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Ⅰ．わが国の開発協力政策の新たな取組みに向け、政府・関係機関との緊密な協議

及び意見発信を行う。（ODA 関連事業） 
 
1．開発協力政策立案・制度設計・実施体制に関する政府機関との意見交換の実施 
 政府の掲げる（ア）自由で開かれたインド太平洋戦略の具体化としてハードインフラと共にソ

フト面での支援を通じた域内外の連結性の強化、（イ）グローバルな課題への対処として SDGs
達成に向けた協力、（ウ）日本経済を後押しする日本の先端技術、中小企業・地方自治体の海外

展開支援等について、戦略的、効果的かつ効率的な開発支援を推進すべく、コンサルティング業

界が培った経験とノウハウに基づき、政府・関係機関と政策・案件形成・実施体制の強化につい

て意見交換を行った。 
 
（1）各省との意見交換会 

本年度も ODA 実施機関と共に政策官庁との幅広い意見交換を実施した。 
 
ア．経済産業省との意見交換会 
経済産業省は、「経協インフラ戦略会議」を通じ、インフラ輸出促進のため、案件の形成・調

査等の「川上」、機器の納入・建設等の「川中」、施設の運営・維持管理（メンテナンス）等の

「川下」まで含めた事業プロセスの全般にわたり継続的に関与することの重要性を指摘した。特

に、海外事業への出資・コンセッション契約による事業運営権の獲得、経営への参画、施設の運

営メンテナンス（O&M）ビジネスへの参画を支援し、“売り切りから継続的な関与”への新たな

取り組みを目指している。主要な分野として、電力・鉄道・情報通信・医療分野を挙げている。

こうした事業展開について、同省貿易経済協力局等と緊密に連携し関連業界とも意見交換を実施

した。 

 

○ 「水インフラ国際展開タスクフォース」への参加 
2019 年 7 月 2 日（火）、経済産業省製造産業局国際プラントインフラシステム・水ビジネス推

進室長 吉岡孝氏を訪問した。同省では、海外の水ビジネスの拡大に加え高度処理や維持管理・

民営化のニーズも近年急増している背景を踏まえ、水インフラ分野で官民連携の上受注拡大を目

指すべく「水インフラ国際展開タスクフォース」を設置した。事務局は日本機械輸出組合。

ECFA は、昨年度に続きメーカーとの技術交流を促進すべく本フォーラムに参加することとなっ

た。 
第 1 回は 6 月 3 日に開催され、設立趣旨等の説明、過年度に実施された「インフラ輸出に関す

る優位性戦略検討会」の成果等の報告の後、経済産業省より「水インフラの国際展開に関する施

策」の紹介が行われた。 
第 2 回は 9 月 3 日に開催され、アジア・太平洋水サミットについての報告、同タスクフォース

の今後の進め方・検討テーマ案について意見交換を行った後、JICA よりアジアにおける「上下

水道分野の協力の現状」について講演があった。最後に円借款の入札予定案件について紹介され

た。 
 
○ 経済産業省貿易経済協力局藤井通商金融課長との懇談 
2019 年 10 月 18 日（金）、経済産業省貿易経済協力局通商金融課課長 藤井亮輔氏を高梨寿専

務理事、岡野克弥顧問が訪問。藤井課長からは、先般経協インフラ戦略会議にて発表された都市

開発スマートシティ支援を発表内容などについての紹介があり、意見交換を行った。 
同課長からは、インフラ輸出案件も単体では受注が難しいので、大仕掛けの資本協力を提供

し、「面」での案件形成を行うべき。さらに途上国の政権が短命ということに鑑み、大型の案件

は難しいとの説明があった。加えて都市開発以外でインフラ海外展開支援について、コンサルテ

ィング業界の知見を聞きたいとのことで、今後 2 か月に 1 度定期的に意見交換会を開催したい旨

提案があった。そこで、ECFA 有償分科会との意見交換を検討することとなった。 
 
○ 経済産業省貿易経済協力局保坂局長表敬訪問 

 2019 年 11 月 13 日（水）、新たに経済産業省貿易経済協力局長に就任された保坂伸局長を表敬

訪問した。冒頭、有元会長より ODA 事業における入札不調、価格乖離、オールジャパンの取り

組み等の課題を紹介し、併せて石本副会長よりコンサルティング業界の直面する収益率の低さ、
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税金問題等について説明を行った。保坂局長からは、資源エネルギー庁時代の LNG 事業推進

で、プロジェクト開発の難しさを体験しており、経済産業省として ODA の今後のあり方につい

て再検討中にある。特に、新興国との競争では日本企業の価格や工期でのハンディもあり、「質

の高いインフラ輸出」政策も曲がり角にあり、日本が優位に立てるようコンサルタントからの提

案を是非歓迎したいとのコメントがあった。なお、当日 ECFA 側訪問者は有元龍一会長、石本

潤副会長、米澤栄二副会長、高梨専務理事であった。 
 
イ．外務省との意見交換会 
外務省は、2019 年度の重点施策として、①「自由で開かれたイン太平洋戦略」として港湾・

鉄道・道路等のハードインフラ、制度・基準・運営ノウハウ等ソフト面の支援による域内の連結

性の強化、②保健・女性・教育・防災・機構変動等の SDGs が掲げたグローバルな課題への対

処、③日本経済を後押しする支援として事業権・運営権の獲得促進、中小企業・地方自治体の海

外展開支援を標榜。これらの政策の実施について、案件形成、実施体制の拡充、さらに各制度の

改善に関して適宜意見交換を行った。また、ダッカ事件後常設された「国際協力事業安全対策会

議」について、ODA 事業の安全対策拡充、コンサルティング企業の負担の軽減、そして現地活

動に係る安全対策の研修・訓練の強化を提案した。 
 
○ ODA 案件における租税問題に係るアンケート結果 
2019 年 7 月 1 日（月）、昨年度末に外務省より依頼があり、会員に対して実施したアンケート

内容の進捗状況について外務省国際協力局事業管理室長 八木浩治氏より現状についての説明が

あった。現在、外務省へ先日提出した情報は、各国の在外公館にその事実確認を行いアップデー

トし、国ごとの議論を行った上でその対応を整理している。免税問題は外務省全体の問題と捉

え、国際協力局を中心に、他関係部署も巻き込んでの全省庁レベルでの対応となっている。既に

ECFA を含めた関係団体から集めた内容については、各国の在外公館にその事実確認を行ってい

るところであるとの説明があった。またベトナム及びウガンダについては、パイロット国と位置

づけ、優先的に対応を行っていくとのこと。 
2019 年 11 月 14 日（木）、前回の調査結果を踏まえ、外務省国際協力局事業管理室長 八木浩

治氏との間で意見交換を行った。外務省からは現在の取り組みとして、本年 4 月に外務省・

JICA 関係者等から成る「租税問題タスクフォース」を設置したとのこと。5 月に在外公館に対

し問題への対応強化を指示した。また租税問題を未然に防ぐ取組として免税項目を明確化した口

上書の交換、円借については、E/N 雛形に付加価値税（VAT）の取扱いを明記した項目を追加し

た。無償案件、有償案件を受注した本邦企業に対し、それぞれ税の取り扱いを示す口上書又は

E/N の写しを提供するとの説明があった。またこれを踏まえ、前回調査結果の更新依頼があり、

加えて租税問題の取りこぼしが無いよう前回回答がなかった会員への再調査も合わせて実施し

た。 
2019 年 12 月 26 日、同日時点での調査結果を外務省へ提出した。前回からそれほど期間が経

過していないことから概ね「変更なし」との回答であったが、追加で 7 案件あり、そのうち新規

回答は 3 社であった。この結果を踏まえ、今後外務省国際協力局事業管理室と意見交換を行うと

共に有償案件については、コンサルタント選定の入札参加者に事前に E/N が入手できるよう外

務省に対して働きかけを行った。なお、同働きかけにより、E/N の事前入手については、外務省

内で検討することとなった。その後、ECFA が提出した調査結果に対して外務省が内容を確認

し、追加調査の依頼を受け、2020 年 1 月 31 日、2 月 12 日、2 月 19 日及び 3 月 4 日の 4 回にわ

たり外務省へ回答した。 
 
○ ODA の最近の制度改善の状況 
2019 年 7 月 1 日（月）、外務省国際協力局開発協力総括課長 山本文土氏を高梨専務理事が訪

問。最近の ODA に係る制度改正について、特に 1）海外投融資の拡充、2）STEP 制度の改善、

3）外国人材の活用、4）第 3 国との連携（例中国、米国等）意見交換を行った。なお、山本課長

は、その後の 2019 年度第 2 回理事会懇談会で講演いただいた。 
 
○ 外務省花田開発協力総括課長との懇談 
2019 年 10 月 18 日（金）、外務省国際協力局開発協力総括課長 花田貴裕氏を高梨専務理事、

岡野顧問が訪問した。花田課長は、10 月 9 日付けで就任されたもので、最近の円借款・無償等
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ODA 事業の実施状況、コンサルティング業界が直面する課題について意見交換を行った。同課

長からは、ODA の政策、課題について業界の意見を参考にしたいとのことで、別途意見交換会

を企画することとなった。 
また、同課長からは、着任早々ということもあり、コンサルタント・メーカー・商社及び

JICA 等で何ができるのか、好調な国内景気を踏まえ、如何にしたらインフラ案件の受注率が上

げられるのか、さらに途上国の問題意識としては、①日本製品が高い、②見積と応札価格の価格

乖離、③契約締結後事業費が上がるといった問題をどのように解決すべきかなどであった。 
特に ECFA からは、課税については、現地の税制調査を専門家でない案件の調査団員が行っ

ており、本来であれば税の専門家（監査法人等）を別途 JICA が雇上し、実施すべきである旨要

望した。この点については、これまで JICA へ要望しているものの十分な対応がされてはいな

い。加えて E/N の免税条項の記載が明確でないため、その解釈を巡って問題が発生しているこ

と。また価格乖離の問題に関し、プルーフエンジニアによる検証の結果、価格乖離の理由とし

て、ゼネコン側が税金や為替リスク、サブコン雇用の間接費など途上国で発生するリスクを入札

価格に上乗せしていることであり、コンサルタントに瑕疵があった訳ではないことが証明された

旨説明を行った。 
 
○ 外務省国際協力局鈴木局長表敬訪問 

 2019 年 12 月 23 日（月）、外務省国際協力局鈴木局長を有元会長、石本副会長、米澤副会長、

高梨専務理事、岡野顧問が訪問した。冒頭、有元会長より ODA の枠組みも stakeholder も変わ

り、質の高いインフラのあり方も変わってきている中、我々業界としても変わっていく必要があ

ることを説明した。また、石本副会長より、収益性調査の結果、適正な M/M の不足、TOR の不

明確性、税金問題等を理由に構造的な原因がある上に、JICA 予算問題が大きく影響しているこ

とを紹介した上で外務省ほか関係省庁の理解と支援を要請した。 
 さらに、円借款に関する価格乖離問題についての議論の中で、事前の見積もりをとることの効

果、及び現地事情の上流部分からマスタープラン作りを通じて食い込んでおくことの必要性につ

いて意見交換を行った。 
 最後に、鈴木局長より、収益性や価格乖離問題といった課題への取り組みを進めるにしても、

この業界としてどのようなスタンダードをもって進んでいくのかというビジョンを持つことが重

要とコメントがあり、それに対して、有元会長より、まさしくそのような問題意識の下、ハード

中心となっている現状から原点に戻ること、新しい技術をどん欲に取り込むこと、海外のコンサ

ルタントの動向を積極的に情報収集すること等といった観点で、将来ビジョン作成に着手してい

る旨紹介した。 
 

ウ．国土交通省との意見交換会 
国土交通省は、鉄道、水資源、都市・住宅開発、下水道、空港等の幅広い分野において、わが

国のインフラ海外展開の中核を担っている。今年度も政府の方針の下同省との連携・意見交換を

実施した。 
 
○ 国土交通省宮坂海外プロジェクト推進課長との懇談 
2019 年 10 月 18 日（金）、国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長 宮坂祐介氏を高

梨専務理事、岡野顧問が訪問した。先般、ECFA 理事会での講演を踏まえ、コンサルティング業

界の抱える問題について、改善に向け引き続き意見交換をすることとなった。特にコンサルタン

ト業務に対する支払い遅延に係る技術提供保険は、NEXI の条件として事案が発生した時点で設

計業務等を止める必要があるため、現実的に利用が難しいことや、PI 保険については従来契約

金額もしくは 3 億円のどちらか低い方というルールがあるが、この制限を見直すという動きもあ

り、また案件の大型化から保険の引き受け手がいないとした問題を抱えている旨説明を行った。

本件は引き続き協議することとなった。 
 
エ． （独）水資源機構「水資源分野海外展開活性化協議会」への委員派遣 
2019 年 6 月 6 日（木）、第 3 回全体会議が開催された。同会議では、本年度実施事業として、

①昨年度調査対象としたミャンマーにおける統合水資源管理マスタープランの推進、②本年度新

規案件候補としてブランタス川流域ダム群の長寿命化、③水資源分野における技術情報の整理が
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承認された。なお、ECFA からは昨年度の経験を踏まえ、案件形成のための JICA の活用推進及

び同機構参加による水資源分野のコンサルタントとの競合・参加が阻害されないよう要請した。 
2020 年 1 月 28 日（火）、第 4 回全体会議がコロナウィルス対策のため持ち回り審議となっ

た。2019 年度の総括としては、ア）ミャンマー案件（バゴー・シッタン河流域統合マスタープ

ラン調査）の ODA 要請の進捗報告、イ）インドネシア案件（ブランタス河流域ダム再生事業）

の最終報告書の提出と日本への要請促進、ウ）水資源分野の技術集の作成について進捗報告があ

った。ミャンマー案件は、既に現地政府から日本政府に技術協力の要請がなされており、2020
年度に JICA マスタープラン調査が開始されると期待される。インドネシア案件は、堆砂に苦慮

するダムの再生を目指すもので、先方政府の理解を得られており、日本への正式要請に向け準備

中にある。技術集は、水資源分野の日本の技術を分かり易く取り纏め、日本企業の海外展開や

ODA 案件の発掘形成に資するものとして発行。例えば①ダム堤体・貯水機能改善対策、②貯水

池運用・水質対策、③河川水資源管理改善対策等途上国のニーズに合う日本技術（シーズ）を紹

介し、日本の優位性技術の推進を図るものである。今後新規案件の形成としては、バングラデシ

ュのチッタゴン地域水資源開発予備調査を実施することとなった。 
 
2．援助実施機関との定期的意見交換の拡充 
 国際協力機構（JICA）は、政府の掲げるインド太平洋戦略、連結性の強化、人間の安全保障

に基づく SDGs 達成、開発大学院の連携、気候変動・地球環境問題、NGO との連携、質の高い

インフラ輸出、事業権・運営権の獲得支援、中小企業・地方自治体の海外展開支援等の ODA の

目標に向け、有償・無償・技協の各種 ODA 事業を実施する。そこで、業界の立場から JICA の

組織・制度、案件形成・実施体制等の改善について、（1）理事同士の協議、（2）分科会・研究会

等の各実務者レベルの協議について定期的に開催した。 
 
（1）理事同士の交流の実施 
  2019 年 7 月 31 日（水）、第 3 回 ECFA-JICA ハイレベル意見交換会を JICA にて開催し

た。当日の双方の出席者は、JICA は山田順一理事、本清耕造理事、植嶋卓巳理事、ECFA 側は

有元龍一会長、石本潤副会長、永冶泰司副会長、高梨寿専務理事であった。今回の議題は以下の

通り。 
1．QCBS の導入後の状況 
2．ODA における安全管理対策 
3．インフラ輸出に関する最近の動きと円借款に関する価格乖離問題への対応、等 
QCBS の導入後の状況では、JICA から 6 件の QCBS 案件の状況について、価格逆転及び極端

なダンピングは発生していない。一方適切な予定価格の設定で自然条件調査や環境社会配慮など

の業務については、各社の見積もりでかなりの差が生じるため定額・定量で見積もりを指示する

よう変更するとの説明があった。ODA における安全管理対策については、JICA と契約がある案

件の場合、安全対策ガイダンスに基づき、当該案件に必要な安全対策費の計上について業務指示

書に明記すること要望した。また円借款では安全対策費の必要性のある国に対しては、先方政府

へ十分な説明及び支援を JICA 及び在外公館へ依頼するよう要望した。価格乖離問題に関して

は、プルーフエンジニアリングの結果、コンサルタントの積算に瑕疵がなかったという結果が出

た。むしろ、工事業者の第三国サブコンを使った直接工事費の増加や各種リスク（為替・税金

等）を含む諸経費の積算に課題があることが判明。今後 JICA を含め政府による適正なモニタリ

ングが期待される。今回も JICA 理事と ECFA 理事の間で率直な意見交換ができ、引き続きこう

したハイレベルの協議は重要であり、今後も適宜開催する。 
 

○ デジタルトランスフォーメーション（DXTF）に係る意見交換会 
JICA では、世界的なデジタル化の流れを踏まえ、昨年 12 月 1 日付で、理事長直轄の「デジ

タルトランスフォーメーション推進タスクフォース（DXTF）」を設置した。目的は、JICA 事業

におけるデジタルの主流化、パイロット事業の発掘と実施等、事業におけるデジタル化を推進す

るための実施体制の整備である。そこでコンサルタントにデジタル技術を活用した案件の提案を

依頼したいとの理由で 2020 年 2 月 6 日（木）、ECFA において意見交換会を開催した。コンサ

ルタントから提案のあった内容は、在外公館を通じて途上国に日本の技術等を売り込むための技

術集として活用するべく、2020 年 3 月でまとめるとのこと。参加者 50 名。 
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なお、JICA 及び日本経団連と ECFA との間で、2 月 28 日（金）日本電気（株）及び NEC ネ

ッツエスアイ（株）により、「衛星合成開口レーダ（SAR）による電力、交通等インフラ施設の

広域モニタリング」と「モバイルソーラーカメラソリューション」を、そして 3 月 4 日（水）に

はソフトバンク（株）及び（株）NTT データにより、「デジタル農業プラットフォームによる持

続的食糧生産エコサイクル」と「衛星画像から作成した全世界デジタル 3D 地図」の紹介及びそ

れを踏まえた意見交換を行う予定であったが、コロナウィルス感染拡大の関係で開催を延期し

た。 
 
（2）分科会・研究会との意見交換 
 本年度も、技術協力分科会、有償分科会、無償分科会、契約・精算分科会、安全対策分科会、

コンプライアンス研究会、TICADVII タスク等が JICA 関係部との意見交換を実施した。（各分

科会活動等紹介章参照） 
 
3．経団連との意見交換会 

昨年度経団連の国際協力委員会は、「戦略的なインフラシステムの海外展開に向けて－2018 年

度版－」の提言書を政府に提出した。当協会は同委員会の有力メンバーとして提言案の策定に貢

献した。今年度も、同委員会やサブサハラ地域委員会等を中心に、コンサルティング業界の代表

として意見を発信し、コンサルタントの役割の重要性を訴えるべく積極的に参加した。また、経

団連事務局とも緊密な協力関係を継続した。 
2019 年 8 月 23 日（金）、経団連国際協力推進委員会が開催され、経済産業省より通商金融課

課長藤井亮輔氏と環境省より国際協力・環境インフラ戦略室長杉本留三氏が参加され、最近の両

省の取り組みについて紹介があった。 
経済産業省は、これまでの海外インフラ展開において円借款を通じたプラント類の機器売りに終

始していたことを反省し、JBIC、NEXI、JICA の政策ツールを活用し経営等への参加や O&M
借款拡充による O&M ビジネスの推進、市中銀行や民間インフラファンド導入によるインフラ投

資スキームの構築、またインフラファンド向けの保険スキームの創設を行い、さらなるインフラ

海外展開を推進する。また、米・中・印・豪・欧等の第三国との連携を強化すべく、具体的なプ

ロジェクト組成の検討を始めていく。一方、環境省は地球温暖化対策として、ベトナム・フィリ

ピン・ミャンマー等廃棄物・リサイクル対策、水環境保全、浄化槽等日本技術の海外展開を推進

する。また、日本独自に推進している二国間クレジット制度（JCM）を利用し、ベトナムでの

アモルファス変圧器、カンボジアでの LED 街路灯ネットワーク等の JCM プロジェクトを推

進。今後とも JCM 利用のプロジェクト提案を募集していく。 
2019 年 8 月 26 日（月）、経団連国際協力推進委員会が開催され、国土交通省・JICA・JBIV

の新たな取り組みが紹介された。「海外インフラ展開法」を踏まえた独立行政法人の海外業務の

拡充。鉄道運輸機構（インド高速鉄道）、水資源機構（ミャンマー流域マスタープラン）、高速道

路会社（NEXCO）のアビジャン・ラゴス回廊の整備、成田国際空港（（株））のモンゴルウラン

バートル国際空港の運営事業権の取得、阪神国際港湾（株）のカンボジアシアヌークビル港湾公

社の株取得による港湾の開発・運営に協力。海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）はすで

に 21 件の海外インフラ事業に出資・融資を展開中。国際協力機構（JICA）からは、円借款にお

ける日本企業の受注率がここ 3 年間下記の通り 60%超えている旨説明があった。 
 

年度 2014 2015 2016 2017 2018 
日本企業受注率(%) 36.7 49.3 68.3 67.0 65.2 
 
2019 年 11 月 26 日（火）、政府は「第 2 回日中第三国市場協力フォーラム」を東京開催に向け

て準備をしており、今般経団連（国際協力推進委員会）は、経済産業省保坂伸貿易経済協力局長

と外務省アジア大洋州局参事官から準備状況について説明を受けた。第 1 回日中第三国市場協力

フォーラムは、昨年 10 月 26 日に北京にて開催され、日中両国・政府関係機関 1,500 人が参加

し、日本からは 50 人以上の財界トップが参加し、52 件の協力覚書（MOU）が締結された。東

京大会については、経済産業省と外務省にて第三国における民間経済協力案件を念頭に日中の民

間企業間交流の一層の推進を図るべく準備中にある。なお、参加者との質疑応答では、昨年と同

様な MOU の件数を競うようなことはなく、むしろ昨年合意した MOU の具体的な実現に注力し

ていくべきだとの意見が聞かれた。 
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2020 年 3 月 2 日（月）、経団連国際協力推進委員会が開催され、2019 年度版「戦略的なイン

フラシステムの海外展開に向けて」と題し、政府への要望書を取り纏めた。主な内容は、Ｉ．イ

ンフラシステム受注拡大に向けた要望として（1）日本政府・各府省庁 ①強力なトップセール

スとホスト国からの情報収集の強化、②予算措置の拡充および制度改善の推進、③デジタル技術

を活用したインフラ整備の促進、④質の高いインフラ推進に向けた国際的なルール整備・標準

化、⑤第三国市場連携を通じた競争力の強化、⑥幅広い分野におけるインフラの展開（スマート

シティ、セキュリティー、ロジスティック、農業等）、⑦安全対策の一層の拡充、（2）ODA（円

借款、無償資金協力、技術協力）①O&M における円借款と無償資金協力の利用拡大、②ハイス

ペック借款、STEP 等の周知と充実、③PPP 支援の拡充、（3）JICA 海外投融資等、（4）JBIC
投融資、（5）日本貿易保険（NEXI）等 II. ホスト国の課題解決に向けた日本政府への要望、 
（1）ホスト国における各種トラブル解決への支援（税金問題、現地政府負担事項の不履行、工

事代金支払遅延等）、（2）法制度整備およびビジネス環境改善、（3）人材招聘と人材育成の強

化。この中で、特にコンサルティング業界からは、ODA ツールのパッケージ化や有機的連携、

税金問題の早期解決、NEXI の支払い遅延改善の技術提供保険の柔軟な適用等を重点的に記述す

るよう要望した。 
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Ⅱ．開発コンサルティング業界の国際競争力強化のため政府・援助実施機関等との

意見交換を実施する (ODA 関連事業) 
 

昨年度、財務省の予算執行調査が発表後、ODA 事業である技術協力、有償資金協力、無償資

金協力において、事業の方向性、調達システム、手続きの変更等が実施された。そこで、コンサ

ルタント業界として国際競争力の強化に向け、併せて経営環境改善のため、政府並びに ODA 実

施機関である JICA と、これまで以上に各分科会、研究会・勉強会を通じ、定期的な意見交換会

を開催した。また、国際機関との意見交換も実施した。 
 
○ ODA 委員会 

 今年度も引き続き ODA 委員会を開催した。実績については以下の通り。 
回 開催日 内容 
1 5 月 14 日 ODA 事業に係る各分科会活動報告 
2 7 月 9 日 ODA 事業に係る各分科会活動報告 
3 9 月 12 日 ODA 事業に係る各分科会活動報告 
4 11 月 12 日 ODA 事業に係る各分科会活動報告 
5 12 月 25 日 ODA 事業に係る各分科会活動報告 

 
1．研究会・分科会等を通じた意見交換 
（1）技術協力分科会 

2019 年 4 月 9 日（金）、第 1 回技術協力分科会を開催した。今回は「JICA の守秘義務につい

て」をテーマに、JICA 社会基盤平和構築部部長 安達一氏をはじめ、産業開発部、地球環境

部、企画部が参加し、意見交換を行った。冒頭、JICA 職員による論文執筆等の現状とその原則

についての紹介があり、特に専門員によるプロジェクトを踏まえた論文発表が多かった。その

後、グループに分かれて「発信力強化に向けた課題」と「どのような内容を発信できるか」につ

いて議論を行った。報告書等成果品が一般公開されている場合は、成果品の著作権が JICA にあ

る事を明記すれば学会誌への投稿や学会等での発表、広報等に JICA の許可なく利用できること

が判明した。また、業務の実施上知り得た情報についても、JICA の許可があれば活用できるな

ど 2013 年より情報公開・発信についてのルールが大幅に緩和されているものの、運用面の活用

方法との間でのギャップがある。まずは、こうした現状について JICA とコンサルタントで共通

認識を持つことが重要とのことを確認した。今後は、発信力強化のため、案件終了後、JICA と

コンサルタントが共同でプロジェクト紹介や論文執筆などの発表の機会を増やし、こうした実績

がプロポーザル審査で評価されるよう環境整備を行っていくこととなった。 
2019 年 6 月 21 日（金）、JICA 社会基盤平和構築部と連携し、東京電機大学都市交通分野の大

学院生を対象とした講義に（株）アルメック VPI 金子素子氏を派遣した。当日は、ODA の仕

組みや世界の都市交通の課題などについて JICA からの説明の後、開発コンサルタントの実際の

プロジェクトでの活躍やキャリアパスについて金子氏が発表を行った。今後も共同での情報発信

ができる機会を有効活用していきたい。 
2020 年 2 月 6 日（木）、JICA 社会基盤平和構築部と共同で秋田大学土木専攻 2 年生・3 年生

向けの講義に、（株）オリエンタルコンサルタンツグローバルの清末 文明氏を派遣した。講義で

は、開発コンサルタントの仕事や海外業務のやりがいについて発表を行った。約 90 名が参加。 
 
○ 国際開発学会での共同発表 

2019 年 7 月 3 日（水）、国際開発学会での共同発表につき、JICA 社会基盤平和構築部及び企

画部と意見交換を行った。テーマは運輸交通分野とソフト系の農業や教育に関わる分野の 2 つで、

JICA とコンサルタントで共同発表するセッションを行うこととなった。プロジェクトで培った

知見の発信を通じて、研究者との交流を図ると共に、JICA・コンサルタントのコミュニケーシ

ョンの活性化や若手コンサルタントのモチベーションにつなげたい。 
2019 年 7 月 29 日（月）、国際開発学会の共同発表の内容について、東洋大学国際学部国際地

域学科 松丸亮氏および JICA 社会基盤平和構築部 坂部英孝氏と協議を行った。 

2019 年 11 月 16 日及び 17 日に東京大学にて国際開発学会が開催された。主な発表内容の詳

細は以下の通り。 
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○「インフラ・プロジェクトの開発効果」 
座 長：松丸亮氏（東洋大学国際学部国際地域学科） 
コメンテーター：安達一氏（JICA 社会基盤・平和構築部） 

前田剛和氏（(株)建設技研インターナショナル） 
報告者 1：亀井温子氏（JICA 社会基盤・平和構築部）、岩丸幹氏（日本工営（株）） 
タイトル 1：インフラ・プロジェクトの開発効果―ネパール国シンズリ道路建設計画を例に― 
報告者 2：小泉幸弘氏（JICA 社会基盤・平和構築部）、安井淳治氏 
タイトル 2：インフラ・プロジェクトの開発効果再考―事例 2: カンボジア国ネアックルン橋

（つばさ橋）建設計画― 
報告者 3：益田信一氏（JICA 資金協力業務部）、大野敦生氏（（株）TEC インターナショナ

ル） 
タイトル 3：無償資金協力事業による経済波及効果の試算―マンダレー市上水道整備計画を事

例として― 
 
○「ODA とイノベーション」 
座 長：河野敬子（（一社）海外コンサルタンツ協会） 
コメンテーター：松丸亮氏（東洋大学国際学部国際地域学科） 

紺屋健一氏（政策研究大学院大学政策研究院） 
報告者 1： 下越志延氏、西山 隆一氏（（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング）、 

津田孝太氏（JICA 社会基盤・平和構築部） 
タイトル 1：イノベーション創出につながる起業家支援における ODA の役割 

－ルワンダ共和国 ICT イノベーションエコシステム強化プロジェクトの事例－ 
報告者 2：金縄知樹氏（JICA 社会基盤・平和構築部） 
タイトル 2： 道路アセットマネジメント－プラットフォームを通じた技術活用と人材育成－ 
報告者 3：寺島裕晃氏、世古明也氏（アイ・シー・ネット（株））、奥田久勝氏（JICA 農村開

発部） 
タイトル 3：スポーツイベントによる参加型水産資源管理の促進 

 
○「開発協力事業におけるインパクト要因」 
座 長：坂部英孝氏（JICA 社会基盤・平和構築部） 
コメンテーター：松丸亮氏（東洋大学国際学部国際地域学科） 

紺屋健一氏（政策研究大学院大学政策研究院） 
報告者 1：安達一氏（JICA 社会基盤・平和構築部） 
タイトル 1：開発協力事業における行動変容を規定する要因と促進する強力なアプローチ 
報告者 2：眞田明子氏（JICA 国際協力専門員） 
タイトル 2：クリーンダッカ・プロジェクトにおける組織変革と社会変革を導いた要因 
報告者 3：徳良淳氏（アイ・シー・ネット（株）） 
タイトル 3：開発協力事業におけるインパクト要因―プロジェクト実施者の対応と工夫― 
 
このような学会発表は、開発コンサルティング業務の情報発信強化を「見える化」する上で、

きわめて重要である。JICA も、個人評価の際、経歴書の論文欄への記載を確認・考慮している

とのことなので、業界としても積極的に取り組んでいきたい。 
 2019 年 12 月 23 日（月）、国際開発学会で共同発表した発表者が集まり、今回の発表の意義と

課題について意見交換を行った。JICA とコンサルタントの共同発表は、実務者が現場で感じて

いる課題を研究者に直接提示できる良い機会である。また、両者共に、共同発表準備のプロセス

から多くの気付きや学びがあり、意義がある活動であるとの認識が確認できた。今回は、研究者

の参加が少なかったこともあり、今後は、ある程度、学会員に関心のあるテーマや大学院生、留

学生をターゲットとしたテーマ設定をしたり、影響力のある研究者を巻き込んだりすることも含

めてより存在感を増せるよう検討していく。 

2019 年 8 月 22 日（木）、第 2 回技術協力分科会を「JICA の事業マネジメント見直し」をテ

ーマに開催した。JICA からは社会基盤・平和構築部部長 安達一氏のほか、JICA 研究所、企

画部、中南米部、人間開発部、農村開発部からの参加があった。JICA は、プロジェクト研究と

して、1．開発協力事業のマネジメント技術の高度化、2．開発協力事業マネジメントに関する職
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員等の役割の整理、3．部門間の協働関係の整理、4．技術協力事業の計画方式の見直し、5．技

術協力事業に関する業務委託方式（業務指示書の内容と選定基準等）の見直し、6．技術協力事

業の中間レビューとモニタリング方式の見直し、7．開発協力事業の終了時モニタリングと事後

評価の見直し、8．開発協力の事業単位の見直し：戦略性の強化、について検討している旨説明

があった。会員からは、JICA 職員のプロデューサー化は総括のポジションを JICA が担うの

か、それであれば同等に競争すべきであるといった意見や、プロジェクトが柔軟になるのは歓迎

だが、コンサルタントに業務のしわ寄せが来ることはないのか等、懸念もあった。 
2019 年 9 月 25 日（木）、第 3 回技術協力分科会を開催した。今回は主に、1）企画競争説明書

の作成ガイドラインの骨子：QCBS を前提としつつ、創造的提案を奨励する説明書の標準的な記

述方法。2）R/D の変更や契約の変更を必要とせず、活動内容を臨機応変に変更し得る範囲と手

順。3）二段階方式の主流化のための手順の改正：第一段階で相手国側の C/P の主体性を十分に

高めたうえで相手国側とともに本体事業の PDM を策定する方式等について意見交換を行った。 
2020 年 3 月 11 日（水）、第 4 回技術協力分科会を開催した。プロジェクト研究「組織開発の

効果的促進方法」の結果を受け、具体的にコンサルタントの技術協力プロジェクト事業にどのよ

うに落とし込んでいくかについて JICA 内で検討が続いており、来年度早い時期に導入される予

定のガイドライン（案）の作業が進んでいるとの情報共有があった。また、JICA 内の組織改編

が 2020 年 4 月に行われるため、その報告があった。なお、新型コロナウィルス拡大の影響を鑑

み、分科会としては初の Zoom を使ったライブ配信を併せて行った。JICA8 名、会員企業 13
名、ライブ配信には 15 名の参加があった。 
 2020 年 2 月 3 日（月）、技術協力分科会幹事会を開催し、ECFA ビジョンについて技術協力分

科会でどう取り扱うかについて意見交換を行った。2 年前の予算ひっ迫の影響から、技術協力プ

ロジェクトを主に実施しているソフト系コンサルティング企業は、経営状況の悪化を直に受けて

いる。新規マーケットの開拓が喫緊の課題となっている一方で、JICA 業務に集中する企業もあ

り、ソフト系のコンサルティング企業の方向性は、各社でかなり差がある。そのため、新規マー

ケット獲得のための異業種交流や新技術の情報収集等に力点をおきたいとの意見が出され、引き

続き検討することとなった。 
 
（2）有償資金協力分科会 

わが国の海外でのインフラ受注実績は直近 2016 年で 21 兆円に達し、トップセールスも強化

され、政府は目標である 2020 年 30 兆円に向け一層の円借款事業の拡充を図っている。特に

「経協インフラ戦略会議」では、新たなテーマとして環境、公共交通指向型都市開発（TOD）・

不動産開発・スマートシティ、Gas to Power、事業運営権・O&M 案件、中小企業・自治体の海

外展開等質の高いインフラシステム輸出に引き続き取組む方針にあり、併せてソフトインフラ

（制度）・人材養成）の支援強化を打ち出した。一方、円借款事業での民間リスクである税金問

題や先方政府負担事項の履行問題は依然解決が図られておらず、外務省による租税問題実態調査

の結果を踏まえ、引き続き外務省・経済産業省・JICA 等との意見交換を行った。 
2019 年 7 月 18 日（木）、第 1 回有償分科会を開催した。事前に今年度の活動内容等について

アンケートを実施した。主な議題として、税金問題、瑕疵担保保険、安全対策、JICA 現地事務

所の対応について、事業運営権、O＆M、見積と入札価格乖離の問題が挙げられた。そこで、今

年度の活動方針として、1. 税金問題（外務省タスクフォースの窓口としての任務）2. JICA イン

フラ技術業務部との意見交換会（RFP の改定、安全対策、瑕疵担保保険等）3. 事業運営権・

O&M を主な柱として活動することとなった。 
2019 年 8 月 23 日（金）、JICA インフラ技術業務部部長 垣下禎裕氏を訪問し、本分科会幹

事と意見交換を行った。まず、前回の分科会で出たコンサルタントからの問題意識を先方に伝え

どの課題から意見交換をするか議論した。税金問題については、現在外務省がタスクフォースを

作って取り組んでいることから、直近で話題となっている価格乖離の問題を中心にそれに伴う技

術審査についても次回のトピックとすることにした。 
2019 年 9 月 12 日（木）、第 2 回有償分科会を開催した。JICA インフラ技術業務部次長兼有

償技術審査室 長井黒伸宏氏を招き意見交換を行った。今回は、価格乖離の問題と技術審査につ

いて議論した。価格乖離の問題は PE の照査の結果、コンサルタントの見積もりに非がないこと

が検証されたものの、コントラクター側との見積もりが根本的に積算の想定が異なるため、今後

の課題である。技術審査については、最近 PQ 要件や入札書類で現地事務所から本邦技術が活用

できるスペックが入っているのかなど、現地事務所でもチェックを行うようになったとのことで
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あったが、JICA の組織としては無理してスペックをいれるという方針にはなっていないとの回

答だった。現在、有償技術審査室の方で「リスクチェックシート」、「詳細設計チェックリスト」

というものを作っており、F/S の段階でそのチェックリストの項目を調査の中で実施されている

か有償室とコンサルタントでお互いにチェックできるよう検討している。また、瑕疵保険の「3
億円もしくは契約金額の低い方」のコンサルタント契約約款の条文の見直し中にある。 

2019 年 11 月 14 日（木）、第 3 回有償分科会を開催した。今回は前回同様 JICA インフラ技術

業務部次長兼有償技術審査室 長井黒伸宏氏と意見交換を行った。冒頭、井黒氏より JICA のプ

ルーフエンジニアリング（PE）の取り組みについて、有償勘定 D/D（詳細設計）及び大型交通

インフラ（目安として 500 億円以上）の F/S を対象としインテリム、ドラフトファイナルなど

節目でレポートをチェックすることを想定しており、PE の照査として図面よりレポートのチェ

ックが主になるとの説明があった。ECFA としては引き続きフォローをしていく。次に分科会メ

ンバーから、民間投資案件と ODA の連携について議題の提案があった。最近のインフラ系案件

では鉄道以外は増えておらず、水や電力・道路などの円借款は減ってきている。また、アプロー

チとして単体の案件を取りに行くのではなく、広域的な地域やセクターカバーする大きなマスタ

ープランを描いて順次優先順位の高い案件に民間が投資していくなど、連携のあり方を工夫すべ

きという提案があった。本件はインフラ技術業務部から企画部にフィードバックしてもらうよう

依頼した。税金問題については E/N が結ばれているが、きちんと担保されていないという指摘

が従来からあった。政府間の交渉が難航しているため改善されていないのが現状。そこで、免税

が担保されていない時に、実態としてどう対処するか。現実的には課税を前提に JICA のアプレ

イザルの際に税額をコンサルポーションの Provisional Sum に計上してはどうかなどの提案があ

り、外務省も交えて引き続き協議することとなった。 
2020 年 1 月 22 日（水）、第 4 回有償分科会を開催した。今回は、JICA から民間企業へ出向

中である、三井物産（株) 小林千晃氏、ミュージックセキュリティーズ（株) 金川誠氏との間

で、民間の開発ビジネスと ODA 事業をどのように連携させていくかについて、意見交換を行っ

た。小林氏よりソルーション・プロバイダーとしての商社と JICA ついて、新興国の開発市場の

動向、産官で作り出す開発のバリューチェーンについて説明があった。次に金川氏から、個人投

資家を巻き込んだ途上国でのインパクト投資の実現についての話があった。会員からは、JICA
とコンサルタントだけで案件を作っていくのは難しくなってきている、これからは民間企業との

協働が必要である、民間の方が、足が速いので足並みを揃えて進めていけるのか、PPP 事業の

仕組みはあるが動かない、などの意見があった。 
2020 年 2 月 21 日(金)、有償分科会幹事会を開催し税金問題をどう取り扱うかについて議論を

した。税金問題の取り扱い対象は STEP としてその課税に限るのか、それとも円借款全体とす

るのか、ただし、課税の場合でも納税額ゼロの申告をしないといけない。すなわち、会社登録を

し、税務申告をして納税をしなければいけない。また、確定申告後還付申請も必要となってく

る。世界の潮流としては、途上国も徴税に力を入れており、世銀や ADB 等の国際機関も借款案件

で課税を認める方向になってきている。途上国側からすると、日本だけに免税特権を認めること

は難しくなりつつあるのではないかという意見もあった。他には、ADB などの案件で金額が小さ

いものに関して税金は exemption のケースが多いことから、円借款では課税を前提に税額を

Provisional Sum に計上してはどうかという声もあった。幹事会社で事例を集めて方向性を固め

ることとなった。 
 
（3）無償資金協力分科会 

無償事業において、昨年度提出した「より魅力ある無償協力事業についての要望書」のフォロ

ーアップとして、免税措置や先方負担事項等制度的な課題について、JICA 及び外務省と協議を

行った。また、ゼネコン向けの設計変更執務参考資料は策定されたが、コンサルタント向けの執

務参考資料は策定されておらず、特に設計変更に伴う M/M の増加が認められない場合もあり、

コンサルタントについても設計変更に係る執務参考資料を作成すべく、JICA と意見交換を実施

した。 
2019 年 4 月 16 日（火）、第 1 回無償分科会を開催した。昨年度からの懸案であった「設計変

更にかかるコンサルタント向け執務参考資料」の作成についての議論を行い設計変更の対象は、

コンサルタント契約以降とする。また、DOD からコンサルタント契約までの間、コンサルタン

トは JICA と契約が無いにもかかわらず同期間の進捗管理などに従事させられている。このため

同期間については明確に JICA の本来業務である旨明記する。設計変更に係る事務手続きをどの
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ように取扱うのか、軽微な設計変更でも設計変更のため手続きは別ものとして考えるべき、設計

工種が無いものについての歩掛り提案など意見が出た。 

2019 年 9 月 19 日（木）、第 2 回無償分科会を開催した。今回初めてタスクフォース（TF）が

作成した執務参考資料(案)を提示し、宮内分科会長より、本執務参考資料作成の目的、適用範囲

及び考え方などの説明を行った。目的としては、これまでコンサルタントと JICA との間では設

計変更について、明確な線引きができていなかったので今回執務参考資料を作成することにより

双方でどこからどこまでが設計変更かについて明確にすること及びその業務適用範囲としては、

コンサルタント契約（D/D）から瑕疵検査までとする。さらに考え方としては、概略設計

（O/D）終了後からコンサルタント契約までの間、コンサルタントはどことも契約関係に無いた

め、先方負担事項の管理や促進はコンサルタントの業務ではなく、JICA の業務である。業務を

実施する上での条件を明示し、同条件が変更になった場合、設計変更とする明示条件を明記する

といった説明があった。 
また同説明を踏まえ、会員からは特に S/V において設計変更が多くあるが、M/M 的には小さな

ものなので契約変更をする手間を考えた場合、自社負担とするケースが多い。このため小さな設

計変更については、有償のようにまとめて最後に手続きができると効率的であるといった提案や

従来、設計変更については、増額のみについて JICA と協議を行っていたが公平性の観点から減

額になる場合も同様に契約変更したらどうかとの意見があり、これについては各社持ち帰り、事

務局にコメントを寄せることとなった。 

2019 年 10 月 28 日（木）、第 3 回無償分科会を開催した。前回タスクフォースで修正した執

務参考資料(案)の説明を行った。特に変更契約に係る金額の増減に関連して、①詳細設計はラン

プサム、②入札関連業務はランプサム、③施工監理（スポット監理・設計変更作業）はランプサ

ム、④施工監理（常駐監理）は精算、⑤ソフトコンポーネントはランプサムとして整理する。ま

たコントラクターの責に拠る工期遅延などはコンサルタントとコントラクターの間で契約関係が

ない現状ではコントラクターに賠償金請求などができないため約款改定を前提に JICA と意見交

換することとなった。加えて、現在 JICA では施工監理業務（S/V）の定率化を検討しているこ

とが判明した。背景やその内容については、不明であり、また現在本分科会が進めている執務参

考資料においては、設計変更が多発する S/V は「精算」方式とすべきと考えていたためこの点に

ついても早急に意見交換することとなった。 
2019 年 11 月 15 日（金）、第 4 回無償分科会を開催した。現在 JICA は、設計監理費の算出方

法として、「実施設計費」及び「施工監理費」に対して定率化の方向で内部検討している旨説明

があった。また同定率化については、コンサルタント及び JICA 双方の労力の軽減のため 2017
年から JICS／物価調査会に委託して調査作業を進めてきたものであり、今般ある程度目途が立

ったとのこと。制度設計に当たっては、過去 15 年間程度の協力準備調査の積算結果（614 件）

サンプルとし、重回帰分析を使用し工事内容やサイト数等個別の諸条件は考慮して分析をしてい

る。対象は一般無償（土木・建築・機材調達）として、異なるスキームや特殊条件下の案件は対

象としない。今後さらに内容を検討する。ECFA にとっても、現在本分科会で検討している設計

変更に係る執務参考資料との関係もあり、設計監理費の定率化については、国・地域、サイト

数、案件内容によって異なるため定率化するのは難しいのではないかという考えが主流であり、

同制度の可否を含めてアンケートを実施こととなった。 
2019 年 12 月 6 日（金）、JICA 資金協力業務部に対して先般無償分科会において最終化した

「設計変更にかかるコンサルタント向け執務参考資料」の説明を行った。内容的にはコンサルタ

ント契約が無い状況で作業依頼などが行われている現状を踏まえ、コンサルタントと JICA の役

割の明確化や案件により設計変更の定義が明確ではないことから同変更の明確化を目的とするも

のであることに加え、現在のランプサム方式を一部精算方式にする旨説明を行った。これに対し

て現在 JICA が取り進めている設計監理費の定率化と今回当方が提案した設計変更に係る執務参

考資料とは考え方が相反するものであり、後日 JICA としてのコメントを発出するとのこと。 
2019 年 12 月 23 日（月）、第 1 回無償分科会幹事会を開催した。12 月 6 日に非公式で「設計

変更にかかるコンサルタント向け執務参考資料」を JICA へ説明した際の報告を行った。今回の

提案では JICA とコンサルタントの役割の明確化、設計変更の明確な線引きさらには従来のラン

プサムに加え一部精算などを提案しているが、そうした場合、『これまでコンサルタントの粗雑

業務については、JICA 側がフォローを行っている。例えば、JICA への連絡なしに測量や設計

変更を行い、その結果億単位の費用が発生したということやコントラクターからの苦情処理など
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がある。そこに係る経費もコンサルタント側へ負担させていないが、今後は粗雑業務として公表

や損害賠償なども発生することも理解した上での提案なのか』との発言があった。 
これを受け、幹事会では粗雑業務を行っているコンサルタントが ECFA 会員かどうかは不明

であるがコンサルタントの信用にかかわることであるため業界団体である ECFA としては、何

らかの手を打つべきとの考えから品質向上委員会（仮称）を立ち上げ、各社の失敗事例を共有す

ることによりコンサルタント業務の質を高めていったらどうかということになった。同品質委員

会については、次回分科会で提案予定である。またこの質の向上については、JICA もインボル

ブして一緒に行いたい。一方、本執務参考資料については、コンサルタント契約時の設計監理費

積算条件の明確化及び 条件と異なる状況が発生した場合の契約金額変更の原則を述べているも

のであるため、12 月 6 日の JICA 説明とは切り離した議論が必要である。そのため、本執務参

考資料に係る JICA の意見を正式に伺うべく、 2019 年度第 5 回理事会において承認の上、JICA
へ正式に提出する。  

また JICA は、設計監理費の定率化の導入を計画しており、今後、同定率化システムとの調

整・議論も必要になる。しかし、多種多様な無償案件がこれまでに JICA が説明した方法・内容

で定率化できるかどうか判断がつかないため再度 JICA へ説明を求める。 
・2020 年 1 月 17 日（金）、先の 2019 年度第 5 回理事会において承認を得た「設計変更に係る

コンサルタント向け執務参考資料」について正式に JICA 資金協力業務部へ提出し説明を行っ

た。これに対し、これまでも JICA からは、作業実態と契約上の M/M との間に相違が生じても

減額せず支払いを行っている旨の発言がかなりあった。今回の ECFA 提案では施工監理につい

ては、作業実態に合わせ「精算」方式もやむなしとの立場で臨んだが、JICA からは、基本的な

考えは理解しているが、精算については、確認等の作業が増えるとのことで後ろ向き、また設計

ミスについては、再発防止策を第一に考えることが重要である旨発言があった。今後、「設計変

更に係るコンサルタント向け執務参考資料」については、JICA が検討することになっており、

ECFA としては適宜意見交換を行ってフォローアップする。なお、前述理事会では執務参考資料

とは別に現段階で JICA が検討している設計監理に係る定率化の内容につき説明を行ったところ

導入反対の意見があった。この件についても併せてフォローすることとなった。 
 
○ 2019 年度無償分科会タスクフォース 

2019 年 5 月 10 日（金）、第 1 回無償分科会タスクフォース（TF）を開催した。「設計変更に

かかるコンサルタント向け執務参考資料」の作成に当たっての適用範囲やその記載内容などにつ

いて議論を行なうと共に作業分担を行なった。 
2019 年 6 月 20 日（木）、第 2 回無償分科会 TF を開催した。前回の第 1 回 TF に基づき、各

担当者が作成した原稿について、議論を行った。原稿は背景・目的、設計変更及び契約変更の対

象、設計変更の具体的な手続き、契約条件の明示などで構成され、また概略設計調査後（O/D）

からコンサルタント契約までの間コンサルタントは JICA の業務である旨明記することとなっ

た。 
2019 年 7 月 18 日（木）及び同 29 日（月）、第 3 回及び第 4 回無償分科会 TF を開催した。

「設計変更にかかるコンサルタント向けの執務参考資料」（案）を作成すべく、前回に引き続

き、設計変更及び契約変更の具体的な手続きについて議論を行った。4 回の議論を踏まえて、TF
内での最終化を図り、その後分科会を開催し、最終化を図ることとなった。 

2019 年 10 月 16 日（水）、2019 度第 5 回無償分科会 TF を開催した。9/19 付開催の 2019 年

度第 2 回無償分科会における執務参考資料の説明を踏まえ、会員より寄せられたコメント等につ

いて議論を行った。細かな設計変更については、まとめて契約変更を実施する旨追記した。また

契約変更の一要因である「業務範囲が異なるケース」を詳細設計、入札関連及び施工監理（スポ

ット・常駐監理）並びにソフトコンポーネントに分類してその内容を明示した。また本作業を行

っている段階で入手した情報では、JICA は S/V 作業を定率化する方向で内部において検討をし

始めている。今回の議論の中でも S/V 段階での設計変更が多々あるとの発言も会員より寄せられ

ていることを踏まえ、JICA と意見交換を行うこととなった。 
 
○ 工事品質管理会議等の実施要領の改訂 
 JICA は、本年 4 月に「無償資金協力施設案件における工事品質管理会議等の実施要領」の改

訂を行った。これまで、「品質管理会議」の機能を強化し、当該案件の準備調査段階。詳細設計

段階、実施段階において、設計変更・先方負担事項の履行等について、実施機関・JICA・コン
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サルタント・施工業者が定期的に施行現場の状況をモニタリングし、改善を図ることを目指して

いる。事務局はコンサルタントが担当する。こうした改訂に伴い、１）開催に伴う事務（関係者

が増えているが、その調整等）が負担とならないか、２）先方負担事項（含土地収用、免税措置

等）を協議するが、その履行はコンサルタントではなく JICA が責任を持って実施するか、３）

E/N、G/A の確認を行うことになっているが、これまでコピーがコンサルタントに配布されなか

ったが改善されるか、４）業務主任の参加が義務付けられているが、負担にならないか、等懸念

されており、幹事会社にアンケート調査を実施した。 
 回答では、概ね必要な人件費・渡航費は契約で認められており、持ち出しにはなっていない。

ただ、業務主任の出席が義務となっており、スケジュールの調整が難しい。先方政府負担事項に

ついてはコンサルタントもフォローするものの、準備調査の際のミニッツや G/A の締結は JICA
の責任であることから、JICA のより積極的な関与が望まれる。E/N、G/A のコピーはコンサル

タントも受領している場合とそうでなく入手に苦労する場合があり、徹底されるよう改善を促し

ていく。引き続き、「品質管理会議」の実施状況を注視する。 
 
○ 団体 PI 保険に係る保険会社との意見交換 

現在、東京海上日動火災保険が検討している団体 PI 保険について、同社担当者と意見交換を

行った。同商品は、協会が契約主体となるもので、保証額は、①10 万 US＄、②30 万 US＄、

③50 万 US＄の三種類。また最低 5 社以上加入で保険が成立するとのこと。以前にも団体保険の

話はあったが、大手の会員は個別に包括保険に加入していること、また中小においてはその保険

料が高額であり負担できない。また他社の事故により保険料が上がる可能性もあること等の理由

から実現しなかったという経緯がある。一方、有償事業においては、従来契約金額もしくは 3 億

円のどちらか低い方というルールがあったが、この制限を見直すという動きもあり、今回の団体

保険の検討が行われた。なお、現在他の協会において本団体保険制度の導入が検討されたが、実

現に至っていない。 
 

（4）契約・精算分科会 
○ 契約・精算分科会（合同ヒアリング） 

2019 年 4 月 24 日（水）、同年 5 月 8 日（火）、契約・精算分科会の合同ヒアリングが開催さ

れた。今回導入された「QCBS」や現在導入を検討している「実績評価」は、昨年公表された財

務省予算執行調査票の中での指摘事項に対する JICA の改善案である。また同調査報告書には、

「割高なコンサルタントの人件費・間接経費の積算方法はゼロから見直すべき」とも指摘されお

り、JICA ではこの指摘に対して、我々（JICA 業務受注者）に対する「経費実態調査」を行

い、同結果に基づき、直接人件費単価、一般管理費等及びその他原価等の見直しをする。すでに

JICA は同見直しを実施するための業者（（一財）経済調査会）を選定し、調査票の作成を行なう

と同時に同様式のヒアリングを ECFA 会員に個別（6 社）で行なった。ヒアリングでは作業負担

を軽減するような調査票であると共にコンサル企業がかなりの持ち出しを行っている実態などが

浮き上がるような調査にすべきとの意見があった。 
 
○ 前払い保証書の返却条件の変更 

2019 年 8 月 27 日（火）、前払い保証書の返却条件について説明会が開催された。JICA から

コンサルタント等契約における前払い保証に関し、従来業務の進捗が契約金額に占める前払金の

割合を超えた場合、返却されていたが、本年 6 月、JICA ウェブサイトで同保証書の返却条件の

変更に係る情報が掲載された。この中で保証期限前の返却については、「業務の進捗が契約金額

に占める前払金及び部分払金の割合を確実に超えていると判断されること、及び返却の後、部分

払が予定されていないこと」と変更された。これにより今後、銀行保証を利用し、かつ部分払い

を予定していている受注者にとっては、保証書の返却時期が遅れることとなり、最終的にこれま

で以上の保証料が必要となること、また前払いの保証枠の関係で銀行保証が難しくなるなどの問

題が生じる。JICA の説明では、保証期限前の返却は「業務の進捗が契約金額に占める前払金及

び部分払金の割合を確実に超えていると判断されること、及び返却の後、部分払いが予定されて

いないこと」という条件が元々社内のルールとしていて存在していた。これは受注者に対する過

払いを防ぐための措置であるがその措置が社内的に徹底されていなかったため今回通知で保証返

却に係る前述条件を明確にしたとのことであった。 
 



 

20 

○ 契約・精算分科会 
2019 年 9 月 13 日（金）、第 1 回契約・精算分科会を JICA で開催した。昨年秋の財務省予算

執行調査報告書を受け、JICA はコンサルタントの案件毎の実績評価を次の入札評価でどう反映

するかについての制度導入を検討している。現行 5 段階評価（イ）～（ホ）における最低評価で

ある（ホ）を受けた場合、同評価通知が当該受注者にあった日から「3 か月」の間、次の入札の

「類似業務の経験（6 点）」の評価を一律 0 点とする。現状の JICA のプロポーザル評価に鑑

み、同措置は指名停止と変わらない厳しいものである。共同企業体の構成員についても場合によ

っては措置を受ける可能性がある。また、コンサルタント等契約における消費税一部不課税制度

の再整理として、コンサルタント等契約を次の 3 つに分類する。①調査業務、②事業実施・支援

業務（+本邦研修・招聘事業支援業務）、③詳細設計業務とし、①調査業務は「課税」、②事業実

施・支援業務（+本邦研修・招聘事業支援業務）は「不課税」ただし、本邦研修・招聘事業支援

業務が含まれるものはこの業務を別契約とし、「課税」扱い。③詳細設計業務は、国税庁に確認

の上で、「不課税」として取り扱いたいとのこと。ECFA からは今回 JICA が取ろうとしている

上記①、②及び③の措置についてトラブルを避けるべく国税庁から確認するよう要望した。併せ

て会員へ同 JICA の対応につき適正かどうかの確認を行うこととなった。 
2019 年 11 月 22 日（金）、第 2 回契約・精算勉強会を JICA で開催した。①消費税の取り扱い

変更、②QCBS 導入状況、③総合評価落札方式の制度変更及び④年末年始公示予定状況並びに経

費実態調査結果などについて議論を行った。 
①消費税の取り扱い変更は、前回の継続事項として、③詳細設計は JICA が国税庁へ照会する

とのこと、また①調査業務及び②事業実施・支援業務（含む本邦研修・招聘）は、東京国税局へ

照会した上、制度設計したとの説明があった。会員からのコメントについては、取りまとめて

JICA へ提出した。 
②QCBS 導入状況は、本年 4 月に導入し、11 月 13 日時点で 38 件が公示され、うち 29 件で

契約交渉先が確定している。また複数のプロポーザルが提出された 17 の案件において価格で逆

転された事例はまだないとのこと。当初本年 12 月導入を予定していた技術協力プロジェクト

は、来年 1 月以降に試行的な適用を行いつつその適用を拡大するとのこと。なお、当初ダンピン

グの懸念があった無償資金協力事業に係る協力準備調査については、技術点である程度の差が生

じていること、技術点：価格点を 9：1 とすること、さらには予定価格の 80%を下回る価格を提

示した場合、減点幅が拡大することなどにより、ある一定の防止措置ができたことから事後評価

調査と一緒に 11 月から順次導入とのこと。 
③総合評価落札方式の制度変更は、予定価格の 75%以下の落札が多く発生している。これは

75%以下の応札額が「一律価格点満点」に起因していることから防止措置として QCBS 方式と

同様に予定価格の 80%を下回る見積額については、減点評価をすると共に技術点：価格点を

70:30 とするとのこと。なお、併せて技術評価の基準点を 100 点満点中の 60 点（現行 50 点）と

する。 
④年末年始公示予定状況は、昨年、JICA 予算逼迫の関係でコンサルタントの需給を無視した

過剰な公示が行われた。この結果、当初予定していた案件に対してコンサルタントが不足で応札

ができなかったり、職員の年末年始の休暇が十分確保できなかったりなど問題が生じた。このた

め今後このようなことが無いよう JICA に対しては申し入れを行ったもののすでにプレ公示とし

て本年 12 月 11 日に 44 件、同 18 日に 26 件の掲載があった。この状況を踏まえ、再度平準化を

要望したところ JICA より 10 件/週で平準化するとの説明があった。 
⑤経費実態調査結果は、現行水準が確保できそうであること、加えて当初の M/M が十分では

なかったこと、適切な契約変更ができなかったことなどの問題点も明らかになったとの説明があ

った。なお、同基準は 2020 年 4 月導入予定。 
2020 年 2 月 6 日（木）、3 回契約・精算勉強会を JICA で開催し、①前金払い制度の変更につ

いて、②組織改編（4 月 1 日）について、③電子入札の導入について、④業務効率化、合理化、

簡素化について、⑤QCBS の最新導入状況報告、⑥コンサルタント等契約積算基準改定について

意見交換を行った。①「前金払い制度の変更について」は、従来契約金額総額の 40%（α）を限

度として請求ができたが、現在 JICA が検討している制度では、契約期間の長さにより α が変動

する。また事務手続きの軽減を考慮し、前払請求は当初の 1 回としその後は部分払いとすること

を運用の標準としたい。②「組織改編（4 月 1 日）について」は、「人事部」、「国際協力人材

部」及び「調達部」を改編し、「人事部」と「調達・派遣業務部」を設置する。③「電子入札の

導入」は、本年 8 月導入で「機材調達」、「工事」、「コンサルタント等契約（一部）」を予定、そ
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の後 2021 年 4 月導入状況モニタリング後、対象を拡大する予定。なお、当面は紙での入札を可

とする。④「調達部の業務効率化、合理化、簡素化について」は、その一環で契約・精算の業務

に精通した ECFA 会員と協議を行いたいとの申し入れがあった。これに対しては、契約・精算

に精通している「ECFA 契約・精算実務者勉強会」幹事が受け皿となって対応する。⑤「QCBS
の最新導入状況報告」では、懸案の技術協力プロジェクトの QCBS 導入は本年 2 月以降とのこ

と。また導入後のモニタリング結果でも、懸念されていた通り、概ね予定価格の 90％弱に摺り

つく結果となっており、業界の収益をより一層悪化させる懸念がある。このため、当初より

QCBS 導入に当たっては、適正な業務指示書、適正な M/M と予定価格の積算及び適正なプロポ

ーザル評価が前提条件と伝えており、改めて JICA へ強く要望を申し入れる。⑥「コンサルタン

ト等契約に係る積算基準の改正」では、直接人件費は現行国土交通省の設計業務委託等技術者単

価（日額）を準用、「その他原価」は直接人件費×100％、「一般管理費等」は（接人件費+その他

原価）53.8％となり、業務実施契約における現行乗数の「3.0800」に対して「3.0769」と概ね同

水準になるとのこと。またこの改定を行うために実施した経費実態調査の結果では、従来からコ

ンサルタント側が主張している持ち出しが多いことが明確となり、業務従事の工数と実態の乖離

の解消が急務となっている。このため一部の業務実施契約に導入されている事前参考見積の徴求

について実態の開示と適用の拡大を求めていく。なお、事務局ではこれら変更に対するコメント

を 2 月 6 日付で提出した。 
 
○ 契約・精算実務者勉強会 

2019 年 9 月 20 日（金）、第 1 回契約・精算実務者勉強会幹事会を開催した。昨今 JICA は制

度や様式の頻繁な変更を行っている。その多さ、複雑さから JICA 職員も十分理解できていない

と思われることが多々あり、今後本勉強会では、精算等に関連し、不明な点や問題があることに

ついては、会員の意見をまとめ、迅速性をもって JICA 調達部制度課へ適宜申し入れや提案を行

っていく。また日ごろの業務において会員間の情報の共有も重要であると考えるため、

「ChatWork」もしくは「Slack」などの情報共有ツールを活用など、今後の本勉強会の活動方

針について議論を行った。 
2019 年 10 月 30 日（水）、2019 年度第 1 回契約・精算実務者勉強会を（株）アルメック VPI

で開催した。冒頭、矢継ぎ早に行われている制度及び様式の変更などにより迅速に対応すべく、

JICA 精算業務に精通した関なつき氏（八千代エンジニヤリング（株））を勉強会幹事とする決議

が満場一致で承認された。なお、関氏は ECFA における初の女性勉強会幹事となる。 
その後、本勉強会内で事前にアンケートを実施していた①JICA 部分払い、②QCBS、③一般

業務費支出実績総括表についての問題点等について議論を行った。会員からは、毎月部分払いの

ための試算依頼があり、また同依頼が今日の明日で提出して欲しいなどコンサル側の業務負担に

つながると共に現在の働き方改革に逆行するような実態が明らかになった。このような問題につ

いては、早急に JICA へ改善要望を申し入れる。また会員間での情報共有については、活用ツー

ルが会員における PC 環境に影響されることが判明したため会員における動作環境のアンケート

を実施することとなった。 
2019 年 12 月 3 日（火）、第 2 回契約・精算実務者勉強会を開催した。第 1 回の勉強会で挙が

った①JICA 部分払い、②QCBS 及び③一般業務費支出実績総括表についての問題点等を取りま

とめ JICA 調達部へ説明した。特に部分払いは、支払予定金額を月報に求められるケース、タイ

トなスケジュールでの試算や何度も予算に合わせて出し直しを求められるなどコンサルタント側

の負担軽減を求めた。これに対して JICA からは機構内で注意喚起をすると共に実態を確認する

との発言があった。また一般業務費支出総括表では、ウェブサイト上でガイドラインと記入例集

が別々に掲載されている。このためガイドラインに記入例集を記載し、明確なルール付けをする

よう要望した。これに対して JICA からは具体案を提示するよう求められたため本勉強会で検討

の上、JICA へ提案することとなった。 
2019 年 12 月 25 日（水）、第 3 回契約・精算実務者勉強会を（株）アルメック VPI で開催し

た。冒頭、本勉強会をより活発に活動を行うため OYO インターナショナル（株）の青野氏及び

（株）建設技研インターナショナルの久保秋氏を副幹事へ選任することについての審議を行い全

会一致で承認を得た。また 2019 年 12 月 3 日（火）、JICA との間で開催した第 2 回契約・精算

実務者勉強会（少人数）の報告としては、精算においてコンサルタントと JICA との間で解釈の

相違があった際の仲裁窓口の設置や JICA 内における過度の部分払い作業の依頼の実態把握を行

うとした JICA 発言があった旨報告を行った。 
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さらに第 2 回契約・精算実務者勉強会の中で JICA より ECFA に対して提案要望のあった一

般業務費支出総括表については、提案書を作成し JICA へ提出することとなり、本勉強会の中で

最終化を行った。 
2020 年 2 月 6 日（木）開催された第 3 回契約・精算勉強会において JICA より JICA 業務効

率化、合理化、簡素化について、ECFA の契約・精算に精通した代表と協議を行っていきたいと

の要望が出された。このため検討の結果、本勉強会幹事がその対応をすることとなった。なお、

初会合が 3 月 2 日（月）を予定していたが、コロナウィルスの関係で延期となった。 
 

○ 新型コロナウィルス対応について 
世界各地で拡大の一途をたどっている新型コロナウィルス感染症に関し、JICA は 3 月 3 日

（火）付で調達部より同部が管理する各種契約（コンサルタント等契約、中小企業・SDGs ビジ

ネス支援、協力準備調査（PPP インフラ事業）、草の根技術協力事業、一般契約（機材調達契約

の技師派遣も含む）において海外渡航については、3 月 15 日（日）までの間、延期とし、訪日

研修・招聘についても同様の措置を取る旨発表された。加えて 3 月 9 日（月）には前述 3 月 15
日（日）を 3 月 22 日（日）へ期間延長の措置を講じている旨文書が調達部に加え、「民間連携事

業部）及び「社会基盤・平和構築部」からも同様の内容で発出されている。 
 今回のコロナウィルスについては、JICA として不可抗力との見解を示し、渡航の延期もしく

は中止により発生する直接経費（航空券の変更手数料、一派 M/M 業務費の追加支出等）につい

ては、原則 JICA 負担としているが、一方国内で渡航制限により待機している人件費についての

補填は行わないとの見解を示している。これは待機が「国内」であること、また JICA として今

回の件で団員のアサインを他業務に振り替えることについて禁止してはいないとの理由によるも

のである。しかしながら、アサインについては、簡単にかつ短時間に振り替えることは難しく、

また事態が好転し、当該案件が再開された場合のことも想定するとそんな容易に他業務への 
振替を判断できるものではないかと考え、今後 JICA と協議を行っていく。 

 
新型コロナウィルスの感染拡大を受け、JICA 調達部長名で 2020 年 3 月 3 日（火）、同 9 日

（月）、同 11 日（水）、同 18 日（水）及び同 24 日（火）と渡航延期等についての通達が発出さ

れた。これにより当初渡航を予定していた団員が現地作業の延期、すなわち待機を余儀なくされ

ており、このため契約約款第第 12 条（天災その他の不可抗力の扱い）により待機費用の補填の

適用を調達部へ確認をしたところ、同部からは今回の新型コロナウィルスに係る措置は、「不可

抗力」である旨見解が示されている。加えて同契約管理ガイドライン第（10）2）b）では現地

で発生した「直接人件費」及び「日当・宿泊費」は対象であるが、一方国内については、他業務

への団員の振替を JICA として禁止しているものではないとのことで、人件費等の待機費用の補

填はできないとの回答だった。 
ECFA としては、不可抗力事態においては国外だけでなく国内についても待機費用の補填が認

められるべきと考え、容易に振り替えることは難しく、ましては他案件に振り替えたとしても、

いざ当該海外案件が再開された場合、新たに取り組んでいる案件から、元に業務に戻ることは簡

単ではない。このため ECFA では急遽、この待機費用の補填を求める要望書の作成のためタス

クフォースを設立し作業を行った。またこれと並行して調達部との間では、国内振替そして今後

の取り扱いなどに関する質問や現在及び今後の公示に関する方法などについて、協議を行った。 
2020 年 3 月 18 日付調達部長からの通達の中で、コンサルタントの一時帰国や当面再渡航の目

途が立たない状況のため海外業務を可能な範囲で国内に振り替えが可能としている。しかしなが

ら、実態として本当に振り替えが可能なのか、振り替えるものがない場合どうするのかなどコン

サルタント側の不安もあり、緊急アンケートを実施した。この結果、概ね国内業務の振り替えは

進んでいたが、振り替えした後、事態が好転して案件が再開した場合、M/M はどうなるのかと

いうことであり、これについては、追加 M/M として変更契約等で対応すると JICA は回答。ま

たある会員においては振り替える業務がないといった意見があった。このような場合でも、

JICA としては門前払いをせず相談してもらえれば一緒にその解決策を工夫したいと言ってい

る。 
 

（5）安全対策分科会 
2019 年 6 月 20 日（木）、第 1 回安全対策分科会を開催した。2 年前の ECFA からの要望を踏

まえ、「安全対策ガイダンス」が作成されたことから今般同ガイダンスの説明会を行った。当初
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要望では、業務指示書に当該案件に必要な安全対策費の明示がされるものと期待したが、JICA
の説明では、応札者が脅威カテゴリー（3 つ：外務省渡航情報にリンク）と事業形態（4 つ）の

パターンから当該案件に適切な安全対策費をガイダンスに基づき判断し計上するものとなってい

ることが判明した。当初の ECFA の懸念は複数の企業が応札した場合、各社の知識、経験や情

報収集により安全対策の内容にバラツキが生じ、その結果安全対策経費に差がでないよう業務指

示書に安全対策の内容をしっかりと明記し、徒に安全対策費で価格競争することのないよう指摘

をしたところ、今後そう言った方向で対応できるよう努力する旨 JICA より説明があった。また

今後始まる QCBS においては、安全対策費は含めるべきではないと指摘したところ案件内容を

踏まえ、検討していくとの回答があった。7 月より同ガイダンスが適用されるため引き続き注視

していく。 
 2019 年 10 月 21 日（月）、第 2 回安全対策分科会を開催した。今回は、「海外活動安全強化月

間」の総括及び JICA 安全対策ガイダンスの状況などについて意見交換を行った。「海外活動安

全強化月間」は、その効果の有効性が確認されたことから来年度も引き続き実施する。その内容

については、今後幹事会で検討する。また安全対策ガイダンスについては、同ガイダンスに基づ

き、セキュリティーコンサルタントに安全対策費の見積もりを依頼するが、その専門性の関係で

依頼先が限られており、雇上費が高騰しているという問題が生じている。加えて円借款案件にお

いては、同安全対策費を途上国側が認めないという事態も発生しており、JICA 安全管理部と協

議する。また恒例となった事例紹介は今回、「南スーダンからの退避」及び「外国人コンサルタ

ントの緊急搬送」であった。南スーダンの事例では、突然クーデターが発生し、その後の現地で

発生した事象、それに対する調査団の対応、加えて JICA や大使館の指示などが時系列で紹介さ

れた。空港・国境閉鎖、携帯電話回線切断さらには夜間禁止令、搭乗を希望していた航空機に搭

乗が出来ない緊迫した状況が手に取るように伝わるようで、最終的には英国空軍チャーター機で

国外に退避ができたが、懸念していた JICA と契約がない円借款関係者には各種情報が共有され

ていなかったことが浮き彫りとなった。この点については、ECFA として改善するよう引き続き

JICA へ申し入れをしていく。また、外国人コンサルタントの緊急搬送の事例では、外国人コン

サルタントを個人契約者として採用したもので、その外国人が突如脳疾患を発症し、近隣の国へ

緊急搬送したケースであった。円借款事業が拡大する中、外国人コンサルタントを雇用する機会

が増加する状況下で発生した事案で、外国人においても高齢化という問題が生じていることや外

国在住の外国人については、個々人にその保険加入を任せているため、いざ緊急搬送し治療が必

要な場合、如何に管理をしていくかという教訓となった。 
2019 年 4 月 22 日（月）、第 1 回安全対策分科会幹事会を開催した。本年度の「海外活動安全

強化月間キャンペーン」用のポスター作成のためのコンペを実施した。4 社からデザインまたは

写真を中心とした 7 アイデアの提示があり、厳正に審査をした結果、「安全に家族の元に帰る」

という我々の考え方に合致したものを選定した。 
2019 年 5 月 30 日（木）、第 2 回安全対策分科会幹事会を開催した。7 月に予定している「海外

活動安全強化月間セミナー」についての議論を行った。セミナーでは、現場レベルの安全対策責

任者設定の必要性や現場と日本の本部でどのように意思決定するかの枠組みの必要性など「プロ

ジェクト目線で考える実践的安全対策」を習得できるような参加型ワークショップを検討した。 
 2019 年 6 月 20 日（木）、第 3 回安全対策分科会幹事会を開催した。7 月の「海外活動安全強

化月間セミナー」のプログラム構成等について議論を行い、本セミナーでは外務省国際協力局事

業安全対策室 室長 八木浩治氏による「国際協力事業における安全対策について」の講演、ま

た併せてセキュリティーコンサルタントである「海外安全管理本部」代表 尾崎由博氏による

「プロジェクト目線で考える実践的安全対策(参加型ワークショップ）」を実施することとなっ

た。詳細については、すでに会員へ連絡済み。なお、昨年に引き続き、（独）国際協力機構、（一

社）国際建設技術協会、（一社）海外運輸協力協会、（一社）海外農業開発コンサルタンツ協会、

（一社）海外建設協会からの後援に加え、外務省及び（公社）日本技術士会からの後援名義を使

用することが可能となった。 
2019 年 8 月 16 日（金）、第 4 回安全対策分科会幹事会を開催した。海外活動安全強化月間の

一環として開催したセミナーについての振り返りを行った。当日実施したアンケートによると、

ほぼ受講者の 9 割以上の方より満足したとの声があった。引き続き来年度も開催を検討したい。

また昨年度より懸案であった外務省主催「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」への加入

が決まった。 
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2020 年 1 月 21 日（火）、第 5 回安全対策分科会幹事会を開催した。来年度事業に向けての検

討を始め、継続事業として「海外活動安全強化月間キャンペーン」、事例紹介や JICA 安全管理

部との意見交換に加え、新事業も検討中。2 月に分科会を開催し、来年度事業計画(案)を取りま

とめることとなった。 
2020 年 2 月 10 日（月）、第 6 回安全対策分科会幹事会を開催した。来年度の事業計画につき

議論を行った。その結果、今年度の下記事業を継続することとなった。 
・海外安全セミナー（領事局もしくはその他へ依頼）の開催 
・海外安全啓発セミナー（女性視点にたった安全対策など）の開催 
・安全器具・機材等展示会の開催 

また、外務省主催の「常設化後国際協力事業安全対策会議」への参加に当たり、事前に ECFA
会員企業へアンケートを行い、ECFA としての意見を外務省や JICA 等に提起する。なお、セミ

ナー及び展示会は、個別もしくは海外活動強化月間キャンペーンの際に実施するなど、開催方法

については今後検討する。 
2020 年 3 月 30 日（月）、第 7 回安全対策分科会幹事会を開催した。7 月の「海外活動安全強

化月間」について、昨年同様啓発のためのポスター制作を考えており、今回の新型コロナウィル

スの流行を踏まえ、これを全面に出すコンセプトを検討。また・疾病、テロ、一般犯罪、交通事

故など多種多様なリスクが存在する中、「現地で健康に働く」ことをコンセプトとし、「あらゆる

リスクに備えて自分の安全は自分で守る」旨をスローガンとして制作すること決定。今後は業者

選定のコンペを行い、7 月には公表予定。 
また。新型コロナウィルス感染症に関しては、状況が悪化の一途をたどり、終息の目途が立た

ない状況にある。そこで、こうした感染症に対する緊急行動計画を策定すべく、会長会社から提

供があった事例を参考に、安全対策分会でひな形を作成した。4 月 2 日付で会員へ配信した。 
 
○ 2019 年「海外活動安全強化月間セミナー」 
2019 年 7 月 26 日（金）、JICA 竹橋において「海外活動安全強化月間セミナー」を開催した。

当日は、会員企業より 80 名を超える受講者それに加え後援組織からもオブザーバー参加があ

り、100 名近くの人数が集まった。冒頭の有元龍一会長より、世界各地でテロが発生しているこ

とに触れながら安全と健康を守ることは何よりも優先すべきことであり、自身の活動や会社の規

範として欲しいとの挨拶があった。セミナーでは外務省国際協力局の八木浩治国際協力事業安全

対策室長が「国際協力事業における安全対策について」と題して近年のテロ情勢で懸念される傾

向やテロ発生の予防措置、対処法などに加え、自身が赴任されていたスリランカの状況、そして

最後に国際協力事業安全対策会議での新たな安全対策（最終報告）のポイントなどの説明があ

り、続いて、セキュリティーコンサルタントの海外安全管理本部代表 尾崎由博氏による参加型

ワークショップ「プロジェクト目線で考える実践的安全対策」では、途上国で実施中の ODA 案

件で大規模な反政府デモが発生したという想定のもと、有償資金協力事業、無償資金協力事業及

び技術協力の ODA 経験の受講者に加え、業務や総務系経験の受講者などが 10 のグループに分

かれて、ワークショップを行った。議論を通じて、スキームによっては発注者との関係で行動規

範が異なるなどと言った課題も浮き彫りになった。 

 
○ 第 4 回中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク本会合 

2019 年 8 月 30 日（金）、かねてより加入申請を行っていた中堅・中小企業海外安全対策ネッ

トワークへの加入が承認され、同ネットワークに参加した。当日は佐藤正久外務副大臣の挨拶を

水嶋光一領事局長が代読した。副大臣からは、本ネットワークはダッカテロ事件を受け、設立し

たネットワークであり、これまで外務省と参加組織が連携するための中核として、様々な成果を

上げてきている。設立当初 15 組織で始まった本ネットワークも今回 ECFA 加入により 30 組織

になった。このことは多くの企業・組織が海外安全対策の重要性に賛同している証であり、ます

ます本ネットワークの役割に期待する旨挨拶があった。引き続き水嶋領事局長より、外務省の取

り組みとして、「ゴルゴ 13 の海外安全対策マニュアル」の作成・配布や「国内各地での安全対策

セミナー等の開催」、「海外安全クイズ」などを行っている旨説明があった。その後 ECFA の入

会について全会一致で承認され、続いて ECFA を含めた参加組織による活動報告があった。

ECFA からは、これまでの活動及び安全対策費に係る現場での問題点などについて報告を行っ

た。 
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2019 年 12 月 13 日（金）、外務省において第 4 回中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク

幹事会が開催された。各参加組織より活動報告が行われた中で外務省が積極的に「官民合同テ

ロ・誘拐対策実地訓練」などの出張講座を実施していることや JICA が「海外安全対策ハンドブ

ック」を作成し、研修等で配布している紹介があった。外務省実地訓練については、ECFA での

実施を検討したい。また加えて外務省より、平成 25 年 1 月の「在アルジェリア邦人に対するテ

ロ事件」を受けて、同年 8 月に発足した「海外緊急展開チーム（ERT：Emergency Response 
Team）」についての紹介があった。これは邦人が巻き込まれた可能性がある緊急事態が発生し、

またはそのような事態の発生が懸念され、現地在外公館の領事体制を強化する必要があると判断

された場合に派遣する。派遣された職員は、在外公館に設置される現地対策本部等の指揮命令系

統下に入り、当該在外公館が実施する業務を支援するとのこと。ERT 要員は 2 年に 1 回見直

し、令和元年現在で約 90 名が指名されている。なお、先般アフガニスタンで発生した中村哲医

師殺害事件においても派遣され遺族のフォローや現地と本省との連絡業務に従事したとの報告が

あった。 
 

○ 国際協力事業安全対策会議 
2019 年 12 月 16 日（月）、外務省において第 6 回国際協力事業安全対策会議（常設後）が開

催された。外務省からは、この一年で発生したモザンビーク、スリランカ及び南スーダン等の情

勢についての説明と共に政府案件ではないものの、先日アフガニスタンで殺害された中村哲医師

に対する哀悼の意が表された。また最近の安全対策に関する取り組みとして、外務省は ODA 事

業の無償資金協力 E/N、技術協力協定及び JOCV 派遣取極の二国間文書において安全対策条項

の追加が実施されることとなったこと。また JICA は、「海外安全対策ハンドブック」作成や

「安全対策ガイダンス」策定を行い、その運用を開始した旨説明があった。ECFA からはコンサ

ルタントへの E/N の手交依頼や本会議に合わせて実施した ECFA 会員への安全対策に係る緊急

アンケート結果についての報告を行った。これに対して JICA からは、現地政府との交渉で安全

対策費等を含め、困った事態が発生すれば応援するので相談をして欲しい。JICA としてはでき

る限り応援するとの発言があった。 

 
（6）民間連携事業分科会（旧：中小企業海外展開支援勉強会） 
○ 中小企業海外展開支援勉強会（海外展開支援分科会） 

 2019 年 6 月 20 日（木）、第 1回中小企業支援勉強会幹事会を行った。今年度の幹事、副幹事

の改選について、副幹事が 1 名退任するため次回新しい副幹事を勉強会の中で選ぶことになっ

た。次に、勉強会の名称とメンバー募集について、今年度のメンバーの継続、新規募集をするこ

とを鑑み、勉強会の在り方について検討した。JICA の部署編成等の変更もあったことから「中

小企業勉強会」の名称変更の案がでた。特に、今後は JICA のスキームだけでなく幅広く他の政

府機関・民間支援等も視野に入れて活動を検討していくことから「海外展開支援勉強会」に改称

してはどうかという提案があり、さらに「勉強会」も「分科会」へ変更してはどうかとの要望が

あった。また、今までは勉強会の参加条件として「過去に JICA スキームを受託したことがある

企業」という制限があったが、一部の会員企業からオープンな勉強会にしてほしいとの要望があ

ったため、オープンな形にするかどうかは次回の会合で議論することとした。最後に今年度の方

針・活動について、 JICA との意見交換会、川崎市との連携は従来通り定期的に開催しながら

も、新しい切り口としてビジネス発掘セミナーを開催してはどうかという案が出た。海外展開の

潜在ニーズを掘り起こす活動として、勉強会主催で有望な自治体や金融機関と組んだセミナーの

実施の提案があった。当面は、JICA 東京センターや東京商工会議所が開催している海外ビジネ

スセミナー等での連携を検討する。 
2019 年 8 月 30 日（金）、第 2 回民間連携事業分科会を開催した。名称を「中小企業海外展開

支援勉強会」から「民間連携事業分科会」への変更について改めて説明しメンバーの合意を得

た。その後、メンバー同士で意見交換し今年度の活動計画の柱を決めた。主に①JICA との意見

交換②コンサルタントの認知度向上、企業とのマッチング会③JICA 以外の公的機関との意見交

換④事例紹介⑤スキル・情報のアップデートの 5 つを中心に積極的に活動していくこととなっ

た。 
2019 年 9 月 11 日（水）、第 3 回民間連携事業分科会（幹事会)を開催した。先日の分科会で出

た意見をどのように進めていくか幹事で具体案を検討した。本年度 5 つ全てにおいて活動するの

は難しいため、多くでた意見から優先順位をつけることにし、①～③を順次実施していく。まず
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は、新しくなった民間連携事業部との意見交換を 10 月に実施予定。②の認知度向上については

JICA の全国にある各支部で行っている説明会等で開発コンサルタントの紹介ができないか等売

り込みをしていく。本年度については、応募件数が関東に集中していること、分科会の予算がな

いこと等を鑑み東京近辺での活動を中心に行う。その他の活動として、川崎市と行っているセミ

ナー等も自治体連携の一環として継続する。 
2019 年 9 月 20 日（金）、第 4 回民間連携事業分科会（幹事会）を開催した。本年の活動案を

取り纏めたものをもって幹事と JICA 民間連携事業部を訪問した。本年度から分科会となったこ

とや新たな活動予定等について報告するとともに、次回意見交換をしたい内容について議論をし

た。これまでは細かい制度的な協議が中心であったが、本年度は、「良い案件の形成とは」や

JICA スキームでの「成功」とは、などについて双方の共通認識を持ちたいとのことで同意を得

た。また、JICA も積極的に他機関との連携を図っていくとのことで、今後は他スキームを組み

合わせた出口戦略を検討することとなった。 
2019 年 10 月 21 日（月）、第 5 回民間連携事業分科会を開催し、民間連携事業部との第 1 回意

見交換会を行った。JICA 企業支援事業の成果発現に向けてというテーマで、本事業における

「成功」とはについて議論をした。JICA からは、「成功」の定義としては「成功」について「開

発かビジネスか？」と問われると両方の要素であり、開発に資する（インパクトを持つ）ビジネ

スが立ち上がり、それが持続することが成功の一つと考えている。また、ビジネス化率も問われ

ている。インパクトをどのように計るのかはクリアでない。小さくても成果を出し続けて、

ODA 支援がなくとも持続していき、中長期で大きなインパクトになればよい、などの回答があ

った。コンサルタントからは、成功といってもグラデーションがあると思うので失敗を共有した

方が、イメージがつきやすい。JICA の担当者と協議しながら進められればより効果的な事業と

なるが、関係性を構築するかが課題であるとの指摘があった。 
 

○ JICA 横浜との意見交換会 
2019 年 10 月 11 日（金）、本年度の活動内容にある JICA の各センターと意見交換を行うとい

うことから、まずは第 1 回目として JICA 横浜を幹事と訪問した。熊谷所長を始め同席された方

に主旨を説明し、その後 ECFA と横浜センターで今後何か協力してイベント等開催できない

か、また横浜の取り組み等について質問をした。横浜の管轄は、神奈川県と山梨県であるが同じ

神奈川を見ても地域格差（横浜市・川崎市とその他の市）が大きいこと、海外展開に積極的な企

業は、東京に行って話を聞くのがほとんどであり横浜センターはあまり活用されていない。また

山梨は月に一度出張をして相談ブースを設けているものの、なかなか良い相談案件がないとのこ

とだった。今後は、ポテンシャルはあるがそもそも JICA スキームを知らない人達にどうアプロ

ーチをするかという課題から、海外展開という従来のセミナーではなく、たとえば今町工場の方

たちが直面している「事業継承」というテーマで開催してはどうかという案などが出た。 
 

○ JICA 九州との意見交換会 
2019 年 11 月 15 日（金）、地方センターとして初めて JICA 九州を幹事と訪問した。冒頭、

ECFA の分科会活動について説明をし、その後 JICA 九州での取り組みについて伺った。JICA
九州では、九州の各県で概要説明、採択企業の事例紹介を年一回開催している。ただし、企業と

コンサルタントのマッチングは実施していないため、今後はぜひ検討したいとの意向であった。

窓口には、月数件の相談があり年間数十件程度である。相談内容や案件熟度は千差万別であり、

漠然と海外に行きたいという会社もあれば、中小機構やコンサルタント等と準備していて、すで

に現地パートナーが決まっている会社もある。開発コンサルタントは大都市に拠点があるため、

JICA としては地元の九州のコンサルタントに仕事を受注して欲しいという本音もある。ただ、

小さいビジネスコンサルタント会社のため、開発コンサルタントの知識も持ってもらいたい。そ

のため、九州のビジネスコンサルタントと東京の開発コンサルタントとで協力してほしいと考え

ている。また、他の国内機関の動向に関し権限を地方 JICA 事務所に移管していく流れがあるが、

その場合、案件管理と企業支援が相反する状況が発生してしまうため、JICA 地域事務所の立ち

位置の問題で悩んでいると担当者からの声もあった。 
 

○ 川崎市・川崎商工会議所との共催セミナー 
2019 年 9 月 2 日（月）、第 1 回川崎市・川崎商工会議所との共催セミナーとして、昨年度に引

き続き「環境ビジネス海外展開セミナー」を川崎市において開催した。今回は川崎市からの要望
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があり、台湾・中東地域（サウジアラビア）・太平洋島嶼国の現状と環境分野における最新情報

がメインのセミナーとなった。当日は、日台企業連携による海外展開・台湾の環境関連インフ

ラ・プロジェクト（（公財）日本台湾交流協会 、（株）三菱総合研究所）、サウジアラビアで進む

国家改革と環境関連ビジネス機会（（一財）中東協力センター）、島嶼国の現状・実際の島嶼国で

の事例（ゴミ問題等)・環境配慮型事業の事例紹介（太平洋諸島センター）についての講演があ

った。その後、事前の希望者を対象にマッチングを行い、コンサルタントとの個別相談が行われ

た。当日の参加者は約 70 名であった。 
 2020 年 2 月 13 日（木）、本年度第 2 回「かわさき水・環境ビジネス海外展開セミナー～

SDGs とビジネス～」を川崎市にて開催した。川崎市は昨年 7 月に「SDGs 未来都市」に認定さ

れ今後も SDGs の達成に寄与すべく取組みを進めていることから、今回は水・環境ビジネスで

SDGs を実践するには？SDGs を活用しビジネスチャンスをつかむには？といった「SDGs とビ

ジネス」をテーマにした。当日は、企業はいかに SDGs に取り組むべきか（IGES）、経済産業

省における水ビジネス輸出政策について（METI）、発表があった後、最後に、水インフラ分野

の海外展開について～フィリピンでの上水供給コンセッション事業における質の高い水インフラ

輸出の事例から～という内容で、（株）長大 大浦雅幸氏が講演した。民間主導で進めるカラガ

地域総合経済開発事業やフィリピンでの上水供給事業の事例を SDGs の貢献等も踏まえて発表

し、参加者から大変好評であった。セミナー後は企業とのマッチングも行い、盛況のうちに終了

した。参加者は 40 名。 

○ JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援事業の活用に向けた「民間企業とコンサルタント等の

マッチング会」 
2020 年 2 月 19 日（水）、JICA 主催、ECFA 等の後援により民間企業とコンサルタント等マ

ッチング会が JICA 竹橋にて開催された。前半のセミナーでは、ECFA 民間連携事業分科会幹事

代表として（株）オリエンタルコンサルタンツ 藤井雅規氏が「開発コンサルタントの紹介とそ

の活用」について、開発コンサルタントの強み、支援内容、外部人材としての活用方法、民間連

携事業分科会の活動紹介等について発表を行った。その後、参加コンサルタント企業がブースに

座り、企業との個別相談会を行った。ECFA のブースでは、水道の節水蛇口ノズルを作っている

中小企業から水不足の地域に海外展開できないかという相談やインドでのカテーテル治療の普及

を検討しており、保険分野のコンサルタントを紹介してほしいなどの相談があった。今回は、

SDGs ビジネス支援事業も含まれていたため大企業からの参加も目立ったが、当日参加者は約

120 名。 
 

2．その他研究会等 
（1）TICAD Ⅶタスクチーム 

2019 年 4 月 2 日（火）、今年 8 月 28 日から 30 日に横浜にて 開催される TICADⅦのサイドイ

ベントへの出展につき企画や運営を支援するタスクチームメンバーの募集を開始した。メンバー

企業は次の通り。アイ・シー・ネット（株）、インテムコンサルティング（株）、（株）エイト日

本技術開発、NTC インターナショナル（株）、(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル、

（株）三祐コンサルタンツ、（株）長大、日本テクノ（株）、（株）パデコ。 
2019 年 4 月 15 日（月）、第 1 回 TICADⅦタスク会合を開催し、サイドイベントの企画につ

いて検討した。その結果、各社のアフリカでの取り組みを紹介するプレゼンテーション及び関心

のある方の個別相談に対応するブース出展につき、外務省へ申込みを行った。 
2019 年 7 月 1 日（月）、TICADⅦサイドイベント出展説明会が開催された。総勢 250 団体程

度の参加があり、大規模なイベントとなる。準備概要を受け、最終的に 5 社が発表することとな

った。 
2019 年 7 月 10 日（水）、第 2 回 TICADⅦタスク会合を開催し、プレゼンテーションの順番

やブース運営の割り振り等を決定した。すでに各種活動を行っている広報研究会およびサステナ

ビリティ推進チームと連携し実施することになった。 
 
＜TICAD Ⅶセミナー＞ 
2019 年 8 月 29 日（木）、TICADⅦセミナーを下記の通り開催した。 
「開発コンサルタントしか知らないアフリカビジネス」 
1． 開発コンサルタントの概要と SDGs への取り組み 
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ECFA サステナビリティ推進チームリーダー 日本工営（株） 菊池淳子氏 
2．開発コンサルタントしか知らないアフリカビジネス             
  暮らしのニーズをビジネスチャンスに                
    NTC インターナショナル（株）   長井宏治氏 
  アフリカで広がる養殖事業と産業人材育成             
    インテムコンサルティング（株）  土居正典氏 
  エジプト農村における女性のビジネス参加への可能性     
    （株）三祐コンサルタンツ     山本麻起子氏 
  アフリカ広域物流の促進                         
    （株）パデコ            中川義也氏 
  東アフリカ地域のビジネスニーズとトレンド              
    アイ・シー・ネット（株）      横山裕司氏 

3．アフリカ開発のポテンシャル（オープンディスカッション） 
  モデレーター：ECFA 理事・日本テクノ（株） 代表取締役副社長 高松章二氏    

セミナーでは、アフリカに関心のある日本の民間企業に開発コンサルタントを知っても

らう良い機会と捉え、チームメンバーの経験等を紹介するプレゼンテーションとパネルデ

ィスカッションを行った。当日は、会員企業以外の民間企業、学生、研究者等 150 名程度

の来場者があり、大変盛況だった。 
＜ブース出展＞ 
8 月 27 日（火） 
              9:30-13:30             一般社団法人海外コンサルタンツ協会 
              13:30-16:30           日本テクノ（株） 
              16:30-19:30           オーピーシー（株） 
 
8 月 28 日（水） 
              9:30-13:30             NTC インターナショナル（株） 
              13:30-16:30           （株）三祐コンサルタンツ 
              16:30-19:30           NTC インターナショナル（株） 
 
8 月 29 日（木） 
              9:30-13:30             （株）パデコ 
              13:30-16:30           （株）かいはつマネジメント・コンサルティング 

（株）レックス・インターナショナル 
              16:30-19:30           アイ・シー・ネット（株） 

インテムコンサルティング（株） 
 
8 月 30 日（金）           

9:30-14:30             日本工営（株） 
ブース出展では、各社で分担を決め、プロジェクト紹介や来場者向けの相談会を開催し

た。来場者は、日本の一般企業のほか、予想以上にアフリカからの会議参加者やボランテ

ィアで参加している学生の来場も多く、開発コンサルタントや就職活動についての質問も

多数寄せられた。4 日間で ECFA ブース来場者は累計 400 名で大盛況。開発コンサルタン

トへの関心の高さを体感できる貴重な機会となった。 
 
(2) コンプライアンス研究会 

2020 年 3 月 2 日（月）、JICA 総務部法務課との間で最近のコンプライアンス状況に関する意

見交換を行った。2019 年度現時点で不正腐敗の措置を受けた本邦コンサルタントはなく、中小

企業海外展開関係で本邦企業数社が措置を受けたとのこと。また現在 JICA では、SEAH（性的

搾取、虐待及びハラスメント）防止に関するガイドラインの策定を行っている旨説明があった。

この発端は数年前、英国の NGO が少女買春委より不当利益を得たということから、DAC で、

「開発協力と人道支援における性的搾取・虐待・セクシャルハラスメント（SEAH）の撲滅に関

する DAC 勧告」（以下、「DAC 勧告」）が採択され、これを受け JICA でも対応すべきとのこ

と。具体的には、現行「倫理等ガイドライン」での改定を行い、今回の SEAH について同倫理
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ガイドラインへ追記するとのこと。今後「倫理等ガイドライン（案）」を入手の上、質問及びコ

メントを JICA へ提出することとなった。 
 

(3）SDGs サステナビリティ推進チーム 
SDGs（Sustainable Development Goals）は、MDGs（Millennium Development Goals）の

後継目標であり、結果的には途上国に限らず先進国を含めたグルーバルな目標として成立し、今

日、急速に政府、市民社会、民間企業、学術機関など様々なステークホルダーが SDGs の実現に

向けて活動を開始している。元々コンサルティング業界では、事業そのものが SDGs にリンクし

ているため、これまで業界として意識してその取り組みの議論を十分行ってこなかった。しか

し、SDGs の目標には働き方改革や女性の活躍の推進、ワーク・ライフ・バランス等業界として

の課題も謳われているとともに、一方ビジネスチャンスとしても、途上国での経験を活かし、他

のステークホルダーとの連携・協力できるフィールドを新たに発掘・形成することが可能と言え

る。そこで、「SDGs サステナビリティ推進チーム」を立ち上げ、開発援助のプロフェッショナ

ルとして、SDGs の実現に向けこれまで以上に開発支援の活動を拡充することとなった。併せ

て、他の業界・NGO を含めた長期ビジョンを策定し、業界の知見の対外発信を強化し、業界の

魅力向上をテーマに調査・勉強会、意見交換を積極的に実施した。 
2019 年 4 月 2 日（火）、第 1回 SDGs 勉強会を開催した。当日は、SDGs 日本企業調査レポー

トをまとめた公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES アイジェス）持続可能性ガバナンスセ

ンター研究員の小野田真二氏を招き、「IGES から見た SDGs の動向、そして取り組みについ

て」の説明後、意見交換を行った。 
 2019 年 5 月 13 日（月）、ECFA での SDGs の活動を推進していくため、サステナビリティ推

進チームのメンバー募集を開始した。 
 2019 年 6 月 10 日（月）、第 1 回サステナビリティ推進チーム会合を開催した。これまでの

ECFA の取り組みについて説明したのち、各社の取り組みや今後、行いたいことなどを話しあっ

た。その結果、まずは SDGs に関連し開発コンサルタントに何ができるのかについて対外発信を

強化するため、自分たちの強み・弱みを分析し、魅力的な広報媒体を作っていくことを検討する

こととなった。 
2019 年 7 月 18 日（木）、開発コンサルタントの強み・弱みについて、「SWOT 分析」「クロス

SWOT 分析」「PEST 分析」等を行うため第 2 回 SDGs 勉強会を開催した。チームメンバーであ

る（一財）NHK インターナショナル 上野智之およびアイ・シー・ネット(株)徳良 敦氏を講

師にグループワークを行った。今回の結果をもとに、まずは TICADⅦで使用する広報媒体につ

いて検討を行うこととなった。 
2019 年 8 月 7 日（水）、第 2 回サステナビリティ推進チーム会合を開催し TICADⅦの広報媒

体の制作について意見交換を行った。その結果、SDGs に貢献したい、SDGs にかかるビジネス

を展開したい企業をターゲットに 1.ECFA の紹介 2.ECFA 会員企業ができること、3.成果（お客

様の喜びの声／満足度の高いサービス）の例を含めたリーフレットを各自で制作してみることと

なった。 
 2019 年 8 月 9 日（金）、サステナビリティ推進チーム幹事会を行い、今後の運営方法等につい

て検討を行った。円滑に事業を進めていくため、タスクごとにグループ分けを行い、チームメン

バー全員が何かしらのタスクを担う形で進めていくこととした。また、ECFA の各分科会との連

携し、効率的に SDGs を推進していくことを確認した。 

 2019 年 8 月 29 日（木）、TICADⅦのセミナーにて、チームリーダーの日本工営（株）菊池淳

子氏が、開発コンサルタントの概要及びサステナビリティ推進チームの紹介を行った。 
2019 年 9 月 20 日（金）、第 3 回サステナビリティ推進チーム会合を開催し、具体的な活動を

促進するため、調査研究活動・広報活動についてグループで話し合い、今後のチームの取組みに

ついてまとめた。 
2019 年 10 月 11 日（金）第 4 回サステナビリティ推進チーム会合にて、開発コンサルタント

の情報発信の中でも、SNS の効果的活用を推進するため、①コンセプトづくり、②運営方法検

討を行った。その結果、業界内外の若手ネットワーク作りを促進するため、開発援助に関わって

いる方および、関わりたいと思っている方（学生、若手）に対して情報発信を行うこととした。 
2019 年 10 月 23 日（水）、「世界と日本における『企業価値 x ESG』の今を知る」をテーマ

に、第 3 回 SDGs 勉強会を開催した。ゲストは、第一生命保険（株）銭谷美幸氏。SDGs 勉強会

としては、初めて民間企業の方を招いた開催となった。ESG 投資（環境：Environment、社
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会:Social、企業統治：Governance）、サステナブル・ファイナンス、開発と SDGs の関係や機関

投資家などの大手投資家の投資先として「環境・社会・ガバナンス」に力を入れる企業への投資

が急増している日本及び世界の動向等の説明があった。終了後の懇談会は、銭谷氏を囲んで熱心

な意見交換もできた。 
2019 年 10 月 29 日（火）、11 月 5 日（水）明治大学で開催する SDGs ワークショップ準備の

ため、協力者と打合せを行った。当日発表者 5 名のプレゼンテーションを行うこととなった。 

2019 年 11 月 5 日（火）、明治大学にて「SDGs『質の高い教育をみんなに』をテーマに開発

コンサルタントと考え・学ぶワークショップ」を開催した。当日は、コンサルタントによる

SDGs や開発コンサルタントについての解説と共に、各コンサルタントが実施しているプロジェ

クトと「質の高い教育をみんなに」を紐づけて紹介した。 
2019 年 11 月 26 日（火）、「官民連携プロジェクトの持続可能性とビジネスの迅速化」をテー

マに、味の素ファンデーション高橋裕典氏 を招き、第 3回 SDGs 勉強会を開催した。当日は、

栄養食品の無料提供では、持続性に欠くため、ガーナの官民を巻き込んだソーシャルビジネスモ

デルの構築にチャレンジしてきたケースを取り上げ、「官民連携プロジェクト」について民間企

業が何を求めているのか、また、開発コンサルタントに何ができるのかについて、グループワー

クを通して議論を行った。 
2019 年 12 月 17 日（火）、「男性社員の育休リアル」をテーマに第 4 回 SDGs 勉強会を開催し

た。ゲストは、日本工営（株）コンサルタント海外事業本部 交通・都市事業部 開発計画部の尾

崎 健人氏。当日は次男（9 か月）と登壇。「育児休暇」と「育児休業」の違いや育児を「主体的

に行う」ことと「手伝う」ことの違い、子育て体験を通して、マイノリティの立場を体感したな

どの経験を紹介。 
2020 年 1 月 22 日（水）、明治大学にて「スマホで動画ワークショップ」を行った。本企画

は、11 月に行った明治大学での SDGs 勉強会に参加した学生・コンサルタント有志の提案で始

まり、動画制作が得意な学生に、撮影のポイントや無料動画編集アプリ「KineMaster」を使っ

た編集方法を紹介してもらい、実際に動きの少ない講義風景と動きのあるインプロ（即興劇）を

素材として撮影・編集し、最後に完成した映像を共有した。今後、ECFA でもワークショップを

実施すると共に、ECFA の活動も動画を活用し、広報活動を効果的に行っていきたい。 
2020 年 1 月 23 日（木）サステナビリティ推進チームの幹事会を開催した。2020 年 2 月 26

日に開催予定の ECFA セミナーにて、サステナビリティ推進チームでの取り組みについて紹介

するべく、会員企業向けに SDGs への取り組み調査を行うべくアンケート項目を検討した。 
2020 年 2 月 3 日（月）、「会員企業 SDGs 意識調査」について会員企業に協力を求めた。 

調査結果は、ECFA セミナーにて報告予定。 
2020 年 2 月 13 日（木）、来年度の事業について話し合うため第 5 回サステナビリティ推進チ

ーム会合を行った。民間企業の SDGs の取り組みのほか、会員が実施する SDGs 案件や各社の

SDGs の取り組みなどの情報共有のための機会を作り、実際に事業化するためのサポートファン

ドの創設、働き方改革の推進の具体化など検討した。また、勉強会の呼称については、より魅力

的な新たな名称についても検討した。 
 2020 年 3 月 10 日（火）、第 6 回サステナビリティ推進チーム会合を開催し、来年度の勉強会

運営についてグループミーティングを行った。これまでの情報収集だけでなく、新しいビジネス

の種が生まれる場、多様な人たちとのネットワーキングの場として、開発コンサルタントの得意

な分野とそれ以外の分野を結び付けビジネスにつなげていくかを創造する場として「ECFA 
Business Co-Creation lab」（ECFA びっくりラボ）と命名し、ビジネスプランを検討していく

こととなった。 
 

(4）環境社会配慮勉強会 
2019 年 12 月 23 日（月）、環境社会配慮勉強会を開催した。現在、JICA は環境社会配慮ガイ

ドラインの改定作業を行っており、これまで実施した協力準備調査等 600 件以上の環境社会配慮

調査をレビューし先月ファイナルドラフトレポートが提出され、公開された。当面パブリックコ

メントの募集が行われている。来年度以降、世銀・IFC 等の国際機関の環境社会配慮ガイドライ

ンの改訂を踏まえ、JICA 有識者会議等で本格的に JICA ガイドライン改訂について議論される

ことになるが、その前に一度業界でのコメントをまとめ JICA と意見交換をしたいとの要望が会

員からあったことから、まずは環境社会配慮団員を務めた有志で集まり勉強会を行った。今回は

レビューレポートで主に指摘された、ガイドライン改定に向けた論点案について意見交換を行っ
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た。特に環境レビューと EIA 報告書の公開時期、カテゴリー分類（カテゴリーA 等から High 
Risk 等）の名称変更、EIA 対象要件（人権、労働、文化遺産等）の拡大、ゼロオプション（事

業を実施せず他の施策で解決する）の導入、「不可分一体事業」・「派生的・累積的影響」の定義

と調査の範囲等について検討された背景や理由について議論をした。また、今回の勉強会を通

じ、環境社会配慮団員の適正な投入人数・期間、JICA 担当者との連携のあり方、適切な調査項

目の絞り込み方等について、ECFA から JICA へ“環境社会配慮業務にかかる要望書”を出したい

との提案があり、勉強会と並行して素案を作成し最終化することとなった。 
2019 年 2 月 3 日（月）、環境社会配慮勉強会を開催した。前回の勉強会で会員からあった環境

社会配慮団員の業務改善について、JICA への要望書を提出したいとの要望を受け、（株）オリエ

ンタルコンサルタンツグローバル 山内 寛人氏が中心となり要望書案を作成した。それを基に事

前に各社のコメント、実例についてアンケート調査を実施し、それらの回答や意見を踏まえ、当

日実務担当者が集まり意見交換を行った。要望書では、主に求められる業務内容に即した M/M
期間の設定（助言委員会の対応）、現地や案件の事情や特性を適切に反映した業務指示書、

JICA―コンサルタントの責任範囲に沿った役割分担、環境カテゴリー分類の定義に合致した業務

内容の提示、コンサルタントへの発出前の JICA 内での指示内容の確認と調整を求めることの大

きく 5 項目に分けて議論をした。会員からは、JICA からの業務指示書が「定型」のものを引用

しただけのものが多く、プロジェクトごとに内容を吟味したものになっていないこと、また、

RAP（Resettlement Action Plan）作成の実施時期について検討の余地があること、環境社会配

慮担当団員が「ジェンダー主流化」を兼務する案件が多く見られること、土地収用・住民移転の

有無が不明な場合、M/M の予測が不可能であり、当該作業が発生する場合は別契約にするなど

臨機応変に対応を依頼したいこと、カテゴリーA 案件について助言委員会の対応・助言が求めら

れる内容になっていないこと、あるいは助言の質・レベルが案件により異なるなどの意見がある

ことなど、多くの課題が挙がった。今回出た意見を取りまとめ、最終版を JICA 及び関係機関に

提出することとなった。 
 
3．国際機関との意見交換 
○ アジア開発銀行 High-Level Technology Fund 
   2019 年 6 月 10 日（月）、アジア開発銀行（ADB）駐日事務所の恩賀万理恵氏を高梨専務理事

が訪問し、同氏が担当する「High-Level Technology Fund」の実施要領について伺った。同

Fund は、日本政府の拠出する信託基金で総額約 40 億円。日本政府の「質の高いインフラ整

備」と近いもので、エネルギー・水・運輸交通・都市開発・保健医療の分野で民間企業から技術

提案を公募する仕組み。1 件 5,000 万円の調査（含実証試験）制度である。JICA の PPP F/S や

中小企業海外展開支援事業と共通するところがあり、コンサルタントも含め日本企業の参加が期

待されていることが分かった。 
○ 国際建設法協会（ICLA）東京大会 

2019 年 5 月 28 日（火）・29 日(水)、世界各国の建設法務の専門家が加盟する「国際建設法協

会（International Construction Law Association: ICLA）の東京大会が開催された。これまで

ODA を含め、日本企業によるアジア等海外におけるインフラ建設事業が拡大する中、建設事業

を取巻く紛争事案も増加しているものの、日本では欧米と比べて国際建設プロジェクトの紛争に

係る法律専門家がまだまだ少ないのが現状である。今般、欧米よりこうした分野の専門家が参加

し、最近の国際建設プロジェクトの動向、紛争の事例や法律的課題を協議する会合であった。主

なテーマは、工期遅延・完成と引渡の解釈、補償責任と瑕疵担保責任、紛争調停委員会、不可抗

力。今後は、法律事務所との交流を推進していきたい。 
○ 米州開発銀行(IDB)アジア事務所長の来訪 
 2020 年 1 月 8 日（水）、米州開発銀行(IDB)アジア事務所長中村圭介氏が来訪された。現在、

IDB では世銀・IFC に遅れながら環境社会配慮ガイドラインの改訂に取り組んでおり、Draft が
完成したとのこと。そこで、世界の関係機関と意見交換を行っているが、日本では ECFA 会員

コンサルタントとのコンサルテーションを要望しており、3 月を目途に実施することとなった。

また、併せて今年後半には日本のコンサルタントの IDB 事業への参加を推進すべく、ECFA と

共催の上「IDB セミナー」の開催を計画しており、コンサルタントの調達システムを含め IDB
の活動を紹介する機会を設けることとなった。 
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 2020 年 2 月 13 日（木）、IDB－ECFA 主催 IDB 環境社会配慮ガイドライン（Environmental 
and Social Policies）の説明会（Stakeholders Consultation Meeting）を開催予定であったが、

コロナ対応から延期となった。 
 
4．他の関係団体との連携 

当協会は、コンサルティング業界を巡る経営環境の改善や国際競争力強化に向け、国際建設技

術協会（IDI）はじめ海外運輸協力協会（JTCA）、海外農業開発コンサルタンツ協会

（ADCA）、海外建設協会（OCAJI）、日本機械輸出組合（JMC）、日本技術士会等のコンサルタ

ント関係団体と連携を図ってきた。今年度も、各団体とコンサルティング業界との交流を実施し

た。 
 

○ 海外コンサルティング業務等受注実績調査の実施 

今年度も、当協会は国際建設技術協会（IDI）、海外運輸協力協会（JTCA）、海外農業開発コ

ンサルタンツ協会（ADCA）と共同して、わが国コンサルタントの海外業務受注実績について調

査を実施しました。調査結果は、海外コンサルティング業務等受注実績調査の項目を参照くださ

い。 
○ OCAJI 理事会 
 2019 年 4 月 4 日（木）、海外建設協会（OCAJI）は、理事会において 2018 年度海外建設受注

実績統計を発表。総額は 1 兆 9,400 億円に達し、昨年度の 1 兆 8,500 億円を 5%上回り、これま

での最高となった。分野別では、8 割以上が建築系でインフラ分野はマイナー。地域別では、ア

ジアが 1 兆 1,500 億円で 60%を占め、次いで北米の 4,700 億円 25%となっている。なお、本邦

法人の受注は 7,000 億円に対し現地法人の受注は 1 兆 2,000 億円と 64%を占める。来年度事業

計画では、ODA 事業の改善においてコンサルタント業界との連携を重視している。高梨専務理

事が出席。 
 

○ 日本機械輸出組合との交流 
2020 年 1 月 31 日（金）、日本機械輸出組合（JMC）会員企業との技術交流会を開催した。

経済産業省は、水分野での日本企業の国際展開を支援すべく当協会と日本機械輸出組合が合同し

て「水インフラ国際展開タスクフォース」のプラットフォームを立ち上げ、上下水道プロジェク

トにおける日本企業の優位性技術の検討会を実施している。今回は、特に MBR 膜処理技術につ

いて、日本企業の保有する差別化技術や実績等を共有すべく、日本機械輸出組合（JMC）会員

企業（（株）クボタ、旭化成（株）、住友電工（株）、三菱ケミカルアクアソリューションズ

（株）、水 ing（株））との意見交換を行った。膜処理技術は、ミャンマー下水処理場プロジェ

クト等への適用も検討されており、メリットと共に課題も検証でき、時宜を得た交流会であっ

た。ECFA 上下水道関連会員 6 社（（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル、（株）建設

技研インターナショナル、（株）日水コン、パシフィックコンサルタンツ（株）、八千代エンジ

ニヤリング（株）、日本工営株）、経済産業省、内閣官房、国土交通省、JICA、JETRO、日本

機械輸出組合代表が参加。 
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Ⅲ．FIDIC を通じたわが国コンサルタントの国際的地位向上と外国コンサルタンツ

協会との交流を促進する（FIDIC 関連事業） 
 

1．  FIDIC 委員会 
 今年度も引き続き FIDIC 委員会を開催する。実績については以下の通り。 

回 開催日 内容 
1 5 月 14 日 事務局報告（メキシコ大会、IDB と FIDIC 約款に関するライセンス契約について、

FIDIC 理事選、DNSAC 会議等）、各分科会報告、ASPAC 関連報告 
2 7 月 3 日 事務局報告（FIDIC コンサルテーションペーパー、CEO’s UP DATE 等）、各分科会報

告、ASPAC 報告、FIDIC Award(Project, Member Association Excellent), 
FIDIC/ASPAC 若手派遣について 

3 11 月 12 日 事務局報告（FIDIC DNSAC、ECFA AWARD、FIDIC アジュディケーター登録につ

いて）各分科会報告、ASPAC 報告 
4 11 月 18 日 事務局報告（FIDIC コミッティについて、DNSAC Meeting 報告、YPMTP2020 案

内）各分科会報告、ASPAC 報告 
 
（1）FIDIC 本部との交流促進 

当協会は、国際コンサルティング･エンジニア連盟（FIDIC）の一員として、本年も FIDIC の

活動に積極的に参画していく。新しく就任した CEO のネルソン氏の指導力に期待するところが

大きいが、本部の機能強化や組織改革の具体化等を注視していくとともに、FIDIC Board（理事

会）の諮問機関として新たに設置された DNSAC（Directors and Secretaries Advisory  
Council）に委員を輩出している協会として活動を支援し、会員としてさらに意見発信を強化し

た。また、各種の専門委員会の活動方針・成果が不透明な中、ECFA としても活性化のため従前

通り委員を派遣するとともに、他の欧米諸国の FIDIC 加盟協会との交流を促進した。 
 
ア.  FIDIC 理事選挙  

2019 年のメキシコ大会にて、Bentejac 会長（仏）と Kordes 財務担当理事（独）が任期満了

で退任となる。2019 年 FIDIC 理事選挙は、空席となった 2 名枠について理事選挙が実施された

結果、Sarwono 氏（インドネシア）と Villarroya 氏（スペイン）が当選した。任期は 2023 年

９月までの４年間。 
 
イ. FIDIC AWARD 

○ プロジェクト部門 
FIDIC Project Award は 2014 年 FIDIC 大会から毎年実施されており、今年度も実施されるこ

とから対象となるプロジェクトを募集した。 評価基準は、過去 5 年以内に完成し 1 年間以上運

用されている事業を対象に、革新性、品質、環境、技術、透明性、持続性、公正性などの視点か

ら、特に優秀と認められる事業に授与される。今年は（株）オリエンタルコンサルタンツグロー

バルから 3 件の応募があり、そのうち「Lach Huyen Port Infrastructure Construction Project 
(Road and Bridge Portion) Dinh Vu – Cat Hai Bridge」事業が受賞した。表彰式は、Gala 
Dinner で行われたが、残念ながらプロジェクト大賞には選出されなかった。 
 
○ Member Association 部門 

 FIDIC Award は従来プロジェクトのみを対象とされていたが、今年度から FIDIC 会員協会優

秀賞（Member Association Excellence Awards）が実施されることになった。このアワードは

各会員の協力や功績、活躍などを称えて授与されるもので、FIDIC 会員協会優秀賞には 5 つの

カテゴリーが対象となる。 
• Best advancement of a cause, advocacy campaign or event  
• Best publication or website  
• Best diversity and inclusion initiative  
• Member Association of the Year  
• Lifetime achievement / FIDIC Ambassador Award  
ECFA からは、Member Association of the Year に応募し shortlist されたが、受賞に至らなかっ

た。 
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ウ． FIDIC 地域連盟についてのアンケート 
FIDIC の地域連盟には、ASPAC (アジア太平洋)、GAMA (アフリカ)、EFCA (欧州)、FEPAC 

(中南米)、北米（米国、カナダ）、中近東等があるが、地域内の活動や FIDIC との連携は、各地

域連盟にゆだねられている。 
FIDIC 事務局は、理事会での審議を踏まえ、制度改革の一環として、地域連盟の在り方、

FIDIC の支援や連携方法について、6 月下旬に会員協会にアンケートを発出した。本アンケート

に対し、第 2 回 FIDIC 委員会 (7/3) では、従来の地域連盟を大幅に変えることなく、例えば

ASPAC に常置事務局を設置するための財政的・人的支援、FIDIC 研修の ASPAC での実施、各

地域連盟間の連携促進、FIDIC 理事会との連携促進などを基調とした回答案を ECFA 事務局が

作成し、FIDIC 委員会確認の上、FIDIC 事務局に送付した。アンケート結果を踏まえ、FIDIC
理事会は、地域連盟の在り方について基本方針案を作成した。FIDIC 事務局は、基本方針を踏

まえ 2020 年度以降に各地域連盟と連携し、具体化を図ってゆく。 
 
エ. FIDIC と ECFA との懇談会 

2020 年 2 月 5 日（水）に標記懇談会が開催された。FIDIC からは、William Howard 会長、

Anthony Barry 副会長、Gavin English 財務担当理事および Nelson Ogunshakin  CEO が参加

した。ECFA からは、有元会長、米澤副会長、永冶副会長、高梨専務理事、本村理事はじめ 11
名が参加した。議事要旨は以下のとおり。 

1）FIDIC 会長 William Howard 氏の挨拶 
今回東京で FIDIC 理事会を開催した背景は、3 年前に ECFA が提案した FIDIC 改革案が根

拠にあり、ECFA と直接意見交換をしたかった。FIDIC は ECFA の提案をベースに改革を行

ってきており、FIDIC 大会改善、委員会再編、地域連盟の活性化、FIDIC 事務局体制の効率

化等はまさしくその成果である。現在の主な取り組みは、①多様性とジェンダー、②FIDIC
事務局体制の強化、③地域連盟強化の具体策、④研修・資格制度の見直し、⑤各委員会の連携

と相乗効果、⑥これら各施策の見える化である。特にジェンダーは重要で、多くの女性

FIDIC 理事や委員会委員長を輩出できるよう知恵を絞っていきたい。各 Member Association
には、候補者の推薦をお願いしたいとの要請があった。 
2）ECFA 会長の挨拶及び専務理事の報告 
有元会長は、日本 ODA の現状と課題、低い利益率やコンサルタントの地位向上、日本人コ

ンサルタントの国内外での防災・減災や鉄道等インフラ整備での貢献、及びローカルカウンタ

ーパートの育成や連携促進について報告を行った。 
高梨専務理事は、ECFA 活動の概要、日本コンサルタント業界の近年の動向と展望、BIM

や CIM などの高度・IT 技術の活用と普及・促進、女性コンサルタント活躍の支援などについ

て報告を行った。 
3）Ogunshakin FIDIC CEO 

Ogunshakin CEO は、 FIDIC の各種取り組みの現状、事務局局員増強（法務など）世銀や

JICA など融資機関と連携した co-financing と、これに関連したプロジェクトの創生、PPP や

コンセッション事業の展開、欧米コンサルタントの動向（特に大手国際 CE 企業のダウンサイ

ジングや分散化）などについて報告を行った。 
4）2021 年 FIDIC 大会について 

有元会長は、2021 年 FIDIC 大会を是非東京で開催して欲しい、日本のコンサルティング

エンジニア業界が世界市場に進出するうえで貴重な機会となる。また、日本政府や JICA な

どに FIDIC の取り組みを理解頂くうえでも大変意義深いと発言した。 
5）Howard 会長と Ogunshakin CEO 
有元会長の申し出に感謝し、シンガポールの状況も勘案し、2021 年 FIDIC 大会は、5 月理

事会で決定したい。東京都からは FIDIC 大会の東京誘致のための資金援助制度があり、これ

が実現すれば、東京大会開催の可能性が更に高くなるので、支援をお願いしたいとの要請があ

った。これを受け、ECFA は 2 月 25 日に東京観光財団に申請書を提出し、受理された。その

後、コロナウィルス感染の影響により、FIDIC 大会のアジア開催が１年順延となったため、

申請を取り下げた。 
6）懇親会と FIDIC 大会候補会場の下見 

FIDIC 理事会後に、FIDIC 正副会長及び CEO と共に、大会候補会場である ANA インタ

ーコンチネンタルホテルの大・中・小会議場を下見し、会場の規模や環境について確認し
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た。併せて FIDIC と ECFA 関係者との懇親会を開催。なお、FIDIC 会長からは、理事会準

備や会場手配等につき、ECFA の温かなもてなしや支援に感謝する、東京での開催を期待す

るとのコメントがあった。 
 
オ. FIDIC Directors & Secretaries (DNS) Advisory Council (DNSAC) 

 (FIDIC 事務局長諮問委員会) 
2019 年 7 月 25 日（土）に電話会議が開催された。議事要旨は以下のとおり。 

1）議長の交代 
  現在の議長の Andrea Sehic は、セルビア国内の事情から議長を辞任した。委員の互選によ

り、John Gamble（カナダ）が新議長に、Chris Campbell（南ア）が新副議長に就任した。 
2）諮問委員の選任 
前議長に加え、オランダの委員が辞任し、4 枠が空席となったため、FIDIC 事務局から加盟

協会に候補者の推薦依頼があり、新たに Prashant Kapila（インド）、Mario Marti（スイ

ス）、Chituwa Sinkala（ザンビア）の 3名が委員に選出された。他の委員は以下の通り。

John Gamble（カナダ、委員長）、 Chris Campbell（南ア、副委員長）、 Sarah Ingl（アイル

ランド）、   Edmond Mirzakhanian（イラン）、山下佳彦 ECFA 顧問（日本）。 

3）DNS（事務局長会議）及び DNSAC（事務局長会議諮問委員会）の正式な承認 

FIDIC メキシコ大会総会において、従来任意組織であった DNS 及び DNSAC が正式な組

織として承認された。 

4）FIDIC Awards 
諮問委員会は、以下を FDIC 理事会に提案した。 

ア） FIDIC Project Awards は、国策で大型インフラ事業を多く実施している国に受賞が偏

っているため、受賞数の制限（１国 2 件程度）、インフラ事業以外で社会への貢献が高い灌

漑、教育、保健・衛生、環境等の事業、建築など民間事業で貢献があったもの等を同等に評

価する。 

イ） FIDIC Member Excellence Awards は、米国など多様な活動や広報を行っている国に受

賞が偏よる傾向が高いため、小規模な協会でも地域への貢献度が高い協会にも等しく受賞機

会を与える必要がある。この趣旨を反映するため、賞を FIDIC Member  Achievement of the 
Year Awards と改称し、選考基準も見直す。 

ウ） FIDIC 理事会は、諮問委員会の提案である、受賞者や会員企業が表彰式に参加し易い

ように、発表のタイミングを早めることを了承し、選考基準や募集・発表のタイミングの見

直しを行うこととなった。 

エ）地域連盟の活動促進・強化 

諮問委員会は、FIDIC の基本方針を踏まえ、各協会で実施している人材育成、契約約款な

どの研修、小規模会員企業への支援、国際開発銀行と連携した事業の促進、常置事務局の設

置、活動資金の確保方法等を勘案し、実現可能な具体案を継続的に検討している。 

 

  （2） FIDIC 活動分科会 
2019 年 4 月 25 日（木）、第 1 回 FIDIC 活動分科会を開催した。 
1）SDC (Sustainable Development Committee、持続可能な開発委員会 )関連 

ISO に提案中の「事業実施者・開発者のための ISO37101（スマートコミュニティに係る

マネジメントシステム規格）ガイド」について報告があった。2016 年に発行された

ISO37101 に関連する新たな作業アイテムとして、プロジェクト開発者のための ISO37101
ガイドの作成を昨年 10 月にモスクワで開催された ISO 会議にて Felix 委員長が提案したとこ

ろ、本年 4 月の ISO TC 268 会議（パリ）までに詳細な枠組みを提案するよう求められ

た。これを受け、FIDIC、EFCA、ISO TC メンバーで電話会議を 2 月までに 3 回実施し、素

案を練り上げた。そのうち、目的・必要性の概要を示すと以下のとおり。 
ISO37101 に関しては、すでに ISO37104 として行政トップ向けのガイドを作成中であるが

（4 月に発刊見込み）、本ガイドは事業実施者や開発を実際に行う者に対するものであり、ト

ップダウンのみならず、ボトムアップ的アプローチを期待するものである。特に途上国の都

市開発においては、国際開発銀行が自治体を通して直接的に都市開発に資金援助する方向に

急速に進みつつあり、ファイナンスの面でも ISO37101 の重要性は増しつつある。 
本ガイドは、都市開発プロジェクトの先導者やプロモータ、デベロッパーのほか、融資を
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行う金融機関や建築家、エンジニア、コントラクターなど、プロジェクト実施に関わる多く

の関係者に向けたものである。 
ISO37101 に関して、開発者は大きく 3 つのタイプに分けられる。一つは、ISO37101 を既

に適用しているか、適用しつつある主要都市であり、もう一つは、適用はしていないものの

幾つかのプロジェクトで ISO37101 の包括的アプローチを試みようとしている都市である。3
つ目はこれらに当てはまらない大多数の都市であり、行政側に ISO37101 を所管する部署が

ないようなケースである。しかし、このような場合でも、開発プロジェクトの付加価値を上

げるために ISO37101 の要件を組み込むことを示唆しているデベロッパーはいる。こうした

状況から、私企業のデベロッパーに対するガイドの必要性は高まっている。 
2019 年 7 月 2 日（火）、第 2 回 FIDIC 活動分科会を開催した。4 月以降、SDC の開催がな

いため、次の主要活動 5 項目について、確認が行われた。①主要国際機関との連携、

②FIDIC 公式ステートメントの作成、③SD 関連 ISO 規格への貢献、④コンサル業界への貢

献、⑤スマートコミュニティに係るマネジメントシステム規格 ISO37101 に関しては、4 月

に ISO37104 として行政トップ向けのガイドが発刊された。 
2）BPC（Business Practice Committee：業務委員会）関連 

FIDIC Guidelines for the Selection of Consultants - Third Edition 第 3 版（2019 年）最終

案がまとまった。メキシコ大会で公表される見込み。本書は中庸な立場で記述されているが、

FIDIC は QBS を推奨している。従来との相違は、Best Value Approach(BVA)が追加された

ことにある。BVA は、発注者が技術的なことに関わらないことが特徴。価格点の標準は 20％。 
3）FIDIC BIM - Definition of Scope Guideline and BIM Compliance Protocol 

BIM に関する DOS（Definition of Services：業務定義書）を作成する方向。BIM
（Building Information Modelling)はコンサル業界に大きな影響のある主要技術であるため、

2 月に Task Group：TG を立ち上げ準備を進めている。 
4）FIDIC Technology Guideline 
コンサルタント業界に影響を与えるような新技術（たとえば、BIM、データ取得、文書管

理、設計管理、工程などのデジタル技術）を整理し紹介するため、作業グループを設置し、成

果をメキシコ大会で発表する。 
5）FIDIC Guidelines for Selection of Contractors  
本ガイドは、価格ダンピング競争で苦しんでいる請負業者を支援するための選定指針である

が、コンサルタントは当事者でないことから、取り扱いは難しいと思われる。 
2019 年 11 月 5 日（火）、第 3 回 FIDIC 活動分科会を開催した。 

1）SDC 関連活動報告 
ア）SO/TC268 関連 

ISO37109（開発者向けの ISO37101 ガイド作成のためのタスクグループ）が発足し、

FIDIC が主導。2021 年のドラフト完成を目指す。SDC の 2020 年のメインワークとなる。 
イ）コンサルタントのイメージアップ（COP25） 

FIDIC SDC は 2 種類のイベント（「循環型経済を主流化する」「気候変動への適応策を主

流化する」）を企画しており、プロポーザルを提出した。 
2）BPC 関連活動 
ア）Guidance on PPP Contract 

本件は、新たに International Financial Institutions Committee にて議論されることと

なった。同委員会は融資機関との連携を強化する目的で設置するもので、FIDIC Nadar 理

事が委員長。 
イ）FIDIC Guidelines for the Selection of Consultants - Third Edition 
 FIDIC メキシコ大会時に第 3 版（2019 年）が発刊された。Best Value Approach の追記が

主要な変更点。次回、取り扱い方針について検討する。 
ウ）FIDIC BIM Compliance Protocol 
 Compliance Protocol（公正性規定）についてはドラフトをレビュー中。 
エ）QCBS for Consultants 
 FIDIC は、QCBS の活用に関する発注者向けのドキュメントを作成することとなった。 

3）DNS 会議 
メキシコ大会にて DNS 活動の責任範囲（Terms of Reference）が理事会に承認されたこと

で、DNS が正式な FIDIC の組織として位置づけられた。今回初導入された Member 
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Association Awards については、評価基準が曖昧との意見もあり今後の課題である。 
4）FIDIC  Risk and Quality Committee （RQC）/ Capacity Building Committee（CBC）委

員の募集 
 新メンバーの募集があり、RQC には（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 林竜

郎氏（契約約款副分科会長）が蔵重俊夫前委員の後任として推薦された。また CBC には、（株）

長大 松尾隆氏が推薦された。現在、FIDIC 内で審議中である。 
 

○ FIDIC 国際大会への参加 
本年は 9 月にメキシコ国メキシコシティで、FIDIC 国際大会（FIDIC International 

Infrastructure Conference, Mexico City 2019）が開催された。テーマは、“Technological 
innovation impacting the industry”である。同大会のプレナリーやワークショップでは、欧米

コンサルタンツの先進的な取組みを学ぶと共に、日本から会員企業や政府機関の講演者を派遣

し、わが国からの知的発信を促進した。また、同大会では昨年同様若手技術者の参加を支援し

た。併せて、同大会終了後会員向けの報告会を開催した。 
また 7 月には、アジア地域の FIDIC 下部組織 ASPAC（Member Associations in Asia & 

Pacific Regions）大会がインドのデリーにて”Quality Infrastructure  for Clean and 
Sustainable Development”をテーマに開催され、アジア各国のコンサルタンツ協会との交流・

連携を深めた。 
 

○ ASPAC2019 ニューデリー大会 
2019 年 7 月 7 日（日）～9 日（火）、インドニューデリーにおいて ASPAC2019 大会が開催さ

れた。今回のテーマは、”Quality Infrastructure for Clean and Sustainable Development”と題

し、活発な議論が行われた。基調講演としては、前 FIDIC 会長 J.W.LEE 氏、JICA 松本勝男イ

ンド事務所所長、ADB 横山駐インド事務所長が登壇し、最近の世界のインフラ開発の動向、援

助機関のインフラ支援の現状、都市化・人口集中・環境問題等への対応について講演を行った。

特別ゲストとしてインド商工大臣がインドのインフラ整備の方策について説明を行った。また、

分科会としては、①Urban Mobility、②Coastal & Marine Development、③Energy & Quality 
of Life、④Business Opportunities with Regional Cooperation、⑤Technological Development
のセッションが実施され、それぞれ活発な議論が行われた。この間 ASPAC 理事会、ASPAC 総

会（GAM）が開催され、主な議題としてア）FIDIC 地域連合（Regionalisation）の在り方、

イ）常設委員会の報告、ウ）理事の交替・選任、エ）ASPAC Awards が決定された。理事の交

替では、日本について蔵重理事に代わり日本工営林氏が立候補し、承認された。今回の参加者

は、120 名ほど。海外からは、中国、タイ、韓国、マレーシア、インドネシア、スリランカ、ネ

パール、日本。日本からは、会員企業 7 名が参加した。なお、その後 2020 年大会は、新型コロ

ナ感染症対応で中止となった。 

 
○ FIDIC 2019 メキシコ大会 

2019 年 9 月 8 日（日）～10 日（火）、メキシコシティにおいて FIDIC2019 大会が開催され

た。開会式は、Alain Bentejac FIDIC 会長、FIDIC Nelson Ogunshakin CEO、Marco 
Gutierrez メキシココンサルティング企業協会（CNEC）会長が挨拶。今回のテーマは、

“Technological Change Impacting the Industry”と題し、活発な議論が行われた。分科会として

は、①Technological innovation in Business-Corporate Board Perspective、②Technology as a 
Driver of Change – What、Why and How to deal with it、 ③Financial Challenges Associated 
with Technology and Innovation、 ④Mega and Smart Cities Challenges & Opportunities、⑤

Integrity Challenges Associated with Technological Innovation 等が実施され、海外及び地元の

講演者を含めそれぞれ活発な議論が行われた。さらに Addressing the challenge of corruption、
Young leaders’ outlook on the future of the industry の話題も討議された。この間、FIDIC 総

会（GAM）が開催され、ア）FIDIC2018-2019 活動報告、イ）決算・予算報告、ウ）新規会員

協会の承認、エ）FIDIC 組織改革の現状、オ）FIDIC プロジェクト Award・協会 Award が紹介

された。特にプロジェクト Award では（株）オリエンタルコンサルタンツグローバルのベトナ

ムラクウエン橋梁・道路プロジェクトが優秀賞の表彰を受けた。 
また、今後の FIDIC 大会の会場について候補国が発表され、当面 5 年間は 2020 年：ジュネ

ーブ、2021 年：アジア（シンガポール or 東京）、2022 年：ジュネーブ、2023 年：ケープタウ
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ン（南ア）、2024 年：ジュネーブとなる予定。FIDIC 事務局より 2021 年東京開催について、

ECFA に打診があったが、今後詳細を協議していくこととなった。なお、FIDIC 理事の 2 名枠

について、補選があり、投票により ECFA が応援したインドネシア Sarwono Hardjomuljadi と
スペインの Luis Villarroya 氏が当選した。  

その他、総会に先立つ理事会を補佐する事務局長会議（D&S 会議）が 9 月 7 日（日）に開催

され、FIDIC 理事会より、FIDIC の主要な Business Operations の柱として、今後 3 つの活動

目標が紹介された。 
1） Secretariat 活動: ア）会員協会へのサービス、イ）地域機関（GAMA、ASPAC 等）の活性

化、ウ）FIDIC として政策活動（Advocacy/Policy）、エ）委員会活動（Committees）の活

性化 
2） Commercial 活動の推進: ア）FIDIC 大会の開催、イ）研修 Training コースの強化、ウ）

FIDIC 約款等の出版・普及、エ）その他 
3） Credentialing 活動: FIDIC Contract の研修事業を強化する。特に、地域ごとに研修だけで

なく研修を担える Accredited Trainers（資格のある研修指導者）の養成に取り組んでい

く。ア）中国及びアジア地域、イ）中近東地域、ウ）アフリカ地域、エ）ヨーロッパ地域、

ホ）その他地域 
今回より、DNS 会議が正式な FIDIC の組織の一部として承認された。本大会には、800 名

（日本から 28 名）が参加した。 
 

○  Dispute Board（DB  紛争裁定委員会）の普及・啓蒙 
FIDIC 契約約款に規定されている Dispute Board（DB）及び DB を構成する裁定人

（Adjudicator）の普及啓蒙が重要な課題として指摘されてきているが、JICA は円借款事業にお

いても紛争の予防的手段として DB の積極的な導入を表明している。そこで、今年度も引き続き

ECFA に登録されているアジュディケーターの協力を得て「円借款事業における Dispute Board
（DB）と Adjudicator の役割」と題するセミナーを開催した。 

 
○ DB セミナー 

2019 年 11 月 13 日（水）、JICA・DRBF 共催、ECFA・OCAJI 協賛により「海外プロジェク

トにおける DB の効果的運用」をテーマにセミナーが開催された。コンサルタント、ゼネコン、

弁護士、メーカーなどから約 60 名が参加。「FIDIC 約款と DB（(2017 版 FIDIC 約款の改良

点)」、「JICA と DB の運用方針」、「DB ケーススタディ（DB Decision）」「DB ケーススタディ

（DB の運用の実績）」、「DB の効果的運用について」等のプレゼンテーションがあった。参加者

との質疑応答では、DB の有用性やメリットへの理解不足、ODA 事業への DB 導入促進、ECFA
リストの積極的な活用などが確認された。 

 
○ FIDIC 大会報告会 

2019 年 10 月 17 日（水）、FIDIC2019 メキシコ大会報告会を開催した。本大会は 9 月 9 日か

ら 3 日にわたりメキシコ市にて開催され、会員企業から 26 名が参加した。今回のテーマが

Technological Change Impacting the Industry だったことから、テクノロジーの革新がエンジ

ニア業界にどのような機会を創出するか、将来のプレーヤーは誰か、打つべき布石は何かといっ

た観点から発表、議論がされた。報告会では「ビジネスにおけるイノベーション」、「技術と革新

に関わるファイナンスの問題」、「メガスマートシティの課題」、「技術革新に関わる公平性の課

題」などのプレゼンテーションの他に将来のリーダーの展望や若手プロフェッショナル訓練プロ

グラム YPMTP などについての報告もあった。当日の参加者は 35 名。 
 
（3）FIDIC 契約約款分科会 

FIDIC 契約約款の普及の一環として、今年度も引き続き FIDIC Red Book 2017 年版の翻訳活 
動を行う。1999 年版と MDB 版との改訂箇所を中心とした解説セミナーの要約は昨年度終了し

た。 今年は解説セミナーを 12 月に開催し、セミナー終了後から、2017 年版の本格的な邦訳作

業を行った。 
 
回 開催日 内容 
1 4 月 24 日 セミナーに向けて発表資料をパートごとに作成。条項 1-3 について確認作業 
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2 5 月 27 日 条項 4-6 について PP 資料の確認作業 
3 6 月 26 日 条項 7-10 について PP 資料の確認作業 
4 7 月 10 日 条項 11-13 について PP 資料の確認作業 
5 8 月 6 日 条項 15-17 について PP 資料の確認作業 
6 8 月 21 日 条項 20 について PP 資料の確認作業 
7 9 月 10 日 条項 19 について PP 資料の確認作業 
8 9 月 17 日 条項 13、14.3 について PP 資料の確認作業 
9 9 月 25 日 条項 21 について PP 資料の確認作業 

10 10 月 4 日 条項 7～10 について PP 資料の最終ドラフト作成 
11 10 月 24 日 条項 14.4～15 について PP 資料の確認作業 
12 11 月 7 日 条項 11、20、21 について PP 資料の最終ドラフト作成 
13 11 月 18 日 PP 資料の最終作成（全パート） 
14 11 月 22 日 PP 資料の最終作成（全パート） 
15 12 月 3 日 最終確認（全パート） 
16 1 月 10 日 FIDIC Red Book 2017 年版の邦訳作業について（邦訳ソフト等） 
17 2 月 13 日 条項 1～1.20 条まで 

 
○ FIDIC Red Book 2017/1999/MDB 版比較解説セミナー 

2019 年 12 月 13 日（水）、「FIDIC Red Book 2017/1999/MDB 版比較解説セミナー」をパシ

フィックコンサルタンツ（株）にて開催した。FIDIC Red Book (Conditions of Contract for 
Construction Second Edition 2017)（略称：レッドブック第 2 版）が一昨年発行されたことを受

け同書の解説セミナーを行った。本セミナーでは、1999 年度版と MDB 版とを比較しながら、

2017 年版の主だった変更点について、FIDIC 委員会契約約款分科会のメンバーが各パートに分

かれ講師を務めた。参加者は 65 名。 
 

（4）契約管理者育成分科会 
海外プロジェクトにおいて、法務的・事業監理的な契約約款の知識はコンサルタントにとっ

て必要不可欠である。そこで、昨年に続き本分科会では FIDIC 契約約款の概要、契約管理の事

例と対策等を入門編から上級の実務編までシリーズで、契約管理者育成セミナー（含 PM 赴任前

研修）を実施し、会員の契約約款についての知見を深める活動を推進した。 
2019 年 6 月 17 日（月）、第 1 回管理者育成分科会幹事会を開催した。今年度は、デザインビ

ルド契約（イエローブック）コンサルタント勉強会の実施、中上級ワークショップにおけるファ

シリテーター育成 初心者セミナー/中級者ワークショップの開催を主に活動していくことにな

った。デザインビルド契約コンサルタント勉強会を立ち上げた背景としては、過去デザインビル

ドプロジェクトにおける契約管理セミナー/ワークショップなどの開催がなかったため勉強する

機会がなく、また会員同士での意見交換等をする場もなかったことから、そういった機会を設け

てほしいと希望する声が寄せられていた。立ち上げにあたり、まずはどのようなニーズがあるか

会員から正確にヒアリングするところから始めるとし、第１回「デザインビルド契約コンサルタ

ント勉強会」を早めに開催することとなった。 
 

○ デザインビルド契約コンサルタント勉強会 
2019 年 8 月 8 日（木）、第 1 回デザインビルド契約コンサルタント勉強会を開催した。日本政

府の質の高いインフラ輸出戦略の積極的な推進策に伴い日本起源の技術やシステムを海外、特に

発展途上国へ輸出を目指す方向性が共有されている。それに伴いインフラ輸出戦略に関連する各

業界関係者の中で、より迅速なプロジェクト実施を目指すという視点から DB Project を推進す

る意見も高まってきており会員からデザインビルドについて勉強をしたいとの声があったことか

ら今年度開催することとなった。第 1 回目は実務者に参加してもらい、実際のプロジェクトで何

が問題だったか課題等についてフリーディスカッションを行い出てきた意見から次回の議題を決

めることにした。参加者からは、FIDIC MDB 版（Pink Book）と Yellow Book の約款比較、

Design & Build 下の Employer/Contractor/Engineer の役割について、Design & Build 下の予備

調査（予備調査と入札戦略）、Employer’s Requirement の作成、Design & Build 入札での Site 
information の提供、入札手続きと入札評価などについてなどの意見が挙げられた。 

2019 年 10 月 25 日（金）、第 2 回デザインビルド契約コンサルタント勉強会を開催した。今

回は、JICA インフラ技術業務部の岡本隆氏を講師に迎え ①FIDIC MDB 版(Pink Book)と
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Yellow Book の約款比較、②Design & Build 下の Employer/Contractor/Engineer の役割につい

ての説明を行った。実際にデザインビルド方式プロジェクトを経験している方が参加していたこ

とから最近の各国でのデザインビルドの傾向やエンジニアの役割（Employer’s Requirements
や fit for purpose）などについて議論を行った。 

2019 年 12 月 13 日（金）、第 3 回デザインビルド契約コンサルタント勉強会を開催した。今回

は、小西秀和氏を講師に迎え Design & Build 下での予備調査（予備調査と入札戦略）として、

FS 段階から入札設計入札図書作成段階へ入る前準備、資金源の検討、プロジェクトが異業種で

構成される場合の契約パッケージ分けについての考慮、工事契約の枠組み、予算計画、工程計画、

積算、運転計画、設計責任分担、プロジェクトの工事実施、発注者・請負者・エンジニアとして

の役割の枠組み、リスク分析、保険、経験・資格審査基準の検討、経験・審査基準、プロジェク

ト実行の可否についての決定などについて議論を行った。その他、Employer’s Requirements の
作成については、構成図書（General/Technical Specifications、Particular Specifications、
Requirement Drawings）、Fit for Purpose についても説明があり、非常に実務的な勉強会とな

った。 

2020 年 1 月 23 日（木）、第 4 回デザインビルド契約コンサルタント勉強会を開催した。今回

は、外部講師としてマーシュ ブローカー ジャパン（株）シニアバイスプレジデントチームリー

ダー グローバルリスクマネジメント 佐藤保氏、ジャパンインフラストラクチャープラクティ

ス （株）内山信彦氏の 2 名を迎えた。冒頭、JICA 岡本隆氏から、設計施工契約の Professional 
Liability Insurance（専門職賠償責任保険）について、コンサルタントの義務、コントラクター

の義務、Fit for Purpose について導入部分の説明を行った。続いて、佐藤氏から「建設プロジ

ェクトと保険」として、コンサルタントとしての視点から見た請負契約上での確認注意点、ま

た、Professional Indemnity（専門業務賠償責任保険）について、コンサルタントの立場として

自らのための保険を付保する観点からお話しいただいた。続いて内山氏から、

Construction/Erection All Risks（建設・組立工事保険）、Contractor が付保する保険に関して

Owner/コンサルタントの立場としての説明があった。その後、質疑応答で会員からは、包括契

約と個別契約のメリット・デメリット、FIT for Purpose の考え方、契約上の義務、JV の場合の

付保について、個別保険の留意点などに関する質問があった。 
2019 年 12 月 6 日（金）、「海外プロジェクトの契約管理者育成セミナー」を（株）NJS にて

開催した。このセミナーは海外プロジェクトに従事している、又は従事予定のコンサルタントを

対象に、海外事業のプロジェクトマネジメントにおいて最も重要な業務の一つである契約管理に

ついて学ぶものであり、海外プロジェクトの契約上の留意点、クライアント・コントラクター・

コンサルタントの三者構造におけ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

FIDIC 契約約款の解釈並びに契約トラブルの事例などについて紹介し、海外プロジェクトにお

ける契約約款や契約管理の理解を深めた。参加者は 70 名。 
 
2． FIDIC 書籍の出版・啓蒙 

FIDIC の標準約款や日本語版の FIDIC 書籍の販売を行う。特に、本年度は 2017 年版 Red 
book を含め、FIDIC 約款の広報を強化し、会員企業・JICA・ゼネコン等関連業界へ紹介・啓蒙

を図った。 
 

（1）FIDIC 書籍の出版 
FIDIC の標準約款や日本語版の FIDIC 書籍の販売を行った。 

2019 年 4 月に地下工事やトンネルの契約条件書の第 1 版であるエメラルドブック 2019（英語

版）「Conditions of Contract for Underground Works 2019」が発行された。 
 

販売年 外国語版 販売数 日本語版 販売数 合 計 

2018 年度 4 月～3 月 479 冊 258 冊 737 冊 
2019 年度 4 月～3 月 441 冊 299 冊 740 冊 

 
（2） FIDIC 書籍の価格改定 

2019 年 10 月 1 日より消費税が 10%に改定され、現在販売されている FIDIC 関連書籍も消

費税増税分を加味した販売価格とした。  
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Ⅳ．開発コンサルタント人材の確保の強化及び人材の養成を拡充する（教育研修・

広報事業） 

 

1．人材確保（就職支援向けの活動） 
業界の高齢化対策に鑑み、若手・中堅人材の確保支援を今年度も一層強化する。開発コンサル

タントを目指す人材向けに直接会員企業と個別相談が行える「業界説明セミナー」や、会員企業

に直接訪問できる「Open Week」を実施した。JICA と共催で実施している「業界説明セミナ

ー」については、東京開催の他、昨年好評だったこともあり、引き続き地方にて 2 回程度開催し

た。多様な人材確保のため、英国留学帰国者を主な対象者としたセミナーも 1 回開催した。その

他、開発コンサルタントの予備軍である青年海外協力隊の隊員に対し出発前の説明会や、帰国隊

員向けの情報提供への協力、JICA の新卒採用イベントである「jicafe」等についても講師を積極

的に派遣し、開発コンサルタントの認知度向上に務めた。2011 年度より JICA 国際協力人材部

と共催して実施している「インターンシップ・プログラム（コンサルタント型）」も継続し、開

発コンサルタントが活躍する現場を学生が体験する機会を提供した。 

 
（1）業界説明セミナー 

本年度も、全セクターを対象としたセミナーを地方で 2 回、東京で 1 回。技術系を主対象とし

たセミナー及び留学経験者を主対象としたセミナーを東京で各 1 回開催した。 
 
ア．留学経験者対象（東京） 
2019 年 7 月 12 日（金）、JICA 市ヶ谷にて JICA の共催で「開発コンサルティング企業業界説

明セミナー」を開催した。対象者は、海外の大学卒業者及び卒業見込みの方もしくは海外の大学

院修了者及び修了見込みの方のうち開発コンサルティング企業で働くことに関心のある方を主対

象とし、加えて国内の大学生・大学院生（外国人も含む）も可とした。当日は 40 名が参加。学

生の参加者の多くが大学院生であり、社会人を経て修士号を学んでいる者も多く、専門性・経験

に富んだ参加者が目立った。 
 
イ．全分野対象（名古屋・大阪・東京） 
2019 年 6 月 29 日（土）JICA 中部（名古屋）にて、2019 年 6 月 30 日（日）立命館大学大阪

梅田キャンパス（大阪）にて、業界説明セミナーを実施した。 
＜名古屋＞ 
協力企業：4 社：いであ（株）、NTC インターナショナル（株）、（株）三祐コンサルタンツ、 
八千代エンジニヤリング（株）参加者 34 名 

 
＜大阪＞ 
協力企業：6 社：いであ（株）、NTC インターナショナル（株）、（株）三祐コンサルタンツ、

（株）ニュージェック、八千代エンジニヤリング（株）、リロ・パナソニック エクセルインタ

ーナショナル（株）参加者 40 名 
 
 2019 年 1 月 24 日（金）、JICA 市ヶ谷にて JICA の共催で「開発コンサルティング企業業界説

明セミナー」を開催した。対象者は、開発コンサルティング企業で働くことに関心のある方。就

職活動を控えた大学 3 年生と大学院 1 年生の参加が目立った。参加者は 106 名。 
協力会員は、次の 16 社。アイ・シー・ネット（株）、アジア航測（株）、（株）アルメック

VPI、いであ（株）、（株）エイト日本技術開発、NTC インターナショナル（株）、（株）オリエ

ンタルコンサルタンツグローバル、（株）かいはつマネジメント・コンサルティング、（株）コー

エイリサーチ＆コンサルティング、（株）三祐コンサルタンツ、（株）長大、西日本技術開発

（株）、日本工営（株）、日本テクノ（株）、パシフィックコンサルタンツ（株）、八千代エンジニ

ヤリング（株） 
 

ウ．技術系対象（東京） 
2019 年 12 月 11 日（水）、JICA 市ヶ谷にて JICA の共催で「技術系コンサルタント業界説明

セミナー」を開催した。対象者は、①理系大学生・大学院生②社会人で各社の求人内容に準ずる

経験がある方。当日は 32 名が参加。大学院生が多く、既に専攻が特定されていることもあり、
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各自の関心のある分野とマッチする企業と効率よく相談を行っていた。今回の協力会員は次の

16 社。アジア航測（株）、（株）アルメック VPI、（株）アンジェロセック、いであ（株）、NTC
インターナショナル（株）、（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル、（株）片平エンジニ

アリングインターナショナル、国際航業（株）、（株）三祐コンサルタンツ 、（株）長大、（株）

TEC インターナショナル、（株）日水コン、日本工営（株）、日本テクノ（株）、パシフィックコ

ンサルタンツ（株）、八千代エンジニヤリング（株） 
 
（2）開発コンサルティング企業 Open Week 

開発コンサルティング企業に関心のある方や将来的に就職を希望している方が、実際に開発コ

ンサルティング企業を訪問し、開発コンサルティング企業や開発コンサルタントについて理解を

深めるための「開発コンサルティング企業 Open Week」を、2019 年 10 月 3 日から同 17 日ま

で開催した。協力会員は、7 社（アイ・シー・ネット（株）、NTC インターナショナル（株）、

（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル、（株）かいはつマネジメント・コンサルティン

グ、（株）日水コン、日本テクノ（株）、八千代エンジニヤリング（株））。各社で企業紹介や個別

相談などを行い、累計 40 名を超える参加があった。 
 
（3）JICA との連携 

ア．インターンシップ・プログラム 
2013 年度より JICA インターンシップ・プログラムへ協力している。コンサルタント型とし

て、会員企業に受入協力依頼を行った。 
  

2019 年度 1 次募集は、書類選考及び面接の結果、以下の通り受入が決定した。残念ながら 1
案件、該当者なしとなった。また、2 名受入ポストも 1 名のみの受入れにとどまったケースもあ

り、特に理系学生への本インターンシップの広報が課題との認識を JICA と共有した。 
 

企業名（派遣国） プロジェクト名 人数 
（株）三祐コンサルタンツ（ミャンマー） バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト 1 
（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル
（ミャンマー） ヤンゴン環状鉄道改修事業 2 

八千代エンジニヤリング（株）（インドネシア） インドネシア国ジャカルタ地盤沈下対策プロジ
ェクト 1 

（株）アルメック VPI（フィリピン） フィリピン国メトロマニラ総合交通管理計画策
定プロジェクト 3 

一般財団法人日本国際協力センター(JICE)/国立大
学法人東京芸術大学（エジプト） 

大エジプト博物館開館支援合同修復プロジェク
ト 1 

日本工営（株）（ミャンマー） バゴー橋建設プロジェクト 1 
日本工営（株）（インドネシア） アサハン No.3 水力発電所建設工事施工監理 1 
日本工営（株）（ベトナム） 北部地域における安全作物の信頼性向上プロジ

ェクト 1 

日本工営（株）（パナマ共和国） 
Special Assistance for Project 
Implementation Panama Metropolitan Area 
Urban Transportation Line 3 

1 

（株）日本開発サービス（エチオピア） 
エチオピア国品質・生産性向上、競争力のため
のカイゼン実施促進能力向上プロジェクト（第
二次契約） 

1 

合 計 13 名 

 
  同年度 2 次募集は、書類選考及び面接を経て最終合格者は以下の通りとなった。1 月以降そ

れぞれ派遣する。 
企業名（派遣国） プロジェクト名 人数 

日本工営（株）（インド） レンガリ灌漑事業フェーズ２ 2 
（株）アルメック VPI（ミャンマー） ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクト 1 

（株）アルメック VPI（フィリピン） フィリピン国メトロマニラ総合交通管理計画策
定プロジェクト 2 

NTC インターナショナル㈱（コートジボアール） 国産米振興プロジェクト 1 

合 計 6 名 
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2020 年 1 月 20 日（月）、JICA 市ヶ谷にて「2019 年度 1 回 JICA インターンシップ報告会」

が開催された。2019 年夏からこれまでに派遣された JICA インターン生 37 名（うち 6 名は開発

コンサルタント型参加者）が参加。各自の経験の共有とグループディスカッション等を行った。

キャリアプランや夢を発表する場では、インターン経験を通じて関心が高まり、進路として開発

コンサルタントを目指すといった発言もあった。懇親会では、開発コンサルタントの仕事に関心

のある学生への情報提供を行った。 
2020 年 3 月 2 日（月）、JICA より 2020 年度のインターンシップ受入れ案件の募集について

依頼があり、早速会員企業に依頼した。 
 
イ． 国際キャリアフォーラムへの協力（国際協力人材部） 

 2019 年 9 月 1 日（日）、京都烏丸コンベンションホールにて JICA 国際キャリアフォーラムが

開催され、ECFA はキャリア相談に協力した。当日は、広報業務執行理事の久野格彦氏、（株）

三祐コンサルタンツ秋吉一磨氏および事務局が来場者への対応を行った。セミナーはソーシャル

ビジネスを中心とした講師による登壇が行われており、参加者も社会貢献を仕事にすることに関

心の高い層が 140 名程度来場していた。キャリア相談へは、関西エリア以外の遠方からの参加者

も多く、アカデミアからの転職の可能性や、すでに、当該分野での国内外での実務経験を有す

る、修士号を有する、青年海外協力隊経験有りなどの条件において、具体的に開発コンサルタン

トとして就職できる可能性があるかといった問い合わせも多く寄せられた。 
 2019 年 11 月 16 日（木）、Fukuoka Growth Next（福岡市中央区）にて JICA 国際キャリア

フォーラムが開催された。スタートアップや起業家が多く集まることを鑑み、民間連携事業分科

会と連携し、中小企業支援等の経験のあるコンサルタントの協力を得て個別相談に対応した。当

日は、（株）オリエンタルコンサルタンツ  藤井雅規氏、（株）建設技研インターナショナル 

岡野誠志氏、アイ・シー・ネット（株） 荒木憲氏及び事務局が来場者への対応を行った。 
 

ウ． jicafe への協力 
今年も JICA の新卒採用イベント「jicafe」に協力した。jicafe は、JICA への就職を希望する

学生が、直接若手職員に質問ができる座談会形式のイベントで、6 名程度の JICA 職員が回答者

となり、1 名の職員につき 10 名程度の学生が質問（1 セッション 20 分）し、時間になると学生

は、他に関心のある職員のところに移動して話を聞くといったもので、5 年前より ECFA も協力

している。今年も、会員企業の協力も得て、東京で 10 回、地方で 2 回の合計 12 回参加でき

た。詳細は以下の通り。  
開催日 会場 企業名 協力者 

3 月 25 日 AM JICA 市ヶ谷 東電設計（株） 床田直人氏 
PM （株）アルメック VPI 大野奈津氏 

3 月 26 日 AM JICA 市ヶ谷 日本工営 清水敬祐氏 
PM 東電設計（株） 中嶋隆広氏 

4 月 3 日 PM 
2 回 ハートピア京都 （株）日本開発サービス 安藤順一氏 

4 月 5 日 AM JICA 東京 (株)日水コン 大嶋義章氏 
PM いであ（株） 宮道光平氏 

4 月 8 日 AM JICA 東京 電気技術開発（株） 川部義仁氏 
PM 八千代エンジニヤリング（株） 金指大地氏 

4 月 11 日 AM JICA 市ヶ谷 （株）コーエイリサーチ＆コンサルティング 小林麗美氏 
PM 三祐コンサルタンツ 舟山宜宏氏 

 
エ．青年海外協力隊訓練所への協力 
今年度も引き続き、JICA 国際協力人材部の協力の下、青年海外協力隊の二本松訓練所及び駒

ヶ根訓練所へ訓練生向けに開発コンサルタントの紹介をする機会を得ている。 
 

開催日 講 師 会場 参加人数 
5 月 29 日 NTC インターナショナル（株）三浦才太郎氏 二本松 47 
6 月 14 日 日本テクノ（株） 堀江俊樹氏 駒ヶ根 44 
10 月 7 日 日本工営（株） 浅野剛史氏 二本松 70 
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10 月 23 日 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 安藤圭吾氏 駒ヶ根 32 
1 月 27 日 八千代エンジニヤリング（株） 粕谷俊暢氏 二本松 35 
2 月 18 日 NTC インターナショナル（株） 長井宏治氏 駒ヶ根 120 

合 計 348 名 
2020 年 2 月 18 日（火）、駒ヶ根訓練所にてガイダンスを行った。今回は、訓練生に加え、18

歳以上で協力隊や国際協力に関心のある方を対象とした合宿「駒ヶ根グローバルキャンプ」の参

加者のオブザーバー参加があった。協力隊訓練生もグローバルキャンプ参加者もすでにアクショ

ンを取っているだけに、非常に熱心に話を聞いていた。当日は、広報業務執行理事の久野格彦氏

も参加し、個別相談に対応した。なお、当日の様子は、動画にまとめ配信した。 
 
（4）会員アンケート実施「人材確保の現状について」 

ECFA では、近年、人材確保支援や広報のため各種活動を行っているが、そのような活動で、

参加者や大学から「留学するが、新卒採用スケジュールに合わせるのが難しいので日本人留学生

はどのように就活をすればよいのか？」、「中途採用で採用された場合、昇進・待遇に不利益があ

るのか？」、「SNS に流れてこない企業のインターンシップや新卒採用情報はどうやって見つけ

ればよいのか？」、「出身国によって採用が不利になることはあるのか？」などの質問が寄せられ

ている。これを踏まえ、会員各社の現状についてアンケートを実施した。 
 
（5）開発コンサルタント関連情報配信 

昨年度より、会員企業の採用支援の要望を踏まえ、学生・社会人への求人活動支援として、開

発コンサルタントへの理解を促進するため、ECFA や会員皆様の活動情報（各種イベント、求人

情報等）をメールで案内する配信サービスを行っている。登録は無料で、開発コンサルタントに

関心のある方なら誰でも登録できる。2019 年 12 月 23 日現在で登録者は 548 名。引き続き大学

等への出前講座や各種イベントで周知し、開発コンサルティング業界を目指す人たちへの情報提

供の充実を図る。 
 

2.  教育研修委員会 
 本年度も引き続き教育研修委員会を開催した。実績については以下の通り。 

回 開催日 内容 
1 4 月 23 日 ECFA セミナー、ECFA AWARD 周知徹底方法 
2 6 月 25 日 若手分科会報告、ECFA セミナー内容 
3 10 月 23 日 若手分科会報告、ECFA AWARD 推薦 
4 12 月 10 日 若手分科会報告、ECFA セミナー準備 

 
（1）ECFA Award 
 2019 年 8 月より ECFA Award の募集を開始する予定である。応募は、各委員会（企画、

ODA、FIDIC、教育研修、広報、コンプライアンス）委員長を通じての推薦となる。 
 2019 年 8 月 28 日（水）、ECFA Award の募集を開始した。締め切りは 2019 年 10 月 31 日

（木）。本 Award は、ECFA の協会活動（国内外）の更なる活発化に向け、協会の知名度・開発

コンサルタントの地位向上、開発コンサルティング業界の発展に顕著な貢献のあった個人・グル

ープを表彰するものであり、社内での貢献ではなく、ECFA の活動を通じて業界益に資する貢献

が対象とする。選考は、各委員会（企画、ODA、FIDIC、教育、広報、コンプライアンス）の 
委員長からの推薦（上限 2 件、ただしグループは 1 件まで）により、企画委員会にて選考の上、

理事会の審議、承認を経て表彰となる。 
 2019 年 10 月 31 日（木）、ECFA Award の応募を締め切った。提出書類の確認等、事務局で

行い選考準備を整え、11 月 14 日（木）の企画委員会、11 月 21 日（木）第 4 回理事会にて承認

を得た。 
2020 年 3 月 25 日（水）、ECFA Award の結果発表を行った。表彰は、2020 年 5 月開催の総

会後の懇親パーティにて実施予定だったが、コロナ対応のため延期。受賞者は以下の通り。 
 
【会長特別賞】     
・「ECFA-AJCE 合併事業」における功績 

元 ECFA 副会長   
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（株）建設技研インターナショナル 前代表取締役会長 佐々部圭二氏 
 
【功労賞（個人）】    
・インフラ輸出の促進及び迅速化等に対する貢献 

元有償資金協力分科会委員長  
日本工営（株） コンサルタント海外事業本部 営業部 顧問 三科一郎氏 

・契約・精算業務に対する業界益の発信に貢献  
契約・精算分科会副分科会長  
（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング 総務部長 斎藤淳氏 

・FIDIC を通した ECFA のさらなる国際化・国際交流に貢献 
元 FIDIC 委員長 （株）日水コン 顧問 藏重俊夫氏 

・開発コンサルティング業界の人材育成への貢献  
元教育研修委員会長  
（株）長大 代表取締役社長 永冶泰司氏 

 
【功労賞（グループ）】     
・海外コンサルティング業務に係る ECFA 会員収益実態調査報告書の取り纏め  

会員収益実態調査ワーキンググループ 
・「より魅力ある無償資金協力事業についての要望書」及び「設計変更に係るコンサルタント 
向け執務参考資料」作成による無償資金協力事業の環境改善に貢献 

無償分科会タスクフォース    
・ECFA 会員企業の安全対策強化の促進及び業界初の官民挙げての海外活動安全強化月間 
キャンペーンの開催 

安全対策分科会    
・FIDIC 契約約款分科会による日本語版出版事業と解説セミナーの継続  

FIDIC 契約約款分科会    
・開発コンサルタントの認知度・社会的地位の向上、人材確保に貢献  

広報研究会    
 
【奨励賞】     
・FIDIC の委員会活動を通じて日本（ECFA）の若手コンサルタントのプレゼンス向上と 
国際交流の促進  

元 ASPAC YP 委員会議長  
（株）長大 海外事業本部 海外構造技術部 主査 松尾隆氏 

 
（2）ECFA セミナー 
 本年は SDGs をテーマとしたセミナーを 2020 年 2 月 26 日（水）に開催を予定していたが、

新型コロナウィルスの影響拡大を勘案し、残念ながら中止となった。収束後、改めて企画した

い。開催予定だった ECFA セミナーの概要は以下の通り。 
 
【セミナー名】ECFA セミナー「企業価値＆競争力向上に繋がる SDGs の解釈と実践」 
【日 時】 2020 年 2 月 26 日（水）14:00～17:20 
【会 場】 日本工営㈱ 九段オフィス 中庭棟大会議室 
【プログラム】 

● 基調講演 1: 
 「SDGs 時代と企業をとりまく世界の潮流」 
  国連グローバル・コンパクト ボード ボードメンバー  

国際航業株式会社 代表取締役会長 呉文繍氏 
● 基調講演 2: 

「なぜ世界中が SDGs に向かっているのか」 
株式会社シナモン 執行役員会長 鎌倉市参与 加治慶光氏 
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● 民間企業によるサステナブルな事業事例 
「メイジ・カカオ・サポートによるカカオ農家支援」 
明治ホールディングズ株式会社 サステナビリティ推進部 企画グループ長 山下舞子氏 

● 開発コンサルティング企業による事業事例 
「開発コンサルタントによる SDGs に係る取組み」 
～大阪府他、自治体の SDGs に関する動向～ 
アイ・シー・ネット株式会社 ビジネス・インキュベーション・グループ 山中裕太氏 

● ECFA の SDGs に関する取組み 
「開発コンサルタントが SDGs に貢献できること」 
ECFA サステナブル推進チーム チームリーダー 
日本工営株式会社 コンサルタント海外事業本部 環境・水資源事業部  
環境技術部 SDGs&CSR 戦略ユニット ユニット長 菊池淳子氏 

 
（3）若手分科会（旧 YP 分科会） 
今年度から FIDIC Young Professional （YP）分科会を「若手分科会」へと改称した。FIDIC

本部の若手分科会の名称が Young Professional から IDIC Future Leaders (FFL)に変更したこ

とに伴い日本語名でわかりやすい名称に変更した。 
本年度の活動としては、FIDIC 大会や Young Professional Forum Steering Committee 

（YPFSC）などの活動を通じて、海外のエンジニアと交流を図ると共に、国内の活動として

JICA 業務で若手が担当する業務調整の勉強会を立ち上げ、同業務に係る情報共有を図るなど活

動の場を広げていく。また、国内の若手コンサルタントが携わっているプロジェクトサイトの現

場見学や各社の経営陣の方の話を聞く「出張若手分科会」を年 3 回（KMC、KRC、東電設計）

開催予定。さらに、FIDIC が推奨する若手技術者向け経営幹部教育養成プログラム（YP 
Management Training Program）の認知度を高め、各会員企業からの参加者を増やしていく。

その他、例年実施しているフットサルと料理教室に関しても好評のため継続。 
 
2019 年 4 月 20 日（金）、第 1 回若手分科会を開催した。FIDIC YPFSC から報告があり、

FIDIC 全体で 20 か国から 24 名のメンバーが今回新たに選出された。日本からは八千代エンジ

ニヤリング(株)の山川正雄氏が選出された。また、現在 YPFSC では 32 の委員会があるが（いく

つかは FIDIC 委員会と重複）、重点実施項目として①地域活動（GAMA、FEPAC、ASPAC、

EFCA）、②2019 Mexico 大会への YP 参加者増加、③2019 Mexico 大会での FL の第 3 回シンポ

ジウム、大会ブックレット、YP Award 準備が挙げられている。また YPF の名称について、

FL(Future Leaders)への変更もあった旨の報告もあった。ASPAC YPFSC の報告は、2/20、
3/21 にミーティングを開催し、タイから 3 名、フィリピン１名、日本 1 名（山川氏）が新たに

加わった。また新たに「女性のキャリア形成」の委員会が提案され ECFA 若手分科会でも適宜

協力していくことになった。参加者は 9 名。 
2019 年 6 月 14 日（金）、第 2 回若手分科会を開催した。FIDIC YPF より活動報告があり、本

年度の Mexico 大会ブックレット用ペーパーについて審査中であるとの報告があった。日本から

は若手分科会内で募集を募り（株）日水コンから応募があり FIDIC YPFSC へ提出している。ま

た、ASPAC YPFSC からの報告として、現在の日本の YPFSC1 名体制（山川氏）から 2 名体制

へ強化したいとの要望があり（株）ニュージェック黒木久暢氏が新委員として立候補することと

なった。また、今年 7 月に開催されるインドデリー大会には山川氏が参加する。最後に、現在

ECFA から日本技術士会協賛で行っている「FIDIC/ASPAC 若手派遣支援者」の募集の案内説明

をした。締め切りは FIDIC 2019 年 6 月 28 日（金）、ASPAC 2019 年 6 月 24 日（月）であ

る。参加者は 8 名。 
2019 年 7 月 5 日（金）、第 3 回 YP 分科会を（株）かいはつマネジメント・コンサルティング

にて開催した。まずは、ASPAC YPF の活動として、Sub committee の進捗報告があり、現在担

当者ベースで管理されているデータ保管の問題やツールとしてのコミュニケーションアプリにつ

いて議論などがあった。また、7 月に開催されるインドデリー大会で YPFSC 分科会長である

Mr. Sheng 氏から「Voice of YPs in ASPAC Region for Sustainable Development」の発表があ

る。通常の分科会後に、今年度第 1 回出張講座ということで（株）かいはつマネジメント・コン

サルティング 代表取締役社長 岡部寛氏が「かいはつマネジメント・コンサルティング

（KMC）の組織づくり、人づくり」について講演を行った。参加者は 18 名。 
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2019 年 8 月 29 日（木）、第 4 回若手分科会を開催した。冒頭、ASPAC インド大会に参加した

山川氏から FIDIC 大会に比べて活気の点で懸念があったが、念入りに準備され大変盛況であっ

た。特に中国からの参加者が多かったが、今後は若手を中心に ASPAC をより活性化させていき

たいとの報告があった。FIDIC YPF からは YP Award への応募について案内があった。日本に

はアワード該当者はいるもの国内担当の場合、応募資格の一つである顧客（主に官公庁）からの

レター取得が難しい旨 FIDIC YPFSC に問い合わせた。回答としては、今回は応募条件の変更

（代替）は不可であったが、他国からも同様の問い合わせがあったことから来年以降のクライテ

リアについては再検討するよう引き続きフォローする。参加者は 10 名。 
2019 年 9 月 18 日（水）、第 5 回若手分科会を開催した。FIDIC2019 メキシコ大会に参加した

YPFSC 山川氏から以下報告があり、まずは今大会にて YP（Young Professional）から FFL 
（FIDIC Future Leaders）へ名称変更が正式に発表された。「FIDIC Young Professionals 
Symposium（9 月 8 日開催）」では、Booklet に応募された記事の中から 3 名が選ばれ、その内

の 1 名として日本から（株）日水コン 高野之郎氏が「リアルタイムの洪水予測システム」につ

いて発表を行った。また、9 月 10 日に開催された「Future Leaders Outlook」ではパネルディ

スカッション形式で行われ、エンジニアは進歩する技術の使用を検討することが重要となり、将

来的にはリスクの可視化を行うことが可能、社会が技術についていけないことがあるがエンジニ

アがアドバイザーとなりサポートする、また、FIDICに貢献することで人が育ち会社に還元され

る、など登壇者から発言があった。参加者は 9 名。 
2019 年 11 月 13 日（水）、第 6 回若手分科会を（株）長大にて開催した。まずは、

ASPAC/FIDIC YPF の直近の活動報告があった。また、10 月に開催した若手セミナーについて

のアンケート結果についても共有し来年度の検討材料とする。第 2 回目の出張講座は（株）長大 

専務執行役員 海外事業本部長 野本昌弘氏が「業界の展望と若手技術者に期待すること」とし

て、1.業界の展望と若手技術者に期待すること、2.建設コンサルタント業界について、3.若手エ

ンジニアへのメッセージについて話した。特に最後の話題では、若手は核となる技術を持つこと

が大事であり技術者としてやりたいことを責任もって全うすること、そうすると満足以上に感動

を感じることができるとのメッセージが心に強く響いた。参加者は 36 名。 
2019 年 12 月 17 日（火）、第 7 回若手分科会を開催した。FIDIC YPF 及び ASPAC YPF の活

動が YPFSC 山川氏より報告された。FIDIC YPF からは、今年の FIDIC 大会の報告書が作成さ

れ共有されたとの連絡があった。ASPAC YPF では、11 月 20 日に今年最終のミーティングが実

施され、今年の成果の確認、来年度任期を迎えるメンバー変更に伴うノミネーションの検討など

を行う旨報告があった。また、フットサルの報告事項として、今回残念ながら怪我人が出てしま

ったことから、今後の大会運営における対応及び保険付保について議論をした。各社の部活動の

付保状況なども勘案し、今後どうするか検討する。また、教育委員会から ECFA の将来像、将

来ビジョンについて若手の意見を聞きたいとの要望があった。参加者は 9 名。 
2020 年 1 月 24 日（金）、第 8 回若手分科会を開催した。ASPAC YPF の活動について（株）

ニュージェック黒木久暢氏より、今年のバンコク大会（6 月開催）について開催場所、大まかな

プログラム内容等について情報共有があった。また ECFA からは、本年度から FIDIC/ASPAC
大会だけでなく、YPMTP についても若手支援が適用される旨報告をした。来年度の活動内容と

しては、基本的に今年度と同様で継続していくが、更に活発な活動とするためにアイデアがない

か意見交換をした。参加者は 13 名。 
2020 年 2 月 21 日（金）、第 9 回若手分科会を開催した。FIDIC FL（Future Leaders） 

 の活動について FLFSC 山川氏より、新メンバーの新加入・退任、YP Booklet についての方針

等の説明があった。また、併せて 2 月 6 日～7 日に東京にて開催された FIDIC 理事会について

の報告もされた（山川氏は FLFSC 代理として参加）。その後、KDDI（株） GICT 営業企画部白

根 章宏氏が「日本国内における IoT 活用事例および東南アジア ODA 案件及び SI 構築事例の紹

介」として KDDI の取り組みについて紹介した。ICT/IoT を被災地で社会実証・実装（一次産業

×センサー等、外国人旅行客×Wifi）した事例や、赤潮被害についてドローンで海水を取得、海水

を AI 分析したクロマグロ養殖基地化プロジェクト等の紹介があった。参加者は 12 名。 
 
○ 建設現場見学会（シールドトンネル） 
2019 年 5 月 17 日（金）、第 1 回建設現場見学会を開催した。昨年の活動で、海外プロジェク

トに携わっている若手コンサルタントから国内の現場を見る機会がなかなかないとの要望があり

今回初めて実施したものである。見学場所は（株）日水コンの協力を得て、水需要の増加に伴い
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有明地区に整備中の送水管のシールドトンネル現場で地下 50m 以上の地中を掘り進めている地

下トンネル（口径約 2,200mm）の入口付近であった。戸田建設（株）所長から工事概要等の説

明を受け、見学することができた。参加者は 20 名。 
 

○ フットサル大会 
2019 年 6 月 7 日（金）、若手コンサルタントのネットワーク形成や交流を目的として、第 12

回スポーツ交流会フットサル大会を東雲のラモスフィールドスタジアムにて開催した。会員 8 社

（（株）エックス都市研究所、（株）日水コン、（一財）日本気象協会、日本工営（株）、大日本コ

ンサルタント（株）、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー（合）、（株）UR リン

ケージ、八千代エンジニヤリング（株））、8 チーム約 70 名の参加があり、スポーツを通じて交

流を図った。優勝チームは日本工営（株）。 
2019 年 12 月 6 日（金）、第 13 回フットサル大会を東雲のラモスフィールドスタジアムにて

開催した。会員 6 社（日本工営（株）、（株）日水コン、八千代エンジニヤリング（株）、国際航

業（株）、（株）UR リンケージ、（株）ニュージェックの 6 社、8 チーム（ECFA 連合含む）58
名。今回は、前回に引き続き日本工営 A チームが 2 回連続優勝となった。 

 
○ YP セミナー（若手コンサルタント向け“コーチング”セミナー） 
2019 年 10 月 9 日（水）、YP セミナー「人を育てるコーチング～部下・後輩への指導、悩ん

でいませんか～」を開催した。講師は、NPO 法人クロスフィールズ 事業統括マネージャー 

久米澤咲季氏。前半は座学形式で「コーチングとは」を学び、後半実務で役立つスキルとしてワ

ークショップ形式で実践を行った。参加者は 20 名。 
 
3. 研修 

当協会は、本年度も各種研修・セミナーを予定している。具体的には、新卒者・中途採用者

を対象とした「開発コンサルタント基礎研修」、「プロジェクト・サイクル・マネジメント

（PCM）手法研修」、「プロジェクト財務・経済分析手法」等の研修および、「JICA 業務実施

方針セミナー」、「環境社会配慮調査（EIA）セミナー」「円借款入門」「総括向けジェンダー研

修」等を開催した。毎年恒例となっている「ECFA セミナー」は新型コロナウィルスの影響で

開催を中止した。また、JICA 国際協力人材部と引き続き連携し、同部が実施している業界の

人材育成・能力強化研修（平和構築、金融、インパクト評価、中小企業海外展開、気候変動、

ジェンダー、環境社会配慮等）への参加を会員へ推奨した。 
 
（1）開発コンサルティング基礎研修 
○ 新卒対象 
本研修は、開発コンサルタントとして、海外での開発コンサルティング業務に携わる新卒者を

対象とした研修で、今年も実施機関や経験豊富なコンサルタントを講師に招き、2019 年 4 月 18
日、19 日の二日間で、日本工営（株）にて開催した。受講者は、日本の ODA の仕組みや援助の

動向、開発コンサルティング業務に関わる基礎的な知識について学んだ。会員企業より 51 名が

参加した。本年も、JICA 人事部と共同で JICA の新人職員 38 名と共にワークショップを行った

後、懇親会を行った。研修のテーマと講師は以下の通り。 
 

テーマ 講 師 
新人開発コンサルタントへの 
激励の言葉 

（一社）海外コンサルタンツ協会 
会長 有元龍一 

開発援助概論 （一社）海外コンサルタンツ協会 
専務理事 高梨寿 

JICA と開発コンサルタント （独）国際協力機構 
理事 山田順一氏 

コンサルタントの役割と 
業務の実際（技術協力） 

ECFA 理事 
コーエイリサーチ＆コンサルティング（株） 
代表取締役社長 神山雅之氏 

PPP 入門 東京工業大学 特任教授 
杉田定大氏 

コンサルタントの役割と 
業務の実際（中小企業支援） 

カーボンフリーコンサルティング（株） 
新事業開発部 本部長 竹田真一郎氏  
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コンサルタントの役割と 
業務の実際（無償資金協力） 

日本テクノ（株） 
執行役員 技術本部 技術第一部 専任部長 
宮内龍太郎氏 

安全対策入門 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル  
安全管理室 室長  北條美佐子氏 

ODA のパートナーとして （独）国際協力機構 
社会基盤・平和構築部 部長 安達一氏 

コンサルタントの役割と 
業務の実際（有償資金協力） 

東電設計（株）  
海外ビジネスユニット  
執行役員 海外プロジェクト推進担当 吉田好男氏 

 

○ 中途・異動者対象 
本研修は、開発コンサルタントとして、海外での開発コンサルティング業務に携わる中途・異

動者を対象とした研修で、今年も実施機関や経験豊富なコンサルタントを講師に招き、2019 年

9 月 5 日に開催した。受講者は、日本の ODA の仕組みや援助の動向、開発コンサルティング業

務に関わる基礎的な知識について学んだ。非会員含め 24 名が参加。研修のテーマと講師は以下

の通り。 
テーマ 講 師 

開発援助概論 （一社）海外コンサルタンツ協会 
専務理事 高梨寿 

ODA のパートナーとして （独）国際協力機構 企画部 企画役 
杉田樹彦氏 

コンサルタントの役割と業務の実際（無償資金協力） （株）建設技研インターナショナル 
交通部門 取締役・執行役員/部門長 渡邊亮平氏 

コンサルタントの役割と業務の実際（有償資金協力） （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 
総合開発事業部 港湾部長 中西雅時氏 

コンサルタントの役割と業務の実際（技術協力） コーエイリサーチ＆コンサルティング（株） 
代表取締役社長 神山雅之氏 

官民連携 （一社）海外コンサルタンツ協会 
主任研究員 尾崎健人 

環境社会配慮入門 
日本工営（株） 
環境・水資源事業部環境技術部 専門部長  
青木智男氏 

安全対策 （株）アルメック VPI  
業務管理本部海外業務室長 渡辺玉興氏 

 
（2）会員及び JICA の中途採用者同士のワークショップ 

2020 年 2 月 14 日（金）、JICA 市ヶ谷にて、会員及び JICA の中途採用者同士のワークショッ

を行った。本ワークショップは、JICA とコンサルタントのコミュニケーションの活性化を勘案

し、毎年 4 月に開催している新人同士のワークショップの中途採用者版で、JICA 人事部と協力

して企画した。冒頭「JICA の目指すもの」の動画を視聴し、その後「国際協力を行う上でどん

な人材になっていきたいか」をテーマにグループディスカッションを行った。 
 

（3）PCM 手法研修 
本研修は、計画立案からモニタリング・評価に至るプロジェクトサイクルの参加型手法による

研修である。今年度は以下の通り実施を予定している。 
開催日 研修名 参加人数 

6 月 17 日－ 6 月 19 日 計画・立案コース 11 名 
6 月 27 日、28 日、7 月 1 日、2 日 モニタリング・評価コース 14 名 

 
（4）開発プロジェクト財務・経済分析 ワークショップ（基礎編、中級編） 

2019 年 4 月 3 日（水）から 5 日（金）の 3 日間、ECFA にて「開発プロジェクト財務・経済

分析 ワークショップ」を開催した。本研修は、財務・経済分析の基礎についての講義と共に、

実際に自分でエクセルに入力して行う演習を含んだ研修となっている。今回は受講者 7 名で、エ

クセルを使いながら、財務・経済分析の一連の流れを学んだ。 
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 2019 年 10 月 30 日（水）から 11 月 1 日（金）の 3 日間、ECFA にて第二回目のワークショ

ップを開催した。参加者は 6 名。今年は全体的に参加者が減少しているため、会員企業にヒアリ

ングを行い、今後の開催について検討したい。 
 2020 年 12 月 24 日（火）から 12 月 25 日（木）の 2 日間、ECFA にて「開発プロジェクト財

務・経済分析 ワークショップ（中級編 運輸部門：鉄道と道路・港湾セクターの財務経済分析

と PPP 財務分析）」ワークショップを開催した。参加者は 8 名。経験者を対象とした中級編の開

催は 2 年ぶりで、より実践的な踏み込んだ内容について学んだ。 
 
（5）はじめての開発プロジェクト財務・経済分析 

2019 年 7 月 31 日（水）から 8 月 2 日（金）の 3 日間、「はじめての開発プロジェクト財務・

経済分析」を開催した。本研修は、財務・経済分析の諸学者を対象としており、演習のほか、グ

ループワークを通じて理解を深める内容となっている。今回は受講者 15 名。 
 

（6）JICA 総括向けジェンダー研修 
2019 年 6 月 3 日（月）、JICA のジェンダー主流化を受け、昨年度より実施しているコンサル

タント向けジェンダー研修を JICA 本部にて開催した。当日は 63 名が参加、58 名が修了した。

冒頭、JICA 社会基盤・平和構築部部長 安達一氏より挨拶があり、続いて、ジェンダーと開発

にかかる最近の動きについて JICA が説明した。事例については（株）エムアンドワイコンサル

タント 蜂須賀真由美氏、（株）三祐コンサルタンツ  畑明彦氏より説明があった。参加者から

は、ジェンダー視点が反映された PDM やモニタリングシート、評価やプロジェクト実施を通し

て、社会通念や特に男性の持つ既存の価値観を変えるのに成功した具体例が聞きたいといった声

があったので今後検討したい。 
2020 年 2 月 28 日（金）、今年度 2 回目の研修を実施予定で準備を進めていたが、新型コロナ

ウィルス拡大の影響を受け、延期となった。収束次第、JICA と日程調整等行う。 
 
（7）JICA 円借款業務入門編 

2020 年 1 月 29 日（月）、今後円借款事業に参画しようする会員を対象に JICA 企画部業務企

画第二課 飯崎 尭氏を招き、円借款業務入門編を開催した。参加者は 54 名。「非常に参考になっ

た。体系だって整理された資料が無いので、とっつきやすく、かつ深掘りできるきっかけとなっ

た」といった声の一方で、「配布資料以外のお話がもう少し聞けるとよかった」「できれば円借款

プロジェクトとしての今後の展望や好事例等、具体的な例を用いた円借款研修をさらに希望した

い」といった要望もあった。次回以降の改善点としたい。 
 

（8）国際機関技術協力調達案件、担当者は何を求めているか 
2019 年 10 月 15 日（火）、ECFA にて国際機関コンサルティング業務アドバイザーの田村摩耶

氏（ブリュッケン・インターナショナル代表）を招き、欧米のコンサルタント・コンサルティン

グ企業との競争に勝つ秘訣について事例等の解説を行った。特にプロジェクトを担当するタスク

マネージャーと如何に緊密な関係を築くかということが受注する第一歩との説明があり、戦略的

なアプローチを行うようアドバイスがあった。 
 
4. セミナー 

（1）環境社会配慮ガイドラインセミナー 
○ 初級編 
2019 年 4 月 17 日（水）、「環境社会配慮ガイドラインセミナー（初級編）」を開催した。講師

には JICA 審査部の方を招き、同ガイドラインを理解するための入門編として、ガイドラインに

沿った目的・調査項目・ステークホルダー協議のあり方について説明を行った。説明後には参加

者との質疑応答を行った。参加者は 35 名。 
 

○ 実務者編 
2019 年 5 月 20 日（月）、環境社会配慮に従事している実務者を対象に JICA 審査部との意見

交換を行った。2010 年に JICA 環境社会配慮ガイドラインが交付され、施行から約 10 年が経過

し、コンサルタントは現ガイドラインや関連規則を途上国等の現場で運用する上で多くの課題が
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あることから、今回は現場で直面する本ガイドラインの問題点と業務を通じて感じる課題、また

コンサルタント側から改善案について（株）三祐コンサルタンツ 北尾理恵氏と志賀あゆみ氏が

発表を行い、その後審査部と意見交換を行った。助言委員会の在り方、JICA 内部での情報共有

の方法や GL と相手国の法律のギャップ認識の共有などが議論に挙がった。また、現ガイドライ

ンの運用は今年が最後となるため、現在の環境社会配慮ガイドラインの課題や対応策についてコ

ンサルタントの立場から検討をし、その結果を JICA と共有することで新しい 2020 年版ガイド

ラインを効性の高いものにしたいと会員から要望があったことから、新しく環境社会配慮勉強会

を立ち上げる。今後は審査部とも引き続き意見交換を行っていくが、その他ジェンダー室をはじ

め地域部・課題部など複数の関連部署とも積極的に意見交換をする予定。参加者は 23 名。 
 
（2）海外プロジェクトにおける FIDIC 国際的標準約款研修セミナー 

2019 年 4 月 23 日（火）、日本工営（株）コンサルタント海外事業本部契約管理室長 林幸伸

氏を講師に招き、海外プロジェクトの国際的標準約款（FIDIC 等）に関する研修セミナーを開

催した。今回は FIDIC 等の国際契約約款の概要、コンサルタントの責務等の説明に加え、国際

建設契約におけるクレームの具体的事例の紹介があり、コンサルタントとしてどう対応すべきか

講義した。また、最後に特別参加いただいた大本俊彦氏（FIDIC 認定アジュディケーター）か

ら DB（Dispute Board）の重要性などについても事例を交えて説明があった。参加者は 21 名。 
2019 年 11 月 7 日（木）、（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 契約法務アドバイザ

ー 星弘美氏を講師に招き、海外プロジェクトにおける国際標準工事契約約款と同約款における

コンサルタントの役割についてのセミナーを開催した。本セミナーは円借款プロジェクトに従事

する方などを対象に、海外プロジェクトに係る国際契約約款の概要、コンサルタントの権限・役

割、発注者と請負者の権利・義務、クレーム処理、紛争等の解決手段なども解説。また、具体的

な契約に係るクレームや紛争事例（ケーススタディ）の、分かり易い紹介があり、受講者からも

多くの質問があった。参加者は 33 名。 
 2020 年 1 月 21 日（火）、日本工営（株）鉄道技術部 鏑木孝治氏（ECFA 認定アジュディケ

ーター）を講師に招き、海外プロジェクトにおける国際的標準約款（FIDIC 等）に関する研修

セミナーを開催した。本セミナーは MDB2010 年版を使用して今後円借款プロジェクトに従事さ

れる初心者を対象に、FIDIC 約款の全体像と 20 章各章のメインテーマを紹介した。具体的には

① FIDIC 国際標準建設工事契約約款の構成と章立て、各章の解説、 ② FIDIC 約款におけるコ

ンサルタントの権限と役割、③ 請負者からのクレーム提起とその処理や海外プロジェクトにお

ける紛争の解決手段などについての説明を行った。FIDIC 約款は抽象的に書かれているが、主

要点が各章の最初に書かれていることが多いことから、その部分を一緒に読み説くことで各部の

内容・全体像の理解を目指した。参加者は 28 名。 

 
（3）JICA 業務実施方針セミナー 

2019 年 5 月 14 日（火）から 6 月 7 日（金）までの約 3 週間、ECFA にて「2019 年度 JICA
業務実施方針セミナー」を開催した。本セミナーでは、毎年 JICA の各部次長レベルの方々を招

き、本年度の業務実施方針、各部の重点事項、国別プロジェクトの動向、案件公示の予定等につ

いて、また、各部の今年度予算と業務実施方針、重点テーマと実施予定プロジェクト案、昨年度

を振り返り本年度コンサルタントに望むことなどについて説明があった。 
 

部署名 開催日 講 師 参加 
人数 

企画部 5 月 14 日（火） 
15：30～17：00 審議役 牧野耕司氏 28 

中南米部 5 月 15 日（水） 
13：30～15：00 次長 米田元氏 30 

社会基盤・平和構築部 
（都市・地域開発、運輸交

通・情報通信） 

5 月 17 日（金） 
10：00～11：30 

次長兼運輸交通・情報通信グループ長 小泉幸弘氏 
次長兼都市・地域開発グループ長 荒 仁氏 38 

農村開発部 5 月 21 日（火） 
10：00～11：30 

次長（計画・調整担当） 睦好絵美子氏 
次長兼第一グループ長 鈴木和哉氏 24 

アフリカ部 5 月 22 日（水） 
15：30～17：00 次長 中村浩孝氏 58 
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人間開発部 5 月 24 日（金） 
13：30～16：00 

13：30-14：30 全体/高等教育・社会保障：計画調整担
当次長 兼高等教育社会保障グループ長 渡邊元治氏 
14：35-15：15  基礎教育：基礎教育 G 次長 森下
拓道氏 
15：20-16：00  保健医療 保健第 G 次長 吉田友哉
氏 

36 

社会基盤・平和構築部 
（ジェンダー・平和構築） 

5 月 28 日（火） 
10：00～11：30 

平和構築・復興支援室長 坂根 宏治氏 
ジェンダー平等・貧困削減推進室長 亀井温子氏 38 

調達部 5 月 28 日（火） 
13：30～15：00 次長  富澤隆一氏 48 

資金協力業務部 5 月 29 日（水） 
15：30～17：00 次長  林宏之氏 38 

安全管理部 5 月 30 日（木） 
10：00～11：30 参事役 飯村学氏 36 

中東・欧州部 5 月 30 日（木） 
15：30～17：00 次長 大野裕枝氏 51 

地球環境部 6 月 3 日（月） 
13：30～15：00 次長 佐藤公平氏 50 

東・中央アジア部 6 月 3 日（月） 
15：30～17：00 次長 遠山慶氏 42 

予算執行管理室 6 月 4 日（火） 
13：30～15：00 次長 岡村昭夫氏 37 

インフラ技術業務部 6 月 4 日（火） 
15：30～17：00 室長 井黒伸宏氏 35 

東南アジア・大洋州部 6 月 5 日（水） 
13：30～15：00 次長 木下康光氏 42 

民間連携事業部 6 月 5 日（水） 
15：30～17：00 次長 斉藤幹也氏 53 

南アジア部 6 月 6 日（木） 
13：30～15：00 次長 伊藤晃之氏 49 

評価部 6 月 6 日（木） 
15：30～17：00 審議役 江口雅之氏 33 

産業開発・公共政策部 6 月 7 日（金） 
14：00～16：30 

14：00～14：50  
ガバナンスグループ 次長 澤田寛之氏 
14：55～15：40  
民間セクターグループ  次長 村上博信氏 
15：45～16：30 
資源エネルギーグループ 次長 上石博人氏 

41 

合 計 807 
名 

 
（4）FIDIC MDB 版(国際開発金融機関)契約約款全解説セミナー 

2019 年 9 月 26 日（木）から 10 月 1 日（火）の 4 日間「FIDIC MDB 版契約約款全解説セミ

ナー」を開催した。本集中セミナーでは MDB 版の構成や内容を習得すると共に、当該契約約款

でのコンサルタントの職責と権限、また発注者と請負者の権利と義務、そしてプロジェクトの建

設工事期間中に両者の間でクレームや紛争が発生した場合の解決の手段等について解説すると共

に、海外建設プロジェクトの現場において実際に発生した問題事例等を交えて分かり易く説明し

た。講師は契約マネジメントコンサルタントで元日本工営（株）の小西秀和氏。参加者は 20
名。昨年からスタートし大変好評だったことから、今年度以降も継続開催する予定である。 

 
（5）JICA 標準約款改訂セミナー 

2019 年 11 月 28 日（木）、「JICA 標準約款改訂セミナー」を開催した。今般改正される、円

借款事業の改訂版標準入札書類・標準コンサルタント選定書類について、JICA インフラ技術業

務部課長 山口みちの氏より説明があり、1. 改訂の背景、今後の運用について、2. 標準入札書

類(Works)の改訂内容について、3. 標準コンサルタント選定書類の改訂内容を改訂書類と共に説

明の後、質疑応答を行った。参加者からは「 Local Taxes と記載がある一方で、同条項の

(ii)~(iv)では Local Indirect Tax と記載があるが二つの使い分けの意図は」また、「”Delayed 
Contract Signing”条項にて、fixed price contracts, adjustable time contracts と記載がある点、
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fixed price contract = lump-sum contract, adjustable time contracts=time-based contract のこ

とを指しているという認識で間違いないか」などの質問があった。参加者は 51 名。 
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Ⅴ．開発コンサルタントの社会的地位向上に向け対外的知的発信を促進する（広報

事業） 
 
コンサルタントの社会的地位向上を目指して、大学生や一般市民、学会や政府機関等に対し、

開発コンサルタントの役割、業務内容等について、アカデミックな開発学会を含め対外発信する

と共に、特に ODA における開発コンサルタントの貢献と実績等については十分広報されていな

いため、外務省・JICA にはコンサルタントの会社名の公表を強く働きかけた。併せて、業界紙

等マスメディアとの連携を強化し、ECFA ホームページを含め開発コンサルタントの広報活動を

拡充した。 
 

1．広報委員会 
今年度も、引き続き学生や一般の方に開発コンサルタントへの理解を深めるべく、広報研究会

を中心に外務省、JICA 等関係機関と連携し、コンサルティング企業名の公表を含め広報活動の

拡充を図った。主な活動として、開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」の実

施、一般向けの国際協力のイベント（グローバルフェスタ、ワン・ワールド・フェスティバル

等）への参加を通じ、開発コンサルタントの活動を紹介した。 
実績については以下の通り。 

回 開催日 内容 
1 5 月 21 日 本年度の予定、出前講座他 
2 8 月 22 日 グローバルフェスタ準備他 
3 9 月 25 日 グローバルフェスタオリエンテーション 
4 10 月 28 日 グローバルフェスタ、Open Week 振り返り、出前講座等 
5 2 月 12 日 出前講座、ワン・ワールド・フェスティバル振り返り、SNS による情報発信強化、

来年度の予定 
 
2．講師派遣 

会員の協力を得て、本年度も全国 10 大学程の訪問を目指し、「出前講座」を実施する。学部生

や大学院生、教員等に対し、開発コンサルタントの業務と役割について紹介するとともに、途上

国の現場で培った知識と経験を直接発信し、開発コンサルタントの仕事の魅力を伝えた。また、

SDGs の普及に伴い、一般企業や市民の途上国の開発課題への関心も高まっていることから、こ

れらをターゲットとした関連イベントにも講師派遣も検討した。 
 

回 開催日 内 容 講 師 派遣先 参加 
人数 

1 4 月 10 日 コンサルタントから見た 
JICA 職員に対する期待 ECFA 副会長 米澤栄二氏 JICA 本部 38 

2 4 月 17 日 
JICA 国際協力 JOB セミナー
「キャリア転進-いま 世界へ踏
み出す-」 

（株）日本開発サービス 
井上洋一氏 
ECFA 大塚一雄 

JICA 
市ヶ谷 80 

3 6 月 21 日 開発途上国における運輸交通と
環境 

（株）アルメック VPI  
金子素子氏 

東京 
電機大学 60 

4 6 月 26 日 開発コンサルタントのキャリア ECFA 河野敬子 上智大学 30 

5 7 月 5 日 海外プロジェクトの事例研究 NTC インターナショナル（株） 
宿谷数光氏 拓殖大学 35 

6 7 月 22 日 海外開発コンサルタントの仕事
とキャリアパス 

（株）三祐コンサルタンツ 
秋吉一磨氏 
ECFA 河野敬子 

佐賀大学 40 

7 7 月 23 日 
キャリアセミナー 
国際協力を仕事にする「開発コ
ンサルタント」 

ECFA 河野敬子 
立命館大学
アジア太平
洋大学 

20 

8 8 月 5 日 世界を舞台に開発課題に立ち向
かう“開発コンサルタント”  ECFA 河野敬子 

立命館大学
東京キャン
パス 

124 

9 9 月 28 日 ミャンマー国の建設事情と課題 八千代エンジニヤリング（株） 
谷津哲夫氏 

日本技術士
会 60 

10 11 月 5 日 
SDGs「質の高い教育をみんな
に」をテーマに開発コンサルタ
ントと考え・学ぶ 

（株）かいはつマネジメント・コン
サルティング  
橋本卓道氏 
パデコ（株）大橋悠紀氏 
NTC インターナショナル（株） 
滝川永一氏 

明治大学 30 
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（一財）NHK インターナショナル 
上野智之氏 
八千代エンジニヤリング（株）  
保希未子氏    
アイ・シー・ネット（株） 
稲田菜穂子氏 
インテムコンサルティング（株） 
武藤小枝里氏 

11 11 月 22 日 開発コンサルティング業界とは ECFA 河野敬子 広島大学 31 

12 12 月 10 日 国際協力 job セミナー アイ・シー・ネット（株） 
渡邊潤氏 

JICA 
市ヶ谷 87 

13 2 月 24 日 JICA 国際キャリアフォーラム 
日本 工営（株） 
野村卓矢氏   
日本 工営（株） 
佐藤郁氏 

JICA 
市ヶ谷 中止 

合 計 635 
 
○ SDGs を意識した出前講座 

2019 年 11 月 5 日（火）、明治大学にて「SDGs『質の高い教育をみんなに』をテーマに開発

コンサルタントと考え・学ぶワークショップ」を開催した。当日は、学生主体の司会進行による

ワールドカフェ形式で課題解決について議論を行い、その結果をインプロ（即興演劇）で発表し

たり、様々な手法を用いたワークショップを体験することができた。開発コンサルタントも枠に

はまった仕事から飛び出し、創造力が掻き立てられた体験を通して、多くの気付きと学びを得る

ことができた。今後、円滑に出前講座を行っていくため、サステナビリティ推進チームと共同で

教材開発等派遣パッケージを検討していく。 
 
3．国際協力・SDGs イベントへの参加 
外務省が主催する国際協力イベント「グローバルフェスタ」（東京）に参加し、開発コンサルタ

ントの役割や途上国での活動について分かり易く伝えた。同様に大阪で開催されている「ワン・

ワールド・フェスティバル」への参加を継続し、地方でも開発コンサルタントの活動と成果を発

信した。 

 
（1）グローバルフェスタ 

国際協力イベント「グローバルフェスタ JAPAN」が、2019 年 9 月 28 日（土）及び同 29 日

（日）東京お台場にて開催された。本年も広報研究会を中心に準備を進め、できるだけ多くの

方々に ODA 現場の最前線で働く「開発コンサルタント」の理解を深めるため、出展ブースにて

「開発コンサルタントを紹介するプレゼンテーション」及び「開発コンサルタントキャリア相

談」を準備した。今年は両日で 18 万人を超える来場者があり、ECFA ブースにも賑わった。本

年は中高生の課題学習等の参加者も目立ち、両日とも蒸し暑い中、総勢会員 32 名がブース運営

やセミナーを実施した。有元会長、石本副会長、久野広報業務執行理事、神山理事、土方理事が

応援に駆けつけて下さった。後日実施したグローバルフェスタの報告会では、グローバルフェス

タの来場者を早くも採用したとの報告もあり、人材確保の成果も見受けられた。今回の協力企業

は次の通り。（順不同）（株）三祐コンサルタンツ、NTC インターナショナル（株）、（株）コー

エイリサーチ＆コンサルティング、日本テクノ（株）、アイ・シー・ネット（株）、（株）オリエ

ンタルコンサルタンツグローバル、国際航業 （株）、（株）日本開発サービス、八千代エンジニ

ヤリング（株）、（株）ニュージェック、日本工営（株） 
 
（2）AFS（American Field Service）進学座談会 
 2019 年 8 月 5 日（月）、立命館大学東京キャンパスにて AFS 進学座談会が開催された。AFS
は異文化学習の機会を提供する世界的な教育団体で先進国のみならず途上国への留学等をサポー

トしている団体で、文部科学省のアジア高校生架け橋プロジェクトや JICA 国際協力中学生・高

校生エッセイコンテスト等への協力を行っている。以前 JICA より教科書改訂に伴うイベントに

協力した際に、意識の高い中高生へのアプローチの一つとして紹介があったことが今回の依頼に

つながった。今回のイベントは、中高生とその保護者や、既に AFS を利用して留学した大学生

や 20 代の社会人等 124 名の来場があった。ECFA からは、開発コンサルタントについての紹介

を行ったほか、国際航業（株）の玉井彩香氏が座談会にて留学経験や実際の仕事について紹介し
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た。AFS では、留学先を先進国だけでなくアジアや中南米などへの選択肢もあり、開発協力へ

の意識の高さが伺えた。座談会では、「給料はもらえるのですか？」「休みはあるのですか？」

「語学にしか関心がないのですが、将来コンサルタントになれる可能性はありますか？」「具体

的にどのような仕事をしているのですか？」などの質問があった。国際協力の仕事に関心はある

ものの、まずは目先の大学受験への不安が多い様子で、中高生へのアプローチにはもう少し工夫

が必要と感じた。 
 
（3）国際協力キャリアフェア 

2019 年 12 月 7 日（土）、昨年に引き続き（株）国際開発ジャーナル社主催の国際協力分野で

の就職を希望する方を対象とした「国際協力キャリアフェア」が開催された。当日は、432 名の

参加があり、非常に盛況だった。セミナー「開発コンサルタントの仕事と就活」には、中継会場

も合わせて 180 名ほどの参加者があり、（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル都市地域

開発部 細野美晴氏がキャリアパスや仕事について説明を行った。個別相談ブースでは、セミナ

ー協力者の細野氏及び事務局 2 名で対応したが 40 名以上の方が訪れ大変盛況だった。 
 
（4）ワン・ワールド・フェスティバル 
 2020 年 2 月 1 日（土）及び 2 日（日）の両日、大阪の関テレ扇町スクエア・北区民センター

にて開催の国際協力イベント「ワン・ワールド・フェスティバル」が開催され、昨年に引き続

き、会員企業の協力を得て参加した。2 月 1 日（土）午前中には（株）コーエイリサーチ＆コン

サルティングの石井徹弥氏より「SDGs に直接関わる仕事“開発コンサルタント”」をテーマにキ

ャリアパスや実際の仕事についての紹介を行った。また、ブース出展では、（株）三祐コンサル

タンツ、リロ・パナソニック エクセルインターナショナル（株）の協力者と来場者への対応を

行った。ECFA の就職支援情報配信登録者や会員企業内定者など非常に熱心な方が多数訪れた。

当日の様子は動画にまとめ情報発信した。 
 
4．外務省との連携 

昨年度に引き続き、外務省国際協力局と PR に係る連携を強め、ODA 事業における開発コン

サルタントの活躍についての情報発信強化を行う。具体的には、開発コンサルタントが現場で経

験している感動的なストーリーや開発協力秘話の紹介やコンテンツ制作への協力及び発信、外務

省 ODA 広報キャラクター「ODA マン」とのコラボレーションなど積極的に行う。 
2019 年 5 月 10 日（金）、昨年度、インタビューが行われた内容が、外務省の ODA メールマ

ガジンにて｢開発コンサルタントに聞く現場のストーリー｣として紹介された。インタビューに対

応したのは（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 太田陽子氏で「ミャンマー国自然災

害早期警報システム構築プロジェクト」について紹介した。続いて、2019 年 6 月 14 日（金）発

行の ODA メールマガジンにて（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 福永友樹氏が対

応した「マダガスカルの都市計画プロジェクト」が紹介された。また、大阪、名古屋で実施した

業界説明セミナーの参加者募集についても、ODA メールマガジンを通じて広報協力があった。 
その後も（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング 米田勇太氏が執筆した「モザンビーク

の子どもたちに『学び』を届ける元銀行員の教育コンサルタント」および八千代エンジニヤリン

（株）山川正雄氏が執筆した「ミャンマー未電化地域に電力を！日本の ODA を陰で支える、開

発コンサルタントの仕事」日本工営（株）菊池淳子氏が執筆した「SDGs×パートナーシップ

SDGs 達成に向けて使命感をもって臨む開発コンサルタント業界」が ODA メールマガジンで配

信された。掲載後は、外務省の ODA 広報ツイッターと連携して拡散を行っている。今後も、知

名度が高く信頼性のある外務省を通じて開発コンサルタント広報を行っていきたい。これまでの

投稿は次の通り。 
 

掲載号 タイトル 執筆者 
第 397 号  
2019 年 5 月 10 日 

災害から貧しい人たちを救うために。ミャンマーの

防災支援プロジェクト 
（株）オリエンタルコンサルタ

ンツグローバル 太田陽子氏 
第 399 号  
2019 年 6 月 14 日 

マダガスカルの将来マップを描く，都市開発の若き

プロフェッショナル 
（株）オリエンタルコンサルタ

ンツグローバル 福永友樹氏 
 

第 407 号   
2019 年 10 月 11 日 

モザンビークの子どもたちに「学び」を届ける元銀

行員の教育コンサルタント 
（株）コーエイリサーチ&コン

サルティング 米田勇太氏 
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第 408 号 
2019 年 10 月 25 日 

ミャンマー未電化地域に電力を！日本の ODA を陰

で支える，開発コンサルタントの仕事 
八千代エンジニヤリング（株） 

山川正雄氏 
第 416 号 
2020 年 2 月 28 日 

SDGs×パートナーシップ SDGs 達成に向けて使命

感をもって臨む開発コンサルタント業界 
日本工営（株） 
菊池淳子氏 

 
5. 国際開発学会との連携 

国際開発学会では、開発コンサルタントの参加によりプロジェクトの取組みや成果、そして現

場での新たな取組み等の発表に大きな期待を寄せているが、現在のところその貢献は十分ではな

い。そこで、会員が学会発表等で知的情報発信をしやすくするためのインセンティブ・環境整備

を積極的に行い、学会交流・論文発表・アカデミック分野とのネットワーク構築を強化し、プロ

ポーザルでも高く評価されるよう働きかけていく。 
 

○ 第 20 回国際開発学会 
2019 年 6 月 14 日及び 15 日の両日、陸前高田にて第 20 回の国際開発学会が開催された。被

災地開催ということで、防災や復興をテーマとした発表も多く、開発コンサルタントの視点を発

信する貴重な機会となった。ECFA では、次回学会に向けて、研究者や実施機関等様々な立場の

方とのネットワークづくりや意見交換を行った。次回は、人間の安全保障学会との共催大会で、

2019 年 11 月 16 日（土）及び 17 日（日）に東京大学にて開催された。技術協力分科会で推進

している JICA との情報発信強化として、企画セッションを 3 件、9 テーマの発表を行った。詳

細は技術協力分科会の項目参照。 

 
6．業界紙との連携 

開発コンサルタントの活動に対する理解を促進する観点から、業界紙・マスメディアと連携

し、国内における広報活動を強化した。 
 
7．WEB、SNS の活用 

ECFA ホームページにて、開発コンサルタントの活動を紹介するページ等、会員向けコンテン

ツの充実を図ると共に、関係機関との相互リンクなど情報共有について検討した。また、若者向

け SNS の活用については、サステナビリティ推進チームと連携しながら改善を図り、ODA にお

ける開発コンサルタントの貢献と成果について発信を強化した。 
 
（1）JICA とのツイッターによる連携 

2020 年 2 月 27 日（木）、JICA 企画部企画部参事役／イノベーション・SDGs 推進室副室長 
小田亜紀子氏とツイッター連携について意見交換を行った。JICA のコンテンツとして、プロジ

ェクト紹介が増加しているが、必ずしも開発コンサルティング企業名が掲載されているわけでは

ない。このため、JICA 課題部等のプロジェクト担当者が記事を書く際に、企業名を入れるよう

提案を行った。また、SDGs に紐づけした ECFA 会員企業の資料を JICA SDGs Action のアカウ

ントで適宜発信することを依頼した。今後、相互フォローで効果的に広報活動を行っていきた

い。 
 

（2）ライブ配信 
 2020 年 3 月 9 日（月）、Zoom を利用して開発コンサルタントのキャリアパスを紹介するライ

ブ配信を行った。当日は、（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング 松原彩子氏より、大学

時代からのキャリアパスについての紹介があった。参加者からは、「青年海外協力隊歓迎とある

が、どのような資質を見ているのか」「国内業務でも海外出張に行く可能性はあるか」などの質

問が寄せられた。 
2020 年 3 月 17 日（火）、青年海外協力隊出身者のキャリアパスを紹介するライブ配信を行っ

た。当日は、八千代エンジニヤリング（株） 山川正雄氏及び（株）かいはつマネジメント・コ

ンサルティング 高梨直季氏が、開発コンサルタントになるまでのキャリアパスや実際の業務、

開発コンサルタントの仕事のやりがいなどの紹介を行った。参加者は 15 名。 
 2020 年 3 月 25 日（水）、（株）国際開発ジャーナル社 田中信行氏をゲストに迎え、どのよ

うな国際協力の仕事があるのか、どうすれば国際協力の道を歩んでいけるのか、国際協力のキャ
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リア形成に関して、国際協力に特化したキャリア情報誌である『国際協力キャリアガイド』の活

用方法などについて紹介を行った。 
 

（3）YouTube の活用 
 ECFA の活動や開発コンサルタントの情報発信のため、Youtube チャンネルに登録し発信を行

っている。今後も各種イベント等を実施した際に、短い動画にまとめて紹介するほか、開発コン

サルタントを紹介するコンテンツの充実を図る。また、ツイッターやフェイスブックなど他の

SNS も効率的に活用していきたい。 
 
○  会員企業との連携 

2020 年 2 月 14 日（金）、当協会会員（株）長大は、社会貢献活動ならびに業界内外への広報

活動の一環として、「国連が今考える「ピープル・ファースト PPP」～SDGs に貢献する PPP
～」と題し講演会を開催した。基調講演には、国際連合欧州経済委員会（UNECE）PPP 推進局

担当次長であるクラウディオ・メサ氏をジュネーブから招聘し、「The People-first approach to 
Public-Private Partnerships」と、（独） 国際協力機構（JICA）企画部   遠藤慶氏より、

JICA の PPP に対する取組みについての講演があった。また、主催者（株）長大からは、同社が

独自に推進しているフィリピンミンダナオの PPP 事業（小水力発電、上水道、稲作・精米事

業、バイオマス発電事業等）、インドネシア小水力発電事業に加え、今後さらに計画中のラオス

の PPP 事業についても紹介があり、こうしたコンサルティング企業としての積極的な取り組み

は大きな反響があったと言える。UNECE は国連の中でも唯一 PPP 事業を推進する機関であ

り、今回の日本及びフィリピン等アジア諸国の PPP 事業の訪問を通じ、メサ氏は大きな感銘を

受けたようで、新たなピープル・ファースト PPP 事業の推進に向け、UNECE として引き続き

積極的に取り組まれるとのことであった。参加者は外部から学生・企業・大学・自治体等を含め

て、合計 104 名が参加され、大盛況であった。なお、当協会は本講演会の後援を行った。 
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Ⅵ．海外コンサルティング業務等受注実績調査 
 

本年度も当協会はじめ（一社）海外運輸協力協会、（一社）海外農業開発コンサルタンツ協会

ならびに国際建設技術協会が協力し、各会員への平成 30 年度受注実績調査を実施した（対象企

業 80 社）。 
平成 30 年度の受注総額は 1,256.4 億円と昨年の受注総額から約 24 億円の増額となり、受注件

数についても前年度 714 件から 717 件と大きな変化は見られなかった。 
円借款関連業務の受注総額は約 628.2 億円と増額したが、円借款以外の業務は、受注額ベース

で約 244.4 億円の減額となった。また、国際機関（WB、ADB 等）からの受注額は約 11.5 億円

増、外国政府からの受注額は約 3.4 億円減となったが、無償資金協力（外務省扱い）では約 3.2
億円の増額となった。ODA 以外の案件の受注について、平成 30 年度の受注案件数は 147 件、

受注額は約 96.4 億円であった。また、国際機関からの総受注額は、23.8 億円であった。 
業務分野別では、運輸・交通（636.6 憶円）が 50.7 %で最も多く、公益事業分野（127.8 億

円）が 10.2 %、計画・行政分野（110.5 憶円）が 8.8％、社会基盤・通信・放送（108.8 憶円）

が 8.7％、エネルギー分野（95.5 億円）が 7.6 %と続く結果となり、昨年度同様「運輸・交通」

の受注額が大きい点が特徴的である。 
地域別では、例年通りアジア地域の受注が最大であるが、798.6 億円（平成 29 年度）から

901.2 億円（平成 30 年度）と前年度に比して 13％の増額となった。一方アフリカでは、263.6
億円（平成 29 年度）だったのに対し、203.3 億円（平成 30 年度）と前年度に比して約 23％の

減少となった。続いて中南米地域（11.7 億円増）、中東（22.1 億円減）の結果となった。 
国別では、前年度に続きトップはフィリピンで（337.4 億円）、続いてミャンマー（138.8 億

円）、バングラデシュ（115.4 億円）、スリランカ（87.3 億円）、インドネシア（73.0 億円）とな

った。 
以下に、平成 20 年度から平成 30 年度に亘る受注総額と受注件数の推移と平成 21 年度から平

成 30 年度の資金源別受注額の推移を示す。 
 

海外コンサルティング業務の受注総額と受注件数の推移   （単位：億円） 
年度 受注総額＝A 受注件数＝B 1 件当たりの受注額

（A/B） 
20 年度 681．0  950 件  0．72  

21 年度 793．6  1059 件  0．75  

22 年度 707．4  1011 件  0．70  

23 年度 892．1  1040 件  0．86  

24 年度 666．2  960 件  0．69  

25 年度 965．3  971 件  0．99  

26 年度 933．3  939 件  0．99  

27 年度 1,038．1  859 件  1．21  

28 年度 1,377．3  864 件  1．59  

29 年度 1,232．8  714 件  1．73  

30 年度 1,256．4  717 件  1．75  
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海外コンサルティング業務の資金源別受注総額の推移 
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32.7

34.8

28.9

39.4
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32.9

33.8
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31.617.7

25.9

12.9

9.4

58.219.5

17.7

21.0

10.3

20.0

10.6

14.8

19.0

28.3

24.1

20.4

13.5

96.4

54.5

89.0

141.4

150.8

103.1

89.9

57.9

191.4

118.8

JICA（円借款以外） （JICA円借款） 無償資金（外務省） 国際機関 その他 ODA以外
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Ⅶ．調査・研究活動 
 
1．「アジア PPP 推進協議会」との連携 
「アジア PPP 推進協議会」は、途上国における PPP（Public Private Partnership）事業の推

進を目的に、経済産業省と連携し民間企業のプラットフォームとして、2006 年に設立された。

当協会は、本協議会の事務局として PPP 事業の推進を支援する中で、全体セミナー、都市交通

調査部会、上下水道・環境調査部会を実施した。 
令和元年度は会長会社に電源開発（株）、副会長会社に住友商事（株）、理事会社に丸紅（株）

が就任した。本協議会の活動の基本方針として、政府機関の海外インフラ展開に関する政策及び

支援ツールなど PPP に関する最新情報を会員に提供するとともに、協議会内外を問わずに、民

間企業や有識者との懇談、あるいは国際機関との意見交換を実施してきた。 
 
2．活動実績 
 
（1） 2019 年アジア PPP 推進協議会総会 

2019 年 6 月 13 日（木）、令和元年アジア PPP 推進協議会の総会を経団連ホールにて開催し、

その後懇親会を開催した。 
 
（2）全体セミナー、各部会の開催 

2019 年 7 月 9 日（火）、第 1 回全体セミナーを開催した。本セミナーでは国土交通省より同省

が策定した「海外展開行動計画 2019」に基づき、鉄道・港湾・空港・都市計画等の海外プロジ

ェクトの動向について情報提供があった。また、みずほ銀行からはアジアのインフラ分野におけ

る地域ごとの特徴やエネルギー資源を事例とした最近の潮流、事業間のリスク分散等について活

発な意見交換が行われた。 
2019 年 9 月 11 日（水）、第 2 回全体セミナーを開催した。本セミナーでは（株）日本貿易保

険よりインフラファンド及びプロジェクトボンドの活用や再保険締結による輸出支援強化等の説

明が行われ、参加会員からは保証に関する質問があり、リスクヘッジへの関心の高さが伺えた。 
森・濱田松本法律事務所からは 2019 年に改正されたタイの PPP 法に伴い、タイの大型イン

フラ案件の進捗状況についての説明が行われ、現場ならではの調達最新状況等を共有した。 
2020 年 1 月 15 日（水）、第 3 回全体セミナーを開催した。本セミナーでは（株）海外交通・

都市開発事業支援機構より、PPP 事業における事業体の構成例や複数国における具体的な事例

などの紹介が行われた。会員より、出資における事業プロセスにかかるスケジュールなどへの関

心が多く寄せられた。三菱 UFJ 銀行は ESG ファイナンスの動向や事例、緑の機構基金の紹介が

あった。ESGA ファイナンスにおいては特に、三菱 UFJ 銀行の役割についてなどのコメントや

意見が交わされた。 
第 4 回は 2020 年 4 月に開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染拡大から中止となっ

た。 
 

開催日 内 容 講 師 

7 月 9 日 
2019 年度 
第 1 回 

『国土交通省インフラシステム海外展開行動

計画 2019』 
 
『プロジェクトファイナンスの潮流とアジ

ア・インフラ分野における課題』 

国土交通省 総合政策局 国際政策課 国際

交渉官 米倉大悟氏 
 
みずほ銀行 グローバルプロジェクトファイ

ナンス営業部 インフラチーム 次長 塚原

行貴氏 

9 月 11 日 
2019 年度 
第 2 回 

『インフラ輸出戦略と NEXI の取組につい

て』 
 
『タイ 2019 年改正 PPP 法と同国における

PPP の最新運用状況』 

（株）日本貿易保険 企画室 政策連携グル

ープ長補佐 滝口経二氏 
 
森・濱田松本法律事務所 バンコクオフィス 

弁護士 岸寛樹氏 

1 月 15 日 
2019 年度 
第 3 回 

『海外交通・都市開発事業支援機構

（JOIN）の役割と事業紹介』 
 
『ESG と企業の動向および ESG ファイナン

スについて』 

（株）海外交通・都市開発事業支援機構 事

業推進部 次長 吉見昌宏氏 
 
三菱 UFJ 銀行 サステナブルビジネス室 

室長 柳田陽子氏 
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○ 都市交通調査部会 

2019 年 8 月 9 日（金）、第 1 回都市交通調査部会を開催した。本部会では、JICA と日本電気

（株）より講演があり、JICA からは近年急増しているアジア地域の公共交通（鉄道）整備の需

要に対する取り組みに関し、世界市場をめぐる競争の激化や都市鉄道整備の時期、モビリティマ

ネジメント等について活発な議論が交わされた。日本電気（株）からは AI 画像を用いた交通渋

滞対策についての説明がなされ、アルゼンチンにおける実証実験についての効果等の議論が交わ

された。 
2019 年 11 月 8 日（金）、第 2 回都市交通調査部会を開催した。本部会では JICA と（株）パ

デコより講演を頂き、JICA からはパラオ国初の PPP 事業で、オールジャパンとして取り組んで

いるパラオ国際空港事業について紹介があり、事業審査時に確認した点やリスクヘッジの取り組

みについての議論が交わされた。小国ならではの課題として国際送金が挙げられるなど、具体的

な状況について会員間で共有することができた。（株）パデコからは wifi を利用して人の流れを

可視化する技術について紹介があり、従来の都市交通調査と同様の結果を短期間で得られるとい

った利点を説明頂くとともに、ビッグデータの扱いに伴う個人情報保護の対処方法について具体

例が示される等、有益な質疑等が交わされた。 
第 3 回は 2020 年 4 月に開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染拡大から中止となっ

た。 
 

開催日 内 容 講 師 

8 月 9 日 
2019 年度

第 1 回 

『JICA の鉄道分野における取組』 
 
 
 
『交通渋滞対策～AI 画像解析ソリューショ

ン』 

（独）国際協力機構  
社会基盤・平和構築部 運輸交通・情報通信

グループ 増田吉朗氏 
 
日本電気（株）  
グローバル SI 本部 吉田廣氏 

11 月 8 日 
2019 年度

第 2 回 

『Wifi パケットセンサーを用いた旅客流動調

査と軌道系交通事業提案への適用について～

2017 年 JICA ナイロビ調査などを例に～』 
『JICA 海外投 融資による取り組み－空港案

件の事例紹介－』 

（株）パデコ  
インフラ開発部 中川義也氏 
 
 
（独）国際協力機構  
民間連携事業部 
佐野悠一郎氏 

 
○ 上下水道・環境調査部会 

会員団体より、近年は上下水道の分野に絡み総合的な水資源開発・管理及び汚泥や廃棄物処

理・再資源化といった環境分野を含めた総合的なプロジェクトが見られることから、本年度より

上下水道調査部会から上下水道・環境調査部会と改めた。 
2019 年 9 月 3 日（火）、第 1 回上下水道・環境調査部会を開催した。本部会では、環境省より

2019 年 4 月の経協インフラ戦略会議で環境分野が取り上げられたことを背景に、近年の政策の

上流における施策 – ASEAN+3 海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブ、海洋プ

ラスチックごみ対策実施枠組–等の紹介があった。温暖化対策や日本からの温室効果ガス削減へ

の貢献に活用される二国間クレジット制度（JCM）については、事例や応募にかかる質疑が交

わされた。川崎市からは 2014 年に設置されたかわさきグリーンイノベーションクラスターや環

境省の JCM 事業への参画の事例を紹介し、JCM 事業においては環境省及び川崎市の両講演によ

り双方向の議論が行われた部会となった。 
2019 年 12 月 12 日（木）、第 2 回上下水道・環境調査部会を開催した。本部会では、国土交

通省より昨年度策定された新下水道ビジョン加速戦略の概要や進捗、案件発掘に向けたプレ FS
調査の実施等の紹介があった。水ビジネスの世界市場は近年拡大傾向にあり、特に下水分野では

高い成長率が見込まれているという。他方で、本邦の水事業は売上高でみると海外が 1 割強でそ

のうち中国での売り上げが 2 割強と大きな割合を占めているが、中国の水ビジネス市場は年々多

くのローカル企業が参入しており、本邦企業にとって市場環境は厳しいとのこと。そのような状

況下で、短期的にはアジア地域を中心に事業を実施しつつ、中長期的には円借款以外のスキーム

等を模索しながら運営・維持管理への参入を検討されているとの説明があった。福岡市からは姉

妹都市であるミャンマー、ヤンゴン市での技術協力の様子や福岡市国際ビジネス展開プラットフ

ォームの取り組み等の紹介があった。福岡市では過去に発生した大渇水や大規模浸水などの経験
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を生かし節水型都市や水害に強いまちづくりに取り組んでおり、ヤンゴン市でこれら経験を生か

した浸水対策や道路排水事業で技術支援を行っている。また、地場企業の海外ビジネス機会の創

出を図る目的で福岡市国際ビジネス展開プラットフォームを立ち上げセミナーやヤンゴン市での

ビジネスマッチングツアーを実施しており、他地方自治体や企業に参考となりうる官民連携の取

り組みの紹介があった。国土交通省も福岡市もミャンマーでの取り組みがなれさており、提携の

業務も明らかになった部会となった。 
第 3 回は 2020 年 4 月の開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染拡大から中止となっ

た。 
 
開催日 内 容 講 師 

9 月 3 日 
2019 年度 
第 1 回 

「環境インフラの海外展開」 
 
 
「川崎市における官民連携による環境ビジネ

ス海外展開の取組」 

環境省 地球環境局 国際連携課 国際協

力・環境インフラ戦略室 室長 杉本留三氏 
 
川崎市 経済労働局 国際経済推進室 担当

課長 深堀孝博氏 

12 月 12 日 
2019 年度 
第 2 回 

「下水道分野の国際展開について」 
 
 
「海外への技術協力とビジネス推進への取り

組み」 

国土交通省 水管理・国土保全局下水道部 

下水道企画課 係長 中西啓輔氏 
 
福岡市 総務企画局 国際部 国際協力課 

主査 徳田吉昭氏 
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Ⅷ. 事務局業務の推進 
 
1．総会 
（1）通常総会  第 56 回定時総会  

日 時：2019 年 5 月 31 日（金）16:00 – 17:30 
場  所：東海大学校友会館 「富士の間」（霞が関ビル 35 階） 
審議事項： 
第 1 号議案 平成 30 年度決算（案）     
第 2 号議案 公益目的支出計画実績報告書（案） 
第 3 号議案 理事及び監事の選任（案）  

報告事項： 
平成 30 年度事業報告      
2019 年度事業計画      
2019 年度収支予算      
会員の異動   

（2）第 1 回臨時総会  
日 時：2019 年 8 月 27 日（火） 
１．審議事項 
「監事の選任」 

（3）第 2 回臨時総会  
日 時：2019 年 12 月 25 日（水） 
１．審議事項 
「理事の選任」 

 
2．理事会 
（1）理事会の開催 

開催日 審議事項・報告事項 出席者 

第 1 回理事会 
2019 年 5 月 23 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
2．ECFA 役員（会長、副会長及び専務理事）の立候

補者の選定 
3．理事及び監事の候補者の選定 
4．業務執行理事の候補者の選定 
5．第 56 回定時総会に付議及び報告する事項 
 ＜審議事項＞ 
 1） 第 1 号議案 平成 30 年度決算（案） 
 2） 第 2 号議案 公益目的支出計画実績報告書

（案） 
 3） 第 3 号議案 理事及び監事の選任（案） 
 ＜報告事項＞ 
 1） 平成 30 年度事業報告（案） 
 2） 2019 年度事業計画（案） 
 3） 2019 年度収支予算（案） 
 4） 会員の異動（案） 
7.ASPAC 理事の候補者の承認 
8.特別会費について  
報告事項：  
1．2019 年度第 1 四半期報告 
  分科会・研究会の活動 
2．会員の退会 
3．その他 

理事：20 名 
監事：3 名 

第 2 回理事会 
2019 年 7 月 18 日 

審議事項：  
1．2019 年度第 1 回臨時総会について 

(1) 臨時総会の開催（書面決議）  
(2) 臨時総会付議事項 

1)  監事の選任 

理事：21 名 
監事：0 名 
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2．若手派遣支援 
(1) FIDIC 大会 
(2) ASPAC 大会 

3．FIDIC Award 
(1) プロジェクト 
(2) Member Association 

報告事項：  
1．2019 年度第 1 四半期報告 

分科会・研究会の活動 
2．その他 

第 3 回理事会 
2019 年 9 月 19 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
2．顧問の委嘱  
報告事項： 
1．2019 年度第 2 四半期報告 

－分科会・研究会の活動－ 
2．FIDIC 大会 
3．会員の退会 
4．その他  

理事：23 名 
監事：2 名 

第 4 回理事会 
2019 年 11 月 21 日 

審議事項：  
1．理事候補者の選任 
2．2019 年度第 2 回臨時総会について 

1)臨時総会の開催（書面決議） 
2)臨時総会付議事項 
 (1) 理事の選任 

3．業務執行理事の交代 
4．アジュディケーター登録の更新 
5．ECFA-AWARD 候補の決定   
報告事項：  
1．2019 年度第 3 四半期報告 

－分科会・研究会の活動－ 
2．2020 FIDIC 理事会の東京開催 
3．その他  

理事：20 名 
監事：2 名 

第 5 回理事会 
2020 年 1 月 16 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
2．設計変更に係るコンサルタント向け執務参考資料

について 
報告事項：  
1．2019 年度第 4 四半期報告 

－分科会・研究会の活動－ 
2．その他  

理事：19 名 
監事：1 名 

第 6 回理事会(書面審議) 

2020 年 3 月 31 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
2. 2020 年度事業計画（案） 
3. 2019 年度決算見込み及び 2020 年度予算（案） 
報告事項： 
1．企画委員会委員の変更について 
2． 2020 年度理事会の開催スケジュール 
3． 2019 年度第 4 四半期報告 
－分科会・研究会の活動－ 
4．会員の退会 

理事：24 名 

 
（2）理事会後の懇談会 

開催日 臨席者 テーマ 

2019 年 5 月 23 日 （独）国際協力機構 理事 

植嶋卓巳氏 
JICA の新たな調達制度の取組みと今後の課

題、そしてコンサルタントへの期待 

2019 年 7 月 18 日 外務省国際協力局 開発協

力総括課長 山本文土氏 直近の ODA 制度改善状況について 

2019 年 9 月 19 日 国土交通省総合政策局海外

プロジェクト推進課長  
インフラ海外展開に対する国交省の 
新たな取り組みとコンサルタントへの期待 
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宮坂祐介氏 

2019 年 11 月 21 日 

経済産業省 
貿易経済協力局審議官 
（国際技術戦略担当） 
今給黎学氏 

インフラ海外展開に対する経済産業省の新た

な取り組みとコンサルタントへの期待 

2020 年 1 月 16 日 
国土交通省 大臣官房  
海外プロジェクト審議官 

平井秀輝氏 

インフラ海外展開の現状と課題 
－コンサルタントとの意見交換－ 

 
（3）業務執行理事連絡会議 

現在、各業務執行理事が所掌する委員会及び分科会の活動を取りまとめており、その内容は企

画委員会での検討を経て理事会で審議している。今後、より一層円滑に業務が遂行できるよう、

理事会前に業務執行理事間で情報交換・次回理事会での報告事項や課題及び相談事項についての

議論・委員会間の事業の連携・調整などを目的に ECFA3 役に加え業務執行理事を交えた会議を

実施している。 
回 開催日 議 題 
1 2019 年 5 月 16 日 理事会審議事項・報告事項 
2 2019 年 7 月 12 日 理事会審議事項・報告事項 
3 2019 年 9 月 3 日 理事会審議事項・報告事項 
4 2019 年 11 月 12 日 理事会審議事項・報告事項 
5 2019 年 12 月 25 日 理事会審議事項・報告事項 

 
（4）理事の交代 

承認日 変更前 変更後 

2019 年 12 月 25 日 
高松章二氏 
日本テクノ（株） 
代表取締役社長 

新川 勝樹氏 
日本テクノ（株） 
代表取締役社長 

 
（5）監事の交代 

承認日 変更前 変更後 

2019 年 8 月 27 日 
高瀬正博氏 
西日本技術開発（株） 
取締役 

三原道生氏 
西日本技術開発（株） 
取締役 

  
（6）業務執行理事の交代 

承認日 変更前 変更後 

2020 年 1 月 16 日 
高松章二氏 
日本テクノ（株） 
代表取締役社長 

高梨寿氏 
(一社)海外コンサルタンツ協会 
専務理事 

 
（7）会員の入退会 

承認日 入会 退会 

2019 年度 
第 1 回理事会 

（法人正会員） 
・（株）TnGE 
・（株）UR リンケージ 

（個人正会員） 
 ・茂木鉄平氏 

・斎藤創氏 
・梅田昌郎氏 
・サイモン・バレット氏 
・町田行功氏 

2019 年度 
第 2 回理事会 

（法人正会員） 
・監査法人 トーマツ 
・国土防災技術（株） 

（賛助会員） 
・KDDI（株） 

（法人正会員） 
・グローバルグループ 21 ジャパン 

（個人正会員） 
・加藤武氏 

2019 年度 
第 5 回理事会 

（個人正会員） 
・杉本花織氏 
・岸田梨江氏 
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3．企画委員会 
（1）企画委員会の開催 
 

開催日 議 題 

第 1 回企画委員会 
2019 年 5 月 16 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
2．ECFA 役員（会長、副会長及び専務理事）の立候補者の選定 
3．理事及び監事の候補者の選定 
4．業務執行理事の候補者の選定 
5．第 56 回定時総会に付議及び報告する事項 
 ＜審議事項＞ 
 1） 第 1 号議案 平成 30 年度決算（案） 
 2） 第 2 号議案 公益目的支出計画実績報告書（案） 
 3） 第 3 号議案 理事及び監事の選任（案） 
 ＜報告事項＞ 
 1） 平成 30 年度事業報告（案） 
 2） 2019 年度事業計画（案） 
 3） 2019 年度収支予算（案） 
 4） 会員の異動（案） 
7.ASPAC 理事の候補者の承認 
8.特別会費について 
報告事項：  
1．2019 年度第 1 四半期報告－分科会・研究会の活動－ 
2．会員の退会 
3．その他 

第 2 回企画委員会 
2019 年 7 月 11 日 

審議事項：  
1．2019 年度第 1 回臨時総会について 

(1) 臨時総会の開催（書面決議）  
(2) 臨時総会付議事項 

1)  監事の選任 
2．若手派遣支援 

(1) FIDIC 大会 
(2) ASPAC 大会 

3．FIDIC Award 
(1) プロジェクト 
(2) Member Association 

報告事項： 
1．2019 年度第 1 四半期報告－分科会・研究会の活動－ 
2． その他 

第 3 回企画委員会 
2019 年 9 月 12 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
2．顧問の委嘱 
報告事項：  
1．2019 年度第 2 四半期報告－分科会・研究会の活動－ 
2．会員の退会 
3．その他  

第 4 回企画委員会 
2019 年 11 月 14 日 

審議事項：  
1．理事候補者の選任 
2．2019 年度第 2 回臨時総会について 

1)臨時総会の開催（書面決議） 
2)臨時総会付議事項 
 (1) 理事の選任 

3．業務執行理事の交代 
4．アジュディケーター登録の更新 
5．ECFA-AWARD 候補の決定 
報告事項：  
1．2019 年度第 3 四半期報告－分科会・研究会の活動－ 
2．2020 FIDIC 東京大会 
3．その他  

第 5 回企画委員会 
2020 年 1 月 9 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
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2．設計変更に係るコンサルタント向け執務参考資料について 
報告事項：  
1．2019 年度第 4 四半期報告 －分科会・研究会の活動－ 
2．その他  

第 6 回企画委員会 
（書面審議） 
2020 年 月 日 

審議事項：  
1．会員の入会 
2. 2020 年度事業計画（案） 
3. 2019 年度決算見込み及び 2020 年度予算（案） 
報告事項： 
1．企画委員会委員の変更について 
2． 2020 年度理事会の開催スケジュール 
3． 2019 年度第 4 四半期報告 －分科会・研究会の活動－ 
4．会員の退会 

 
○ 企画委員の交代 

了承日 変更前 変更後 

第 6 回理事会 
宮崎憲二氏 
（株）三祐コンサルタンツ 
顧問 

中曽根知幸氏 
（株）三祐コンサルタンツ 
海外事業本部企画推進部 執行役員 

 
4． ECFA 長期ビジョン策定検討会 

2019 年 1 月 27 日（月）、ECFA の長期ビジョン検討会を開催した。今回は第一回目であるこ

とから理事会へ提出予定の長期ビジョンの骨子について協議を行うと共に、全員でブレインスト

ーミングを実施した。実施体制としては企画委員会を中心にタスクフォース（TF）のメンバー

を組成し、有償・無償・技協分科会や若手分科会等においても検討を要請することとなった。全

体のスケジュールとしては、2020 年度中の完成を目指すこととした。 
2019 年 2 月 20 日（木）、第二回目として、技術協力分科会にて先行して協議したところ、ソ

フト系とハード系コンサルタントでは将来像に違いがある。医療・教育等の分野でみると、教育

では初等教育は終了し高等教育へニーズが移行している。しかし、コンサルタントには知見が十

分でなく、大学自身の参画が不可欠である。他の業界も ODA 離れがみられ商社は投資案件に向

いている。日本企業向けの円借款（STEP）もいつまで続けられるかが課題であり、コンサルタ

ントにとって新たな成長分野を検討するには、他の業界の意見を聞くのは重要である。そこで、

次回以降多様な企業や団体、個人からヒアリングを行うこととなった。 
 
5. 新型コロナウィルス対応に係る緊急アンケート実施 

政府からの新型コロナウィルスの感染拡大の防止に対する自粛要請を受け、ECFA では、

2020 年 3 月 3 日付で ECFA 会員 88 社（法人正会員・賛助会員）に対して各社のウィルス対策

についての緊急アンケートを実施した。その結果、58 社（65%）より回答があり、対策として

は、時差出勤（86.2%）、テレワーク（77.6%）、外部での会議・会合への参加制限（60.3%）の

実施などをしていることが明らかになった。 
また併せて今回の件で JICA に対する質問・要望を聞いたところ、9 社から回答があり、渡航

制限を実施している国もあり、業務の遅延や経費の負担などが懸念事項として挙がった。これら

の点については、契約・精算分科会を受け皿にして JICA と協議を行っていくこととなった。 
 
【附属明細】 
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 34 条第 3 項に規定する附属明細書の事

業報告の内容を補足する重要な事項は存在しないので作成しません。 
 

 
以上 


