
令和２年度外務省政策評価の結果の政策への反映状況について 

 

令和３年４月 

外  務  省 

 

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13 年法律第 86 号）第十一

条（「行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の

結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなけれ

ばならない。」）に基づき、令和２年度に実施した政策評価の結果の政策への反映

状況につき公表します。 

 

１ 事前評価の結果の政策への反映状況 

 個別の政府開発援助を対象とした事前評価は、供与限度額 10 億円以上のプロ

ジェクト関連の無償資金協力案件、及び供与限度額 150 億円以上のプロジェク

ト関連の有償資金協力案件について行い、随時公表しています。令和２年度には

無償資金協力 26 件及び有償資金協力 14 件について事前評価が実施され、全 40

件について交換公文が署名されました。 

 

２ 事後評価の結果の政策への反映状況 

令和元年度に実施した施策 19 件のうち 12 件、政府開発援助の未着手案件（政

策決定後５年を経過した段階で資金協力が実施されていないもの）及び未了案

件（政策決定後 10 年を経過した時点で資金協力が終了していないもの）18 件、

の計 30 件を対象に事後評価を行い、その結果を令和２年度に公表しました。今

回は、その政策評価の結果が、その後の政策の企画立案に具体的にどのように反

映（反映予定を含む。）されたかをとりまとめました。 

（了） 
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外務省における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況 

 

（事前評価） 

 

表 1  政府開発援助を対象として評価を実施した政策（無償資金協力）（令和 2年 5月 29 日、6月 30 日、7月 31

日、8月 31 日、9月 30 日、10月 30 日、11月 30 日、12月 28 日、令和 3年 1月 29 日、2月 26 日及び 3月 31

日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/oda/mofa.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
数値標高モデル及びオルソ画像整備計画（ネ

パール） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 5月 25 日） 

供与限度額 11億 7,000 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

2 シェムリアップ州病院改善計画（カンボジア） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 6月 5日） 

供与限度額 21億 5,300 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

3 
コッパーベルト州における保健センターの郡

病院への改善計画（ザンビア） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 7月 14 日） 

供与限度額 26億 5,400 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

4 第四次地方飲料水供給計画（ガンビア） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 7月 27 日） 

供与限度額 15億 9,100 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

5 
バルバラ地区ナッシブにおける小中学校建設

計画（ジブチ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 8月 3日） 

供与限度額 20億 9,200 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

6 教員養成校改善計画（ラオス） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 8月 23 日） 

供与限度額 19億 1,200 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

7 リロングウェ市幹線道路改修計画（マラウイ） 
＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 
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交換公文の署名（令和 2年 9月 9日） 

供与限度額 30億 9,900 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

8 
マジュロ環礁における貯水池整備計画（マー

シャル） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 9月 17 日） 

供与限度額 17億 5,700 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

9 
ナクル市及びその周辺並びにモンバサ市周辺

配電設備整備計画（ケニア） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 9月 18 日） 

供与限度額 18億 8,700 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

10 
教育の質及び環境改善のための学校建設計画

（パレスチナ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 10月 21 日） 

供与限度額 24億 6,400 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

11 

カブール国際空港航空交通管制サービス施設

及び管制塔整備計画（国連プロジェクトサー

ビス機関（UNOPS）連携）（アフガニスタン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 11月 15 日） 

供与限度額 19億 9,500 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

12 漁業資源管理指導船建造計画（チュニジア） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 12月 9日） 

供与限度額 12億 900 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

13 
ニアッサ州における地方給水施設建設計画

（モザンビーク） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 12月 11 日） 

供与限度額 20億 7,600 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

14 上水道施設運営維持管理改善計画（スーダン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 12月 20 日） 

供与限度額 10億 400 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

15 ザイ給水システム改良計画（ヨルダン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 1月 18 日） 

供与限度額 23億 7,900 万円 
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令和 4年度予算要求に反映予定 

16 
サッカル市における気象レーダー設置計画

（パキスタン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 1月 25 日） 

供与限度額 19億 8,600 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

17 
コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設計画（ベ

ナン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 1月 26 日） 

供与限度額 36億 7,500 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

18 第二次ククム幹線道路改善計画（ソロモン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 1月 27 日） 

供与限度額 31億 5,900 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

19 
地方電力供給網拡張計画（パプアニューギニ

ア） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 1月 29 日） 

供与限度額 10億円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

20 
きれいな街のための廃棄物管理機材改善計画

（スーダン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 2月 3日） 

供与限度額 12億 4,100 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

21 
西ナイル地域の難民受入地域における国道改

修計画（ウガンダ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 2月 11 日） 

供与限度額 38億 2,100 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

22 
中央地方及び中央南部地方における中学校建

設計画（UNICEF 連携）（ブルキナファソ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 2月 25 日） 

供与限度額 13億 5,000 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

23 
シハヌークビル港船舶航行安全システム整備

計画（カンボジア） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 1日） 

供与限度額 11億 3,200 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 
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24 
ファイサラバードにおける浄水場及び送配水

管網改善計画（パキスタン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 19 日） 

供与限度額 40億 9,400 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

25 
フリータウンにおける子ども病院強化計画

（シエラレオネ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 22 日） 

供与限度額 23億 8,300 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

26 
アンダマン・ニコバル諸島における電力供給

能力向上計画（インド） 

＜予算要求・事業採択＞ 

無償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 26 日） 

供与限度額 40億 1,600 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

 
表 2  政府開発援助を対象として評価を実施した政策（有償資金協力）（令和 2年 6月 30 日、8月 31 日、11月 30

日及び令和 3年 3月 31 日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/oda/mofa.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
ダバオ市バイパス建設計画（第二期）（フィリ

ピン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 6月 8日） 

供与限度額 348 億 3,000 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

2 
セブ－マクタン橋（第四橋）及び沿岸道路建設

計画（フィリピン） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 6月 8日） 

供与限度額 1,192 億 2,500 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

3 
ジャムナ鉄道専用橋建設計画（第二期）（バン

グラデシュ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 8月 12 日） 

供与限度額 890 億 1,600 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

4 
ダッカ都市交通整備計画（5 号線北路線）（第

一期）（バングラデシュ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 8月 12 日） 

供与限度額 556 億 9,600 万円 

令和 3年度予算要求に反映 
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5 
ダッカ都市交通整備計画（IV）（バングラデシ

ュ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 8月 12 日） 

供与限度額 721 億 9,400 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

6 
ハズラット・シャージャラール国際空港拡張

計画（第二期）（バングラデシュ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 8月 12 日） 

供与限度額 800 億円 

令和 3年度予算要求に反映 

7 
都市開発及び都市行政強化計画（バングラデ

シュ） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 8月 12 日） 

供与限度額 282 億 1,700 万円 

令和 3年度予算要求に反映 

8 
東西経済回廊幹線道路整備計画（バゴー－チ

ャイトー間新道路）（ミャンマー） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 11月 4日） 

供与限度額 277 億 7,900 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

9 
中小企業金融強化計画（フェーズ 3）（ミャン

マー） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 2年 11月 4日） 

供与限度額 150 億円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

10 
ベンガルール・メトロ建設計画（フェーズ 2）

（インド） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 26 日） 

供与限度額 520 億 3,600 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

11 
デリー高速輸送システム建設計画（フェーズ

4）（第一期）（インド） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 26 日） 

供与限度額 1,199 億 7,800 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

12 
北東州道路網連結性改善計画（フェーズ 5）（イ

ンド） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 26 日） 

供与限度額 152 億 8,500 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

13 
全インド医科大学マドゥライ校整備計画（イ

ンド） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 
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交換公文の署名（令和 3年 3月 26 日） 

供与限度額 227 億 8,800 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

14 
ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策計画

（フェーズ 2）（インド） 

＜予算要求・事業採択＞ 

有償資金協力の実施 

交換公文の署名（令和 3年 3月 26 日） 

供与限度額 458 億 1,600 万円 

令和 4年度予算要求に反映予定 

 

（事後評価） 

 

表 3  目標管理型の政策評価を実施した政策（実績評価方式）（令和 2年 9月 30 日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/mofa_h24.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
反映状況 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

【基本目標Ⅰ施

策Ⅰ-1】 

アジア大洋州地

域外交 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

アジア大洋州地域の安定と繁栄の確保を目指し、地域協

力を推進するとともに、域内諸国・地域間における未来に

向けた友好関係を構築するため、令和 3年度予算概算要求

で一般予算 4,882,076 千円及び分担金・拠出金 1,120,618

千円を要求した（令和 3年度予算案額：一般予算 3,183,332

千円、分担金・拠出金 719,308 千円）。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な機構要求（在ダナン総領事館の設置要求及びアジ

ア大洋州局中国・モンゴル第二課企画官の設置要求）、必要

な定員要求（ASEAN 感染症対策センター設置関連事務に伴

う 1名新規増要求、旭日旗関連事務に伴う 1名新規増要求、

旧朝鮮半島出身労働者問題の関連業務増大に伴う3名新規

増要求、慰安婦問題の関連業務増大に伴う 2名新規増要求、

経済安全保障関連業務増加に伴う 2名新規増要求等）を行

った。 

 

＜事前分析表の変更状況＞ 

・当該施策目標（個別分野 1）の実現に向けた成果を分か

りやすく評価できるように、測定指標（ARF）を追加する

こととした。 

・日中関係の現状を踏まえて施策目標について見直しを行

い、測定指標を一部変更することとした。 

・目標達成度合いの測定結果を踏まえ、当該施策目標（個
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別分野 3）について見直しを行い、新たな目標を設定する

こととした。また、達成手段が当該施策目標へ有効かつ

効率的に寄与しているかについて検証するとともに、目

標を達成しなかった原因の分析を行い、測定指標 3-1 及

び 3-4 を変更し、測定目標 3-5 については参考指標にす

ることとした。 

2 

【基本目標Ⅰ施

策Ⅰ-2】 

北米地域外交 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

我が国外交・安全保障の基軸である日米同盟の更なる強

化、及び日加関係の更なる強化のため、令和 3年度予算概

算要求で一般予算 572,198 千円を要求した（令和 3年度予

算案額：一般予算 567,579 千円）。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な定員要求（自由で開かれたインド太平洋の推進業

務増加に伴う 1 名新規増要求、日米防衛協力強化に伴う 1

名新規増要求、日米共同研究開発の促進に係る事務の強化

に伴う 1名新規増要求、環境補足協定運用に伴う 1名新規

増要求等）を行った。 

 

＜事前分析表＞ 

施策目標及び達成手段の妥当性に係る検討結果を踏ま

え、引き続き当該施策目標に向け、測定指標及び達成手段

を維持しつつ、政策を推進していくこととした。 

3 

【基本目標Ⅰ施

策Ⅰ-3】 

中南米地域外交 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

近年活発化している対中南米外交の機運の盛り上がり

も活用し、政治・経済のみならず、文化面も含めあらゆる

分野での交流・連携を引き続き促進するため、令和 3年度

予算概算要求で一般予算 123,163 千円及び分担金・拠出金

5,863 千円を要求した（令和 3 年度予算案額：一般予算

94,752 千円、分担金・拠出金 4,357 千円）。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な定員要求（日ブラジル関係強化に伴う 1名新規増

要求）を行った。 

 

＜事前分析表＞ 

施策目標及び達成手段の妥当性に係る検討結果を踏ま

え、引き続き当該施策目標に向け、測定指標及び達成手段

を維持しつつ、政策を推進していくこととした。 

4 

【基本目標Ⅰ施

策Ⅰ-4】 

欧州地域外交 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

欧州各国、ロシア、中央アジア・コーカサス諸国、欧州

主要機関及び地域協力機構等との協議や関係強化、また我
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が国の立場や政策に関する発信業務等のために、令和 3年

度予算概算要求で一般予算 1,418,089 千円及び分担金・拠

出金 189,555 千円を要求した（令和 3年度予算案額：一般

予算 1,301,512 千円、分担金・拠出金 189,881 千円）。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な定員要求（ASEF（アジア欧州財団）関連業務の増

加に伴う 1名新規増要求、経済安全保障関係事務の強化に

伴う 1名新規増要求、「V4＋日本」関係事務の強化に伴う

1 名新規増要求、日露エネルギー協力事業の強化に伴う 1

名新規増要求、中央アジア地域交流業務への対応に伴う 1

名新規増要求等）を行った。 

 

＜事前分析表の変更状況＞ 

施策目標の実現に向けた成果を分かりやすく評価でき

るように、測定指標名（4-1「政府間対話の進展」）を変更

し、達成手段（日露地域交流年）を新しく追加することと

した。 

5 

【基本目標Ⅰ施

策Ⅰ-5】 

中東地域外交 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

多くの課題を抱える中東・北アフリカ地域の平和と安定

及び経済的発展を支え、資源の安全供給を確保するととも

に、中東・北アフリカ地域における我が国の国際的な立場

及び発言力を強化するため令和 3年度予算概算要求で一般

予算 137,029 千円及び分担金・拠出金 67,688 千円を要求

した（令和 3年度予算案額：一般予算 131,035 千円、分担

金・拠出金 67,067 千円）。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な定員要求（イラン関係事務の強化に伴う 1名新規

増要求等）を行った。 

 

＜事前分析表の変更状況＞ 

・目標達成度合いの測定結果を踏まえ、中東地域外交にお

ける施策目標について見直しを行い、一部新たな目標を

設定することとした。 

・中東地域外交における施策目標の実現に向け、達成手段

（「アフガニスタン復興支援会合」及び「中東地域情勢担

当参与」を削除、「中東地域の平和と安定の実現に向けた

外交努力」、「ガザ教員招へい」及び「イランへの働きか

け」を追加）を変更することとした。 

6 
【基本目標Ⅰ施

策Ⅰ-6】 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

令和 3年度の予算要求では、令和 2年度の政策評価結果
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アフリカ地域外

交 

及び予算の効率的な利用を念頭に、アフリカの成長・開発

に関する TICAD プロセスの推進と、アフリカとの対話・交

流及び我が国の対アフリカ政策に関する国内外の理解促

進のために、令和 3年度に開催する TICAD 閣僚会合の開催

経費や国際連合開発計画拠出金を中心に、令和 3年度予算

概算要求で一般予算 379,467 千円及び分担金・拠出金

308,016 千円を要求した（令和 3 年度予算案額：一般予算

301,817 千円、分担金・拠出金 263,193 千円）。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な機構要求（在エリトリア兼勤駐在官事務所の設置

要求）、必要な定員要求（TICAD フォローアップ関係事務の

強化に伴う 1名新規増要求）を行った。 

 

＜事前分析表の変更状況＞ 

・個別分野 1の参考指標（対アフリカ民間投資残高）につ

いては、目標に整合的な数値ではなく、このような流動

的な数値を評価の際に参考とすることは必ずしも適当

ではないため、設定を終了することとした。 

・個別分野 2の参考指標（内閣府世論調査）についても、

調査対象が非常に限定的であることから、目標達成を測

定するのに必ずしも適当ではないため、設定を終了する

こととした。 

7 

【基本目標Ⅳ施

策Ⅳ-1】 

領事業務の充実 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

 いかなる危機下でも領事業務を万全に遂行すべく、デジ

タル化を一層推進し、さらに、今回の新型コロナ禍を踏ま

え、在留邦人・日系人を支援し、緊急事態対応を強化する

等のため、令和 3年度予算概算要求で一般予算 17,109,246

千円及び分担金・拠出金 3,303 千円を、令和 2年度 3次補

正予算で 8,760,844 千円を要求した（令和 3年度予算案額：

一般予算 10,910,081 千円、分担金・拠出金 3,273 千円、令

和 2年度 3次補正予算案額：8,760,844 千円）。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な定員要求（感染症対策関連事務の増加に伴う 3名

新規増要求、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う邦人

援護業務強化に伴う 2 名新規増要求、次世代 IC 旅券関係

事務の強化に伴う 1名新規増要求、国際的な人の往来の再

開関連業務に伴う 2 名新規増要求、在外公館の領事担当 4

名新規増要求）を行った。 

 

＜事前分析表の変更状況＞ 
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・測定指標 1-7（在留届・旅レジ）は、目標を達成したこと

から、平成 29年度をもって設定を終了した。 

・在外公館の領事サービスの維持・向上のための達成手段

として「⑧領事手続におけるデジタル・ガバメントの推

進」を追加することとした（測定指標 1-1 利用者の評価

等サービスの向上）。 

・施策目標である「在外邦人の安全対策強化」を達成する

上では、精神科顧問医等外部の専門的な知見を活用し、

よりきめの細かい邦人援護業務を実施することが有益で

あるため、「測定指標 2-4 困窮邦人等の援護」を削除し、

参考指標「外部人材を通じた邦人援護件数」を掲載する

こととした。 

・参考指標 3（来日外国人の犯罪の総検挙件数（暦年））は、

平成 30 年をもって警察庁ホームページによる公表がな

くなったことから、令和元年度をもって終了することと

した。 

8 

【基本目標Ⅴ施

策Ⅴ-1】 

外交実施体制の

整備・強化 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算関連＞ 

激動する国際社会の中で我が国の平和と繁栄を確保す

るための外交を実施する上で必要な体制（定員・機構、在

外公館等の警備、情報防護能力、地方自治体との連携）の

整備・強化を推進していくが、本施策は外務省全体の予算

に拘わっているため、特定の項の下での予算は計上してい

ない。 

 

＜機構・定員要求＞ 

必要な機構要求（在ダナン総領事館及び在エリトリア兼

勤駐在官事務所の設置要求並びにアジア大洋州局中国・モ

ンゴル第二課企画官及び国際協力局地球規模課題総括課

国際保健政策室の設置要求）、必要な定員要求（警備担当官

の 6名新規増要求等）を行った。 

 

＜事前分析表＞ 

施策目標及び達成手段の妥当性に係る検討結果を踏ま

え、引き続き当該施策目標に向け、測定指標及び達成手段

を維持しつつ、政策を推進していくこととした。 

9 

【基本目標Ⅴ施

策Ⅴ-2】 

外交情報通信基

盤の整備・拡充 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算関連＞ 

IT による行政運営の簡素化・効率化・合理化を推進する

とともに、外交通信の安定運用のため一層のセキュリティ

強化を図っていくが、本施策は外務省全体の予算に関わっ

ているため、特定の項の下での予算は計上していない。 

 

＜機構・定員要求＞ 
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必要な定員要求（外交通信体制整備関係事務の強化に伴

う 3名新規増要求等）を行った。 

 

＜事前分析表＞ 

 施策目標及び達成手段の妥当性に係る検討結果を踏ま

え、引き続き当該施策目標に向け、測定指標及び達成手段

を維持しつつ、政策を推進していくこととした。 

10 

【基本目標Ⅶ施

策Ⅶ-1】 

国際機関を通じ

た政務及び安全

保障分野に係る

国際貢献 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進 

＜予算要求＞ 

政務及び安全保障分野における国際機関への拠出金・分

担金による我が国の国際貢献については、主な拠出金・分

担金を取り上げ評価することにより、施策全体の評価に代

えている。令和 2年度については、親日派・知日派育成の

ための交流拡充拠出金を取り上げて評価した。 

親日派・知日派育成のための交流拡充拠出金に関し、将

来を担う人材を海外から招へい又は日本から派遣し、親日

派及び知日派を発掘し、我が国の外交基盤を推進するた

め、令和 3年度予算概算要求においては施策Ⅲ-1（内外広

報・文化交流・報道対策）の中で要求した。 

 

・令和 3 年度概算要求額（施策Ⅲ-1）：分担金・拠出金

5,926,327 千円（うち、親日派・知日派育成のための交

流拡充拠出金要求額は 2,216,167 千円）［令和 3 年度予

算案額：分担金・拠出金 5,339,371 千円（うち、親日派・

知日派育成のための交流拡充拠出金額は 1,678,798 千

円）］ 

・令和 2 年度 3 次補正予算要求額：14,055,395 千円（う

ち、親日派・知日派育成のための交流拡充拠出金要求額

は 0 千円）［令和 2 年度 3 次補正予算案額：14,055,395

千円（うち、親日派・知日派育成のための交流拡充拠出

金額は 0千円）］ 

 

＜事前分析表＞ 

政策評価体系を見直し、各分担金・拠出金が関係する他

の施策（基本目標Ⅰ～Ⅵ）に組み込むこととした。 

11 

【基本目標Ⅶ施

策Ⅶ-2】 

国際機関を通じ

た経済及び社会

分野に係る国際

貢献 

相当程度

進展あり 

引 き 続 き

推進 

＜予算要求＞ 

経済及び社会分野における国際機関への拠出金・分担金

による我が国の国際貢献については、主な拠出金・分担金

を取り上げ評価することにより、施策全体の評価に代えて

いる。令和 2年度については、経済協力開発機構（OECD）

分担金及び日・OECD 協力拠出金を取り上げて評価した。 

加盟国の経済成長、途上国経済の発展、自由貿易の拡大

といった活動目的の達成に寄与するために OECD の議論に
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積極的に参加し、また、議論をリードすることにより、国

際経済秩序形成に参画するため、令和 3年度予算概算要求

においては施策Ⅱ-2（国際経済に関する取組）の中で必要

な経費を要求した。 

 

・令和 3 年度概算要求額（施策Ⅱ-2）：分担金・拠出金

8,931,237 千円（うち、OECD への分担金・拠出金要求額

は 3,020,995 千円）［令和 3年度予算案額：分担金・拠出

金 8,942,149 千円（うち、OECD への分担金・拠出金額は

3,038,768 千円）］ 

 

＜事前分析表＞ 

政策評価体系を見直し、各分担金・拠出金が関係する他

の施策（基本目標Ⅰ～Ⅵ）に組み込むこととした。 

12 

【基本目標Ⅶ施

策Ⅶ-3】 

国際機関を通じ

た地球規模の諸

問題に係る国際

貢献 

相当程度

進展あり 

引き続き推

進  

＜予算要求＞ 

地球規模の諸問題における国際機関への拠出金・分担金

による我が国の国際貢献については、主な拠出金・分担金

を取り上げ評価することにより、施策全体の評価に代えて

いる。令和 2 年度については、国際移住機関（IOM）分担

金、IOM 拠出金、IOM 拠出金（人身取引被害者の帰国支援事

業）を取り上げて評価した。 

IOM への分担金及び拠出金に関し、移民・難民等に対す

る人道支援という地球規模の諸問題の解決に向けた取組

のため、脆弱な難民・国内避難民の保護支援、国境管理強

化支援、難民・国内避難民のホストコミュニティー安定化

支援等を推進するため、令和 3年度予算概算要求において

は施策Ⅱ-1（国際の平和と安定に対する取組）及び施策Ⅵ

-1（経済協力）の中で、また、令和 2年度 3次補正予算要

求で必要な経費を要求した。 

 

・令和 3 年度概算要求額（施策Ⅱ-1）：分担金・拠出金

86,918,078 千円（うち、IOM 拠出金（人身取引被害者の

帰国支援事業）要求額は 15,474 千円）［令和 3年度予算

案額（施策Ⅱ-1）：分担金・拠出金 85,447,690 千円（う

ち、IOM 拠出金（人身取引被害者の帰国支援事業）額は

15,332 千円）］ 

・令和 3 年度概算要求額（施策Ⅵ-1）：分担金・拠出金

6,894,001 千円（うち、IOM への分担金要求額は 548,735

千円）［令和 3年度予算案額（施策Ⅵ-1）：分担金・拠出

金 5,803,455 千円（うち、IOM への分担金額は 548,735

千円）］ 

・令和 2 年度 3 次補正予算要求額：105,368,486 千円（う
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ち、IOM への拠出金要求額は 4,081,085 千円）［令和 2年

度 3次補正予算案額：105,368,486 千円（うち、IOM への

拠出金額は 4,081,085 千円）］ 

 

＜事前分析表＞ 

政策評価体系を見直し、各分担金・拠出金が関係する他

の施策（基本目標Ⅰ～Ⅵ）に組み込むこととした。 

 

表 4  政府開発援助を対象として評価を実施した政策（未着手・未了）（令和 2年 6月 9日公表）  

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/oda/mofa.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
反映状況 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

地上テレビ放送

デジタル化計画

（スリランカ） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

2 

ペルー沿岸部洪

水対策計画（ペ

ルー） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

3 

グワハティ下水

道整備計画（イ

ンド） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

4 

シハヌークビル

港多目的ターミ

ナ ル 整 備 計 画

（カンボジア） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

5 

ジャワ・スマト

ラ連系送電線計

画（第一期）（イ

ンドネシア） 

継 続 が 妥

当 

廃止・休止

又は中止 

＜予算要求・事業実施＞ 

支援中止に向けた具体的な手続きについて先方政府との

協議を実施中 

令和 4年度予算要求に反映予定 

6 

ルムットバライ

地 熱 発 電 計 画

（ イ ン ド ネ シ

ア） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

7 

サンタ・カタリ

ーナ州沿岸部衛

生改善計画（ブ

ラジル） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

8 
ビリングス湖流

域環境改善計画

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 
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（ブラジル） 令和 3年度予算要求に反映 

9 

チッタゴン環状

道 路 建 設 計 画

（バングラデシ

ュ） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続し、令和 2年度中に完了 

令和 4年度予算要求に反映予定 

10 

キャンディ市下

水 道 整 備 計 画

（スリランカ） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

11 

貨物専用鉄道建

設計画（フェー

ズ 1）第二期（イ

ンド） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

12 

シッキム州生物

多様性保全・森

林管理計画（イ

ンド） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

13 

ウグレヴィック

火力発電所排煙

脱硫装置建設計

画（ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

14 

中西部上水道セ

ク タ ー ロ ー ン

（イラク） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

15 

デラロック水力

発電所建設計画

（イラク） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

16 

ブカレスト国際

空港アクセス鉄

道建設計画（ル

ーマニア） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

17 

地方都市上水道

整備計画（モロ

ッコ） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

18 

オ ル カ リ ア I 

4・5 号機地熱発

電計画（ケニア） 

継 続 が 妥

当 

引き続き推

進 

＜予算要求・事業実施＞ 

引き続き支援を継続 

令和 3年度予算要求に反映 

 

 


