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資料２



② 中韓露等の近隣諸国との協⼒関係の強化

④ 地球規模課題への取組

① ⽇⽶同盟の⼀層の強
化及び同盟国・友好国の

ネットワーク化

⑥「⾃由で開かれたインド太平洋戦略」の推進

朝鮮半島︓⽶朝⾸脳会談後の北朝鮮をめ
ぐる動向，慰安婦問題

＜北朝鮮＞
 北朝鮮の核・ミサイル問題への対応（含

む国連安保理決議の完全な履⾏），拉致
問題への対応

 ⽇⽶・⽇韓・⽇⽶韓連携の強化
＜韓国＞
 懸案の適切なマネージ（⽇韓合意の維

持・実施），⽇韓・⽇⽶韓安保協⼒

ロシア︓露中接近，⽶露・欧露関係
の緊張，中東や北朝鮮での影響⼒の模
索・拡⼤（⇔経済的には停滞）
 平和条約締結交渉や共同経済活動

の実現に向けた取組の推進等によ
る極東の戦略的安定確保

中国︓習近平国家主席の権⼒基盤確⽴，
軍事⼒の拡⼤と現状変更の試み，「⼀帯⼀
路」の推進，経済ルール遵守の重要性，⽶
中貿易摩擦

 ⾸脳・外相レベルの相互訪問を通じた
安定的な関係発展（経済界の交流・ビ
ジネス促進・第三国協⼒，防災・環
境・省エネ等での⽇中協⼒）

 懸案の適切なマネージ（東シナ海等）
 インド太平洋地域への引き込み
 共通の価値に基づく結束した強い

欧州に向けた働きかけ
 Brexitへの対応，英仏独伊EU等主

要国・機関との戦略対話の強化

 ASEANの⼀体性・中⼼性の尊重，議⻑国シンガ
ポールとの連携

 ⽶国のコミットメントとプレゼンス確保
 海上法執⾏能⼒構築⽀援（MDA能⼒向上，巡視艇

供与，⼈材育成等）
 連結性強化，質の⾼いインフラ整備，投資・貿易の

活性化，⼈的交流・⼈材育成の強化

⑤ 中東の平和と安
定への貢献の強化

歴史問題への対応
 ユネスコ等の国際機関での歴史問題，第三国におけ

る慰安婦，南京事件等の歴史問題への対応

③ ⾃由貿易の推進

＜共通＞
 「⾃由で開かれたインド太平洋戦略」の下で，協⼒の具体化

※ ビジョンを共有するいずれの国とも協⼒可能
 ⽶，印，豪及び英仏やASEAN諸国等との連携・協⼒強化
 質の⾼いインフラ整備による連結性強化と国際スタンダードの普及・定着
 平和と安定に向けた取組の強化（海上法執⾏能⼒構築⽀援，災害救援・⼈

道⽀援，PKO分野での協⼒等）
＜インド＞
 質の⾼いインフラ整備による連結性強化
 戦略対話（ASEAN⽀援（ミャンマー，ベトナム等）アフリカ⽀援等）
＜豪州＞
 特別な戦略的パートナーシップの更なる強化（戦略対話，安全保障協⼒）
 ASEAN諸国への能⼒構築⽀援，太平洋島嶼国⽀援での連携
＜中東・アフリカ，中南⽶＞
 TICAD７等を念頭に置いた多⾯的な関係強化 等

①⽇⽶同盟の⼀層の強化及び同盟国・友好国のネットワーク化
②中国，韓国，ロシア等の近隣諸国との協⼒関係の強化
③⾃由貿易の推進

④地球規模課題への取組
⑤中東の平和と安定への貢献の強化
⑥「⾃由で開かれたインド太平洋戦略」の推進

 イランの核合意に係る対応
 「河野四箇条」に基づく地域安定

化⽀援の具体化
 中東和平への貢献（JAIP等）

中東︓サウジ・イランの対⽴，イス
ラエル・パレスチナ，シリア／イラ
ク／クルド問題，⽶国の対中東政策
（⇔ISILは勢⼒減）

【重点分野】

インド太平洋︓域内では，海賊，テロ，⼤量破壊兵器の拡散，⾃然災害，
⼀⽅的な現状変更の試みなど，様々な脅威あり

欧州︓Brexitの影響，内政優先

ASEAN︓南シナ海での軍事化の進⾏

2018年の展望

 CPTPPの早期発効等，アジア太平洋地域におけ
る公正かつ⾃由で開かれた経済秩序の模索

 対⽶経済外交推進，⽇EU・EPAの早期発効，
RCEP，⽇中韓FTA等のEPA，投資協定締結等に
より，⾃由貿易推進の旗振り役を務める

 WTO，OECDにおける取組
 官⺠連携の推進
 エネルギー鉱物資源の安定供給の確保（エネ

ルギー供給先の多⾓化等）

⾃由貿易の推進・資源の安定確保

 トランプ政権との良好な関係の維持・強化
 ⽇⽶同盟の⼀層の強化︓対処⼒，抑⽌⼒の

強化
 「⾃由で開かれたインド太平洋戦略」の推

進（協⼒の具体化）
 在⽇⽶軍再編︓抑⽌⼒維持と沖縄を始めと

する地元の負担軽減との両⽴
 経済関係の強化（貿易・投資の拡⼤等）

⽶国︓⽶国第⼀主義，中間選挙，⽶露関係

＜国連＞
 安保理改⾰の推進
 国連等国際機関における⽇本⼈職員増強
＜PKO＞
 PKO要員の能⼒構築⽀援
＜軍縮・不拡散＞
 NPT体制の維持・強化等を通じた「核なき

世界」の実現に向けた取組と核抑⽌のバラ
ンス（核兵器禁⽌条約への対応（反対の⽴
場から現実的な主張）

＜サイバー・宇宙＞
 サイバー・宇宙での取組推進（国際的な

ルール作りへの積極的参画），途上国への
能⼒構築⽀援

＜科学技術＞
 ⽇本の優れた科学技術⼒の活⽤
＜地球規模課題＞
 SDGs実施の推進，ユニバーサル・ヘルス・

カバレッジ，気候変動への取組
＜テロ対策＞

グローバル・イシュー
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（出典：外務省資料）



※変更の可能性あり。⾚字は2019年・2020年に特有のもの。

2019年
3⽉ 23⽇〜24⽇ • 国際⼥性会議（WAW︕）・Women 20（W20）（於︓⽇本）
4⽉ ?

30⽇〜5/1
• G7外相会合（於︓フランス）
• 天皇陛下の御退位及び皇太⼦殿下の御即位

6⽉ 8⽇〜9⽇
28⽇〜29⽇

• G20貿易・デジタル経済⼤⾂会合（外務・経産・総務共催）（於︓つくば）
• G20サミット（於︓⼤阪）

7⽉ 7⽉〜８⽉︖ • ASEAN関連外相会議（於︓タイ）
8⽉ ︖

28⽇〜30⽇
• G7サミット（於︓フランス）
• TICAD７（於︓横浜），第３回野⼝英世アフリカ賞受賞式等

9⽉ ︖
20⽇〜11/2

下旬
9⽉〜11⽉︖

• 東⽅経済フォーラム（於︓ロシア・ウラジオストク）
• ラグビー・ワールドカップ（於︓⽇本）
• 国連総会（於︓NY）
• ASEAN関連⾸脳会議（於︓タイ）

10⽉ 22⽇ • 即位の礼（即位礼正殿の儀）（於︓東京）

11⽉ 22⽇〜23⽇
︖

• G20外相会合（於︓愛知）
• APEC⾸脳会合（於︓チリ）

2020年
4⽉ 20⽇〜27⽇ • 第14回国連犯罪防⽌刑事司法会議（「コングレス」）（於︓京都）
7⽉ 下旬〜9⽉上旬 • 東京オリンピック・パラリンピック（於︓東京ほか）

調整中 • 栄養サミット（於︓東京）

2019年・2020年の主要⽇程
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平成30年度当初予算と平成31年度予算概算要求との⽐較

○ 外務省は、外交実施体制の強化による外交⼒強化、積極的な平和主義に基づく戦略的なODAの拡充
等のため、対前年度1,135億円（＋16.3％）増となる8,102億円を要求。
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論点１
ＯＤＡ予算の執⾏管理
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ＯＤＡの種類

○ ＯＤＡの種類は、⼆国間援助として有償資⾦協⼒・無償資⾦協⼒・技術協⼒、 国際機関に対する
拠出・出資がある。

⼈材育成のための研修、専
⾨家・ボランティア派遣、開
発のための調査等

⾷糧援助や衛⽣、教育等のた
めの、返済義務を課さない開発
資⾦の贈与

低利（最低年利０．０１％）、
⻑期（最⻑４０年）による
開発資⾦の貸付

開発途上国の中でも⽐較的所得
が低い国（主に⼀⼈当たりＧＮ
Ｉが約１，９０５ドル以下）

開発途上国全般
（⼀⼈当たりＧＮＩが約６，８９
５ドル以下が⽬安）

開発途上国全般

ＪＩＣＡ ＪＩＣＡ、外務省等 ＪＩＣＡ、各府省等

内容

対象

実施主体

⼀般会計予算
（平成30年度）

１，６２１億円 ２，５４０億円４６０億円

政府開発援助
（ＯＤＡ）

⼆国間援助 国際機関に対する拠出・出資

技術協⼒有償資⾦協⼒
（円借款） 無償資⾦協⼒

国際機関（国連機関、世界銀⾏等）の活動に対する
資⾦協⼒ ⼀般会計予算（平成30年度） ９１７億円



○ 国際協⼒機構（JICA）は、2017年10⽉以降、2017年度内の⽀出を伴う新規契約の公⽰を原則
先送りするとともに、契約済みの企業に対しても事業スケジュールの変更や年度内⽀出の圧縮を依
頼。これらにより、JICAは資⾦不⾜に陥っているのではないかと報道されたところ。

○ 結果として資⾦不⾜に陥らなかったものの、このような状況に⾄ったのは、JICAの予算執⾏管理
が適切になされていなかったことにある。

予算（事業費）の５⽉末執⾏状況の⽐較（百万円）

年度 予算額(a) 契約額(b) (b/a)
2017 101,390 62,928 62％
2016 108,640 62,649 58％
2015 112,868 57,100 51％

新中期
計画期間

旧中期
計画期間

中期計画期
間の最終年
度より⾼い

⽉次執⾏率推移（契約額ベース）

2015〜2016年度に
執⾏加速

この頃、契約の新規公
⽰の抑制、前払⾦の⽀
払い猶予等の依頼。

（％）

2014年度の予算執⾏残額を踏まえ、2015〜2016年度に執⾏
を加速。その結果、新中期計画１年⽬の2017年度の執⾏率が底上
げされ、相⼿国の事情による実施先送り等が発⽣する可能性を考慮し
ても、同年度末に予算を超過する⽔準まで上昇。
これを受け、今度は同年度に、契約の新規公⽰の抑制（発注の絞
り込み）など執⾏を抑制。
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ＪＩＣＡ予算執⾏管理問題①

(a,b単位︓百万円)



ＪＩＣＡ予算執⾏管理問題②

予算執⾏管理に関する諮問委員会におけるこれまでの議論（執⾏管理に関する主な指摘事項）
（予算執⾏管理の在り⽅）
・予算編成・配分時の積み上げが⽢く、また、予算と実⾏の乖離といったことは、独⽴⾏政法⼈化に伴うもの。独法制度の良いところは
活かしつつも、国の予算を扱う以上、締めるべきところは締めてきちんと管理すべき。

・予算執⾏管理を強化するためには、統制的なコントロールには限界があり、組織⽂化や⼈事評価などによるインセンティブ付け等により、
⾃律的な予算管理の動機付けと仕組みを整備する必要がある。

（進捗状況の把握、成果に対する評価）
・トップダウンによる予算統制が機能するためには、現場の⾏動計画と積上げ予算、その実施状況、⽀払実績、今後の事業達成までの
⾒込額や⽀出時期を経営層がタイムリーに把握できる仕組みが重要。

・事業事前評価表にあるＫＰＩやＫＧＩをしっかり書き込み、実施している活動が当初の達成⽬標に合致しているかをモニタリングす
べき。

・最終成果が、当初の達成⽬標のどこに繋がっているものかを明確にすべき。最初の計画から最後の成果まできちんと追いかけることで、
公的資⾦の使い⽅を常に効率化していくことが求められる。 7

○ 今般の問題を踏まえ、ＪＩＣＡは、本年７⽉に「予算執⾏管理室」を設置して事業費等を部局横
断的に管理・統制することとし、また理事会において、⼤規模な技術協⼒の要請案件に係る採択の
適否の検討等を⾏うこととしたところ。

○ また、これら当座の対応に加えて、外部有識者からなる「予算執⾏管理に関する諮問委員会」
（委員⻑︓細溝清史 公益財団法⼈⾦融情報システムセンター理事⻑）を⽴ち上げて更なる改善策を
検討中。年内に提⾔を取りまとめ、公表予定。

⇒ 独⽴⾏政法⼈は、国から独⽴した法⼈格が与えられ、事業実施や財務運営に⼀定の⾃主性が確保
されている以上、まずはＪＩＣＡ⾃⾝が、資⾦のひっ迫を⼆度と招かぬよう、後年度負担の適切な
把握を含め、予算の執⾏と事業の進捗管理を徹底すべき。



外務省における適切な案件選定

○ ＪＩＣＡによる執⾏前（上流）段階では、途上国から技術協⼒に関する要請があった後、「現地
ＯＤＡタスクフォース」（注）の評価を経て、外務省本省において、開発協⼒⼤綱以下の各種⽅針、
外交上の意義を総合勘案し、案件が評価・選定されている。

○ このフローの中で、「要請案件数」〜「選定案件数」を⾒ると、⼀定の取捨選別はなされている
が、翌年度において⾦額的にどれだけ新規契約が可能かについては⼗分把握されていなかった。

⇒ 今般の問題を踏まえ、外務省においては、JICAから、過去に選定した後未実施となっている案
件や実施中の案件の状況、後年度負担額を踏まえた翌年度の契約可能額等を⼗分確認した上で案件
を選定すべき。併せて、政策的重要性の観点も含めて優先順位付けをきめ細やかに⾏うとともに、
状況に応じて⾒直す場合にも、時期や⼿順等を明確化するなど、⾒通しを持って円滑に執⾏できる
ように留意すべき。

技術協⼒の選定フロー

年度 要請
案件数

(左記の
うちＡ)

選定
案件数 (総額(億円)) 翌年度

契約可能額
JICA運営費

交付⾦等(億円)
2013 823 580 460 1,469
2014 782 599 472 1,503
2015 736 560 461 1,464
2016 719 586 494 1,492
2017 742 488 157 22.3(概算) 1,505

※ 上記の数値には、課題別研修、⻘年研修、地球規模課題対応国際科学技術協⼒プログラムは含まれていない。
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現地
ODAタス
クフォース
の検討等

外務省によ
る案件選定
（各省、JICA
の意⾒聴取）

現地 外務省本省

ＯＤＡタスクフォースと外務省本省においては、案件について
以下の評価を実施。外務省本省でＡ評価のものが国際約束
の締結、ＪＩＣＡによる実施へ。
Ａ︓採択し、翌年度から開始
Ｂ︓予算の⼿当てが⾒込まれれば翌年度から開始を検討
Ｃ︓不明確な点があり、継続検討
Ｄ︓不採択

翌年度の契約可能額等を⼗分確認した上で選定すべき（Ａ評
価の案件は、予算上円滑に全案件を実施できるものとすべき）。
その上で、政策的重要性も含めて優先順位付けをきめ細やかに⾏
うべき（例︓⽬安となる割合を⽰しつつ、ＡＡＡ、ＡＡ、Ａなどに
区分）。評価を⾒直す場合も⼿順等を明確化すべき。未

把
握

適
切
に
把

握
さ
れ
ず

政府による
国際約束
の締結

途上国
からの
要請

JICAによる
事前調査、
詳細決定、

実施

ＪＩＣＡ

（注）⽇本⼤使館，JICAの現地事務所などをメンバーとして構成され，我が国のその国に対
する援助政策の⽴案や相⼿国政府との政策協議等を⾏う。原則全てのODA対象国に設置。



厳しい財政状況の下における効率的・重点的な技術協⼒の推進

○ また、例えば、外務省が案件選定の際に参照する「開発協⼒重点⽅針」（同省が毎年度策定）は、
毎年度多少の変更はありつつも、基本的に分野網羅的。

⇒ 厳しい財政状況の下、外務省においては、「開発協⼒重点⽅針」等の各種⽅針の更なる重点化を
図るべき。また、こうした重点⽅針を踏まえ、後年度負担額の状況や翌年度契約額の⾒通しを明ら
かにしつつ、個々の案件の費⽤対効果を検証するなど、新規案件に係る外交政策上の重要性・優先
順位をしっかり⽰した上で毎年度の予算要求を⾏うべき。
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（平成27年度）
重点① 普遍的価値の共有、国際社会の平和と安定に向けた協力
■ 法の支配、民主化、ガバナンスの確保
■ 平和構築、人道支援、テロ対策
■ 海上保安能力強化、海上交通路の安全確保
■ ジェンダー平等と人権の確保

重点② 開発途上国と日本の経済成長のための戦略的な開発協力の充実
■ インフラシステム輸出支援
■ 中小企業等の海外展開支援
■ ビジネス環境整備
■ 地方自治体の海外展開支援と地域社会の活性化
■ （高度交通情報システム、省エネ技術、地デジ等）日本方式の普及
■ 日本の医療技術・サービスの国際展開
■ 資源・食料の安定供給確保

重点③ 人間の安全保障の推進
■ 防災・災害復興
■ 感染症対策、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨＣ）の推進
■ 環境問題・気候変動対策
■ ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）達成支援、ポスト2015年開発アジェンダ

対応支援

重点④ 戦略的なパートナーシップの構築
■ 戦略的なパートナーシップの強化
■ 国民参加機会の拡大
■ 文化・スポーツを通じた開発

重点①国際社会の平和・安定・繁栄のための環境整備及び基本的価値の共有
◎「自由で開かれたインド太平洋戦略」の下,法の支配や航行の自由等を確保するための,海上保安能

力の強化や法制度整備等の分野で協力を行う。太平洋からインド洋に至る地域内外の「連結性」を
向上させ,地域全体の安定と繁栄を促進する。

◎人道支援と開発協力の連携を強化しつつ,平和構築,難民等支援,暴力的過激主義対策等の協力を
通じ,国際社会の平和と安定の実現に積極的に貢献する。また,開発途上国によるテロ対策・治安状
況の改善への協力等を通じて,海外で活躍する日本人の安全を確保する。

重点②ＳＤＧｓ達成に向けたグローバルな課題への対処と人間の安全保障の推進
◎ＳＤＧｓの達成に向け,各国と保健,食料,女性,教育,防災・津波対策,水・衛生,気候変動・地球環境問
題等の分野において,国家戦略や計画の策定から個別案件の実施に至るまでの協力を推進する。
特に,我が国が課題先進国として培ってきた経験を開発途上国における指導的人材に共有すること
を通じて,将来の親日派・知日派を育成するとともに,国際的な課題に対し,各国とともに一層戦略的に
取り組んでいくことを可能とする。

重点③途上国と共に「質の高い成長」を目指す経済外交・地方創生への貢献
◎開発途上国の「質の高い成長」の実現に向けた協力を行い,その協力を通じて,開発途上国と共に我
が国も成長し,我が国の地域活性化にも貢献する。特に,地方自治体や中小企業等の海外展開の支
援や対外直接投資に向けたビジネス環境整備を行うとともに,日本方式の普及を含め,「質の高いイン
フラ」の展開を一層推進する。また,開発途上国の産業人材育成とそれを通じて築いてきたネットワー
クも最大限活用する。

国益に資する開発協力,連携の強化,国民と共にある開発協力
上記①～③に取り組むに当たり,
◎二国間協力及び国際機関を通じた協力を有機的に連携させるとともに,日本の民間企業,地方自治
体,大学・研究機関,ＮＧＯ・ＣＳＯ等の参画を得た「日本の顔の見える協力」を推進する。また,開発途
上国を支援することへの国民の理解を深めるための国内広報に努めるとともに,開発協力を通して,
我が国の魅力や取組を積極的に対外発信する。国際協力事業関係者の安全対策を強化する。

「開発協⼒重点⽅針」の⽐較（抜粋）
（平成30年度）
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論点２
国際機関等の分担⾦・拠出⾦



国際機関等の分担⾦・拠出⾦に関する当⾯の諸課題

○ 外務省は外交課題への対応のため、国際機関等を通じて分担⾦や任意拠出⾦を⽀出しており、過去の建議では任意拠出⾦に
ついて、評価の透明性・客観性の向上、⽀出の重点化を図るべきと指摘。外務省は平成27年度より「国際機関等に対する評
価」を導⼊し、評価基準、評価の⽬安、評価結果等を公表。

○ 評価結果はＢに偏りつつあり、評価基準ごとの評価は⾮公表。また、来年度要求では、評価結果の悪化にもかかわらず予算
要求額が増加している任意拠出⾦が存在。

⇒ 評価結果がＡ〜Ｃの総合評価に留まり、内訳が明らかでないことから、評価結果の妥当性を検証できず、⽀出の重点化
が困難。「国際機関等に対する評価」の客観性・透明性を⼀層向上させ、任意拠出⾦の優先度が分かるよう、評価基準ごと
の評価結果の公表や定量的評価の導⼊に努めるべき。

⇒ 定量的評価の導⼊に際しては、国際機関等の本部において組織運営や政策⽴案に関与する邦⼈幹部職員数や⽇本企業の
関与（例えば⽇本企業による調達規模等）等、数値化に馴染みやすい項⽬から検討を始め、我が国の財政運営が厳しさを
増す中、国際機関等への分担⾦・拠出⾦が効率的なものとなる取組を進めるべき。

■外務省による国際機関等の分担⾦・拠出⾦に対する評価

■30年度当初予算と31年度要求の⽐較

11

●評価基準
①国際機関等の専⾨分野における活動の成果・影響⼒、②国際機関等の組織・財政マネジメント、③⽇本の外交課題遂⾏における国際機関等の有
⽤性・重要性、④国際機関等における⽇本⼈職員・ポストの状況等、⑤⽇本の拠出⾦等の執⾏管理におけるＰＤＣＡサイクルの確保 等

●評価の⽬安
Ａ︓期待する成果を超える成果を上げている Ｃ︓期待する成果を上げているが、⼀部改善が必要
Ｂ︓期待する成果を着実に上げている Ｄ︓期待する成果を⼗分に上げていない

当初予算額
（30年度）

要求額
（31年度）

評価結果の悪化（A→B）
にもかかわらず、増額要求と
なった任意拠出⾦の合計
（7拠出⾦）

11.9億円 12.4億円

■任意拠出⾦の評価結果（事業数と⾦額）
29年度要求 30年度要求 31年度要求

A 22 (253.9億円) 23 (236.6億円) 13 (213.5億円)
B 47 (123.3億円) 49 (97.0億円) 54 (98.4億円)
C 5 (0.7億円) 4 (0.6億円) 8 (4.9億円)
D 0 (－) 0 (－) 0 (－)

合計 74 (377.8億円) 76 (334.2億円) 75 (316.8億円)



（参考）国際機関等による⽇本企業からの調達

○ 国連事務局では年間30億ドル（約3,330億円）、国連システム全体（40機関）では186億2,200万ドル（約2兆円）規模
の物品・サービスを調達しており、我が国が任意拠出⾦を⽀出しているその他の国際機関等においても調達活動を実施。

⇒ ⽇本企業による物品・サービスの供給が国連事務局や国連システムの調達額に占める割合は1％以下で推移。外務省は
分担⾦・拠出⾦を⽀出する国際機関等による調達活動の周知とともに、国際機関等に対して⽇本企業とのビジネス・
マッチングの機会の提供を拠出の条件とするなど働きかけを進めてはどうか。

■我が国の国連分担⾦と⽇本企業による落札額の推移
（単位︓億ドル） ■主な物品・サービス品⽬

●物品︓⾷料品、医療品、⾞両、パソコン、居住施設、通信機器、
燃料、建築資材 等

●サービス︓輸送、建設、コンサルタント、通信、レンタル、保守管理、
警備、資⾦管理

■⽇本企業による物品・サービスの落札例
⾃動⾞、医薬品、⾷料、輸送、建設、⾦融、保険等

■落札額が低⽔準で推移する主な背景
●英語による国連ホームページへの企業登録、⼊札書類、契約条件
の交渉等

●物品・サービスの納⼊先が遠隔地の場合の輸送コスト
●⽇本企業の物品・サービスの認知度
●国連関係機関に対する納品ビジネスの認知度 等

■外務省の主な取組
●国連ビジネスセミナーの開催（外務本省）
※平成27年より毎年開催
・国連の調達担当者を招聘し、⼊札⼿続きや調達ニーズ等を紹介
するとともに、国連関係機関等の調達担当者と⽇本企業の個別
⾯談を実施。
（直近の開催実績）
・平成30年7⽉（於︓東京）
セミナー参加団体︓123社200名
個別⾯談参加団体︓56社 12

■国連分担率及び企業落札率の国際⽐較（2017年）
国名 分担率・落札率 国名 分担率・落札率
１位︓⽶国 22％・15.95％ ６位︓イギリス 4.46％・4.37％
２位︓⽇本 9.68％・0.38％ ７位︓ブラジル 3.82％・0.02％
３位︓中国 7.92％・1.07％ ８位︓イタリア 3.74％・2.19％
４位︓ドイツ 6.38％・0.53％ ９位︓ロシア 3.08％・6.92％
５位︓フランス 4.85％・2.91％ 10位︓カナダ 2.92％・1.42％

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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3.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

国連分担金 落札額



13

論点３
外交実施体制の抜本的強化



5,740  5,763  5,763  5,753  5,787 
5,876 

5,982 
6,065 

6,153 

6,311 

29.4

29.6

29.8

30.0

30.2

30.4

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400 外務省（左軸）

政府機関（右軸）

外務省の⼈員体制・在外公館数
○ 我が国は、諸外国よりも少ない公務員数で⾏政需要に応える簡素で効率的な政府を⽬指しているところ、外務省は、外交実施体制の抜本的強化とし
て、定員の拡充や在外公館の新設等を要求。

⇒ 既往の政府⽅針の下、外交実施体制の抜本的強化であっても単に増員をもって解決するのではなく、まずは業務の効率化や様々な⼯夫を⾏うべき。
⇒ 在外公館の新設についても、単なる諸外国の在外公館数との⽐較ではなく、国際社会における我が国の位置付けや、真に必要な外交政策の重要課
題等に照らして、効果的に配置すべき。また、新設に際しては、スクラップ・アンド・ビルドを徹底すべき。

JAPAN HOUSE Los Angeles

①政府機関・外務省定員の推移

純増
１５８人
を要求

②在外公館数の推移

192 192 193 194 194 194 194 195 195 195 195

199 204 203 205 203 204 207 215 220 223 226

127 133 133 134 134 136 139 145 149 150 151

100

120

140

160

180

200

220

240

我が国が国家承認している国の数
⼤使館数

在外公館数合計

➂主要国（P5＋独）との在外公館数の⽐較

④⼤使館を設置していない国との結びつき

151

58

15

151

65

10

153

61

12

146

88

13

161

89

24

168

98

10

169

89

21

英 日 独 露 仏 中 米

226
274

247
276

224 226

279
政府

代表部

大使館

主要国の
在外公館数
の平均250

注）⽇本の数値はＨ３０年度末予定。主要国の数値はＨ３０年１⽉現在。

総領事館

（人） （万人）

（出典︓外務省資料・ＨＰ、内閣⼈事局ＨＰ、税関HP より）
14

○ 日本が国家承認している国195カ国のうち、大使館が設置されていない
44カ国と日本との人的・経済的結びつきは弱い。

31年度は、在エリトリア大使館及び
在バヌアツ大使館を要求

〈在留邦人数〉 〈日系企業数〉 〈我が国との輸出入額〉
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まとめ
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■ 外務省は、①⽇⽶同盟の⼀層の強化、②中国・韓国・ロシア等の近隣諸国との関係強化、③⾃由貿易の推進、④地
球規模課題への取組、⑤中東の平和と安定への貢献の強化、⑥⾃由で開かれたインド太平洋戦略の推進等の重点分野
に取り組む中、平成31年度はG20⼤阪サミット、TICAD7（第7回アフリカ開発会議）、即位の礼（外国賓客の接
遇）等の⾏事を予定。

■ こうした課題への対応のため、外交実施体制の抜本的強化と積極的平和主義に基づく戦略的なODAの拡充を効果的
に組み合わせ、法の⽀配に基づく⾃由で開かれた国際秩序の強化、連結性の強化、保健や防災等のSDGs達成に向け
た協⼒、⺠間企業等の海外展開⽀援、我が国の正しい姿の発信、テロ対策等を実施。

その際、我が国の財政運営が厳しさを増す中、限られた財源の中で地球儀を俯瞰する外交の具体的な成果を出して
いくため、真に必要な政策分野への重点化、予算の無駄のない執⾏、政策の費⽤対効果の検証など、予算の効率的な
活⽤が不可⽋。

＜論点１＞ODA予算の執⾏管理
■ JICAは、⾃⾝において後年度負担の適切な把握を含め、予算の執⾏と事業の進捗管理を徹底すべき。
■ 外務省は、JICAから、案件の執⾏状況、後年度負担額を踏まえた翌年度の契約可能額等を⼗分確認した上で案件を

選定すべき。併せて、政策的重要性の観点も含めて優先順位付けをきめ細やかに⾏うなど、⾒通しを持って円滑に執
⾏できるように留意すべき。

■ 外務省は、後年度負担額の状況や翌年度契約額の⾒通しを明らかにしつつ、個々の案件の費⽤対効果を検証するな
ど、新規案件に係る外交政策上の重要性・優先順位をしっかり⽰した上で毎年度の予算要求を⾏うべき。

＜論点２＞国際機関等の分担⾦・拠出⾦
■ 「国際機関等に対する評価」の客観性・透明性を⼀層向上させ、任意拠出⾦の優先度が分かるよう、評価基準ごと

の評価結果の公表や定量的評価の導⼊に努めるべき。
■ 定量的評価の導⼊に際しては、国際機関等の本部において組織運営や政策⽴案に関与する邦⼈幹部職員数や⽇本企

業の関与（例えば⽇本企業による調達規模等）等、数値化に馴染みやすい項⽬から検討を始め、我が国の財政運営が
厳しさを増す中、国際機関等への分担⾦・拠出⾦が効率的なものとなる取組を進めるべき。

＜論点３＞外交実施体制の抜本的強化
■ 既往の政府⽅針の下、外交実施体制の抜本的強化であっても単に増員をもって解決するのではなく、まずは業務の

効率化や様々な⼯夫を⾏うべき。
■ 在外公館の新設についても、単なる諸外国の在外公館数との⽐較ではなく、国際社会における我が国の位置付け

や、真に必要な外交政策の重要課題等に照らして、効果的に配置すべき。また、新設に際しては、スクラップ・アン
ド・ビルドを徹底すべき。



17

参考資料



⼀般会計ODA予算（当初） ODA事業量（グロス）⾒込

18

（億円） （億円）

⼀般会計ＯＤＡ予算（当初）とＯＤＡ事業量⾒込

14,493

22,933

0

5,000
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20,000

25,000
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無償・技協等

有償

○ ⼀般会計ＯＤＡ予算のうち、無償資⾦協⼒及び技術協⼒は全体の75％と⼤宗を占めている。
○ 外務省は「⾃由で開かれたインド太平洋戦略」を推進するため、無償資⾦協⼒や技術協⼒等を通

じて、 ①法の⽀配、航⾏の⾃由、⾃由貿易等の普及・定着、②経済的繁栄の追求（物理的・⼈的・
制度的連結性、経済連携の強化等）、③平和と安定の確保（海上法執⾏能⼒の構築⽀援、⼈道⽀
援・災害救援、テロ・海賊対策での協⼒等）に取り組んでいる。
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国際機関への出資・拠出
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「⾃由で開かれたインド太平洋戦略」

○ インド太平洋は様々な挑戦に直⾯（海賊、テロ、⼤量破壊兵器の拡散、⾃然災害、現状変更の試み
等）。国際的な連携・協⼒を通じ、既存のルールに基づく国際秩序を確保することが不可⽋。

○「⾃由で開かれたインド太平洋戦略」は、インド太平洋における法の⽀配に基づく⾃由で開かれた国
際秩序を、いずれの国にも安定と繁栄をもたらす「国際公共財」とするために推進。 具体的には、以
下の「三本柱」を推進。
① 法の⽀配、航⾏の⾃由、⾃由貿易等の普及・定着
② 経済的繁栄の追求（連結性、経済連携の強化 等）
③ 平和と安定の確保（海上法執⾏能⼒の構築⽀援、⼈道⽀援・災害救援、不拡散分野等での協⼒ 等）
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ｼﾞﾌﾞﾁ

ｿﾛﾓﾝ諸島

ﾊﾞﾇｱﾂ

ﾄﾝｶﾞ

ﾆｳｴ

ﾏｰｼｬﾙ諸島

ﾊﾟﾗｵ

【海上法執行能力構築】

○海上保安能力向上のための研修の実施
及び機材供与
【海洋安全保障能力構築支援】
○海洋学研修
○国際航空法 ○国際海洋法

インドネシア

【海上法執行能力構築】
○巡視艇（２隻）の供与
○海上法執行能力強化のための能力構築
【テロ・治安対策】
○テロ対策機材の供与
【紛争後対応】
○地雷除去の実施
○紛争復興のためのインフラ整備
【防災・災害救援】
○洪水・土砂災害対策能力向上のための機材供与及び能力構築
○捜索救難セミナー

スリランカ

【テロ・治安対策】
○テロ対策・治安能力強化機材の供与
【防災・災害救援】
○災害復興のためのインフラ整備及び機材供与

バングラデシュ

【テロ・治安対策】
○テロ対策機材の供与
【防災・災害救援】
○防災機材の供与

モルディブ

【海上法執行能力構築】
○巡視艇（２隻）の供与
○監視船の供与
○ジブチ地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ向けｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ジブチ

【海上法執行能力構築】
○監視船の供与
【テロ・治安対策】
○テロ監視機材の供与

ケニア

【海上法執行能力構築】
○巡視船（６隻）の供与
○中古船（７隻）及び関連機材の供与
○海上犯罪取締りに関する研修の実施
【海洋安全保障能力構築支援】
○潜水医学 ○飛行安全
○国際航空法 ○航空救難
【防災・災害救援】
○水災害対策能力向上のためのシステム整備及び機材供与

ベトナム

【海上法執行能力構築】
○巡視船（１２隻）の供与
○小型高速艇（１３隻）の供与
○沿岸監視レーダーの供与
○海上法執行能力向上のための研修の実施
【海洋安保能力構築支援】
○艦船整備 ○国際航空法 ○海自練習機TC‐90移転
【テロ・治安対策】
○テロ対策機材の供与
【防災・災害救援】
○洪水対策のためのインフラ整備

フィリピン

【海上法執行能力構築】
○違法漁業対策能力向上のための研修の実施
【海洋安全保障能力構築支援】
○国際航空法 ○飛行安全
【テロ・治安対策】
○テロ監視機材の供与
【防災・災害救援】
○災害医療に関する能力構築

タイ

【海上法執行能力構築】
○中古税関監視艇の改修及び関連機材の整備

カンボジア

【テロ・治安対策】
○テロ対策機材の供与
【防災・災害救援】

○サイクロン・洪水対策能力向上のため
の機材供与

【防災・災害救援】

○震災復興のためのインフ
ラ整備及び機材供与

ネパール

パキスタン

マレーシア

【海上法執行能力構築】
○中古巡視船（２隻）の供与

○海上保安能力向上のための研修
の実施
【海洋安全保障能力構築支援】
○国際航空法

【海洋安全保障能力構築支援】
○潜水医学
○国際航空法

ミャンマー

【防災・災害救援】
○捜索救難セミナー

ブルネイ

【海洋安保能力構築支援】
○日ＡＳＥＡＮ乗艦協力プログラム
○HA/DRに関する日ASEAN招へいプログラム
○コープノースグアム2018HA/DR招へいプログラム
【防災】
○AHAセンターへの支援
【地雷処理】
○タイ・カンボジア国境間における地雷除去

ASEAN

【海賊対処】
○情報共有・キャパビル
プログラム実施

ReCAAP‐ISC
（星に設置）

【海賊対策】
○海賊対処オペレーション

アデン湾

インド太平洋地域の平和と安定の確保に向けた取組
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ＪＩＣＡ予算執⾏管理問題（メディアにおける報道例）

政府開発援助（ＯＤＡ）の実施機関である国際協⼒機構（ＪＩＣＡ）が「資⾦不⾜」に陥っているのではないか――。関
係者の間で、こんな懸念が⾼まっている。
ＪＩＣＡの委託を受けて途上国でＯＤＡ事業を実施するコンサルタント会社に対し、ＪＩＣＡが夏場以降、事業計画の先延
ばしや⾒直しを迫ったり、事業⾃体の発注件数を絞ったりするケースが⽬⽴つようになったためだ。ＯＤＡの受託業者の業界団体
が会員企業を中⼼に調べたところ、事業計画の⾒直しや案件の絞り込みによって、今年度にＪＩＣＡからの受注額が当初⽐で計
60億円程度落ち込む可能性があるという。
関係者によると、ＪＩＣＡが⾒直しや絞り込みを⾏っているのは、ＯＤＡ事業のうち、主に「技術協⼒」と呼ぶ分野だという。途

上国に農業や医療などの専⾨家を派遣するなど、⽇本の進んだ技術やノウハウを伝え、途上国の⽣産性や技術を⾼める取り組み
だ。
ＪＩＣＡは説明に追われている。関係者の話を総合すると、11⽉に少なくとも２回、業界側に事情を説明したとされる。ＪＩＣＡ
は取材に対し、「（コンサル側に）計画⾒直しをお願いしているのは事実。２０１６年度事業予算の執⾏率が例年に⽐べ⾼かっ
たため、17年度予算は⼀部の部局で逼迫(ひっぱく)した状況が⽣じている。ただ、資⾦そのものが不⾜したり、業者側に⽀払い延
期を迫ったりしているわけではない」（広報課）と回答した。（以下略）

（出所）2017年12⽉17⽇「サンデー毎⽇」
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ＪＩＣＡが２０１７年度、予算管理の「不⼿際」（関係者）から、途上国でＯＤＡ事業を実際に⼿がけるコンサルタント会
社などに対し、事業計画の⾒直しや発注の絞り込みなどを依頼する事態に陥っている…。ＯＤＡのうち、主に「技術協⼒」と呼ば
れる分野を中⼼に１６年度予算に計上した事業の執⾏率が例年に⽐べ⾼くなり、１７年度の予算を超過する恐れが⽣じたため
だという。⼤まかには、ＪＩＣＡ内の調整がうまくいかなかったことが理由だ。（以下略）

（出所）2018年1⽉9⽇「週刊エコノミスト」

（中略）基本的な対応策は、「マネジメント能⼒強化」の⼀環として組織的なタテ割りを統括する”JICA司令塔”の構築であろう。
…本来ならば、全体的な実務⾯での最⾼位の“理事会”（⺠間の重役会議）が重要な役割を果たさなければならない…。これ
からは、少ない予算で最⼤の効果を⽣むような体制づくりを陣頭指揮するのがJICA理事会の最⼤の役割であることを肝に銘じるべき
である。（以下略）

（出所）2018年3⽉「国際開発ジャーナル」


