ECFA

分科会・研究会等紹介
ODA委員会
・有償資⾦協⼒分科会
・無償資⾦協⼒分科会
・技術協⼒分科会
・契約・精算分科会
－契約・精算実務者勉強会
・安全対策分科会
・中小企業海外展開支援勉強会

FIDIC委員会

・契約約款分科会
・契約管理者育成分科会
・FIDIC活動分科会

教育研修委員会
・若⼿分科会

広報委員会
・広報研究会

コンプライアンス委員会
・コンプライアンス研究会

調査研究事業
・アジアPPP推進協議会

ODA委員会
◆スキームを超えての情報共有により各分科会の活動
の充実を図ります！
本委員会は、有償資⾦協⼒、無償資⾦協⼒及び技術協

とりあえず12/14の写真を
使用したいと思います。

⼒のODA３スキームごとの分科会に加え、「契約・精算分
科会」、「中小企業海外展開支援勉強会」、「安全対策
分科会」で構成され、メンバーはODA事業おける豊富な経
験や知⾒を有している各分科会の⻑の⽅々です。委員会
では、出席委員より順次所掌の分科会活動についての報
告が⾏われると共に、これに加え、各分科会が抱えている問
題や課題などの問題提起があり、

必要に応じて出席委員の間で意⾒交換を⾏います。本委員会で共有した情報や議論の結果などは各分科会⻑を通
じて、それぞれの分科会メンバーへ情報共有され、分科会の垣根を超えた情報共有の横展開が可能となりました。これ
により各分科会の活動の充実を図ります。
委員⻑ ：（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

⽶澤 栄⼆

委

員 ：東電設計（株）

吉⽥ 好男（有償資⾦協⼒分科会）

委

員 ：⽇本テクノ（株）

宮内 龍太郎（無償資⾦協⼒分科会）

委

員 ：アイ・シー・ネット（株）

寺島 裕晃（技術協⼒分科会）

委

員 ：（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング

齋藤 淳（契約・精算分科会）

委

員 ：（株）かいはつマネジメントコンサルティング

岡部 寛（中小企業海外展開支援勉強会）

委

員 ：⽇本工営（株）

松村 寿夫（安全対策分科会）

事務局 ： ECFA

⾼梨 寿

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年5⽉14⽇

(1) 各分科会からの活動報告

2019年3⽉12⽇

(1) ODA委員会について
(2) 各分科会からの活動報告

2018年12⽉21⽇

(1)
(2)
(3)
(4)

2018年11⽉5⽇

(1) ODA委員会について
(2) 各分科会からの活動報告
①有償資⾦協⼒分科会 ②無償資⾦協⼒分科会 ③技術協⼒分科会 ④契約・精算分科会
⑤安全対策分科会 ⑥アフリカODA研究会 ⑦中小企業海外展開支援勉強会
(3) 今後の進め⽅

ODA委員会について
各分科会からの活動報告
各分科会における広報担当者の選任
その他

事務局担当者：大塚

ODA委員会

有償資⾦協⼒分科会
◆円借款制度を巡る新しい動きに対応しコンサルティング業界
から意⾒を発信していきます！
政府は、昨年「インフラ・システム輸出戦略」の⼀環から円借款の
制度設計を⾒直し、政府関係⼿続きの大幅な短縮と有償勘定
技術支援として連携D/Dの積極的な活用を打ち出しました。他
⽅、円借款の制度として、タイド援助（STEP）の要請減少、
⽇本企業の⽣産能⼒・リスク回避による⼊札の不調、有償勘定
予算の漸減等があり、コンサルタントを巡る問題では先⽅政府負
メーカーとコンサルタントの意⾒交換会

幹 事：東電設計（株）吉⽥ 好男
副幹事：（株）建設技研インターナショナル 辻 良

担事項、QCBSの導⼊、適正M/M、為替・税⾦問題、ランプサ
ム化等の課題が指摘されています。そこで、本年も外務省・経済
産業省・JICA等との定期的意⾒交換を開催し、業界の要望を
提⽰しています。なお昨年度、試⾏的に始めた電⼒・鉄道・⽔分
野のメーカーとの意⾒交換・交流は引き続き実施していきます。

プロジェクト紹介
「インフラ緊急復旧改善事業（フェーズ1）」
ミャンマーにおける国⺠1 ⼈あたりの年間電⼒消費量は100kWh（2011年）で、
アジアの中でもネパールの次に低い最低レベルの⽔準であり、近年の外国投資誘致
政策や工業化の進展により、電⼒需要が増加しています。他⽅、ミャンマーにおける
世帯電化率は26％と、アセアン諸国の中でもカンボジア（約24%）と並んで最低
⽔準に⽌まっています。世帯電化率は、経済の中⼼都市であるヤンゴンが63％、
続いて首都ネピドー（52％）、カヤー州（37％）、マンダレ－（29％）であり、
地⽅部の平均は約16％にとどまります。ミャンマーでは、発電電⼒量の7割以上を
⽔⼒発電が占めています。そのため、乾期の⽔位低下時には電⼒不⾜に陥りやすく、数少ないガス⽕⼒発電に頼る割合が⾼
まっています。しかし、既存の⽕⼒発電施設や送変電設備は経年劣化が進んでおり、機能低下による事故の頻発が懸念され
ています。この協⼒（フェーズ1）では、ヤンゴン地域の⽕⼒発電所および変電所の改修を主要機器については、⽇本製品で
支援します。これにより、電⼒供給の改善を図り、同国の産業振興を通じた経済開発に寄与します。

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年3⽉22⽇

経済産業省貿易経済協⼒局通商⾦融課浦⽥秀⾏課⻑を訪問
主契約者条件の緩和に加え外国コンサルタントの参⼊の拡大について意⾒交換

2019年2⽉14⽇

METI資⾦課と「円借款本邦技術活用条件（STEP）にかかる運用ルールのコンサルタント契約への適用」に
ついて意⾒交換

2019年1⽉30⽇

経済産業省貿易経済協⼒局通商⾦融課浦⽥秀⾏課⻑を訪問
「円借款本邦技術活用条件（STEP）にかかる運用ルールのコンサルタント契約への適用」について意⾒交換

事務局担当者：内藤

ODA委員会

無償資⾦協⼒分科会
◆無償制度の包括的改善策の早急な実施を求めた協議、
そしてより良い無償事業の提案を⾏っていきます！
現在、外務省・JICAが取り進めている「無償資⾦協⼒事業の
包括的改善」では、免税措置、先⽅負担事項、積算など広範
囲に亘り課題について改善が⾏われています。本分科会では、
この包括的改善において、設計変更に伴うコンサルタントのMM
が認められないことや、口上書による免税項目がJICA積算マ
ニュアルに必ずしも明確に反映されていない等、更なる問題点を
抽出するとともに、会員より提案及び意⾒を集め、JICAへ改善
を要望するとともに、意⾒交換の場を設定し早期解決に向けた
JICAと分科会メンバーとの会議

協議を⾏ってきました。今後もこれらについて改善実施の優先順
位を付け、引き続き改善要望を⾏っていきます。加えて昨年秋

幹 事：⽇本テクノ（株）

宮内龍太郎

副幹事：（株）片平ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中嶋 浩
⼋千代エンジニヤリング（株）
（株）建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

藤井 克⺒
渡邊 亮平

に作成した「より魅⼒ある無償資⾦協⼒についての要望書」の
フォローも⾏っていきます。また、本分科会では、無償事業におい
て共通問題を抱える他の業界・協会とも連携を図っていき、魅
⼒ある無償事業の案件形成に向け、商社やゼネコン・メーカー
など無償関係者との意⾒交換を通じてJICA、外務省等の⽇本
政府へ提案を⾏います。

活動紹介

設計変更に係るコンサルタント向け執務参考資料

昨年12⽉にコントラクター向けの設計変更に係る執務参考資料がJICAにより作成され、公表されました。しかしながら、本
執務参考資料はコンサルタント業務の設計変更には則していません。無償資⾦協⼒事業におけるコンサルタントとコントラク
ターは⾞の両輪です。このため現在、本分科会では今年度コンサルタント向けの設計変更に係る執務参考資料を作るべく
タスクフォースを⽴ち上げました。この資料のポイントは、コンサルタントとJICAとの間で属⼈的な判断によらずどこまでを設計
変更とするかの線引きをし、双⽅でその内容を明確にすることです。⼀部では設計変更の経費は間接費に含まれていると
いった意⾒もあり、併せてこの点を整理する必要があります。前述コントラクター向けの執務参考資料と整合性を取るためそ
の範囲をコンサルタント契約以降とし、技術的な変更のみならず、契約変更となる要因すべてを対象と考えています。また、
懸念事項の⼀つであるDODから実施段階のコンサルタント契約までの間において、先⽅負担事項などの進捗管理などを
契約的な根拠が無いにもかかわらず、これまでの慣習でコンサルタントが実施しているという状況があります。この点も整理を
⾏い明確にする必要がると考えています。現在今年度秋に向けて作業を⾏っています。

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年5⽉10⽇

2019年度第1回タスクフォース（設計変更に係るコンサルタント向け執務参考資料の作成について）

2019年4⽉16⽇

2019年度第1回無償分科会（設計変更に係るコンサルタント向け執務参考資料の作成について）

2019年3⽉20⽇

平成30年度第2回無償分科会幹事会（設計変更に係るコンサルタント向け執務参考資料の作成について）

2018年12⽉27⽇

平成30年度第6回無償分科会（設計変更に係るコンサルタント向け執務参考資料の作成について）

事務局担当者：大塚

ODA委員会

技術協⼒分科会
◆JICA技術協⼒に関わる課題、制度上の問題点の改善も含め
意⾒交換を⾏っています。
幹 事： アイ・シー・ネット（株）

寺島 裕晃

副幹事：（株）アルメックVPI

渡辺 玉興

（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 工藤 利昭
（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング

神山 雅之

パブリック・コンサルテーション会議-住⺠参加型のまちづくり
（JICA スリランカ国キャンディ都市開発計画策定プロジェクト）

技術協⼒は、途上国の⼈材養成、技術移転、制度の改善、そしてマスタープランを含め開発計画の⽴案による開発課
題の解決を目指しています。技術協⼒分科会では、技術協⼒が直⾯する課題として、ODAにおける技術協⼒の位置
づけや目的、PDMの目標設定の⽅法、適正なM/Mの考え⽅、本邦研修のあり⽅、そして成果や評価⼿法の明確化
等についてJICA等と意⾒交換を⾏い、併せて事業環境の改善を図っています。近年では、「組織開発」をテーマに議論
を⾏っており、JICAとのコミュニケーションの活性化、建設的な関係づくりなどを通して、技術協⼒の質的改善や効率化
などを目指しています。

活動紹介
昨年より、JICA社会基盤・平和構築部が取り組んでいるプロジェクト研究「組織開発の効果的促進⽅法」について、
情報共有を⾏うと共に、意⾒交換の場を設けています。本プロジェクト研究では、⽇本型技術協⼒のプロフェッショナルと
しての「技術」や「ノウハウ」を整理すること、PDMを状況に応じて変更しやすくする仕組み作り、研修事業の戦略的活
用（研修を利用しての案件形成や⼈的ネットワークづくり）、オーナーシップの醸成などが提案されており、現在、JICA
内で情報共有をおこなっているところです。ECFAとしては、研究成果を今後の改善に向けたアクションにつなげるべく、引
き続き意⾒交換を⾏っていきます。特に実施にあたっては、①開発協⼒のプロフェッショナルとしての技術の底上げを如何
に図るか。②事業の実効性とアカウンタビリティのバランスを如何に図るか。③事業の実効性と効率性を如何に図るか。
④どのような委託形態が望ましいか、といった課題があり、これらについてもJICAと意⾒交換を⾏い、技術協⼒に関わる
事業の環境改善を目指します。

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年4⽉9⽇

JICAの守秘義務について（約款の説明、情報発信の範囲の例）、グループワーク

2019年2⽉15⽇

プロジェクト研究「組織開発の効果的促進⽅法」報告

2018年12⽉12⽇

幹事会 JICA報告書（データ、資料等）に係る守秘義務について（国際開発学会での議論に関連して）

2018年8⽉8⽇

プロジェクト研究「組織開発の効果的促進⽅法」 JICA社会基盤・平和構築部

事務局担当者：河野

ODA委員会

契約・精算分科会
◆契約・精算における各種制度上の問題点等の改善に取り組んでいます！
本分科会は設⽴以来10年強が経過しています。この間、様々な問題が発⽣しそれに本分科会は対応してきました。特
に2017年に発⽣したJICA予算逼迫は、多くのコンサルティング企業の経営に打撃を与え、いま尚その影響は残っており、
平準化されるまで引き続きフォローを⾏っていきます。さらに昨年秋に発表となった財務省予算執⾏調査報告書を契機に
QCBS（Quality and Cost Based Selection）や外国⼈コンサルタントの活用制限の緩和、コンサルタントの実績
評価、さらには直接⼈件費を含めた間接費の⾒直しなど企業の屋台骨を揺るがしかねない。さらには業界の存亡にかか
る急激な改⾰が現在進んでいます。このため会員企業の皆さんと業界の適正利益の確保が図れる制度変更を目指し関
係各機関と協議を⾏っています。
幹 事：（株）アルメックVPI

⽯本 潤（ECFA副会⻑兼業務執⾏理事）

副幹事：（株）コーエイリサーチ&コンサルティング

齋藤 淳

●直近の主な成果
・財務省予算執⾏調査
①直接⼈件費及び間接費等⾒直しのための経費実態調査
調査では、単純にプロジェクト毎や会社全体の収支の数字だけを⾒て、収益を上げているといった判断は早計であり、コ
ンサル業界特有の稼働率や業務内容に対して⼗分ではないM/Mにより、会員企業の持ち出しなど現実的には大きく
経営の負担になっていることが分かるような調査票の作成依頼。また会員企業の負担を軽減するため調査対象件数を
減らすよう働きかけました。
②実績評価
コンサルタントの実績評価において、評価が悪かった際の減点の程度やそのペナルティーがJVの相⼿⽅にまで及ぶことに
対する問題提起。また⼀⽅で評価が良かったプロジェクトに対する実績評価を⾏なうよう申し⼊れを⾏いました。
③QCBS導入
財務省予算執⾏調査により、価格競争の促進策の⼀環として導⼊されることとなったQCBSについては、技術点の重
視、適性な予定価格の積算及び基準価格の設定、ダンピング防⽌などを図ることと、モニタリングをしっかり⾏うよう申し
⼊れを⾏いました。

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年5⽉8⽇

経費実態調査に係る合同ヒアリング（7社）

2019年4⽉24⽇

経費実態調査に係る合同ヒアリング（6社）

2019年4⽉12⽇

実績評価に係る少⼈数意⾒交換

2019年3⽉5⽇

QCBSに係る少⼈数意⾒交換会（第四回目）

2019年2⽉22⽇

QCBSに係る少⼈数意⾒交換会（第三回目）

2019年2⽉15⽇

QCBSに係る少⼈数意⾒交換会（第⼆回目）

2019年2⽉1⽇

QCBSに係る少⼈数意⾒交換会（第⼀回目）

2019年1⽉18⽇

第50回契約・精算分科会（QCBSの導⼊について）

事務局担当者：大塚

ODA委員会

契約・精算実務者勉強会
◆契約・精算の実務の現場で直面する問題を会員で共有すると共に改善を図っています！
契約・精算分科会は、契約制度等の改善を図るべく活動を⾏っています。⼀⽅本勉強会は同分科会と連携し、より現
場レベルでの具体的問題を掘り下げ、これまで各社が個別に折衝をしていたものを共有化し、JICA調達部（調達支援
センター）との間で担当者同⼠の定期的な勉強会の場を持ち、各種ガイドラインの改善を図っています。また今年は契
約・精算の実務の現場で業務に携わっている⽅々のネットワークを構築します。登録された⽅々が同ネットワークを通じて
情報の共有や作業の効率化、そして意⾒交換の拡充が図れるよう推進します。
幹 事：（株）アルメックVPI

⽯本 潤（ECFA副会⻑兼業務執⾏理事）

副幹事：（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

飯名 ⼀郎

アイ・シー・ネット（株）

安藤 愛

（株）アルメックVPI

⾦⼦ 聖⼦、髙⽊ 理⾐

国際航業（株）

肥⽥⽊ 玲⼦

⽇本工営（株）

⿊岩 穂花

⼋千代エンジニヤリング（株）

関 なつき、若松 萌美
JICAの精算が
もっと簡素化で
きないかな！

この⼿続きどうすれば効
率的に出来るのだろう。
誰かアドバイスしてくれな
いかな！

⼀緒にネットワークを作
りましょう。
各社で精算⼿続きで
抱える問題を共有化し
て⼀緒に作業の効率
化を図りましょう！

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年3⽉18⽇

経理処理ガイドライン（QCBS新⽅式）について

2019年3⽉11⽇

経理処理ガイドライン（QCBS新⽅式）について

2019年3⽉1⽇

QCBS導⼊の経緯及び現状について
経理処理ガイドライン（QCBS新⽅式）について

事務局担当者：大塚

ODA委員会

安全対策分科会
◆官⺠挙げての安全対策の強化を図ると共にリスク事例の共有を図っています！
本分科会では、テロだけでなく、途上国で想定される疾病、⼀般犯罪、強盗、自然災害などの様々なリスクもその対象として会
員企業の安全対策の強化を支援してきています。特に直近では現場で発⽣する様々なリスクの事例紹介を通じて会員企業同
⼠で情報を共有しています。具体的には、疾病・盗難・強盗・患者搬送・移動時の襲撃など、誰の身の上にも起こりうる可能性
のあるリスクについて事例紹介を⾏ないました。今後も様々なリスクについての事例紹介を実施し、情報共有を⾏ないます。また
以前、会員より当該プロジェクトに対してどのような安全対策を講じるべきか判断に困るといった相談がありました。これを踏まえ、
本分科会では会社の規模や経験で安全管理が左右されるべきではないという考えから、どの会員企業が実施しても安全管理の
質が均⼀に保てるようJICAへ業務指⽰書に当該プロジェクトで必要な安全対策を明⽰すべきとの要望を出しました。その結果、
今般「安全対策ガイダンス」が出来上がり、現在その説明会開催の準備をしています。さらに本年度も官⺠⼀丸となって安全対
策のための「海外活動安全強化⽉間」を実施していきます。
幹

事： ⽇本工営（株）

副幹事： （株）アルメックVPI

松村 寿夫
渡辺 玉興

（株）ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

北條 美佐⼦

（株）片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

富⽥ 真輔

⼋千代エンジヤリング（株)

神谷 弘顕

海外活動安全強化⽉間セミナー

活動紹介
「2019年海外活動安全強化⽉間」
本分科会では、2016年7⽉に発⽣したダッカテロ事件を受け、このテロ事
件の教訓を風化させないため、毎年7⽉を「海外活動安全強化⽉間」と
決め、⼀⼈ひとり、そして会社さらには業界として用⼼を怠らず、勤務地で
の事故や事件などの軽減を図れるよう、昨年啓蒙キャンペーンを実施しま
した。今年も昨年同様に関係団体等のご協⼒を得て、この 「海外活動
安全強化⽉間」キャンペーンを実施します。併せて「安全に怪我無く笑顔
で愛する家族の元に帰る」ことをイメージして、啓発ポスター(右図)を作成
し、業界関係者の安全意識向上に役⽴てる為、関係者（会員企業、
外務省、JICA（含む在外事務所）、他コンサルタント団体など）へ配
付する予定です。
またキャンペーン中は会員皆様⽅の安全に対する意識を⾼めるためのセ
ミナーをJICA竹橋の多目的会議室を借りて開催する予定です。本セミ

安全強化啓発ポスター

ナーの内容等については、現在本分科会で検討しているところですが、会
員皆様⽅のお役に⽴つような内容にするつもりです。

2019年度海外活動安全強化⽉間
キャンペーンポスター

事務局担当者：大塚

ODA委員会

中⼩企業海外展開⽀援勉強会
◆中⼩企業⽀援事業における制度改善の検討や関係団体による説
明会への講師派遣を⾏っています！
中小企業の海外展開支援は、ODA事業として定着化してきており、本事
業の実施体制の⼀層の改善に向け、本勉強会を通じJICA国内事業部と
定期的な意⾒交換会を開催しています。特に外部⼈材としてのコンサルタ
ントの位置付け、採択から契約までの時間短縮等。また、会員間での事例
紹介（グッドプラクティス）・情報交換も実施しています。さらに、中小企業
支援を実施している関係機関（中小企業基盤整備機構、商工会議所・
中小企業とのマッチング相談会＠川崎市セミナー

JETRO・地⽅自治体（川崎市等））等と連携し、各団体が主催する中
小企業支援スキームの説明会に会員企業より講師を派遣しています。

幹

事：（株）かいはつマネジメント・コンサルティング

副幹事：（株）オリエンタルコンサルタンツ

岡部 寛
中嶋 ⼀雄

カーボンフリーコンサルティング（株）

竹⽥ 真⼀郎

アイ・シー・ネット（株）

井上 真

プロジェクト紹介
「⾃発光道路鋲を活⽤した夜間の交通安全対策にかかる案件化調査」
（調査期間：2017年10⽉

2018年5⽉）

タンザニアにおける自発光道路鋲を活用した夜間の交通案縁対策のためのFS調査。ダルエ
スサラーム市で、道路インフラ整備の推進と自動⾞保有台数の増加に伴う、特に夜間の視
界不良による交通事故の増加に対して、自動蓄電して自動発光する自発光道路鋲の⾼い
視認性によって、同国インフラ整備の促進、道路安全対策の向上に貢献します。2017年
10⽉より調査を実施して、2018年9⽉には無償資⾦協⼒「タザラ交差点改善計画」で建
設したタンザニア初のフライオーバーに自発光道路鋲（約100基）が導⼊されました。現在、
JICA普及・実証事業に採択され、契約交渉中です。ABEイニシアチブのアフリカインターン⽣
受⼊（4ヵ国）、TICAD閣僚会合のサイドイベントにて実績等も発表しています。
自発光道路鋲＠タンザニア

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年2⽉18⽇

JICA主催マッチング会（開発コンサルタントの紹介（アイシーネット(株)））

2018年12⽉21⽇

勉強会開催（事例紹介（パデコ）等）

2018年12⽉6⽇

第2回川崎市との共催セミナー「環境ビジネス海外展開セミナー」 の実施

2018年11⽉14⽇

国際開発ジャーナルとのマッチング制度についての意⾒交換

2018年10⽉26⽇

(株)INCJ（旧産業⾰新機構）による中小企業向けの新ファンド創設について意⾒交換

2018年9⽉19⽇

勉強会開催（業務標準リストの最終化案、業務効率化WG報告、マッチング機能についての改善案等）

2018年8⽉28⽇

第1回川崎市との共催セミナー「環境ビジネス海外展開セミナー」 の実施

事務局担当者：内藤

FIDIC委員会
◆FIDIC関連事業の情報共有を⾏っています
FIDIC委員会はFIDIC活動分科会、契約管理者育成分科会、契約約款分科会での活動を横断的に取りまとめる
委員会です。FIDIC本部との交流促進やFIDIC国際大会への参加、ASPAC大会への参加なども⾏っています。
委員⻑ ：（株）⽇⽔コン

蔵重 俊夫

委

員 ：（株）⽇⽔コン

春 公⼀郎（FIDIC活動分科会）

委

員 ：⼋千代エンジニヤリング（株）

新地 貴博 （契約管理者育成分科会）

委

員 ：パシフィックコンサルタンツ（株）

柴⽥ 悟（契約約款分科会）

開催実績
⽇にち

内容

2019年5⽉14⽇

①委員⻑報告、②FIDIC メキシコ大会、IDBのFIDIC標準契約約款に関するライセンス契約について、
FIDIC理事選について、DNSAC会議報告③分科会活動報告④ASPAC関連報告

2019年3⽉6⽇

①委員⻑報告、②FIDIC メキシコ大会、WBのFIDIC標準契約約款に関するライセンス契約、FIDIC理事選
について③分科会活動報告④ASPAC関連報告

2018年12⽉19⽇

①委員⻑報告、②DNS Advisory Councilジュネーブ会議報告、③メキシコ大会について④分科会活動報
告、⑤ASPAC関連報告
①契約管理者育成分科会委員⻑交替について、②FIDIC会報分科会解散と情報提供TFの設置について、③

2018年10⽉31⽇

CNAECとのMOU、④KENCA副会⻑のECFA来訪、⑤分科会活動報告、⑥ASPAC電話会議報告、⑦インド
大会プログラム暫定案、⑧DBセミナー報告、⑨FIDIC BPC委員就任、⑩FIDIC DNS諮問員会
①分科会活動報告、②FIDICベルリン大会に関して（GAMの議事次第、機構改⾰等）、

2018年8⽉29⽇

③FIDIC大会報告会、④ECFA会報分科会について、⑤DB、契約管理者育成セミナーの開催、⑥ASPAC電
話会議報告、⑦⽇中第三国市場協⼒フォーラム

事務局担当者：内藤

FIDIC委員会

契約約款分科会
◆国際契約約款の邦訳及び解説セミナーを開催します！
FIDIC契約約款の普及・啓蒙の⼀環として、主な契約約款の
邦訳を⾏い、契約約款解説セミナーを開催しています。直近で
はSilver Book（EPCターンキー・プロジェクト）を翻訳し、解
説セミナーを開催しました。今年度は、昨年発⾏されました
FIDIC Red Book 2017年版の翻訳作業を進めており、現
在RedBook1999年版およびMDB版との⽐較検討、改訂
内容の確認作業を順次⾏っています。

FIDICシルバーブック解説セミナー

幹

事：パシフィックコンサルタンツ（株）

柴⽥ 悟

副幹事：（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

林 ⻯郎

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年6⽉26⽇

第7条

第11条 PP作成、⾒直し作業 (予定）

2019年5⽉27⽇

第4条

第6条 PP作成、⾒直し作業

2019年4⽉24⽇

RED2017年度版⽐較セミナーに向けて発表資料を各パートごとに作成。第1

2019年3⽉20⽇

21.4 Obtaining DAABʼｓ Deision 21.8 No DAAB In Place (⽐較邦訳作業、全パート終了）

2019年2⽉20⽇

20.2.5 Claims For payment and/or EOT

2019年1⽉16⽇

19.1 General Requirements 20.2.4 Claims For payment and/or EOT

2018年12⽉10⽇

14.14 Cessation of Employerʻs Liability

2018年11⽉28⽇

14.2 Advance Payment

2018年10⽉31⽇

1999年度版、MDB版、2017年度版と⽐較検討を⾏い各変更点について議論を⾏った。
14.2 Advance Payment
進捗状況： 13.3.2 Variation by Request for Proposal

3条 PP作成、⾒直し作業開始

21.3 Avoidance of Disputes

18.6 Release from Performance under the Law

14.14 Cessation of Employerʼs Liability

FIDIC Rainbows

事務局担当者：内藤

FIDIC委員会

契約管理者育成分科会
◆海外プロジェクトにおける契約約款の重要性と啓蒙普及に
努めています！
ODAを含め海外事業のプロジェクトマネジメントにおいて、契約管理
は最も重要な業務の⼀つです。本分科会では⼊門編から実務編ま
で、契約管理者育成のためのセミナーを開催してます。セミナーでは、
海外プロジェクト契約の課題や留意点、契約に関わるコンサルタント
の役割、プロジェクト施工過程における契約約款の解釈並びに契約
管理について具体的な事例を通じて、会員の契約約款についての
理解・認識を深める活動を実施しています。また、円借款で推奨さ
FIDIC管理者育成セミナー2018

幹 事：⼋千代エンジニヤリング（株）
副幹事：JICA

れているディスピュートボード（Dispute Board)の設置について、
JICA担当者による説明会を開催しました。
新地 貴博
岡本 隆（アジュディケーター）

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年3⽉15⽇

FIDIC Accredited Trainer制度の検討、Yellow bookセミナーの検討(幹事会）

2019年2⽉22⽇

海外建設プロジェクトの契約管理者育成ワークショップ開催

2018年12⽉12⽇

海外プロジェクトの契約管理者育成セミナー開催

2018年10⽉24⽇

海外プロジェクトにおけるDispute Board (DB、紛争裁定委員会)設置についての説明会

2018年6⽉28⽇

7⽉3⽇

FIDIC MDB契約約款全解説セミナー(事例研修を含む4⽇間集中） ＊2019年は9/26-10/1開催予定

工事契約における三者構造
発注者

【クライアント】
建設契約

コンサルタント契約

請負者

ジ・エンジニア

【コンサルタント】

【コントラクター】

契約なし

事務局担当者：内藤

FIDIC委員会

FIDIC活動分科会
◆FIDIC本部及び海外の加盟協会との交流を⾏います！
FIDIC本部において設置されている専門委員会（Committees）である
「持続可能な開発委員会（SDC: Sustainable Development
Committee）」及び「業務委員会（BPC: Business Practice
Committee）」に委員を派遣し、新しい情報の⼊⼿や委員会で作成されたガ
イドライン等出版物の翻訳も⾏っています。また併せてFIDIC加盟協会との交流
を促進しています。
FIDIC＠ベルリン大会2018

幹 事：（株）⽇⽔コン

春 公⼀郎

副幹事：（株）建設技術研究所 遠山 正⼈

◆ FIDIC国際大会への参加を通し、グローバル市場の動向、
外国コンサルタントとのビジネスチャンスを促進・⽀援します！
毎年開催されるFIDIC国際大会及びASPAC総会（FIDIC地域組織AsiaPaciﬁc Member Associations）への参加を促し、海外のコンサルティング
業界の動向を把握するとともに、総会等においては⽇本から積極的に知的発信
を⾏っています。若⼿技術者派遣の支援も⾏っています。大会後には報告会を
開催しコンサルタントの世界的状況について情報共有を⾏っています。

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年4⽉25⽇

各コミッティからの報告
SDC：ISOに提案中の新たなプロジェクト「事業実施者・開発者のためのISO37101ガイド」について報告
DNSAC：メキシコ大会でのDNS/FIDIC理事選、インド大会でのASPAC理事選について

2019年2⽉18⽇

各コミッティからの報告
SDC：主要国際機関との連携、SD関連：ISO規格「ISO37101」の策定に参加
BPC：FIDIC Guidelines for the Selection of Consultants-Third Edition メキシコ大会で発表予定

2018年12⽉14⽇

各コミッティからの報告
SDC:「プロジェクト開発者のためのISO37101ガイド」「COP24」の報告COP24
BPC:BIMに関するDOS（Deﬁnition of Services）を作成予定

2018年10⽉17⽇

FIDIC2018ベルリン大会（Mobility & Smart Infrastructure）報告会を開催

＊略語 SDC: Sustainable Development Committee, BPC: Business Practice Committee

SDCミーティング＠ロンドン大会2009

BPCミーティング＠ドバイ大会2015

ASPAC＠スリランカ大会2018

事務局担当者：内藤

教育研修委員会
◆海外プロジェクトで求められる知識とスキルを⾝につけられる
研修・セミナーを⾏っています！
教育研修委員会では、開発コンサルタントの⼈材養成・スキルアップを
目的とした研修・セミナーの開催を⾏っています。また、他の委員会で
カバーできない横断的テーマを取り上げた「ECFAセミナー」の企画も
⾏っています。
●主な研修・セミナー
・新卒者・中途採用者を対象とした「開発コンサルティング基礎研修」
開発コンサルティング基礎研修

・「プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）⼿法研修」
・「開発プロジェクト財務・経済分析⼿法」

委員⻑：（株）⻑大
副委員⻑：⽇本工営（株）
（株）建設技術研究所

開発プロジェクト財務・経済分析⼿法

永冶 泰司
林 幸伸
礒部 猛也

・「環境社会配慮調査（EIA）セミナー」

・「JICA業務実施⽅針セミナー」
・「円借款⼊門セミナー」

・「円借款案件における調達セミナー」
・「PM向けジェンダー研修」 など

JICA新⼈職員とのワークショップ

PM向けジェンダー研修

ECFAセミナー「FIDIC契約約款改訂版2017の解説」
2018/05/22＠日本工営（株）
FIDICの理事を務めFIDIC契約約款の改訂作業にも関わられたFIDIC
Contract Committee, Update Task Group メンバー、Aisha Nadar氏
を講師としてお招きし、改訂に至った経緯、改訂版の重要なポイントと改訂箇所
の説明、そしてエンジニアとしての留意点などについて解説いただきました。
中央がAisha Nadar氏

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年4⽉23⽇

研修・セミナー、YP分科会報告、ECFAセミナー、ECFA Award広報等

2019年2⽉13⽇

研修・セミナー、YP分科会報告、ECFAセミナー・ECFA Award検討等

2018年12⽉05⽇

次回ECFAセミナーテーマ検討、 YP分科会報告等

2018年07⽉06⽇

ECFAセミナー（「FIDIC契約約款改訂版2017の解説」）報告、 YP分科会報告等

事務局担当者：河野
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広報委員会

広報研究会
◆開発コンサルタントの地位向上・知名度アップ及び⼈材確
保に向け活動しています！
広報研究会では、開発コンサルタントを正しく理解いただくための
活動について企画・運営を⾏っています。大学等への講師派遣、
就職支援セミナーの開催、各種イベント（グローバルフェスタ、国
際協⼒キャリアフェア、ワン・ワールドフェスティバル等）や開発学会
への参加など、開発コンサルタントの認知度向上を目指して活動
を⾏っています。

グローバルフェスタJAPAN2018

幹 事： ㈱三祐コンサルタンツ

久野 格彦

副幹事：⼋千代エンジニヤリング㈱

有山 聡

講師派遣実績MAP
これまでに講師訪問した県

主な活動
● 大学等への講師派遣
● 上智大学「海外開発コンサルティング」特別講座協⼒
● 業界説明セミナー開催
● OpenWeek開催
● 国際協⼒イベント（グローバルフェスタ他）への出展
● Jicafeへの協⼒
● JICAインターンシップ受⼊への協⼒
● ⻘年海外協⼒隊向けセミナーへの協⼒
● ホームページ、SNSの活用

北海道大学、北海道教育大学、
弘前大学、⼋⼾工業大学
東北工業大学、筑波大学、
新潟大学、信州大学、
東京大学、上智大学
お茶の⽔⼥⼦大学、
共⽴⼥⼦大学、早稲⽥大学
首都大学東京
⽴教大学、⽇本大学
横浜市⽴大学
名古屋大学
⽴命館大学
京都大学、関⻄大学
神⼾大学、⾼知大学
鳥取大学、島根大学、岡山大学
広島大学、広島市⽴大学、県⽴広島大学
山口大学、九州大学、熊本大学、⿅児島大学
⽴命館アジア太平洋大学、⻑崎大学、宮崎大学

大学⽣向け出前講座

業界説明セミナー

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年5⽉21⽇

出前講座、広報ツールについて、今年度の予定等

2019年2⽉19⽇

出前講座、ワンワールドフェスティバル報告、来年度の計画

2018年11⽉2⽇

グローバルフェスタJAPAN2018振り返り他

2018年9⽉21⽇

出前講座（JICA、⻘年海外協⼒隊訓練所他）、業界説明セミナー報告、グローバルフェスタオリエンテーション他

2018年8⽉9⽇

出前講座報告(山口大学、熊本大学、⽴命館アジア太平洋大学、広島大学、県⽴広島大学、共⽴⼥⼦大学)

2018年5⽉10⽇

今年度の活動について

事務局担当者：河野

コンプライアンス委員会

コンプライアンス研究会
◆会員におけるコンプライアンスの啓蒙を図っています！
会員各社への法令順守の強化促進、会員同⼠の情報共有を
図ると共に業界全体の法令順守の徹底を推進しています。
第⼀期（2009年 2010年）として、⾏動規範の⾒直し、
第⼆期（2014年 2016年）として、不祥事案の再発防⽌の
ためには、政府・JICA・コンサルが官⺠挙げて協⼒して途上国側
へのコンプライアンス徹底強化を図ることの必要性を提言し、外務
省及びJICAと連携をして「コンプライアンスカード」の作成などを⾏
ないました。
そして現在は第三期として、昨年10⽉に外務省及びJICAにおけ
る不正腐敗の措置規程の改正が⾏われました。このため本年1
⽉及び3⽉の2回に亘り、JICAそして外務省との間で説明会を開
催しました。内容的にはグループ企業や⼦会社、さらには⽇本国
内での連座性なども今回の⾒直しで組みこまれ非常に厳しい内
容になっています。

JICAとの意⾒交換会

幹 事： ⼋千代エンジニヤリング㈱ ⻑沢 威
副幹事：⽇本工営㈱ 佐藤 ⼀幸

ECFAが外務省とJICAと連携して作成したコンプライアンスカード
（カードは英語のほか、仏語、スペイン語、露語、アラビア語、ベトナ
ム語、インドネシア語があります。）配付開始は2016年4⽉。

開催実績
年⽉⽇

テーマ

2019年3⽉29⽇

１．外務省「⽇本国のODA事業において不正⾏為を⾏なった者に対する措置要領」
２．質疑応答及び意⾒交換 他

201９年1⽉30⽇

１．JICA措置規程の改正について
１）JICAが⾏なう契約における不正⾏為等に対する措置規程
２）JICAが実施する資⾦協⼒事業における不正⾏為等措置規程
３）質疑応答及び意⾒交換 他

事務局担当者：大塚

調査研究事業

アジアPPP推進協議会（APPC）
◆海外PPP推進の官⺠プラットフォーム
アジア推進協議会（APPC）は、アジアを中⼼とする海外での
PPP（Public Private Partnership）ビジネス展開を目指す⺠
間企業約50社が集まり、平成18年に経済産業省の指導の下業
界プラットフォームとして設⽴されました。ECFAはAPPCの事務局
を担っています。
アジア諸国ではインフラ整備の新たな⼿法としてPPP事業を要請
しており、本協議会では分野横断的なテーマを議論する全体セミ

主な活動
● 全体セミナー（年間4回程度開催）
● 分野別部会の開催（電⼒、都市交通、上下⽔道）
（各部会年間３回程度開催）
● スマートシティ・ワーキング・グループ
● 会員・オブザーバーとのネットワーキング懇親会
● 戦略検討会（各国PPP制度調査、⽇本政府への
提言など）
● 年次総会（活動・会計計画、基調講演含む）
及び懇親パーティー

ナーと３つの分野別部会で情報交流するとともに、スマートシティ
等PPP事業の案件形成に資する戦略研究会を開催しています。

APPC年次総会

■APPC会員企業

ネットワーキング懇親会

37社（2019年5⽉時点）

電力調査部会 (21社)
伊藤忠商事㈱
⿅島建設㈱
関⻄電⼒㈱
九州電⼒㈱
EY新⽇本有限責任監査法⼈
住友商事㈱
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント㈱
中国電⼒㈱
⻑島・大野・常松法律事務所
電源開発㈱
⽇本工営㈱
㈱パデコ
ベーカー＆マッケンジー法律事務所
北陸電⼒㈱
前⽥建設工業㈱
丸紅㈱
㈱みずほ銀⾏
三菱商事㈱
㈱三菱UFJ銀⾏
森・濱⽥松本法律事務所
有限責任あずさ監査法⼈

部会活動
会員企業を随時募集しています！

都市交通調査部会 (22社）
㈱IHI
㈱梓設計
㈱アルメックVPI
伊藤忠商事㈱
㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル
EY新⽇本有限責任監査法⼈
住友商事㈱
㈱総合⾞両製作所
⻑島・大野・常松法律事務所
⻄⽇本旅客鉄道㈱
⽇本工営㈱
⽇本電気㈱
パシフィックコンサルタンツ㈱
ベーカー＆マッケンジー法律事務所
前⽥建設工業㈱
丸紅㈱
㈱みずほ銀⾏
三井物産㈱
㈱三菱UFJ銀⾏
森・濱⽥松本法律事務所
⼋千代エンジニヤリング㈱
有限責任あずさ監査法⼈

上下水道調査部会 (15社）
㈱NJSコンサルタンツ
国際航業㈱
EY新⽇本有限責任監査法⼈
住友商事㈱
⻑島・大野・常松法律事務所
東洋エンジニアリング㈱
⽇本工営㈱
パシフィックコンサルタンツ㈱
㈱⽇⽴製作所
丸紅㈱
㈱みずほ銀⾏
㈱三菱ＵＦＪ銀⾏
メタウォーター㈱
森・濱⽥松本法律事務所
⽉島機械㈱

■オブザーバー：下記の公的機関に、セミナーや部会活動に参加して頂き、官⺠での交流を図っています。
経済産業省、国⼟交通省、環境省、厚⽣労働省、JICA、JBIC、JETRO、NEXI、OCAJI、ENAA、AOTS、JEPIC、JCOAL、
JORSA、JOIN、IGES、JS、JWWA、横浜市 ほか
事務局担当者：内藤
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［ 後援］ 独立行政法人 国際協力機構／一般社団法人 国際建設技術協会／一般社団法人 海外運輸協力協会／
一般社団法人 海外農業開発コ ンサルタ ンツ協会／一般社団法人 海外建設協会／公益社団法人 日本技術士会
［ ポスタ ー図案の解説］ 2016 年 7 月に発生したダッ カテロ事件の教訓を風化させないため、 毎年 7 月に安全強化月間を設けまし た。
安全に、 怪我無く 、 笑顔で愛する家族の元に帰ることをイメ ージし て図案を作成しまし た。
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（ 一社）海外コンサルタンツ協会

Access

○東京メトロ銀座線 ⻁ノ門駅 徒歩3分
○都営地下鉄三⽥線 内幸町駅 徒歩3分
○東京メトロ千代⽥線 霞が関駅 徒歩5分
○JR線・銀座線・都営浅草線 新橋駅 徒歩9分

海外コンサルタンツ協会

一般社団法⼈
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