
グローバルフェスタ JAPAN 2017＠お台場（9/30-10/1） 

一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ECFA） 

 
 

 

 

 

 
「開発コンサルタント」は世界 150 ヶ国以上の開発途上国で国際協⼒の仕事をしています。 

「開発コンサルタント」について知りたい方は、「Ｙ（イエローエリア）07」テントへお越しください。 

キャリア相談も受け付けています！ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャリア相談 参加予定企業   ※ゆっくり相談したい方は、土曜日の午前中がお勧めです。 

9/30(土) 10/1（日） 
10:00-13:30 13:30-17:00 10:00-13:30 13:30-17:00 

NTC インターナショナル㈱ 

㈱三祐コンサルタンツ 

日本テクノ㈱ 

㈱日本開発サービス 

八千代エンジニヤリング㈱ 

アイ・シー・ネット㈱ 

NTC インターナショナル㈱ 

㈱ｺｰｴｲﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

㈱三祐コンサルタンツ 

日本テクノ㈱ 

八千代エンジニヤリング㈱ 

アイ・シー・ネット㈱ 

㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 

国際航業㈱ 

㈱三祐コンサルタンツ 

㈱日本開発サービス 

アイ・シー・ネット㈱ 

NTC インターナショナル㈱ 

㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 

㈱三祐コンサルタンツ 

㈱ニュージェック 

八千代エンジニヤリング㈱ 

 

 9/30（土） 

11:45-12:30@ サブステージ 

15:30-16:45 @ 外務省-JICA テント 

「JICA×開発コンサルタント！〜国際協⼒の世界での活躍を目指して〜」 

国際協⼒分野の新⼊社員に聞く！ 
「私の就活事情」 

 八千代エンジニヤリング（株） 田原 文太氏 他 

 

パネリスト：（独）国際協⼒機構     渡辺 雅夫 氏 

（株）三祐コンサルタンツ  舟山 宜宏 氏 

 
農業が専門の⼥性コンサルタントの 

お話しだよ！ルワンダのプロジェクトに

ついて紹介します。 

 10/1（日） 

11:45-12:30 @ サブステージ 

「JICA×開発コンサルタント！ 

〜国際協⼒の世界での活躍を目指して〜」 

「開発コンサルタント」は 

  国際協⼒現場の最前線で活躍しています！ 

JICA と開発コンサルタントのコラボイベント。JICA、開発コンサルタントの役割についてわかりやすく紹介する

寸劇の他、パネルディスカッションでは仕事ややりがいのお話しが聞けます。 

  

パネリスト：（独）国際協⼒機構        近藤 貴之 氏 

八千代エンジニヤリング（株）  平野 加保⾥ 氏 

JICA と開発コンサルタントのコラボイベント。JICA、開発コンサルタン

トの役割についてわかりやすく紹介する寸劇の他、パネルディスカッシ

ョンでは仕事ややりがいのお話しが聞けます。 

13:00-13:30@ Y07 ECFA ブース 

 パネリストが変わるよ！ 

NTC インターナショナル㈱ 齋藤（反町）早季氏 
 

プロジェクト紹介＆キャリアパス 

14:00-14:30@ Y07 ECFA ブース 

㈱三祐コンサルタンツ 野口 奈々⽒ 
  

プロジェクト紹介＆キャリアパス 

 
農業が専門の開発コンサルタントの 

お話しだよ！キャリアパスも紹介するよ 

 
文系・学部卒で開発コンサルテ

ィング企業へ入社。就活のリア

ルなお話が聞けるかも？！ 



グローバルフェスタ
 

開催場所がそれぞれ異なる
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

「
一般社団法人海外コンサル

読みます。

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを

た合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

日本代表機関となりました。

 
●ODA

ODA

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

例）・有償資⾦協⼒分科会

●国際機関との交流

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

●研修・セミナー

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、

研修

●広報活動

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

派遣する「出前講座」を開催すると共に、各種

●調査研究事業

官⺠パートナーシップ（

●FIDIC

FIDIC

本の
 

サブ 
ステージ

9 月

「私の就活事情」

10

「国際協⼒の世界での

 

グローバルフェスタ

開催場所がそれぞれ異なる

「ECFA
一般社団法人海外コンサル

読みます。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを

た合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

日本代表機関となりました。

●ODA のビジネス環境改善

ODA ビジネス環境改善活動の一環として、

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

例）・有償資⾦協⼒分科会

・安全対策分科会

国際機関との交流

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

研修・セミナー

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、

研修・セミナー

広報活動 

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

派遣する「出前講座」を開催すると共に、各種

調査研究事業

官⺠パートナーシップ（

FIDIC（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

FIDICは権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

本の ODA でも採用。
 

外務省-
9 月 30 日

「国際協⼒の世界での

活躍を目指して」

 
ステージ 

サブステージ
月 30 日（土）11:45

「私の就活事情」

10 月 1 日（日)11:45

「国際協⼒の世界での

活躍を目指して」

 

グローバルフェスタ

開催場所がそれぞれ異なる

ECFA」ってなぁに？
一般社団法人海外コンサル

我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを

た合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

日本代表機関となりました。

のビジネス環境改善

ビジネス環境改善活動の一環として、

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

例）・有償資⾦協⼒分科会

・安全対策分科会 ・中小企業海外展開支援勉強会など

国際機関との交流 

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

研修・セミナー 

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、

・セミナーを⾏っています。

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

派遣する「出前講座」を開催すると共に、各種

調査研究事業 

官⺠パートナーシップ（

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

でも採用。100

みなさまのご来場お待ちしております！

-JICA テント
日(土)15:30-16:45

「国際協⼒の世界での

活躍を目指して」

サブステージ 
11:45－12:30

「私の就活事情」 

11:45－12:30

「国際協⼒の世界での 

活躍を目指して」

グローバルフェスタ JAPAN 2017

一般社団法人海外コンサル

開催場所がそれぞれ異なる

」ってなぁに？
一般社団法人海外コンサルタンツ協会（

我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを

た合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

日本代表機関となりました。 

のビジネス環境改善 

ビジネス環境改善活動の一環として、

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

例）・有償資⾦協⼒分科会 ・無償資⾦協⼒分科会

・中小企業海外展開支援勉強会など

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、

を⾏っています。 

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

派遣する「出前講座」を開催すると共に、各種

官⺠パートナーシップ（PPP）等に関する調査研究を⾏っています。

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

100ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！

テント 
16:45 

「国際協⼒の世界での 

活躍を目指して」 

12:30 

12:30

活躍を目指して」 

エ
ア
ー
ア
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JAPAN 2017

一般社団法人海外コンサル

開催場所がそれぞれ異なるので間違えないよう

」ってなぁに？ 〜開発コンサルティング企業

協会（Engineering and Consulting Firms Association
我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを

た合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

ビジネス環境改善活動の一環として、ODA

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

・無償資⾦協⼒分科会

・中小企業海外展開支援勉強会など

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、

 

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

派遣する「出前講座」を開催すると共に、各種

）等に関する調査研究を⾏っています。

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！

JAPAN 2017

一般社団法人海外コンサルタンツ

ので間違えないよう

〜開発コンサルティング企業

Engineering and Consulting Firms Association
我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを

た合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である FIDIC

ODA 現場の最前線で働く

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

・無償資⾦協⼒分科会 ・技術協⼒分科会

・中小企業海外展開支援勉強会など

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び自己研鑽を支援する

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

派遣する「出前講座」を開催すると共に、各種 ODA イベントに参加しています。

）等に関する調査研究を⾏っています。

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！

JAPAN 2017＠お台場（

タンツ協会（ECFA

ので間違えないよう

〜開発コンサルティング企業

Engineering and Consulting Firms Association
我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを

FIDIC（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の

現場の最前線で働く会

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

・技術協⼒分科会

・中小企業海外展開支援勉強会など 

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントのスキルアップ及び自己研鑽を支援する

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

イベントに参加しています。

）等に関する調査研究を⾏っています。 

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟 

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！

9 月 30 日（土）

10 月 1 日（日

●開発コンサルタントによる

●両日終日

＠お台場（

ECFA） 

ので間違えないようご注意ください

〜開発コンサルティング企業等の業界団体で

Engineering and Consulting Firms Association
我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の

会員の意⾒を取りまとめ、政府や

等との意⾒交換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う ODA

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

・技術協⼒分科会 ・契約・精算分科会

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントのスキルアップ及び自己研鑽を支援する

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

イベントに参加しています。

 

 

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！

ECFAテント

Y07
日（土）13：00-13

日（日）14：00-14

開発コンサルタントによる
プレゼンテーション

両日終日「キャリア相談」

＠お台場（9/30

ご注意ください

の業界団体です〜

Engineering and Consulting Firms Association）の略で「エクファ」と

我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

目的として活動しています。

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の

員の意⾒を取りまとめ、政府や

ODA 事業に関する様々な課題に

ついて知識・理解を深めるために、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。 

・契約・精算分科会

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。 

開発コンサルタントのスキルアップ及び自己研鑽を支援する

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

イベントに参加しています。 

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。 

みなさまのご来場お待ちしております！  

テント 

07 
13：30 

14：30 

開発コンサルタントによる 
プレゼンテーション

「キャリア相談」 

9/30-10/1

ご注意ください

す〜 

の略で「エクファ」と

我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

目的として活動しています。

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の

員の意⾒を取りまとめ、政府や JICA

事業に関する様々な課題に

・契約・精算分科会  

開発コンサルタントのスキルアップ及び自己研鑽を支援する

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

 

プレゼンテーション 

10/1） 

ご注意ください 

の略で「エクファ」と

我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健

目的として活動しています。ま

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の

JICA

事業に関する様々な課題に

開発コンサルタントのスキルアップ及び自己研鑽を支援する

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇

メ
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