
 

背景及び基本認識 
わが国の海外コンサルティング産業は、近年の政府による積極的なインフラシステム海外

展開の推進を背景として開発途上国の社会課題解決のため事業を展開しているところである

が、交通分野の大型インフラ案件への集中により、他のインフラ分野や技術協力案件の低

迷、援助実施機関の調達システム変更による収益悪化等により、経営環境は必ずしも良好で

はない。 
また、世界中に感染が拡大している新型コロナウィルスは、コンサルタントの一時帰国・

渡航中止等により、円滑なコンサルティング業務遂行の上で大きな支障がでており、事業の

中断や再開を通じ、今後の経営環境への影響が心配される。 
一方、国内のコンサルティング産業は、人口の減少に比例し縮小していくことが見込まれ

ており、そのためにも海外部門を拡充していくことは喫緊の課題である。例えば、ODA 事

業に関しては、事業自体の採算性（収益性）が確保されにくく、このような現状が経営基盤

に悪影響を及ぼしているため、適正な契約方法への改善、業務指示書の作成、税制問題等相

手国政府との交渉など、事業の健全な執行を可能とするための制度改善を働き掛ける。併せ

て、予算執行調査等においても指摘されているように、コンサルタントの質及び国際競争力

を高めるために新技術・デジタル技術等の活用も重要である。 
加えて、持続可能な開発目標（SDGs）への関心は年々高まっており、コンサルティング

産業においても、責任をしっかりと果たして行くことが必要である。 
ODA 予算は 1997 年のピークに比較して約半分の水準で推移しており、ODA 事業にのみ

特化した事業形態では現在以上の成長が危ぶまれる。引き続き、世界銀行、アジア開発銀行

等の国際機関案件や、民間資金と連携した ODA 事業さらには民間投資事業にも取り組んで

マーケットを広げていくことが不可欠である。 
これらの新たなマーケットに参入していくためには、これまでの活動に加え、1) AI、ビ

ッグデータ等を活用した第 4 次産業革命、Society5.0 による産業構造の変化を踏まえた対

応、2)異業種交流を通じてこれらの新たな分野での事業活動を支える人材の養成・確保、3) 
途上国を含め国際的なアライアンスを形成するべく、FIDIC 活動を通じたネットワークの

一層の強化、4)業界が抱える高齢化への対応、等が喫緊の課題であり、加えて認知度向上も

重要である。 
 こういった背景、基本認識の下、当協会は 2020 年度の活動として下記の点を重点課題と

して推進していく。 
 
● 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。 
● 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。 
● 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ト業界 

との連携を促進する。 
● 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。 
● 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。 

 
 
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 
 
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 
 政府は、（ア）自由で開かれたインド太平洋戦略を推進し、（イ）SDGs 達成に向けたグロ

ーバルな課題への対処と人間の安全保障の推進、（ウ）途上国とともに「質の高い成長」を

目指す経済外交・地方創生への貢献を掲げ、国益に資する開発協力と連携の強化、国民と共



 

 

にある開発協力に取り組む方針を明確にしている。そのため、日本が推進する質の高いイン

フラ整備、中小企業の海外展開支援、そして直近での民間資金の導入と官民連携（PPP）の

促進においては、最上流から切れ目なく相手国や各アクターへの提案・支援・調整していく

ことが求められており、コンサルティング業界が培った経験とノウハウに活用し、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う。また、新型コロナ感染

症の拡大を受け ODA 事業についても大きな影響を及ぼしており、政府・援助実施機関と緊

密な連携をとって適切な対応を講ずるよう要望していく。 
 
（1）各省との意見交換会 
本年度も ODA 実施機関だけでなく政策官庁との幅広い意見交換を実施する。 
ア）経済産業省との意見交換会 
経済産業省は、現行のインフラ海外展開戦略をレビューし新たな戦略の方向性を検討すべ

く、貿易経済協力局長の下に「インフラ海外展開懇談会」を本年４月に設置した。わが国企

業を取り巻く市場環境や地球規模課題等を踏まえ、①エネルギー・電力、②デジタルを重点

に検討し、６月に「経協インフラ戦略会議」が策定する予定の“インフラシステム輸出新戦

略”の骨子に提案する予定である。議論の推移を見守り必要に応じ意見交換を実施する。ま

た、同省は昨年同様「わが国企業によるインフラ海外展開促進調査」事業を引き続き公募

し、エネルギー、交通、情報通信、基盤整備、生活環境、医療・宇宙等の新分野の案件形成

に注力しており、貿易経済協力局・製造産業局等と緊密に連携し意見交換を実施していく。 
イ）外務省との意見交換会 
外務省は、令和 2 年度の重点施策として、①「自由で開かれたインド太平洋戦略」として

質の高いインフラを通じた連結性の強化としてハード（港湾、鉄道、道路等）＋ソフト（制

度、基準、技術、運用ノウハウ）でのインフラ支援の推進、②中小企業の海外展開推進、事

業運営権対応型日本の技術・製品の普及促進、③グローバルな課題と SDGs（女性、教育、

保健、食料、防災、水等）の推進を図っており、ODA の政策課題、案件形成、実施体制の

改善について適宜意見交換を行う。また、懸案となっている円借款・無償事業における租税

問題の改善について引き続き協議する。さらに、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い円

借款事業・無償事業の実施が困難となっているケースが出ており、中断に伴う経費・人件費

の補填、再開に伴う追加経費等の問題について積極的な対応を実施するよう要望する。同様

に ODA 事業における安全対策として感染症対策も含め今後研修活動の強化・改善を提案し

ていく。  
ウ）国土交通省との意見交換会 
国土交通省は、インフラ海外展開に伴う鉄道、空港、港湾、水資源、都市開発等の中核の

分野を所管しており、「川上」から「川下」まで一貫してプロジェクト支援の強化を謳って

いる。特に、平成 30 年の法改正により（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構、（独）水

資源機構、道路公団等の独立行政法人が案件形成に参加してきており、ODA 案件だけでな

く PPP 案件でも同省との連携・意見交換を行い、各機関との交流を推進していく。また、

わが国初めてのインフラファンドである（株）海外交通都市開発事業支援機構（JOIN）は

既に出資案件が 20 件以上に上り、着実に成果を上げている。PPP 事業、スマートシティ事

業等の推進で意見交換を実施していく。 
エ）内閣府との意見交換会 
内閣府は、わが国のインフラシステム海外展開の司令塔である「経協インフラ戦略会議」

の事務局機能を果たしている。本年 2 月わが国企業によるインフラシステムの海外展開等

をさらに推進すべく、2021 年以降の新戦略の方向性を議論する「インフラ海外展開に関 
する新戦略策定に向けた懇談会」を設置した。予定では、6 月に骨子を策定し、12 月に新

たな海外戦略を取り纏めることとなった。内閣府は、これまで ODA 戦略のもと産業別戦略

の策定、質の高いインフラの国際スタンダード化の推進、ソフトインフラの支援、官民プラ

ットフォームの構築、O&M 借款活用によるインフラ案件への経営参画等を促進してきてお



 

 

り、今年度も新たなインフラ海外展開戦略について意見交換を実施する。 
オ）その他省との意見交換会 

 世銀・ADB 等国際機関は、財務省国際局開発機関課が所管しており、当協会は、わが国

コンサルタントの一層の参画について意見交換を実施していく。また、環境省とは地球環境

局・環境政策局と JCM 及び EIA 業務の改善について協議し、厚生労働省とは、水道事業

の国際展開について、農林水産省とは農業支援の拡充について意見交換を図る。 
 
（2）政党との意見交換会 
参議院 ODA 委員会、行政事業レビュー等の実施状況に鑑み、国際協力におけるコンサル

タントの役割の重要性、コンサルティング業界の現状について理解を求めるべく、自民党、

公明党、立憲民主党等の国会議員との意見交換の機会を検討していく。 
 

2．援助実施機関との定期的意見交換の拡充 
 （独）国際協力機構（JICA）は、2020 年 4 月多様なアクターとの連携を一層促進すべ

く、機構の大幅な組織改編を実施した。特に課題部は、ガバナンス・平和構築部、人間開発

部、経済開発部、社会基盤部及び地球環境部の 5 部に改編され、人事部、調達部及び国際

協力人材部の 3 部は、人事部及び調達・派遣業務部の 2 部に改編された、コンサルタント

の調達は調達・派遣業務部が所管することとなった。また、JICA はデジタル化の趨勢の

下、昨年 12 月デジタルトランスフォーメーション（DX）推進タスクフォースを設置し、

デジタル技術を活用した円借款・投融資・無償事業の組成、デジタル技術（AI 等）を使っ

た業務の合理化、DX 推進のための実施体制の構築を目指している。本年 5 月を目途に実施

案が取り纏められる。さらに直近の新型コロナウィルスの発症事案に伴い、プロジェクトの

中断が発生し海外渡航が実質困難となっている。そうした待機に伴う人件費の補填、中断に

伴う経費の負担、そして再開に伴う追加経費が課題となっており、国内業務への振り替え、

予備的経費の活用、契約変更による追加 M/M 等について対応を協議していく。併せて新規

案件の公示中止や停滞等の重大な問題が発生しないよう要望する。そこで、組織変更に伴

う、各部の業務内容の変更、デジタル化の方向性について、さらにコロナ対応に伴う業務の

見通し、契約変更等について、（1）理事同士の意見交換、（2）分科会・研究会等を通じた

実務者レベルの協議について迅速に開催していく。なお、予算の執行状況 QCBS 適用の状

況、事業の収益性について引き続きモニタリングしていきたい。 
 
（1）理事同士の交流の実施 
 昨年度に引き続き、ODA 事業全般について意見交換すると共に、上記の組織体制の見直

し、事業の効率化・収益性、併せてコロナ対策の内容等について、JICA 理事との意見交換

を実施する。なお、JICA 理事長と会長との懇談会も機会を設けて実施していく。 
 
（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、コンプライアンス分科会等を通じて、JICA 関係部との意見交換を実施する。 
 
3．経団連との意見交換会 
本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－

2019 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

案の策定に意見発信した。本年度は、同提言書をフォローするとともに、新型コロナ対策に

ついてコンサルティング業界の代表として意見を発信し、国際協力委員会やサブサハラ地域

委員会等を含め、政府の経済対策・ODA 対策に係る委員会等に積極的に参加していく。ま

た、経団連事務局とも緊密な協力関係を継続していく。 
 



 

 

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 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、政府・ODA 実施機関

において新たな取り組みが行われ、JICA の組織改編や調達システム（QCBS 等）、手続き

の変更等が実施されている。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 JICA 等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する。また、国際機関との意見交換も順次開催してい

く。主な重点事項は以下の通り。 
 

1．研究会・分科会等を通じた意見交換 
（1）技術協力分科会 

JICA の技術協力事業は、開発途上国の課題解決能力とオーナーシップの向上促進のた

め、開発コンサルタント派遣や機材供与、本邦研修などを通じて、経済・社会の発展に必要

な人材育成、技術普及、制度構築を目指している。また、円借款事業のための M/P や F/S
の実施を行っている。本分科会では、技術協力事業の実施における業務環境改善のため、

JICA との意見交換を継続的に行っている。昨年度 JICA が実施したプロジェクト研究につ

いて、その成果として「事業マネジメント」の手法（ガイドライン等）を技術協力プロジェ

クトにどう活かすかについて引き続き協議していく。また、新型コロナウィルス感染拡大の

影響や 2020 年 4 月の JICA 組織改編、特に課題部の改編等を踏まえ、今後の技術協力の発

注・事業管理の仕組みについて情報共有を行っていくと共に JICA 関係部と意見交換を行

う。併せて、技術協力事業を通じて得た開発コンサルタントの知見を、対外発信することで

アカデミアや異業種との交流を図り、共創しながら、新しい技術協力のあり方を検討してい

く。 
 
（2）有償資金協力分科会 

インフラ受注額は 2017 年で 23 兆円に達し、「2020 年に約 30 兆円」の目標に向けて増加

基調を維持しており、今年度が最終年度となっている。「経協インフラ戦略会議」では産業

界からのヒアリング等も踏まえ、公的金融制度の改善や拡充、価格競争力の強化、円借款の

迅速化等を実施してきた。最新の「インフラシステム輸出戦略」でも官民一体となった競争

力強化、受注獲得に向けた戦略的取組、質の高いインフラの推進、幅広いインフラ分野への

対応などの具体的施策が取り纏められている。しかし、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いないため、円借款にかかる税

金問題について JICA に要望書を提出する予定である。また、新型コロナウィルスの感染拡

大に伴う円借款事業の対応を含め、引き続き、外務省、JICA、その他関係機関との意見交

換も提案していく。 
 

（3）無償資金協力分科会 
昨年度、それまで懸案となっていた「設計変更の定義」や「JICA 職員とコンサルタント

の役割」分担など課題を改善するため「設計変更に係るコンサルタント向け執務参考」を作

成し、JICA へ提出した。本年度はこの「執務参考資料」の実現のためのフォローアップを

行うと共に、併せて設計変更に係る費用が一部間接費に含まれているとの JICA 見解がある

ためこれを正していきたい。また JICA より提案のあった「設計監理費の定率化」について

は、国・地域、サイト数等案件内容によって大幅に異なるため、導入を前提とせず、慎重に

JICA と議論をしていきたい。さらに一昨年度提出した「より魅力ある無償協力事業につい

ての要望書」では制度的な問題等に対し数多くの改善を要望したので、引き続きフォローを

していく。また、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う予備的経費の活用等無償事業の対応

を含め、外務省、JICA、その他関係機関との意見交換を実施していく。 



 

 

（4）契約・精算分科会 
 昨年 4 月、業務実施契約に「QCBS」が導入されて以降、順次適用が拡大され、最終的に

は「技術協力プロジェクト」が残されている。QCBS 導入後の JICA モニタリング結果で

は、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要因になりつつある。このため当初より指摘してきた QCBS 導

入に当たっては、適切な業務指示書、適正な M/M と予定価格の積算及び公正なプロポーザ

ル評価が前提条件と考える旨本年度も再度強く申し入れる。同様にコンサルタントの人件

費・間接経費の積算方法に関する経費実態調査では、コンサルタントの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。そのため昨年度提

案し、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取について、その適用の拡大

と実態プロセスの開示を求めていきたい。さらに、直近の新型コロナウィルス感染の発生事

案に伴い、待機に伴う人件費・経費の補填、中断及び再開に係る経費負担の問題が生じてお

り、不可抗力条項の適用を含め対応について JICA と協議を行っていく。今後事態の推移を

見守る必要があるが、JICA には丁寧な説明を求めるとともに、コンサルタント側に不利益

のないよう要望して行きたい。 
 
（5）契約精算実務者勉強会 

JICA を取り巻くデジタル化の中で、調達業務は業務効率化、合理化及び簡素化を推し進

めており、その中で電子化に向け JICA 調達部と勉強会を設けていく。加えて、新型コロナ

ウィルスの感染拡大に伴う契約変更の実施、及び昨年度から重なる制度変更により精算手続

きの改善について協議していく。 
 

（6）安全対策分科会 
安全対策の強化・啓発のために官民挙げての実施している「ECFA 海外活動安全強化月

間」については、例年通りダッカテロ事件が発生した 7 月とし、同時に安全啓発ポスター

の制作及びセミナー開催を行う。セミナーについては、今回の新型コロナウィルス感染症な

どを考慮し、「疾病」対策や女性コンサルタントの活躍などを踏まえ、女性の視点に立った

安全対策セミナーの開催を検討する。 
加えて会員が直面した安全対策上の事例と教訓を共有する。また本年度も外務省主催の

「常設化後国際協力事業安全対策会議」や JICA 安全管理部との意見交換を通じ、現場で抱

えている問題や課題の改善及び解決のための提案をより強化して行きたい。このために定期

的にアンケート調査を実施し、現場の状況を把握することに努める。 
 
（7）民間連携事業分科会 

企業の海外展開支援事業は、国内で ODA 事業の知名度をあげる上で大きく貢献している

ほか、予算も年々増額されておりコンサルタントへの期待もますます高くなっている。昨年

度、新しく JICA の民間連携部と国内事業部が一体となったことで、地方の国内センターへ

の権限委譲など、組織の体制が変わりつつある。そのため、本年度は地方センターとの関係

強化を目指し、先方に出向いて地元企業とのマッチングやセミナー等を開催することで、コ

ンサルタント業界の認知度アップやビジネスチャンスの創出につなげていく。また、中小企

業支援スキーム説明会のイベントにおいては、引き続き積極的に講師派遣を行い、外部人材

としての「開発コンサルタント」の役割を広く知ってもらうよう推進する。なお、会員企業

間での事例紹介（グッドプラクティス）は引き続き実施する。 
 
2．その他研究会 
 (1) コンプライアンス研究会 

昨年度、外務省及び JICA の不正行為等措置規程が改訂されたが、本邦コンサルタントが措置

を受けた実績はない。法令順守の徹底が強化されていると言える。一方 FIDIC の国際大会では



 

 

コンプライアンスの順守が引き続き強く発信されており、世界のコンサルタントが順守すべく

FIDIC Guidelines for Integrity Management System が広く活用されている。このため FIDIC
と連携するとともに、定期的に外務省や JICA と協力してセミナーあるいは研修の機会を設けて

いきたい。なお、2019 年 OECD 開発援助委員会（DAC）において、「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」

（SEAH：Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment）が採択されたことから、JICA では

SEAH 防止のための研修や関連する規程の改正を検討しており、今後情報共有していきたい。 
 

(2）SDGs サステナビリティ推進チーム 
SDGs（Sustainable Development Goals）は、MDGs（Millennium Development 

Goals）の後継目標として議論され、結果的には途上国に限らず先進国を含めた世界的な目

標として成立し、近年急速に政府・市民社会・民間企業・学術機関など、様々なステークホ

ルダーが実現に向けて協働を開始している。ECFA では、昨年度より SDGs の達成に向け

て開発コンサルタントが強みを活かすとともに、他のステークホルダーと連携できるフィー

ルドを拡大すべく、サステナビリティ推進チームを立ち上げている。そこで、今年度も①

SDGs 目標に紐付けた知見の対外発信、②SDGs に資する技術スキルの向上、③SDGs を踏

まえたブランド力の向上、④SDGs 達成に向けた異業種との交流促進について、リソースや

資金を効率よく活用しながら、SDGs ビジネス推進を積極的に検討していく。 
 

（3）環境社会配慮勉強会 
 環境社会配慮業務を巡る課題について、2017 年「JICA 環境社会配慮業務に関する優先

改善課題とその JICA への改善要望素案」として JICA 審査部へ提出をし、その後同部をは

じめ助言委員会とも意見交換会を開催し、有意義な議論が交わしたが、実務者レベルにおい

てはまだ改善が図れていない。環境社会配慮調査は、「質の高いインフラ投資」の前提条件

に位置付けられるように、今後益々その重要性が増す。一方、適切な業務を行うためには更

なる改善や取り組みが必要となってくる。本年度は現行環境社会配慮ガイドラインの見直し

の時期であり、世銀等の国際機関の運用を参考に包括的なレビューが実施される。そこで、

この機会にコンサルタントの業務量・期間、指示書のあり方、役割分担等運用上の課題につ

いて、運用改善のための要望書の提出をはじめ、JICA との意見交換、セミナーの開催、ま

た会員間の事例紹介（グッドプラクティス）等の勉強会を積極的に実施していく。 
 
3．国際機関との意見交換の強化 
 国際機関との交流を一層推進し、会員企業の具体的なプロジェクトへの参加を支援してい

く。特に東京には、世界銀行・アジア開発銀行（ADB）・アジア開発銀行研究所（ADBI）、
欧州復興開発銀行（EBRD）、国連開発機関（UNDP）等の東京事務所があり、各機関の戦

略と重点政策、調達システム等について定期的に情報交換していく。また、米州開発銀行

（IDB）は、環境社会配慮ガイドライン（Environmental and Social Policy Framework）を

改訂中にあり、意見交換を行う予定である。 
 
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の関係団体として、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）、建設コンサルタン

ツ協会（JCCA）等と引き続き交流し、海外建設協会（OCAJI）、日本機械輸出組合

（JMC）、日本技術士会（IPEJ）等とも適宜連携を図っていきたい。 
 
 
 
 



 

 

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

協会との連携を促進する 
 

1．FIDIC 活動分科会 
（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。2019年に就任したCEO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FIDICの組織改革の具体化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）の活動を支援し、意見発信を強化する。また、FIDIC各委員会の活動方

針が改定されたことから、ECFAとしても委員会支援と活性化のため引き続き委員を派遣す

るとともに、世界102ヵ国FIDIC加盟協会との交流を促進していく。 
 
（2） FIDIC国際大会への参加 

本年は 9 月にジュネーブ 2020 年 FIDIC 国際大会（FIDIC International Infrastructure 
Conference）が開催される予定であったが、新型コロナ感染拡大から急遽中止となり、テ

レビ会議の形式で実施されると通知されている。テーマは、“Infrastructure Governance 
and Leadership”である。同大会を通じ、欧米コンサルタンツの先進的な取組みを学ぶこと

ができればと期待される。また、毎年若手技術者の参加を支援しているが、今年は未定であ

る。大会終了後の会員向けの報告会も今後検討していく。 
6 月には、FIDIC 下部組織であるアジア地域の ASPAC（FIDIC Member Associations in 

the Asia-Pacific Region）がタイ国バンコクにて” DEVELOPMENT & MANAGEMENT 
OF INFRASTRUCTURE PROJECTS”をテーマに ASPAC 大会が開催される予定であった

が、同様に中止となっている。ASPAC 加盟 21 ヵ国のコンサルタンツ協会との関係につい

ては、今後交流方法を検討していきたい。 
 
（3） Dispute Board（DB  紛争裁定委員会）の普及・啓蒙 

FIDIC は、同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）の普及啓蒙を重要課題として実施している。FIDIC 約款を導入している

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、DB の普及活動に力を入れるべく、「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する。 
 

2．FIDIC 契約約款分科会 
昨年度目標であった「FIDIC Red Book 2017/1999/MDB 版比較解説セミナー」が 12 月

に無事終了した。本年度は、FIDIC 契約約款の普及啓蒙の一環として、本格的に FIDIC 
Red Book 2017 年版の翻訳作業に取り組み、年度内の完了を目指す。 
 
3．契約管理者育成分科会 

海外プロジェクトにおいて、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、昨年度に続き本分科会では、契約管理 ( contract administration) や紛争

(dispute) に係る FIDIC 契約約款の原則や関連条項の解説セミナー（入門編）及び具体の

紛争事例を題材としたワークショップ（実務編）を開催し、契約管理を志す会員の能力向上

と育成を図る。また、昨年度から始めたデザインビルド勉強会は、本年度も継続していく。 
 
4． 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 約款の広報を推進する。 
 
 
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 
 
1．教育研修委員会 
（1）研修・セミナーによる人材養成 

開発コンサルタントの人材養成のため、本年度も各種研修・セミナーの開催を予定してい

る。新卒者・中途採用者を対象とした「開発コンサルティング基礎研修」、「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」・「円借款入

門」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」「総括向けジェンダー研修」等や、会員に有益な特定なテーマの「ECFA セミナー」を

実施する。また、JICA 人事部と連携し、JICA 能力強化研修（例えば平和構築、復興支

援、金融、評価、ガバナンス、民間連携、気候変動、ジェンダー、環境社会配慮等）への参

加を推奨し、コンサルティング業務の質的向上を支援する。また、新型コロナウィルス感染

拡大の影響に鑑み、オンラインでの実施も積極的に行う。 
 

(2) 若手コンサルタント分科会 
本分科会は、FIDIC 加盟協会の若手コンサルタントや日本国内の若手コンサルタントのネッ

トワーク形成と能力向上を目的に活動を行っており、特に FIDIC の将来リーダー（若手専門

家）委員会（FIDIC Future Leaders Forum Steering Committee, FIDIC FLF SC）及び、

ASPAC の若手専門家委員会（ASPAC Young Professional Forum Steering Committee, ASPAC 
YPF SC）に委員を派遣する。これまで、FIDIC 大会や ASPAC 大会での若手セッションにおい

て、若手コンサルタントから業界の課題や改善策について、発表することになっていたが、それ

ぞれの大会が中止となったため、今後その対応を検討する。大会以外では FIDIC FL および

ASPAC ニューズレターに、日本の活動を投稿し日本のプレゼンスを高めていく。また、国内で

も若手コンサルタントのネットワーク形成や交流会（スポーツ交流会等）の企画、能力向上を目

的にセミナーの開催、国内でのインフラ事業の現場見学会、会員企業を訪問し経営層の方との交

流（出張若手講座）等を実施予定。併せて、今後のコンサルタント業界の発展のため、公的機関

や他の民間企業などとの交流・情報収集を検討する。 
 

2．人材確保（就職支援向けの活動） 
業界の高齢化を背景に、中堅・若手人材の確保を支援すべく、本年度も重点的に就職支援

活動を実施する。開発コンサルタントを目指す人材を対象に、直接個別相談が行える「業界

説明セミナー」、会員企業への訪問を促す「Open Week」、そして JICA と共催で実施して

いる「業界説明セミナー」（留学帰国者、技術系、全分野対象）は、東京開催のほか、地方

にて 2 回開催予定。その他、JICA 海外協力隊員向けの派遣前ガイダンス、帰国後のキャリ

アガイダンスへの若手コンサルタントの派遣によるコンサルタントの業務紹介を実施する。

JICA の新卒採用イベント「jicafe」は、新型コロナウィルスの影響も考慮し、インターネ

ット等を活用した代替イベントを検討する。2011 年度より JICA と共催で実施している

「インターンシップ・プログラム（コンサルタント型）」は継続し、学生がプロジェクトの

現場を体験する機会を提供する。新型コロナウィルス感染拡大の影響も鑑みオンラインでの

実施も積極的に行う。 
 
 
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 
 

コンサルタントの社会的地位向上を目指して、学生、民間企業、アカデミア、一般市民、



 

 

政府機関関係者等に対し、開発コンサルタントの役割、業務内容等について広報する。特

に、ODA における開発コンサルタントの貢献や成果等について十分報道されていないた

め、外務省・JICA にはマスメディアに発表する際は、従事した開発コンサルタントの企業

名の公表を強く要望すると共に、会員自らも社内で企業名の対外発信を徹底するよう呼びか

ける。併せて、メディア等との連携を強化し、ホームページや SNS など身近な媒体を積極

的に活用し、広報活動を拡充する。また、新型コロナウィルス感染拡大の影響も鑑みオンラ

インでの実施も積極的に行う。 
 

1. 広報研究会 
本年度も、広報研究会を中心に対外的な発信を強化する。特に外務省、JICA 等関係機関

とは連携を密にし、開発コンサルティング企業名の公表を含めた広報活動の拡充を図ってい

く。また、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、国際協力のイベ

ントへの参加は継続し、SNS 等を活用した新たな情報発信手段を通じて、開発コンサルタ

ントの活動を紹介する。 
 

2. 出前講座 
本年度も、全国 10 大学程度を目標に「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講演するとともに、途上国の現場で培

った知識と経験を具体的に紹介し、開発コンサルタントの仕事の魅力を伝える。また、

SDGs の急速な普及に伴い、小中高校生、一般企業や市民の開発課題への関心も高まってい

ることから、こうしたグループをターゲットとした講師派遣も検討する。 
 

3．開発援助、SDGs 関連イベントへの参加 
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る。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、地方においても開発コンサルタ

ントの活動と成果を発信し、社会的地位向上に努める。その他、開発援助・SDGs 関連のイ

ベントについても有益なものがあれば出展を検討する。 
 

4． 外務省国際協力局政策課との連携 
昨年度に引き続き、外務省国際協力局との連携により、ODA 広報事業での開発コンサル

タントの活躍についての情報提供を強化する。具体的には、外務省ツイッター・ODA マン

等のアカウント向けに、現場で経験している感動的なストーリーの制作に協力し、ツイッタ

ーを活用したコラボレーションなども積極的に行う。 
 
5． 学会での情報発信 

専門家が集う学会は、開発コンサルタントの現場の経験や成果の発信の場として最適であ

る。例えば「国際開発学会」は、開発コンサルタントによるプロジェクトの取組みや成果、

現場での課題等の発表に、大きな期待と関心を寄せているが、十分貢献できていない。そこ

で、引き続き研究者、JICA 等と連携し開発コンサルタントによる共同発表の機会を積極的

に発案していく。その他の学会においても、会員と連携し情報発信への機運を高めていく。 
 

6．業界紙との連携 
開発コンサルタントの活動に対する広報と情報発信する観点から、業界紙・マスメディア

と協力し、国内における広報活動を強化する。 
7．WEB、SNS の活用 

インターネットを通じて、開発コンサルタントの活動をわかりやすく紹介する記事・動画

での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を通じて効率の良い情報



 

 

発信を検討する。特に 5G 時代を視野に、会員と新たに動画コンテンツを作成し、SNS を

通じて一般に配信し、開発コンサルタントの役割や成果を広報する。 
 
 
VI．  調査・研究活動 

本事業として、「アジア PPP 推進協議会」を推進する。同協議会は、途上国における

PPP（Public Private Partnership）事業の促進を目的に、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。本年は、政府「経協インフラ戦略会議」

の提言を踏まえ、引き続き本協議会の事務局として PPP 事業の推進を支援していく。 
 
 
VII．事務局業務の推進 

現在の各種委員会・分科会・研究会等の実施体制を踏まえ、事務局機能を更に強化し、今

年度の事業目標達成に向け、効率的な事務局運営に引き続き取り組んでいく。特に、新型コ

ロナウィルス感染拡大を勘案し、テレワーク環境の整備を進めると共に、各種会議のオンラ

イン化を推進していく。 
 
 

以上 


