

響により、妊婦健診受信者数の低下や自宅分娩率が上昇したことを受け、オンラインでの妊産婦

ケアの情報提供を開始する等遠隔での支援を実施した。 

• 草の根技術協力事業において、日本と開発途上地域の人材等の有機的なつながりに重きを置き、

開発途上地域及び日本の地域社会や産業を支える人材の循環を目指す取組である「日本・途上国

循環モデル」を新たに創設した（2020 年度は 7 案件採択）。 

 

（2）地方自治体との連携強化を通じた地域活性化への貢献 

• 機構は岩手県陸前高田市（2 名）、茨城県、埼玉県横瀬町、横浜市、島根県海士町（2 名）、熊

本県に職員を出向させ、開発途上地域での協力事業や研修事業、ボランティア事業等との連携な

どにより、当該自治体の課題解決・活性化に取り組んだ。また、茨城県、埼玉県、横浜市、兵庫

県、神戸市、島根県海士町、北九州市、熊本県、沖縄県との包括的な連携協定に基づき、各自治

体の国際協力や草の根技術協力実施の支援、国際人材の育成等に貢献した。連携協定については、

上記のほか北海道、茨城県古河市、横浜市教育委員会等とも協議を進めた。あわせて、全国の各

都道府県の国際協力協会等に合計 49 人（2020 年度末時点）の国際協力推進員を配置し、自治体

が実施する国際協力事業をともに推進しているほか、中部センターに地域連携アドバイザーを配

置し、所管地域の全体の結節点として、機構内外のリソースを活用した事業促進に貢献した。 

• 熊本県との包括連携協定に基づく取組推進：熊本県では、包括連携協定に基づき 2020 年 6 月か

ら熊本県庁国際政策相談役兼熊本県立大学国際教育センター兼務で機構職員が出向し、国際協力

人材の活用や開発協力経験をいかした熊本県の国際政策支援等を実施した。豪雨被害に遭った被

災地の復旧・復興のための官民連携ボランティア派遣や、国際協力人材を活用した地域おこしの

支援を行った。このほか、熊本県立大学・熊本県教育委員会とともに、県内高校への SDGs/ 国際

理解教育を協力隊関係者等にも参画してもらい、開始した。熊本県での一連の取組は地元新聞や

全国紙の地方版等でも取り上げられた。 

• 自治体への出向者による地方創生への取組：島根県海士町では、2 名の出向者による海士町と国

内・海外をつなげる取組の支援が進み、文部科学省 Edu-Port ニッポン公認プロジェクト採択や草

の根技実協力事業（地域活性化特別枠）の採択につなげた。さらに、島前地区 3 町村（海士町、

西ノ島町、地夫村）が東京オリンピック・パラリンピック大会 2020 のミクロネシア連邦のホス

トタウン登録することを実現させた。これらの機構職員の取組が評価され、内閣官房オリパラ事

務局からは海士町出向者が「ホストタウン・リーダー」に選出・表彰された。 

• 特別嘱託（国内貢献型）の創設：専門家人材を通じた内外一元化（開発途上地域の課題解決とそ

の成果の日本社会への還元）を実現し、国内での地方創生や外国人材の受入れに貢献するために、
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国内で活動を行う「特別嘱託（国内貢献型）」を創設した。国土交通省四国運輸局と連携覚書を

結び、コロナ禍で失ったインバウンド需要の再創出に向け、特別嘱託（国内貢献型）の第一号を

派遣し、四国地域の観光コンテンツ造成やインバウンド受入態勢整備等を進めた。 

• 埼玉県横瀬町役場では、機構職員が出向し、横瀬町官民連携プラットフォーム事業「よこらぼ」

の運営支援や町の総合振興計画の策定等に従事した。「よこらぼ」では、企業等の実施したいプ

ロジェクトを横瀬町のフィールドや資産を活用しサポートを行うもので、161 件の提案があり 

91 件が採択された。（2020 年度末時点）本事業の取組はメディアにも多く取り上げられ、案件

が案件を呼ぶ好循環が生まれ、町の知名度向上に大きく寄与した。 

• 2020 東京オリンピック・パラリンピックに向け、秋田県にかほ市がリベリアのホストタウンとな

った。ホストタウン登録に向けた同市のイベント・広報を、秋田県に配置する国際協力推進員が

支援した。また、群馬県片品村がホンジュラスのホストタウンとなるなかで、機構職員、海外協

力隊 OV、待機中の海外協力隊員が出前講座の実施やイベント企画等の支援を行った。 

• 上記取組を発信すべく、各国内拠点で自治体と連携したイベント開催、全国・地方新聞への取材

対応、機構ホームページに自治体連携の優良事例の紹介、一般社団法人国土政策研究会発刊「国

土と政策」への「国際協力を通じた JICA の地域活性化への取り組み」等の紹介を行った。 

 

（3）外国人材受入環境整備への貢献 

• 国際協力推進員（外国人材・多文化共生）の新規配置：各都道府県で外国人材受入・多文化共生

を進めるための国際協力推進員制度を新たに立ち上げ、2020 年度に 10 名の国際協力推進員（外

国人材・多文化共生）を配置し、センターや国際協力協会等で、当該県の外国人材受入・多文化

共生のための取組や課題分析を開始した。また、北海道・中部・関西・九州では国内拠点におけ

る調査・パイロット事業が実施済/実施中であるほか、横浜・東北・四国・東京でも調査実施準備

を進めた。なお、北海道では、同調査を踏まえ、草の根技術協力の国内活動や開発教育支援にお

ける留学生の活用や、技能実習生不足を補うため、道庁農政部にも働きかけ、在留外国人と農家

とのマッチング支援といった具体的取組を実施した。在留外国人で就業を希望するが日本語が出

来ない人に対し、機構が研修コーディネーターを通訳として傭上し、必要に応じて行政へのアク

セス等もサポートした。 

• 横浜センターでは県教育委員会と協力し、機構事業の成果品を活用し、外国につながる児童・生

徒支援のための教材翻訳を支援した。また、関西センターでは、在住外国人の防災リーダー育成

に向けた支援を行った。多文化共生×防災 JICA ワークショップは、関西のみならず埼玉県等に

ある約 10 のベトナム人団体から 22 人が参加し、オブザーバーとして自治体、国際交流協会、

技能実習監理団体、技能実習生受入企業、市民団体、海外協力隊のベトナム OV 等 32 人が参加

した。さらに、各拠点で在留外国人支援策・多文化共生セミナー等の実施を推進した。 

• 自治体としては初めて、茨城県と外国人材受入れに関する連携覚書を締結した。同覚書は外国人

材受入れを積極的に進める茨城県側からの強い要望に基づき締結されたものであり、今後外国人

材の受入促進、県内企業の海外展開支援や人材育成、外国人材と県民の相互理解促進などの同県

の取組を支援するものである。 

 
（4）SDGs 達成に向けた貢献 

• 草の根協力事業では、「水と衛生（SDGs Goal 6）」、「健康福祉（SDGs Goal 3）」、「質の高い
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教育（SDGs Goal 4）の達成に貢献する自治体等と連携する事業が多数展開された。 

• 中部センターは、国連地域開発センター（UNCRD：United Nations Centre for Regional  

Development）が企画・推進する中部圏の「SDGs プラットフォーム立ち上げ構想」に自治体や中

部経済連合会とともに参画し、産学官で当地域の SDGs 推進を目指すアイデアの実現等を支援し

た。また、宮城県東松島市が内閣府による「SDGs 未来都市」への指定を受け、SDGs 推進のため

の計画づくりを進めるなかで、多文化共生社会構築への支援、海外への復興事業への発信等を盛

り込む形で計画策定を支援した。 

• 国内における SDGs 認知度の向上と、一般市民が開発途上国の SDGs 達成に貢献できる機会を

作るため、企業、自治体及び NGO/CSO と協働した新規寄附金事業「SDGs 寄附金事業」を立ち

上げるべく、パイロット事業立ち上げのための準備を開始した。 

 
（5）事業上の課題及び対応方針 

新型コロナの感染拡大を受け、各受託団体の従事者は原則帰国し日本国内での活動が中心となった。

渡航再開は受託団体の責任者が確認することとなっているが、特に草の根技術協力を受託する自治体

では、短期渡航で対応することが多いため、現地での活動を再開できないケースが相次いでいる。あ

わせて、現地調査を実施できないため、採択案件済における開始遅延等の課題が出ている。渡航再開

については、各国の最新情報を逐次に受託団体に伝え、渡航再開や遠隔事業実施に向けた対応を進め

る。特にコロナ禍で計画策定のための短期渡航が困難な現状を踏まえ、オンラインでの調査・計画策

定をしていくための支援業務を 2021 年度に開始すべく取り組む。 

 

 
  No.7-3 NGO/ 市民社会組織（CSO）  
 

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

アクター別の草の根

技術協力事業の実績

（NGO/CSO）相談件

数 /応募件数 

相談：450 件 119 

応募：27 件 120 

相談：459 件 

応募：79 件 

相談：683 件 

応募：71 件 

相談：672 件 

応募：69 件 

相談：1,087 件 

応募：59 件 

相談：件 

応募：件 

 

（1）NGO/CSO との連携促進・強化、担い手のすそ野拡大 

• 2020 年度は、NGO － JICA 協議会をオンラインで 2 回開催し、草の根技術協力事業の質の向

上やNGO-JICA の連携強化に向けた方策等を協議するとともに、協議会の運営を行う NGO と機

構双方のコーディネーターによる会議等を通じて、きめ細やかな協議を進めた。また、協議会と

は別に NGO・機構の若手勉強会を開催し、難民支援、外国人材支援・多文化共生、DX・オンラ

イン支援等のテーマに延べ 473 人が参加を得て、計 4 回互いの知見やナレッジの共有を進めた。 

• NGO 等の有する独自性・自発性・現地での強みをいかした連携協働事業である草の根技術協力

事業において、2020 年度は新型コロナの影響を受けつつも、パートナー型で 10 件、地域活性化

 
119  2015 年度実績 
120  2013-2015 年度実績平均（実績は 80 件） 



7-10 
 

特別枠 16 件、支援型で 23 件を採択した。 

• 初めて国際協力を行う団体が参加するJICA 基金活用事業（1 件100 万円）を10 件採択した。そ

の他、NGO の活動を支援する NGO 主催イベントへの協力、機構職員の NGO インターン派遣

等の人事交流、意見交換の実施による相互の連携・対話を進める等、連携強化の取組を進めた。 

 

（2）NGO/CSO の知見をいかした事業実施、質の向上の取組 

• NGO/CSO 等に対し、事業実施上必要となる関連知識や情報を広く提供するとともに、組織運営

や事業実施に係る能力強化を行うことを目的とする NGO 等提案型プログラムを 11 件実施し

た。具体的には、SDGs ファシリテーターの育成、危機管理・安全管理研修プログラム、広報や

ファンドレイジング等のプログラムを実施した。 

• その他、開発途上地域における事業実施に際して必要となる NGO 等の能力強化に資する研修

（事業マネジメント、現地調査実践、モニタリング・評価）を機構国内・外の拠点で実施した（計 

44 回、延べ 608 人）。また、新型コロナ感染拡大を踏まえ、これら研修をオンラインで実施す

るとともに、研修（計画・立案）の一部でマルチメディア教材の作成を進めた。 

• 草の根技術協力等現地での市民参加事業の活動のバックアップや案件形成等を支援するため、約

20 か国に NGO ジャパンデスクを設置し、当該国における本邦 NGO の活動支援を行っている。

2020 年度は新たにインドにおいて、現地で活動登録を行っている約1,000 団体の情報をリストア

ップし、現地パートナーを求める NGO/CSO や企業等に向けて機構ウェブサイトに公開するとと

もに配付用冊子を作成した。 

• 「市民参加事業ポータル」を新たに立ち上げ、市民参加事業の草の根技術協力事業、国際協力推

進員、NGO 提案事業、NGO デスク等のマニュアル・執務要領、各種フォーマット等を一覧・検

索でき、機構内の国内機関・在外担当者が実務でいかせるよう整備した。また、制度創設以降初

めての経費実態調査を実施し、調査結果を踏まえた間接経費率の適正化や各種制度の合理化を進

め、NGO 等にとってより使いやすく事業実施に注力できる魅力ある制度にすべく、「草の根技術

協力事業にかかる経理処理ガイドライン」及び「草の根技術協力事業にかかる経理処理ガイドラ

イン」の改正を進めた。 

• 2020 年度より各課題におけるクラスター協議（国内リソース拡大）等の検討を進め、課題別に草

の根技術協力事業の採択済み及び実施中案件を取りまとめ、市民参加事業において連携実績があ

るアクターの機構内他事業での連携のための情報共有や、事業の主流化・政策化を促進のための

情報共有を進めた。また、教育・保健分野等で草の根技術協力事業に参画した NGO がコンサル

タントと共同体を組んで技術協力事業（調査、専門家、研修等）に参画し、NGO による ODA 事

業への参画機会の拡大が促進された。 

• 草の根技術協力事業から相手国政府の政策等につながる事例が、教育、保健、障害者支援分野等

で確認された。例えば、セーブザチルドレンが取り組む草の根技術協力「モンゴルにおける子ど

もの権利・保護法設立後の要保護児童支援制度定着化支援事業」では、現地で活動するドナーと

協力し、政府機関の人材能力体制強化、政策提言等を実施し、作成したマニュアル及びガイドラ

インが採用され制度として定着が図られた。 

• 「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）」の創設：一般社団法人ザ・グロ

ーバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン（ASSC：アスク）を軸に、

日本で外国人労働者を受け入れる企業、業界団体、弁護士、学識経験者、市民社会等と連携し、
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ASSC と機構が共同事務局として、「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI：

Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society）」を任意団体として設

立した。外国人労働者を巡る人権・労働問題が国内外で指摘されるなか、同プラットフォームで

の活動を通じ、外国人労働者の適正な受入に貢献し、「世界の労働者から信頼され、選ばれる日

本」となり、包摂的な経済成長と持続的な社会の実現を目指すものである。2020 年 11 月の JP-

MIRAI設立以来、企業・団体会員 149 団体、個人会員 52 人（2020 年度末時点）と、日本を代表

する大企業や中小企業を束ねる業界団体も加盟、メディア掲載 20 件以上と大きな反響を呼んだ。

設立後、JP-MIRAI による緊急支援として、会員企業の協力もありコロナ禍で帰国困難となった

ベトナム人への就業支援を行った。 

 

（3）新型コロナ感染拡大下での事業対応 

• コロナ禍において甚大な影響を受ける脆弱層支援や渡航制限下での事業継続を臨機応変に行う

べく、草の根技術協力事業において実施中案件の活動内容の拡充や終了後案件の事後調査活用を

通じた柔軟な対応を行った。実施中案件の拡充として、8 案件でコロナ禍によりニーズが高まっ

た現地活動（障害者や高齢者の在宅リハビリ支援、災害時の感染症対策、手洗い運動、若年失業

者を対象とした農業研修等を実施）を追加したほか、残る 59 案件においても、順次計画の見直

しに向けた調整を行った。 

• 具体的には、バングラデシュで「特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会」

が実施する地域防災の案件において、地域内のサイクロンシェルターへ衛生資材備蓄・手洗い場

設置をするとともに、コロナ禍での避難経験調査や感染予防に留意した避難に係る住民啓発等を

実施した。また、ネパールで「特定非営利活動法人ラブグリーンジャパン」が実施する農業案件

においては、新型コロナに起因する若年層失業者（出稼ぎから急きょ戻った人、出稼ぎが中止に

なった人）を対象とした農業研修とマーケティング研修を実施した。 

• 終了案件の事後調査を活用した事例として、「特定非営利活動法人アクション」がフィリピンに

おいて実施した児童養護施設を対象とした案件を踏まえ、コロナ禍においては実施可能な活動を

機構フィリピン事務所と協議し、当団体現地法人と機構フィリピン事務所が現地で委託契約を締

結する形でストレス・マネジメントの教材を新型コロナの文脈に修正する形で活用したオンライ

ンセミナーを実施した。 

• コロナ禍により事業開始が遅れている採択済案件及び契約未締結案件 140 件（2020 年度第 1 回

採択まで）について、可能な限り早期に開始できるよう、実施団体に対して柔軟に事業計画の見

直しに応じる旨のメッセージを発信した。具体的には、現地渡航再開を待たず遠隔での活動開始

を前提とした計画の見直しやプロジェクト枠組みの再検討に向けた協議・調整を行った。 

• また、草の根技術協力事業においてファスト・トラックによる緊急新規案件を採択し、インドネ

シアで「一般社団法人コペルニク・ジャパン」が行う「オンラインビジネスに関する技術協力を

通じた女性支援団体の能力開発及び女性零細企業家の生計向上支援」を採択した。 

 

（4）SDGs 達成に向けた貢献 

• 日本国内における SDGs 認知度の向上と、市民が開発途上地域の SDGs 達成に貢献できる機会

を作るため、2020 年度は企業、自治体及び NGO/CSO と協働した新規寄附金事業「SDGs 寄附金

事業」を立ち上げるべく、パイロット事業立ち上げの準備を開始した。 
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（5）事業上の課題及び対応方針 

• 全世界で新型コロナの感染が拡大するなか、各受託団体の従事者は原則帰国し、日本国内での活

動が中心となった。渡航再開は受託団体の責任者が確認することとなっているが、活動地の制約

等から現地活動が再開できない事例が相次いでいる。あわせて、現地調査を実施できないため、

採択案件における開始遅延等の課題が出ている。2021 年度も渡航再開については、各国の最新情

報を逐次受託団体に伝え、渡航再開や遠隔事業実施に向けた対応を引き続き進める。また、特に

コロナ禍で計画策定のための短期渡航ができない現状を踏まえ、受託団体がオンラインで調査・

計画策定ができるための支援業務を 2021 年度中に立ち上げる予定である。 
 
 

  No.7-4 大学・研究機関  
 

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

アクター別の草の根技術協力事

業の実績（大学・研究機関）相談

件数 / 応募件数 

相談：140 件 121 

応募：10 件 122 

210 件 

34 件 

217 件 

26 件 

228 件 

29 件 

549 件 

27 件 

件 

件 

新 規  SATREPS 協 力 及 び

SATREPS 案件の結果を踏まえ

て形成・採択された新規協力数 

11.75 件 123 13 件 11 件 12 件 12 件 件 

大学との連携による戦略的な育

成人材数（長期研修等） 
59 人 124 1,004 人 721 人 692 人 822 人 人 

 

（1）JICA 開発大学院連携 

• 「日本理解プログラム」（共通プログラム）：2020 年度は新型コロナ感染防止のためにオンライ

ンを活用した上で、実施規模を拡大して計 7 回開催し、機構研修員等 170 人の参加を得た。ま

た、順天堂大学とも連携し、新型コロナ感染防止対策を含む日本の保健医療政策について特別講

義を実施した。受講対象者の更なる拡充に向けて、放送大学と共同制作した講義番組「日本の近

代化を知る 7 章」を同学の生涯学習支援チャンネルである「BS キャンパスex」で毎月繰り返し

放送した。さらに、同講義番組をオンライン授業として、インターネットを介したオンデマンド

により視聴する機会の提供を試行開始した。加えて、コンテンツの充実化を図り、放送大学と上

記「日本の近代化を知る 7 章」の続編を制作し、放送を開始した。 

• 「JICA チェア」：日本の開発経験等を学ぶ機会を国外にも広げるため、開発途上地域各国のト

ップクラスの大学等を対象に、日本研究の講座設立支援を行うプログラム「JICA チェア（JICA 

 
121  2015 年度実績 
122  2013-2015 実績平均（実績は 30 件） 
123  前中期目標期間（2012-2015）実績平均（実績は 47 件） 
124  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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日本研究講座設立支援事業）」を開始した。ブルガリアのソフィア大学や、タイのタマサート大

学等で、放送大学と共同で制作したビデオ教材「日本の近代化を知る 7 章」を活用するとともに、

日本の大学教員が遠隔による講義を実施した。海外の要人からの期待も高く、同教材は将来的に

各国の大学で利用することを目的に、多言語（ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア

語、ペルシャ語）に翻訳を行った。また、JICA チェアに関するパンフレットを作成し、機構のウ

ェブサイトで概要や事例を紹介し、広報を行った。 

• 地域理解プログラムを新型コロナ感染予防対策を徹底しつつ 7 国内拠点で実施した。遠隔講義

や視察を含めたプログラムを実施し、地域ならではの特色ある経験を伝えることで、日本理解の

深化、地域の方々との直接のふれ合いの場を提供するとともに、各現場で様々なアクターがどの

ように連携して開発を進めたのかを学ぶ貴重な機会とすることができた。 

•  開発途上地域の知日派リーダー育成に資するべく、各専門分野での日本の開発経験等を伝えるた

め、機構と各大学が協働して設置・提供する授業科目からなる個別プログラムの開発・実施を推

進した。2020 年度は 23 大学で個別プログラムが実施された。本プログラムでは、機構関係の留

学生のみならず国費外国人留学生等のほかの留学生や日本人学生も共に学ぶ機会を提供した。 

• JICA 開発大学院連携のウェブサイトを拡充し、JICA チェアの開始やビデオ教材「日本の近代化

を知る」7 章の続編完成など新しい取組を積極的に紹介した。また、JICA 留学生や教員のインタ

ビュー記事をウェブサイトに掲載し、日本理解プログラムや地域理解プログラムの参加を通じた

学びや、各大学におけるプログラムの実施の手ごたえについて、現場の声を届けることで事業へ

の理解や意義を発信した。 

 

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

• 留学生の来日に向けた取組：コロナ禍のなか、機構が追加的防疫措置を講じることを条件に機構

関連の留学生の来日許可を得て、571 人を 10 月より 12 月上旬にかけて順次来日を実施した。

10 月 7 日より、5 つの国内機関における政府が定めた待機を行うことで留学生の来日を開始し、

約半年で 571 人の留学生の来日を実現した。加えて留学生が来日を待つ間も、遠隔講義の枠組み

を導入し、学びの断絶を回避する措置を取った。来日留学生からは、待機期間中の日本のおもて

なしへの感謝や、学びの環境の充実への感謝が示された。 

• ABE イニシアティブ：機構は 2020 年度の「ABE イニシアティブ 3.0」第 2 期生（2014 年から

は第 7 期生）となる 50 人を受け入れ、36 人に各国より遠隔で日本の大学に入学、授業を受講

できるよう調整した。また、ABE イニシアティブ 3.0 の下で開始されたビジネスプログラムで

は、ABE イニシアティブ研修員以外の長期研修員等にもプログラムを提供した。アフリカからの

留学生計 285 人に対して日本企業との交流会等のネットワーキング機会の提供や、新たな取組

として起業家研修の実施、従来の日本語研修の拡充等、ビジネススキル向上のためのビジネスプ

ログラムを提供した。そのうち 71 人へ日本企業での短期インターンシップの機会を提供した。

インターン受入登録企業数は 2020 年度には、616 社まで増加した。修了生のなかには、南アフ

リカで日本企業に就職し、現地での新規ビジネス立ち上げに貢献している事例や、現地で起業し 

NINJA ビジネスコンテストの優秀企業に選ばれた事例、再生可能エネルギー事業を行う日本の企

業に就職した事例等、実際に産業振興に貢献する事例が増加した。また、修了後ケニア国立ジョ

モ・ケニヤッタ農工大学に復職した修了生は、コロナ禍において患者の増加により需要の急増が

見込まれる人工呼吸器の開発に貢献した。 
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• 人材育成奨学計画（JDS）：新型コロナの影響により来日が困難な状況が続き、多くの留学生が

遠隔授業を余儀なくされた。しかし、新規大学 2 校を含む 31 大学 50 研究科へ 367 人が入学

し、2019 年度同様に留学生受入を実現した。その結果、2000 年からの累計受入人数は 5,000 人

を超えた。2020 年度は、JDS 修了生の主要ポストでの活躍も目覚ましく、特にミャンマーでは 1 

期生が 9 月に外務省事務次官から在京大使に、また 2 期生が 5 月に ASEAN 常駐代表に就任

するなど、日本にとっての外交政策上の重要ポストへの就任が相次いだ。また、女性の JDS 帰国

生初の大臣として、タジキスタンで 6 期生が労働大臣に任命される等、継続的な事業実施による

成果が各実施国で着実に現れている。 

• JICA 留学生に対する横断的なプログラムの実施：2019 年度まで ABE イニシアティブ、イノベ

ーティブ・アジアほか、個別の留学コースごとに研修等を実施していたプログラムについて、2020 

年度以降、機構留学生に対し横断的に合同プログラムを実施することとした。2020 年 8 月、2021 

年 3 月 JICA 留学生のためのネットワーキングセミナーをオンラインにて開催し、2020 年 8 月

は約 200 人、2021 年 3 月は約 160 人が参加し JICA 開発大学院連携の概要、機構理事長との

意見交換、「イノベーション」や「リーダーシップ」をテーマとする講義やディスカッションを

実施した。合同プログラム後には、各留学コースを主管する機構内の部署による個別プログラム

を開催し、各地域における機構事業の説明の他、留学生との意見交換を行った。2020 年 11 月、

2021 年 3 月には ABE イニシアティブ、イノベーティブ・アジア、シリア JISR 等、インターン

シップ実施対象者向けに企業交流会を 2 日間開催した。2020 年 11 月には企業 16 社と研修員

延べ 240 人、2021 年 3 月には企業 54 社と研修員延べ 183 人が参加し、インターンシップ実

施に向けた情報提供や意見交換等を行い、留学生と日本企業とのネットワーキングの機会を創出

した。留学コース横断的に実施することにより、案件の枠組みを超えて、機構の留学生間のネッ

トワークが形成され、また同プログラムの交流会に参加した日本の企業にとっては、様々な地域

の機構の留学生とネットワークを形成できる機会となり、グローバル化、海外展開に資する等の

成果が得られた。また、2019 年度までは主に民間企業でのインターンシップを実施していたが、

2020 年度より行政官である SDGs グローバルリーダーコースの研修員については、国土交通省、

林野庁でのインターンシップを実施し、母国の課題解決のために各省庁の知見や技術を学ぶとと

もに、人的ネットワークの形成が促進された。 

• イノベーティブ・アジア：2020 年度は新たに 71 人を大学の IT、IoT、AI を中心とした理工系分

野の学位課程に受け入れた。2020 年度は新型コロナの影響により、インターンシップの実施が危

ぶまれたが、受入先と協力の上、遠隔と対面を組み合わせた柔軟な受入を実現し、延べ 73 人が

インターンシップを実施した。加えて 11 月には 2 日間に渡り完全遠隔による企業交流会を実施

し、延べ 81 人が参加した。 

• シリア「平和への架け橋・人材育成プログラム（JISR）」：2020 年度は第 4 年次として日本の

大学の修士課程に就学する 6 人の研修員を受け入れた。またインターン機会の獲得及び就業支

援を目的に、日本企業との交流機会を含む企業交流会・日本語学習プログラムを 8 月と 12 月に

オンラインにて開催し、累計 44 人が参加した。2021 年 3 月までにプログラムを修了した第 1 

年次の研修員 14 人のうち 12 人、第 2 年次の研修員 5 人が日本企業等に就職した。 

• 国際社会人 Dr. コース：開発途上地域の幹部行政官・中核研究者等の候補者の育成を通じ、日本

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

大学の博士課程に在籍し、育成の機会を与えることを目的としている。2020 年度は名古屋大学、
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九州大学並びに横浜国立大学で新たに 4 人を受け入れ、累計 26 人となった。 

 

（3）担い手の裾野拡大 

• 機構の精力的な働きかけを通じて、JICA 開発大学院連携に賛同し、機構・大学の事務合理化を推

進するための新たな留学生受入方式による覚書を締結した大学は、保健医療、ICT 分野等の受入

候補となる大学を含め、2019 年度末の 82 大学から 89 大学に拡大した。また、覚書締結済の大

学のうち 64 大学の参加を得て、JICA 開発大学院連携のプログラムの質の向上と、大学との連携

体制の強化方策を促進するための JICA 開発大学院連携に関する第 3 回連絡協議会を開催し、

ポストコロナにおける人材育成事業の在り方をテーマに、保健医療分野及び水道分野における優

良事例を共有し、意見交換を行った。 

• SATREPS に関しては、2019 年度に募集を行なった案件（応募 115 件）から、2020 年度に 12 案

件が採択された。このなかで、新たに SATREPS 事業を実施する 4 機関（玉川大学、早稲田大学、

順天堂大学、理化学研究所）の案件が含まれており、SATREPS 事業を実施する研究機関が拡大

した。 

 

（4）地球規模課題に対する新規事業の形成、事業成果の他の援助手法への展開 

① SATREPS 事業 

• 2020 年度に 12 案件（環境・エネルギー分野 4 案件、生物資源分野 3 案件、防災分野 3 案件、

感染症分野 2 案件）を採択した。このなかで、京都大学がウズベキスタンで実施する「アラル海

地域における水利用効率と塩害の制御に向けた気候にレジリエントな革新的技術開発」は、同国

で実施される初めての SATREPS 事業となった。また、SATREPS 事業の実績は、2020 年度末時

点で実施国累計 52 か国、実施案件総数 157 件となった。 

• SATREPS 事業の募集前相談、募集説明会の実施、募集期間中の質問対応等、応募者に対しきめ

細やかな対応を行い、応募し易い環境を整備・実施した。 

• 2020 年度は全世界がコロナ禍に苦しむなか、ブラジルでは実施中の SATREPS 案件「ブラジル

と日本の薬剤耐性を含む真菌感染症診断に関する研究とリファレンス協力体制強化プロジェク

ト」に関係するカンピーナス州立大学（UNICAMP）、千葉大学、機構専門家らが中心となり国際

臨床研究チームを立ち上げ、日本及びブラジルの医療従事者による新型コロナウイルス感染症の

最新症例や院内感染防止策等の知見を共有するための症例報告会を計 10 回（最終化する段階で

要確認）開催した。さらに、本プロジェクトに協力している栄研化学㈱が開発した新型コロナウ

イルス検出試薬が同社より本プロジェクトに無償提供され、同キットの性能評価試験がブラジル

で実施されることになり、同国での検査体制強化に寄与した。UNICAMP はサンパウロ全州の 

25％の検査を担っており、ブラジル側の期待も大きい。またこの取組に当たっては、機構、千葉

大学、UNICAMP、栄研化学は四者覚書「ブラジルにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）検査拡大のためのパートナーシップ（PACT Brazil：Partnership for Accelerating COVID-19 Testing 

in Brazil）」を締結し、21 年度以降も活動が継続される見込みである。 

 

（5）SDGs 達成に向けた貢献 

① SATREPS 事業 

• 2020 年度は 2014 年度に採択された 10 案件が終了したが（内訳：感染症 3 件、環境・エネルギ
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ー 3 件、生物資源 2 件、防災 2 件）、各々の案件においてプロジェクト目標を達成し、これに

より対応する SDGs 目標に寄与した。 

• 2020 年度の新規事業 12 件については、SDGs Goal 2（飢餓）に貢献するものが 2 件、SDGs Goal 

3（保健）2 件、SDGs Goal 9（イノベーション）2 件、SDGs Goal 11（都市）、SDGs Goal 12（生

産・消費）、SDGs Goal 13（気候変動）がそれぞれ 1 件、SDGs Goal 15（陸上資源）に貢献する

ものが 3 件である。 

 

（6）事業上の課題及び対応方針 

• 新型コロナ拡大の影響により不安な状況におかれている留学生に対し、定期的な健康観察や、メ

ンタル面のサポート等を実施し、研修目的の達成に向け、追加的な支援を引き続き実施していく。 

• SATREPS の新規案件の立上げに関しては、通常調査団派遣による研究体制・内容の確認等行う

が、コロナ禍により現地渡航ができないため、オンライン形式により基本的な内容を確認して研

究を開始できる要件を整えた。ほかの案件も含め、現地渡航が制約されるなか、研究活動を進め

る工夫を一層進める。 

 

 
  No.7-5 開発教育、理解促進等  
 

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

教師海外研修の参加者数 166 人 125 157 人 101 人 113 人 0 人 人 

地球ひろば体験ゾーン来場者数 2.9 万人 126 4.5 万人 4.6 万人 4.1 万人 0.71 万人 万人 

地球ひろば利用者満足度アンケ

ート結果（5 段階評価アンケート

のうち上位  2 段階の評価の比

率） 

団体・一般 

95％ 

登録団体 

76％ 127 

団体・一般 

95％ 

登録団体 

73％ 

団体・一般 

95％ 

登録団体 

72％ 

団体・一般 

96％ 

登録団体 

76.7％ 

団体・一般 

97％ 

登録団体 

79％ 

団体・一般 

％ 

登録団体 

％ 

 

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

① 教員向け研修の効果的・効率的実施 

• 開発教育指導者研修：地域における開発教育の推進者になり得る、教師海外研修参加者、JICA 海

外協力隊経験者等全国から 24 人の教員を対象に、「私たちと世界のつながり」をテーマに、2019 

年同様日本国際理解教育学会の協力を得てオンラインで実施した。同研修では有識者による公開

セミナーも実施し、約 140 人が参加した。また、国内拠点でも、現場教員のニーズや関心の高い

SDGs や多文化共生を重点的に取り上げた研修を、新型コロナの影響からオンラインでの実施を

含め全拠点合計 64 回開催した。オンラインを導入した結果、遠隔地の教員が増加するなど、1,807 

人が参加した。国内拠点主催の研修は、地球ひろば主催の研修に加えて、教育委員会などの外部

 
125  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
126  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
127  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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関係機関との連携を積極的に進めて講師派遣などによる研修を展開しており、2020 年度は新型

コロナウイルスの影響を受けつつも、8,523 人の実績をあげた。 

• 教師海外研修：教師海外研修（一般コース・教育行政コース）は、新型コロナの影響から海外研

修の中止を余儀なくされたが、国内で実施可能な代替対応として各種研修などを実施した。教師

海外研修（教育行政コース）では、北海道から沖縄まで日本各地の教育委員会や学校等から 10 

人の指導主事や校長等の参加を得て、ルワンダとオンラインで新型コロナへの対応、水・平和の

大切さなど日本とも共通する課題を学び、教育現場にいかすためのプログラムを実施した。 

• 各国内拠点では、次のとおり地域の特性に応じた取組を行った。 

 東京センター：教師海外研修の代替研修として派遣予定国であったザンビア・パラグアイとの国

際協力を軸に、オンラインと対面を組み合せた研修を実施した。開発途上地域と関わりを持ちな

がら活動する企業や、草の根技術協力を実施する自治体へのバーチャルツアー等を内容に組み込

んだ。 

 横浜センター：多文化共生をテーマとし、近隣地域でのフィールドワークを組み込んだ教員向け

研修を実施し、10 人が参加した。その結果、身近にある南米や韓国等のコミュニティについての

理解促進と、外国に繋がりのある児童・生徒への支援や開発教育の実践促進につながった。 

 中国センター：教師海外研修の代替研修として、中国地方 5 県の過年度参加者を対象に研修を実

施し、計 6 人が参加した。「中国地方から考える多文化共生」をテーマにオンライン研修や、平

和学習・人権教育等を学ぶフィールドワークを組み合わせて実施し、成果物としては、研修内容

をいかした教材を作成した。 

 

② 新学習指導要領の施行に向けた取組 

• 2020 年度より順次施行されている新学習指導要領を踏まえ、学校現場での SDGs への関心の高

まりを受け、SDGs も内容に盛り込んだ研修を全国的に実施し、合計 134 回、8,523 人が参加し

た。また、4 回目となる教科書会社向けセミナーを実施し、2019 年度を上回る 16 社 65 人の参

加があった。同セミナーはデジタル化の対応など教科書会社の新たな取組に資するよう、新型コ

ロナが教育現場にもたらした変化を反映した、学校現場のオンライン化や映像教材の取組事例を

紹介した。 

• 教科書会社に向けて教科書に取り上げられそうな機構のイベントの定期的な告知や授業実践の

好事例等の共有を継続して行った結果、2020 年度発行した 6 冊の教科書及び、2021 年度発行す

る 9 冊の教科書へ機構の事業について掲載され、教育関係者の機構への理解が一層進むと考え

られる。 

 

（2）開発教育、国際理解教育の推進に向けた国内拠点の取組事例 

• 既存の研修やセミナーをオンライン化した結果、遠隔地域からの参加者が増加し、事業の面的拡

大へとつながった。内容に在外事務所とのオンラインでの交流を取り入れたことで開発途上国の

様子を、現地を訪問しなくても直に知ることができ、充実した研修となった。 

• また、東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンや外国にルーツを持つ人々の多い地域

でのフィールドワークを通じた教材作成や授業実践、海外協力隊経験者や在住外国人の協力を得

た多文化共生の推進を目的としたセミナーの開催等を通じ、海外渡航ができない状況下、国内の

人的・質的リソースに着目した取組を実施した。 
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• 東京センター：全国一斉休校期間中に、教師海外研修過年度参加者によるネットワークと協力し

て在外事務所（ザンビア、パラグアイ）とつないだオンライン授業を実施した。同授業は群馬県

を除いた東京センター管轄の 1 都 4 県（埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、長野県）で実施さ

れ、約 500 人の生徒が参加した。授業内容は教材として編集し、オンライン環境のない学校での

活用も進めたため、更なる波及効果がみられた。 

• 中部センター：教員向けの研修プログラムとして、過去 15 年間の教師海外研修の成果である学

習指導案（245 人分）を振り返り、今後の研修参加者や海外経験のある教員が活用できるガイド

ブックを作成した。 

• 関西センター：ホストタウンの相手国について住民への周知・理解促進に課題があった自治体に

対し、異文化理解促進のための人材等のリソースや広報のアイデアを提供した。その結果、3 つ

の自治体と連携し、3 か国を題材にしたオンラインセミナーを実施した（エジプトと奈良県天理

市（54 人参加）、ネパールと兵庫県神戸市（120 人参加）、ウガンダと大阪府泉佐野市（67 人参

加））。講師には海外協力隊経験者や研修員を効果的に活用し、広く市民が開発途上国を知るき

っかけを提供した。 

 
（3）地球ひろば等の国内拠点施設等を活用した開発協力の理解促進の取組 

• 新型コロナの影響による緊急事態宣言の発令等を受け、地球ひろば等の施設は臨時休館を余儀な

くされたが、感染対策を講じた上で再開したほか、新型コロナの影響下でも児童生徒などが活用

しやすいオンラインでのプログラム提供等の新たな取組を通じ、開発協力の理解を促進した。東

京オリンピック・パラリンピックと連携した取組も JICA 地球ひろば（スポーツと開発をテーマ

にした企画展の開催、関連イベント・セミナー 10 件（531 人参加）の開催）等で継続的に実施

した。 

• JICA地球ひろば（市ヶ谷）の取組：イベント・セミナーについては早期にオンライン化の対応を

行い、9 月以降は、2019 年の同時期とほぼ変わらない参加者数まで回復した。 

• オンライン化により、日本全国や海外からの新たな参加者を獲得し、地球ひろばの活動の裾野拡

大を図った。また、海外とオンラインでつなげたイベント・セミナーを積極的に開催し、「コロ

ナ禍ではあるが、世界を身近に感じることが出来た」、「（海外からの）アスリートの声を直接

聞けたのが良かった」など 90％以上の回答者が「満足している」との評価も得た。 

• 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、JICA 地球ひろばに来館できなくても利用できる新たなコ

ンテンツの制作を進めた。自宅でも出来る工作動画（4 本）や SDGs を紹介する動画を制作し、

YouTube を通じて発信を行った。 

• なごや地球ひろばでの SDGs と地域をテーマにした取組：「スポーツ× SDGs」をテーマとした

パネル展を開催した（2,316 人来館）。スポーツと開発分野においての機構事業、海外協力隊の活

動紹介に加え、連携協定を結ぶ中京大学の隊員紹介や、海外協力隊の働きかけでマダガスカルの

ホストタウンとなった岐阜県郡上市の取組など、中部地域の特色を紹介した。 

• 「パラオパネル展」（3,685 人の来館）を開催した。これは、伊勢志摩で開催される 2021 年の太

平洋・島サミット（PALM9）を見据え、2019 年 1 月から、パラオ事務所と一丸となって調査団

視察含むパネル展の企画を進めた。実父が三重県出身である故ナカムラ元パラオ大統領の縁によ

る草の根事業、鳥羽水族館との連携による海外協力隊派遣、調査団視察の素材（動画・写真）を

いかしたパネル展を開催した。プラスチック袋有料化のタイミングもあり、生活のなかで環境配
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慮を考えるヒントとして、総合的な学習のテーマとして環境を取り上げている教育現場からも好

評を得た。同展と同時に環境× SDGs をテーマとした企画展を開催し、多数のメディア掲載（新

聞 9 件、TV1 件、ラジオ 4 件、在外報道 3 件）につなげた。 

• ほっかいどう地球ひろばのオンライブツアーへの取組：新型コロナの影響を踏まえ、オンライン

ライブツアーの取組を 2020 年 3 月から開始した。例えば、「中高生国際協力体験プログラムラ

イブツアー」（8 月 23 日）を行い、同オンラインセミナーの様子の動画を YouTube で配信する

とともに、地球ひろば訪問から出前講座へ切り替えた学校への対応として同動画を活用した出前

講座も実施した（参加者 36 人、視聴回数約 500 回）。他にも、「国際理解教育オンラインセミ

ナーライブツアー（YouTube ライブ）」（12 月 13 日）や「札幌市教育委員会初任段階研修オン

デマンド教材として、地球ひろばツアー動画を制作」（1 月）など、積極的な活動を実施した。

また、世界の文化に触れるオンライン配信や教員向け教材として「SDGs ×模擬授業」動画を制作、

更に国際理解教育を掘り下げていきたい方へのコンテンツとなっている。これらの取組により、

対面では関わることが難しかった北海道の地方都市からの参加者を獲得でき裾野拡大につなが

った。 

 

（4）SDGs 達成に向けた貢献 

• 教員向け研修、国際協力出前講座、各種イベント・セミナー等で積極的に SDGs を取り上げた。

特に、教員向けの各種研修では受講者の SDGs への理解促進に貢献するとともに、教育現場に導

入できるよう学習指導案の作成や授業実践を支援した。これらプログラムの参加者は小学生から

大学生、教員、教育委員会、自治体職員、青年会議所、メディアを含む民間企業、NGO/NPO 等

幅広く、日本国内での SDGs の浸透と理解を促進した。 

• 北海道（帯広）センター：2020 年度より帯広市によって開始された「おびひろ市民学」（小中学

生が市民として学ぶべき事項）の一つとして「SDGs」が選定された。これを受け、北海道センタ

ー（帯広）は同プログラムへの協力として、講義・ワークショップ・施設見学を行った。2020 年

度は帯広市の中学生1,345 人が受講し、教員62 人が参加し、国際協力やSDGs の関心拡大に貢献

した。 

• 九州センター：熊本県庁及び熊本県立大学に出向中の職員による、高大連携促進の働きかけによ

り熊本県教育委員会と連携し、熊本県内の全県立・私立高校及び県立中学校に出前講座の宣伝及

び意向確認を行った。2020 年度は熊本県内全高校約 70 校のうち 19 校及び県立中学校 1 校で

SDGs・国際協力をテーマとした出前講座を実施した。 

• 沖縄センター：「おきなわの未来 SDGs アクションプランを作ろう」を企画・実施し、県内中高

生 20 人が、沖縄らしい SDGs の取組を話し合い、アクションプランを沖縄県知事に向けて発表

した。同イベントは沖縄センターのウェブページを経由してライブ配信したほか、イベント終了

後にオンデマンド化し、1 か月半の間同ウェブページから閲覧できるようにした。さらに配信内

容を編集したオンデマンド教材と指導冊子を作成し、今後学校現場での SDGs に係る授業実践で

の活用が期待される。 

 

（5）事業上の課題及び対応方針 

• 新型コロナの影響により、教師海外研修をはじめ教員向け事業の多くが、国内での研修代替対応、

オンライン化・デジタル化などの実施方法や内容の見直しを行った。2021 年度は 2020 年度の取
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組を参考に、オンライン化の利点を意識した一層の取組改善を進める。外国人材受入れの対応の

一環として、開発教育支援事業においては多文化共生に関する取組が求められている。地域の外

国人コミュニティ、NGO・NPO、海外協力隊経験者、過去の研修参加者といった国内リソースと

協力し、外国ルーツの児童生徒への対応といった学校現場のニーズに対応した研修等の継続的な

対応を行う。 

• 2021 年度も引き続き、国内リソースを積極的に活用した研修やセミナーを実施しながら、SDGs 

や多文化共生について市民の理解を深める取組を実施する。また、教材や地球ひろば展示のオン

ライン化・デジタル化を更に促進することで開発教育や国際理解教育の裾野拡大を推進する。 
 

３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
開発現場の様々なニーズの把握や状況に応じた迅速な対応を確保するため、国内の大学、研究機

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

集して事業を推進することを期待する。有識者意見にもあるとおり、多用なアクターの持ち味をい

かすべく、接点がなかったアクターへのアウトリーチ等にも積極的に取り組まれたい。また、こう

した取組を進めるに当たっては、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、各アクターが円滑に連携を

図ることができるよう機構の創意工夫を期待する。 
 

（2）対応： 
開発現場の様々なニーズの把握や状況に応じた迅速な対応を確保すべく、日本国内の大学、研究

機関、ボランティア、自治体、NGO 等が有する強みや経験、資源を活用し事業を推進した。具体的

には以下のとおり。 
ア ボランティア 
国内各地の地方創生等にかかるニーズを収集し、ウェブへの掲載等を通して一時帰国中の隊員に

提供した結果、隊員が主体的に国内アクターにアウトリーチした。これらの取組は待機者への支援

策という観点に加え、国内ニーズに沿った中・長期的な事業価値の拡大にもつながる創意工夫とな

った。また、これらの積極的な取組の結果、これまでに連携実績のない組織・団体等多様なアクタ

ーから関心表明があった。 
イ 地方自治体 
連携協定や覚書、職員の出向、国際協力推進員（一般、外国人材・多文化共生）、地域連携アド

バイザーの配置等の様々なチャネルを通じ、国内拠点がフロントラインとなり、事業推進のための

対話・協議を進めた。自治体との連携協定の基準を見直すとともに、国内拠点で取りまとめている

各自治体との連携状況（連携協定、研修受託、草の根技術協力、技術協力等への協力）を各県シー

トに取りまとめ、参照しやすいよう取りまとめ・発信を行った。機構内でのクラスター検討を通し

て、上下水道、廃棄物、保健、教育等の分野での国内リソース発掘、草の根事業の面的展開、政策

化等の協議を進めた。 
ウ NGO/ 市民社会組織（CSO） 

新型コロナ感染拡大を受け、NGO-JICA 協議会オンラインで 2 回開催し、草の根技術協力事業の

質の向上や NGO-JICA 連携強化促進等を協議した。また協議会とは別に併せて、若手勉強会とし

て難民支援、外国人材支援・多文化共生、DX/ オンライン支援等のテーマで意見交換を行った。そ

の他、NGO 活動を支援する NGO 主催イベントへの協力、機構職員の NGO インターン派遣等の

人事交流、相互の連携・対話を進める等、各レベル・チャネルを通じた連携強化の取組を進めた。 
エ 大学・研究機関 
コロナ禍で来日が制限されるなか、関係機関・大学と協働し、571 人の留学生の来日を実現する
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とともに、JICA 開発大学院連携への賛同大学を拡充し、事業の更なる推進に取り組んだ。特に、

保健医療分野での留学生受入拡充を目指し、順天堂大学との連携覚書を締結するとともに、日本理

解プログラムでは感染症対策の講義を追加した。また、JICA 開発大学院連携に関する第 3 回連絡

協議会では、多くの賛同大学の参加を得て、ポストコロナにおける人材育成の在り方をテーマに意

見交換を行った。さらに、JICA 日本研究講座設立支援事業を開始し、海外の大学への展開を図っ

た。オンラインによる SATREPS 公募説明会を今期累計 2 回実施し、累計 272 人の参加を得た

ほか、9 人の研究者の個別相談にオンラインにて応じた。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  
評定：S 
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果をあげていることに加え、「独立行政法人の評価に

関する指針」（平成26年9月2日総務大臣決定）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準に

ついて」（平成27年3月外務省）に掲げられたS評定の根拠となる質的な成果（法人の自主的な取組

による創意工夫、目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与）を満たしており、当該事業

年度における中期計画の所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認められる。 
具体的には、①一時帰国中及び待機中隊員による遠隔でのボランティア事業の実施や日本国内の

地域課題解決への貢献、②無料職業紹介業免許の取得、③熊本県等自治体への出向者による地方創

生への貢献、④国際協力推進員（外国人材・多文化共生）の新規配置、⑤「責任ある外国人労働者

受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）」の創設、⑥JICA開発大学院連携の発展、及びJICAチェアの

25か国での実施等、特筆すべき成果をあげた。 
 
ア  ボランティア 
◎ コロナ禍における一時帰国中及び待機中の隊員による遠隔でのボランティア事業の実施【②】

：一時帰国中・待機中の隊員よるオンライン会議ツールでの遠隔指導、動画教材の製作・配信、

オンラインイベント・セミナーの開催等を積極的に促進。エチオピアでは、幼児教育隊員作成

の感染予防啓発ポスターを同国保健大臣が高く評価し、配属機関を越えて計20,403枚が印刷・

配布。 
◎ 日本国内の地域課題解決への貢献【⑤】：一時帰国中及び待機中の隊員が、留学生の生活支援

やオンライン母子保健相談等、日本国内の在留外国人を支援。また、外国人技能実習生の来日

が困難な群馬県嬬恋村のキャベツ農家等で隊員が農業生産地支援等を実施するとともに、地元

の人々と外国人とのコミュニケーション促進にも貢献。 
◎ 無料職業紹介業免許の取得【③】：協力隊OVが語学力や異文化理解力等の能力をいかし、地方

創生や地域における多文化共生の推進等の社会還元を実施することを一層後押しするために、

機構が無料職業紹介業の免許を取得。 
○ 一時帰国中及び待機中の隊員を対象とした自己研鑽・能力強化のための職種別及び課題別セミ

ナーを実施。また、派遣前訓練や派遣中の活動に利用し得る教材やツールの電子化を推進。 
〇 ロールモデルとなるOVの活躍を都道府県別にまとめたリーフレット「日本も元気にする青年

海外協力隊」を制作・配布。 
〇 一時帰国中及び待機中の隊員による社会還元活動や特別派遣前訓練を実施。その結果として、

日本オリンピック委員会、国際大学、まちひとしごと創生本部、ASICS 等との連携協定や覚書

等を締結。 
〇 現職教員特別参加制度の新たな運用を導入。 
 

イ 地方自治体 
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◎ 熊本県との包括連携協定締結に基づく取組推進【⑤】：熊本県庁国際政策相談役兼熊本県立大

学国際教育センター兼務で機構職員が出向。特に、豪雨被害に遭った被災地の復旧・復興のた

めの官民連携ボランティア派遣、国際協力人材を活用した地域おこしの支援、県内高校への 
SDGs/ 国際理解教育等を実施し、地元新聞や全国紙の地方版等に掲載。 

◎ 自治体への出向者による地方創生への取組【⑤】：島根県海士町で文部科学省 Edu-Port ニッポ

ン公認プロジェクト採択、草の根技実協力事業採択、東京オリンピック・パラリンピック大会 
2020 のミクロネシア連邦のホストタウン登録の実現に機構からの出向者が貢献。同出向者は

内閣官房オリパラ事務局から「ホストタウン・リーダー」として選出・表彰。 
◎ 国際協力推進員（外国人材・多文化共生）の新規配置【⑤】：外国人材受入・多文化共生に向

けた国際協力推進員制度を新たに立ち上げて 12 名を配置。各地域で国内拠点における調査・

パイロット事業を準備又は実施し、例えば北海道では、草の根技術協力の国内活動や開発教育

支援における留学生の活用や、技能実習生不足を補うための在留外国人と農家とのマッチング

支援といった具体的取組を推進。 
〇 東ティモール、サモア、マラウイで廃棄物対策や水供給分野における自治体のノウハウを活用

した技術協力を実施。 
〇 草の根技術協力事業で、開発途上地域及び日本の地域社会や産業を支える人材の循環を目指す

取組である「日本・途上国循環モデル」を新たに創設。 
〇 四国運輸局と連携覚書を結び、観光分野での協力に向けた「特別嘱託（国内貢献型）」の第一

号を派遣。 
〇 各拠点で在留外国人支援策・多文化共生セミナー等の実施を推進。また、自治体としては初め

て、茨城県と外国人材受入れに関する連携覚書を締結。 
 

ウ NGO/CSO 
◎ 「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）」の創設【②⑤】：日本で外国

人労働者を受け入れる企業、業界団体、弁護士、学識経験者、市民社会等と連携し、ASSC と
機構が共同事務局として、「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）」を

設立。設立以来、企業・団体会員 149 団体、個人会員 52 名と、日本を代表する大企業や中小

企業を束ねる業界団体も加盟。 
〇 NGO-JICA 協議会をオンラインで 2 回開催。また、NGO・機構の若手勉強会を開催し、難民支

援、外国人材支援・多文化共生、DX・オンライン支援等のテーマに計 4 回延べ 473 人が参加。 
〇 草の根技術協力事業のうちパートナー型 10 件、地域活性化特別枠 16 件、支援型で 23 件を

採択。初めて国際協力を行う団体向けの JICA 基金活用事業を 10 件採択。また、NGO/CSO 等
の組織運営や事業実施に係る能力強化を目的とする NGO 等提案型プログラムを 11 件実施。

さらに、NGO 等の能力強化に資する研修を計 44 回延べ 608 人に実施。 
〇 コロナ禍で甚大な影響を受ける脆弱層支援や渡航制限下での事業継続を臨機応変に行うべく、

草の根技術協力事業で実施中案件の活動内容の拡充や終了後案件の事後調査活用を通じた柔

軟な対応を実施。 
 
エ 大学・研究機関 
◎ 「日本の近代化を知る 7 章」の続編の制作、日本の保健医療政策に関する特別講義の実施

【②】：オンラインで計 7 回開催、機構研修員等 172 人が参加。順天堂大学と連携し新型コ

ロナ感染防止対策を含む日本の保健医療政策について特別講義を実施。放送大学との共同制作

番組「日本の近代化を知る 7 章」の続編を制作し、放送開始。 
◎ 「JICA チェア」の 25 か国への展開【②】：開発途上地域各国のトップクラスの大学等を対

象に、日本研究の講座設立支援を行うプログラム「JICA チェア（JICA 日本研究講座設立支援
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事業）」を開始、25 か国に展開。ソフィア大学（ブルガリア）、タマサート大学（タイ）等で

放送大学と共同で制作したビデオ教材「日本の近代化を知る 7 章」を活用し、日本の大学教員

が遠隔による講義や図書寄贈を実施。 
◎ コロナ禍における留学生来日の実現【③】：コロナ禍のなか、機構が追加的防疫措置を講じる

ことを条件に約半年で 571 人の留学生来日を実現。留学生が来日を待つ間も、遠隔講義の枠組

みを導入し、学びの断絶を回避する措置を実施。 
◎ 人材育成奨学計画（JDS）を通じた知日派・親日派人材の育成【③】：新規大学 2 校を含む 31 

大学 50 研究科へ367 人が入学、コロナ禍の困難な調整を通じて2019 年度同様に留学生受入を

実現。また、ミャンマーの在京大使、ASEAN 常駐代表など、日本の外交政策上の重要ポスト

に JDS 修了生の就任が相次ぎ、継続的な事業実施による成果が着実に発現。 
〇 機構留学生に対する初の合同プログラム（オンライン）で、JICA 開発大学院連携の概要、機構

理事長との意見交換、「イノベーション」や「リーダーシップ」をテーマとする講義やディス

カッションを実施。個別案件の枠を超えた同留学生及び同プログラムに参加した日本企業との

ネットワークの形成機会を提供。 
〇 地域理解プログラム（7 国内拠点）、機構と各大学が協働して設置・提供する授業科目からな

る個別プログラム（23 大学）を実施。 
〇 イノベーティブ・アジア（71 人）、シリア「平和への架け橋・人材育成プログラム（JISR）」

（6 人）を通じた研修員の受入を実施。 
〇 SATREPS において、12 案件を採択。SATREPS 事業の実績は、2020 年度末時点で実施国累計 

52 か国、実施案件総数 157 件。 
 

オ 開発教育、理解促進等 
〇 教師海外研修参加者、JICA 海外協力隊経験者等全国から 24 人の教員を対象に開発教育指導

者研修を日本国際理解教育学会の協力を得てオンラインで実施。また、新型コロナの影響を受

け、教師海外研修を中止とする一方、国内で実施可能な代替対応として開発途上地域と遠隔接

続する形で各種研修等を実施。 
〇 教科書会社向けに機構のイベントの定期的な告知や授業実践の優良事例等の共有を継続して

行った結果、2020 年度発行した6 冊の教科書及び、2021 年度発行する9 冊の教科書へ機構の

事業について掲載。 
〇 新型コロナの影響による緊急事態宣言発令等を受け、地球ひろば等の施設は臨時休館を余儀な

くされたが、感染対策を講じたうえで再開したほか、新型コロナウイルスの影響下でも児童生

徒などが活用しやすいオンラインでのプログラム提供等の新たな取組を通じ、開発協力の理解

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 7-4】「ボランティア、地方自治体、NGO、大学・研究機関、開発教育関係等との連携及び参

加促進に向けたコンサルテーション件数」が目標値（1,200 人）を約 235％上回る 4,018 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。 
 
（定性的実績） 
１．ボランティア（【指標 7-1】「課題解決に資するボランティア事業の実施、ボランティア経験の
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我が国国内での発信及び参加者の裾野拡大に向けた取組状況」） 

新型コロナの影響を大きく受けつつも年度計画の取組を可能な範囲で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、派遣中の全 JICA 海外協力隊員 2,044 名を帰国させる必要が生じ

たが、そうした中でも帰国中・待機中の隊員による各種の活動を積極的に推進し、例えばエチ

オピアでは隊員作成の啓発予防ポスターが 2 万枚以上配布されるといった実績に繋がった。さ

らに、隊員の一部は日本国内の外国人との交流や、群馬県嬬恋村等での農業生産地支援といっ

た活動に参加し、機構はこれを側面支援した。 
 

２．地方自治体（【指標 7-2】「地方自治体、NGO、大学・研究機関等による開発効果向上に資する

開発協力の実施、それら経験の我が国国内での共有の支援、及び新たな担い手の裾野拡大に向けた

取組状況」） 

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。 
・地方自治体との人事交流を進め、各自治体の国際協力の実施や国際人材の育成等に貢献した。

例えば熊本県では出向した職員が豪雨被害に遭った被災地の復旧・復興に係る活動にも従事し

たほか、島根県海士町では文部科学省 Edu-Port 日本公認プロジェクト採択や東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会のミクロネシア連邦のホストタウン登録等に出向した職員が貢献

するといった結果に繋がった。 
・外国人材受入れ・多文化共生等に係る課題を抱える地方自治体に対し、開発途上国に係る知見

やネットワークを活用し側面支援を行った。 
 

３．NGO/ 市民社会組織（CSO）（【指標 7-2】「地方自治体、NGO、大学・研究機関等による開発効果

向上に資する開発協力の実施、それら経験の我が国国内での共有の支援、及び新たな担い手の裾野

拡大に向けた取組状況」） 

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。 
・外国人材受入れ・多文化共生等の国内課題に関し、NGO 等とも連携しつつ、開発途上国に係る

知見やネットワークを用いた貢献に取り組んだ。 
 
４．大学・研究機関（：【指標 7-2】「地方自治体、NGO、大学・研究機関等による開発効果向上に

資する開発協力の実施、それら経験の我が国国内での共有の支援、及び新たな担い手の裾野拡大に

向けた取組状況」） 

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。 
・オンラインも活用しつつ JICA 開発大学院連携の取組を引き続き推進するとともに、その海外

展開として開発途上国における日本の開発研究を後押しする「JICA チェア」を開始した。 
・新型コロナ感染拡大により、留学生関連事業等は大きな影響を受けたが、そうした中にあって

も遠隔講義等を用いて学習機会を提供するとともに、一部留学生の受入れを行う等、大学・研

究機関との密な連携の下でこれに対応した。また、ABE イニシアティブにおける初の起業家研

修の実施、日本語研修の拡充、JICA 事業関係留学生に対する横断的な各種プログラム実施等、

内容面での充実に取り組んだ。 
 
５．開発教育、理解促進等（【指標 7-3】「児童・生徒の世界や国際的課題等への関心向上に資する、

教育関係機関等との連携も通じた開発教育の取組、及び開発課題や開発協力の市民への理解の促進

状況」） 

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。 
 ・教科書会社向けに開発協力に関する発信を継続して行った結果、2020 年度に発行した 6 冊の教
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科書及び 2021 年度に発行される 9 冊の教科書に機構事業に係る記載がなされるなど、開発教

育の推進に成果を挙げた。 
 ・新型コロナの影響により各施設の臨時休館等の影響が生じたが、イベント・セミナーのオンラ

イン化を進めるなど、適切に対応した。 

 
（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

を着実に実施したほか特筆すべき定性的な成果が多数見られることから、新型コロナの制約がなか

った場合と比して「S」評価とするまでの顕著な成果を得たとは言いがたいものの、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、派遣中の全 JICA 海外協力隊員の帰国といった困難な状況に直面しつつも、帰国中・

待機中隊員の各種活動を側面支援し、現地への貢献や日本への社会還元に繋げたこと、同じく大き

な影響を受けた留学関係事業についても遠隔講義も活用しながら学習機会の提供を継続するとと

もに、開発大学院連携を含め内容の充実に取り組んだこと、オンライン化等を通じて開発教育の取

組を継続したことなど、新型コロナの影響が顕著な本項目の取組において、適切にそれに対処し引

き続き成果を挙げたと認められる。また、事業を通じて得た機構の開発途上地域に係る知見やネッ

トワークを活用し日本国内における外国人材受入れ・多文化共生に係る取組を側面支援したこと

や、開発大学院連携の海外展開として JICA チェアを新たに開始したことは高く評価される。 
これらの成果は国内の多様な担い手との連携による開発課題の解決に寄与するとともに、開発協

力大綱に掲げる「我が国の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通し

がつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護」等にも顕著に貢献する

ものである。 
 
 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞  
上記評価を踏まえ、引き続き新型コロナの影響を見極めつつ、関係者の安全や日本国内の感染防

止を前提として、適時・適切な対応を取ることを期待する。この際、それぞれの担い手やとの意思

疎通や、関係機関との密な情報共有・連携に留意されたい。なお、新型コロナの影響を受け現在の

派遣数は限定的であるものの、JICA 海外協力隊に応募する人材の確保や帰国後の活躍に向けた支

援は引き続き重要な課題であり、積極的な取組を期待する。 
また、外国人材受入れ・多文化共生に係る側面支援を始めとして、多様な担い手との連携強化を

通じて国内の課題解決にも貢献していくことを期待する。 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
特になし 


