
令和３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４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３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。今回は、以下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。

１ 事前評価

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３年度には、

交換公文を署名した無償資金協力 22 件及び有償資金協力 12 件について事前評

価書を公表しました。

併せて、規制を対象として評価を実施した政策３件について事前評価書を公

表しました。

２ 事後評価

令和２年度に実施した施策 16 件のうち７件、租税特別措置１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）12 件、の計 20 件を対象に事後評価を行い、その結果を令和３年度

に公表しました。

（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）

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
国立公衆衛生研究所建設計画（ギニア）

（令和 3年 5月 31 日公表）

＜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 5月 11 日）

供与限度額 22 億 2,700 万円

令和 4年度予算要求に反映

2

シンド州における母子保健医療施設拡充

計画（パキスタン）（令和 3 年 8 月 31 日

公表）

＜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 8月 31 日）

供与限度額 34 億 4,500 万円

令和 4年度予算要求に反映

3
第二次テマ交差点改良計画（ガーナ）（令

和 3年 9月 30 日公表）

＜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 9月 10 日）

供与限度額 36 億 5,600 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

4

プレジデンテ・ニコラウ・ロバト国際空港

整備計画（東ティモール）（令和 3年 10月

29 日公表）

＜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 10月 1日）

供与限度額 49 億 100 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

5
リロングウェ市における変電所改修計画

（マラウイ）（令和 3年 10月 29 日公表）

＜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 10月 18 日）

供与限度額 28 億 9,100 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

6

クフォ県及びプラトー県における飲料水

供給システム強化計画（ベナン）（令和 3

年 11 月 30 日公表）

＜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 11月 16 日）

供与限度額 32 億 1,800 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

7
消防機材整備計画（モルドバ）（令和 3年

11 月 30 日公表）

＜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 11月 26 日）

供与限度額 15 億 4,900 万円



2

令和 5年度予算要求に反映予定

8
海上保安能力向上計画（ジブチ）（令和 3

年 12 月 28 日公表）

＜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 12月 15 日）

供与限度額 29 億 4,600 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

9
小水力発電整備計画（レソト）（令和 4年

1月 31 日公表）

＜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 4年 1月 24 日）

供与限度額 14 億 1,500 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

10
キゴマ港改修計画（タンザニア）（令和

4年 2月 28 日公表）

＜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 4年 2月 4日）

供与限度額 27 億 2,600 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

11
サント島における水力発電施設建設計画

（バヌアツ）（令和 4年 2月 28 日公表）

＜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 4年 2月 8日）

供与限度額 39 億 5,100 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

12

ヤンゴン河航路標識改修計画（ミャンマ

ー）（令和 4年 3月 31 日公表）

※本件は令和 2年度の案件であるが、評価書の公

表は 3年度となった。

＜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 2日）

供与限度額 13 億 9,900 万円

令和 3年度予算要求に反映

13
行政運営研究・人材育成施設整備計画（バ

ングラデシュ）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 12月 22 日）

供与限度額 24 億 2,900 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

14
ビシュケク-オシュ道路地吹雪対策計画

（キルギス）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 12月 24 日）

供与限度額 10 億 3,300 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

15
国道一号線橋梁架け替え計画（ホンジュ

ラス）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 1日）

供与限度額 23 億 9,800 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

16 水産職業訓練センター施設整備計画（モ ＜予算要求・事業採択＞
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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）

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

ーリタニア）（令和 4年 3月 31 日公表） 無償資金協力の実施

交換公文の署名（令和 4年 3月 1日）

供与限度額 19 億 1,500 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

17
スバイリエンにおける上水道拡張計画

（カンボジア）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 2日）

供与限度額 27 億 8,600 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

18
ビラトナガルにおける上水道改善計画

（ネパール）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 10 日）

供与限度額 25 億 4,100 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

19

ラオス国立大学工学部施設及び実験機材

整備計画（ラオス）（令和 4 年 3 月 31 日

公表）

＜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 4年 3月 15 日）

供与限度額 21 億 500 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

20
マナグア市における上水道改善計画（ニ

カラグア）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 25 日）

供与限度額 14 億 1,500 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

21
タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画（フィ

ジー）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 29 日）

供与限度額 29 億 3100 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

22

ビジャ・アジェス市における給水システ

ム改善計画（パラグアイ）（令和 4年 3月

31 日公表）

＜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 4年 3月 29 日）

供与限度額 19 億 3,600 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況

1

マニラ首都圏地下鉄計画（フェーズ 1）

（第二期）（フィリピン）（令和 3 年 7 月

30 日公表）

＜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 7月 27 日）
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供与限度額 2,533 億 700 万円

令和 4年度予算要求に反映

2
地方自治体環境改善計画（トルコ）（令和

3年 8月 31 日公表）

＜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 8月 20 日）

供与限度額 450 億円

令和 4年度予算要求に反映

3
バスラ製油所改良計画（第三期）（イラク）

（令和 3年 10 月 29 日公表）

＜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 10月 4日）

供与限度額 327 億円

令和 5年度予算要求に反映予定

4

ダッカ都市交通整備計画（1号線）（第二

期）（バングラデシュ）（令和 3年 11 月 30

日公表）

＜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 11月 22 日）

供与限度額 1,150 億 2,700 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

5

マタバリ超々臨界圧石炭火力発電計画

（Ⅵ）（バングラデシュ）（令和 3年 11月

30 日公表）

＜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 11月 22 日）

供与限度額 1,372 億 5,200 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

6
アルーシャ－ホリリ間道路改修計画（タ

ンザニア）（令和 4年 2月 28 日公表）

＜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 4年 2月 4日）

供与限度額 243 億 1,000 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

7
アッサム州保健システム強化計画（イン

ド）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 19 日）

供与限度額 456 億 500 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

8

ベンガルール上下水道整備計画（フェー

ズ 3）（第二期）（インド）（令和 4年 3月

31 日公表）

＜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 4年 3月 19 日）

供与限度額 370 億 6,800 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

9
貨物専用鉄道建設計画（フェーズ 2）（第

三期）（インド）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 19 日）

供与限度額 1,165 億 2,000 万円

令和 5年度予算要求に反映予定
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表3 規制を対象として評価を実施した政策（令和4年2月22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/kisei/mofa.html）参照

（事後評価）

表4 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3年8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

10
北東州道路網連結性改善計画（フェーズ

6）（インド）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 19 日）

供与限度額 231 億 2,900 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

11

チェンナイ地下鉄建設計画（フェーズ 2）

（第二期）（インド）（令和 4年 3月 31 日

公表）

＜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 4年 3月 19 日）

供与限度額 730 億円

令和 5年度予算要求に反映予定

12
ダッカ都市交通整備計画（Ｖ）（バングラ

デシュ）（令和 4年 3月 31 日公表）

＜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 4年 3月 29 日）

供与限度額 182 億 8,500 万円

令和 5年度予算要求に反映予定

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況

1 旅券の査証欄の増補制度の廃止

＜制度改正＞

査証欄の増補の廃止を内容とした「旅券法の一部を改正す

る法律案」を閣議に提出した（令和 4年 2月 22 日了承）。

2 旅券の失効に係る例外規定の整備

＜制度改正＞

旅券の失効に係る例外規定の整備を内容とした「旅券法の

一部を改正する法律案」を閣議に提出した（令和 4年 2月 22

日了承）。

3 旅券の発給申請手続等の電子化

＜予算要求＞

旅券の発給の申請等のオンライン化を推進するため､設

計・開発・テスト費用及びハードウエア等賃貸借等の費用と

して、令和 3年度予算要求で 1,137,967 千円を要求した。

＜制度改正＞

旅券の発給申請手続等の電子化を内容とした「旅券法の一

部を改正する法律案」を閣議に提出した（令和 4年 2月 22

日了承）。
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（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Ⅱ施

策Ⅱ-1】

国際の平和と安

定に対する取組

相当程度

進展あり

引き続き

推進

＜予算要求＞

我が国の平和、安全及び繁栄を確保するとともに、国際社

会の平和と安定のための国際的な努力に積極的に寄与する

ため、令和 4年度予算概算要求で一般予算 3,082,857 千円及

び分担金・拠出金 89,063,173 千円を、令和 3年度補正予算

で分担金・拠出金 10,215,262 千円を要求した（令和 4年度

予算案額：一般予算 2,850,832 千円、分担金・拠出金

82,964,857 千円、令和 3 年度補正予算案額：分担金・拠出

金 10,215,262 千円）。

＜機構要求＞

必要な機構要求（アジア大洋州局中国・モンゴル第一課企

画官、総合外交政策局人権人道課企画官、在キリバス日本国

大使館及び在ヌメア領事事務所の設置要求）を行った。

＜定員要求＞

必要な定員要求（日米豪印協議関係事務強化に伴う増 1

名、ＦＡＴＦ関連業務への対応に伴う増 1名、条約レビュー

業務に伴う増 1名、国際機関における邦人職員増強支援に伴

う増 1名、宇宙関係業務の追加に伴う増 1名、経済安全保障

関連業務の強化に伴う増 2名、安保理理事国入りに伴う増 2

名、ジェノサイド条約の検討に伴う増 1名、中国遺棄化学兵

器問題に伴う増 1名、科学技術外交の一層の推進に伴う増 2

名等）を行った。

＜事前分析表の変更状況＞

施策目標について見直しを行い、目標を一部変更するとと

もに、施策目標の実現に向けた成果をより適切に評価できる

ように、測定指標、達成手段を変更することとした。

2

【基本目標Ⅱ施

策Ⅱ-2】

国際経済に関す

る取組

相当程度

進展あり

引き続き

推進

＜予算要求＞

多角的貿易体制の維持・強化、経済連携の推進、日本企業

の海外展開支援の強化、資源安全保障の強化、国際経済秩序

形成への積極的参画、2025 年日本国際博覧会の開催に向け

た準備等のため、令和 4 年度予算概算要求で一般予算

871,224 千円及び分担金・拠出金 9,385,565 千円を、令和 3

年度補正予算で一般予算▲220,000 千円、分担金・拠出金

634,535 千円を要求した（令和 4 年度予算案額：一般予算

704,384 千円、分担金・拠出金 9,265,948 千円、令和 3年度

補正予算案額：一般予算▲220,000 千円、分担金・拠出金
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634,535 千円）。

＜機構要求＞

必要な機構要求（2025 年日本国際博覧会政府代表の設置

要求）を行った。

＜定員要求＞

必要な定員要求（2023 年Ｇ7サミット関連業務に伴う増 1

名、新たなデジタル貿易関連業務に伴う増 3名、2025 年日

本国際博覧会の開催へ向けた準備業務に伴う増 3名、経済安

全保障関連業務の強化に伴う増 3名、日英ＥＰＡ実施業務及

び日ＥＵ・ＥＰＡデジタル交渉に伴う増 1名、ＷＴＯ紛争解

決制度改革関係事務の強化に伴う増 1名等）を行った。

＜事前分析表の変更状況＞

・施策目標及び測定目標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、測定指標を維持しつつ、政

策を推進していくこととした。

・当該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、達成手段を変更（食料システムサミットに関

する経費の追加等）することとした。

3

【基本目標Ⅱ施

策Ⅱ-3】

国際法の形成・発

展に向けた取組

相当程度

進展あり

引き続き

推進

＜予算要求＞

以下の政策目標を推進するため、令和 4年度予算概算要求

で一般予算 320,421 千円及び分担金・拠出金 3,464,554 千円

を要求した（令和 4年度予算案額：一般予算 243,934 千円、

分担金・拠出金 3,413,163 千円）。

1 国際法規の形成に際し、我が国の主張を反映させる。国際

法に関する知見を外交実務における国際法解釈及び法的

な助言のために活用する。

2 我が国を取り巻く安全保障環境がより一層厳しさを増し

ている中、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安

定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に

これまで以上に積極的に寄与するために、引き続き諸外国

や国際機関との間で政 治分野及び安全保障分野に関する

法的枠組みの整備を推進・強化するとともに、国際社会に

おける「法の支配」を推進する。

3 多角的貿易体制の強化と自由貿易・経済連携を推進する。

また、日本国民・日系企業の海外における利益を保護・促

進すること及び国民生活に影響を与える様々な経済及び

社会分野での国際ルール作りへ参画する。

＜定員要求＞
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必要な定員要求（国際人権法等に関する業務への対応に伴

う増 1名、ＡＬＰＳ処理水等に関する業務への対応に伴う増

1名、防衛装備の移転関係事務の強化に伴う増 1名、経済安

全保障関連業務の強化に伴う増 2名、国際裁判対策強化（Ｉ

ＳＤＳ）に伴う増 2 名、国際裁判対策強化（判例・法理研

究）の強化に伴う増 1名、子どもの権利関連の国際約束に関

する業務の強化に伴う増 1名、人権関連の国際約束に関する

業務の強化に伴う増 1名等）を行った。

＜事前分析表の変更状況＞

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Ⅱ施

策Ⅱ-4】

的確な情報収集

及び分析、並びに

情報及び分析の

政策決定ライン

への提供

相当程度

進展あり

引き続き

推進

＜予算要求＞

情報収集能力を強化し、情報分析の質を向上させると共

に、政策決定権者等への情報及び情報分析の提供を適時に行

うことにより、外交政策立案・決定への貢献を推進するため、

令和 4年度予算概算要求で一般予算 939,584 千円を、令和 3

年度補正予算で一般予算 103,458 千円を要求した（令和 4年

度予算案額：一般予算 751,869 千円、令和 3年度補正予算案

額：一般予算 103,458 千円）。

＜機構要求＞

必要な機構要求（大臣官房情報通信課デジタル化推進室の

設置要求）を行った。

＜定員要求＞

必要な定員要求（情報収集・分析業務の強化に伴う増 2

名、経済安全保障関係事務の強化に伴う増 4 名等）を行っ

た。

＜事前分析表の変更状況＞

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。

5

【基本目標Ⅲ施

策Ⅲ-1】

内外広報・文化交

流・報道対策

相当程度

進展あり

引き続き

推進

＜予算要求＞

評価結果を踏まえ、引き続き諸外国国民の対日理解及び親

日感の醸成を図るとともに、我が国外交政策に対する国内外

での理解を増進し、日本外交を展開する上での環境を整備す

るため、令和 4年度予算概算要求で一般予算 23,620,830 千

円及び分担金・拠出金 5,884,318 千円を、令和 3年度補正予

算で一般予算▲2,258,726 千円、分担金・拠出金 1,971,712
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千円を要求した（令和 4年度予算案額：一般予算 20,257,276

千円、分担金・拠出金 5,331,265 千円、令和 3年度補正予算

案額：一般予算▲2,258,726 千円、分担金・拠出金 1,971,712

千円）。

＜定員要求＞

必要な定員要求（文化外交の強化に伴う増 1名、「スポー

ツ外交推進事業」の実施に伴う増 1名、大規模国際スポーツ

大会招致に伴う増 1名、経済安全保障関連業務の強化に伴う

増 1名、対外発信強化に伴う増 1名等）を行った。

＜事前分析表の変更状況＞

・外務省公式ＳＮＳ（ツイッター・フェイスブック）につい

ては、近年、ＳＮＳ各社が適用するアルゴリズムの影響に

よって、行政機関・企業等の組織の投稿が表示されにくく

なっていることに加え、その閲覧回数は有料広告出稿の有

無によっても数値が大きく変動する。結果として、外務省

公式ＳＮＳの閲覧回数は、ＩＴ広報室の活動実績や運用施

策とは別の要素であるＳＮＳ各社の運用方針等に大きく

影響されることから、ＳＮＳの閲覧回数については、「測

定指標」から「参考指標」に変更することとした。

・これまで「外務大臣記者会見の報道件数（通信社、新聞、

及びテレビ）」を測定指標としていたが、当省から情報発

信した回数の実績のみならず、様々な形で行われる発信が

どの程度、直接的あるいは間接的に報道に結びついたかに

ついても分析する必要がある。記者会見のみならず談話・

報道発表、ブリーフ等を通じた発信をより広範に反映する

測定指標として、「外務省関連の報道件数（通信社、新聞、

及びテレビ）」を新たに設定することとした。

6

【基本目標Ⅵ施

策Ⅵ-1】

経済協力

相当程度

進展あり

引き続き

推進

＜予算要求＞

開発協力の推進を通じ、国際社会の平和と安定及び繁栄の

確保により一層積極的に貢献するとともに、こうした協力を

通じ、我が国の平和と安全の維持、一層の繁栄の実現、普遍

的価値に基づく国際秩序の維持・擁護といった国益の確保に

貢献するため、令和 4 年度予算概算要求で一般予算

345,624,607 千円及び分担金・拠出金 6,374,689 千円を、令

和 3年度補正予算で一般予算 289,784 千円、分担金・拠出金

20,697,059 千円を要求した（令和 4年度予算案額：一般予

算 317,210,647 千円、分担金・拠出金 5,894,418 千円、令和

3年度補正予算案額：一般予算 289,784 千円、分担金・拠出

金 20,697,059 千円）。
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＜機構要求＞

必要な機構要求（在キリバス日本国大使館の設置要求）を

行った。

＜定員要求＞

必要な定員要求（インフラ分野における有償資金協力関係

業務の強化に伴う増 1名、化石燃料・気候変動に関する業務

の強化に伴う増 1名、ミャンマーとの経済協力関係事務の強

化に伴う増 1名、ポストコロナ時代における対アフリカＯＤ

Ａ分野別取組に関する事務強化に伴う増 1名等）を行った。

＜事前分析表の変更状況＞

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。

7

【基本目標Ⅵ施

策Ⅵ-2】

地球規模の諸問

題への取組

相当程度

進展あり

引き続き

推進

＜予算要求＞

ＳＤＧｓ達成を始めとする、地球規模課題への取組を推進

するため、令和 4年度予算概算要求で一般予算 101,285 千円

及び分担金・拠出金 58,944,353 千円を、令和 3年度補正予

算で分担金・拠出金 105,407,730 千円を要求した（令和 4年

度予算案額：一般予算 94,881 千円、分担金・拠出金

26,880,976 千円、令和 3 年度補正予算案額：分担金・拠出

金 105,407,730 千円）。

＜機構要求＞

必要な機構要求（国際協力局国際保健戦略官の設置要求）

を行った。

＜定員要求＞

必要な定員要求（人間の安全保障関連事務の強化に伴う増

1名、ＩＬＯ等専門機関の恒常的業務増加に伴う増 1名、新

型コロナウイルス感染症関係事務（ＣＯＶＡＸ）の強化に伴

う増 2名、新型コロナウイルス感染症関係事務（パンデミッ

ク条約）の強化に伴う増 2名、国際保健分野における国際協

力の強化に伴う増 1名、国際保健分野における国際協力（栄

養サミット）の強化に伴う増 1名、国連環境計画（ＵＮＥ

Ｐ）関係業務強化に伴う増 1名、日米気候変動協力の高まり

に応じた関連事務強化に伴う増 2名、新型コロナウイルス感

染拡大による人道支援業務の増大に伴う増 1 名等）を行っ

た。

＜事前分析表の変更状況＞
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表5 租税特別措置等を対象として評価を実施した政策（令和3年8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/sotoku/mofa.html）参照

表6 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3年5月18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

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。

№ 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

特定非営利法人

に係る税制上の

特例措置

継続が妥

当

引き続き

推進

＜引き続き推進＞

当該税制優遇措置は、ＮＰＯ法人の財政上の問題を緩和

し、その活動の継続・発展に不可欠と考えられることから、

引き続き同措置を継続中。

№ 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

チョーライ日越

友好病院整備計

画（ベトナム）

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 4年度予算要求に反映

2

ジャワ・スマトラ

連系送電線計画

（第二期）（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 5年度予算要求に反映予定

3

道路改良・保全計

画（フィリピン）
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 4年度予算要求に反映

4

和平地域道路整

備計画（Ⅱ）（グア

テマラ）

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 4年度予算要求に反映

5

タミル・ナド州生

物多様性保全・植

林計画（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し、令和 3年度中に完了

令和 5年度予算要求に反映予定

6

ヒマーチャル・プ

ラデシュ州作物

多様化推進計画

（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し、令和 3年度中に完了

令和 5年度予算要求に反映予定

7
ヤムナ川流域諸

都市下水等整備

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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計画（Ⅲ）（イン

ド）

令和 4年度予算要求に反映

8

グラン・ベ地域下

水処理施設整備

計画（モーリシャ

ス）

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 4年度予算要求に反映

9

ナイル架橋建設

計画（ウガンダ）
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 4年度予算要求に反映

10

ムエア灌漑開発

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 4年度予算要求に反映

11

オルカリア－レ

ソス－キスム送

電線建設計画（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 4年度予算要求に反映

12

送配電網強化・拡

充計画（カメルー

ン）

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 4年度予算要求に反映


