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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.8 事業実施基盤の強化 

業務に関連する政策・

施策 

― 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独立

行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット情報（定量指

標） 

達成目標 目標値 

/ 年124 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

プレスリリース発出数 250 件125 

（2017-2021） 
50 件 85 件 72 件 53 件 

  

フェイスブック投稿数 1,750 件126 

（2017-2021） 
350 件 1,045 件 1,149 件 983 件 

  

ODA 見える化サイト掲載案件の更新

数（案件） 
500 件/ 年127 500 件 1,207 件 1,141 件 1,245 件 

  

国際協力キャリア総合情報サイト 

（PARTNER）新規登録人数 

10,000 人128 

（2017-2021） 
2,000 人 1,875 人 2,325 人 2,605 人 

  

国際緊急援助隊・感染症対策チーム

への登録者数 

200 人規模  

（延べ人数） 
180 人 185 人 214 人 244 人 

  

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

予算額（百万円） 5,495 5,125 5,018   

決算額（百万円）129 5,008 4,351 4,496130   

経常費用（百万円） 5,154 4,583 4,526131   

経常利益（百万円） △ 272 △ 140 △ 167132   

                                                   
124 2018 年度計画における目標値 

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

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

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

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

129 2019 年度より受託経費を含めたため、2018 年度の計数を修正した。 

130 暫定値 

131 暫定値 

132 暫定値 
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行政コスト（百万円）133 5,156 4,575 4,526134   

従事人員数 95 95 95   

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：3.（8）、中期計画：1.（8） 

年度計画 

1.（8）事業実施基盤の強化 

ア 広報 

• 開発途上地域の開発課題に係る機構の活動及び成果を、国内外で関心の高いイベント等の機会を活

用し、国内外のプレス向けに発信する。また、国内外の一般市民に向け、広報誌、デジタルメディ

ア、国際協力イベント等の多様なツールを活用した発信を強化する。 

• 特に、TICAD 7 が開催されるアフリカ地域との協力関係、G20 で議題となる分野等での協力取組、

ラグビーワールドカップ 2019 や 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた

スポーツと開発等に関連する発信に取り組む。 

• ウェブサイトは、データ削減等で容量軽減を進めることで、外部ユーザーのアクセス迅速化を推進

するとともに、リニューアルに向けた情報整理に取り組む。 

イ 事業評価 

• PDCA サイクルに沿って、事前評価、モニタリング、事後評価を着実に実施し、評価結果を迅速か

つわかり易く公開、発信する。 

• 事業改善や効果向上に活用するため、事業評価から得られる教訓を協力方針策定や事業実施等にフ

ィードバックするとともに、評価結果の横断分析、統計分析、プロセスの分析、根拠に基づく政策

立案（EBPM）の推進に資するインパクト評価等を継続的に実施する。特に、評価結果や教訓を一層

活用するため、テーマ別評価（中国の協力事業の事後評価に関する包括的な分析等）を実施する。 

• 事業評価の実施基盤の強化と質の向上のため、国際機関、国内外の大学、NGO、民間企業等と、事

業評価の実施や分析及び教訓の共有化等について協働する。また、職員の評価能力の向上に取り組

むとともに、事業評価から得た知見を学会や国際会議等で発信する。 

ウ 開発協力人材の育成促進・確保 

• SDGs 達成への貢献及び協力ニーズの多様化に対応した開発協力人材の養成と確保のため、能力強

化研修を行う。特に、機構が中心的に取り組むとしている SDGs のゴール達成に貢献可能な人材の

育成に資する能力強化研修のコースについては、質の改善を図りつつ継続して実施する。 

• 開発協力人材の更なる裾野拡大を目指し、外務省をはじめとする関係機関との連携を深化すること

で、コンテンツや掲載情報の拡充、多様化を推進する。特に、大学生、中高生向けコンテンツの充

実を図り、国際協力分野への若年層の更なる関心の拡大を促進し、PARTNER 登録者数を増加させ

る。 

エ 知的基盤の強化 

• SDGs 達成に向けた効果的な事業実施や国際援助潮流の形成に資する研究を、新たな開発ニーズに

も柔軟に対応しつつ、日本の開発・開発協力経験を取りまとめる視点を持って実施し、研究成果を

事業にフィードバックする。特に、質の高い成長、人間の安全保障、日本の開発協力の歴史、新興

国（中国を含む）の開発協力等に関する研究を行う。 

• 国内、新興国を含む海外の研究者、大学、研究機関等とのネットワークの充実により、研究事業の

質の向上と発信の強化を図り、あわせて研究事業を通じた機構の人材育成にも貢献する。 

                                                   
133 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。 

134 暫定値 
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• ワーキング・ペーパー、ポリシー・ノート及び書籍の発刊、ウェブサイトの更なる活用等を通じて

研究成果を公開する。多様な関係者に開かれたセミナー、シンポジウム等を開催するほか、G20 へ

の政策提言を行う T20 会合（5 月）や TICAD 7 等の国際会議の場を活用し、国際機関、研究機関、

政策担当者及び援助実務者に対して、研究成果を発信する。 

オ 災害援助等協力 

• 国際基準を維持するための研修及び訓練プログラムの見直しと資機材整備を推進するとともに、登

録要員の能力の維持と向上のための研修及び訓練を実施する。また、捜索・救助及び災害医療並び

に感染症対策に関する国際連携枠組に参画し、日本の緊急援助の経験及び知見を発信するととも

に、効果的な協力体制確保のため、国内外の関係者とのネットワークを維持する。 

• 特に、国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）地域副議長として、2019 年議長国である豪と協力

し、各会合及び演習の準備・実施を通じてアジア太平洋地域内の捜索救助能力とネットワーク向上

に貢献する。また、WHO 緊急医療チームの地域議長として、グローバル会合等の開催を通じ、国

際連携の議論をリードし、アジア太平洋地域のネットワークの強化に取り組む。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.① 参照） 

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

・ 多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の実施状況 

・ 能力強化研修の見直しを含む，開発協力人材に対する研修実施状況 

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

状況 

・ 国際資格の維持及び国際社会との連携を含む，国際緊急援助の態勢整備状況 

 

３－２．業務実績 

  No.8-1 広報   

 

（1）開発課題や機構の活動及び成果の戦略的な発信 

① 戦略的な広報への取組 

国民の幅広い層に対する機構の認知度向上のため、広報戦略で設定した重点ターゲットごとのアプロ

ーチに沿って、ウェブ、SNS、広報誌への掲載やメディアへの売り込み強化等、多様なツールを活用し

効果的な広報を展開した。 

• 重点テーマの発信：特定テーマについて機構全体で期間を定め、複数拠点から同一テーマの情報

を戦略的に発信した。5 月から 8 月にかけては「アフリカ / 第 7 回アフリカ開発会議（TICAD 

7）」、1 月からは「スポーツと開発」を特集した。特に、TICAD 7 に向けたアフリカ協力に関す

る発信は、主要メディアの論説委員を対象としたメディア懇談会、日本の記者を対象とした勉強

会、アフリカの記者を対象とした外国メディア招聘、機構理事長による寄稿、機構ウェブサイト

での記事配信等を戦略的に企画し、積極的に実施した。その結果、TICAD 7 では、前回日本で開

催された TICAD V を上回る機構関連記事の国内報道数（約 180 件）となり、機構の多様なアフ

リカ協力が多数報道された。また、本部・国内外の拠点で 165 件のプレイベントや 31 件の公式

サイドイベントが実施され、アフリカ支援の取組を国内外に広く発信した。 

• 多様なツールを活用した発信強化：2019 年度より、機構ホームページ上に掲載する記事の一部を、

外部デジタルメディアと連携した配信方式に転換した。転載記事のページビュー数は昨年比の 10 

倍以上、著名人を起用したものは 30 倍以上、最大ページビュー数は 20 万を超え、過去最大の

リーチを獲得した。また、「Number」や「Oggi」等複数の雑誌とタイアップによる連載企画をス
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タートしたほか、マスメディアとのタイアップによりテレビ番組を 2 本制作し、内 1 本は 12 月

に放映済（テレビ東京「旅ジョ」深夜枠、視聴率 1.3％、30 万世帯にリーチ）である。135 

• 記者勉強会の開催：機構の最新の事業動向等を説明する記者勉強会を 11 回開催した。2019 年度

の同勉強会では、アフリカ開発会議、廃棄物分野支援（G20 関連）、中東・欧州情勢、マイクロ

ファイナンス、開発途上地域の健康問題（G20 関連）、防災、スポーツと開発をテーマとして開

催した。その結果、前述の TICAD 7 開催時の NHK「おはよう日本」等における多数の報道が見

られた。また、スポーツ記者勉強会では過去最大級の参加者（42 名）となり、南スーダンスポー

ツ協力（NHK のオリンピック特集番組でも放映）、アスリート支援中の青年海外協力隊員の取組

など、多数の報道（22 件）につながった。 

• トップ広報：機構理事長が、読売新聞の「地球を読む」に人間の安全保障に関する寄稿をしたほ

か、新潮社「Foresight」における「新・日本人のフロンティア」の連載や、同連載をまとめた書籍

化等、各種メディアに登場し発信することで、国内のオピニオン・リーダー層、一般層双方に対

する機 構事業の理解促進に取り組んだ。これら発信につき、機構の SNS 英語サイトでも紹介す

ることで、いずれも 1 万ページビュー以上の高いリーチを得ている。その他、各種メディアに対

し、理事長インタビューや寄稿を行うとともに、「メディア懇談会」を 2 回開催し、主要メディ

アの論説委員等と機構理事長の意見交換の場を設け、機構の事業活動や関心事項について広く発

信した。 

• 地方メディアの海外派遣：地方メディアを通じた発信強化のため、地方で強い発信力を有する毎

日新聞（大阪本社）や高知テレビ等を、ルワンダ、パラグアイ等に派遣し、機構の事業現場の視

察や相手国関係機関への取材機会を提供した。その結果、毎日新聞でのルワンダにおける ICT イ

ノベーションを取り上げた新聞連載（2 回）や、高知テレビでの日系人への野球支援を切り口と

した機構事業の報道につながった。 

• 現地メディアの日本招聘：現地メディアを通じた発信強化のため、TICAD 7 の日本での開催を前

に、アフリカ 10 か国の新聞記者 10 名を日本に招き、「アフリカの開発課題に貢献する日本の

経験」をテーマに、小学校における日本式教育、スマート農業、計画的街づくり等を取材する機

会を提供した。その結果、日本及び機構のアフリカ協力や日本文化等に関し、62 件の現地報道に

つながった。 

• 国際協力イベント：9 月に東京で開催された「グローバルフェスタ」は、2 日間で延べ 18 万 4 

千人が来場し、開始以来過去最高となる集客を記録した。また、10 月に東京で開催された「スポ

ーツまつり」には約 1,500 人、2 月に大阪で開催された「ワンワールドフェスタ」約 26,000 人

等、スポーツや環境問題などの時宜に合うテーマを選択し、外務省や国際協力 NGO センター等

の関係機関と連携して、広く事業認知を図った。 

• 報道件数：これらの取組によるメディアを通じた発信として、国内で約 7,100 件、海外で約15,000 

件の機構に関する報道があった。なお、第 4 四半期は新型コロナの影響により、機構主催イベン

トの開催自粛や、世論に配慮した広報発信の取捨選択などを行った結果、プレスリリースの件数

が減少した。 

② 主要テーマの取組 

                                                   
135 2 本目は 4 月に放映済（BS 朝日「スポーツで世界を変える～ 2 人の日本人の挑戦～」、視聴率 0.2％、

11 万世帯にリーチ）。 
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• アフリカ支援（TICAD 7）：TICAD 7 開催に向け、機構理事長による寄稿やインタビューに応じ

た結果、「Japan Times」や「外交」、「時評」等に記事が掲載された。また、建設通信新聞社に企

画・取材協力を行った結果、8 月に「JICA アフリカ特集」が掲載された。TICAD 7 でのサイドイ

ベントに関する広報の結果、NHK や共同通信、ケーブルテレビ等多くのメディアで報道された。

機構広報誌「mundi」では、2019 年 2 月にアフリカを特集し、8 月までの間に英語版及びフラン

ス語版も作成し、約 2 万部を配布した。機構 Web サイトでは、8 月までに集中してアフリカ 

/TICAD 7 に向けた記事を 12 本配信した。同時期に著名人を起用し、関連する講演会を東京学芸

大学、大阪大学等 4 大学で開催したほか、同人をアフリカに派遣し、事業視察の模様は日本テレ

ビ等で報道された。 

• 自由で開かれたインド太平洋：質の高いインフラの事例として、インドネシア「ジャカルタ都市

鉄道事業」（2019 年 3 月末に開通）について、ネット記事や雑誌等で特集記事が報道されたほ

か、東南アジア（ラオス、ミャンマー、ベトナム）での法整備支援についてテレビ（TBS、BS フ

ジ）や新聞で報道された。機構広報誌「mundi」では、4 月号及び 5 月号「日本式協力」、6 月号

「港湾・海上保安」、7 月号「メコン地域」等の特集を通じて、法整備や市場経済化支援等をフォ

ーカスした。 

• 自然災害対策への取組：阪神・淡路大震災の発生から 25 年に向け、防災・緊急援助・復興に関

する協力について、12 月に記者勉強会を機構関西センターで実施した。広報誌「mundi」11 月号

でも「防災」を特集し、災害発生から復興までのシームレスな支援と、より強靭な復興の重要性

を伝えた。また、インドネシアのスラウェシ震災から 1 年を契機に、著名人を同国に派遣し、交

流事業等を通じて機構支援の様子が現地でも報道された。 

• 日本の近代化と開発協力の経験の共有：2018 年度末（3 月）に連携協定を締結した放送大学との

協力により、「日本の近代化を知る 7 章」の BS での放送が実現した。また、このテーマで講義

を受けた研修員を中心に、帰国後に研修の成果、日本への思い、自国での研修成果活用等をまと

めた「研修員レポート」の配信を開始（英語のみ）し、1 件当たり 2 万近い PV を得る等リーチ

が拡大している。 

• スポーツと開発：「スポーツと開発」に関するメディア懇談会を実施した（10 月）。2020 年 1 

月からは重点テーマ発信（統一発信）を開始し、同月に記者説明会を実施した。これらの結果、

南スーダンでのスポーツを通じた協力や、アスリート支援に取り組むスポーツ隊員の活動が、多

数メディア（NHK、TBS、日テレ、共同通信、時事通信、毎日、朝日、日経新聞等）で紹介され

た。また、FC 琉球での冠試合の開催など、本テーマに沿った国際協力イベントを実施した。スポ

ーツ関連の著名人を起用した企画は、ブロック紙一面で取り上げられる等、高い発信効果を得た。

1 月から雑誌「Number」とタイアップした連載企画を全 6 回掲載した。他にも、Web 上特集ペ

ージの設営、専用リーフレットの制作等、対外広報ツールを整備した。 

• 人間の安全保障：G20 保健大臣会合（10 月、岡山）に先立ち、開発途上国の健康問題等に関する

記者説明会を実施し、山陽新聞などの報道につながった。また、機構理事長による読売新聞「地

球を読む」や雑誌「外交」への人間の安全保障に関する寄稿が掲載された。 

（2）SNS、ウェブサイトを活用した情報発信 

 

ウェブサイトや SNS を通じた発信の実績（2016 年度から 2019 年度） 
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 ページ閲覧数 
facebook 

（ファン数） 

twitter 

（フォロワー

数） 

YouTube 

（再生回数） 

2020 年 3 月末時

点 

日：3,504 万 PV 

英：595 万 PV 

日：26,332 人 

英：31,800 人 

日：38,055 人 

英：13,733 人 

日：279,793 回 

英：563,949 回 

2019 年 3 月末時

点 

日：3,616 万 PV 

英：628 万 PV 

日：23,161 人 

英：25,025 人 

日：34,788 人 

英：10,166 人 

日：335,891 回 

英：285,304 回 

2018 年 3 月末時

点 

日：3,481 万 PV 

英：671 万 PV 

日：20,545 人 

英：18,761 人 

日：32,406 人 

英：7,360 人 

日：113,814 回 

英：421,195 回 

2017 年 3 月末時

点 

日：3,512 万 PV 

英：546 万 PV 

日：16,585 人 

英：12,810 人 

日：29,830 人 

英：5,043 人 

日：113,698 回 

英：185,999 回 

前回比 
日：+3.9％ 

英：-6.4％ 

日：+12.7％ 

英：+33.4％ 

日 ：+7.4％ 

英：+38.1％ 

日：+195.1％ 

英：-32.3％ 

 

• 2019 年度も facebook、twitter 共にファン数、フォロワー数は一度も減少に転じることなく増加し

た。SNS の特性をいかした柔らかく、流行を捉えた内容での発信が功を奏した。特に、その特性

である拡散力を活用し、日本政府や相手国政府、国連機関、自治体、民間企業、メディア、NGO 

等幅広い関係者と連携し、幅広い拡散に努めた。また、外部ウェブメディアと連携した企画実施

や、機構ウェブ記事を外部ウェブメディアに転載する仕組みを整えたことによって、発信を更に

強化した。情報発信成果は上表のとおりである。 

 

  No.8-2 事業評価   

 

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

外部事後評価における、大学・

NGO 等の参加による分析や、対

象の特性を考慮した分析の実施件

数 

5 件 136 5 件 5 件 5 件 件 件 

分析結果の事業等での活用に向け

たフィードバック強化の取組数 
1 件 137 8 件 8 件 9 件 件 件 

 

（1） PDCA サイクルに沿った各種評価の着実な実施と迅速な公開 

• 事後評価の実施と公開：評価対象となる協力金額 10 億円以上の全ての事業及び 10 億円未満で

あっても有効な教訓が得られる可能性の高い事業 68 件（内訳：技術協力プロジェクト 3 件、有

                                                   
136 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

137 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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償資金協力 34 件、無償資金協力 31 件）の外部評価と、2 億円以上 10 億円未満の案件 99 件

（内訳：技術協力プロジェクト 85 件、無償資金協力 14 件）の内部評価を実施した。評価結果の

公開は、翌年度早期に機構ウェブサイトで行っており、2018 年度分は 2019 年 5 月に公表済み

である。 

• 評価の質の向上：外部評価では、定量調査・定性調査の実施手法に係る科学的手法（プロセスの

分析や質的比較分析（Qualitative Comparative Analysis：QCA）等、統計・データ収集・インタビュ

ーなどの学術的に確立した調査手法）の活用を通じて評価の質の向上を図った。内部評価では、

評価者となる各海外拠点による評価結果の自己点検に加え、外部の第三者が個々の内部評価の客

観性や中立性、提言や教訓の具体性や実行可能性を検証した。検証結果は評価者（海外拠点等）

へフィードバックし、今後の内部評価の質の向上に活用するとともに、検証結果の概要を機構ウ

ェブサイトで対外公表して説明責任を強化した。 

• 事業評価報告書の公開：2019 年度から、経費削減、業務効率化、利便性向上の観点から、「事業

評価年次報告書 2019」の作成・公表をウェブサイト版のみとした。なお、2019 年度に実施した

個別事業ごとの事後評価結果全てを 2019 年度中に取りまとめ、その結果を 2020 年 5 月中に公

開予定である。また、年間の事業評価結果を取りまとめた「事業評価年次報告書 2019」を機構ウ

ェブサイトで 2020 年 5 月中に公表予定である。 

（2）評価結果・教訓のフィードバック、事業評価を通じた学習と改善 

① 協力方針策定や事業実施等にフィードバック 

• 上下水分野の横断的教訓を取りまとめ、機構内にフィードバックを行った。また、森林分野にお

いて、QCA を用いて有効な介入の組合せを分析し、案件形成・実施への活用を目的に、横断的教

訓を抽出した手順と分析結果を機構内で共有した。 

② プロセスの分析 

• 世界銀行や UNDP など、国際開発コミュニティによるナレッジのプラットフォームである 

Global Delivery Initiative（GDI）が規定するケーススタディ手法を用いて、タイの技術協力「人身

取引被害者保護・自立支援促進プロジェクト」を対象に、事業の実施上の課題（デリバリー・チ

ャレンジ）138を分析した。同分析は、機構ウェブサイトとともに GDI のオンラインプラットホー

ムである「GDI Library」で 2020 年度中に公開予定である。 

• これまでの「プロセスの分析」の内容と実施方法の検討結果を踏まえ、実施の意義、背景、目的、

実施方針、対象案件の選定方法等についてまとめた「プロセスの分析ガイドライン（執務要領）」

を今後の指針として作成した。 

• ベトナム「カイメップ・チーバイ国際港開発事業」、「ラックフェン国際港建設事業」、「ノイバ

イ国際空港第二旅客ターミナルビル建設事業」、「ニャッタン橋（日越友好橋）建設事業」、「ノ

イバイ国際空港 - ニャッタン橋間連絡道路建設事業」、ルワンダ「教員間の校内相互研鑚強化プ

ロジェクト」について、事業効果発現に至る過程を分析する「プロセスの分析」に着手した。 

• 既往の「プロセスの分析」に関する取組結果を、第 4 回アジア評価週間（9 月、中国）、国際開

発評価学会（10 月、チェコ）、日本評価学会全国大会（12 月、高知）で報告した。本報告を通じ

                                                   
138 ある開発課題における、技術的アプローチでは解決できない事業の実施中に起こり得る困難・課題を指し、

現在  15 のカテゴリに整理されている。詳しくは  GDI ホームページを参照のこと。 https:// 

globaldeliveryinitiative.org/decode/taxonomy 
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て、政府関係者、大学教員、開発コンサルタント等のプロセスの分析や開発事業の評価手法に係

る理解促進を図った。 

③ 統計分析 

• 従来の外部事後評価結果に内部事後評価結果を統合した統計データを整備し、分析のためのサン

プル数を増大させた。その結果、総合評価及び各評価項目のレーティングを被説明変数とした回

帰分析において、分析対象を昨年度の資金協力から技術協力に拡大でき、より援助手法横断的な

複層的分析が実施できるようになった。また、その結果を機構内のセミナーで報告し、統計分析

から得られた教訓の共有を図った。 

④ 根拠に基づく政策立案（EBPM）に資するインパクト評価 

• 日本式交番制度をモデルとしたブラジル「地域警察活動」の取組（2000 年国別・課題別研

修、2005 年～ 2018 年技術協力プロジェクト（フェーズ 1 ～ 3））を対象としたインパクト評価に着手、

分析を実施した。 

⑤ 横断分析等 

• 中国国内における対中 ODA 支援の認知向上への貢献：対中 ODA40 周年の機に、これまでの事

業成果を振り返るとともに今後の新たな日中関係及び他国での ODA 事業に参考となる教訓を導

出することを目的として「テーマ別評価：対中協力総括（環境管理、感染症）」を実施し、12 月

に北京で行われた対中協力 40 周年記念シンポジウムで中間報告を行った。本評価では、環境及

び感染症という国境を超える課題について包括的な事業の横断分析を行い、日本の ODA が中国

社会にもたらしたインパクトの検証を試みた。シンポジウム（12 月、北京）には中国側政府機関

や大学等の研究機関（研究者、学生）等約 140 名が参加した他、現地メディアでも広く報道され

た。参加者からは「日中環境協力と日中医療協力の全体像が理解できた」、「ここまで広範囲か

つ長期、大規模に協力してくれていたことを知り改めて感謝の気持ちがわいた」、との謝意、「日

中による第三国協力の可能性を考えていきたい」との期待の声が寄せられた。 

• 紛争影響国支援に関する教訓、知見を得るべく、個別案件の事後評価に加えて、ウガンダで実施

した国内避難民支援の 2 事業の事後評価結果を踏まえた、難民支援を巡る国際潮流との整合性、

難民支援と国内避難民支援との関係性、他ドナーとのシナジーといった Coherence 139の視点を踏

まえた機構の役割等について、有識者へ分析を依頼し、国内避難民の定着促進のための機構が実

施している生活インフラ整備の重要性、機構が行う国内避難民支援の、他ドナーとの

Complementarity（相補性）、広義な意味での Responsibility-Sharing にも貢献しうる点等の指摘を

得た。 

• 衛星データを活用した初の一貫したモニタリング評価の試行：ミャンマーの技術協力プロジェク

ト「バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト」（実施中）の事業効果指標（イネの作付面

積及び収量）の分析に当たり、衛星データを活用した手法を試行し、今後のプロジェクトのモニ

タリング及び事後評価への衛星データの活用方法を提言した。同プロジェクトは極めて広範な地

域（約 87,000ha（870km2））を対象とした協力であり、本分析手法の導入により効果的・効率的

な事業効果の検証に資するものである。 

                                                   
139 “Coherence”は従来から人道支援や平和構築の分野の評価で一部のドナーにより採用されていた概念であ

り、ドナー間の役割分担調整、政策面での整合性や一貫性が課題として重視されている。なお、2019 年12 

月に DAC 評価基準が改定され Coherence が追加された。 
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• 資金協力事業の開発課題別指標例を改定するとともに SDGs 指標を参考追記した（農業開発・農

村開発及び水産分野）。また、技術協力プロジェクトの開発課題別指標例及び代表的教訓に SDGs 

指標を参考追記した（農業開発・農村開発分野）。さらに、資金協力事業の開発課題別指標例（農

業開発・農村開発分野）及び技術協力プロジェクトの開発課題別指標例及び代表的教訓（エネル

ギー分野）の英文化も進めた。 

• 事業の介入と効果の因果関係を推論する QCA を用いて、機構のインド植林事業の複数介入と森

林再生の因果関係分析を実施・着手した（2017 年度 1 件、2019 年度 3 件で導入）。本分析結果

を、日本評価学会春季大会（5 月、東京）及び同全国大会（12 月、高知）で報告し、大学教員や

開発コンサルタント等の評価関係者に対する新評価 / 分析手法の理解を促した。 

• 無償資金協力のソフトコンポーネントと事業持続性の因果推論について、QCA を用いて検証した。

その結果、複数のソフトコンポーネントの組合せが事業持続性を担保する可能性が示唆され、関

係部署間で共有し、事業改善への活用を図った。 

（3）事業評価の実施基盤強化 

① 国際機関や各国との連携・協働 

• アジア開発銀行と中国・財政部共催の評価セミナー「アジア評価週間」（9 月、中国）及び国際開

発評価学会（IDEAS）国際大会（10 月、チェコ、今回初参加）で機構セッションを開催し、国際

評価学コミュニティにおける機構のプレゼンスの更なる向上に寄与した。 

• OECD・DAC 開発評価ネットワーク（EvalNet）を通じ、DAC 評価基準の改定や評価手法に関す

る意見交換に参画した。GDI 年次総会（11 月、チュニジア）に参加し、平和構築に係るセッショ

ンにおいて、機構の平和構築・モニタリングの取組を説明した。 

• スリランカ「マンムナイ橋建設プロジェクト」のケーススタディを GDI ケースライブラリーで公

開した。 

② 内部人材の評価能力の向上 

• 事業評価に関する内部人材育成を目的に、年間を通じて職員向けの研修を 5 コース、24 回実施

し、延べ数百人の参加を得た。また、事後評価結果・教訓の活用促進を目的として、機構職員を

対象としたフィードバックセミナーを 4 回開催した。 

• 2019 年度より事業評価 / 事業マネジメントの機構内インターン研修を開始し、内部事後評価の

OJT を通じて、評価手法とともにプロジェクトサイクルの全体を俯瞰した業務の知見向上を図っ

た。 

③ 評価結果・教訓・分析結果の発信 

• 評価の専門性向上のため、事業評価に関する最新の分析結果や考察等を、日本評価学会、国際開

発学会の全国大会で発表した。海外に向けては、上述の各種国際会議の場、GDI のナレッジ・プ

ラットフォーム等を活用し、事業評価を通じて得られた知見の発信と活用拡大を図った（上記（3）

①参照）。 

 

  No.8-3 開発協力人材の育成促進・確保   

 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 
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能力強化研修参加者数 349 人 140 565 人 503 人 464 人 人 人 

 

（1）多様な協力ニーズに対応した開発協力人材の養成と確保 

• SDGs 達成に向けた人材養成：機構が行う能力強化研修では、SDGs 達成に向けて、協力の重点分

野や新たに取り組む分野を中心に、2019 年度は計 19 コースを実施し、多様な分野の開発協力人

材の養成に貢献した。「栄養改善人材育成」、「社会基盤マネジメント」、「気候変動と開発」

等、SDGs ゴールに対応するコースを実施し、当該分野を担う開発協力人材の養成に貢献した。

「インパクト評価」や「開発協力のプロセス・マネジメント」といった分野横断的な手法について

も習得する機会を設け、開発協力人材の事業マネジメント力の向上に貢献した。 

• 将来を見据えた人材の養成：将来の開発協力人材を養成するため、機構本部及び国内外の拠点に

おいてインターン 143 名を受け入れた。 

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

（ア）PARTNER の利用促進に向けた強化 

• キャリア形成支援、多様な働き方の促進のためのコンテンツや掲載情報の拡充：国際協力人材の

キャリア形成の支援を目的として、外務省、国際機関、開発コンサルタント、NGO 等関係機関の

キャリア形成の事例を紹介するコンテンツ「キャリア図鑑」を PARTNER 内に新設した。加えて、

機構の公募案件について、分野や地域ごとの応募傾向や登録者の属性分析等の掲載を開始した。

また、多様な働き方を促進するため、勤務地や働き方で検索・登録できる機能を新たにリリース

し、PARTNER 利用者の利便性を向上させた。 

• 新たな開発協力人材の登録：2019 年度に PARTNER に新規に登録した開発協力人材は、2,605 人

となり、目標値（2,000 人）を上回った。 

（イ）開発協力人材の新規開拓 

• 関係機関との連携深化：外務省、国際機関、開発コンサルタント、NGO 等関係機関と連携し、各

種キャリアイベント等を開催することで開発協力人材の新規獲得を行った。具体的には、海外コ

ンサルタンツ協会との連携セミナー等を 14 回開催し、延べ 868 名以上の参加を得た。また、国

際キャリアフォーラムや大学での講義等で、外務省国際機関人事センターとも常時連携した。432 

名の参加者を集めた国際開発ジャーナル社主催の「国際協力キャリアフェア」を後援した。 

• 国際協力分野への若年層の関心拡大と促進：国際協力の仕事やキャリアパスに関する情報を中心

に、東京女子大学、立命館アジア太平洋大学等の計 13 大学（予定）で講義やブース出展を行い、

延べ 837 名に対し情報発信を行い、国際協力分野の関心層の裾野拡大に取り組んだ。また、機構

内外の国際協力分野のインターン情報を PARTNER 上で探しやすくするため PARTNER サイト

を変更し、周知のためのキャンペーンを展開した。PARTNER 上の中高生向けサイト「ROOKIES」

のコンテンツを定期的に追加し、大学生、中高生向コンテンツを充実させた。 

 

 No.8-4 知的基盤の強化   

 

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

                                                   
140 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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研究成果のダウンロード数 

（万件） 

5.2 万件

141 
7.1 万件 10.8 万件 4.8 万件 万件 万件 

国際機関・政策担当者等への

効果的な発信事例 / 

機構事業へのフィードバック

事例の件数 

15 件 142 

15 件 143 

17 件 

15 件 

17 件 

17 件 

18 件 

18 件 

件 

件 

件 

件 

 

（1）効果的な事業実施及び国際援助潮流の形成に資する研究と発信 

• Think 20 Japan：G20 への政策提言を行う役割を持つ各国シンクタンクのネットワークである

「Think 20 Japan（T20 Japan）」会合において、機構研究所は 10 あるタスクフォースのうち、「持

続可能な開発のための 2030 アジェンダ（SDGs）」と「アフリカとの協力」のタスクフォースで

共同議長を務めた。これらのタスクフォースでは合計 17 本のポリシーブリーフをまとめ、9 件

のパネルディスカッションを開催した。これらのポリシーブリーフも踏まえて作成された「T20 

コミュニケ」は、2019 年の G20 議長を務める安倍総理に手交された。なお、同コミュニケ全体

のビジョンである「持続可能・包摂的・強靱な社会の実現に向けて」は、機構研究所長が人間の

安全保障の視点ももって貢献した結果として考案されたものである。また、世界の開発途上地域

で活動する 50 以上のシンクタンクの支援を行う Southern Voice と、T20 Japan の公式サイドイ

ベントとして、「SDGs 実施はどのように進んでいるのか」を共催した。同イベントでは、T20 Japan 

に向けて取りまとめたポリシーブリーフを基に、SDGs というグローバルな目標が、各地域の事

情に応じてどのような政策や具体的アクションを通じて実践されようとしているのかについて議

論を行った。加えて、アフリカ開発銀行と日本貿易振興機構（JETRO）の共催によるサイドイベ

ント「アフリカの経済成長見通しと債務持続性」に、アフリカ開発銀行南部アフリカ地域総局長、

JETRO 理事とともに機構チーフエコノミストがパネリストとして登壇し、在京アフリカ大使館や

大学の関係者、T20 Japan に参加したアフリカの研究者等と、アフリカ地域のマクロ経済見通しや

日本の民間投資の展開状況、債務持続可能性など幅広い問題を議論した。さらに、UHC について

は保健財政、革新的技術の活用等に関する提言を G20 保健専門家会合において発表し、G20 に

おけるUHC に関する共通理解の醸成に向けた日本政府の取組を後押しした。 

• TICAD 7 関連イベント：コロンビア大学政策対話イニシアティブ（IPD：Initiative for Policy Dialogue）

と実施した共同研究の成果（後述）を踏まえ、IPD 側研究代表者でノーベル経済学賞受賞者であ

るスティグリッツ教授の登壇を得て、TICAD 7 サイドベント「アフリカの質の高い成長 －持続

可能、包摂的かつ強靭な開発を目指して－」を開催した。同サイドイベントでは、2008 年より続

いている IPD と機構研究所との共同研究の最新の成果である書籍『The Quality of Growth in Africa』

の内容を紹介しつつ、現在のアフリカの状況に合った新しい開発の在り方について議論した。ま

た、サイドイベント「アフリカにおける SDGs 達成に向けた資金ニーズの充足と財政・債務持続

性の確保」を開催し、アフリカ 2 か国の大臣、日本企業、国際機関からの登壇者を得て、SDGs 達

                                                   
141 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

142 2015 年度実績 

143 2015 年度実績 
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成の見通し、開発資金ニーズ、債務持続可能性に向けた政策についてパネルディスカッションを

行った。なお、TICAD 7 では、これらのイベントを含め 4 件のイベントを主催又は共催したほ

か、他機関主催のイベント 2 件にも機構研究所長が登壇し、アフリカ開発に関する国際的な議論

に貢献した。 

• 質の高い成長：上述 IPD との共同研究において、GDP に代わる指標（社会開発、実態経済、自

然資源などの指標を総合的に考慮する方法）、成長と貧困削減の関連性、産業の転換と成長の実

現、農業の産業化、気候変動が経済成長にもたらす影響等、アフリカにおける質の高い成長に資

する研究を進めた。その成果として、書籍『The Quality of Growth in Africa』を 8 月に発刊し、経

済の量的拡大に偏らず、多角的な視点から成長を捉えるべきとのメッセージを打ち出した。さら

に、研究プロジェクト「『質の高い成長』にかかる研究」において、これまでの研究成果を「経済

学的論考」と「ケーススタディ」として取りまとめる作業を進めるとともに、アジア土木技術国

際会議等の国際会議で発表を行った。 

• 人間の安全保障：新規研究案件「東アジアにおける人間の安全保障とエンパワメントの実践」を

立ち上げた。これまでの研究では、国家による「上からの保護」の重要性が主に分析されてきた

のに対し、本研究では人々の「下からの能力強化（エンパワメント）」に関連したトピックに焦

点を当てている。ASEAN とのネットワークを維持する観点から、本研究を立ち上げる前に「世界

国際関係学会アジア・太平洋地域大会 2019」でラウンドテーブルを実施した。先行研究プロジェ

クトの広報・発信に加え、保健やジェンダー、食料安全保障といった個別の脅威に際してどのよ

うな人々が取り残され、自らのエンパワメントに取り組むのか、といった新規研究の概念枠組み

の深化を行った。また、NPO 法人「人間の安全保障フォーラム」が主導する、日本国内の人間の

安全保障の実現状況に光を当てた「『日本の人間の安全保障』指標プロジェクト」に機構研究所

からも参画し、指標の作成や、既存の統計では可視化しにくい個人の感じる不安などを問うアン

ケート調査の実施等に貢献した。研究成果は和文書籍『SDGs と日本』として 2019 年 11 月末に

明石書店より発刊された。 

• 日本の開発協力の歴史：日本の ODA の成り立ちや実施、世界で果たしてきた役割、各種の提言

及び批判を受けた制度改革等を正しく記録し、今後の開発協力政策の策定や開発協力研究の実施

に当たっての学術的な基盤を提供することを目的とした「日本の開発協力の歴史」研究の成果と

なる和文書籍の編纂を進め、同研究のためのバックグラウンドペーパー 5 本を執筆・公開した。

また、日本の教育協力の歴史を ODA にとどまらず包括的かつ体系的に取りまとめた書籍『日本

の国際教育協力—歴史と展望』を発刊し、国際開発学会や機構研究所でローンチイベントを行っ

た。 

• 新興国の開発協力：東南アジアにおいて、先進国・新興国・被援助国が開発協力をめぐりどのよ

うな関係を構築すべきかの検討を目的とする、東南アジア各国のシンクタンク間のネットワーク

の構築と同ネットワーク下における研究の準備を進め、メンバーとなる研究機関の選定と第一回

執筆者会合を行って研究のコンセプトを確定した。また、外部の中国研究者から同国の内政・外

交・対外援助等に関する最新の研究成果を吸収して機構業務の参考とすることを目的とした研究

会を行った。 

• 新規研究案件の立上げ：先述の人間の安全保障とエンパワメントの実践に関する研究に加え、「持

続的な平和に向けた国際協力の再検討：状況適応型の平和構築とは何か」、「SDGs 下における環

境 / 気候変動制度・政策の発展に向けての実証研究」、「日本の産業開発と開発協力の経験に関
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する研究：翻訳的適応プロセスの分析」、「スポーツと平和に関する研究」、「人口増加が世界の

雇用に及ぼす影響に関する研究」（IPD との共同研究）、の合計 6 件の新規研究を開始した。 

（2） 研究成果の事業へのフィードバック 

• ランチタイムセミナー：研究プロジェクトの成果や成果として出版された書籍の内容、又は研究

の分担者等である外部有識者の知見等を、海外拠点等を含む機構内部で広く共有し、機構事業へ

の活用に向けた意見交換を行うことを目的とした内部セミナーを計 20 回開催した。日本の開発

協力の歴史、国際教育協力、プロジェクト・ヒストリーについてはシリーズ形式で計 7 回開催し

た。 

• ポリシー・ノート：研究成果を事業にフィードバックするための媒体として、学術的な研究を通

じて得られた知見を基に、有益な政策と提言及び事業実施に係る提言につなげることを目的とし

て、「アジアの都市大気環境改善」のテーマでポリシー・ノートを作成・発刊した。 

• 人間の安全保障 2.0 への貢献：東アジア地域における人間安全保障の概念の理解やアプローチな

ど、研究から得られた知見を踏まえ、人が尊厳を持って生きることができる社会の実現を脅かす

現代の課題を整理し、その今日的課題に対応するため、イノベーションとパートナーシップを重

視しつつ、取組を強化することを目指した「人間の安全保障 2.0」の取りまとめに際し、コンセプ

ト設計などの関係部との協働作業に貢献した。 

• 質の高い成長の概念整理への貢献：「人間の安全保障」と並ぶ機構の重点分野である、「質の高

い成長」の概念整理を行った。具体的には、「質の高い成長」のためには高い成長率と包摂性・強

靭性・持続性の全てを同時に追求することが必要であるという点から、これら 3 つの要素と成長

との関係に関する論点のレビューを行い、「質の高い成長」と SDGs の共通点を示した。また、

質の高い成長が上記 3 つの要素を含む概念であるとの研究から得られた知見を踏まえ、質の高い

成長に資する機構事業の具体例等を整理した。 

• 新規協力案件への貢献：「フィリピンとタジキスタンの家計における海外送金に関する実証研究」

において、実施した家計調査のデータを機構のタジキスタン担当部署に共有し、同部署での新た

な協力案件の形成に貢献した。また、研究所が世界銀行と協働してタジキスタンで実施している

電話での家計調査について、その調査範囲・項目等データの特徴を同国担当部・事務所に説明し、

機構の協力案件の形成・モニタリング・評価への活用可能性を検討した。その他、機構内の東・

中央アジア地域関係者に対して、新興国の開発協力研究の一環で実施中のロシアの開発協力研究

の中間成果を内部セミナーで発表し、同地域におけるドナー連携の方向性を検討する上での参考

情報を提供した。 

• 気候変動対策支援ツールへの貢献：「不確実性下における気候変動適応対策の経済的評価に関す

る研究」では、機構プロジェクトを対象に適応プロジェクトの経済的評価手法の検討を行った。

この中で、事業の事業化調査（F/S：Feasibility Study）調査の調査過程を踏まえて適応評価を行う

科学的な手法を分析しており、プロジェクト形成段階で導入しうる手法や課題等の分析結果は、

気候変動対策支援ツール（JICA Climate-FIT：適応策 Adaptation）の改訂に活用した。また、今後

改定が予定されている「環境社会配慮ガイドライン」にも本研究の研究成果からのインプットを

行うよう審査部及び気候変動対策室と意見交換を開始している。 

• ラオス母子手帳へのインプット：機構研究所から紹介したガーナを対象とした母子保健分野の実

証研究（EMBRACE 研究）の成果である継続ケア記録カードの活用によるサービス受診改善等を

踏まえて、ラオス保健省が母子手帳の改訂を実現し、ラオス全国の母子の継続ケアに向けた活用
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が開始された。これにより、年間 1 万人強の妊産婦と生まれてくる子どもに裨益することとなっ

た。 

（3） 研究機関等との連携、ネットワークの強化 

• 海外の研究機関等との連携強化：上述の T20 Japan 及び TICAD 7 関連のイベントに加え、世界

銀行や国連開発計画（UNDP）等、国際開発コミュニティにおけるナレッジ共有のプラットフォー

ムである Global Delivery Initiative（GDI）の年次総会をはじめ、国連アジア太平洋経済社会委員会

（UNESCAP）東・北東アジア事務所主導による北東アジア開発協力フォーラム、2019 Global Think 

Tank Summit、2019 Asia and Pacific Think Tank Summit 等に機構研究所人材が登壇した。また、欧

州復興開発銀行（EBRD）、経済協力開発機構（OECD）開発援助委員会（DAC）、アフリカ連合

（AU）の開発機関である African Union Development Agency（AUDA）等から研究者を迎えてセミ

ナーを開催した。さらに、日本の国際開発学会と韓国国際開発学会（KAIDEC）の交流事業の一環

として、機構研究所研究員 2 名が KAIDEC の年次研究大会で研究成果の発表を行った。 

• ブルッキングス研究所：ブルッキングス研究所との共同研究の成果として、通算 5 冊目となる書

籍『Leave No One Behind：Time for Specifics on the Sustainable Development Goals』を発刊し、国連

SDGs サミットのプレイベントとして、「ジャパン・ソサエティー」においてローンチイベントを

開催した。 

• グローバル・デベロップメント・ネットワーク：世界的な開発研究者のネットワークである「グ

ローバル・デベロップメント・ネットワーク（GDN）」との共同研究により、開発途上国の公的・

民間分野におけるカイゼン活動の効果と問題点に関する事例分析を行い、第 19 回 GDN 年次総

会で「労働者・管理職・生産性—途上国におけるカイゼン活動」に関する分科会を開催した。ま

た、政策提言を取りまとめた書籍『Workers, managers, productivity：Kaizen in developing counties』

を発刊し、書籍のローンチイベントを行った。 

• 国連開発計画人間開発報告書 2019 コンサルテーション会合：UNDP 人間開発報告書のコンサル

テーション会合を、UNDP の人間開発報告書室と共催した。機構内外から、保健、教育、気候変

動、人間の安全保障の各分野の有識者が参加してインプットを行った。2019 年度版のテーマであ

る「今日的な格差」については、参加者から保健や教育の質、気候変動の影響等についてコメン

トがあったほか、機構研究所の研究成果を踏まえ、個人の間ではなく、共通のアイデンティティ

を持つ集団の間の不平等に着目する概念である「水平的不平等」と自らが差別されていると感じ

る人々の認識、そうした不平等や認識がもたらす平和への影響、格差の議論における人間の安全

保障の視点の重要性等を指摘した。 

• ナレッジフォーラム：機構研究所が国際開発動向や開発協力に関する内外の知見を多様な関係者

間で共有・相互学習し、新しいアイデアを生み出していくオープンな場（Knowledge Co-Creation 

Platform）として機能することを目指し、2018 年度に立ち上げた「ナレッジフォーラム」を拡大・

継続した。2019 年度はデジタル化と AI や国際協力の未来等をテーマとして計 4 回実施した。 

（4）研究人材の能力強化 

• 研究人材育成：セミナーの開催や研究実施に当たっての関連情報を集約した機構内部人材向けサ

イト（「研究の杜」）を整備し、研究に取り組む職員によるコラム等を掲載し、研究人材の能力強

化に向けた取組を紹介した。また、機構職員等から研究アイデアを募り、採択された研究を機構

研究所の支援を得て提案者が実施する「研究プロポーザル事業」を実施しており、職員が同事業

に基づく研究成果をまとめたワーキング・ペーパーを発刊した。また、機構研究所研究員による
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機構職員向けの論文の書き方セミナーも実施した。 

（5）研究成果の公開、積極的な発信 

• 研究領域の再編：研究領域を従来の 4 領域から 5 領域に再編し、新たに「人間開発」領域を設

置した。この新 5 領域は、SDGs の上位概念である 5 つの P（People（人間）、Planet（地球）、

Prosperity（繁栄）、Peace（平和）、Partnership（パートナーシップ））に対応しており、開発課題

に関する国際的な共通認識に沿った研究を推進し、成果を発信していくことを企図したものとし

た。 

• JICA 開発大学院連携：法・政治、経済、社会開発の各分野に関する、12 大学 13 プログラムの

JICA 開発大学院連携講座の運営において、機構研究所の講義提供数を 2018 年度に比して増加さ

せた。また、国際大学と講義で使用する教材開発を目的とした共同研究「ケースライティング」

を実施し、9 つのケース教材を作成中であり、講義で実際に機構執筆分 1 件の使用を開始した。

加えて、近現代日本研究チーム（仮称）の立上げによる対外的な発信の強化を行った。 

• プロジェクト・ヒストリー：『未来をひらく道—ネパール・シンズリ道路 40 年の歴史をたどる』

（2016 年度発刊）が、土木工学・土木技術の発展に貢献し、読者に感銘を与えたことにより土木

文化活動の一環となりうる出版物であるとの理由により土木学会賞の出版文化賞を受賞したほか、

『クリーンダッカ・プロジェクト―ゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録』（2017 年

度発刊）の著者（機構職員含む）が、廃棄物資源循環に関する専門分野について、著作の発表に

より当該学術・技術の進捗発展に顕著な功績があったとして一般社団法人廃棄物資源循環学会賞

（著作賞）を受賞した。また、機構の過去の事業の活動と成果を分析し、インタビューやエピソー

ド等を織り込んで書籍として取りまとめた「プロジェクト・ヒストリー」シリーズに関し、『こ

れで子や孫までスレブレニツァでまた暮らせる。ありがとう。‐ボスニア紛争悲劇の街、復興支援

の記録』、『フィリピン・ミンダナオ平和と開発―信頼がつなぐ和平の道程』について、英語版含

め計 3 冊刊行した。その他、昨年度に発刊した『スポーツを通じた平和と結束—南スーダン独立

後初の全国スポーツ大会とオリンピック参加の記録』の発刊記念セミナーを開催した。 

• 国際ボランティア研究：「青年海外協力隊の学際的研究」の研究成果をまとめた書籍『青年海外

協力隊は何をもたらしたか—開発協力とグローバル人材育成 50 年の成果』が、2019 年国際開発

学会特別賞を受賞した。受賞理由として、多くの執筆者による各章の多彩な内容を「開発協力」

と「グローバル人材育成」という 2 つのキーワードに沿って収斂させ、「協力隊は開発協力と人

材育成の間に位置し、開発協力と人材育成は車の両輪であり続ける」という結論を導き出してい

る点、学術的な意義だけでなく、50 年の歴史をもつ国民参加型ボランティア事業の今後の実践に

向けて多くの示唆を示している点等が挙げられている。また、世界中の国際ボランティア事業団

体をはじめ、政府機関や民間分野などが一堂に会する国際ボランティア会議 2019 において「国

際ボランティアが途上国にもたらす変化とグローバル市民社会の形成」の研究成果を発表した。

上司・同僚など現地のカウンターパートと結びつき、関係を築くことでボランティア活動の効果

が向上することを紹介する等、研究を通じて得られた日本の知見を発信した。 

• 人道危機と開発：人道危機と開発に関するシンポジウムを 6 月に開催し、研究プロジェクト「二

国間援助機関による人道危機対応に関する比較研究」の成果である書籍『Crisis Management Beyond 

the Humanitarian-Development Nexus』の内容を踏まえてパネリストらと議論を行った。 

• アフリカにおける民族の多様性と経済的不安定：機構研究所と神戸大学による共同研究プロジェ

クト、「アフリカにおける民族の多様性と経済的不安定」の研究成果として、3 冊目の書籍『From 
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Divided Pasts to Cohesive Futures：Reflections on Africa』の発刊記念セミナーを同大学と共催し、ア

フリカ開発に関わる様々な有識者を迎えてパネルディスカッションを行った。また、南アフリカ

ではケープタウン大学と発刊記念セミナーを共催し、民族多様性に関わる在南アフリカの研究機

関等から有識者をパネリストや聴衆として迎え、南アフリカの研究者や一般市民に研究成果を発

信するセミナーも行った。 

• 国際開発学会＆人間の安全保障学会 2019 共催大会：国際開発学会＆人間の安全保障学会 2019 

共催大会の「SDGs サミット 2019 と今後の展望」セッションに、機構研究所長がパネリストとし

て登壇した。同セッションでは、機構研究所による T20 Japan の取組等を報告し、他のパネリス

トらと 2030 年まで残り 10 年の SDGs の展開に向けた課題や、新時代における人間の安全保障

の取組の意義を含めて議論した。その他、同大会では機構研究所長を含む 11 名の機構研究所研

究者が参加し、ミャンマーの上水道整備やインドのメトロ整備事業に関する企画セッションをは

じめ、人間の安全保障、気候変動、国際ボランティア事業等に関する研究発表を行った。 

• 教育分野の学会：全世界の教育分野の研究者、実務家、政策立案者などが集う比較国際教育学会

2019 及び 2019 年世界教育学会東京大会において、研究プロジェクト「途上国における海外留学

のインパクトに関する実証研究−アセアンの主要大学の教員の海外留学経験をもとに−」の進捗に

関する発表を行い、参加者と活発な意見交換を行った。また、日本比較教育学会第 55 回大会に

おいて、研究プロジェクト「日本の国際教育協力：歴史と現状」の研究成果としての書籍内容に

関する議論を行った。 

• 各種研究成果の発信：ワーキング・ペーパー（20 本）、ポリシー・ノート（1 本）、書籍（8 冊）、

報告書（2 冊）、バックグラウンドペーパー（5 本）を発刊したほか、セミナー等を 27 回開催し

た。その他、国内外の学会での発表、外部セミナーでの講演、大学での非常勤講師としての講義

等の機会を捉え、積極的に研究成果を発信した。 

（6）研究所の国際評価 

• シンクタンクランキング：ペンシルバニア大学の「Global Go To Think Tank Index 2019」の「国際

開発部門」で 28 位（日本の研究機関の中では 2 位）にランクイン。また、「地域部門（中国、

インド、日本、韓国）」では 33 位（日本の研究機関の中では 7 位）であった。 

 

  No.8-5 災害援助等協力   

 

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

研修・訓練回数 24 回 144 29 回 29 回 31 回 回 回 

 

（1）国際基準能力の維持・迅速派遣に向けた基盤強化 

① 国際緊急援助隊・救助チームの迅速派遣145 に向けた体制整備・強化： 

                                                   
144 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

145 JDR 救助チームは国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）が定める 3 階級のうち活動領域が最大となる

ヘビー級の認証を受けており、チーム人員や所有機材は一定以上の条件を満たすことが必須となっている。

一方、航空会社は経営戦略上、保有機材を小型化していること、また各社の余剰機材の整理に伴いチャー
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• 機構は、国際緊急援助隊・救助チームを迅速に派遣するための分隊派遣の運用開始に向けて、外

務省、警察庁、総務省消防庁、海上保安庁と必要な手続きを再確認の上、運用上の課題抽出のた

めの机上演習を企画・実施した。 

• 国際緊急援助隊・救助チームが緊急援助の現場で活動中に参照するマニュアルの改定を行い、各

省庁の歴代団長・副団長に暗黙知として蓄積されている経験や教訓を形式知化し、体制強化を図

った。 

② 国際緊急援助隊・医療チームの強化： 

• 野外病院レベル（WHO 緊急医療チーム（Emergency Medical Team：EMT）タイプ 2）の国際緊急

援助隊・医療チームの派遣を想定し、2018 年度から同チーム内の部門構成及び人員配置の再整理

を進めた。2019 年度は部門構成、人員配置に加え、随時見直しているチーム内各部門の運用を新

しいマニュアル「JDR Book」（計 140 ページ）として具体的にまとめ、これを基に同チームへの

登録者（382 人）に対する研修・訓練（計 5 件）を実施した。また、技術検討・検証会を計 7件

実施し、技術面の体制強化を行った。 

③ 国際緊急援助隊・感染症対策チームの強化： 

• 米国疾病対策センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）から講師を招聘し、感染

症対策チーム隊員に求められる疫学・公衆衛生分野の知識・技能に関する研修会（38 人参加）を 

10 月に実施した。また、新たに登録された登録者 23 人を対象にチームの導入研修を実施した。 

• 各研究機関、大学、省庁等への能動的な働きかけを通じて、日本政府が定める「国際的に脅威と

なる感染症対策の強化に関する基本計画」の目標値（計 190 人）を上回る計 244 人の感染症専

門家をチーム登録者として確保した。これら登録者から選抜された感染症専門家を計 3 回のチー

ム派遣にて実働させ、現場での感染拡大の抑制に貢献した（具体例は（3）参照）。 

④ チーム派遣オペレーション能力・実施体制基盤強化： 

• チーム派遣手続標準手順書を更新するとともに、派遣手続訓練の実施による業務理解向上を通じ、

国際緊急援助隊事務局の副担当者が派遣手続を遅延なく着実に実施できる体制を整えた。 

• 在外拠点から協力を得て、JDR 関連情報（関連省庁、窓口、物資調達、フライトチャーター・ロ

ジ会社情報等）の取りまとめを行い、2019 年度までに 41 か国分の情報を整備した。また、国際

緊急援助隊・救助チーム受入シミュレーション訓練の実施（機構チリ支所）を行った。 

• 現地 ODA タスクフォース遠隔セミナー（2018 年 12 月）で 34 か国の在外公館及び在外拠点 

117 名に対して JDR チーム受入マニュアルを説明し、各国における緊急援助の効率的な実施に

向けた平時の準備と有事の即応体制強化を図った。また、同セミナーで共有した教訓及び関連資

料が活用されることでモザンビークにおける迅速な緊急援助オペレーションを実現した（詳細は

以下参照）。 

• 8 月のコンゴ民主共和国への感染症対策チーム派遣後、課題解決に向けた振り返りを実施し、業

務平準化及び迅速化を念頭に置き機構内での実施体制を見直した。サモアへの感染症対策チーム

派遣（12 月）では見直し後の実施体制の有効性が確認され、上記課題の解決が確認された。 

• チーム派遣時に利用する可能性が見込まれる海外航空会社を選定し、2019 年度は 1 社と有事の

際の座席と貨物スペース確保の協力につき協議を開始した（COVID19 の影響を受け、別の 1 社

                                                   

ター便が激減しており、派遣時のフライト確保は困難を極めている。かかる状況下においても迅速派遣を

行うべく、2018 年度に分割派遣計画を関係省庁間で承認し、制度を構築済み。 
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との協議開始は 2020 年度に延期）。また、利用制限やチャーター利用の可能性等についても上

記航空会社及び機構在外拠点を通じ情報収集を行った。 

• JDR 派遣における自衛隊輸送機の活用を検討するため、外務省・防衛省・機構の 3 者協議に着手

し、防衛省での検討に必要な機構保有資機材及び国際ガイドラインの情報提供を行った。 

（2）国際的な連携枠組への参画と日本の経験・知見の発信 

① 国際捜索救助諮問グループ（INSARAG：International Search and Rescue Advisory Group）の活動 

• INSARAG アジア大洋州地域地震演習（20 か国、30 組織から約 400 人が参加）にて、機構職員

を同演習の国際調整シナリオ運営者として派遣し、準備・企画段階から効果的な訓練プログラム

に向け、経験値に基づく助言を行い、国連関係者から高い評価を得た。 

• 他国の能力評価（INSARAG External Re-Classification：IER）の受検に向けた評価員の派遣（4 回）、

INSARAG に加盟する国際捜索救助チームのワーキンググループ会合への有識者の派遣（2 回）

等、JDR が保有する高い技術及び専門性に基づき積極的に協力を行った。 

• INSARAG に対し、災害時の各国派遣チーム間の現地調整手法及び同マニュアルの策定支援を行

うなど、各国間協調の更なる促進・効率化に向けた貢献を果たした。 

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

• 機構が策定を主導し、WHO が国際標準として採択した「災害医療情報の標準化手法」（MDS： 

Minimum Data Set 被災地で活動する緊急医療チームが日報として被災国保健省へ報告すべき 46 

項目を定めたもの。）が、モザンビークにおけるサイクロン災害の被災地で、国際救援現場とし

ては世界で初めて実稼働した。同稼働に当たり国際緊急援助隊・専門家チーム（下記参照）が運

用指導に中心的な役割を果たした。現地対策本部長を務めたモザンビーク保健省局長から、被災

地全体の医療動向を即時に把握し、意思決定につなげることができる MDS の有用性が高く評価

された。同成果は、WHO・EMT グローバル会合で公式に報告され、世界各国の EMT 関係機関

に広く認知された。 

③ 国内外関係者とのネットワークの維持 

• ASEAN 防災人道支援調整センターとの連携協定に基づき、緊急援助物資備蓄体制に関する情報

を提供し、同センターがフィリピンで援助物資倉庫を設置する際に参考として活用された。加え

て ASEAN 地域で発生した災害情報の入手や研修の相互参加を通じ、緊急援助オペレーション時

の留意点や、過去の災害に対する緊急援助の教訓を共有した。 

• 1999 年に発生した台湾集集地震の 20 周年国際会議に機構が招待され、長年にわたる JDR の事

業経験により培った機構での教訓を、台湾の防災機関・民間・市民団体、スイス、米国等の国際

緊急援助実施機関と共有した。同国際会議のパネルディスカッションでは、応急対応分野におい

て、機構は仙台防災枠組を踏まえ、「公助に頼らない、自助・共助が一体となった防災体制整備

及び効果的な応急対応に向けた事前の備えの重要性」を主張し、民間企業や大学等研究機関を含

む複数のステークホルダーで取り組む防災の重要性に関する議論をリードした。 

• 技術協力プロジェクト「ASEAN 災害医療連携強化プロジェクト（ARCH）」を通じて実施してい

る ASEAN 加盟各国の災害医療合同実践訓練に、機構職員及び国際緊急援助隊・医療チーム登録

者から構成される人員を派遣し、技術指導等を通じて訓練の質の担保を図った。 

• WHO 等の要請に基づき、国際緊急援助隊・医療チーム登録者及び機構職員を技術指導員として、

EMT 調整所研修（豪）、EMT 地域演習（タイ）へ派遣し、MDS を含む情報管理分野などの技術

指導を行うことにより各研修・演習の成功に貢献した。 
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（3）迅速且つ効果的な緊急援助の取組 

2019 年度は 7 件の国際緊急援助隊派遣及び 10 件の緊急援助物資供与を実施した。特筆すべき案件

は以下のとおり。 

• モザンビーク共和国におけるサイクロン被害に対する緊急援助 

2019 年 3 月にモザンビーク共和国で発生したサイクロン「イダイ（Idai）」の被害に対し、同月

から 4 月にかけて国際緊急援助隊・医療チーム及び専門家チーム（緊急医療チーム調整所）を派

遣した。また、国連災害評価調整チーム（UNDAC：United Nations Disaster Assessment and Coordination）

要員として機構専門嘱託を派遣するとともに、緊急援助物資を供与した。被災地での全体調整

（UNDAC 要員、専門家チーム）と現場での実働（国際緊急援助隊・医療チーム）を組み合わせた

複層的な支援を展開した。専門家チームは、国際救援としては世界で初めて MDS を現場で稼働

させることに成功した。この結果、被災地内で活動中の全ての国際医療チーム（計 21 チーム）

の日々の診療情報を緊急医療チーム調整所が迅速に集約・解析することが可能となり、モザンビ

ーク保健省による医療資源配分や感染症対応など重要な意思決定に大きく貢献した。これらの取

組は、WHO の EMT グローバル会合でも画期的な成果として高く評価され、今後の災害医療に

おける標準的な方法論として各国政府・機関に広く認知された。 

• コンゴ民主共和国エボラ出血熱流行への対応（No.2-2（3）再掲） 

コンゴ民主共和国東部において、2018 年から流行が続くエボラ出血熱に対し、2019 年 7 月に発

出された WHO 緊急宣言（国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態：PHEIC）に呼応して、調

査チーム及び国際緊急援助隊・感染症対策チームを 8 月に派遣した。同感染症対策チームは、流

行地域に隣接するチョポ州及び首都キンシャサにおいて、検疫及び感染制御の体制強化のための

技術支援を実施し、これら地域における感染症例の流入抑止に貢献した。また緊急援助物資とし

て、医療関係者の感染を防ぐための個人用防護具を供与した。 

• サモア独立国麻しん流行への対応（No.2-2（3）再掲）： 

2019 年 10 月にサモア独立国において発生した麻しんの流行に対し、国際緊急援助隊・感染症対

策チームを派遣した。同チームは、国際機関及び他国から派遣された医療関係者と協働し、国立

中央病院及び地区病院において、乳幼児を中心に重症化した患者（約 90 人）の診療支援を行っ

た。従来、国際緊急援助隊・感染症対策チームでは、検査、疫学、公衆衛生対応といった非診療ア

プローチであったが、同チームとして初めて、患者の直接診療を行った。チームによる診療活動

を通じて、一時的な対応人材の不足に陥っていたサモア側医療施設の診療体制をサポートするこ

とにより、流行地域における感染流行の抑制に貢献した。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き、戦略的な国内外への情報発信を通じて国際的な開発協力に係る検討課題設定や枠組づくり

の参画及び納税者である国民の理解の醸成多様な開発課題に対応する開発人材の養成・確保がなされ事

業の効果向上に向けて事業評価や研究成果の事業への一層の活用促進国際緊急援助隊の対応能力の向上

が期待される。また、業務実績報告書に記載されている各事項の「事業上の課題及び対応方針」に沿っ

た改善方針に取り組むことを期待する。（平成 30 年度独立行政法人国際協力機構業務実績評価（令和

元年9 月）、No.8「事業実施基盤の強化」） 

 

＜対応＞ 
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ア 広報： 

アフリカ協力やスポーツと開発等の主要テーマを中心に、国内外へのタイムリーな情報発信を行う

戦略的な広報を実施した。情報発信に当たっては、新聞、テレビ等を通じた報道や、機構の広報ツ

ールによる発信に加え、インターネットニュースによる報道も意識したアプローチを強化してきて

いる。その結果、報道実績は国内で約 7,100 件、海外で約 15,000 件。 

イ 事業評価： 

事業評価結果の事業での一層の活用を促進するため、事後評価結果と教訓の横断的分析や事業実

施過程に着目したプロセスの分析等を実施した。また、機構内に留まらない開発協力事業の一層

の効果発現向上を目指し、これらの結果を機構内外、国内外で発信した。加えて、評価の質を保

ちつつ、より効率的に評価を行うため「一体的評価」の継続実施、及び新たに「簡易型評価」を

導入した。 

ウ 人材養成確保： 

• 能力強化研修では、機構が行っている協力の重点分野・新たに取り組みつつある分野を中心に、19 

コースを実施し、多様な分野の開発協力人材の養成に貢献した。 

PARTNER サイト活用においては、キャリア形成支援及び多様な働き方を促進する新規コンテン

ツ・機能をリリースした。またキャリアイベントに関しては、人材が不足している分野への誘導

を意図し、開催した。地方での PARTNER 活用を促進するため、本部から国内拠点に向けた 

PARTNER サイト登録・活用におけるメリットを継続的に発信した。 

エ 研究： 

• T20 や TICAD 7 等、国際会議の場を活用した戦略的な研究成果の発信による援助潮流形成への貢

献に加え、セミナー、シンポジウム、学会、大学での講義等を通じ、多様な関係者への研究成果の

発信に力を入れてきた。今後は、国内各地における効果的・積極的な研究成果の発信等にも一層取

り組む。また、研究成果の事業への活用に関しては、事業部門や JICA 開発大学院連携との連携強

化を図りつつ、引き続き促進する。 

オ 災害援助： 

• 国際緊急援助隊・救助チーム・医療チーム共に、国際会合における知的発信、国際合同演習の運営

などを通じて、国際方法論の改善と人道関係者への周知に貢献した。同成果の一端として、モザン

ビーク実働派遣では遠隔地での災害医療サービスの提供と併せて、MDS を世界で初めて稼働して

被災地全体の緊急医療を統合調整する支援を提供したことは特筆される。 

• 研修・訓練実施を通じ登録隊員の能力強化を図り、JDR チーム受入マニュアルや関連資料の在外公

館及び機構在外拠点との共有を通じ、迅速かつ効率的な緊急援助実施体制を構築し、JDR チーム派

遣においても同体制に基づく効果的な活動が実現した。 

• 課題である航空輸送手段の確保に向けては、航空会社との協議継続に加え、自衛隊輸送機活用に関

する外務省・防衛省との実務協議を新たに開始した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：多くの評価指標において目標水準を大幅に上回る成果を上げていることに加え、年度計画に照ら

して質的な成果や成果の最大化に向けた取組で目標水準を上回ると判断されることから、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

具体的には、国際社会に対し機構の開発協力の成果の認知度と支持を高めるとともに、①戦略的な広
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報（TICAD 7 関連の国内報道数増加やホームページ掲載記事 PV の倍増）、②テーマ別評価を通じた対

中ODA 支援の認知向上や衛星データを活用した初の一貫したモニタリング評価の試行、③ T20 での議

論のリードやプロジェクト・ヒストリーの受賞、④機構主導による災害医療情報標準化手法の初適用（モ

ザンビーク）等、特筆すべき成果をあげた。 

 

ア 広報 

◎ TICAD 7 関連の国内報道数増加【②】：TICAD 7 に合わせアフリカ関連の広報を強化した結果、

国内報道数が TICAD V 時より増加（前回約 160 件→今回約 180 件）。また、本部・国内外の拠

点で 165 件のプレイベント等を開催し（TICAD VI 時 40 件）、アフリカ支援の取組を広く発信。 

◎ ホームページ掲載記事 PV 倍増【②】：ホームページ掲載記事の一部を外部デジタルメディアと連

携した配信方式に転換し、記事 PV 数が昨年比の約 10 倍、著名人を起用したものは約 30 倍に拡

大。 

○ 国内で約 7,100 件、海外で約 15,500 件の機構もしくは ODA の報道。 

○ 戦略的に重点テーマを発信（TICAD 7、廃棄物分野（G20 関連）、開発途上地域の健康問題（G20 

関連）、中東・欧州情勢、防災、スポーツと開発等）。 

○ 国内オピニオン・リーダー層及び一般層双方への理解促進に向けた理事長の寄稿等によるトップ

広報や著名人を起用した広報を展開。 

イ 事業評価 

◎ 中国国内における対中 ODA 支援の認知向上への貢献【②④】：対中国 ODA40 周年に合わせた事

業成果を振り返るテーマ別評価を実施し現地で報告会を実施、要人の出席や中国国内での報道を通

じ、日本の貢献の中国国内での認知向上に寄与。 

◎ 衛星データを活用した初の一貫したモニタリング評価の試行【③】：実施中技術協力の事業効果指

標の分析に衛星データの活用を試行。モニタリング及び事後評価における衛星データ活用による効

果的、効率的な検証を提言。 

○ 協力金額 10 億円以上の全ての事業及び 10 億円未満であっても有効な教訓が得られる可能性

の高い事業 68 件の外部評価と、2 億円以上 10 億円未満の案件 99 件の内部評価実施。 

○ 外部評価でプロセス分析や質的比較分析等科学的手法の活用と評価の質向上への取組実施。ま

た、「プロセスの分析ガイドライン（執務要領）」を整備。 

○ 評価結果の統計データ整備及び拡充による援助手法横断的な複層的分析の実施体制を構築。 

○ 事業評価の内部人材育成に向けた研修、事後評価結果・教訓のフィードバックセミナー、機構内

インターン研修を実施。 

ウ 人材養成確保 

○ SDGs への貢献や開発協力人材の分野横断的な手法に係る能力向上の観点から、新規  1 件（民

間企業との連携）含む 21 コースの能力強化研修を実施。 

○ PARTNER 上に「キャリア図鑑」を新設し、国際協力人材のキャリア形成支援メニューを拡充。

多様な働き方を促進するため、PARTNER 上に掲載されている機構公募案件の検索、登録機能を

改善。 

○ 開発協力人材の新規開拓、連携強化に向けた ECFA とのセミナー（15 回）や大学での講義、ブ

ース出展による情報発信（14 大学 638 人）。 

エ 研究 

◎ Think 20（T20）の議論をリード【①②】：機構は Think 20（T20）で「SDGs」と「アフリカの協

力」のタスクフォースの共同議長として議論をリード。タスクフォースに関連する17 本のポリシー

ブリーフの策定に貢献。また、同ポリシーブリーフを踏まえて作成された「T20 コミュニケ」は安

倍首相に手交。 
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◎ TICAD 7 における国際的議論に貢献【②】：ノーベル経済学賞受賞者が代表を務める Initiative for 

Policy Dialogue（IPD）との共同研究の成果として、「The Quality of Growth」を発刊。また、TICAD 

7 に合わせ、4 件のイベントを主催・共催しアフリカ開発に関する国際的な議論に貢献。 

◎ プロジェクト・ヒストリーの表彰【④】：「未来をひらく道－ネパール・シンズリ道路 40 年の歴

史をたどる」（2016 年度発刊）が土木学会賞出版文化賞受賞。「クリーンダッカ・プロジェクト―

ごみ問題ヘの取組がもたらした社会変容の記録」（2017 年度発刊）が（一社）廃棄物資源循環学会

学会著作賞受賞。 

◎ 国際ボランティア研究の学会による表彰【④】：「青年海外協力隊は何をもたらしたのか－開発協

力とグローバル人材育成 50 年の成果」が 2019 年国際開発学会特別賞受賞。 

○ 効果的な事業実施及び援助潮流の形成に資する研究を実施（質の高い成長、人間の安全保障、ア

フリカにおける民族の多様性と経済的不安定等）。海外の研究機関等との共同研究・発信を積極

的に実施（ コロンビア大学政策対話イニシアティブ（IPD）、ブルッキングス研究所、Global 

Development Network（GDN）等）。 

○ 各種研究成果を発信（ワーキング・ペーパー 20 本、ポリシー・ノート 1 本、書籍 8 冊、報告

書 2 冊、バックグラウンドペーパー 5 本、セミナー開催 27 回等）。 

○ 開発課題に関する国際的な共通認識に沿うべく、研究領域を SDGs 上位概念である「5 つの P」

に合わせる形で再編。 

○ 研究人材の能力強化に向けた「研究プロポーザル事業」や職員向け論文書き方セミナーを実施。

オ 災害援助 

◎ ◎ 機構主導による災害医療情報標準化手法の初適用【④】：機構が策定を主導し WHO が国際標

準として採択した「災害医療情報の標準化手法」をモザンビークのサイクロン被災地国際援助現場

で世界初適用、被災地全体の医療動向の即時把握、意思決定に貢献しモザンビーク政府からも高評

価され、有用性が関係者間で認知。 

◎ サモアの麻疹流行の抑制【②】：国際緊急援助隊感染症対策チームとして初めて診療支援を実施。

サモア側医療施設の診療体制支援により感染流行の抑制に貢献。 

○ 国際緊急援助隊救助チーム歴代団長・副団長の経験や教訓を形式知化した現場マニュアルの改

定、医療チームの再構成や「JDR Book」の取りまとめ及び研修・訓練、感染症対策チームの登録

者増加、現地 ODA タスクフォース遠隔セミナーでの国際緊急援助隊受入れマニュアルの説明

等による体制強化。 

○ 国際緊急援助隊（7 件）、緊急援助物資供与（10 件）実施。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、戦略的な情報発信による効果的な広報を通じて国民の理解と支持基盤を醸成しつつ、国際

協人材の裾野拡大のためのキャリア形成支援や人材養成を、PARTNER やインターンシップ、研修等を

戦略的に活用して推進する。また、事業の効果向上に向けて、引き続き評価の質の確保を図りつつ、評

価結果や導出された教訓の更なる活用のための方策を検討する。効果的な事業実施や国際援助潮流形成

に寄与すべく、新たな開発ニーズに柔軟に対応しうる研究の立ち上げを行うとともに、機構内外への研

究成果のフィードバックを引き続き促進する。災害援助に関しては、引き続き国際緊急援助隊の迅速か

つ効果的な派遣に向け、官民問わず多様な機関との情報共有及び連携促進を図る。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

事業実施基盤の強化に向けた取組について、機構の活動として、以下の実績が認められる。 
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（定量的実績） 

【指標 8-2】「プレスリリース発出数」、【指標 8-3】「フェイスブック投稿数」、【指標 8-4】「ODA 見

える化サイト掲載案件の更新数」、【指標 8-7】「国際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）新規

登 

録人数」、【指標 8-10】「国際緊急援助隊・感染症対策チームへの登録者数」がそれぞれ目標値を上

回り、【指標 8-3】及び【指標 8-4】においては目標値の 2 倍を大幅に超える水準、【指標 8-7】及び

【指標 8-10】においては目標値の 1.3 倍超の水準となるなど、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．広報 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、開発課題に係る機構の活動及び成果の発信（含：TICAD 

7 が開催されるアフリカ地域との協力関係、G20 で議題となる分野等での協力取組、ラグビーワ

ールドカップ 2019 や東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたスポーツと開発等に関

連する発信）、多様なツールを活用した発信強化、ウェブサイトのアクセス迅速化及びリニューア

ルに向けた情報整理等を着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：TICAD 7 に関し、国内報道数が 前回日本で開催した TICAD V 時より増加（前

回約 160 件→今回約 180 件）したほか、165 件のプレイベント等を開催し（TICAD VI 時 40 件）

するなど、従前以上に広報を強化したことが認められる。 

また、機構ウェブサイト掲載記事の一部を外部デジタルメディアと連携した配信方式に転換した

結果、記事 PV 数が昨年比の約 10 倍、著名人を起用したものは約 30 倍に拡大し、取組を通じ

て顕著な成果を得た。 

指標：【指標 8-1】「国内外における機構事業への理解・支持促進に資する、情報発信及び広報活

動の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標（定量指標と共通）はいずれも基

準値を上回り、3 項目のうち 2 項目では基準値の 2 倍を大幅に上回る水準となった。 

  

２．事業評価 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、PDCA サイクルに沿った各種評価の着実に実施と迅

速な公開、協力方針や事業実施への教訓のフィードバック、評価結果の分析、インパクト評価、テ

ーマ別評価、事業評価の実施基盤の強化と質の向上等を着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：実施中技術協力の事業効果指標（稲の作付面積及び収量）の分析に当たって、

衛星データの活用を試行し、モニタリング及び事後評価における衛星データ活用による効果的、効

率的な検証を提言したことは、事業評価の質向上の観点から有意義な成果と認められる。 

また、対中 ODA 40 周年を機に対中協力の総括に係るテーマ別評価を実施し、現地メディアで広

く報道された。 

指標：【指標 8-5】「多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の実施状況」に関して、上

記の定性的な実績のほか、関連指標は「外部事後評価における、大学・NGO 等の参加による分析

や、対象の特性を考慮した分析の実施件数」が例年どおり、「分析結果の事業等での活用に向けたフ

ィードバック強化の取組数」が基準値 1 件に対して 9 件と、2017・2018 年度に続き高い水準での取

組が続いている。 

 

３．開発協力人材の育成促進・確保 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、SDGs 達成への貢献及び協力ニーズの多様化に対応

した開発協力人材の養成と確保（含：能力強化研修の質の改善）、開発協力人材の更なる裾野拡大に

向けたコンテンツや掲載情報の拡充・多様化（含：大学生、中高生向けコンテンツの充実を通じた

国際協力分野への若年層の更なる関心の拡大促進）等を着実に実施したことを確認した。 

指標：【指標 8-6】「能力強化研修の見直しを含む、開発協力人材に対する研修実施状況」に関し

て、上記の定性的な実績のほか、関連指標は基準値を大幅に上回る水準となった。 

 

４．知的基盤の強化 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、効果的な事業実施や国際援助潮流の形成に資する研
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究と成果の事業へのフィードバック（含：質の高い成長、人間の安全保障、日本の開発協力の歴史、

新興国（中国を含む）の開発協力等に関する研究）、研究者・大学・研究機関等とのネットワークの

充実、研究事業を通じた機構の人材育成、研究成果の公開・発信等を着実に実施したことを確認し

た。 

特筆すべき実績：機構が発刊している、事業の軌跡と成果を分析してまとめた書籍「プロジェク

ト・ヒストリー」に関して、「未来をひらく道－ネパール・シンズリ道路 40 年の歴史をたどる」が

土木学会賞出版文化賞を受賞、「クリーンダッカ・プロジェクト―ごみ問題ヘの取組がもたらした

社会変容の記録」が（一社）廃棄物資源循環学会学会著作賞を受賞。また、青年海外協力隊に係る

研究成果をまとめた「青年海外協力隊は何をもたらしたのか－開発協力とグローバル人材育成 50 

年の成果」が 2019 年国際開発学会特別賞を受賞。これらの成果は、機構の研究成果が外部から高

く評価されていることの証左として評価される。 

このほか、Think 20（T20）で「SDGs」と「アフリカの協力」に係るタスクフォースの共同議長と

して議論をリードし、関連する 17 本のポリシーブリーフの策定に貢献した。 

指標：【指標 8-8】「開発協力事業の効果向上及び国際援助潮流の形成に資する、研究の実施状況

及び研究成果の活用状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は 2 項目で 2018 年度

より増加し基準値を超える水準、1 項目で 2018 年度より減少し概ね基準値程度の水準となった。 

 

５．災害援助等協力 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、国際基準を維持するための研修及び訓練プログラム

の見直し、資機材整備の推進、登録要員の能力維持・向上のための研修及び訓練実施、国際連携枠

組への参画及び日本の緊急援助の経験・知見発信（含：国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）、

WHO 緊急医療チーム）等を着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：機構が策定を主導し、WHO が国際標準として採択した「災害医療情報の標準

化手法」がモザンビークのサイクロン被災地国際援助現場で世界初適用され、その取組は WTO の

緊急医療チームグローバル会合でも画期的な成果として高く評価されるとともに、今後の災害医療

における標準的な方法論として各国政府・機関に広く認知されるに至った。また、サモアでの麻し

ん流行に対し、国際緊急援助隊感染症対策チームとして初めて診療支援を実施し、感染症流行の抑

制に貢献した。 

指標：【指標 8-9】「国際資格の維持及び国際社会との連携を含む、国際緊急援助の態勢整備状況」

に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は基準値を大幅に超える水準となった。 

 

（結論） 

以上により、定量指標にあっては全てが 100%を越え、5 項目のうち 4 項目では 120%を越える結

果を得たこと、年度計画において予定されていた取組をいずれも着実に実施したほか、特筆すべき

定性的な成果が多数見られ関連指標からもその傾向が是認出来ることから、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、TICAD 7 の広報のためのプレイベントを前回から 4倍となる 165件実施し、国民へ

の周知に高い効果をもたらしたほか、機構ウェブサイト掲載記事の PV数が昨年比 10倍となったこ

とにも見られるように、ODA 事業に係る国民の理解促進の取組を高い水準で行った。また、災害医

療に関して機構が策定を主導しＷＨＯが国際標準として採択した「災害医療情報の標準化手法」が

国際救援現場で実際に活用され、世界各国の関係機関に広く認知されるなど、災害分野における日

本のプレゼンス向上に大きく貢献した。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き、戦略的な国内外への情報発信を通じて我が国の開発協力に対する国民及び国際社会の

理解を促進するとともに、多様な開発課題に対応する開発人材の養成・確保、事業の効果向上に向

けた事業評価や研究成果の事業への一層の活用促進等、事業実施基盤の強化が図られることを期待

する。また、国際緊急援助隊についても、引き続き新型コロナ感染症の影響を踏まえた効果的・効

率的な支援に関する関係各機関との議論・調整、及び対応能力の向上が期待される。 

その際、業務実績報告書の「事業上の課題及び対応方針」に沿った改善方針に取り組むとともに、

有識者意見にあるように、JICA の研究成果等に係る国際的な認知向上、研究と事業戦略との関連
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づけの強化等を推進するよう留意ありたい。 

 

 ＜その他事項＞  

（有識者からの意見） 

・本業務実績等報告書に記載されている JICA の革新的な援助アプローチや事業の成果、加えて研

究の成果について、必ずしも十分に国際的に認知されていない部分があると感じている。国連や世

銀等の国際機関等を巻き込み、第 3 者の視点も含めた上で、JICA 事業や研究の成果を検証・分析

し、国際的に発信がなされることを期待する。 

・研究成果の JICA 事業へのフィードバックに関して、研究と事業戦略・計画との関連づけを一層

推進し、研究成果の事業方針・戦略への反映や新規事業の形成や既往事業への活用等が促進される

ことを期待する。 

 

（予算額と決算額の乖離） 

相手国の事情等により事業計画に変更が生じ、2020 年度に繰越を行ったもの。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.9 戦略的な事業運営のための組織基盤づくり 

業務に関連する政

策・施策 

― 

当該事業実施に係

る根拠（個別法条文

等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、

難易度 

― 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独立行

政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット情報 達成目標 目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

情報共有基盤システムに係る研修実績 12 件146 12 件 27 件 18 件 16 件   

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：4.（1）、中期計画：2.（1） 

年度計画 

2.（1）戦略的な事業運営のための組織基盤づくり 

ア 実施体制の整備 

・ 戦略的に事業を運営する基盤を強化するため、組織体制の見直しを引き続き行うとともに、運営の

状況をレビューする。特に、国内拠点の体制強化に向けた施策を実施する。 

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

る。 

・ 各部門の役割及び責任範囲を明確化するため、規程類を継続的に見直す。 

・ 国際交流基金、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構との海外拠点の共有化・近接化の可能性を

引き続き検討する。 

イ 業務基盤の強化 

・ 業務の質の向上や業務軽量化のために整備した機構内の情報共有基盤を安定的に運用し、必要に応

じて機能改善等を行う。また、同基盤の効果的な活用促進と円滑な利用開始のため、継続的に利用

者向けの研修を実施する。さらに、在外拠点とのコミュニケーションの効率化に向けて情報通信網

を維持し整備する。 

・ 2022 年度に開始を予定する次期情報共有基盤の調達準備に向けて、クラウド化等の基盤の大規模変

更も含む次期仕様の検討を行う。 

主な評価指標 

・ 内外の政策的要請等に対応した組織・業務実施態勢の強化状況 

・ 業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況 

・ 国内拠点の施設利用状況 

                                                   
146 前中期目標期間実績平均 
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３－２．業務実績 

  No.9-1 実施体制の整備   

 

（1）組織・業務実施態勢の強化状況 

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

外部有識者の参加を得た、組織運営・

事業戦略に関する会議の開催回数 
- 147 3 回 12 回 8 回 回 回 

 

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

海外拠点の見直し 

• 予算執行状況及び後年度負担の予算見通しの常時分析・調整、理事会への定期報告、システムに

よる統制等、2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入し

た予算執行管理強化に関する各種取組を継続実施した。 

• 特に、機構予算の概算要求では、中期的な資源配分の方針及び事項別の予算積算書を作成し、理

事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する業務フローを確立する等、同委員会の

提言に基づく概算要求及び年度計画の予算策定を適切に行い、予算統制の強化・定着を図った。 

• また、地域別の中期的な予算管理に係る基本的な考え方に基づく新規案件の採択、外的要因によ

る支出年度のズレを踏まえた予算の繰越等、複数年度の予算管理体制を強化するとともに、自律

性を重視した合理的な予算管理方法の更なる定着を図るべく職員研修を実施し、予算執行管理に

係る職員の能力向上に取り組んだ。 

• 国内事業部の所掌事務の一部（企業提案型事業）を民間連携事業部に移管することにより、民間

企業と効果的・効率的に連携する体制を整備した。 

• 総務部の所掌事務の一部（市場リスクのヘッジに係る方針の策定、同方針に基づく取引の決定及

びモニタリング業務）を財務部に移管することにより、内部統制の三線構造 148 を確立し、金融

リスク管理態勢を強化した。 

• 企画部の所掌事務に「業務の総括」を追加することにより、同部の権能をより明確化し、同部に

よる経営企画、統制及び対外対応力を強化した。 

• 企画部にイノベーション・SDGs 推進室を新設することにより、機構におけるイノベーションの

組織的かつ戦略的な推進体制を整備した。 

• 社会基盤・平和構築部の国際科学技術協力室を STI 149 室に改組し、同部運輸交通・情報通信グ

ループの所掌事務の一部（情報通信）及び宇宙分野に係る事務を STI 室に移管することにより、

機構内の科学技術イノベーションに関する対応態勢を強化した。 

• 機構内に「デジタルトランスフォーメーション推進タスクフォース」を設置し、世界的なデジタ

                                                   
147 新しい取組のため基準値なし 

148 組織の部門を営業部門、コンプライアンス部門等の管理部門及び内部監査部門に分類し、それぞれがリス

ク管理の役割と責任を担う体制 

149 STI（Science Technology Innovation） 
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ル経済化の進展を常にモニタリングし、機構の事業におけるデジタルトランスフォーメーション

（DX）の主流化と DX 推進のための実施体制の検討を開始した。 

• 戦略的な事業運営基盤の構築に向けて、以下 2 つの組織改編について、2020 年 4 月の改編に向

けた準備を進めた。 

ア 開発協力人材の戦略的な育成・確保、事務の効率化及び事務リスク低減に向けた、人事部、調達

部及び国際協力人材部の組織改編。 

イ 課題別戦略の分野・課題体系に整合した課題部の組織体制を構築するとともに、外部との連携を

更に加速するための課題部の組織改編。 

• 開発大学院連携及び中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施体制の強化を目的に、一部国内拠

点（東京センター、中部センター、関西センター）の人員体制を増強した。また、草の根技術協力

事業の調達手続きを国内拠点から本部に集約させることにより、各所管地域における国内拠点の

ワンストップ機能や潜在的パートナーの発掘等にこれまで以上に注力できる体制とした。 

• 国内連携事業の実施基盤の強化を目的として、機構本部に副理事長を本部長とする国内連携事業

本部を設置し、また、国内拠点長とのテレビ会議を月例で開催し、各国内拠点の優良事例や拠点

運営上の工夫等について共有を図った。 

• 小規模な海外拠点（支所）の体制強化に向けて、現地職員の強化計画（登用・育成）等を含む拠点

ごとの運営計画を策定した。また、本部・海外拠点の役割分担を明確するとともに、海外拠点向

けの法人文書管理ガイドラインを策定した。 

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

② 業務戦略、事業方針等に関する外部からの助言 

• 組織経営について助言を得ることを目的とする外部有識者を交えた経営諮問会議を定期的に開催

した。同会議では日本社会における外国人材の受入促進に向けた取組や、DX 等について議論を

行った。 

• 協力隊事業の戦略性向上及び応募者増等の取組について議論する、「新しい時代の協力隊事業の

あり方有識者懇談会」を開催した。同懇談会では、協力隊事業を取り巻く国内外の状況を踏まえ

た上で、大学や自治体との連携や社会還元の事例を報告し、協力隊事業を日本の地域社会や人々

とともに推進する事業へ転換するための方針を議論した。 

• 予算執行管理強化に関する諮問委員会のフォローアップ会合を開催した。同会合では、諮問委員

会の提言を踏まえた予算執行管理強化に係る取組状況を確認した。 

 

（2）国内拠点の利用・活用状況 

 

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

国内拠点の利用者数 
73.5 万人 

150 
97.5 万人 96.5 万人 91.5 万人 万人 万人 

研修施設の稼働率 58.4％ 151 57.8％ 46.3％ 46.4 ％ ％ ％ 

                                                   
150 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

151 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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* 基準値は前中期目標期間実績平均。 

 

地域のニーズや特性をいかした創意工夫により、多様なパートナーとの連携構築やネットワークを活

用した事業の効果向上。また、日本の地域活性化にも資する取組を各国内拠点で実施した。 

• JICA 横浜：海外移住資料館は、2002 年の開設から来館者数が累計 61 万人を超えた。海外移住

の歴史と関心を高めるべく常設展の他、ペルー及びボリビア日本人移民 120 周年記念として、「マ

チュピチュ村を拓いた男 野内与吉とペルー日本人移民の歴史」、「ボリビアに生きる―日系

人の生活とその心―」、日本におけるコーヒーの普及と日本人移民との関係を紹介した「コーヒ

ーが結んだ日系人と日本」を開催した。同資料館では歴史的資料となる邦字新聞の収集、保管、

活用に取り組むとともに、その促進を目的に JICA 海外移住懸賞論文を募集した。また、TICAD 

7、ラグビー W 杯決勝・準決勝等の横浜開催を受け、これら地元の一大イベントの時宜に合わせ

たJICA プラザ展示やレストランを活用したコラボレーション事業を実施した。その結果、当該期

間中に 22 万人の入館者を海外資料移住館、JICA プラザを含むセンターで得た。 

• JICA 中部：施設の宿泊機能を活用し、国際協力と SDGs の理解を深めるための宿泊型イベント

を実施した。「夏休み親子イベント」（小学校高学年）では 15 組、「グローバルカレッジ 2019」

では中部地域をはじめ、関西や北陸地域等からの大学生約 30 名が参加し、活発な意見交換を行

い世界の課題について知見を深めた。開設より 10 年の節目を迎えた「なごや地球ひろば」は、

2019 年度末までに来館者が 91 万人を超えた。また、2019 年度は愛知県内の複数企業が、新入

社員研修等の目的として SDGs を学ぶために同地球ひろばの訪問プログラムを利用するなど、中

部地域における国際理解の拠点として広く活用された。 

• JICA 関西：G20 大阪サミット開催に伴い、JICA 関西が事務局を務める「関西 SDGs プラット

フォーム」の活動についてのパネル展示を実施した。G20 で来日していた各国首脳や国際機関代

表など 130 名、外務大臣、大阪府知事、大阪市長、経済連合会等の日本側関係者 150 名に対し

て同プラットフォームを通じた産学官の取組を発信した。また、学生を対象とした「関西 SDGs 

ユース・アイデアコンテスト」を開催し、企業から教育機関まで幅広く SDGs への認知と関心を

深めるための取組を行った。第 10 回目となる神戸市アフリカビジネスセミナーでは、アフリカ

ビジネスに関心のある企業等 42 社と関西の大学で学ぶ ABE イニシアティブ留学生 38 名によ

る活発な情報交換が行われた。 

• JICA 四国：ラオス政府とファーマーズ協同組合との JICA 連携プログラムの覚書締結に当たり、

開発途上地域の農業振興と日本における外国人材受け入れの促進を目指して、県庁や香川大学、

JA 等、主要関係者の理解促進のため事前調整・協議を行った。また、増加する技能実習生などの

在住外国人との多文化共生社会に向けて、愛媛大学、愛媛県国際交流協会と共催し、日本語を切

り口とした全 5 回の定期講座「えひめと世界をつなぐにほんご」を開催した。大学教員をはじめ

日本語教師隊員などの協力隊経験者らが複数登壇し、参加者らと外国人を取り巻く四国地域の現

状や技能実習生と地域の関わりについての知識を深めるなど、地域に根ざした取組を促進した。 

• JICA 九州：2018 年度に続き「地方創生× SDGs セミナー」を自治体、JETRO や地銀などと共催。

2019 年度は鹿児島及び佐賀にて 30 ～ 50 名が参加し活発に議論し交流を深めた。熊本県との連

携協定締結に関連し、関係者へのアンケートの実施、訓練実習生のインターン先調整、協力隊募

集説明と大学院説明会の合同実施等の取組を行った。また、長崎県立大学からの要請に基づき、

国際人材の育成に取り組むことを目的とした連携覚書を締結した。その他、長崎大学、熊本県立
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大学とも連携協定を締結する等、大学との連携を一層強化した。NGO 等活動支援事業の一環とし

て、組織強化プログラム「解決したい気持ちを形に変える－九州の NGO の組織強化－」を九州

内 NGO と共同で実施し、九州センターを会場に 2019 年 7 月までに全 5 回の集合型研修を実

施した。九州地域の国際協力 NGO8 団体に対する地域内 NGO 間のネットワーク醸成と組織マ

ネジメント能力の強化に貢献した。九州における外国人材受入・多文化共生推進に向けた施策検

討を目的に、自治体、民間企業、NGO 等からのヒアリングも含む当該分野の調査を実施した。中

小企業・SDGs ビジネス支援事業においては、経済産業省九州経済産業局、JETRO、各県市、官民

の金融機関等と連携して案件形成に努めた結果、19 年度新規に九州の地元企業 12 社の 12 件を

採択した。 

 

  No.9-2 業務基盤の強化   

 

（1）業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況 

① 情報共有基盤の安定的運用及び活用促進に向けた取組 

• コンピュータシステム運用基盤業務委託先や機構情報通信網委託先との密な情報共有・連携によ

り、セキュリティ面含めて、システム関連の事案は発生せず、安定的に運用された。 

• また、新技術である RPA（Robotic Process Automation、定型 PC 操作等の作業自動化）を機構内 

9部署に試行的に導入し、作業時間の短縮や入力ミス抑制など、一定の効果が認められた情報共有

基盤やコンピュータ運用基盤（共通 DB、共通サーバ）の更なる活用促進に向けて、DX の勉強会

やクラウドサービスの試行導入等を機構内で実施した。特に、DX に関しては、DX タスクフォー

スも参加する勉強会を 2 件開催した。 

• 機構内で進めている DX やクラウド、働き方改革や、「JICA Innovation Ques t（イノベーション

推進）」の動きも意識しつつ、次期 IT 基盤及びコンピュータ運用（2022 年度想定）に向けた検

討を開始した。検討に際しては、IT コンサルタント、ソフトウェア・ハードウェア、ネットワー

クそれぞれの分野において複数の業者から幅広くヒアリングを行った。 

• 情報基盤の安定的運用及び活用促進に資する具体的な取組として、機構本部の一部部署を対象と

した竹橋本部への移転に関し、有線・無線LAN、IP 電話、テレビ会議設備の整備を予定どおり実

施したほか、11 月には竹橋本部の回線を 100Mpbs から 300Mpbs に増強した。また、国際情報

通信網の回線強化（増速）に関しては、予算制約の下、緊急性の高い海外拠点から対応し、2018 

年度第 4 四半期の 4 拠点に引き続き、2019 年度は 9 拠点の増速に対応した。 

• 昨年度実施した国内標準 PC 更改に続き、海外拠点の PC 更改を 2019 年度上半期中に完了した。

これにより、海外拠点においても会議の効率化やペーパーレスの促進、働き方改革への対応等を

更に進めた。 

② 業務システムの改善及び構築等を通じた業務基盤の強化に向けた取組 

• 「業務主管システム全体最適化方針」に沿って、2014 年以来進めていた各主要システムの更改及

び各システムの連携を担う共通データベースやハードウェア共通化のための共通サーバ基盤整備

を進め、2019 年 4 月以降計画どおりに稼働している。これにより、データ一元管理による重複・

不整合の抑止や統計分析ツール、統計ダッシュボードを活用した分析の効率化が図られ、機構内

での適切な予算執行管理や案件進捗管理に資するものとなった。 
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３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

予算執行管理強化に関する諮問委員会の最終報告書等を踏まえ、部署の設置や規程の整備等の体制の

整備を行ったが、その体制を形骸化することなく、相互牽制が機能する組織となるためのリスクチェッ

ク部門の育成や、不断の見直し・改善に取り組むことを期待する。（平成 30 年度独立行政法人国際協

力機構業務実績評価（令和元年 9 月）、No.9「戦略的な事業運営のための組織基盤づくり」） 

 

＜対応＞ 

「地域別中期予算管理の基本原則」を策定することにより、中期的な予算執行管理における各部署の

責任と権限を明確化し、相互牽制機能の強化を図った。また、予算執行管理強化に関する諮問委員会の

フォローアップ会合を通じて、予算執行管理強化に向けた機構の取組状況を報告し、外部有識者からの

助言を得つつ、予算執行管理体制の強化に継続的に取り組んだ。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を上げていることに加え、年度計画に照らして所定の成

果を上げていることから、中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

具体的には、2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」で提言された各種取組や

予算統制、予算管理体制及び予算執行に係る職員の能力向上を継続して実施した。また、戦略的な事業

運営のための組織体制整備（民間企業との連携、イノベーション・SDGs 推進態勢等の強化）に取り組

むとともに、地域との連携強化に向けた国内拠点の体制や業務システム基盤の強化等を推進した。 

 

ア 実施体制の整備 

◎ 民間企業との連携体制強化【③】：民間企業提案型事業を国内事業部から民間連携事業部に移管し、

民間企業と効果的・効率的な連携体制を整備。 

◎ イノベーション推進、科学技術への態勢強化【③】：「イノベーション・SDGs 推進室」を企画部

内に設置し、機構内での組織的かつ戦略的なイノベーション推進体制を整備。国際科学技術協力室

を STI 室に改組し、情報通信及び宇宙分野に係る事務を移管し、科学技術イノベーションに関する

機構内の対応態勢を強化。「デジタルトランスフォーメーション（DX）推進タスクフォース」を設

置し、DX 推進に向けた実施体制の検討開始。 

○ 2018 年度の「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した予算執行管理強化

に関する各種取組（予算執行状況及び後年度の執行見通しの常時分析・調整、理事会への定期報

告、システムによる統制等）を継続。 

○ 法人予算の概算要求においては、同委員会の提言（中期的な資源配分の方針及び事項別の予算積

算書を作成し、理事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する業務フロー）に基づ

く概算要求及び年度計画予算策定を適切に行い、予算統制の強化・定着を促進。 

○ 地域別の中期的な予算管理に係る基本的な考え方に基づく新規案件の採択、外的要因による支出

年度のズレを踏まえた予算の繰越等、複数年度の予算管理体制の強化とともに、自律性を重視し

た合理的な予算管理方法の更なる定着を図るべく職員研修を実施し、予算執行管理に係る職員の

能力向上を促進。 

○ 企画部の所掌事務をより明確化し、経営企画、統制及び対外対応力を強化。 

○ 市場リスクのヘッジに係る方針の策定等を総務部から財務部に移管し、内部統制の三線構造を確

立することにより、金融リスク管理態勢を強化。 
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○ 開発大学院連携及び中小企業連携等の実施体制強化に向けた国内機関の人員増強、草の根技術協

力の調達手続を本部に集約し国内機関の体制強化。 

○ 「新しい時代の協力隊事業のあり方有識者懇談会」「予算執行管理強化に関する諮問委員会のフ

ォローアップ会合」等外部有識者の助言を踏まえた事業の改善検討。 

○ 地元企業の新入社員研修プログラムの提供（中部）、「地方創生× SDGs セミナー」の開催（九

州）等、国内の地域活性化にも資する取組の実施。 

イ 業務基盤の強化 

○ 情報共有基盤の安定的運用、RPA（ロボットによる業務自動化）の一部導入。 

○ 次期 IT 基盤及びコンピュータ運用に向けた検討開始。 

○ 竹橋本部の回線増強等。海外拠点の PC 更新や増速（14 拠点）に対応。 

○ 共通サーバ基盤整備によるデータ一元管理や統計分析の効率化を促進。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、国内外における外部環境の変化に対応して、本部を含む国内拠点、海外拠点の体制の改善

に機動的に取り組むとともに、各部門の役割と責任の明確化による事業・組織のガバナンス向上と統制

機能の一層の強化に取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため、「Ｂ」評価とする。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

予算執行管理強化に関する諮問委員会の最終報告書等を踏まえた各種取組を形骸化することな

く、不断の見直し・改善に取り組むことを期待する。その際、監事による指摘等も考慮しつつ、新

型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた適切な体制の整備に留意ありたい。 

また、令和 2年度には機構事業のポータルサイトにおける不正アクセスによる情報流出事案が発

覚したことを踏まえ、改めて業務受託事業者を含めた全機構的な情報セキュリティ体制の見直しを

行い、再発防止に取り組むこと。 

 

 ＜その他事項＞  

（有識者からの意見） 

・中期計画における所期の目標を達成しているとの評定となっているが、これらの評定は妥当であ

ると認められる。2017年度に発生した運営費交付金の予算執行管理問題（予算執行管理が不十分で

あったため、資金ショートの危険性があった事由）に対処するため、前年度以降「予算執行管理強

化に関する諮問委員会」を設置し、その提言を踏まえ、予算執行管理室を設置した上で、毎月理事

会において予算執行状況を報告する体制し、さらに、内部規程類を整備し予算執行管理責任を明確

にするなど、着実に成果を上げているものと認める。なお、2018年度から継続している改善策は、

毎年度の不断の運用が必要なので、今後も引き続き着実な運用を期待する。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.10 業務運営の効率化、適正化 

業務に関連する政策・施策 ― 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難易度 ― 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報（定量指

標） 

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

一般管理費及び業務経費の効率化 1.4％ 152以上 1.4％ 1.4％ 1.4％ 1.4％   

有識者による外部審査を行った対象

契約件数 
70153 件 70 件 81 件 154 64 件 94 件 

  

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：4.（2）、中期計画：2.（2） 

年度計画 

2.（2）業務運営の効率化、適正化 

ア 経費の効率化 

• 運営費交付金を充当して行う業務の一般管理費及び業務経費（特別業務費及び人件費を除く。）の

合計について、業務の質の確保に留意しつつ前年度比 1.4％以上の効率化を達成する。 

イ 人件費管理の適正化 

• 事務・事業を効果的、効率的に執行するため、適正な人員配置の在り方や職員構成や役割に応じた

処遇等の人事制度の見直しを検討する。 

• 手当を含めた役職員給与を国家公務員の給与水準も十分に考慮した上で厳格に検証して給与水準

の適正化に取り組む。その上で、給与水準及びその合理性・妥当性を公表する。 

ウ 保有資産の必要性の見直し 

• 資産内容の見直し、保有資産の必要性の有無を検討する。また、詳細な保有資産情報の公表を引き

続き行う。 

エ 調達の合理化・適正化 

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

る。 

• 契約監視委員会による点検を踏まえた競争性のない随意契約の削減に取り組む。また、外部審査制

度の活用、制度改善やセミナー開催等を通じ、透明性の向上、不正事案防止やその他関連リスク回

避への取組、新規参入の拡大、及び競争性の向上に取り組む。 

                                                   
152 前中期目標期間実績 1.4％ 

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

154 2017 年度の集計値に誤りがあり今回是正。 
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• コンサルタントの海外事業展開を支援する制度の改善を行い、安定的に運用する。また、コンサル

タント等契約管理の質の向上に向けて、機構内の能力強化等を促進する。適正な調達を継続的に行

うための事務能力を強化するため、国内拠点、海外拠点に対する遠隔研修や直接支援等を引き続き

行う。 

 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

• 給与水準適正化の取組状況 

• 契約監視委員会等の実施状況と審査結果への対応状況 

 

３－２．業務実績 

  No.10-1 経費の効率化   

 

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

を達成した。 

 

  No.10-2 人件費管理の適正化   

 

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

対国家公務員指数（ラスパイレス指

数）年齢・地域・学歴勘案後） 

100.6155 101.6 100.7 100.8   

総人件費（給与・報酬部分） 168.3 億円156 176.2 億円 179.1 億円 183.8 億円   

 

（1）人事制度の見直し（人員配置、処遇等） 

• 「JICA 開発大学院連携」及び民間連携の強化に向けて、国内拠点への重点的な人員配置を行った。

また、2020 年 4 月から施行となる同一労働同一賃金関連法への対応に向けて、機構内の人員の

処遇の見直しに着手した。 

• 外部環境の急速な変化・複雑化に応じて業務が多様化する中で、業務の質向上・効率化を図るた

め、2018 年 7 月に実施した特定職の職域の拡大、特定管理職の創設、処遇の見直しについて、

2019年度には拡大した職域が定着するとともに、特定管理職が配置されるなど、人件費予算の範

囲内で着実に運用された。 

（2）給与水準の適正化と総人件費管理 

• 2019 年度の人事院勧告を参考にしつつ、国家公務員に準じて給与水準の引き上げを実施するとと

もに、役職定年制度、職務限定制度、勤務地限定制度を継続適用し、国家公務員との比較で妥当

な給与水準を維持し、給与水準及びその合理性・妥当性についてウェブサイトで公表した。 

• 金融リスク管理や質の高いインフラ輸出の推進で当局に認められた 10 名分の人件費予算増も踏

まえて採用や人員配置等を行い、人件費予算の範囲内で適切に執行した。 

（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

                                                   
155 2015 年度実績 

156 2015 年度実績 
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• 2020 年度は、同一労働同一賃金関連法を踏まえた人員の処遇見直しを円滑に運用していくととも

に、引き続きシニア層の活躍に向けた人事施策等に取り組む。 

 

  No.10-3 保有資産の必要性の見直し   

 

• 決算公告にて毎年資産情報の公開を行っている。 

• 竹橋合同ビル内区分所有部分の更なる利活用のため、国内連携機能の集約・強化という利用目的

を踏まえ、青年海外協力隊事務局を麹町ビルより移転した。また、多様なパートナーとの共創を

促進することを目的に、同ビル内区分所有部分（9 階）の整備方針について関係部署間で協議を

行った。 

• 本部機能を有する 3 施設（麹町・市ヶ谷・竹橋）の施設・部署の一体的な再配置を行い、竹橋合

同ビル内区分所有部分（8 階）に会議室を増設する等、保有資産の有効利用を進めた。 

 

  No.10-4 調達の合理化・適正化   

 

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

契約監視委員会に附議した

契約件数 
39 件157 59 件 44 件 42 件 件 件 

 

（1）調達等合理化計画に基づく取組の実施状況 

• 2019 年度の調達等合理化計画では、①競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組、②競争

入札及び企画競争における一者応札・応募の削減に向けた取組、③技術評価の強化（質の向上）

と価格要素バランスの確保、④契約事務の簡素化と効率化、の 4 点を重点的に取り組む分野とし

て掲げている。このうち、①についてはガイドラインを見直しつつ、調達部による内部統制機能

を引き続き働かせ、②については契約監視委員会の点検を継続した。また、③については Quality- 

and Cost- Based Selection（QCBS）方式の本格導入によって価格評価の比重を高め、④については 

QCBS 方式による精算事務の一部簡素化を図るとともに、海外・国内拠点の支援等を目的とした

体制を強化した。 

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

① 一者応札・応募の削減に向けた取組 

• 契約監視委員会における点検を継続して実施した。2019 年度は、2018 年度及び 2019 年度に 2 

回連続で一者応札・応募となった契約全 4 件の個別点検を行った。また、2018 年度に一者応札・

応募となったコンサルタント等契約及び研修委託契約ついて、分野、事業形態及び調達方法を基

に分類したリストから、各委員の視点で抽出した 10 件に対する個別点検を行い、一者応札・応

募に至った理由の確認、削減努力について確認した。なお、2019 年度の個別点検では特段の課題

等の指摘はなかった。 

② 競争性のない随意契約の適切な運用に向けた取組 

                                                   
157 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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• 契約監視委員会における点検を継続して実施した。2019 年度は、新たに変更契約を同委員会の点

検対象に加え、第 3 回契約監視委員会において、2018 年度に行われた契約変更から、その増加

率の高い7 件を抽出し、契約変更の理由、予見性等の観点から点検を行った。また、2018 年度に

新規締結された競争性のない随意契約全 676 件を 15 種類の調達種別に分類し、その上で、規程

等に照らして競争性のない随意契約とするために特別の理由を要するコンサルタント等契約、ロ

ーカルコンサルタント契約、各種業務委託契約等から、各委員が、契約金額、契約内容及び分野

の多様性を考慮しつつ、特別な理由を再確認すべきと判断した 10 件に対する個別点検を行った。

なお、2019 年度の個別点検では特段の課題等の指摘はなかった。 

（3）適正な調達を継続的に行うための実施基盤の確保 

① 海外拠点の調達実施体制の適正化： 

海外拠点の調達実施体制強化に向けて、巡回指導や地域セミナー、テレビ会議によるセミナーを開催

した。それぞれの開催実績は以下のとおり。 

• 巡回指導：2019 年度は 13 拠点（東ティモール、インド、バングラデシュ、ブータン、サモア、

ドミニカ共和国、エルサルバドル、ホンジュラス、タンザニア、南アフリカ共和国、アンゴラ、南

スーダン、チュニジア）に対し実施した。 

• 地域セミナー：2 回（東・中央・南アジア地域セミナー（於インド事務所、2019 年 12 月）、中

米セミナー（於ドミニカ共和国事務所、2020 年 2 月）） 

②  国内拠点の調達実施体制の適正化： 

• 国内拠点の調達実施体制強化に向けて、2019 年度はテレビ会議を通じた公共調達制度に係る勉強

会を 26 回実施した。 

③ 不正事案に対する取組： 

• 公共調達機関としての適切な発注実施を確保するため、官製談合や調達手続き違反等の回避に向

けて、以下のとおり、機構内関係者の不正事案防止に対する取組の強化を図った。 

• 「調達手続きの適正な実施に関する執務要領」を制定・施行した。また、本執務要領に基づく違反

行為の報告を受ける対外窓口を設置した。 

• コンプライアンス・入札談合防止セミナーを開催した。 

• 調達・契約リテラシー向上のための機構内外関係者向け研修を実施した（コンサルタント等契約

機構内外関係者向けセミナーを毎月実施。国内拠点向けの公共調達セミナーを実施（上記（３）

②参照） 

• 契約相手方、潜在的な契約相手方含む業界団体との対話を実施した。 

（4）コンサルタントの海外事業展開を支援する契約制度の改善 

• 2019 年度より、機構はコンサルタント選定に際し質と価格による選定（Quality- and Cost-based 

Selection：QCBS）を導入（技術協力プロジェクトを除く）し、対象案件については、価格評価点

が加味されるようにした。QCBS の導入に際し、航空賃も価格競争に含めて、価格競争対象費目

を拡大した。また、QCBS では、航空賃を合意単価とし、受注者発注者の精算の簡素化を図った。

こうした取組により、従来に比して精算書類が 44％削減され、コンサルタントからも経理手続き

の改善として前向きな評価が挙がっている。 

• コンサルタント等契約制度の質の向上について、コンサルタント等の実績評価を次回以降のコン

サルタント選定に係る技術点評価に反映する具体的かつ明確なルールを設定し、実績評価の質の

向上に努めた。また、特定の技術移転に重点を置く案件は、必要に応じ、当該分野の実績を資格
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要件とすることとした。 

 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き調達制度の更なる改革や、特定職制度を踏まえた効果的・効率的な人員配置、竹橋合同ビ

ルの利活用等を通じて、効果的な事業運営を行うための改善に取り組むことを期待する。（平成 30 

年度独立行政法人国際協力機構業務実績評価（令和元年 9 月）、No.10「業務運営の効率化、適正化」） 
 

＜対応＞ 

効果的、効率的な事業運営に向けて、旅費の節減やその他固定的経費の削減等の取組により、運営費

交付金を充当する物件費の前年度比率 1.4％の効率化を達成した。 

特定職制度を踏まえた効果的・効率的な人員配置に向けて、外部環境の急速な変化・複雑化に応じて

業務が多様化する中で、業務の質向上・効率化を図るべく、2018 年 7 月に実施した特定職の職域の拡

大、特定管理職の創設、処遇の見直しについて、2019 年度には拡大した職域が定着するとともに、特定

管理職が配置されるなど、人件費予算の範囲内で着実に運用した。 

竹橋合同ビル内区分所有部分の更なる利活用のため、国内連携機能の集約・強化という利用目的を踏

まえ、青年海外協力隊事務局を移転した。 

調達制度については、調達等合理化計画に基づき、競争性のない随意契約の削減、透明性及び競争

性の向上のため継続的に契約監視委員会での点検を実施した。昨年度の契約監視委員会での提言を踏

まえ、参加意思確認公募の適用基準についての再整理・ガイドラインの改定を行った。コンサルタン

ト等調達制度改善の取組としては、QCBS の導入、詳細設計業務（業務量確定部分）を対象に成果報

酬（ランプサム）化を導入したほか、コンサルタント等の実績評価制度の改善を図る等により、質の

向上も図った。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：B 

根拠：評価指標の目標水準を着実に達成したことに加え、年度計画に対して質的な成果や成果の最大化

に向けた取組で所定の成果を上げていることから、中期計画における所期の目標を達成していると認め

られる。 

具体的には、経費の効率化及び人件費管理の適正化に着実に取り組み、保有資産は竹橋合同ビルを含

めた本部施設（麹町、市ヶ谷、竹橋）の有効利活用を促進した。また、調達では不正事案防止に対する

執務要領を制定したほか、コンサルタント契約制度で質と価格による選定（QCBS）制度の導入を通じた

手続きの合理化及び簡素化を促進する等、特筆すべき成果をあげた。 

 

ア 経費の効率化 

○ 運営費交付金を充当する物件費の効率化目標を達成。 

イ 人件費管理の適正化 

○ 業務の質及び効率の向上、職員構成の最適化の観点から、JICA 開発大学院連携及び民間連携の

強化に向けて、国内機関へ重点的に人員配置。 

○ 「同一労働同一賃金」への対応に向けた人員処遇の見直しに着手。 

○ 給与水準の適正化を維持し、給与水準及びその合理性・妥当性をウェブサイトで公表。 

ウ 保有資産の必要性の見直し 
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○ 保有資産情報を公表。青年海外協力隊事務局を竹橋合同ビルに移転し、国内連携機能の集約と強

化。本部機能を有する 3 施設（麹町・市ヶ谷・竹橋）の施設・部署の一体的な再配置を実施し、

会議室増設等、保有資産の有効利用を促進。 

エ 調達の合理化・適正化 

◎ コンサルタント契約制度での質と価格による選定（QCBS）制度の導入を通じた手続きの合理化及

び簡素化を促進【③】：コンサルタント選定における質と価格による選定（Quality- and Cost-based 

Selection：QCBS）を導入（ただし、技術協力プロジェクトを除く）。見積価格の競争性が向上した

ため、旅費等の費目において「合意単価」を導入し、証票書類に基づく精算方式の合理化・簡素化

が促進された。これにより、従来に比して精算書類が 44％削減され、コンサルタントからも経理手

続きの改善として前向きな評価が挙がっている。 

○ 一者応札・応募の削減に向け、契約実績の定期的モニタリング・分析、契約監視委員会等による

点検を実施。 

○ 競争性のない随意契約について、ガイドラインに沿った運用状況のモニタリングを実施。また、

契約監視委員会での継続的な点検を実施。 

○ 海外拠点の調達適正化及び実施体制の整備と強化への支援（海外：短期在外調達支援要員を 13 

拠点に派遣、地域セミナー等の開催）。また、国内拠点の調達実施体制強化に向けた勉強会を  26 

回開催。 

○ 機構内関係者の不正事案防止に対する取組強化として、「調達手続きの適正な実施に関する執務

要領」を制定、施行。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、経費の効率化、同一労働同一賃金関連法を踏まえた人員の処遇見直しと円滑な運用及びシ

ニア層の活躍に向けた人事施策、竹橋合同ビル内区分所有部分の利活用の促進、国内外拠点の調達実施

体制及び調達事務能力の向上等を通じ、効率的な事業運営を行うための取組を継続する。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため、「Ｂ」評価とする。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

引き続き、調達制度の更なる改革等、効果的な事業運営を行うための改善に取り組むことを期待

する。その際、監事による指摘等も考慮しつつ、新型コロナウイルス感染症の影響や、新型コロナ

ウイルス感染症を受けて政府全体で進んでいる書面・押印・対面手続の見直しの進捗状況等に留意

ありたい。 

なお、調達の合理化・適正化に関し、国内機関に係る施設整備補助金の執行が遅延する傾向が継

続的に見受けられるところ、適切な調達の実施に向け、国内機関の能力強化含め十分対応するよう

留意ありたい。 

 

 ＜その他事項＞  

（有識者からの意見） 

・中期計画における所期の目標を達成しているとの評定となっているが、これらの評定は妥当であ

ると認められる。2017年度に発生した運営費交付金の予算執行管理問題（予算執行管理が不十分で

あったため、資金ショートの危険性があった事由）に対処するため、前年度以降「予算執行管理強
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化に関する諮問委員会」を設置し、その提言を踏まえ、予算執行管理室を設置した上で、毎月理事

会において予算執行状況を報告する体制し、さらに、内部規程類を整備し予算執行管理責任を明確

にするなど、着実に成果を上げているものと認める。なお、2018年度から継続している改善策は、

毎年度の不断の運用が必要なので、今後も引き続き着実な運用を期待する。 

・No.10の業務運営の効率化、適正化については、主に経費の削減つまり経済性の問題を重視して

いる。この点、国からの運営費交付金が限られる中、いかに経済的に業務を実施するかは重要で

ある。但し、No.10の本質は、業務運営を如何に効率的に実施しているかである。これは費用対効

果の問題であり、一定の業務に対し如何に経費を削減して実施しているかと同時に、一定の経費

で如何に多くの業務を行っているかについても評価されるべきである。この点、2019年度におい

ては、6項目においてＳ評価になっていることから、実質的に業務運営の効率化・適正化は進んで

いると思われるが、それらを示す指標が提示されていない。今後、経済性だけではなく、たとえ

ば経費を成果数で除した費用対効果を示した指標等も検討の余地があると思われる。  
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２．主要な経年データ 

評価対象となる指

標 
達成目標 

基準

値 

2017年

度 

2018年

度 

2019年

度 

2020年

度 

2021年

度 

該当なし - - - - - - - 

 

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

年度計画 

3. 財務内容の改善に関する事項 

• 運営費交付金を充当して行う業務について、以下 6．に示す予算、収支計画及び資金計画に基づき

事業の質の確保に留意して、「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の最終報告書で提言され

た内容も踏まえて、「個別案件単位の予算執行管理の徹底」、「複数年度事業の後年度計画額の

適切な把握と管理」、「当年度予算の執行管理の適正化」、「自律性を重視した合理的な予算管理

手法の確立」に係る取組を着実に実施し、一層適正な予算執行管理を行う。 

• 前年度期末の運営費交付金債務残高の発生要因等を分析する。 

• 自己収入の確保とその適正な管理・運用に努める。 

 

３－２．業務実績 

（1）運営費交付金を充当して行う業務に関する予算執行管理の状況 

• 「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の最終報告書（2018 年 12 月）の提言を踏まえ、予算

執行管理や報告・統制及び制度を含めたカバナンスの強化、2019 年度及び後年度の予算執行の見

通しの常時把握、分析、調整に関する取組を継続した。 

• 地域別の中期的な予算管理に係る基本的方針を再整理した。右方針に基づき適切な予算規模の新

規案件を検討し理事会で審議・決定するとともに、継続案件の事業規模の変動を把握・管理する

ことにより、中期的な予算管理を適切に行うフローが構築された。これらを通じ、同委員会の提

言に基づく概算要求及び年度計画の予算策定を適切に行い、予算統制の強化・定着を図った。 

• 予算執行管理の基本的事項に関する Web ベース研修、案件担当者や予算管理担当者等の実務者

向け研修、赴任前研修、階層別研修、初級者研修等の実施を通じて、予算執行管理に係る職員の

能力向上に取り組んだ。また、予算執行管理に係るマニュアルを作成し関係部署へも周知した結

果、案件担当者の予算管理における参考資料となっている。 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.11 財務内容の改善 

業務に関連する政策・

施策 

― 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独立

行政法人国際協力機構運営交付金 
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• 2018 年度予算の未使用額のうち、外的要因により支出年度が 2019 年度にずれ込まざるを得ない

ものについては、事象の起きた案件に紐づけて必要な財源を確保し、2019 年度に繰越して執行し

た。 

• 2019 年度末時点の運営費交付金債務残高は、406.7 億円158となっており、その内訳は以下のとお

りである159。 

運営費交付金の残 212.1 億円 

前渡金 194.2 億円 

前払費用、長期前払費用等 0.4 億円 

（注）四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

• 2019 年度末時点の運営費交付金債務の未収益化の発生理由は、相手国側機関の事由等により、当

初の計画に変更が生じたため。 

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

（2）自己収入の確保に向けた取組と管理・運用の状況 

• 自己収入のうち消費税の還付等を除く事業収入は 2.8 億円（2018 年度実績 2.9 億円、2019 年度

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

• 民間資金の動員促進：寄附金収入は 1.1 億円（同 1,200 万円、1.6 億円）となり、2019 年 5 月

にはりそな銀行の「SDGs 推進ファンド」の寄附先として新たに機構が追加され、定期的に一定額

の寄附金を確保できる枠組みを構築した。一般寄附金事業として「世界の人びとのための JICA 基

金」を通じた支援事業（新規 7 件採択）を実施した。また、特定寄附金事業として「ラオスにお

けるニコン・JICA 奨学金制度」を継続するとともに、新たに「ミャンマーインレー湖の統合流域

管理の強化」及び「日越大学奨学金・研究奨励金制度」での寄附金の受入を開始した。 

（3）その他財務内容の改善や開発資金の動員等に資する取組 

• 国際協力機構債券の発行は 2016 年 12 月に決定された日本政府の SDGs 実施指針の具体的施

策（「社会貢献債の発行（JICA）」）として位置付けられている。6 月、9 月、12 月にソーシャ

ルボンドを計 500 億円発行し、国内外の民間資金を成長市場である開発途上国のために動員した。 

• TICAD 7 に合わせた初の「テーマ債」発行：8 月末に開催された第7 回アフリカ開発会議（TICAD 

7）に向けた機運を高める目的で、9 月に発行したソーシャルボンドは「TICAD 債」と名付け販

促活動を行った（ソーシャルボンドとしての適合性につき、第三者機関よりセカンドオピニオン

を取得）。TICAD 債は機構で初めてとなるテーマ債であり、調達資金はアフリカにおける有償資

金協力事業に充当される。その希少性や明確性が評価され、幅広い多くの投資家から注目、需要

を集め、当初発行予定額 100 億円から増額した 120 億円を調達した。 

• 投資家が社会貢献性に着目し国際協力機構債券への投資を行った旨を対外的に公表した件数は増

加傾向にあり、2019 年度はこれまでに 52 件の投資家が対外公表している（2017 年度 8 件、2018 

年度は 28 件）。今中期目標期間では累計 88 の投資家が投資表明を行っている。 

• コンゴ民主共和国「国家森林モニタリングシステム運用・REDD+ パイロットプロジェクト」につ

いて、中央アフリカ森林イニシアティブ（CAFI）基金との受託契約（約 400 万ドル）により外部

資金との一体的な運用を行った。また、GCF との包括的認証取極めに基づき、同基金の資金を活

                                                   
158 暫定値 

159 運営費交付金の残、前渡金、前払費用、長期前払費用等のいずれも暫定値 
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用した案件形成を進めた（No. 4-1 参照）。 

• SATREPS 事業「チリにおける持続可能な沿岸漁業及び養殖の確立に資する赤潮早期予測システ

ムの構築と運用」の社会実装に係る追加の活動部分の受託について、本邦企業（三井物産㈱）が

有する CSR 基金からの資金を得て事業効果を拡大。 

• アンゴラ政府から要請があった「自動車整備人材育成プロジェクト」について、現地日系企業（ト

ヨタ・デ・アンゴラ社）からの資金を得て過去の機構事業で協力した職業訓練校等を活用しつつ

協力を開始した。 

• 寄附金事業や受託事業については、機構にて外部資金の受入・執行に際し、適切な財務・会計処

理を図るよう財務部門より支援するとともに、実施を担う部署の人材の育成を図る必要がある。 

 

【参考情報】「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメント強化について」（平成 30 年 3 月 

30日付、総管査第 10 号）に基づく「目的積立金等の状況」について160 

 

（単位：百万円、％） 

 
平成29年度末 

（初年度） 
平成30年度末 令和元年度末 

令和 2 年度

末 

令和 3 年度

末 

（最終年度） 

前期中期目標期間繰越積立金 19,509 7,013 2,416   

目的積立金 0 0 0   

積立金 0 4,304 3,121   

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金等 0 0 0   

運営費交付金債務 20,101 31,300 40,669   

当期の運営費交付金交付額（a） 154,316 152,364 150,476   

 うち年度末残高（b） 8,758 12,378 21,383   

当期運営費交付金残存率（b÷

a） 
5.7％ 8.1％ 14.2％   

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

予算執行管理に関する諮問委員会の提言を踏まえて整備された体制が形骸化することなく運用される

よう、不断の改善・改革に取り組み、また事後的な予算執行管理だけではなく、予算策定段階において

も各部門の事業計画と予算の整合性を十分確保することを期待する。（平成 30 年度独立行政法人国際

協力機構業務実績評価（令和元年 9 月）、No.11「財務内容の改善」） 

 

                                                   
160 下表令和元年度末の数値は暫定値 
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＜対応＞ 

予算執行管理強化に関する諮問委員会の最終報告書（2018 年 12 月）の提言を踏まえ、予算執行管

理や報告・統制及び制度を含めたカバナンスの強化、2019 年度及び後年度の予算執行の見通しの常時

把握、分析、調整に関する取組を継続し、改善に取り組んだ。また、中期的な資源配分の方針及び予算

要求に際しての事項別の予算積算書を作成し、予算の事前統制を強化。理事会審議を経て概算要求及び

年度計画予算策定に反映し、事業計画との整合性を確保しながら予算要求、年度計画予算編成を行った。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：B 

根拠：年度計画に対して質的な成果や成果の最大化に向けた取組で所定の成果を上げていることから、

中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

具体的には、2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」で提言された各種取組や

予算統制、予算管理体制及び予算執行に係る職員の能力向上を継続して実施した。また、開発資金の動

員に資する取組を実施した（TICAD 債の発行、りそな銀行の「SDGs 推進ファンド」寄附先選定等）。 

 

1. 予算執行管理 

○ 2018 年度の「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した予算執行管理強化

に関する各種取組（予算執行状況及び後年度の執行見通しの常時分析・調整、理事会への定期報

告、システムによる統制等）を継続。 

○ 法人予算の概算要求においては、同委員会の提言（中期的な資源配分の方針及び事項別の予算積

算書を作成し、理事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する業務フロー）に基づ

く概算要求及び年度計画予算策定を適切に行い、予算統制の強化・定着を促進。 

○ 地域別の中期的な予算管理に係る基本的な考え方に基づく新規案件の採択、外的要因による支出

年度のズレを踏まえた予算の繰越等、複数年度の予算管理体制を強化するとともに、自律性を重

視した合理的な予算管理方法の更なる定着を図るべく職員研修を実施し、予算執行管理に係る職

員の能力向上を促進。 

2. 自己収入の確保に向けた取組 

◎ 民間資金の動員促進【④】：りそな銀行グループ「SDGs 推進ファンド」寄付先として新たに機構

が追加登録、一定額の寄付金を定期的に確保できる枠組みを構築。また、新たに「ミャンマーイン

レー湖の統合流域管理の強化」及び「日越大学奨学金・研究奨励金制度」での寄附金の受入を開始。

「ラオスにおけるニコン・JICA 奨学金制度」の 4 年間継続決定。 

○ 自己収入のうち、消費税の還付等を除く事業収入は  2.8 億円。資金計画における寄附金収入は 

1.1 億円となり、「世界の人びとのための JICA 基金」を通じた支援事業（新規 7 件）や特定寄

附金による「ニコン・JICA 奨学金制度」に使用。 

3. 開発資金の動員に資する取組 

◎ TICAD 7 に合わせた初の「テーマ債」発行【④】：機構初の「テーマ債」として「TICAD 債」を

発行。アフリカにおける有償資金協力事業充当を目的とし、希少性や明確性が評価され、当初発行

予定額を20 億円上回る 120 億円を調達。 

○ 機構債に関して、ソーシャルボンドを計 500 億円発行し、国内外の民間資金を開発途上国支援

に動員。 

○ 社会貢献性の観点から JICA 債投資を対外公表した件数が 2019 年度は 52 件まで増加（2018 

年度は 28件）。 
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＜課題と対応＞ 

2018 年度に実施した「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の提言を受け導入した、予算執行管

理強化に関する各種取組を継続実施するとともに、自律性を重視した合理的な予算管理手法の更なる

定着を図るべく職員研修を継続する。また、引き続き、予算執行管理状況の確認と態勢の検証を行い、

必要な改善に取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため、「Ｂ」評価とする。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

予算執行管理強化に関する諮問委員会の最終報告書等を踏まえた各種取組を形骸化することな

く、不断の見直し・改善に取り組むことを期待する。なお、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、運営費交付金を充当して行う業務に関する予算執行管理の困難度が増すことが想定されるとこ

ろ、一層の取組強化を期待する。 

 

 ＜その他事項＞  

（有識者からの意見） 

・中期計画における所期の目標を達成しているとの評定となっているが、これらの評定は妥当であ

ると認められる。2017年度に発生した運営費交付金の予算執行管理問題（予算執行管理が不十分で

あったため、資金ショートの危険性があった事由）に対処するため、前年度以降「予算執行管理強

化に関する諮問委員会」を設置し、その提言を踏まえ、予算執行管理室を設置した上で、毎月理事

会において予算執行状況を報告する体制し、さらに、内部規程類を整備し予算執行管理責任を明確

にするなど、着実に成果を上げているものと認める。なお、2018年度から継続している改善策は、

毎年度の不断の運用が必要なので、今後も引き続き着実な運用を期待する。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.12 安全対策 

業務に関連する政策・施策 ― 

当該事業実施に係る根拠

（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】【難易度：高】関係者の安全の確保は機構事業を安定的に実施

する上での大前提となる要因であること。また，不確実性が高く，目標の達成

が機構の努力だけではコントロールできない外部の要因に左右され，かつこれ

までに比べて業務の対象の拡大や，大幅な取組の強化を伴うこと。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独

立行政法人国際協力機構運営交付金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報（定量指

標） 

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

事業関係者等の安全対策研修の受講

者数 / うち，テロ対策研修受講者 

1.5 万人 / 

3,600人161 

3,000 人 / 

600 人 

6,924 人 / 

3,872 人162 

3,890 人 

/902 人163 

3,998 人 

/1,277 人 

- - 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：6.，中期計画：4. 

年度計画 

4. 安全対策に関する事項 

・ 国際協力事業関係者の安全確保のため、「国際協力事業安全対策会議最終報告（2016 年 8 月）」

の内容を着実に実施している状況を踏まえ、これら安全対策強化の継続と定着に取り組む。 

・ 特に、安全管理に従事する人材の能力強化や平時の安全対策強化に加え、脅威情報の収集・分析能

力の高度化を通じ、安全対策措置の周知徹底や安全対策研修受講の必須化、安全対策ガイダンスの

導入等による組織全体における安全を第一とする関係者の意識の定着及び浸透と実践の促進等、

安全対策の主流化を着実に推進する。 

・ 工事安全対策に関する指針文書の適切な運用と見直し、現場での安全対策の支援を通じ、施設建

設等事業の工事安全対策に取り組む。特に、事故の件数の多い国や事業規模の大きい国での安全

対策を重点的に実施する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

・ 海外における事業関係者の武力紛争，テロ，一般犯罪，交通事故，自然災害等による被害の低

減に向けた取組状況 

・ 工事事故の低減に向けた取組状況 

 

３－２．業務実績 

   No.12-1 海外の事業関係者の安全対策に係る取組状況   

                                                   
161 前中期目標期間の実績から約 25％増として設定する。前中期目標期間実績平均 2,381 人 / 年。 

162 2017 年度集計値に誤りがあり今回訂正。 

163 2018 年度集計地に誤りがあり今回訂正。 
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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 

安全確認調査及び安全

巡回指導調査国数 
30 か国164 44 か国 27 か国 25 か国   

 

（1）脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化、情報共有の徹底 

• 治安情勢に関する情報収集体制の強化を図った。具体例として、既存の国際シンクタンクやセキ

ュリティサービス会社からの情報入手に加え、地域別の情報収集体制強化を更に強化すべく、仏

語圏アフリカ・中南米地域に特化した治安情報提供サービスの契約を開始し、海外拠点から得ら

れる現場の情報と組み合わせて関係者間での治安情勢認識の共通化を進めた。また、海外拠点で

の安全確認調査等を通じ、現地ベースでの国連安全保安局、欧米ドナー等などとの更なるネット

ワーク強化を進めた。 

• ブルンジやブルキナファソ等、治安上の問題を抱える地域に関し、リスク・脅威度の評価や治安

情勢の見通しを踏まえ、現地治安情勢が深刻化する前に、予防的な避難措置や一部活動の見合せ

等を行い、更なる治安悪化による事業関係者への影響を極小化した。 

• 「海外における緊急事態対応マニュアル」を改訂し、緊急事態発生時の初動における各業務手順の

実施主体部署の明確化、情勢モニタリング・情報共有体制の構築手順の追記、関係部署ごとの初

動対応業務フローの再整理を行うとともに、国内及び海外の全拠点に同マニュアルを周知した。 

• 機構事業関係者向けに、海外での安全対策に係る心構えや、一般犯罪やテロ・暴動や交通事故等

の具体的なケーススタディを網羅した「海外安全対策ハンドブック」を作成し配布するとともに、

機構ホームページ上に同ハンドブックを掲載し、安全対策の情報発信を強化した。 

• 安全管理部の組織・人員体制を強化し、より地域の専門性に基づいた 4 班体制へ移行させ、地域

コンテクストに強い安全管理体制とした。 

（2）行動規範の徹底 

• 「JICA 安全対策宣言」において、二度とダッカ襲撃テロ事件のような犠牲者を出さないことが明

記された点を踏まえ、「重大事案発生ゼロ」の目標を安全管理部、海外拠点等が共有し、一般犯

罪、テロ対策等を抑止するため行動規範の徹底に取り組んだ。具体的には以下のとおり。 

• 各国の安全対策措置（渡航措置及び行動規範）を治安状況に併せて逐次改定し、より現状に即し

た規範とした（全 140 か国分）。また、治安上の脅威度が高い国における行動規範を徹底させる

ため、対象 13 か国への派遣者に対して派遣前に個別ブリーフィングを実施し、現地到着時にも、

各在外拠点による治安情勢及び行動規範に関するオリエンテーションの実施を徹底した。 

• 事業関係者の交通事故リスクを未然に防ぐため、全ての海外拠点において、2019 年 10 月から

2020 年 3 月にかけて、交通安全意識啓発のための「海外交通安全キャンペーン」として各海外

拠点において交通事故事案ゼロを達成するための具体的な取組を検討・実施するとともに、各海

外拠点の優良なドライバーの表彰や現地メディアとコラボした交通安全キャンペーンソングの作

成等を実施した。 

（3）海外拠点等での防護措置の強化 

                                                   
164 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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• 行動規範徹底の具体例として、スリランカで 2019 年 4 月に発生した大規模爆破テロ事案後の対

応として、ボランティアの避難一時帰国や技術協力、資金協力事業等に携わる国際協力事業関係

者の安全確保のため、先方政府側の安全認識に関する理解促進、事業の安全対策の確保・強化に

関し、機構より先方政府に働きかけを実施し、先方政府による手厚い警備配置等を確保した。 

• 技術協力や資金協力事業等、機構事業サイトの防護策強化のための「安全対策ガイダンス」を制

定し、適用を開始した。これは事業実施に先立ち、案件形成段階から防護柵や監視カメラのハー

ド面、警備員増強等のソフト面双方の安全対策を検討し、予め事業予算に反映させることを目的

としたものである。同ガイダンスは、事業関係者から高いニーズが示されていたものであり、必

要に応じて既往案件にも適用することとしている。2019 年度は 18 か国 45 件の事業サイトに適

用した。 

• 高脅威度国に所在する優先在外拠点（特に支所、フィールドオフィス等、脆弱な体制にある拠点）

における安全管理体制の強化するため、ブルンジやハイチに安全確認調査を派遣し、各拠点にお

ける追加的安全対策についてのアドバイスを行った。 

• セーフルーム整備等ハード対策を講じ、海外拠点の防護策強化を図った（10 か国）。さらに、高

脅威度国に所在する小規模な海外拠点において安全管理体制を点検し、強化を図った（2019 年度

4 か国）。 

（4）研修・訓練機会の整備と拡充 

• 国際協力事業関係者を対象として、日本国内において渡航者・管理者向け研修（計 776 名受講）、

テロ対策実技訓練（計 417 名受講）を実施するとともに、海外 18 拠点においてもテロ対策実技

を含む現地安全対策研修を実施し、合計 860 名の参加を得た。 

• 2019 年 10 月より、理解度テストや動画閲覧機能を追加したウェブ上のインタラクティブな安全

対策研修を開始した。講義型研修と同等のコンテンツを提供することで、遠隔地の事業関係者も

研修が受講可能な体制とした。 

• 高脅威度国で事業を実施する関係者や海外拠点で安全管理に携わる人材を対象に、国連難民高等

弁務官事務所（UNHCR）が実施する実践的なセルフディフェンス研修を受講させ、国際機関と同

水準の安全対策に係る知見を強化した（計 19 名が参加）。 

• 海外拠点での安全対策担当者及び本部における安全対策人材を、UNHCR が主催する安全管理者

マネジメント（SRM：Security Risk Management）研修に参加させるとともに、同研修を提供して

いる安全対策コンサルタントと契約し、本邦と在外拠点にて機構独自の SRM 研修を実施した（計

35 名が参加）。 

（5）危機発生時の対応能力の強化 

• 新型コロナウイルス感染症拡大への対応：2019 年末より発生した新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴い、機構事業関係者のうち、脆弱な環境に置かれている海外協力隊や感染した場合に重篤

化リスクの高い関係者（高齢者や基礎疾患保有者）等について、現地治安情勢や医療体制の状況

に応じ、適時に安全対策措置・行動規範を見直すと共に、順次、関係者の一時帰国措置を実施し

た。また、コンサルタント等の契約相手先についても、契約に基づきつつ早急の帰国と渡航見合

わせを実施するとともに、新型コロナウイルス拡大防止の対策が長引く可能性を踏まえ、渡航で

きない期間についても事業を継続（遠隔での会議、指導、資料作成等）できるよう迅速かつ柔軟

な対応を行った。（海外業務の国内業務への振り替え促進、必要な追加機材購入承認（遠隔での

業務に必要な機材等）、契約履行期間の延長等） 
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• 緊急事態発生時の初動手順の見直しを行い、組織内部に周知・徹底を図った。 

• 海外拠点や本部関係部を対象として海外緊急事態対応机上訓練を行い、基本動作の確認、徹底、

演練を行った。 

• 理事長以下、組織全体を動員した海外緊急事態対応シミュレーション訓練を行い、重大事案発生の

際の初動手順、関係部所管の連携体制、報告連絡系統などの確認を行った。 

 

  No.12-2 工事安全対策に係る取組状況   

 

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

事故事案報告件数（事業規模 1 兆円あた

り）* 
23 件 165 13 件 36 件 32 件   

実施状況調査、安全管理セミナー、円借款

事業（STEP）施工安全確認調査の件 
137 回 166 135 回 147 回 161 回   

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

 

（1）指針文書の適切な運用 

• 「施設建設等を伴う ODA 事業の工事安全方針」を適切に運用・周知した。具体的には相手国政府

及び事業関係者等に対して、研修・セミナー等の機会を通じた周知を行い、関係者の知見と意識

の向上を図った。 

• 企画調査員（資金協力）及び本部専門員による実施状況調査にて、安全対策プラン・安全施工プ

ランの作成状況をモニタリングするとともに、必要に応じ「ODA 建設工事安全管理ガイダンス」

の改訂を行い、同ガイダンスの適切な運用を図っている。 

• 円借款事業の工事契約に適用できる包括的な労働安全衛生のスペック（Specification）の作成に着

手した。 

（2）施工現場の安全対策の強化 

① 事故の件数の多い国や事業規模の大きい国での安全対策 

• 2018 年 6 月 22 日開催の第 11 回「施設建設等事業の安全対策委員会」において、事故件数及

び事業規模の大きさに鑑み施設建設等事業の工事安全に係る重点国に指定された、バングラデシ

ュ、インド、インドネシア、ベトナム、ミャンマーの 5 か国（うち、インドを除く 4 か国に対し

て企画調査員（資金協力）を配置）において以下の取組を実施中である。 

ア 当該国の工事安全に係る基本法令の概要の把握 

イ 当該国の資金協力事業における工事の品質と安全の状況確認のための「実施状況調査」の実施 

ウ 当該国で発生した工事事故の原因分析と得られる教訓の蓄積 

エ 上記ア～ウを基にした相手国政府を中心とした工事関係者との対話を通じた工事安全に係る

意識の醸成 

② 事故の防止に向けた取組 

• 在外事務所等からの要望に基づき、企画調査員（資金協力）等が工事の品質と安全確保の見地か

ら確認を行う「実施状況調査」を重点国以外においても実施した。 

                                                   
165 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 

166 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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• 在外事務所による安全対策強化キャンペーンとして現場パトロール（工事の安全対策状況の確認）

を 42 件実施した。同キャンペーンに当たっては、現場視察における着目点等について「現場の

見方」の講義をテレビ会議で行う等、在外事務所に対して本部による支援も提供した。 

• 在外事務所、企画調査員（資金協力）及び本部専門員による安全セミナーを 38 件実施した。 

• 日常的に、工事事故発生の都度、事故の分析と結果の工事関係者へのフィードバックを行い、同

種の事故の防止に向けた注意喚起・事故予防に努めた。 

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

• 技術協力プロジェクトを通じた相手国政府の安全対策や事故防止を促進する取組として、ミャン

マー「道路橋梁技術能力強化プロジェクト」やモンゴル「建設分野における労働安全管理能力強

化」の 2 件を継続して実施した。また、マレーシアにおいて、カンボジア・ラオス・ミャンマー・

ベトナム向けの建設事業等を対象とした労働安全衛生管理に関する第三国研修を実施した。 

• ブータンにおいて建設工事現場等の安全管理に関するセミナーを開催した。セミナーには関係省

庁の約 60 名が参加し、活発な議論を通じてブータン政府関係者の工事安全に対する意識の向上

が図られた。 

（3）戦略的な取組及び成果 

• 労働安全衛生法制が充分に整備されていない蓋然性の高い開発途上国において、工事の労働安全

衛生に関する一定の基準を満たすべく、施設建設等事業における工事契約のあるべき内容につい

て検討するため、土木学会に設置されたアドバイザリー委員会に検討を委嘱した。2019 年 10 月

から海外の建設工事の安全について一定の知識を持つ各界（大学、建設業界、関連公益法人、中

央官庁等）の有識者 10 名が委員となり 3 度にわたる会合において議論を進めた。2020 年 4 月

には同委員会による提言が得られる予定であり、提言内容については今後必要に応じ実際の工事

契約に反映すべく検討していく。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づく各種強化策の着実な実施及び業務実績報告書に記載

されている各事項の「事業上の課題及び対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを期待する。 

（平成 30 年度独立行政法人国際協力機構業務実績評価（令和元年 9 月）主務大臣評価報告書、No.12

「安全対策」） 

 

＜対応＞ 

「最終報告」での提言内容、及び業績評価報告書での改善方針に基づき、以下の対応を実施している。 

＜脅威情報の収集・分析・強化＞ 

• 国際協力事業関係者に対する安全情報対策情報の適時適切な提供を目的として、機構ホームページ

上に「安全対策専用 Web ページ」を構築し、同ページ内に安全対策措置（渡航措置及び行動規範）

に加えて安全対策マニュアルや各国の注意喚起情報等を加えることで掲載コンテンツの充実を図

っている。また、情報収集・分析業務の強化として、2019 年 1 月に完成した情報収集 / 分析ハン

ドブックについて在外拠点にも周知し、各国治安情勢のモニタリングを行っている。 

＜行動規範の徹底＞ 

• 脅威度の高い地域で実施している各プロジェクトの安全対策内容を確認するため、安全評価調査を

実施し、同調査を通じて得られた知見も踏まえて、脅威度レベルや事業タイプに応じたハード・ソ

フトの安全対策の参考仕様として「安全対策ガイダンス」を整備し、2019 年 4 月より運用を開始
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した。 

＜研修・訓練の強化＞ 

• 国際協力事業関係者向けの安全対策研修・訓練については、管理者向け研修や理解度テスト等も含

めた Web 研修を整備し研修メニューを拡充した結果、2019 年 11 月末現在、延べ約 28,000 人名

が参加している。 

＜工事安全＞ 

 企画調査員（資金協力）が配置されておらず本部直轄となっている地域・国（中南米、アフリカ等）

については、地域部や在外事務所との協議を経て、モザンビークにおいて 2 案件を対象として実

施状況調査を行った。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

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

や成果の最大化に向けた取組で所定の成果を上げていることから、中期計画における所期の目標を達成

していると認められる。 

具体的には、脅威情報の収集・分析・発信態勢の強化（「海外安全対策ハンドブック」作成等）、行

動規範の徹底、海外拠点等での防護措置強化、研修・訓練機会の整備・拡大等を通じて海外事業関係者

の安全対策に係る取組を推進した。新型コロナウイルス感染症に関して、感染拡大に伴い、適時に安全

対策措置・行動規範を見直し、一時帰国措置を実施した。また、工事安全管理ガイダンスの改訂、教訓

の蓄積、対話等を通じて相手国政府を中心とした工事関係者の安全対策や事故防止を促進した。 

 

1. 海外の事業関係者の安全対策に係る取組 

◎ 新型コロナウイルス感染症拡大への対応【③】：2019 年末より発生した新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴い、機構事業関係者のうち、脆弱な環境に置かれている海外協力隊や感染した場合に重

篤化リスクの高い関係者（高齢者や基礎疾患保有者）等について、現地治安情勢や医療体制の状況

に応じ、適時に安全対策措置・行動規範を見直すと共に、順次、関係者の一時帰国措置を実施。ま

た、コンサルタント等の契約相手先についても、契約に基づきつつ早急の帰国と渡航見合わせを実

施するとともに、新型コロナウイルス拡大防止の対策が長引く可能性を踏まえ、渡航できない期間

についても事業を継続（遠隔での会議、指導、資料作成等）できるよう迅速かつ柔軟な対応を行っ

た（海外業務の国内業務への振り替え促進、必要な追加機材購入承認（遠隔での業務に必要な機材

等）、契約履行期間の延長等）。 

○ 脅威情報の収集・分析・発信態勢を強化、情報共有を徹底（Intelligence Research 社との契約締結、

「海外における緊急事態対応マニュアル」の改訂、「海外安全対策ハンドブック」作成）。行動

規範の徹底（安全対策措置改定（140 か国）、海外交通安全キャンペーン実施）。 

○ 海外拠点等での防護措置を強化（「安全対策ガイダンス」の適用（18 か国、45 事業サイト）、

セーフルーム整備等ハード対策の実施（10 か国））。 

○ 研修・訓練機会を整備・拡大（事業関係渡航者向け研修、テロ対策実技訓練、現地安全対策研修

の実施、UNHCR 主催セルフディフェンス研修及び安全管理者マネジメント研修への参加）。 

○ 危機発生時の対応能力を強化（緊急事態発生時の初動手順の見直し、海外緊急事態対応机上訓練

及び海外緊急事態対応シミュレーション訓練の実施）。 

2. 工事安全対策に係る取組 

○ 「施設建設等を伴う ODA 事業の工事安全方針」を適切に運用・周知、「ODA 建設工事安全管理
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ガイダンス」を改訂。 

○ 円借款事業工事契約向けの包括的な労働安全衛生スペック作成に着手。 

○ 事故件数の多い国や事業規模の大きい国での安全対策を目的に、バングラデシュ、インド、イン

ドネシア、ベトナム、ミャンマーにて、工事安全に係る基本法令の概要把握、実施状況調査、工

事事故の原因分析・教訓の蓄積、相手国政府を中心とした工事関係者との対話を通じた工事安全

に係る意識の醸成を実施。 

○ ミャンマー「道路橋梁技術能力強化プロジェクト」やモンゴル「建設分野における労働安全管理

能力強化」を通じ、相手国政府の安全対策や事故防止を促進。 

○ 事故防止に向けて実施状況調査、安全管理セミナー、工事安全対策に係る研修、工事安全現場パ

トロールを実施。 

○ 労働安全衛生法制が未整備の開発途上国において工事の労働安全衛生に関する一定の基準を満

たすべく、工事契約のあるべき内容を検討するべく土木学会に設置されたアドバイザリー委員会

に検討を委嘱し会合を開催。 

 

＜課題と対応＞ 

安全対策における業務の質の向上、効率性と合目的性の検証、一層有効な対策、対応、措置等に取り

組むとともに、安全対策に対する不断の意識付けを継続的に行う。施設建設等事業の工事安全の観点からは、企画

調査員（資金協力）が配置されておらず本部直轄となっている地域（中南米、アフリカ等）においても、

必要に応じ事業進捗に併せた実施状況調査のニーズを拾い上げ、可能な範囲で対応する。 

  

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できたため、「Ｂ」評価とする。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づく各種強化策の着実な実施及び業務実績報告書に

記載されている各事項の「事業上の課題及び対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを期待す

る。また、事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症を踏まえた機構事業関係者の健康

及び安全の確保にも十分留意ありたい。 

 

 ＜その他事項＞  

特になし。 


