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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.13 効果的・効率的な開発協力の推進 

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

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難易度 ― 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

令和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 

SDGs への貢献の一層の明確化を含む戦

略性の強化が図られ，国際的に対外発信さ

れた協力プログラム等の数 

30 件167
 

（2017-

2021） 

 

6 件 

 

12 件 

 

15 件 

 

12 件 

  

 

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

年度計画 

5.（1）効果的・効率的な開発協力の推進 

ア 予見性、インパクトの向上 

・ 国・地域の課題を把握、分析し、協力の方向性を取りまとめた JICA 国別分析ペーパーを策定又は

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

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

事業の質と戦略性を強化する。特に、策定した事業戦略の事業形成・実施への活用を強化する。 

・ SDGs への貢献が明確化されたプログラム等の選定と国際発信の他、ポジションペーパー等を踏ま

えた SDGs の事業への組込の一層の強化、事業実施から得られたグッドプラクティスや教訓の収

集や機構内外での共有・発信に取り組む。また、日本政府の SDGs 実施指針改訂プロセスにおい

て、機構の取組等の共有や経験及び知見を踏まえた提言を行う。 

イ 効果・効率性の向上 

・ 日本政府の政策的な優先度及び開発途上地域のニーズ並びに実施上の課題を踏まえ、日本政府と

ともに開発効果の高い事業の形成・実施に向けた制度や運用の改善を行う。 

・ 技術協力については、事業マネジメント及び戦略的パートナーシップの強化やイノベーティブな

取組を含む事業の形成と促進、留学生事業推進のための制度や運用の導入・改善に引き続き取り組

む。 

・ 有償資金協力に関し、円借款については、質の高いインフラパートナーシップ等の政府方針に掲げ

られた迅速化に引き続き取り組むとともに、コンサルタントの質の確保等の施策を実施する。ま

た、海外投融資の積極的な活用のため、海外投融資基本戦略に基づき体制整備やクレジットポリシ

ー等の方針を策定する。 

・ 無償資金協力については、「無償資金協力の制度・運用改善に係る報告書」（2016 年 6 月外務省）

                                                   

167 各年度で全世界で 6 件以上を基準として設定する。 
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を踏まえた制度の定着を確実に行うとともに、モニタリング及びレビューを行い、更なる改善に取

り組む。優良事業の形成に努め、積み上げを適切に管理する。 

・ SDGs 達成に向けたパートナーシップ構築や革新的な開発手法等に係る知見の活用を一層促進

するため、ナレッジの発信者・活用者による双方向の意見交換機能を持つ「ナレッジポータル」

の利用、ナレッジマネジメントネットワーク定期連絡会等を通じ、ナレッジマネジメントネット

ワーク間の知見の蓄積・共有機能を強化する。また、組織横断的な取組の優良事例を蓄積する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.参照） 

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

況 

・ 上流政策から事業レベルまでの支援を展開する協力プログラム等のうち，SDGsへの貢献の一層

の明確化を含む戦略性の強化が図られた協力の実施状況 

・ 迅速性，効率性，事業の質の向上等の様々な開発パートナーのニーズに対応した諸制度・運用の

改善及び事業への活用状況 

 

３－２．業務実績 

 

No.13-1 予見性、インパクトの向上   

 

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

地域・国・課題別の協力方針（JICA 

国別分析ペーパー（JCAP）、事業計

画作業用ペーパー、課題別指針、ポジ

ションペーパー）の新規策定・改定数 

146 件 168 142 件 147 件 144 件 件 件 

 

（1）戦略的な事業展開に向けた国・地域別及び課題別の対応力強化 

• 人間の安全保障の再定義と国際機関からの賛同・支持：開発協力大綱でも掲げられ、機構のミッ

ションの一つである「人間の安全保障」について、国際社会において不確実性が増すなか、国際

社会に登場した 1994 年からの変化を踏まえ、現代の課題に合わせて再整理を試みた。具体的に

は、「命・暮らし・尊厳」という人間の安全保障の重要な要素に対する「脅威」を、現在の国際社

会に存在する「平和と秩序」、「貧困・格差の拡大や高齢化」、「気候変動や環境等及び科学技術

の進展」という 3 つの脅威に分類し、各脅威への取組を「人間の安全保障 2.0」として整理した。

また、機構全体での議論を通じ、これを実現するための人・組織・社会の能力強化（エンパワメ

ント）、強靭な社会（システム）作りなどの原則を整理した。その成果をパンフレット「新時代の

『人間の安全保障』-JICA の取り組み -」（日本語・英語）として取りまとめ、機構を挙げた戦略

的な事業展開の強化を図った。あわせて、機構理事長をはじめ多くの機構役職員が、この考えを

数多くの国際会議や各国高官との会合や面談で精力的に発信、普及を進め、多くの国際機関から

の賛同を得た。 

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

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

                                                   
168 前中期目標期間実績（2012-2015）584 件 
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提案を機構内で募集した。提案内容の審査及び選考に際しては、著名な外部有識者の助言を得つ

つ、2018 年度に 11 件、2019 年度に 9 件の新規事業を選定し、2018 年度の採択事業を本格的

に始動した。具体的には、①アフリカの農業支援における破壊的技術の活用、日本が比較優位を

持つ生体認証技術とブロックチェーンを活用したデジタル国民 ID の普及等、開発効果の最大化

に向けた革新的技術の導入、②ガーナのカカオ産業を対象とした児童労働撲滅に向けた本邦企業

やNGO 等との協働、SDGs に貢献する事業の形成に向けた NGO との協働及び同事業を受け皿

として寄附金を集めるための企業・自治体との協働等、国際協力の多様なパートナーとの共創、

③技能実習生の送出国と日本の受入地域の双方が発展するモデルの構築、研修で来日する中南米

域内日系人の協力を得て日本国内の日系人集住都市における多文化共生を後押しする取組等、日

本が抱える課題への貢献に資する事業等を検討・推進した。 

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

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

果的な開発協力の実施に寄与するため、JCAP 及び事業計画作業用ペーパーを策定・改定した。具

体的には、マダガスカル及びコンゴ民主共和国を対象とする JCAP を新規に策定し、ガーナ、キ

ルギス、スリランカの JCAP を改定した。JCAP の策定・改定過程においては、過去の機構によ

る協力の開発効果や成果、教訓を取りまとめるとともに、今後重点的に支援する分野を戦略とし

て打ち出した。また、フィリピン、ネパール等の JCAP 改定に向けた外務省や先方政府等関係者

との協議を開始した。2019 年度の策定・改定により、JCAP については 54 か国、事業計画作業

用ペーパーについては 139 か国を対象に策定し、事業実施にいかしている。 

• 案件の効果的かつ効率的な形成・実施強化：事業計画作業用ペーパーに加え、地域・課題ごとの

事業戦略等を踏まえつつ、案件の効果的かつ効率的な形成・実施を進めた。具体的には、個別案

件の形成・実施も見据えた戦略レベルでの関係部署間の協議・検討を更に促進し、要望調査にお

ける案件検討の前に、事業計画作業用ペーパー検討会議（地域部と関係部署間の合意形成の後、

事業計画作業用ペーパーを最終化させるプロセス）を実施することで、援助手法間での連携を意

識した案件形成及び効率的な事業計画の立案を行った。 

（2）SDGs への貢献に向けた取組 

• アフリカ初の SDGs 相互連関分析による革新的な示唆の導出・発信：貧困と人口増加の二重課題

を抱えるアフリカでの持続可能な都市開発に向け、アフリカにおける SDGs ゴール 9（強靭なイ

ンフラとイノベーションの推進）と SDGs ゴール 11（持続可能な都市と住居の構築）の達成に向

けたイノベーティブな方策を探るべく、機構発意で JICA 政策提言研究「アフリカにおける SDGs 

の相互連関分析を踏まえた都市問題対応型の開発戦略」（東京大学サステイナビリティ学連携研

究機構：IR3S、国連大学、2017 年～ 2019 年度）を実施した。主要な研究成果として、接続可能

な都市交通システム構築への示唆に加え、アフリカが援助資金の投資先の大部分を占める一方、

保健分野（SDGs ゴール 3 関連）や平和構築（SDGs ゴール 16 関連）への配分が大きく、アフ

リカ各国における援助の重点分野やニーズと必ずしも合致していないことや、対象 3 か国では

「ジェンダー平等の推進」が SDGs のその他ゴールの推進に大きく寄与することなど、アフリカ

の開発協力の在り方を根本から問い直す重要な示唆を数多く得た。この研究成果を世界で広く活

用してもらうため、英語の研究論文としてオンライン（MPDI 社サイト）上で公開した。さらに、

DBSA 及び東京大学・国連大学との合同による成果共有セミナー（フューチャー・アースなど民

間シンクタンクも協力）や、アフリカの地域開発金融機関 3 社及び本邦企業 3 社（三井住友銀
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行、丸紅、日立製作所）の協力を得る形で産学官連携での TICAD サイドイベントを開催し、金

融セクター、民間企業、研究機関及び一般市民に広く研究成果を発信し、これを活用したより効

果的なアフリカでのインフラ投資を促進した。 

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

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

「SDGs アクションプラン 2020」策定に大きく貢献した。その結果、前者では、機構による開発途

上国を含む国内外の SDGs 推進の貢献等に関する言及、後者では 26 件の幅広い取組事例（JICA 

開発大学院連携、国際協力機構債の発行、関西 SDGs プラットフォーム等）が組み込まれた。こ

れら文書は、官邸ホームページ上で公開されている。関西 SDGs プラットフォームは、加盟団体

が 950 を超え（2020 年 3 月末時点）（参考：類似プラットフォームである GCNJ（グローバル・

コンパクト・ネットワーク・ジャパン）は加盟 362 団体、北九州 SDGs クラブは加盟 334 団体）、

関西経済連合会等の協力を得て実施した関西圏の企業・団体等向けのウェブアンケート調査では、

相談できるパートナーとして機構が最も高く認知されるなど（回答数の 5 割以上）、関西のSDGs

推進ハブとしての役割を確立した。さらに、「SDGs 実施指針改定版」に明記された社会貢献債と

しての国際協力機構債は、その購入をもって SDGs への貢献とする自治体、地銀等が増加。SDGs

へ貢献したい、と考える機関投資家の受け皿にもなっている。 

• 戦略・事業への SDGs の組み込み：2019 年度に策定又は改定した全ての JCAP に SDGs への貢

献の観点を明記したほか、機構が検討・策定予定の各クラスター戦略の目標・成果、KPI（Key 

Performance Indicator）の設定において、SDGs ターゲット・指標の観点の組み込みを決定した。同

戦略の検討プロセスにおいて、日立製作所サステナビリティ推進本部責任者を招き、同社の戦略

策定プロセスを参考とするよう内部向け勉強会を開催した。また、参議院国際経済・外交に関す

る調査会で、機構理事長が「SDGs とパリ協定」に関し説明した機会を捉え、その内容を機構内部

広報で詳しく周知するなど、機構内での SDGs への取組強化を図った。さらに、機構における 

SDGs 達成に向けたイノベーションを加速させるため、「イノベーション・SDGs 推進室」を設置

した。 

• 開発途上地域における SDGs の推進：「インドネシア SDGs 実施体制強化プロジェクト」（2019 

年3 月開始）では、インドネシア国家開発企画庁次官、同国家開発企画庁大臣顧問、UNDP 等現

地関係者参加の下プロジェクト合同調整委員会を開催し、SDGs 国家指標のメタデータの策定作

業、SDGs 行動計画策定対象州の確認などを実施した。ルワンダでは、機構が設立に協力した「ア

フリカ地域 SDGs センター（SDGC/A）」の創設 3 周年記念国際イベントを、ルワンダ・ザンビ

ア両国の大統領を始め、アフリカ各国の首脳・閣僚級、機構役員を含む 1,000 人以上の参加の下

で開催した。アフリカの SDGs の進捗や課題等について議論し、SDGC/A の役割の重要性を改め

て確認した。 

• SDGs 推進に向けた戦略的な国際発信：SDGs の達成を明確化したプログラム等（パレスチナ産業

開発、開発途上国における森林減少・劣化等に由来する排出削減（REDD+：Reducing Emissions from 

Deforestation and forest Degradation in developing countries+）、水産資源管理等）を国際会議やプレ

スリリース等を通じ計 12 件国際社会に発信した。また、SDGs がテーマの一つとなった C20 サ

ミットや T20 サミットのサイドイベントでは理事長はじめ機構役員が登壇し、機構の協力の考え

方等を発信した。横浜で開催された TICAD 7 の機構主催公式サイドイベントに関し、上述のア

フリカの SDGs 相互連関分析に関する JICA 政策提言研究のイベントを開催したほか、全イベン
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トのテーマを SDGs のゴールと関係づけ機構ホームページ上で発信した。さらに、国連本部で開

催された国連総会では、日本経済新聞社と共催で UHC に関するイベントを開催し、機構役員が

登壇したほか、ブルッキングス研究所との共同研究書籍のローンチイベントも開催し、機構の取

組事例を発信した。 

• SDGs への機構の取組に係る広報の強化：内閣府 STI for SDGs プラットフォーム関連会合、環境

省 SDGs ステークホルダーズミーティングなど他省庁で定期的に開催される会合へ出席し、機構

の取組事例を共有・発信した。また、コロンビア大学・サックス教授を招き SDGs 講演会を東京

大学弥生キャンパスで開催し、開会講演には機構理事長が登壇した。さらに、明治大学、南山大

学、上智大学、東京大学（公共政策大学院）での SDGs と機構の取組に関する講義や、JETRO と

の鹿児島県等での共催セミナー「SDGs と地方創生」等を実施した。その他、日経ビジネス電子版

での「池上彰と考える『SDGs 入門』を全 7 回シリーズで掲載したほか、国際開発ジャーナル（6 

月号）、月刊経団連（11 月号）、就職ウォーカー（12 月号）等の SDGs 特集での機構取組の紹

介記事の掲載、中小企業経営者向け SDGs ビジネス広報パンフレットの制作等を実施した。 

 

  No.13-2 効果・効率性の向上   

 

関連指標 基準値 169 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

技術協力、有償

資金協力、無償

資金協力事業の

実績額（億円） 

技協：1,783 億円 

有償：13,723 億円 

無償：1,200 億円 

技協：1,923 億円 

有償：18,883 億円 

無償：1,151 億円 

技協：1,898 億円 

有償：12,661 億円 

無償：985 億円 

技協：1,751億円170 

有償：15,232 億円 

無償：930 億円 

技協：億円 

有償：億円 

無償：億円 

技協：億円 

有償：億円 

無償：億円 

 

（1）開発協力事業の効果・効率性の向上 

開発途上地域のニーズや国内外の政策課題に応えつつ、多様な関係機関の知見や技術を一層活用して

より魅力的かつ効果的な技術協力事業が展開できるよう、次のような取組を実施した。 

① 横断事項 

• クラスター・サブクラスターの導入：機構の課題別事業戦略に基づく具体的事業展開を強化し、

個別事業単位ではなく課題ごとの事業の集合体として中・長期的な成果・インパクトを実現・発

信するため、クラスター・サブクラスターの導入を理事会で審議し、決定した。具体的には、中

期目標における「日本の開発協力の重点課題」をクラスター、各クラスターにおける重点的な取

組をサブクラスターと位置づけ、国内外の関係者との戦略的パートナーシップの強化や連携を促

進しながら、クラスター単位での事業効果の最大化及び日本社会への貢献及び知の創造を目指す

方針を定めた。同方針に基づき各課題部でクラスター・サブクラスターの策定が進められており、

2020 年１月末までに技術協力事業委員会に対し 2 件のクラスター・サブクラスターが付議され、

役員クラスも含めた議論が始動した。案件形成における事業部間の会議の効率化や事業予算の予

測性向上にも寄与している。 

② 技術協力 

                                                   
169 前中期目標期間（2012-2015）実績は、技協 7,132 億円、有償 5 兆 4,893 億円、無償 4,803 億円 

170 暫定値 



13-6 

 

• 予算執行管理強化に関する諮問委員会の提言への対応：予算執行管理強化に関する諮問委員会の

提言を受けた改善策の実行策として、予算執行状況の可視化と理事及び理事会の役割の明確化に

おいて、個別事業単位での実施状況を理事レベルで審議する仕組みを導入した。具体的には、個

別の技術協力プロジェクトのうち、重要案件は案件形成と実施中の各段階で、また実施段階では、

事業内容に大きな変更が生じる場合に理事会付議することとし、技術協力事業委員会による審議

と論点の整理を行う仕組みを運営している。2019 年 7 月の委員会設置から 2020 年 3 月末まで

に、個別案件として 69 件が技術協力事業委員会に付議され、うち 14 件が理事会に付議された。

委員会での審議を通じて、プロジェクトの予算・費用／便益の視点での妥当性に係る検討が深ま

るとともに、プロジェクトの出口戦略を見通したほか、ドナー・民間との連携、外部資金活用に

係る検討がより定着するようになり、技術協力事業のインパクトを高める一層の工夫が進みつつ

ある。 

• 事業マネジメント検討会：機構が行うべき事業マネジメントを「開発途上国の人々とビジョンを

共創し、その実現に向けた人々の主体的な取組を限られた経営資源（人員と予算）をいかして促

進するとともに、各事業形態の個別の協力に留まらず、内外の様々なパートナーと創造的に協働

し、大きな社会的インパクトを導くこと」、と改めて定義し、これを組織内に定着させるため部

署横断検討会を設置し検討を行った。検討会では、関係 17 部門約 30 名の分科会メンバーの協

力の下、事業改善の方策を検討し、新たなガイドラインの策定、機構職員の役割の強化、計画と

評価の枠組みの見直しなどについて、提言を取りまとめた。また、国際機関・他ドナーの類似の

取状況も参照の上、既往の手法を見直し、新たなマネジメント方法の整備に向けた提言を整理し、

提言書にまとめた上で技術協力事業委員会にて報告した。 

• 留学生事業推進のための制度や運用の導入・改善：大学の学位課程（修士・博士）への就学によ

り研修を実施する研修員を受け入れる事業について、JICA 開発大学院連携構想の下、日本の近代

の開発・発展の経験や戦後の開発途上国援助の実施国（ドナー）としての経験などについて体系

的な学びの機会の付与と知日派リーダーの育成の 2 つの主要目的に基づき事業を推進し、機構の

事業の柱として本格的に軌道に乗せることを念頭に、執務参考資料「大学の学位課程（修士・博

士）に就学する技術研修員の受入について」を策定した。同執務参考資料においては、人選にお

ける戦略性の強化、教育プログラムの充実、帰国後の知日派人材との関係性の維持発展について

機構と受入大学との協働関係の強化を重点に取り組むこととした。また、個々の案件に応じて定

めていた受入方法や事務手続きについて共通化と合理化を図り、機構と大学の役割分担を明確に

し、これまで以上に強化して研修員受入を行う方式（大学連携方式）を整備した。 

• 在外主管案件の選定基準の見直し：組織としての事業・予算管理の効率化及び戦略的な事業実施

の一層の促進を狙いとし、業務主管部門の選定基準を見直し、在外事務所主管案件の選択と集中

を推進した。具体的には、準内部規程を改訂した上で 2019 年度の定期要望調査から適用し、在

外主管案件を採択する場合には条件に沿った検討を行っている。 

③ 有償資金協力（円借款、海外投融資） 

（ア）円借款 

• インフラ輸出新制度等への対応：日本政府の「インフラシステム輸出戦略（令和元年度改訂版）」

に新たに盛り込まれた、O&M ビジネス拡大に向けた公的金融の活用に資する案件として、ウズ

ベキスタン「電力セクター能力強化事業（フェーズ 2）」を承諾し、人材育成や実施機関の能力

構築等への支援をパッケージとして構築した。 
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• インフラ輸出への具体的貢献：日本企業が海外インフラ案件においてオペレーターとして参画す

る重要性が高まるなか、モンゴルにおいて、新ウランバートル国際空港の施設整備（円借款）と

運営制度設計及び運営・維持管理能力向上（技術協力プロジェクト）を有機的に組み合わせ、更

に財政支援円借款の政策マトリクスでも日本企業の事業運営権契約交渉を後押しした。その結果、

日本企業が同空港の事業運営権契約を締結するに至った。また、バングラデシュの円借款「外国

直接投資促進事業」は、エクイティバックファイナンス借款の第一号案件として承諾されたもの

であるが、日本企業とバングラデシュ政府が設立する合弁会社の同国政府出資金分は機構による

バックファイナンスが活用されることで資金目途が立ったため、日本企業が経済特区の開発につ

いてバングラデシュ政府と合意に至った。 

• 迅速化：既往調査結果の活用等による調査期間の短縮化、調達手続きの早期開始や一部手続きの

一体化、部分開業等による本体事業スケジュールの一部前倒し等を徹底することで、引き続き迅

速化を推進した。また、重要インフラ案件における相手国政府の最大限の協力による迅速なプロ

セスを前提とした場合の標準的な事業化スケジュールを策定し、機構の在外事務所や在外公館に

も広く共有することで、案件形成の初期段階における相手国政府への働きかけを強化した。これ

らの取組により、要請から案件承諾までの標準処理期間が 9 カ月であるところ、例えばカンボジ

ア「国道 5 号線改修事業」では相手国政府の要請から 3 か月後に案件を承諾した。 

• 円借款の魅力向上と質の確保：業務拡大や高度化に対応すべく、機構内のマニュアルとして相手

国政府との案件形成協議をまとめる協議議事録の雛形を作成したほか、案件の定量的な効率性を

分析する内部収益率の算出手引きを策定した。また、相手国政府実施機関が独自に設定する入札

予定価格と企業側との応札価格で乖離が発生し、調達が難航する事案の発生に伴い、案件形成の

上流段階から積算及び技術仕様について共通認識を構築するプロセスの本格運用を開始した。さ

らに、円借款事業の標準入札書類の改訂を行い、契約当事者間の紛争解決にあたる仲裁機関とし

て新たに日本商事仲裁協会を例示することで、日本での国際仲裁を活性化させるという政府方針

に貢献した。コンサルタント制度関連では、競争性の向上を図るために質と価格による選定

（QCBS：Quality- and Cost- Based Selection）を、協力準備調査等を行うコンサルタント契約に導入

したほか、実績評価結果の新規プロポーザル評価への反映方法を見直し、質の確保に資する取組

を行った。各業界の有識者から構成される機構インフラ輸出の推進体制強化等に関する諮問委員

会を開催し、提言を取りまとめることで、インフラシステム輸出戦略等の日本政府の政策決定に

大きく貢献した。 

• 自由で開かれたインド太平洋：日本と相手国・地域の長期的な関係の強化につながる戦略的案件

を形成した。例えば、ミャンマー「ティラワ地区インフラ開発事業（フェーズ 3）」及び「ヤンゴ

ン港ティラワ地区港湾拡張事業」を承諾したほか、ケニア「モンバサ経済特区事業（第一期）」及

び「モンバサゲートブリッジ建設事業（第一期）」を承諾した。日本政府が主導し，G20 大阪サ

ミットで「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」が承認された。自由で開かれたインド太平

洋の実現に向け、同原則に則った案件を形成・実施した。 

（イ）海外投融資 

• 初の劣後融資の承諾：開発途上国においては資本アクセスの制約といった外的課題や、既存株主

の議決権希薄化等の内的課題等を踏まえ、金融機関が国内外の金融規制に従って、自己資本の増

強を継続的に行うことが困難な場合が多い。機構は海外投融資の新手法として、自己資本増強を

企図した事業会社向けの資本性劣後融資及び事業性向上を企図した特定事業向け劣後融資を導入
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することとし、初の劣後融資案件を承諾した。 

• アジア諸国向け金融包摂促進ファシリティの創設：2019 年 11 月の第 22 回日・ASEAN 首脳会

議で安倍首相が発表した「対 ASEAN 海外投融資イニシアティブ」の柱の 1 つとして「ASEAN 

地域等の金融アクセスを改善し、女性・低所得者・中小零細企業等のエンパワメントを目的とし

た同地域の金融機関への融資を行う」としていることを踏まえて、海外投融資として初となる特

定開発課題に対する融資枠（5 億米ドル上限）を設定した。本ファシリティは開発金融機関や民

間セクターと連携しながら、ASEAN 地域を中心に女性・低所得者・中小零細企業の金融アクセス

改善に迅速に対応していくことを目的としており、2019 年度に 2 件の中小零細事業者支援のた

めの融資案件を承諾した。 

• 女性エンパワメントの推進：機構は 2018 年 6 月の G7 シャルルボワ・サミット（カナダ）で発

表された「G7 2X チャレンジ：女性のためのファイナンス」イニシアティブに参加しており、2019 

年度は「日 ASEAN 女性エンパワーメントファンド（増資）」や「金融アクセス向上マイクロフ

ァイナンス事業」等の 4 件の海外投融資事業を承諾した。「日 ASEAN 女性エンパワーメントフ

ァンド（増資）」は ASEAN 諸国を中心とするアジア地域において女性のエンパワメントに資す

るマイクロファイナンス機関（MFI）に対して資金提供を行い、「金融アクセス向上マイクロファ

イナンス事業」では開発途上地域の女性向けに金融サービスを提供し、いずれの案件も女性の収

入向上や地位向上に寄与することを目的としている。 

• インパクト投資原則への署名：国際金融公社（IFC）が策定したインパクト投資の運用原則に署名

し、アジアにおいて初めての加盟機関となった。同署名を受けて、民間金融機関等からのインパ

クト投資や同原則加盟に関する相談に対応しており、日本においてインパクト投資に関する理解

促進に貢献している。 

• 協力準備調査（PPP インフラ事業）における制度改善：協力準備調査（PPP インフラ事業）にお

ける採択数増加のための施策として、本格調査の実施を前提とせず、提案企業による事業化意思

の確認も不要とする予備調査（単独型）を導入し、2019 年度に 5 件の採択を行った。 

④ 無償資金協力 

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

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

償資金協力の機構実施第 1 号案件カンボジア「タクマウ上水道拡張計画」の E/N が締結された。

加えて、当該案件の協力準備調査を通じて事業・運営権対応型無償資金協力の効率的な運用に向

けての教訓を抽出した。 

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

たことを受けて、免税口上書締結の基礎情報となる免税情報シートの作成が延べ 40 か国で行わ

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

の側面支援を行い、2019 年度までに 3 か国で免税口上書が締結された。 

• 資金協力実務者会議の実施：近年の無償資金協力事業を取り巻く状況や制度改善等を踏まえつつ、

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

実務者会議を南アジア地域向け及び大洋州地域・東ティモール向けに各 1 回開催した。 

（2）事業から得られた知見や教訓の活用状況 

• 双方向かつ逐次の情報共有を可能とする「ナレッジポータル」稼働：各ナレッジマネジメントネ

ットワーク（KMN）が保有する各分野課題に関するナレッジの蓄積・発信・活用促進のため、機
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構のイントラネット内に「ナレッジポータル」を設置し稼働させた。従来のイントラネットの「一

方向のみの情報発信」、「必要な情報が探しにくい」といった課題の改善を図り、活用方法を含

め機構内で周知した。これにより、より最新の情報が双方向で逐次共有されることになり、機構

内での情報共有活性化に貢献した。これらナレッジマネジメントの取組は、経済協力開発機構

（OECD）開発援助委員会（DAC）による対日開発協力相互審査の本国審査で報告され、審査ミッ

ションよりナレッジマネジメント推進の良い取組として高い評価を得た。 

• ナレッジマネジメントネットワークの活動強化：各 KMN による事例共有・意見交換のための連

絡会を計 12 回開催した。多様な援助手法を有する機構ならではの包括的な支援事例、地方を含

む日本国内のアクターとの連携・共創による資金・技術等外部リソースの動員事例を共有・蓄積

することで、KMN の活動改善のアイデア共有を図るとともに、KMN 間の連携を促進した。また、

幅広い部署への連絡会参加呼びかけにより、KMN 外の職員等への情報共有、専門性向上、KMN 

活動への関心喚起を図った。さらに、一部の KMN では、職員の専門能力を組織内外に共有・発

信することを目的に、その時点で所属する部署の所掌外の業務であっても、本人の業務量の 10％ 

以内を目安として当該業務に取り組むことができる機構の人事制度である「10％共有ルール」の

活用による KMN 参加勧奨と各 KMN メンバーの役割・業務明確化を実施し、活動及び人材育成

の取組を強化した。 

• GDI（Global Delivery Initiative）への参画：事業実施における様々な課題をドナーや NGO 等、開

発協力に携わる様々なアクター間で共有・分析し、それらの課題に対処した経験から得られる教

訓を共有・蓄積する国際的なプラットフォームである GDI の運営委員会共同議長及び助言委員

会共同議長に機構職員が就任した。事務局を務める世銀と共に GDI の運営委員会をリードした。

また、年次会合は、FCV（Fragile, Conflict and Violence）環境下における事業実施をテーマに開催

され、機構の事例を 3 件発表し、同分野における機構の知見を世界に発信・共有することで、国

際公共財としての知見の蓄積に貢献したほか、機構の知名度の向上及び指導的立場の強化を図っ

た。さらに、GDI 事務局を講師とする機構内勉強会を開催することで、機構職員の能力強化及び

機構内で GDI の主流化の更なる促進に努めた。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

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

するための、方針作成や事業展開、制度の改善に係る取組を実施し、業務実績報告書の「事業上の課題

及び対応方針」に記載されているように、各種戦略及び個別事業間の連携強化や、機構職員の SDGs へ

の理解・意識の更なる向上等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.13「効果的・効率的な開発協力の推進」） 

 

＜対応＞ 

日本が持つ強みや機構が有する経験・知見を活用した効果的な事業を実施するために、人間の安全保

障の実現に向けた機構の取組強化、JCAP 等の策定・改定、クラスター・サブクラスターの導入、イ

ンフラ輸出新制度等への対応、海外投融資の活用促進や各種制度改善、双方向かつ逐次の情報共有を可

能とする「ナレッジポータル」稼働等を実施した。また、各種戦略及び個別事業間の連携強化に向け

て、要望調査における案件検討の前に、事業計画作業用ペーパー検討会議を新たに導入するなどして、

個別案件における関係部署間の協議・検討を更に促進した。さらに、2019 年度策定又は改定した全て

の JCAP に SDGs への貢献の観点を明記したほか、機構が検討・策定予定の各クラスター戦略の目
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標・成果、KPI の設定において SDGs ターゲット・指標の観点の組み込みを決定した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を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、予見性・インパクトの向上に関し、人間の安全保障の今日的意義・提示と国際機関から

の支持、アフリカ初の SDGs 相互連関分析による革新的な示唆の導出・発信、SDGs 推進のパートナー

として認知拡大等、特筆すべき成果をあげた。また、事業の効果・効率性の向上に関し、クラスター・

サブクラスターの導入、インフラ輸出新制度の実現（初のハイスペック借款／ O&M 借款承諾）、機構

による初の事業・運営権対応型無償資金協力形成、GDI の運営委員会共同議長及び助言委員会共同議長

への就任等、特筆すべき成果をあげた。 

 

ア 予見性・インパクトの向上 

◎ 人間の安全保障の今日的意義の整理・提示と国際機関からの賛同・支持【②③】：世界共通の目標

である SDGs は「人間の安全保障」の考えに基づく「誰一人取り残さない」等の重要な要素を包含。

そのような中、「人間の安全保障」の今日的な意義を「人間の安全保障 2.0」として整理すること

で機構協力の特徴を国際社会に示し、開発協力大綱の基本方針で機構のミッションである「人間の

安全保障」に資する協力を呼び掛け、多くの国際機関から賛同・支持を得た。 

◎ アフリカ初の SDGs 相互連関分析による革新的な示唆の導出・発信【③】：機構の発意でアフリカ

初の SDGs 相互連関分析に係る研究を行い、アフリカが援助資金の投資先の大部分を占める一方、

保健分野（SDGs ゴール 3）や平和構築（SDGs ゴール 16）への配分が大きく、アフリカ各国にお

ける援助の重点分野やニーズと必ずしも合致していないことや、対象 3 か国ではジェンダー平等

の推進がSDGs のその他ゴールの推進に大きく寄与すること等、アフリカの開発協力の在り方を根

本から問い直す重要な示唆を数多く得た。研究論文のオンライン公開やTICAD サイドイベント等

の開催を通じて研究成果を世界へ発信。 

◎ SDGs 推進のパートナーとして認知拡大【①④⑤】：日本政府 SDGs 推進本部下の円卓会議や幹事

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

アクションプラン 2020」策定に貢献。同アクションプランには、26 件の幅広い機構の取組事例

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

関西SDGs プラットフォームの加盟団体が 950 を超え（参考：類似プラットフォームである GCNJ

（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン）は加盟 362 団体、北九州 SDGs クラブは加

盟 334 団体）、関西のSDGs 推進ハブとしての役割を確立（関西圏の企業・団体等向けのアンケー

ト調査では相談できるパートナーとして機構が最も高く認知）。 

○ SDGs 達成に向けた新規事業を 11 件（生体認証技術とブロックチェーンを活用したデジタル国

民 IDの普及、児童労働撲滅に向けた本邦企業や NGO 等との協働等）選定し、事業開始。 

○ JCAP 及び事業計画作業用ペーパーを策定・改定（マダガスカル及びコンゴ民主共和国の JCAP 

新規策定等）。 

○ SDGs 達成を明確化したプログラム（パレスチナ産業開発、水産資源管理等）を国際会議（G20、

T20、TICAD 7 サイドイベント）等にて国際社会へ発信。 

イ 効果・効率性の向上 

◎ クラスター・サブクラスターの導入【②③】：課題別事業戦略に基づく具体的事業展開を強化し、
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個別事業単位ではなく課題ごとの事業の集合体として中・長期的な成果・インパクトを最大化・発

信するため、クラスター・サブクラスターを導入し、役員クラスも含めたクラスター・サブクラス

ターごとの議論が始動。案件形成における事業部間の会議の効率化や事業予算の予測性向上にも寄

与。 

◎ インフラ輸出新制度の実現（初のハイスペック借款、OM 借款）【①③】：ハイスペック借款の第

一号案件（ウズベキスタン）を承諾し、質の高いインフラを推進。また、日本政府「インフラシス

テム輸出戦略」に新たに盛り込まれた O&M ビジネス拡大に向けた公的金融の活用に資する案件

（ウズベキスタン）を承諾。 

◎ 初の劣後融資の承諾【②】：海外投融資の新手法として、自己資本増強を企図した事業会社向けの

資本性劣後融資及び事業性向上を企図した特定事業向け劣後融資を導入し、初の劣後融資案件を承

諾。 

◎ 海外投融資初の特定開発課題に対する融資枠の設定【①②】：日・ASEAN 首脳会議での安倍首相

発表を踏まえ、ASEAN 地域を中心に女性・低所得者・中小零細企業の金融アクセス改善に迅速に

対応する「アジア諸国向け金融包摂促進ファシリティ」を創設し、2 件の中小零細事業者支援のた

めの融資案件を承諾。海外投融資初の特定開発課題に対する融資枠（5 億米ドル上限）を設定。 

◎ 初の事業・運営権対応型無償資金協力の形成【③⑤】：本邦企業の事業権・運営権の獲得を促進し、

民間企業の技術・ノウハウを活用して施設建設から運営・維持管理までを包括的に実施する事業・

運営権対応型無償資金協力の機構実施第 1 号案件（カンボジア）を閣議請議。 

◎ 双方向かつ逐次の情報共有可能な「ナレッジポータル」稼働【③④】：各ナレッジマネジメント・

ネットワーク（KMN）が保有する各分野課題に関するナレッジの蓄積・発信・活用促進のため、機

構のイントラネット内に「ナレッジポータル」を設置。DAC による対日開発協力相互審査ミッショ

ンよりナレッジマネジメント推進の優良事例として高い評価を獲得。 

◎ 機構職員の Global Delivery Initiative（GDI）の議長就任【②】：事業実施における様々な課題をド

ナーや NGO 等、開発協力に携わる様々なアクター間で共有・分析し、それらの課題に対処した経

験から得られる教訓を共有・蓄積する国際的なプラットフォームである GDI の運営委員会共同議

長及び助言委員会共同議長に機構職員が就任。国際公共財としての知見の蓄積に貢献し、機構の指

導的立場を強化。 

○ 技術協力：機構の事業マネジメントを再定義し、部署横断の検討会を設置の上、事業改善の方策

を検討し提言を取りまとめ。留学生事業推進に向け「大学の学位課程（修士・博士）に就学する

技術研修員の受入について」を策定し、人選における戦略性を強化、教育プログラムを充実、帰

国後の知日派人材との関係性の維持発展について機構と受入大学との協働関係を強化。 

○ 円借款：迅速化のため、事前調査の活用等による調査期間の短縮化、調達手続きの早期開始や一

部手続きの一体化等を徹底。円借款の魅力向上と質の確保のため、内部収益率の算出手引きの策

定、標準入札書類の改訂、協力準備調査等を行うコンサルタント契約への QCBS の導入等を実

施。 

○ 海外投融資：アジア初の加盟機関として、IFC が策定したインパクト投資の運用原則に署名。 

○ 無償資金協力：円滑な免税手続きの推進（免税情報シートを延べ 41 か国で作成）、戦略的・効

果的な案件形成・実施に向けた資金協力実務者会議を開催。 

○ ナレッジマネジメントネットワークの活動強化：各  KMN による事例共有・意見交換のための

連絡会を計 12 回開催。 

 

＜課題と対応＞ 

各地域・課題の事業戦略及び個別事業の連関強化に向けた事業計画作業用ペーパー検討会議の導入、

機構職員の SDGs への理解・意識の更なる向上に向けたセミナー・勉強会の開催及び各クラスター戦

略における SDGs ターゲット・指標の観点の組み込み推進、重要インフラ案件における円借款の迅速
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化に向けた標準的な事業化スケジュールの策定及び機構内関係部局間の連携強化、コンサルタントの質

確保に向けた協力準備調査等のコンサルタント契約における QCBS の導入等に取り組んだ。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

効果的・効率的な開発協力の推進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。 

 

（定量的実績） 

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

た協力プログラム等の数」が目標値（6 件）を上回る 12 件となり、中期目標期間において着実に指

標を達成していると考えられる。 

 

（定性的実績） 

１．予見性、インパクトの向上 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、JICA 国別分析ペーパーの策定・改定及び協力プロ

グラム等の策定及び実施モニタリングへの活用、事業の質と戦略性強化（含：事業戦略の事業形成・

実施への活用強化）、SDGs への貢献が明確化されたプログラム等の選定と国際発信、SDGs の事

業への組込の一層の強化、グッドプラクティスや教訓の収集及び機構内外での共有・発信、日本政

府の SDGs 実施指針改定プロセスにおける機構の取組等の共有や経験及び知見踏まえた提言等を

着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：「人間の安全保障」の今日的な意義を「人間の安全保障 2.0」として整理し、精

力的に発信を行ったことは、機構の発意による事業の特色を活かした取組と評価出来る。その他機

構の発意による取組として、アフリカで初めての SDGs 相互連関分析に係る研究を行い重要な示

唆を数多く得た。 

また、SDGs 推進に関し、SDGs 推進本部下の各種会合に参加し「SDGs 実施指針改定版」及び

「SDGs アクションプラン 2020」策定に貢献したほか、機構が事務局を担う関西 SDGs プラット

フォームの加盟団体が 950 を越えるなど、我が国における SDGs の推進に貢献していると認めら

れる。 

指標：【指標 13-1】「機構の専門的知見や教訓を反映させた地域・国・課題等に関する協力方針の

策定・改定・活用状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は概ね基準値及び例年同

様の水準となった。 

【指標 13-2】「上流政策から事業レベルまでの支援を展開する協力プログラム等のうち、SDGs へ

の貢献の一層の明確化を含む戦略性の強化が図られた協力の実施状況」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）は基準値を大幅に上回る水準となった。 

 

２．効果・効率性の向上 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、開発効果の高い事業の形成・実施に向けた制度・運

用改善、技術協力について事業マネジメント及び戦略的パートナーシップの強化、イノベーティブ

な取組を含む事業の形成・促進、留学生事業推進のための制度・運用の導入・改善、有償資金協力

について円借款の迅速化及びコンサルタントの質の確保、海外投融資基本戦略に基づく体制整備や

クレジットポリシー等の方針策定、無償資金協力について「無償資金協力の制度・運用改善に係る

報告書」を踏まえた制度の定着と更なる改善、優良事業の形成、積み上げの適切な管理、SDGs 達

成に向けてナレッジマネジメントネットワーク間の知見の蓄積・共有機能強化、組織横断的な取組

の優良事例の蓄積等を着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：個別事業単位ではなく課題ごとの事業の集合体として中・長期的な成果・イン

パクトを最大化・発信するため、クラスター・サブクラスターを導入したことは、事業効果の最大

化に向けた機構の自主性ある有意義な取組と認められる。また、各分野課題に関するナレッジの蓄

積・発信・活用促進のため、機構のイントラネット内に「ナレッジポータル」が設置されたほか、
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ドナーや NGO 等による国際的なプラットフォーム Global Delivery Initiative の運営委員会共同

議長等に機構職員が着任するなど、開発に係る知見の内外での蓄積・活用に向けた取組が進められ

た。 

さらに、有償資金協力に関して、O&M 借款の第一号案件が形成されたほか、海外投融資では新

手法として初の劣後融資案件が承諾され、また初めて特定開発課題に対する融資枠が設定されるな

ど、事業効果の最大化に向けて積極的に新たな取組が取り入れられており、高く評価出来る。無償

資金協力に関しても、事業・運営権対応型無償資金協力の機構実施第一号案件の E/N が締結され、

本邦企業の海外展開支援に向けた進展が見られた。 

指標：【指標 13-4】「迅速性、効率性、事業の質の向上等、我が国の民間企業等を含む様々な開発

パートナーのニーズに対応した諸制度・運用の改善及び事業への活用状況」に関して、上記の定性

的な実績のほか、関連指標は「技術協力の実績額」が概ね基準値及び例年程度、「有償資金協力の実

績額」が基準値を上回る水準、「無償資金協力事業の実績額」が基準値を大幅に下回る水準となって

いる。 

 

（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、政府が策定したインフラシステム輸出戦略でも重要視する運営・維持管理（O&M）の

体制構築に係る借款を開始したほか、重要インフラ案件に係る円借款の迅速化を進め、要請から承

諾までの標準処理期間が９ヶ月のところカンボジアの事業では３ヶ月での承諾を実現した。また、

海外投融資における初の劣後融資案件の承諾、機構初の事業・運営権対応型無償資金協力の実現を

始め、事業効果の最大化に向け各種スキームにおいて新手法が導入されるなどの成果を挙げた。 

 

 ＜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、我が国の持つ強みや機構が有する開発協力に関する経験、専門的知見や教訓を蓄積・

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

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

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

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

るとともに、クラスター・サブクラスターがスキーム横断的な取組となるよう留意ありたい。 

 

 ＜その他事項＞  

（有識者からの意見） 

・ODA の資金フローが減少傾向にある中で、開発事業による成果の持続性を確保するためには、事

業の計画段階から、ODA 以外の公的資金(FDI)、外国直接投資（FDI）、民間資金を呼び込むことを

検討する必要がある。引き続き、ODA 以外の資金の戦略的な活用につき取組を強化してもらいた

い。 

・個別事業単位ではなく、課題毎の事業の集合体として中・長期的な成果・インパクトを実現・発

信するため、クラスター・サブクラスターを導入され、役員クラスも含めたクラスター・サブクラ

スター毎の議論が始動したとのことであるが、各クラスター・サブクラスター策定にあたり、JICA

内で部門横断的な議論が十分になされ、JICA の各スキーム（技術協力、無償資金協力、円借款、民

間連携事業、海外投融資、自治体や NGO 等の知見を活用した事業、留学生事業等）が包括的に含

まれることを期待する。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.14 
国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との

連携推進 

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

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難易度 【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 

参加・発信した国際会議の数 330 件171
 

（2017-

2021） 

66 件 79 件 80 件 116 件 

  

 

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

年度計画 

5.（2）国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進 

ア 国際的な議論への参加と発信 

・ 国際的な援助潮流の形成に参画・貢献するため、国際会議等に積極的に参加し、日本の知見・経験

等を発信する。特に、SDGs の実施、開発資金の定義やルール作り、及び G20 関連会合、TICAD 

7、第 2 回 UHC フォーラム等の主要国際会議における議論に貢献する。 

イ 国際機関・他ドナー等との連携推進 

・ 重要課題（UHC、質の高いインフラ、Human Capital 等）に係る共同発信や事業での協力等の戦略

的実施を促進するため、国際機関、他ドナー等との本部レベルでの協議等を通じた連携を推進す

る。 

・ 国際的な開発協力の枠組をより包括的なものとするため、新興ドナーとの協議や連携を

進めるとともに、新しいパートナーを含めた枠組・規範作りを議論するフォーラム形成

等を検討する。また、南南協力及び三角協力に係る国際的な議論に参画し、機構の経験、

教訓及び知見の共有を推進する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は ２. 参照） 

・ 開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢献状況 

・ 対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機関・他ドナー等（新興ドナー含む）との連携状況 

 

３－２．業務実績 

  No.14-1 国際的な議論への参加と発信   

 

                                                   
171 2016 年度の年度目標値と同水準として設定する。2016 年度目標値 66 件 
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関連指標 基準値 
2017 年

度 

2018 年

度 

2019 年

度 

2020 年

度 

2021 年

度 

日本政府への情報提供等を通じて機

構が貢献した国際会議の数 
19 件172 20 件 19 件 16 件 件 件 

 

（1）主要国際会議の議論への参画 

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

び経験等を積極的に発信した。特に、以下のような取組を通じて、各種議論に貢献した。 

• TICAD 7 全般：8 月に横浜で開催された TICAD 7 には、TICAD 史上最多の 42 名の首脳級を

含むアフリカ 53 か国等から 10,000 人以上が参加した。機構からは、理事長、副理事長、理事等 

250 人以上が参加し、これまでで最多となる 78 件のバイ会談（うち首脳級 22 件）、前回横浜

で開催された TICAD V の 1.5 倍以上の 31 件のサイドイベント、10 件の協力覚書の署名等を

実施した。また、TICAD 7 で日本政府より発表された「TICAD 7 における日本の取組」の 48 項

目のうち 40 項目（約 83％）で機構関連の取組となる（TICAD VI では、33 項目のうち 21 項目

（約 64％）が機構関連の取組）など、TICAD 7 の成功に大きく貢献した。日本政府から発表され

た「TICAD 7 における日本の取組」として、①機構がアフリカ開発基金（AfDB）と共に 35 億ド

ルの資金協力を行う EPSA4（第 4 次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）、

②機構が他国際機関等と連携・支援する2030 年までのコメ生産量の5,600 万トンへの倍増（CARD 

フェーズ2）、③機構が JETRO や国連開発計画（UNDP）と共に取り組むイノベーションやビジ

ネス促進、等が含まれた。NHK や YouTube を介した番組発信や国際的メディア対応等の広報も

実施した。具体的には以下のとおり。 

• 本会合：機構理事長は本会合 4「持続可能で強靱な社会の深化」、機構役員はテーマ別会合「人

材育成・若者のための教育」において、アフリカの首脳や国際機関の長等を前に機構の取組を踏

まえた発言・議論を行い、本会合における日本の考え方の発信に貢献した。 

• バイ会談：機構理事長が 15 名、機構副理事長が 7 名、計 22 名のアフリカの首脳級と会談し、

機構と各国との関係深化を図った。AU 議長国であるエジプト大統領との会談では、アフリカ向

け三角協力を一層推進するための覚書にも署名した。その他、機構理事長、副理事長、役員等が、

アフリカの閣僚級や国際機関の長等と 56 件の会談を行い、これまでで最多となる 78 件のバイ

会談を実施した。これらバイ会談を通じ、アフリカ各国のオーナーシップを支援し、質の高い成

長と人間の安全保障を実現していきたいとのメッセージを伝えつつ、各国・機関との協力を促進

した。 

• 成果文書：機構は様々な機会を通じて日本政府及び他のTICAD 共催者（国連、世界銀行、UNDP 

及びアフリカ連合委員会）に対し、人材育成やイノベーションをはじめとするこれまでの我が国

のアフリカ開発の実績や今後の開発施策の可能性についてインプットを行い、成果文書である「横

浜宣言 2019」やその付属文書である「横浜行動計画 2019」策定の議論に貢献した。また、「TICAD 

7 における日本の取組」の 48 項目のうち、機構関連の取組は 8 割以上の 40 項目となった。 

• サイドイベント：機構は、TICAD 7 のテーマ「アフリカに躍進を！ひと・技術・イノベーション

                                                   
172 2015 年度実績 
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で。」及び横浜宣言 2019 の 3 本柱（経済・社会・平和と安定）に沿って、また 2020 年の東京

オリンピック・パラリンピック競技大会や文化交流も見据え、31 件のサイドイベントを開催し、

アフリカの首脳・閣僚級や国際機関の長等の登壇を実現し、機構の取組を外交団やメディアを含

む延べ7,300 人以上に発信した。特に注目の高かった「イノベーション」をテーマに、日本・アフ

リカ双方から多数の民間企業・起業家の参加を得て、世界銀行、UNDP、JETRO とパネルディス

カッション及びスタートアップ・ピッチイベント（後出）の 2 件のイベントを共催した。各イベ

ントに 350 名が参加、ピッチイベントは YouTube でも配信した。 

• 発表・署名：AfDB 総裁との EPSA4 開始の発表、UNDP 総裁及び JETRO 理事長との民間企業

支援・イノベーション推進に関する 3 機関連携、UNICEF 事務局長との保健・栄養・教育分野を

中心とした連携の覚書を含む 10 件の署名を行い、各国やメディアに広く発信した。3 機関連携

は本会合にて日本の経済産業大臣からも各国に対して発表された。 

• 寄稿等：CNN や国際フランスラジオ（RFI）等のインタビューに対応しつつ、日本、欧米及びア

フリカに購読者を持つ日本経済新聞、Japan Times、Financial Times、Jeune Afrique（フランス語媒

体）、Africa Report に、機構理事長、機構副理事長、機構役員からの寄稿等の形で機構の取組を

発信した。 

• 日本・アフリカスタートアップ・ピッチイベント～イノベーション推進＆パートナー発掘（TICAD 

7 サイドイベント）：TICAD 7 サイドイベントとして、UNDP、JETRO と共催した。応募約 500 

社から 24 社のスタートアップ企業を選抜してアフリカと日本国内から招聘し、科学技術を駆使

して社会課題を解決するイノベーティブビジネスを披露するピッチイベントを開催した。350 名

の聴衆に加え、ネット・ライブストリーミングでも配信した。ピッチイベント終了後には登壇企

業と参加者のネットワーキングの場も設け、数多くの商談が行われた。 

• JICA ハイレベルパネル「グローバルガバナンスとアフリカの開発：アフリカと日本の対応」

（TICAD 7 サイドイベント）：TICAD 7 サイドイベントとして、機構理事長、ルワンダ貿易産業

大臣、セネガル外務大臣、オコンジョ GAVI ワクチンアライアンス理事長、スティグリッツ・コ

ロンビア大学教授（ノーベル経済学賞受賞者）をパネリストに迎え、道傳愛子 NHK 国際報道局

シニアディレクターをモデレーターとして、変化するグローバルガバナンスにおけるアフリカ、

日本及び国際社会の課題と役割について議論した。このパネルディスカッションは、NHK 教育テ

レビを介して国内の多くの視聴者に、NHK World を介して約 170 国に、また YouTube を通じて

発信した。 

• 第 2 回 UHC フォーラム：2030 年までの UHC 達成を加速させる主要な会議である第 2 回 

UHC フォーラムが、タイ政府が最も重視する外交イベントのひとつであり、かつグローバルヘル

スの主要な世界の機関・有識者が一堂に集い、国際潮流を形成する重要な国際会議であるマヒド

ン王子記念賞国際会議（PMAC）と統合される形で、日本主導で開催された。機構は 4 月の東京

準備会合を主催するなど準備段階から参画し、日本政府との調整やコンセプトの作成に貢献、

PMAC 本会合への登壇の他、地域保健システムと UHC の達成に関する分科会のコーディネータ

ーも務め、また、8 つのサイドイベントを主催又は他の国際機関等と共催し、高齢化、保健財政、

皮膚病に係る人材育成などあらゆる観点から UHC 達成に関する議論を深めることや関係者のネ

ットワークの構築に貢献した。それら機会を通じて、UHC を推進するために、実効性のある政策

実施の詳細設計に一層注力していく、という旧来からの機構の主張が多くの参加者の共感、支持

を得ることとなった。 
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• 第 2 回世界防災フォーラム：セッション「開発途上国で“誰一人取り残さない”世界を実現するた

めの防災投資のこれから～仙台防災枠組グローバルターゲット（e）の地方防災計画策定の加速～」

を主催し、約 180 人が参加した。同セッションでは、仙台防災枠組の達成において重要となる地

方防災戦略・計画の策定の促進に向けた課題や解決策を開発途上国政府と共に議論し、具体的な

解決策の一つとして機構が提唱する「8 ステップ（地方防災計画策定の実践的方法）」の有効性

を確認した。また、これらの取組が災害リスクを削減する事前防災投資につながり、SDGs の目指

す「誰一人取り残さない持続可能な開発につながる」というメッセージを発信した。また、ブー

ス出展を通じて、防災に係る機構の取組を紹介した。 

• Global Refugee Forum：2018 年 12 月に国連で採択された「難民に関するグローバル・コンパク

ト」の長期的実施の基盤を築くことを目的に、UNHCR 等主催で Global Refugee Forum が開催さ

れた。機構はスポットライト・セッション「Development and Humanitarian-Development-Peace Nexus 

addressing Forced Displacement」を日本政府、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、UNDP、世

銀、OECD、ウガンダ政府と共催し、開発機関の担う重要な役割と優良事例を発信した（詳細は

No.3-2 平和と安定、安全の確保に記載）。 

• 気候変動対策：6 月にドイツ・ボンで開催された UNFCCC 第 50 回補助機関会合、12 月にスペ

イン・マドリードで開催された UNFCCC 第 25 回締約国会議（COP25）において、機構は「気候

変動の悪影響に伴う損失及び損害」（ロス＆ダメージ）に係る日本政府の交渉官として従事し、

ロス＆ダメージに対する資金支援を含む対応方策を検討する等、協議の進展に貢献した。また、

パリ協定の透明性を担保するために UNFCCC の下に設置された 24 人からなる「専門家協議グ

ループ」（CGE）の日本委員として、機構人材が再任された。COP25 では、機構の事業の成果・

教訓の共有・発信を目的に、「自国が決定する貢献」（NDC：Nationally Determined Contribution）、

温室効果ガスインベントリ、適応策、森林保全、地域協力等をテーマとしたサイドイベントを 6 

件主催・共催したほか、他国政府や他機関が開催するサイドイベント 4 件にも登壇・参加し、積

極的に発信を行った。 

• G20 関連会合：サウジアラビアで開催された G20 開発作業部会では、2018 年アルゼンチン、2019 

年日本の G20 開発作業部会に続き、南南・三角協力サイドイベントが開催された。この過程にお

いて機構は、G20 各国において南南・三角協力の重要性が確認される機会となるべく、日本・外

務省への知見共有を積極的に実施した。また、同作業部会におけるサイドイベントにおいて、機

構は「（脆弱国における）持続可能な開発のための南南・三角協力における民間セクターの巻き

込み」セッションに登壇し、南南・三角協力の有効性を抽象論ではなく機構の具体的な取組を紹

介することで議論に貢献した。その他、G20 農業大臣会合（新潟）において、ブースでの写真パ

ネル展示を通じ、機構の農林水産及び食料・栄養分野における各種活動を紹介した。 

（2）開発資金の議論への貢献 

• DAC 統計作業部会における債務救済に関する議論：機構は DAC 統計作業部会の副議長を務め、

特に債務救済の計上方法に関する専門的議論をリードした。また、2019 年 2 月に着任した DAC 

新議長の訪日時に、機構は統計作業部会での債務救済に関する議論の経緯等を説明し、債務救済

の計上方法の合意に向けて議長のイニシアティブを促した。 

• Blended Finance 議論への貢献：機構は、OECD-DAC による Blended Finance 原則の政策ガイダ

ンスの作成作業に関し、各原則に係るバックグラウンドノートへのコメント出しやワークショッ

プへの参加を通じて、同作業への貢献を行った。また民間セクター向け ODA を実施する機関と
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しての適格性審査に関する自己評価を行うとともに、海外投融資による民間資金動員額の計算を

行い、外務省に報告を行った。 

（3）開発シンクタンクとの共同発信 

• T20（Think20）：機構は、世界の有識者・シンクタンクによって構成され、金融・世界経済に関

する重要な意思決定が行われる G20 サミットの政策研究ネットワークである T20 において、10 

あるタスクフォースのうち「SDGs」と「アフリカ協力」の 2 つのタスクフォースを運営し、海外

のシンクタンクや大学等の著名な研究者間の議論を共同議長としてリードした。そして、同タス

クフォースに関連して、17 本のポリシーブリーフの策定（機構は、うち 6 本を共著）、本会合

における SDGs と教育、UHC、アグリビジネスと食料安全保障など 9 つのセッションの開催、

及び「SDGs 実施はどのように進んでいるのか」、「アフリカの経済成長見通しと債務持続性」の 

2 つのサイドイベントの開催を行った。ポリシーブリーフの多くは、機構がこれまで事業実施や

研究により得られた知見もインプットして執筆された。同ブリーフを踏まえて作成された「T20 

コミュニケ」は、G20 の議長を務める安倍首相に手交された。 

• ブルッキングス研究所：機構とブルッキングス研究所の共同研究「Leave No One Behind」の研究

成果をまとめた書籍『Leave No One Behind：Time for Specifics on the Sustainable Development Goals』

を発刊した。また、SDGs サミット及び世銀・IMF 年次総会の機会に、それぞれニューヨーク及

びワシントン DC で同書籍のローンチセミナーを行い、共同研究内容の発信を行った。 

• 開発リーダー会議：国際シンクタンク Center for Global Development がアジアインフラ投資銀行

（AIIB：Asian Infrastructure Investment Bank）と共催した、国際協力の在り方について主要な援助機

関幹部がチャタムハウスルールで意見交換する国際会議に、機構職員が参加・登壇した。同会議

では、機構より机上の議論ではなく現場のインパクトを重視した議論を行うことの重要性を指摘

するなどし、議論に貢献した。 

 

  No.14-2 国際機関・他ドナー等との連携推進   

 

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

国際機関・他ドナー等との連携件数 

/ うち、新興ドナーとの連携数 
28 件/4 件173 31 件 /9 件 35 件 /10件 32 件 /8 件   

国際機関・他ドナー等幹部と機構役

員との面談数 / うち、新興ドナーと

の面談数 

104件 /8件174 139 件/21件 105 件/13件 101 件 /9件   

新興ドナーとの対話促進や連携のた

めの国際会議・ワークショップ等へ

の参加 

16 件175 22 件 16 件 20 件   

 

（1）重要課題における連携強化 

                                                   
173 2015 年度実績 

174 2015 年度実績 

175 2015 年度実績 
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• 自由で開かれたインド太平洋：主要欧米ドナーとの面談等で、自由で開かれたインド太平洋の重

要性を共有するとともに、特に米国とは地政学上重要なエネルギー分野や、デジタル分野等のイ

ンド太平洋における米国の投資の重点分野について知見共有や協議を継続し、ベトナムにおける

連携案件の立ち上げ、ビジネスフォーラムの実施、日米型スマートシティ展開の実施などに合意

した。また、フランス開発庁（AFD）、欧州投資銀行（EIB）とは協力関係の更なる強化や連携案

件の実現を念頭に協力覚書（MOC）を締結した。 

• 質の高いインフラ投資：世界銀行等主催の韓国で開催されたインフラ・ガバナンス会合で、イン

フラ整備・維持管理のための開発途上国のガバナンス強化に係る議論に機構職員が参加・登壇し

た。また、G20 で「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」が承認されたことを受け、機構は

同原則の実践において非常に重要なパートナーである世界銀行グループ及び ADB に対して、そ

れぞれの強みをいかす形での実践方法について提案・意見交換を主導的に行い、インフラ・ガバ

ナンスやジェンダー平等などに関する具体的な連携案に合意した。 

• UHC：UHC フォーラムへの参加・登壇、UHC ハイレベル会合への参加、機構役員による機構・

日経共催 UHC イベントへの参加・登壇を通じて、世界銀行、WHO などの UHC に取り組んで

いる機関との連携を一層強化した。 

• 人的資本（Human Capital）：世界銀行とのハイレベル対話（後述）において、機構が Human Capital 

セッションを議題や参加者の設定を主導して今後の具体的な連携策に合意した。また、世界銀行

が大洋州（フィジー）において開催した Human Capital Summit において、機構職員が機構の大洋

州地域での保健・栄養・教育の取組を紹介し、大洋州諸国の財務大臣等との Human Capital の改

善に係る議論に貢献した。機構理事長は、パキスタンで世界銀行と共催した Human Capital Summit 

で基調講演を行い、Human Capital 形成に資する日本の経験及び機構の取組を紹介しつつ、女性が

教育を受け社会に参加することは、ひいては次世代の子どもたちの健やかな成長につながること

を発信した。 

• 人道と開発と平和のネクサス：DAC の下部組織である紛争と脆弱国際ネットワーク（INCAF： 

International Network on Conflict And Fragility）において、国際社会が直面する新たな課題である「人

道・開発・平和のネクサス」（Humanitarian Development Peace Nexus）の提言が 2019 年 2 月に

採択された後、局長レベル会合などに積極的に参加し、ウガンダ、ザンビアにおけるホストコミ

ュニティ支援等で得られた知見を発信した。これを通じ、事業を実施する開発機関ならではの具

体的視点で優良事例の共有や提言を行い、INCAF に参加する各ドナー、国際機関等の人道・開発・

平和のネクサスに関する事業実践の理解促進に貢献した。 

• 人間の安全保障：機構がミッションの 1 つに掲げる「人間の安全保障」について、その重要性を

再確認し国際的に発信すべく、機構内の検討会を通じて今日的な「人間の安全保障」の意義を「人

間の安全保障 2.0」として整理し、和英のパンフレットにまとめた。これを基に、機構理事長・機

構役員が国連等の国際機関幹部との面談の際に、同パンフレットを活用しながら国際社会におけ

る「人間の安全保障」の認知の向上に努めた。また、UNDP との定期協議においては、「人間の

安全保障 2.0」の機構の考え方を共有するとともに、UNDP 発刊の「人間開発報告書 2020」を活

用し、「人間の安全保障」を国際的に発信することに合意した。また、赤十字国際委員会（ICRC： 

International Committee of the Red Cross）が主催した TICAD 7 のサイドイベント「保健分野におけ

る課題と、人間の安全保障の実現に向けた“イノベーティブ”な取り組み」に機構理事長が登壇し、

人間の安全保障に関する今日的意義と取組を改めて強化する必要性を共有した。 
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• 栄養：機構の栄養分野におけるこれまでの取組が評価された結果、機構理事長が栄養分野のグロ

ーバル・リーダーで構成される「Scaling Up Nutrition Movement（SUN）Lead Group」の東アジア地

域唯一のメンバーに就任し、年次会合に参加した。同会合において、機構理事長は、栄養は「人

間の安全保障」の鍵であると指摘した上で、栄養不良克服に係る日本の過去の経験も踏まえ、機

構は今後とも、食と農のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）等の取組を通じて開発途上地域の栄養

改善に貢献していくとの考えを表明する等、機構の活動について広く国際社会に対し発信を行う

とともに、栄養サミットに向けたグローバルなモメンタムの向上に貢献した。また、機構は SUN 

Lead Group 非公式会合及び SUN 総会に参加し、2020 年に東京で開催予定の「東京栄養サミット

2020」に向けた国際的な栄養改善のモメンタム向上のための方策等に関する議論に参画した。 

（2）国際機関や伝統的ドナーとの連携の推進 

• 世界銀行グループ：機構理事長と世界銀行グループ総裁が参加する第 6 回世銀ハイレベル対話を

ワシントン DC で開催し、4 地域（アジア・大洋州、南アジア、アフリカ、中東・北アフリカ）

と、3 課題（質の高いインフラ投資、Human Capital、民間投融資）について協議し、合意事項の

着実な実施と成果の発現に向けたアクションを確認した。2019 年度はこれまでより具体的で深い

議論を行い、実践的な連携案に合意し、フォローアップ体制を構築するために、議題や参加者の

設定を機構が主導して行った。その結果、「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」を取り上

げ、債務管理を含むインフラ・ガバナンス強化の議論を世界銀行と開始した他、特に保健・教育・

栄養の Human Capital についてこれまでのハイレベル対話での合意以上に具体的な協力対象地域

を絞り込み、両機関の具体的なコミットメントのモニタリング体制も確認し、現場での事業連携

の推進にも寄与した。今回の各種成果のフォローアップ及び更なる具体化・深化に向けて、今後

は地域別ハイレベル対話も開催する予定である。また、TICAD 7 の機会に、アフリカの教育開発

を加速させるべく、業務協力に関する覚書を署名した。 

• IMF：東南アジア及び南アジア諸国の財務省及び中央銀行閣僚・局長級（計 12 か国・22 名）を

本邦へ招へいし、IMF-JICA 合同国際会議「発展するアジア：包摂的かつ持続可能な成長達成のた

めの健全な財政管理」を開催した。投資と債務管理を組み合わせた上で、SDGs を達成するための

取組や課題について議論した。機構役員や職員、研究員も登壇し、UHC や公共財政管理改革の取

組について発表した他、アジア諸国が持続可能な成長を実現していくための支援に向けた議論を 

IMF とともに主導した。 

• UNDP：機構役員が参加して UNDP 定期協議を開催し、地域セッション（南アジア、アラブ、中

央アジア・コーカサス・欧州、アフリカ）、本会合（TICAD 7 レビュー、民間連携、平和構築・

人道と開発と平和のネクサス / 法の支配）、特別セミナーの 3 部構成で実施した。特に、平和構

築・人道と開発と平和のネクサス / 法の支配について、現場での補完的な連携継続の他、両機関

の連携の優良事例や事業アプローチの整理・共有・発信に合意した。 

• その他伝統的ドナーとの定期協議：その他、ADB、AFD との間で定期協議を実施し、各機関の連

携を促進した。特に、既述のとおり、AFD、EIB と MOC を締結し、連携強化を確認した。 

（3）新興ドナー等との連携の推進 

• 南南・三角協力関連国際会議を通じた新興ドナーとの連携推進：イスラム開発銀行、国連南南協

力事務所、トルコ国際協力調整庁と共催で、開発協力のための南南・三角協力局長級フォーラム

を開催し、約 150 名が参加した。第 2 回南南協力ハイレベル国連会合の成果文書策定後初の開

催となり、実務者レベルでの共通認識形成が重要となる点を考慮し、機構は議題設定や登壇者選



14-8 

 

定などを主導した。従来は各国・機関による取組紹介が主な内容になる傾向があったが、案件形

成、モニタリング・評価ごとにセッションを分け、登壇者や発表内容を調整することで、PCDA サ

イクル全体を通したインパクト向上の方策に関する実務者間の学び合いが促進されるとともに、

このような学び合いの機会の重要性が再確認された。同フォーラムの前々日及び前日には、イス

ラム開発銀行が加盟国と推進している「南南・三角協力のための国内エコシステム」に関する意

見交換会合が開催され、機構職員が有識者として招待され、機構の知見を共有した。その他、英

国シンクタンク ODI（Overseas Development Institute）主催の国際会議、インド外務省傘下研究機

関の Research and Information system for Developing Countries（RIS）・インド外務省・国連南南協

力事務所が共催した国際会議に招待されて登壇し、機構の取組を発信し議論に貢献した。加えて、

OECD 事務局による三角協力に関する報告書に対して、骨子へのインプット、機構在外事務所関

係者とのインタビュー対応（質問票のコメント含む）、ドラフトへのコメントなどを通じて貢献

した。特に三角協力に係る取引費用についての分析に対しては、機構の経験・知見を繰り返し

OECD 事務局に伝え、同報告書の意義を一段と高くすることに貢献した。同報告書は、サウジア

ラビア開催の G20 開発作業部会サイドイベントでも紹介され、三角協力に批判的な国際世論に

も対抗するメッセージを国際社会に大々的に発信した。 

• 国際獣疫事務局（OIE：Office International des Epizooties）：アフリカにおける人獣共通感染症の

課題に対し、家畜疾病に高い専門性を有し動物の衛生や人獣共通感染症対策を国際的に主導する

OIE の知見を活用して取り組むべく、機構から OIE に積極的な働きかけを行った結果、TICAD 7 

を好機として、人・動物の健康改善に向けた協力関係を築くための OIE との協力趣意書の署名交

換が実現した。ザンビアなどを中心として、近隣諸国への人と動物双方に感染する人獣共通感染

症などの対策で協力展開を行う機構の構想に OIE が参画することで、研修等において一層幅広

い知識を得た人材育成が進められることが期待される。 

• IDFC を通じた開発金融機関との連携推進：機構は国際開発金融クラブ（IDFC）の活動を運営委

員会メンバーとして主導し、気候資金に偏りがちな参加機関間の議論に対し、SDGs 作業部会の

立ち上げの議論に参加し、機構の取組を共有し、開発銀行の役割を議論する国際会議の企画に対

しても SDGs 全体への貢献を議論するよう助言するなど、幅広く SDGs 全体の達成のための開

発金融機関の役割について有益な議論が行われるフォーラムへの発展を促進した。加えて機構は、

① AFD、中国開発銀行及び北京大学共催の「開発銀行の役割」セミナーへの登壇、②モロッコで

の運営委員会の機会に開催された「スポーツと開発」及び「SDGs ゴール 6 の達成」の 2 つのサ

イドイベントへの登壇、③ GCF との連携や気候行動サミットにおける IDFC 共同コミュニケの

発出などの議論、④ IDFC 年次総会での 2020 年の開発銀行サミットの開催提案及びこれに向け

た SDGs ワーキンググループの設置に係る議論などを行い、また緑の気候基金との協調について

IDFC を通じた各国の開発金融機関との連携を推進した。また、機構は難民・強制移住作業部会を

リードし、開発銀行の役割の可能性に関する報告書を作成した。 

• 新興国における国際協力実施機関への能力強化：機構はブルガリア援助実施機関から職員を出張

の形で受け入れ、機構の事業実施方法等を共有した。また、インドネシアの援助実施機関設立に

当たり、機構が機構設立の歴史や事業実施体制・方法などをインプットした。さらに、エジプト、

マレーシア、トルコなどの援助実施機関に対して第三国研修等を通じて能力強化を実施した。 

• 中国輸出入銀行‐韓国 EDCF‐タイ NEDA‐JICA 合同会合（アジアドナー 4 者協議）：アジア

ドナー 4 者協議において、質の高いインフラ投資に関し、経済効果、環境社会配慮、インフラ・
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ガバナンスにおける各機関の取組を共有しあった。また、各機関との定期協議では連結性強化の

ための戦略や案件実施状況、リスク管理などについて意見交換を行った。 

• 中国国家国際発展合作署： 第 1 回日中開発協力政策局長級協議が実施され、開発協力分野にお

ける情報交換を行い、今後の日中協力の方向性について協議した。また、中国の対外援助に関す

る機構内の理解を深めるため、中国研究会を立ち上げ、定期的に有識者との意見交換を実施し

（2019 年度は 6 回実施済み）。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

 引き続き、主要国際会議への参加及び発信や、開発資金に関する議論への参画を通じた国際援助潮

流の形成に取り組むとともに、南南・三角協力も含む新興ドナーとの連携や、国際機関、伝統的ドナー

との連携による開発効果の最大化に取り組むことを期待する。（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.14「国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等と

の連携推進」） 

 

＜対応＞ 

 TICAD 7 において、理事長、副理事長、理事等 250 人以上が参加し、これまでで最多の 78 件の

バイ会談（うち首脳級 22 件）、前回の横浜開催 TICAD V の 1.5 倍以上の 31 件のサイドイベント、

10 件の連携覚書の署名等を実施し、成果文書には機構の取組が多く記載され、国際的議論への参画・発

信に大きく貢献したほか、UHC、Human Capital、人道と開発のネクサス、防災等に関する国際会議等に

積極的に参画し、国際的な援助潮流の形成に貢献した。また、2019 年度も引き続き DAC 統計作業部会

の副議長を務め、特に債務救済の計上方法に関する専門的議論をリードした。 

開発効果の最大化に向けて、世銀、IFC、ADB、UNDP、AFD 等の国際機関や伝統的ドナーに加え、中

国輸出入銀行、韓国 EDCF、タイ NEDA 等の新興ドナーとの連携を強化した。特に、新興ドナーとの

連携については、様々なプラットフォームやチャネルで推進した。具体的には、南南・三角協力に関し

て、ODI 国際会議、RIS 国際会議、開発協力のための南南・三角協力局長級フォーラム、OECD 作成

報告書、G20 開発作業部会等、複数の国際会議や報告書作成時に、南南・三角協力の付加価値、協力実

施時における共通の規範作りなどの議論に貢献した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞  

評定：A 

根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を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、国際会議等で機構の経験や知見を発信し、国際的な援助潮流の形成に貢献した。特に、

TICAD 7 における議論への参画と発信、Think 20（T20）への貢献、第 2 回 UHC フォーラムや 

COP25 における多数のサイドイベント主催・共催等、特筆すべき成果をあげた。また、国際機関・他

ドナー等との連携を推進した。特に、人間の安全保障の実現に向けた UNDP との連携、世界銀行との

ハイレベル対話を通じた具体的な事業連携の推進、OECD/DAC 事務局の三角協力に関する報告書の作

成・質向上への貢献等を含む新興ドナーとの連携推進、国際獣疫事務局（OIE）との協力趣意書署名、

等の特筆すべき成果をあげた。 
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ア 国際的な議論への参画と発信 

◎ TICAD 7 における議論への参画と発信【①②】：過去最多となるバイ会談 78 件（うち首脳級 22 

件）、TICAD V（横浜開催）の 1.5 倍以上のサイドイベント 31 件、連携覚書 10 件の署名を実施。

また、TICAD 7 成果文書の一つ「TICAD 7 における日本の取組」の検討過程で機構の貢献策案を

提案。その結果、同取組 48 項目のうち 40 項目（約 83％）で機構関連の取組となり、同成果文書

の策定に大きく貢献（TICAD VI では、33 項目のうち 21 項目（約 64％）が機構関連の取組）。 

◎ スタートアップ向けのビジネスコンテストの初開催【①②】：「アフリカに躍進を！ひと、技術、

イノベーションで」をテーマとする TICAD 7 のサイドイベントとして、日本・アフリカスタート

アップ向けのビジネスコンテストを初開催（UNDP、JETRO と共催）。イベントに先立ち、応募約 

500 社を審査の上、24 社のスタートアップ企業を選抜してアフリカと日本国内から招聘。アフリカ

の躍進に向けた国際的なイノベーション推進の議論にも資する具体的かつ優良なイノベーション

の可能性を、約 350 人の聴衆に加えてネット・ライブストリーミングでも発信。 

◎ 第 2 回 UHC フォーラムに貢献【①②】：2030 年までの UHC 達成を加速させる主要会議である

第  2 回UHC フォーラムが、タイ政府が  2007 年から取り組むマヒドン王子記念賞国際会議

（PMAC：Prince Mahidol Award Conference）と統合してバンコクで開催。機構は東京準備会合主催を

含む 4 回の準備会合すべてに参画し、日本政府との調整やコンセプト作成に貢献。また、PMAC 本

会合への登壇の他、分科会のコーディネーターも務め、さらに、8 つのサイドイベントを主催・共

催し、高齢化、保健財政、人材育成等あらゆる観点から議論の深化や関係者のネットワーク構築に

貢献。 

◎ COP25 での交渉官就任とサイドイベント開催【①②】：COP25 等にて、機構職員が「気候変動の

悪影響に伴う損失及び損害」に係る日本政府の交渉官として従事し、ロス＆ダメージに対する資金

支援を含む対応方策を検討する等協議の進展に貢献。COP25 ではサイドイベントを 6 件主催・共

催し、機構の事業の成果・教訓を共有・発信。我が国環境大臣臨席のラウンドテーブルにて、レバ

ノン環境大臣から機構実施の課題別研修の有用性について謝意。 

◎ Think 20（T20）の議論をリード【①②】：世界の有識者・シンクタンクによって構成され、金融・

世界経済に関する重要な意思決定が行われる G20 サミットの政策研究ネットワークである T20 

において、機構は「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。

同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」は安倍首相に手交された。 

○ 主要な国際会議への役員等の参画・登壇や、イベントの開催を通じて、機構の経験や知見を幅広

く発信。 

○ DAC 統計作業部会での債務救済に関する議論、OECD-DAC による Blended Finance 原則の政策

ガイダンス作成作業への参画を通じて、開発資金の議論に貢献。 

イ 国際機関・他ドナー等との連携推進 

◎ 人間の安全保障実現に向けた UNDP との連携【③④】：既述の「人間の安全保障 2.0」として再整

理し、「新時代の『人間の安全保障』-JICA の取り組み -」として取りまとめ、機構理事長をはじ

め役職員が数多くの国際会議や各国高官との会合・面談等で精力的に発信。その結果、UNDP が同

機関発刊の「人間開発報告書 2020」を活用して「人間の安全保障」を改めて国際的に発信すること

を合意。 

◎ 国際獣疫事務局（OIE）との協力趣意書署名【②】：機構による積極的な働きかけを通じて OIE と

の協力趣意書の署名交換が実現。OIE は、家畜疾病に高い専門性を有し、人獣共通感染症対策等を

主導する国際機関で、機構の人獣共通感染症対策推進に向けた構想の実現への大きな一歩となっ

た。 

○ 自由で開かれたインド太平洋、UHC、インフラ、人的資本、栄養等の重要課題に係る事業の実施

に関して、関係国・国際機関・ドナー等との連携を推進するべく、国際会議の開催、意見交換等
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を実施。 

○ 世界銀行、UNDP、ADB、AFD 等の国際機関や伝統ドナーとの定期協議及び共同イベントを実

施。UNDP との定期協議を通じ、人道と開発と平和の連携について現場での補完的な連携継続や

優良事例等の整理・共有・発信に合意。 

○ IDFC における議論を主導し、幅広く SDGs の達成に向けて各国の開発金融機関との連携を推

進。 

○ 中国輸出入銀行、韓国 EDCF、タイ NEDA との 4 者協議を開催し、質の高いインフラ投資に関

する各機関の取組を共有。また、中国国家国際発展協力署と第 1 回開発協力対話を実施し、今

後の開発分野の日中協力の方向性を協議。 

 

＜課題と対応＞ 

2020 年度は、引き続き主要国際会議（東京栄養サミット 2020 等）への参加や、Human Capital 及

び UHC、質の高いインフラ投資、自由で開かれたインド太平洋等の重要な開発課題やイニシアティブ

に係る議論への参画を通じ、日本の知見・経験を発信するとともに、国際援助潮流の形成に貢献する。

また引き続き、国際機関、伝統ドナー、新興ドナーとの連携強化に努める。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携促進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。 

 

（定量的実績） 

【指標 14-2】「参加・発信した国際会議の件数」が目標値（65 件）を約 75.8％上回る 116 件となり、

中期目標期間において着実に指標を達成していると考えられる。 

 

（定性的実績） 

１．国際的な議論への参加と発信 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、国際会議等への積極的参加と知見・経験等の発信（含：

SDGs の実施、開発資金の定義やルール作り、G20 関連会合、TICAD 7、第 2 回 UHC フォーラ

ム等の主要国際会議における議論）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 に際し、過去最多となるバイ会談 78 件（うち首脳級 22 件）、TICAD 

V（横浜開催）の 1.5 倍以上のサイドイベント 31 件、連携覚書 10 件の署名など、従来と比して

も非常に積極的に議論への参加や発信に取り組んだと認められる。TICAD 7 について成果文書の

検討過程でも積極的な貢献があったほか、UHC フォーラム、COP25、Think 20（T20）等についても

議論に貢献しており、重要な成果を挙げたものと評価される。 

加えて、TICAD 7 ではサイドイベントとして UNDP、JETRO と日本・アフリカスタートアップ

向けのビジネスコンテストを共催するなど、国際的な議論を踏まえて積極的に新たな取組を取り入

れていると言える。 

指標：【指標 14-1】「開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢献状況」に関して、関連指

標は基準値を下回る水準となった。 

 

２．国際機関・他ドナー等との連携推進 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、重要課題（UHC、質の高いインフラ、Human Capital 

等）に係る連携推進、新興ドナーとの協議・連携推進及び新しいパートナーを含めた枠組・規範作

りを議論するフォーラム形成等の検討、南南協力及び三角協力に係る国際的な議論への参画及び経

験、教訓、知見の共有等を着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：国際獣疫事務局（OIE）との協力趣意書署名などパートナーの拡大に向けた進
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展があったほか、引き続き他の国際機関等との連携推進に取り組み、例えば機構の発意で行った「人

間の安全保障」の今日的な意義の整理について UNDP はじめ国際機関に対して積極的な働きかけを

行ったと認められる。 

指標：【指標 14-3】「対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機関・他ドナー等（新興ドナー含む）

との連携状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は「国際機関・他ドナー等幹部と

機構役員との面談数／うち、新興ドナーとの面談数」がそれぞれ概ね基準値並の水準、「国際機関・

他ドナー等との連携件数／うち、新興ドナーとの面談数」がそれぞれ基準値を倍以上上回る水準、

「新興ドナーとの対話促進や連携のための国際会議・ワークショップ等への参加数」が基準値を大

幅に上回る水準となった。 

 

（結論） 

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

をいずれも着実に実施したほか、特筆すべき定性的な成果が多数見られ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 において、過去最多の機構理事長と各国要人間のバイ会談の実施や前回日

本開催時の 1.5 倍のサイドイベントの開催を始め、過去例と比しても特に積極的に発信等に取り組

み、重要な外交政策上の会議の成功に貢献したほか、我が国の開発協力の基本方針である「人間の

安全保障」について、UNDP とも連携しつつ発信を強化し、国際協力における援助潮流の醸成に貢

献するなどの成果を挙げた。 

 

＜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、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、機構の創意工夫を活かした主要国際会議

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

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

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

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

 

 ＜その他事項＞  

・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.15 開発協力の適正性の確保 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、平成 31/令和元年度開発協力重点方針、我が国の人道支援
方針、平和と健康のための基本方針、国際的に脅威となる感染症対策の強
化に関する基本方針、日・ASEAN防災協力強化パッケージ 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和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 

機構が実施するプロジェクト（技術協力，

有償資金協力，無償資金協力）における

ジェンダー案件比率 

40％以上
176   40％ 55％ 81％ 41％   

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

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

年度計画  

5.（3）開発協力の適正性の確保 

ア 環境社会配慮 

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

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

に関する理解促進に向けた機構内外の関係者の研修機会を拡充する。 

• 特に、レビュー調査最終報告書等を通じて得られた環境社会配慮ガイドラインの運用状況や世界銀

行のセーフガード政策の改定結果等を踏まえて、環境社会配慮助言委員会からの助言やパブリック

コメントを得る等の透明性と説明責任に配慮したプロセスにより、同ガイドラインの改定に向けた

包括的な検討の結果をまとめる。 

イ 女性のエンパワメントとジェンダー平等推進 

• 機構事業におけるジェンダー主流化を推進するため、ジェンダー案件の量的拡充と質的向上を図

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

内外の関係者への各種研修に取り組む。その際、「女性の活躍推進のための開発戦略」に資する女

性にやさしいインフラの整備、STEM（科学・技術・工学・数学）分野を含む女子教育の推進・強

化、「国連決議 1325 号国別行動計画」に貢献する平和構築・防災分野等における女性のリーダー

シップ推進及び「G7 2X チャレンジ」（女性のためのファイナンス）等を含む女性の経済的エンパ

ワメントに貢献する支援を重点領域とする。また、TICAD 7 の貢献策として、アフリカの女性のエ

ンパワメントに資する事業の形成に取り組む。 

                                                   
176 2013-2014 年の先進国の援助機関の実績平均 32％から約 20％高い水準として設定する。前中期目標期

間（2012-2015）実績平均 22％。 
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ウ 不正腐敗防止 

• 不正腐敗情報相談窓口を適切に運用し、不正行為等に関する情報に対して適切に調査・対応する。

不正行為等が認められた場合は厳正に対処する。また、不正腐敗を防止するため、相手国政府や関

係者、職員への研修や啓発活動を実施する。 

• 民間の企業・団体との事業上の接点が増えており、事業を実施する者がマネーロンダリングや反

社会的勢力への関与等の非合法活動を行っていないか背景調査を試行する。試行段階を経て、対

象事業の範囲等を検討する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

・ 国際水準に基づく環境社会配慮ガイドラインの運用状況 

・ 環境社会配慮に関する理解の促進に係る取組状況 

・ 我が国政府の男女共同参画に係る政策への貢献を含む，ジェンダー主流化推進に係る取組状況 

・ 不正腐敗を防止するための先方政府や関係者への啓発に係る実施状況 

 

３－２．業務実績 

No.15-1 環境社会配慮   

 

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

ガイドラインに基づく環境レビュー

結果の公開数 
79 件177 51 件 39 件 45 件 件 件 

機構内部関係者、コンサルタント及

び開発途上国実施機関職員等に対す

る研修・セミナーの参加人数 

756 人178 1,118 人 789 人 385 人 人 人 

 

（1）環境社会配慮ガイドラインの運用状況 

① 環境社会配慮面の審査とモニタリング結果の確認 

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

けるため、「JICA 環境社会配慮ガイドライン」に則って支援要請等がなされた全 407 案件に対

して、環境社会面に与えると予想される影響の大きさ等に応じてカテゴリ分類（A：11 件、B：82 

件、C： 307 件、FI：7 件）し、案件検討から審査、実施の各段階で環境社会面に与える影響に

対する配慮状況を確認した。また、「円借款の迅速化」に留意するとともに、「質の高いインフラ

投資の推進」に関連する難易度が高い大規模な案件についても、ガイドラインに則り環境・社会

面での影響への対応を適切に実施した。 

• 環境社会配慮助言委員会：主にカテゴリ A 案件について全体会合を 11 回、ワーキンググループ

会合を 23 回開催し、計 17 案件に対して環境社会配慮の支援・確認に関する助言を得た。いず

れの助言も適切な環境社会配慮の実施等に反映されており、全ての会合議題の公開、全体会合の

逐語議事録の機構ウェブサイト上での公表等、透明性の高い運営を継続した。 

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

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

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

178 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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機関が行う実施段階での環境社会配慮状況を確認し、実施機関に対してモニタリング結果に基づ

く改善対応を求める等の環境社会配慮監理を強化した。 

• 環境社会配慮ガイドラインの包括的な検討と改定検討を目的とした運用実態の確認：環境社会配

慮ガイドラインの運用状況、機構事業を取り巻く環境変化をレビューした報告書を助言委員会の

支援を得つつ作成した。英語版も含めて報告書案を 1 か月間パブリックコメントに付した後、得

られたコメントなどに対する機構の考えを含めて、最終版をウェブサイトに公開した。右報告書

に基づき、世界銀行等の動向を踏まえて、ガイドライン改定の包括的検討のための助言委員会（4 

回）及びワーキンググループ（6 回）を開催し、外部委員の専門的知見を得ながら同ガイドライ

ンの改定に向けた作業を着実に進めた。 

（2）環境社会配慮に関する理解の促進 

① 研修機会の拡充 

• 機構内外の関係者計 615 名に対して環境社会配慮に関する説明・研修を行い、環境社会配慮に対

する理解を促進した。内訳は以下のとおり。 

 コアスキル研修等による機構内部向け説明：237 名（2018 年度 352 名） 

 課題別研修等による協力相手国実施機関等向け説明：63 名（同 53 名） 

 コンサルタント向け研修：85 名（同 203 名） 

 大学等教育機関向け研修：110 名（同 41 名） 

 その他：120 名（同 79 名） 

• 研修機会を更に充実するため、最近の事例等を踏まえて、非自発的住民移転や生態系配慮等のテ

ーマ別研修と監理段階の留意事項をまとめた研修の資料（合計 5 種類）を改定し、機構内関係者

を対象とした e-Learning による研修を開講した（2019 年度受講者 143 名）。 

• 課題別研修「開発事業における環境社会配慮実務」に関して、研修の質の向上を目的として専門

的知見を有するコンサルタントへの委託を継続し、2018 年度の実施結果を踏まえて、世界銀行か

ら職員を招聘して講義と演習を行う等の改善を行った。また、専門家能力強化研修では、2017 年

度から新たに加えた大学等の外部専門家による講義を継続しつつ、受講者からのアンケート結果

を踏まえて、審査部職員が担当する講義を減らし、演習を増やす等の一部見直しを行い、更なる

研修の質の向上を図った。 

（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 引き続き、環境社会配慮ガイドラインの理解の促進及びガイドラインの適切な運用を図るととも

に、十分な議論や情報の公開、議事録の公開などによる透明性と説明責任に配慮したプロセスに

よる環境社会配慮ガイドラインの改定に取り組む。 

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

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

的な監理の在り方について検討する。 

 

  No.15-2 ジェンダー主流化   

 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 
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女性行政官等の育成

人数 
1,666 人179 4,323 人 3,089 人 3,184 人 人 人 

 

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

① 女性の健康や生活にやさしい環境（インフラ）の整備： 

• 女性にやさしいインフラの整備：G20 大阪サミットで承認された「質の高いインフラ投資に関す

る G20 原則」において、インフラ投資を通じて女性のエンパワメントを促進する重要性が謳われ

たことを踏まえ、機構でもインフラ事業におけるジェンダー主流化を推進した。スリランカでは、

円借款「コロンボ都市交通システム導入事業」を調査対象とし、ジェンダーアクションプラン策

定に係るガイドラインや実施機関向けの研修資料等のジェンダーアクションプランの策定支援や

類似案件で活用可能なツールの開発に着手した。また、ガーナでは、無償資金協力「第二次テマ

交差点改良計画」において、コントラクターの要員配置における女性の参加促進やカウンターパ

ート機関へのジェンダー研修を実施したほか、バングラデシュの技術協力プロジェクト「ダッカ

市都市交通料金システム統合のためのクリアリングハウス設立プロジェクトフェーズ 2」では、

IC カードの導入及び利用設定を通じて女性の利活用を促進していくなど、インフラプロジェクト

におけるジェンダー視点に立った取組を積極的に進めた。 

• 女子教育の推進・強化：G20 大阪サミットで合意された「G20 持続可能な開発のための人的資本

投資イニシアティブ」において、女性の STEM（科学・技術・工学・数学）分野における教育を

推進する重要性が確認された。パプアニューギニアでは、技術協力プロジェクト「初等理数科教

員養成校強化プロジェクト」（技術協力）において、教員養成校において、女子児童への効果的

な理数科指導に関する教材の作成やジェンダー平等に関する研修の実施等を計画することを通じ、

ジェンダーの視点に立った理数科の指導を目指している。ラオスの技術協力プロジェクト「初等

教育における算数学習改善プロジェクト」では、小学校教員向け指導書作成において、ジェンダ

ーに基づく固定観念、無意識の思い込みや偏見を排除し、女子児童の意欲や自信を促進する教授

法を反映するなど、ジェンダーの視点に立った教材開発を進めている。パキスタンの技術協力プ

ロジェクト「オルタナティブ教育推進プロジェクト」では、就学機会を失った女性や女性非識字

者が学び直すことができるノンフォーマル教育システムを強化し、41,900 名の女性が学び直す機

会を得た。 

② 防災・平和構築分野等における女性のリーダーシップ推進及び女性の経済的エンパワメント 

• 防災分野に係る取組：日本政府のイニシアティブである「仙台防災イニシアティブ」や「女性活

躍推進のための開発戦略」に掲げられた防災分野における女性のリーダーシップ推進のため、課

題別研修「ジェンダーと多様性からの災害リスク削減」を実施した（4 か国より 7 名参加）。イ

ンドネシアの技術協力プロジェクト「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」

では、主に生計回復活動においてジェンダーの視点を強化し、グループによる小規模ビジネスを

通じ、収入の増加に加えて、トラウマ回復の効果も得られている。 

• 平和構築分野に係る取組：国別研修「アフガニスタン女性警察官のジェンダーに基づく暴力への

対応能力向上」を実施し、11 名の女性警察官が参加した。研修の機会をとらえ、朝日新聞、毎日

新聞、ハフィントンポストによって、アフガニスタンの女性への暴力の実態や、女性警察官の能

                                                   
179 伊勢志摩サミットにおける公約値（2016-2018 の 3 年間で約 5,000 人） 
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力強化の重要性について取り上げられた。トルコのシワス警察研修所において、アフガニスタン

の女性警察官 243 名に対して、女性に対する対応能力を強化する研修を実施した。また、紛争影

響国等のジェンダーに基づく暴力被害者の保護と社会復帰、予防や加害者処罰に向けた取組や対

策を進めるべく、パキスタンを対象に基礎情報収集調査を実施した。 

• タイでの人身取引対策への貢献に対する表彰：タイで人身取引被害者の保護や社会復帰を目的に

支援を行ってきた協力の成果から、機構がタイ政府より表彰を受賞した。2009 年から 10 年にわ

たる機構の協力を通じ、人身取引被害者を第一に考える「被害者中心主義」の考え方がタイ政府

やメコン諸国の関係者に浸透し、被害者保護の各種サービス改善に貢献したことが高く評価され

た。 

• 女性起業家支援に係る取組：TICAD 7 の公式サイドイベントとして、「女性と少女が変えるアフ

リカの未来～ビジネスを通じた社会変革の可能性～」を横浜市及び外務省と共催し、約 300 名が

参加した。イベントでは、アフリカ及び日本の起業家によるパネルディスカッションを通じ、女

性のエンパワメントを推進するビジネスに関する活発な議論が行われた。「日アフリカ・ビジネ

スウーマン交流プログラム」（課題別研修）の実施により、日本とアフリカにおける女性起業家

の交流を通じリーダーシップを育成した（2019 年度 4 か国、9 名の参加。2013 年以来累計 97 

名を受入）。同研修では、帰国研修員の発意により帰国研修員間のネットワークが発足した。 

• 女性の金融包摂・経済的エンパワメントに係る取組：ホンジュラスで実施中の技術協力プロジェ

クト「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」では、女性を主とす

る最貧困層の金融アクセス及び生計向上のモデルを構築した。インパクト評価の結果からは、対

象世帯の収入が非対象世帯と比べて平均で約 4.4 万円高いことが明らかとなり、同モデルの高い

効果が確認された。すでにホンジュラス国内 88 の自治体で同モデルが適用されるなど、当初予

定の 5 自治体を大きく超え本事業の上位目標であった他地域への普及が進んでいる。 

③ 国連決議 1325 号国別行動計画の実施とモニタリングへの貢献 

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

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

行動計画に基づく取組実績として 85 案件を日本政府に報告した。 

④ 国際社会に対する戦略的な情報発信 

• 他機関との連携・協力の推進：WB 及び ADB とのハイレベル対話において、「質の高いインフ

ラ投資に関する G20 原則」（2019 年）に則り、協調融資案件におけるジェンダー分析やグッド

プラクティスの共有など、具体的な連携を進めていく旨合意した。WB/IMF 年次総会で開催され

た、インフラにおけるジェンダー主流化をテーマとしたラウンドテーブルで機構の取組について

発信した。また、WB と機構のジェンダー主流化の取組を発信するセミナー「ジェンダー平等な

世界の実現に向けて：世界銀行グループ、JICA の取り組み」を共同開催した。 

• 国際場裏における発信：DAC ジェンダーネット（DAC 加盟 26 か国、国際機関、国際開発金融

機関等から約 100 名が参加）や国連女性の地位向上委員会において、機構のジェンダー主流化の

取組や具体的な事例につき発信し、他ドナー等関係者と意見交換を行った。 

• 中米統合機構（SICA）への協力：SICA 加盟国に対する課題別研修「中米統合機構加盟国向けビ

ジネスを通じた女性のエンパワメント」を、2019 年度も引き続き実施した（2019 年度 6 か国、

10 名の参加。2017 年以来累計 22 名を受入）。2019 年度の実施では、中米・ドミニカ共和国女

性大臣会合（COMMCA）からの参加を得て、SICA 各国女性省との連携強化につながった。 
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⑤ ジェンダーの視点に立った投資の推進 

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

シアティブに貢献する案件の形成を進めた。国際 NGO「Women’s World Banking」へのファンド

への出資（Women’s World Banking 女性の金融アクセス向上事業）や、五常・アンド・カンパニー

への出資（金融アクセス向上マイクロファイナンス事業）、日本アセアン女性エンパワーメント

ファンドへの増資、カカオ豆バリューチェーン強化事業を通じて、女性の金融サービスへのアク

セス拡大及び貧困削減に貢献した（2019 年度の 2X チャレンジ貢献案件の承諾額は約 163 億

円）。 

⑥ スポーツを通じたジェンダー平等の推進 

• スポーツは男性がするものであるという固定観念によって、女性や女子のスポーツの機会が限ら

れる社会・国が多く存在する中、スポーツにおけるジェンダー平等を目指したタンザニア初の女

子陸上競技会「Ladies First」の第 3 回目を開催した。機構タンザニア事務所の広報アドバイザー

である元マラソン選手イカンガー氏の協力の元、日系企業等からの協賛を得て同競技会を開催し

た。南スーダンの女子選手を招聘し、スポーツとジェンダーに係る域内連携が促進された。また、

JICA 海外協力隊や NGO によるジェンダー及びスポーツ振興に係る 6 つのサイドイベントを

実施した。 

（2）ジェンダー主流化の推進に向けた取組 

① ジェンダー案件の量的拡大と質的向上 

• インフラ事業のジェンダー主流化：機構内インフラ事業のジェンダー主流化を推進するための新

たな取組として、インフラ事業に関わる全部署を対象に個別の研修を実施した（計 10 回）。ま

た、試行的に、スリランカにおいて円借款の相手国実施機関を対象としたジェンダー研修を実施

した。 

• 各種業務マニュアルの改訂・執務参考資料の拡充：事業形成段階のジェンダー視点に係る協議が

漏れなく行われるよう、ジェンダー平等・貧困削減推進室への事前協議を機構の決裁合議基準表

の改訂に反映した。また、事業形成及び実施・モニタリング段階においてジェンダー視点の組込

みが強化されるよう、相手国実施機関との合意文書や事業のモニタリングフォーマットのひな型

にジェンダーの項目を追加した。また、円借款事業審査マニュアル、審査調書記載要領等の機構

内マニュアルに、ジェンダー分類の定義やジェンダーの視点に立った取組事例を追記した。 

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

参加促進の指針につき、引き続き機構内に周知するとともに、対応状況に係る実態調査を行った。

その結果では、機構内関係者の 84％が取組を実践しており、50％が効果を実感していることが明

らかとなった。 

② ジェンダー平等の視点に立った業務運営の推進 

• SEAH に関する取組の強化：性的虐待・搾取及びセクシャルハラスメント（SEAH）について、

SEAH に関する日本政府のコミットメントの実現と開発協力の現場における SEAH の根絶を強

力に推進すべく、SEAH に対する「ゼロ・トレランス」の姿勢と機構の取組方針を理事長のメッ

セージ（和文・英文）として内外に発信し、組織をあげた取組強化を明確化した。また、「ゼロ・

トレランス」を現場で徹底すべく、専門家やコンサルタント向けの研修を通じ普及啓発を行った。 

• 内部人材向けジェンダー主流化研修の実施：機構職員への研修（23 回、延べ 525 人）でジェン

ダー主流化に係る講義を行った。2018 年度に新たな取組として導入した PCM（Project Cycle 
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Management）研修におけるジェンダー主流化の講義及び海外拠点向けジェンダーセミナー（英語）

を継続し、海外拠点間の相互の学びを促進した。 

• 外部人材向けジェンダー主流化研修の実施：コンサルタント等 422 人に技術協力、無償資金協力、

円借款等の準備段階でジェンダー主流化を促進するための視点や手法を、講義及び演習を通じて

伝えた。 

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

流化をより積極的に進めていくために、中長期の方針策定と体制の構築が必要となるなど、具体

的な方策を議論した。また、機構内部署責任者を対象としたジェンダー責任者会議（1 回）、本

部・国内拠点・海外拠点の担当者を対象としたジェンダー担当者会議（3 回）を通じ、ジェンダ

ーの視点に立った事業実施の重要性及び事例を共有した。 

• ナレッジマネジメントの強化：内部イントラネットである「ジャイナビ」及び機構ウェブサイト

への各種報告書、執務参考資料の掲載を行い、事業関係者が情報にアクセスしやすい環境を整備

した。また、「ジェンダーと開発」ナレッジマネジメント会議を 1 回開催し、機構におけるジェ

ンダー主流化推進の方策や課題別指針の改訂について議論した。 

• 有識者とのネットワーク及び助言の活用：今後の取組の改善に向けて、外部有識者とジェンダー

平等を主目的とする案件の形成等について意見交換を行った。また、外部有識者を招いた講演会

を 2 回実施し、さらに組織ジェンダーに関する経営層向けの研修を 1 回実施し、機構内の意識

啓発を進めた。 

 

  No.15-3 不正腐敗防止   

 

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

職員向け研修、セミナー

の参加人数 
120 名180 259 名 134 名 189 名   

 

（1）不正腐敗防止対応 

• 不正腐敗情報相談窓口等を通じて幅広く不正腐敗に関する情報を受付け、弁護士及び公認会計士

の参加を得て、受付けた情報について適切に調査・対応した。 

• 有償資金協力の事業実施において贈賄 1 件、中小企業海外展開支援事業の委託契約 2 件におい

て不正行為の事実が確認された。これらの事案については、事案の内容等に応じて措置規程に基

づき契約競争参加に関する資格停止措置を行った。 

（2）相手国政府、関係者及び職員への啓発活動 

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

例えば、課題別研修「社会基盤整備における事業管理」や、課題別研修「ODA ローンセミナー」

において、各事業の実施管理者を対象にコンプライアンスや不正腐敗防止に係る講義を実施し、

理解促進及び能力強化を図った。 

• 不正腐敗防止に係る在外赴任前研修を計 12 回実施したほか、コンプライアンス・官製談合防止

                                                   
180 2015 年度実績 
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セミナー（12 月）を実施した。また、新たな取組として、新任の課長向けの研修（9 月）の中で

不正腐敗防止に係る講義を行う等、機構職員の不正腐敗防止に係る意識及び取組を強化した。 

（3）戦略的な取組及び成果 

• 契約競争参加資格停止措置を行った 3 件のうち、2 件の事案については、中小企業・SDGs ビジネ

ス支援事業に係る受注業者が虚偽の証票書類を用いて機構に対し過大請求を行うとの内容であっ

た。そのため、再発防止策として、経費実地検査の実施や減点審査制度181の拡充を行い、不正腐

敗防止対応の強化を図った。 

• 民間企業・団体と事業上の接点が増えているため、海外投融資事業を対象に、投融資先の企業等

がマネーロンダリングや反社会的勢力への関与等の非合法活動を行っていないか、背景調査を試

行実施した。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

引き続き環境社会配慮ガイドラインの適切な運用、より一層女性の参画につながる活動の展開、不正

腐敗防止に、適切に取り組むこと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.15「開発協力の適正性の確保」） 
 

＜対応＞ 

引き続き、環境社会配慮ガイドラインを適切に運用した。また、同ガイドラインの改定に向けた作業

を外部委員の専門的知見を得ながら進めた。ジェンダー主流化に関し、機構内外の関係者の能力強化を

促進するとともに、事業におけるジェンダーの視点が一層反映されるよう、制度上の改善や実施上の助

言を強化した。特に複数の不正行為が発覚した中小企業海外展開支援事業において、類似事案の再発を

防止するための策を検討し、実施した。2018 年度に改正した措置規程を着実に実施した。改正措置規

程の運用において新たに生じた課題は今のところ把握されていない。 

 

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着実に達成したことに加え、年度計画に照らして所定の成果を上げていること

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、環境社会配慮ガイドラ

インの適切な運用、環境社会配慮助言委員会を踏まえた緩和策策定や事業の実施、機構内外の関係者に

対する研修等の取組を実施した。また、人身取引対策への貢献に対するタイ政府の表彰やジェンダー視

点の投資促進（G7 2X チャレンジ）、スポーツを通じたジェンダー平等の推進、事業における SEAH 撲

滅の発信等、特筆すべき成果を上げた。さらに、窓口を通じた不正腐敗情報の受付と適切な対応、中小

企業・SDGs ビジネス支援事業で経費実地検査の実施や減点審査制度を拡充等の取組を着実に実施した。 

 

ア 環境社会配慮 

○ 全 407 案件のカテゴリ分類等、環境社会配慮ガイドラインを適切に運用。環境社会配慮助言委

                                                   
181 契約期間参加資格停止措置の対象となった企業が中小企業・SDGs ビジネス支援事業に応募した場合は、

措置期間終了後 3 年間、審査員の採点結果から 15 点を減じた点をもって審査点とするもの。 
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員会全体会合を 11 回、ワーキンググループ会合を 23 回開催し、計 17 案件に対して助言を得

て、緩和策の策定や事業の実施等に活用。 

○ 環境社会配慮ガイドラインの包括的な検討、改定を目的とした運用実態の確認、パブリックコメ

ントや助言委員会、外部委員の専門的知見を得つつ同ガイドライン改定に向けた作業を実施。 

○ 機構内外の関係者 615 人に対し環境社会配慮に関する説明・研修を実施し、環境社会配慮への

理解を促進。研修機会拡充に向け e-Learning 研修を開始。 

イ ジェンダー主流化 

◎ タイでの人身取引対策への貢献に対する表彰【④】：タイで人身取引被害者の保護や社会復帰を目

的に支援を行ってきた協力の成果から、機構がタイ政府より表彰を受賞。2009 年から 10 年にわた

る機構の協力を通じ、人身取引被害者を第一に考える「被害者中心主義」の考え方がタイ政府やメ

コン諸国の関係者に浸透、被害者保護の各種サービス改善に貢献したことが高く評価された。 

◎ 女性の金融アクセスに関する政府公約「2X Challenge」に資する初の海外投融資調印【①】：MFI に

よる事業拡大の支援を通じ、女性を含む貧困層の金融アクセス改善を目的に五常・アンド・カンパ

ニーとの出資契約に調印。G7 で採択された「2X Challenge：Financing for Women」に寄与する初の

海外投融資。2019 年度は計 4 件を調印。 

◎ タンザニア、スポーツを通じたジェンダー平等の推進【①③】：2017 年より同国政府と協力して開

催する女子陸上競技会「Ladies First」に、初めて南スーダンの女子選手を招へい。機構タンザニア

事務所広報アドバイザーの元マラソン選手イカンガー氏の協力の元、日系企業等からの協賛を得、

観客の女子小中学生に若年妊娠防止の啓発を行うなど、同競技会開催に向けた機構の取組が安倍首

相の国連一般討論演説でも言及、スポーツ誌「Number」でも特集記事に。 

◎ SEAH 根絶への対応促進【①・③】：SEAH（性的搾取・虐待及びハラスメント）に関する日本政

府のコミットメントの実現と開発協力の現場での SEAH の根絶を強力に推進すべく、SEAH に対

する「ゼロ・トレランス」の姿勢と機構の取組方針を理事長のメッセージ（和文・英文）として内

外に発信。 

◎ ホンジュラス、条件付給付金を通じた女性の金融包摂・経済的エンパワメントの効果拡大【③④】： 

機構の協力で導入した、条件付給付金を通じた女性を主とする最貧困層の金融包摂及び生計向上モ

デルに係るインパクト評価の結果、対象世帯の収入が非対象世帯に比べ平均約 4.4 万円高いことが

判明（同国一人あたりの GNI（2018 年）は USD 2,320）。また、同モデルが同国政府により国内

約 3 割の88 自治体に展開。 

○ 「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」を踏まえ、インフラ事業におけるジェンダー主流化

を推進。 

○ パプアニューギニアで女性への STEM 分野の教育を推進。また、パキスタンで 41,900 人の女

性に学び直しへの教育機会を提供。 

○ ジェンダー案件の量的拡大と質的向上に向け、円借款、草の根技協等でのジェンダー主流化の促

進（各種業務マニュアルの改訂、コンサルテーションの強化等）を実施。また、機構関係者向け

のジェンダー研修を実施。 

ウ 不正腐敗防止 

○ 不正腐敗情報相談窓口や外部通報窓口等を通じ不正腐敗に関する情報を受け付け、弁護士及び公

認会計士の参加を得て適切に調査・対応。 

○ 不正行為等の抑止効果を一層高める観点から、中小企業・SDGs ビジネス支援事業で経費実地検

査の実施や減点審査制度を拡充。 

○ 課題別研修を通じ各事業の実施管理者を対象にコンプライアンスや不正腐敗防止に係る理解促

進の講義を実施。 
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＜課題と対応＞ 

引き続き、環境社会配慮ガイドラインを適切に運用しつつ、透明性と説明責任に配慮したプロセスに

よる同ガイドラインの改定に取り組む。また、事業実施におけるジェンダー主流化の推進及び不正腐敗

防止に係る取組について、国際社会の動向も踏まえつつ確実に取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

開発協力の適正性の確保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。 

 

（定量的実績） 

【指標 15-4】「機構が実施するプロジェクト（技術協力、有償資金協力、無償資金協力）における

ジェンダー案件比率」が目標値（40 件）と概ね同水準の 41 件となり、中期目標期間において着実

に指標を達成していると考えられる。 

 

（定性的実績） 

１．環境社会配慮  

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、環境社会配慮面の審査及びモニタリング結果の確認、

環境社会配慮に関する理解促進に向けた研修機会拡充等の取組（含：環境社会配慮ガイドラインの

改定に向けた包括的な検討結果の整理）を着実に実施したことを確認した。 

指標：【指標 15-1】「国際水準に基づく環境社会配慮ガイドラインの運用状況」及び【指標 15-2】

「環境社会配慮に関する理解の促進に係る取組状況」に関して、関連指標はいずれも基準値の 50%

程度（【指標 15-1】は例年並み、【指標 15-2】は 2018 年度より半減）の低い水準となった。 

 

２．女性のエンパワメントとジェンダー平等推進  

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、ジェンダー主流化重点案件の取組強化、事業の形成・

実施時における助言、機構内外の関係者への各種研修等の取組（含：「女性の活躍推進のための開発

戦略」に資する女性にやさしいインフラの整備、STEM（科学・技術・工学・数学）分野を含む女

子教育の推進・強化、「国連決議 1325 号国別行動計画」に貢献する平和構築・防災分野等におけ

る女性のリーダーシップ推進、「G7 2X チャレンジ」（女性のためのファイナンス）等を含む女性の

経済的エンパワメントに貢献する支援、アフリカの女性のエンパワメントに資する事業の形成）を

着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：タイでは、人身被害者の保護や社会復帰に関する協力に対して、機構がタイ政

府から表彰を受けた。また、ホンジュラスでは、機構の協力で導入した最貧困層の金融包摂・生計

向上モデルについてインパクト評価を行った結果、対象世帯の平均収入が非対象世帯平均を大きく

上回ることが確認された。これらの成果は、機構が実施する事業の品質の高さを示すものとして評

価される。また、機構がタンザニア政府と協力して開催している女子陸上競技会「Ladies First」が

安倍首相の国連一般討論演説でも言及されたほか、スポーツ誌「Number」でも特集記事になるな

ど、機構の取組が国内外に発信された。 

このほか、「2X Challenge：Financing for Women」に寄与する海外投融資案件の案件形成、性

的搾取・虐待及びハラスメント（SEAH）に対する方針の発信といった新たな取組がなされた。 

指標：【指標 15-3】「我が国政府の男女共同参画に係る政策への貢献を含む、ジェンダー主流化推

進に係る取組状況」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。 

 

３．不正腐敗防止 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、不正行為等に関する情報への適切な調査・対応、不

正行為等が認められた場合の厳正な対処、相手国政府や関係者、職員への研修や啓発活動の実施、

事業関係者の非合法活動に係る背景調査の試行等を着実に実施したことを確認した。 

指標：【指標 15-5】「不正腐敗を防止するための先方政府や関係者への啓発に係る実施状況」に関
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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。 

 

（結論） 

以上により、定量指標が 100%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こと、関連指標は一部指標について低い水準となっているもののその他

指標では高い水準であり、また一部指標では所期の目標を上回る特筆すべき定性的な成果も見られ

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、「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） 

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

進に繋がる活動により一層注力し、不正腐敗防止に適切に取り組むとともに業務実績報告書に記載

されている各事項の「事業上の課題及び対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを期待する。 

 

 ＜その他事項＞  

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.16 内部統制の強化 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、平成 31/令和元年度開発協力重点方針、海外移住審議会最

終意見書 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

― 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和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 

内部統制のモニタリング実施回数 2 回 / 年182  2 回 2 回 2 回 2 回   

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：7.（4）、中期計画：5.（4） 

年度計画 

5.（4）内部統制の強化 

ア 内部統制を実施するための環境整備 

・ 業務方法書等に基づき、機構の内部統制を機能させるために必要な規程等を整備し、必要に応じて

改定するとともに、研修等により職員の内部統制に係る一層の意識の向上に取り組む。 

イ 組織運営に関係するリスクの評価と対応 

・ リスク事案に対して適時・適切に対応し、再発防止策を講じる。リスクの分析、評価結果及びリス

ク対応状況をリスク管理委員会等の場で報告する。 

・ 有償資金協力業務の適切な業務運営を確保するため、有償資金協力に係るリスクを適切に識別・測

定し、モニタリングを行う。 

ウ 内部統制の運用 

・ 機構の内部統制が確実に実施されるよう、定期的に内部統制の実施状況をモニタリングし、結果を

役員に報告するとともに、必要に応じて機構内で周知徹底を図る。 

・ 業務の有効性及び効率性を向上するため、機構の中期計画及び年度計画に基づく業務実績等評価を

行う。 

エ 機構内及び外部からの情報伝達体制の確保 

・ 内部及び外部通報制度を適切に運用し、通報に対して適切に対処する。 

・ 性的虐待・搾取について、機構職員等から被害を受けた者が適切に情報を機構に伝達できるよう、

既存の窓口・制度も活用しながら、情報伝達体制の確保を行う。 

オ 内部監査の実施 

・ 予算執行管理態勢をはじめとする組織横断的な内部統制機能の改善及び外部からの信頼確保等へ

                                                   
182 2015 年度実績を基に設定する。2015 年度実績 2 回 
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の取組について、内部監査に関する国際的指針に従って内部監査を実施するとともに、監査結果の

フォローアップを着実に実施する。 

カ ICT への対応 

・ 「平成 30 年度版 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を踏まえ、情報セキュリテ

ィ規程等を改定した。また、情報システム委員会及び情報セキュリティ委員会の開催や情報セキュ

リティ対策推進計画の策定及びレビューを通じて、情報システム統制や情報セキュリティに係る組

織的対応能力の維持・向上を図る。 

・ 情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するための方策を検討し、可能なものから実施す

る。 

・ EU 一般データ保護規則（GDPR）対応について、データ処理の対象を拡大し、保護するデータ処理

対象の網羅性を高める。また、GDPR の運用も含め、個人情報保護の実効性の確保のため、最新の

ルールを順守する。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

・ リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 

・ 法令遵守強化に係る取組状況 

 

３－２．業務実績 

  No.16-1 内部統制を実施するための環境整備   

 

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

事務所管理における法務の
知識に係る海外拠点赴任前
研修回数 

12 回 183  12 回 12 回 12 回 回 回 

コンプライアンスに係る専
門家等赴任前研修回数 

12 回 184  12 回 12 回 12 回 回 回 

 

（1）内部統制関連規程の整備 

• 機構の内部統制を機能させるために、組織規程、情報セキュリティ管理規程、法人文書管理細則

等の各種規程・細則を改定した。 

（2）内部統制の組織内への浸透 

• 職員の内部統制全般に係る一層の意識の向上を図るため、2019 年度より新たに階層別研修のテー

マの 1 つとして内部統制を含めるとともに、内部統制をテーマとする全職員を対象とするウェブ

ベース研修（WBT：Web-Based Training）を実施した。加えて、職員の内部統制を構成する個々の

事項に係る一層の意識の向上を図るため、個々の事項に関するWBT（テーマ：予算執行管理、ハ

ラスメント、情報セキュリティ、個人情報保護、障害者差別解消推進）を実施するとともに、セ

ミナー（テーマ：コンプライアンス・入札談合防止、調達制度、年度経営戦略、年度計画、業務実

績評価等）を開催した。 

（3）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 機構の内部統制を継続的に機能させるべく、引き続き、適時適切に内部統制に関連する規程・細

則を改定する。また、職員の内部統制に係る意識の一層の向上を図るため、内部統制に関連する

                                                   
183 2015 年度実績 

184 2015 年度実績 
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テーマの WBT やセミナーを継続して実施する。 

 

  No.16-2 組織運営に関係するリスクの評価と対応   

 

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

コンプライアンス / 

リスク管理委員会 / 

有償資金協力勘定リ

スク管理委員会の開

催回数 

2 回 /2 回 /5 回 

185 

2 回 /2 回 /5 

回 

2 回 /1 回 /5 

回 

2 回 /1 回 /5 

回 
回 / 回 / 回 回 / 回 / 回 

 

（1）リスクの評価と対応に係る取組 

• 本部部署・拠点（在外拠点及び国内拠点）において、自部署の業務に関わるリスクを特定し、当

該業務への影響を評価するとともに、当該評価に応じて適切なリスク低減に向けた対策を実施し

た（リスクの自己点検）。 

• 自己点検等によるリスク管理態勢の強化：新たな取組として、総務部、安全管理部、人事部、財

務部等のリスク主管部、地域部（在外拠点のみを対象）、国内事業部（国内拠点のみ対象）によ

る、本部部署・拠点によるリスクの自己点検結果の横串での検証を通じて、リスクマネジメント

プロセス（リスクの特定→分析・評価→対策検討→対策実施→モニタリング・レビュー）を強化

した。リスク主管部等による検証作業を通じて、各部署・拠点のリスク認識・対策が強化される

とともに、リスク主管部等が組織横断的にリスクの傾向を把握し、また、リスク主管部等と各部

署・拠点間でのリスク認識を共通化することにより、組織全体のリスク態勢の強化につながった。 

• リスク管理委員会にて、総務部による各部署・拠点における自己点検の分析結果（事故とリスク

認識の関係性、リスク規模が高い主要なリスクの傾向等）及びリスク対応態勢強化に向けた教訓

を報告・審議し、その結果を機構内に共有した。 

• 有償資金協力勘定リスク管理委員会で、定期リスク管理報告（ポートフォリオ管理に関する定期

リスク管理報告を半期ごとに実施）及び有償資金協力勘定の資産・負債管理（将来の収支分析や

収支改善策に係る議論を半期ごとに実施）を行うとともに、金利リスクに関するヘッジ方針を策

定した。 

• リスクマネジメント体制の高評価：DAC 対日開発協力相互審査（ピアレビュー）において機構の

内部統制を実施するための環境整備の現況について説明した結果、本国審査 Key Impressions 文

書において、前回のピアレビューから日本が確実な改善が見られた事項として、機構のリスクマ

ネジメント体制が挙げられた。 

（2）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 本部部署・拠点におけるリスクマネジメントプロセスを一層強化するべく、リスクの自己点検作

業を実施する際に、リスク主管部より、所掌リスクの具体的な内容やリスク低減に向けた有効な

対策を本部部署・拠点に周知する。 

                                                   
185 前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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  No.16-3 内部統制の運用   

 

（1）内部統制実施状況のモニタリング 

• 内部統制全般に関するモニタリング体制の下、以下のとおり、内部統制全般の実施状況をモニタ

リングした。 

- 内部統制推進部門（総務部）より内部統制に関する事項（内部統制全般の強化につながった主

要な実績、内部統制上の課題、内部統制に関連する規程等の主要な改定実績及び取組実績、内

部統制に関連する委員会の開催状況）を内部統制担当理事へ報告した。 

- 内部統制担当理事が、理事会にて、上記のうち重要事項を報告し、改善策を検討するとともに、

機構内に共有した。 

- 監事による機構の業務に関する監査及び会計監査人による財務諸表に関する監査を受けると

ともに、内部監査を実施した。 

• 上記記載の内部統制全般の実施状況のモニタリングに加えて、内部統制を構成する個別の事項に

ついては、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会等の内部統制に関連する各委員会にてモ

ニタリングを実施するとともに、各部署・拠点おいてリスクの評価と対応（自己点検）等を通じ

てモニタリングを別途実施した。 

（2）年度計画に基づく業務実績等評価の実施 

• 機構の中期計画及び年度計画に基づき、2019 年度実績に係る業務実績等評価を実施した。また、

本部部署・拠点（在外拠点・国内拠点）を対象とするセミナーを開催し、2018 年度業務実績に係

る主務大臣による評価結果及び指摘事項等を機構内へ広く共有し、関係部にて、同指摘事項を踏

まえた適切な対応が確実に図られるようにした。 

（3）事故発生時の対応 

• 法令違反等のコンプライアンスに係る事故が発生した場合は、事故の発生部署がコンプライアン

スに関する規程に基づく事故の所管部署に報告するとともに、事故への対応及び再発防止策を検

討の上実施した。また、事故の所管部署が、各部署・拠点における主要な事故の事案、件数、再発

防止策を取りまとめ、コンプライアンス委員会へ報告した。 

（4）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

• 内部統制の実施状況のモニタリングを行うに当たり、リスク管理委員会等の委員会にて内部統制

を構成する個々の事項をモニタリングするのみならず、内部統制全般のモニタリングを通じて、

機構の内部統制上の課題及び対応について役員間で共有・議論する必要がある。内部統制全般の

モニタリングを効果的に実施するに当たり、引き続き、監事監査及び内部監査での指摘事項、事

故の発生状況、各部署におけるリスクの傾向、機構を取り巻く外部環境等を踏まえて、内部統制

上の課題を抽出するとともに、同課題への効果的な対応策を検討する。 

 

  No.16-4 機構内及び外部からの情報伝達の確保   

 

（1）外部通報制度及び内部通報制度の運用 

• 外部通報：外部通報窓口及び不正腐敗情報に係る相談窓口を通じた通報について、公益通報者保

護法の趣旨に基づき通報者の保護を図りつつ、関係規程に基づき通報内容に応じて適切に対処し
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た。 

• 内部通報：内部通報受付管理者を置き、内部通報専用メールアドレス、専用ポスト、郵送等を通

じて内部通報を受け付ける制度を設けている。内部通報の制度案内（日本語及び英語）を備え、

グループウェアへの掲載、機構内の研修や赴任前研修、各種配布物への掲載、機構の契約先への

配布等を通じて、機構関係者及び機構の契約先に内部通報制度を周知した。また、通報があった

場合には、通報者の保護を図りつつ、関係規程に基づき通報内容に応じて適切に対処した。 

（2）SEAH に関する取組の強化 

• 日本国内では先駆けとなる SEAH への対応整備：性的虐待・搾取及びセクシャルハラスメント

（SEAH）について、他の組織・企業ではあまり例のない取組として、SEAH に関する日本政府の

コミットメントの実現と開発協力の現場における SEAH の根絶を強力に推進すべく、機構内に上

級責任者を配置。SEAH に対する「ゼロ・トレランス」の姿勢と機構の取組方針を理事長のメッ

セージ（和文・英文）として内外に発信し、組織をあげた取組強化を明確化した。事案に係る情

報を機構として適確に把握できるよう、既存の窓口・制度を活用し、情報伝達体制を整備した。 

 

  No.16-5 内部監査の実施   

 

（1）内部監査の実施 

• 内部監査基本計画に則り、内部監査に関する国際的指針に従って、以下のとおり定例監査及び特

定テーマ監査を実施するとともに、監査結果に基づく改善実施状況等のフォローアップを実施し

た。 

• 定例監査：有償資金協力信用リスク監査、情報システム / 情報セキュリティ監査、個人情報管理

監査、法人文書管理監査、国内拠点監査（中部センター、中国センター、駒ヶ根青年海外協力隊

訓練所）、海外拠点監査（フィリピン事務所、モンゴル事務所、キューバ事務所、ドミニカ共和国

事務所、エジプト事務所、ガーナ事務所、シエラレオネ支所、ジョージア支所、リベリアフィー

ルド・オフィス）を実施した。 

• 特定テーマ監査：機構の予算執行管理態勢強化への対応として、予算執行管理態勢の改善実施状

況、技術協力（業務実施契約型）における事業計画・コンサルタント選定・事業実施の段階にお

ける技術評価・管理の状況をテーマとした監査を実施した。また、民間企業との連携強化に伴う

契約実施態勢をテーマとした監査を実施した。 

 

  No.16-6 ICT への対応   

 

（1）ICT への対応 

• 「平成 30 年度版 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を踏まえ、情報セキュリ

ティ規程等の改定に対応した。 

• 年間を通じて実施するべき情報セキュリティ施策の内容を網羅した「情報セキュリティ対策推進

計画」を情報セキュリティ委員会で審議の上、策定した。同計画の下、各種監査対応、研修 / 訓

練の実施、自己点検 / 棚卸し等をおおむね予定どおり実施した。 

• EU 一般データ保護規則（GDPR）対応について、EU 域内拠点と本部を含む域外拠点の間でのデ

ータ移転に必要となる標準契約条項（SCC：Standard Contractual Clauses）の締結を了した。次に、
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EU 域内の個人データを処理している可能性のある業務のチェック対象の拡大を想定していたが、

顧問弁護士と協議の結果、EU 各国において監督機関やデータ主体（EU に所在する個人）からの

問合せに対応する代理人選定を優先すべきことが確認されたため、代理人選定を準備している。

このほかの個人情報保護関連については、日本国内法に基づいたファイル簿の公開等に対応して

いる。 

• 情報セキュリティ事案発生時の緊急対応を強化するために  2017 年度に立ち上げた  CSIRT

（Computer Security Incident Response Team）について、訓練を継続するとともに、2018 年度に立て

た計画（対象となる各システムで必要となる対策とその進め方について）に基づき、2019 年度は

機構の情報通信網内で稼働するシステムについて、緊急時に機構の指示に基づき即時に遮断隔離

対応できる運用体制を整備する等、対応強化に取り組んだ。 

• なお、サイバー攻撃による内部情報の外部への漏洩等、重大な情報セキュリティインシデントは

発生しなかった。 

（2）事業上の課題及び原因分析と対応方針 

 EU 一般データ保護規則（GDPR）対応について、標準契約条項（SCC：Standard Contractual 

Clauses）の締結を了しているものの、代理人選定等の追加的対策が未了のため、これらに対応す

ることによってデータ主体からの問い合わせ対応体制の強化を図る。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

業務実績報告書に記載されている「事業上の課題及び原因分析と対応方針」に沿った改善方針に取り

組むことを期待する。（平成 30 年度独立行政法人国際協力機構業務実績報告（令和元年 9 月））、No.16

「内部統制の強化」） 
 

＜対応＞ 

• 内部統制を実施するための環境整備に向けて、内部監査（テーマ：予算執行管理体制強化、契約実

施態勢）や研修等を通じて、職員等の内部統制への一層の意識の向上を図った。具体的には、2019 

年度に新たに階層別研修のテーマの 1 つとして内部統制を含めるとともに、内部統制をテーマと

する全職員を対象とする WBT や内部統制を構成する個々の事項に関する WBT やセミナーを実

施した。 

• 「平成 30 年度政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に基づいた情報セキュリティ

管理規程 / 管理細則等の規程類の改定は対応済。GDPR への対応については、EU 域内拠点と本部

を含む域外拠点の間でのデータ移転に必要となる標準契約条項（SCC：Standard Contractual Clauses）

の締結を了した。次に、EU 域内の個人データを処理している可能性のある業務のチェック対象の

拡大を想定していたが、EU 各国において監督機関やデータ主体（EU に所在する個人）からの問合

せに対応する顧問弁護士と協議の結果、代理人選定を優先すべきことが確認されたため、代理人選

定を準備している。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：評価指標の目標水準を着実に達成したことに加え、年度計画に照らして所定の成果を上げている

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。 
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具体的には、内部統制に係る各種規程・細則の改訂、WBT の実施、内部統制状況モニタリングの実

施、外部通報・内部通報制度の適切な確保等を通じ、機構内の内部統制実施の環境整備等に取り組んだ。

また、リスクの自己点検結果の横串での検証等により組織全体のリスク態勢を強化し、DAC ピアレビュ

ーにおいて前回レビューから確実な改善が見られた事項としてリスクマネジメント体制が挙げられた。

さらに、組織全体のリスク管理態勢の強化や SEAH に係る体制整備等通じ、内部統制を強化した。 

 

ア 内部統制を実施するための環境整備 

○ 内部統制に係る各種規程・細則を改定（組織規程、情報セキュリティ管理規程、法人文書管理細

則等）。 

○ WBT（予算執行管理、ハラスメント、情報セキュリティ、個人情報保護等）やセミナー（コンプ

ライアンス・入札談合防止、調達制度、年度経営戦略等）を開催。 

イ 組織運営に関するリスクの評価と対応 

◎ 自己点検等によるリスク管理態勢の強化【③】：新たな取組として、機構の全ての部署・拠点（合

計142 部署・拠点）におけるリスクの自己点検を、リスク主管部等が横串で検証するプロセスを導

入。各部署・拠点のリスク認識・対策の強化に加え、リスク主管部等による組織横断的なリスク傾

向の把握、リスク主管部等と各部署・拠点間のリスク認識の共通化を通じ、組織全体のリスク態勢

を強化。 

◎ リスクマネジメント体制の高評価【④】：DAC 対日開発協力相互審査（ピアレビュー）の本国審査

Key Impressions 文書において、前回のピアレビューから確実な改善が見られた特筆すべき事項とし

て、機構のリスクマネジメント体制が挙げられた。 

○ リスク管理委員会にて、自己点検の分析結果（事故とリスク認識の関係性、リスク規模が高い主

要なリスクの傾向等）及びリスク対応態勢強化に向けた教訓を報告・審議し、同結果を機構内に

周知。有償資金協力勘定リスク委員会等にて定期リスク管理報告及び有償資金協力勘定の資産・

負債管理の議論を実施、金利リスクのヘッジ方針を策定。 

ウ 内部統制の運用 

○ 内部統制の実施状況をモニタリングし、課題を役員と共有。コンプライアンス違反等をコンプラ

イアンス委員会に報告・調査し、再発防止策を検討・実施。 

○ 2019 年度実績に係る評価を実施。主務大臣による評価結果及び指摘事項を踏まえて関係部署に

て適切な対応が図られるよう、結果を周知。 

エ 機構内外からの情報伝達の確保と運用 

◎ 日本国内では先駆けとなる SEAH への対応整備【①・③】：SEAH（性的搾取・虐待及びハラスメ

ント）について、他の組織・企業ではあまり例のない取組として、SEAH に関する日本政府のコミ

ットメントの実現と開発協力の現場における SEAH の根絶を強力に推進すべく、機構内に上級責

任者を配置。SEAH に対する「ゼロ・トレランス」の姿勢と機構の取組方針を理事長のメッセージ

（和文・英文）として内外に発信し、組織をあげた取組強化を明確化。事案に係る情報を機構として

適確に把握できるよう、既存の窓口・制度を活用し、情報伝達体制を整備。 

○ 外部通報や内部通報制度等により内外からの情報伝達体制を適切に確保。 

オ 内部監査の実施 

○ 内部監査基本計画に則り、内部監査に関する国際的指針に従い、定例監査及び特定テーマ監査（予

算執行管理態勢の改善実施状況等）及び監査結果のフォローアップを実施。 

カ ICT への対応 

○ 「平成 30 年度版 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を踏まえ規程等を改訂。

推進計画を策定し、研修 / 訓練、自己点検 / 棚卸し等を実施。 

○ EU 一般データ保護規則（GDPR）対応について、EU 域内拠点と本部を含む域外拠点の間でのデ
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ータ移転に必要となる標準契約条項（SCC）を締結。 

○ 機構の情報通信網内で稼働するシステムに関し、緊急時に機構の指示に基づき即時に遮断隔離対

応できる運用体制を整備する等対応を強化。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、内部統制を実施するための環境整備や組織運営に関するリスクの評価と対応を強化し、役

職員の内部統制に係る一層の理解の促進及び意識の向上を図る。また、機構内外からの情報伝達の確保

と運用等を通じ SEAH の根絶に向けた取組を継続して推進する。 

 

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） 

業務実績報告書の「事業上の課題及び原因分析と対応方針」に沿った改善方針に取り組むことを

期待する。また、令和 2年度には機構事業のポータルサイトにおける不正アクセスによる情報流出

事案が発覚したことを踏まえ、情報セキュリティ事業への対応強化により努められたい。なお、監

事からのヒアリングでは、非常時にはコンプライアンス違反や内部統制の不備等のリスクが高まる

ことが指摘されているところ、新型コロナウイルス感染症の対応という非定型的な業務を行うに当

たっても、十分内部統制が機能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

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。 

・内部統制の強化については、今後ますます重要度が高くなるものと推定される。2017年度に発生

した運営費交付金の予算執行管理問題も、言い方を変えると、内部統制の不備によるガバナンスの

問題と解釈することもできる。2019年度は B評価であり、中期計画における所期の目標を達成して

いると認められるが、今後更なる強化に努め評価を上げる努力が必要と考える。 

・国際的な動向として、政府・援助機関、国際機関、NGO で、SEAH（性的搾取・虐待・ハラスメン

ト）防止の取り組みが急速に進んでおり、JICAとしても、この問題に先駆的に取り組んでいること

は評価できるが、この問題に終わりはなく、今後も継続的に、さらに強化した取り組みが求められ

ている。また 2019年 6月に採択、発効した ILO「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃

に関する条約」については、日本は現時点で未批准だが、本条約は日本の法律より、ハラスメント

の定義が幅広く、ボランティア、退職者、就職希望者等、対象も広く、世界に事務所を持つ JICAと

しては、予め国際基準に沿った取り組みを行うことが重要。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.17 人事に関する計画 

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

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難易度 【難易度：高】独立行政法人等に対し平成 32 年度末までに女性管理

職比率を 13.5％（平成 27 年度平均：機構は 12.8％）から 15％ま

で増やすことが政府方針で求められているが、これに比べ 33％高い

目標達成水準を設定しており、これを達成するには機構独自の創意工

夫を要するため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

令和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 

女性管理職比率 20.0％ *186
 

（2021 年度末） 

- 14.5％ 16.2％ 18.6％   

* 中期目標期間中に達成すべき目標値であり，年度計画では定量的な達成目標を定めていない。 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所：中期目標 7.（5）、中期計画 10.（2） 

年度計画 

9.（2）人事に関する計画 

• 機構の働き方改革に係る方針（「Smart JICA 2.0」）の下、多様な人材の多様な働き方を促

進するため、働き方の選択肢の柔軟化やワークライフバランスの確保に向けた取組等を継

続する。各種研修、キャリア・コンサルテーション、他機関への出向等を通じて現地職員

を含む職員等の能力強化に取り組むとともに、ナレッジマネジメントの強化等の業務の質

を高める取組を継続する。特に、ミドル・シニア世代を対象としたセカンドキャリア支援

等の拡充や、現地職員の本邦長期配置に取り組む。 

主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. 参照） 

・ 現地職員を含む多様な人材の活躍に資する，人事に関する施策の実施状況 

・ 業務の高度化に対応し業務の質を高め，職員の主体的なキャリア開発を推進するための人材育成

に関する施策の実施状況 

 

３－２．業務実績 

  No.17-1 人事に関する施策の実施状況   

 

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

                                                   
186 政府の定める独立行政法人等における登用目標 15％（2020 年度末）を踏まえ , 同目標の 1.3 倍の達成

率として設定する。2015 年度末実績 12.8％ 



 

17-2 

現地職員向け研修の年

間実施件数 
228 件187 452 件 423 件 447 件   

 

（1）働き方の柔軟化、コミュニケーションの活性化に向けた施策の実施状況 

• 働き方改革「Smart JICA 3.0」の推進：令和時代の幕開けを好機と捉え、機構の働き方改革に係る

方針「Smart JICA」を「2.0」から「3.0」にバージョンアップした。「Smart JICA 3.0」の目標に「積

極的かつチャレンジ精神あふれる組織文化形成」を打ち出すと共に、活動の柱に「多様性の中で

新しい価値を創出するためのチームワーク醸成」を新たに追加した。これにより、更なる働き方

の柔軟化とイノベーションの創出、組織横断的なコミュニケーション活性化の促進を図った。そ

の際、組織内でビジョンを共有・浸透させるべく、柔軟な働き方やコミュニケーション、イノベ

ーション等に関する人事部長メッセージを定期的に機構内に発信した。また、性的搾取・虐待及

びセクシャルハラスメント（SEAH）の根絶について、理事長からのメッセージを発信した。機構

が実施した職員等意識定点調査の結果でも、機構が働きがいのある組織かを問う設問において評

価点 5 点満点中 3.90 となり、昨年度（3.87）よりもポイントが向上するとともに、大企業（3.00）

や、公務員（2.99）、全国平均（2.99）との比較においても高い数値となった。 

• 柔軟な働き方の推進：東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の通勤緩和に向けての

備えとして、7 ～ 8 月に総務省等が実施した「テレワークデイズ」に参画し、在宅勤務の条件緩

和を試行した。実施期間中の在宅勤務実績（7 月実績）は、昨年と比し約１割増の 466 件に達し

た。また、今年度は、「働き方改革」をテーマとした社内インターンの採用や働き方の柔軟化に

関する社内アンケートの実施など、機構内からの意見・知見を広く聴取し、それを施策の検討に

活用した。これらの取組が土台となって、2020 年 2 月以降、新型コロナウイルス感染拡大防止

策として在宅勤務の更なる実施促進（出勤人数の 5 割削減、回数制限の撤廃や出勤・外勤との併

用承認等）、通勤ピーク回避のための就業時間の弾力化が実現。新型コロナウイルスへの対応を

捉えて、働き方の柔軟化を急速に進展させた。 

• コミュニケーション活性化：組織の要となる課長等を対象とした「現職管理職研修」に、コーチ

ングスキルやコミュニケーション技法の講義・実習を追加する等内容を拡充させたほか、若手・

中堅職員有志による組織横断的なコミュニケーション活性化への取組である「Brand New JICA キ

ャンペーン」等と連携し、コミュニケーション促進に向けたセミナー・イベントを 20 回実施し

た。職場のチームワーク形成に資するコミュニケーションについて自由な意見交換を行う場とし

てポータルサイト「ジャイカノココロ」を設置し、投稿は 100 件を超え、活発な議論が行われた。 

• 育児・病気・介護と仕事の両立に対する支援：男性の育児参画を積極的に推奨し、男性の育児休

業取得者数は年間 9 名となった。例年実施している育児休業後復職セミナーへも、男性 3 名の

参加を得た。加えて、子連れでの海外赴任に係る負担を軽減すべく、海外でのベビーシッター代

の補助制度の導入に向けて制度構築を進めた（導入は 2020 年度以降）。毎年恒例の「JICA ファ

ミリーデー」（7 月）は、300 名以上が参加した本部に加えて、国内拠点 3 か所、海外拠点 8 か

所でも実施され、実施拠点が過去最多となった。内容も職場見学にとどまらず、職員等の家族が 

SDGs に対する理解を深める機会となる様工夫した。さらに、機構の働き方改革に関する取組全

般及びがん罹患経験者を中心とする職員有志による治療と業務の両立に関する経験を共有する取

                                                   
187 2015 年度実績 
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組みが評価され、がん治療と仕事の両立に努める企業・団体の取組を表彰する「がんアライアワ

ード」シルバー賞を受賞した。介護に関するセミナーや個別相談会も継続して実施した。 

• シニア人材活躍促進策：毎年機構内で実施している「50 代前後セミナー」において、シニア世代

の人事制度やシニア人材に対する社会や組織側の期待に関する説明を拡充した結果、受講満足度

は 80％を超える高い評価を得た。また、管理職からのポストオフ後に担当業務に円滑に取り組め

るよう、シニア職員向けに「事業管理支援システム研修」、「経理業務統合システム研修」を行っ

た。さらに、外部コンサルタントを活用した中期的な人事施策分析の一部として、シニア人材の

増加を見据えた対応策を検討した。 

• メリハリの利いた働き方の実現：時間外勤務時間は、過去 10 年程度で最も低い水準であった前

年度と比べると微増（2.6％増）なるも、低水準に抑えられた。また、2019 年度は在外事務所にお

ける労働時間の適正化にも着手し、労働時間の実態を効率的に把握・分析することを目的に勤務

管理システムを海外拠点でも導入するとともに、機構内説明会を通じて海外拠点管理職に対する

労働時間管理の意識付けを強化した。さらに、2019 年 4 月の労働基準法改正により義務化され

た有給休暇の年間 5 日以上の取得について、四半期毎のモニタリングや休暇取得促進に対する各

部門長の意識付けを徹底し、該当者全員が義務日数分取得した。また、安全上の制約が大きくハ

ードシップの高い国に勤務する職員の心身の健康維持のために、一定期間ごとに取得できる新た

な休暇旅行制度（準特別健康管理旅行）を創設した。 

• 副業・兼業の緩和：機構内では得られない新たな知識やスキルの獲得や、機構外での人脈拡大、

キャリア自律性の向上等を目的に、副業・兼業を行いやすい環境作りに向けて、他社事例も含め

て調査・検討を行った。その結果も踏まえ、これまで制限してきた講演等報酬の個人受領を国家

公務員同様に解禁した。 

（2）現地職員に関する施策の実施状況 

• 現地職員の管理・育成に関する体制の強化：海外拠点の労務管理に係るリスク低減のために、現

地職員と異なる契約形態である在外専門調整員の実態調査結果を取りまとめ、①海外拠点への注

意喚起、②係争リスクがある海外拠点への個別対応、③ 2020 年度以降の在外専門調整員制度の

廃止決定につなげた。また、過去事案の教訓を学べるよう現地職員の労務管理に関するトラブル

事例・教訓等を取りまとめた事例集を、労務管理の参考資料として新たに策定した。現地職員の

一層の活用のために、他類似機関等の給与水準と乖離が大きい海外拠点については、各拠点から

の相談を踏まえ、給与水準の引き上げといった処遇改善を行った。 

• 現地職員の能力強化：昨年度に引き続き、現地職員向けの内部研修「JICA アカデミー英語版」（日

本の開発経験、開発大学院連携、5S/カイゼン、広報等をテーマに 6 件（延べ 7 回）、208 名参

加）、短期・本邦研修（4 名参加）、現地職員に対する組織内表彰（理事長表彰で 2 海外拠点の

現地職員が受賞）、海外拠点の現地職員育成担当者間での優良事例等の共有（四半期に１回程度

実施し、計 5 事例を紹介）に取り組んだ。加えて、新たな取組みとして、2019 年度以降、本邦 / 

域内において短期間で実施される各種研修（経理、調達、債権管理、環境社会配慮等）を拡充・整

理し、次期拠点運営計画策定時の参考資料として全海外拠点に共有した。さらに、1 年程度の期

間、所属事務所を離れ、機構本部にて様々な援助手法や課題に取り組む研鑽機会を提供する制度

整備を進め、4 名の現地職員の受入準備を進めた（うち 1 名は 2020 年 3 月から受入開始予定

だったが新型コロナウイルス感染拡大により延期）。 

（3）業務の質・効率の向上に向けた施策の実施状況 
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• イノベーションの推進：2019 年度の機構全体の取組みの柱である「イノベーションの推進に向け

た組織文化の醸成」に向けて、職員等の人事評価にイノベーションの推進に係る項目を追加する

とともに、各人の個人目標にイノベーションの推進に資する具体的事項を含めるよう慫慂した。 

• 専門性の強化に向けた人事施策：昨年度の検討を踏まえて、金融リスク管理に関して高い専門性

を有する人材を嘱託として確保・配置した。加えて、各開発課題に関する高い専門性を持つ職員

の育成・活用策を関係部署と協議し、来年度以降、キャリアの早期段階で専門性を高める機会の

提供や、各分野の人材育成検討会の開催などに着手する方針を固めた。 

• ナレッジマネジメントの推進：ナレッジマネジメントに関する取組事例を紹介する「なれれぽ通

信」の機構内配信、研修・出向経験者による経験共有セミナー開催（計 9 回）を継続するととも

に、職員間の自発的なナレッジ共有・蓄積の推進を目的とした勉強会（計 12 回）を実施した。 

（4）事業上の課題、及び原因分析と対応方針 

• 今後、人生 100 年時代を見据えたシニア人材の活用・処遇方針の検討、複雑化する開発課題へ対

応する専門人材の育成・活用、現地職員の更なる能力強化（キャリアパスの策定や本邦研修など）

に継続的に取り組む。 

 

  No.17-2 人材育成策の実施状況   

 

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

職員の外部機関との国際連携

（長期・短期で国際機関・二国

間援助機関等での業務を行う人

事交流）の派遣件数 

13 件 188 34 件 35 件 17 件   

キャリア・コンサルテーション

の実施人数 
42 人 189 48 人 54 人 36 人   

 

（1）職員の能力強化と中核的な人材を育成するための施策の実施状況 

① キャリア開発に向けた研修等 

• 若手・中堅職員の能力開発の機会の提供：博士号・修士号の取得を目的とした国内・海外研修を

継続した（15 名派遣）。職員の主体的なキャリア開発を支援すべく、社内公募ポストを 2018 年

度の 9 件に対し、2019 年度は 20 件に大幅に拡充した。また、所属部署以外の業務に従事でき

る機会の拡充に努め、機構内インターン制度を継続して実施（2019 年度は 25 件募集、14 件実

施。初の取組みとして、外部組織（1 件）や国内機関（2 件）でのインターンを実施）したほか、

各職員の業務量の 30％を上限として自らの発意で機構内の他部署の業務に従事できる制度を試

行開始した（1 件）。なお、社内インターンの活動は女性誌「Oggi」電子版に掲載され、他社人事

部から問合せを受ける等、社外からの反響を得た。 

• 予算執行管理や安全対策に係る能力強化：昨年度から引き続き、職階別研修において管理・財務

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

189 前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均 
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リテラシーの向上及び予算管理マインドの醸成を目的とした講義を実施した。また、人事評価の

面でも、各職員の目標設定において予算執行管理に関する取組項目を含めるよう慫慂するととも

に、評価項目の 1 つに「予算執行管理の意識」に関する項目を追加した。安全対策の主流化に向

けて、新入職員導入研修や管理職研修（新任管理職、執行職）で安全管理に関する講義の追加・

拡充を図った。 

• 外部パートナーとの共創マインド強化：2019 年度の機構全体の取組の柱である「国内連携の一層

の強化」を意識し、主任調査役・主事研修において外部パートナーとの関係強化・意識醸成を目

的とした講義を新設したほか、社内インターンの一部として NGO で業務経験を積める機会を初

めて確保し（1 件）、実務経験型専門研修を通じて民間企業の知見を吸収できる機会（2 件）を

提供した。 

• 女性管理職養成に向けた取組：新たな取組みとして、人事院が実施している「女性管理職養成コ

ース」に職員を 1 名派遣した。また、著名な民間企業幹部を招いた「ダイバーシティ推進に向け

た経営セミナー」を開催、理事長含む役員、経営幹部及び中堅女性職員約 70 名が参加し、女性

活躍推進のために具体的な示唆を得た。なお、機構の女性管理職比率は目標値である 20% に向

けて順調に改善しており（2019 年度末時点で 18.6%）、独法等の平均（9.1%）や民間平均（7.7%）

と比べても高い水準となっている。 

• マネジメント能力の強化：2019 年度は、登用後一定期間を経過した現職の課長や次長向けの研修

を指名研修として強化する形で実施した。同研修において、マネジメントの要諦であるコミュニ

ケーションの強化を目的としたコーチングスキルに関する講義を追加した。また、広くコーチン

グスキルを広めるための試行として、機構職員を対象としたコーチングを計 10 名に対し実施し

た。 

② 他機関への出向、外部研修への参加等 

• 職員のキャリア形成と他機関等との連携促進のため、国際機関、省庁、大学、自治体等への職員

派遣を継続した（2019 年度は 65 名）。特に、国内連携の一層の強化に向けて自治体への出向を

拡充し、岩手県陸前高田市、茨城県、埼玉県横瀬町、島根県海士町への新規ポストを開拓した。

また、人事出向の戦略性を高めるために、出向先開拓等に係る関係部署との連携促進、出向者と

関係部署とのコミュニケーション強化（出向前の意見交換、出向中の報告・評価の枠組み改善）

に取り組んだ。 

• 実務経験型専門研修を 4 件実施し、民間企業を含む外部組織での研鑽機会を提供した。 

（2）事業上の課題、及び原因分析と対応方針 

• 日本国内の人口減少や少子高齢化により国際協力人材が枯渇し始めているという危機意識の下、職

員のみならず専門家や民間企業等を含め全ての国際協力に携わる人材像の役割・獲得・育成方針に

ついて見直し整理を進めていく。 

 

３－３．指摘事項への対応 

＜指摘事項＞ 

業務実績報告書に記載されている各事項の「事業上の課題及び原因分析と対応方針」に沿った改善方

針に取り組むことを期待する。また機構事業におけるジェンダー主流化を推進すると同時に、機構内に

おいても、定量指標である 2021 年度末の「女性管理職比率」20％が達成できるよう、更なる取組の強

化を期待する。（平成 30 年独立行政法人国際協力機構業務実績報告（令和元年 9 月）、No.17「人事

に関する計画」） 
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＜対応＞ 

昨年度の業務実績報告書において、各事項の「事業上の課題及び原因分析と対応方針」として示した

課題について着実に対応した。また、ジェンダー主流化の更なる進展に向けて、機構内のジェンダー責

任者及び担当者会議での情報共有や、外部講師を招いた経営層向けセミナーの実施に取り組んだ。また、

女性管理職比率の目標値達成を意識した管理職登用を進める共に、女性職員のキャリア形成を支援すべ

く研修やセミナーなどの機会を継続して提供した。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：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成

果をあげていることから、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

具体的には、働き方改革の施策「Smart JICA 3.0」の策定及び実施を通じ、多様な働き方を促進した。

特に、新型コロナウイルス感染拡大防止策（在宅勤務条件の緩和及び通勤ピーク回避のための就業時間

弾力化等）の実現、過去最大規模の「JICA ファミリーデー」の開催、副業・兼業の緩和等、特筆すべき

成果を上げた。 

 

1. 人事に関する施策の実施状況 

◎ 働き方改革「Smart JICA 3.0」の推進【①】：機構が実施した職員等意識定点調査の結果、機構が

働きがいのある組織かを問う設問において評価点 5 点満点中 3.90 となり、昨年度（3.87）から増

加、大企業（3.00）、公務員（2.99）、全国平均（2.99）との比較でもかなり高い数値に。 

◎ 柔軟な働き方の推進【①③】：総務省等が 7 月から 8 月にかけて実施した「テレワークデイズ」

に機構も参画し、在宅勤務条件の緩和を試行。その結果、同期間の在宅勤務が昨年比約 1 割増の 

466 件に達した。また、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、更なる在宅勤務条件の緩和及

び通勤ピーク回避のための就業時間弾力化を実現。 

◎ 「がんアライアワード」シルバー賞受賞【①③】：がん治療と仕事の両立に努める企業・団体を表彰

する「がんアライアワード」の 2019 年度シルバー賞を受賞（ゴールド、シルバー各賞含め、公的

機関の受賞は機構のみ）。 

◎ 過去最大の「JICA ファミリーデー」の開催【①】：2019 年度は本部で 300 人以上参加したほか、

国内拠点 3 か所及び海外拠点 8 か所でも実施し、過去最大規模のファミリーデーの開催に。 

◎ 副業・兼業の緩和【①③】：職員等の新たな知識・スキルの獲得や、機構外での人脈拡大、キャリ

ア自律性向上を目的に、国家公務員同様に講演等報酬の個人受領を解禁。 

○ 働き方改革に係る機構の方針を「Smart JICA 3.0」に更新、働き方の柔軟化とイノベーションの創

出、組織横断的なコミュニケーションの活性化の促進を新たに重点化。 

○ 男性職員の育児休暇促進の継続（9 名、平均取得期間は 6 カ月（国家公務員は約 1.8 か月））。 

○ 現職管理職研修にコーチングスキルやコミュニケーションの技法に関する講義・実習を拡充、コ

ミュニケーション促進を目的としたポータルサイトを設置。 

○ ポストオフ後のシニア職員が担当業務に円滑に取り組めるよう各種シニア職員向け研修の実施、

外部コンサルタントを活用したシニア人材増加を見据えた対応策の検討実施。 

○ 海外拠点の現地職員向け研修を拡充、特に機構本部で 1 年程度の研修機会を提供する制度を整

備。 

 

2. 人材育成策の実施状況 
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◎ 女性管理職養成に向けた取組み：著名な民間企業幹部を講師に招き、役員を含む経営幹部がダイバ

ーシティ経営に係る意識を更に高めるための社内セミナーを開催。機構の女性管理職比率は目標値

の20％に向けて順調に推移しており、独法や企業平均と比べても高い水準に。 

◎ 他社からの機構内インターン制度に対する高評価【③】：機構内インターン制度を継続して実施

（2019 年度は 14 件）、同取組は女性誌「Oggi」電子版に掲載され、他社人事部から問合せを受け

る等、機構外から反響。 

◎ 若手・中堅職員の能力開発機会提供【①】：各職員の業務量の 30％を上限として自らの発意で機構

内の他部署の業務に従事できる制度を試行開始。 

○ 博士号、修士号取得を目的とした国内・海外研修に 15 人派遣。機構内インターン制度を本格導

入し（14 件実施）、主体的なキャリア形成を支援。 

○ 職員の人事評価において、「予算執行管理の意識」を追加。 

○ 国際機関、省庁、大学等への職員派遣を継続。特に、2019 年度は国内連携を一層強化すべく自

治体への出向を拡充（岩手県陸前高田市、茨城県、埼玉県横瀬町、島根県海士町に新規派遣）。

民間企業を含む外部組織での研修機会も提供。 

 

＜課題と対応＞ 

日本国内の人口減少・少子高齢化により国際協力人材が枯渇し始めているという危機意識の下、職員

のみならず専門家や民間企業等を含め全ての国際協力に携わる人材像の役割・獲得・育成方針について

見直し整理を進めていく。また、人生 100 年時代を見据えたシニア人材の活用・処遇方針の検討、複雑

化する開発課題へ対応する専門人材の育成・活用、現地職員の更なる能力強化（キャリアパスの策定や

本邦研修など）に取り組む。 

 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

人事に関する計画に係る取組について、機構の活動として、以下の実績が認められる。 

 

（定量的実績） 

【指標 17-3】「女性管理職比率」が目標値（中期目標期間末に 20%）に対し 18.6%と引き続き

増加しており（2017 年度 14.5%、2018 年度 16.2%）、中期目標期間において着実に指標達成に

向け進展していると考えられる。 

 

（定性的実績） 

１．人事に関する施策の実施状況 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、働き方の選択肢の柔軟化やワークライフバラン

スの確保に向けた取組等を着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：総務省等が実施した「テレワークデイズ」にあたって在宅勤務条件の緩和

を試行したほか、新型コロナウイルス感染拡大防止策として更なる在宅勤務条件の緩和や就業

時間弾力化行った。また、職員等の新たな知識・スキルの獲得や、機構外での人脈拡大、キャ

リア自律性向上を目的に副業・兼業の緩和に向けた取組を進めた。さらに、職員等の家族が職

場を訪問する「JICA ファミリーデー」を、過去最大数の拠点で開催した。このように、新た

な取組も取り入れつつワークライフバランスの確保等を推進したことが認められる。 

このような取組の成果として、職員等意識定点調査の結果、機構が働きがいのある組織かを

問う設問において評価点 5 点満点中 3.90 となり、2018 年度（3.87）から増加したほか、他

組織との比較においてもかなり高い水準を保っていることは特筆すべき成果と言える。さら

に、がん治療と仕事の両立に努める企業・団体を表彰する「がんアライアワード」のにおいて、

公的機関唯一の受賞者として 2019 年度シルバー賞を受賞するなど、機構の取組は外部からも
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評価されていると言える。 

指標：【指標 17-1】「現地職員を含む多様な人材の活躍に資する、人事に関する施策の実施状

況」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。 

 

２．人材育成策の実施状況 

目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、各種研修、キャリア・コンサルテーション、他

機関への出向等を通じた職員等の能力強化の取組（含：セカンドキャリア支援等の拡充、現地

職員の本邦長期配置）や、ナレッジマネジメント強化等を着実に実施したことを確認した。 

特筆すべき実績：所属部署以外の業務に従事できる機会として、機構内インターン制度を継

続して実施（2019 年度は 14 件）し、同取組が女性誌に掲載され外部からも反響を受けたこ

とや、新たな取組として各職員の業務量の 30％を上限に自らの発意で他部署の業務に従事で

きる制度を試行開始したこと、また役員を含む経営幹部がダイバーシティ経営に係る意識を更

に高めるための社内セミナーを開催したことなど、積極的に新たな取組を取り入れつつ人材育

成等の強化を推進したことが認められる。 

指標：【指標 17-2】「業務の高度化に対応し業務の質を高め、職員の主体的なキャリア開発を

推進するための人材育成策の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標は「職

員の外部機関との国際連携の派遣件数」が基準値を大幅に上回る水準となった一方、「キャリ

ア・コンサルテーションの実施人数」は基準値を下回った。 

 

（結論） 

以上により、定量指標が着実に中期目標の達成に向け進展していること、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、そうした成果を難易度「高」とされた項目において

達成していることから、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め、

「Ａ」評価とする。 

具体的には、政府の重要政策である働き方改革を積極的に推進しており、これまでの取組の

結果、テレワークの大幅拡大など新型コロナ対応も円滑に実施出来たほか、職員の意識調査で

働きがいについて高い結果を得たこと、国際機関や二国間援助機関等の外部機関との人事交流

を通じた人材の育成に積極的に取り組んだ等の成果を挙げた。 

 

 ＜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） 

業務実績報告書に記載されている各事項の「事業上の課題，及び原因分析と対応方針」に沿

った改善方針に取り組むことを期待する。また、機構事業におけるジェンダー主流化を推進す

ると同時に、機構内においても、定量指標である 2021 年度末の「女性管理職比率」20％が達成

できるよう、更なる取組の強化を期待する。 

 

 ＜その他事項＞  

（有識者からの意見） 

・女性管理職比率が増えており、政府や他の独立行政法人と比べて高く評価できるが、政府

の 2020年までの目標である 30%到達に向けて、さらなる取り組みを強化すべきである。  
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.18 短期借入金の限度額 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和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 

該当なし        

 

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

年度計画 

7. 短期借入金の限度額 

一般勘定 670 億円、有償資金協力勘定 2,900 億円 

【理由】 

• 一般勘定については、国からの運営費交付金の受入等が 3 か月程度遅延した場合における職員へ

の人件費の遅配及び事業費の支払遅延を回避するため。有償資金協力勘定については、借入金償

還と貸付金回収の短期資金ギャップ、国際協力機構債券発行時のつなぎ、貸付実行額の急激な変

動等に機動的・効率的に対処するため。 

 

３－２．業務実績 

• 一般勘定については、本年度内の短期借入金の実績はない。 

• 有償資金協力勘定については、限度額の範囲内において、短期資金のギャップに対応するため、

2019 年 11 月に 3,070 万ドル（33 億円相当）、2020 年 3 月に 300 億円の借入を行い、3,070 

万ドルは翌月までに、300 億円は同月中に返済を行った。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.19 施設及び設備に関する計画 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和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 0140独立行政法人国際協力機

構運営交付金、0141 独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット情報

（定量指標） 

 

達成目標 

目標値 / 

年 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし，中期計画：10.（1） 

年度計画 

9.（1）施設及び設備に関する計画 

・ 効果的、効率的に業務を運営するため、予防保全の観点を踏まえた老朽化対策等、既存の施設・

設備の整備改修等を実施する。 

 

３－２．業務実績 

• 長期的視野に立った施設・設備の整備を図る観点から、機構が保有する国内拠点等を対象として

建物劣化診断を実施し、施設・設備保全箇所の優先度や所要経費を専門的かつ包括的な見地から

検証した。その調査結果に基づき 5 か年を目途とする中期整備計画を策定した。 

• 国内拠点の復旧整備や災害対策として、北海道センター（札幌）の屋上防水及び関西センターの

外壁補修の工事、老朽化対策として、横浜センターのエレベーター改修及びガラス飛散防止フイ

ルムの貼替、九州センター及び沖縄センターの空調設備改修、駒ヶ根青年海外協力隊訓練所の衛

生設備改修等の工事を施設整備費補助金等により実施した。 

• 第 3 期中期目標期間中に回収した債権又は資金を活用した改修は No.21 を参照。 

• その他、施設・設備の安全・衛生に関する情報の集約・整理を行った。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.20 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和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 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし、中期計画：9. 

年度計画 

8. 剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 

・ 剰余金が発生した際は、中期計画の達成状況を見つつ、事業の改善・質の向上に資する業務及び

施設・設備の整備に必要な経費に充てる。なお、運営費交付金で賄う経費の節減により生じた利

益に係る目的積立金の使途については、上記のうち運営費交付金で賄う経費に限る（別途措置さ

れる補助金等で賄う経費を除く。）ものとする。 

 

３－２．業務実績 

・ 「独立行政法人通則法」第 44 条第 3 項により中期計画で定める使途に充てることができる剰余金

（目的積立金）はない。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.21 
積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱い 

（機構法第 31 条第 1 項及び法附則第 4 条第 1 項） 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

令和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 

該当なし        

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：なし、中期計画：10.（3） 

年度計画 

9.（3）積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱いに関する事項（独立行政

法人国際協力機構法（平成 14 年法律第 136 号）第 31 条第 1 項及び附則第 4 条第 1 

項） 

・ 前中期目標期間繰越積立金は、直前の中期計画においてやむを得ない事由により中期目標期間を

超える債務負担としている契約（有償資金協力業務を除く。）、前中期目標期間中に発生した経過

勘定等の損益影響額に係る会計処理等に充てる。 

・ 前中期目標期間中に回収した債権又は資金で、独立行政法人国際協力機構法施行令

（平成 15 年政令第 409 号）附則第 2 条の定めるところにより主務大臣の承認を受

けた金額については、施設・設備の整備、改修等の財源に充てることとする。 

 

３－２．業務実績 

• 第 3 期中期目標期間の最終事業年度の積立金（429.1 億円）のうち 348.8 億円について、前中期

目標期間繰越積立金として、やむを得ない事由により第 3 期中期目標期間中に完了しなかった業

務の財源に充当することが 2017 年 6 月に主務大臣に承認されたが、2019 年度は 2016 年度予

算で契約した業務の経過勘定等の損益影響額や 2019 年度支出分等に 44.6 億円190を充当し、前

中期目標期間繰越積立金の残高は 24.2 億円191となった。 

• 第 3 期中期目標期間中に回収した債権又は資金（28.2 億円）は全額が第 4 期中期目標期間中の

既存施設改修の資本的支出の財源に充当する計画として主務大臣から承認された。2019 年度は北

海道センター（帯広）、筑波センター、二本松青年海外協力隊訓練所の施設・設備の改修に係る

経費として 1.2 億円を充当し、残高は 26.9 億円となった｡ 

 

                                                   
190 暫定値 
191 暫定値 


