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背景および基本認識背景および基本認識背景および基本認識背景および基本認識    

昨年、10 年以上にわたり日本の政府開発援助（ODA）を支えた ODA 大綱が改訂され、名

称も“開発協力大綱”となった。政府は、現在の国際社会では、民間企業、地方自治体、非政府

組織（NGO）を始めとする様々な主体が、開発課題の解決、そして開発途上国の持続的成長

にますます重要な役割を果たしていることから、ODA のみならず、各種の力を結集すること

が重要としている。その意味で、ODA は、開発に資する様々な活動の中核として、多様な資

金・主体と連携しつつ、様々な力を動員するための触媒、ひいては国際社会の平和と安定及び

繁栄に資するための原動力の一つとしての役割を強調している。そこで、政府は本年度予算の

方針として、ODA の積極的・戦略的活用を引き続き掲げ 1）普遍的な価値の共有、国際社会

の平和と安定に向けた協力、2）途上国と日本の経済成長のための戦略的な ODA の充実 3）

人間の安全保障の推進、4）戦略的なパートナーシップの構築を柱として推進することを目指

している。コンサルティング分野については、従来のインフラ輸出に加え、海外投融資に係る

PPP F/S 事業や病院・医療サービスの輸出、日本の中小企業の国際展開の支援や地方自治体

との連携事業等新たな分野への拡大が始まっている。    

平成 27 年度の ODA 予算を見ると、一般会計ベースで前年度比 1.5%減の 5,422 億円となり、

16 年連続の減額となった。具体的には、技術協力の予算は 2.6%減の 1,464 億円、無償資金協

力事業は 3.7%減の 1,605 億円、また有償資金協力は横ばいの 9,885 億円となり、昨年と比べ

ても厳しい結果となった。また、事業予算ベースでは、前年度比 1.7%増の 1 兆 8,057 億円の

規模となった。ちなみに、本年度の円借款の回収金は 6,655 億円に及ぶ。 

こうした状況の下、当協会はわが国 ODA 事業の戦略的展開を支援すべく、円借款事業、技

術協力事業、無償資金協力事業、それに加え海外投融資事業等各事業において積極的な役割を

果たすとともに、政策の立案・実施体制について開発協力の最前線から各事業の引き続き改善

に向けて政府・関係機関との意見交換・情報発信を行っていく。また、業界内では、世代交代

が進展する中で新たな開発コンサルタント人材の養成・確保と専門性を一層高めるためのスキ

ルアップ研修・セミナーの強化が必要とされている。そうした有能な人材を集めるためにも、

業界団体として開発コンサルタントの使命と責任、そして具体的な役割について対外発信・広

報活動を行い、専門家の知的グループとして社会的地位の向上に資することが求められている。

さらに、国内での発信に加えわが国コンサルタントの国際的な地位向上を目指して、外国コン

サルタントとの交流を拡大していくことも期待されている。    

なお、今回の大綱では、コンサルタントについて、実施体制における開発協力人材・知的基

盤の強化の対象として、民間企業で総称されず、専門性を持った国際人材としてコンサルタン

トが初めて明記されたのは画期的なことと言える。また、当協会は昨年度業界として初めて、

国際協力機構（JICA）より理事長表彰「国際協力感謝賞」を受賞した。    

以上の状況を踏まえ、平成 27 年度は下記の点を重点課題として ECFA の活動を推進してい

きたい。 

●●●●    開発協力開発協力開発協力開発協力の新たな政策立案と実施の新たな政策立案と実施の新たな政策立案と実施の新たな政策立案と実施体制の確立に向け政府・関係機関との緊体制の確立に向け政府・関係機関との緊体制の確立に向け政府・関係機関との緊体制の確立に向け政府・関係機関との緊

密な連携を図り、意見発信を行う密な連携を図り、意見発信を行う密な連携を図り、意見発信を行う密な連携を図り、意見発信を行う。。。。    

●●●●    コンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換コンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換コンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換コンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換

の実施の実施の実施の実施    
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●●●●    開発開発開発開発コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント人材の養成・確保人材の養成・確保人材の養成・確保人材の養成・確保の強化の強化の強化の強化及び研修・セミナーの拡及び研修・セミナーの拡及び研修・セミナーの拡及び研修・セミナーの拡            

充充充充    

●●●●    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推進する。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推進する。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推進する。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推進する。    

●●●●    世界のコンサルタントエンジニア連盟世界のコンサルタントエンジニア連盟世界のコンサルタントエンジニア連盟世界のコンサルタントエンジニア連盟総会総会総会総会に参加に参加に参加に参加し外国コンサルタントとし外国コンサルタントとし外国コンサルタントとし外国コンサルタントと

の交流を促進する。の交流を促進する。の交流を促進する。の交流を促進する。    

    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．開発協力開発協力開発協力開発協力の新たな政策立案と実施の新たな政策立案と実施の新たな政策立案と実施の新たな政策立案と実施体制の確立に向け政府・関係機関との緊密体制の確立に向け政府・関係機関との緊密体制の確立に向け政府・関係機関との緊密体制の確立に向け政府・関係機関との緊密

な連携を図り、意見発信を行う。な連携を図り、意見発信を行う。な連携を図り、意見発信を行う。な連携を図り、意見発信を行う。    

1111．．．．開発協力開発協力開発協力開発協力政策政策政策政策立案立案立案立案・制度設計に関する政府機関との意見交換の実施・制度設計に関する政府機関との意見交換の実施・制度設計に関する政府機関との意見交換の実施・制度設計に関する政府機関との意見交換の実施    

 政府の掲げる①普遍的な価値の共有、国際社会の平和と安定に向けた協力（ガバナンス、平

和構築、ジェンダー平等等）、②途上国と日本の経済成長のための戦略的な ODA の充実（イ

ンフラ輸出、中小企業・地方自治体・医療サービスの国際展開、日本方式の普及等）、③人間

の安全保障の推進（防災、ユニバーサルヘルスサービス（UHS）、環境・気候変動対策等）、④

戦略的なパートナーシップの構築（新興国・ODA 卒業国、ASEAN・NEPAD 等地域協力等）

等の政策実現に向け、ODA の戦略的活用のあり方について、外務省・経済産業省・財務省等

の政府と意見交換を実施していく。特に本年度は、わが国の地方自治体連携支援、医療技術・

サービスの海外展開、ODA 卒業国支援、ASEAN/NEPAD 等への地域協力、平和構築テロ対

策支援、女性の能力開発・ジェンダー支援等新たな支援が盛り込まれており、具体的な制度設

計や実施方針について協議していく。また、円借款についても、制度改善や新たな制度構築に

より、環境・防災・医療案件への適用、STEP の適用分野拡大、外貨返済型借款、中進国等所

得水準の高い国への積極的な供与等これまでにない取組みが始まっており、意見交換を実施し

ていきたい。さらに、官民連携事業もこれまで以上に民間部門への期待が高まっており、

ODA を活用したインフラ・システム輸出・中小企業の海外展開、PPPF/S 事業の推進、そし

て海外投融資制度の本格的稼働に向け協議を行っていく。 

 

2222．．．．開発協力開発協力開発協力開発協力の制度運用・実施体制に関する援助実施機関との定期的意見交換の強化の制度運用・実施体制に関する援助実施機関との定期的意見交換の強化の制度運用・実施体制に関する援助実施機関との定期的意見交換の強化の制度運用・実施体制に関する援助実施機関との定期的意見交換の強化    

 新たな ODA の目標を踏まえ、その制度運用・実施体制の改善については、実施機関である

JICA と定期的な意見交換をさらに充実させていく。そのため、昨年同様（1）理事の代表、

（2）企画委員会の委員、そして（3）研究会・分科会等の各レベルで JICA と定期的な意見交

換を拡大していく。 

（（（（1111））））理事同士の交流の活性化理事同士の交流の活性化理事同士の交流の活性化理事同士の交流の活性化    

 昨年、理事会には外務省・JICA の幹部、ジャーナリストを招待し懇談会を開催したが、幹

部同士の交流は ODA 事業全般を見渡し、ODA の課題、業界の方向性を知る上で貴重な機会

と言える。本年度も外部有識者や JICA 幹部との交流を活性化していきたい。なお、JICA 理

事長との懇談会も機会を設けて実施したい。 

（（（（2222））））企画委員会を通じた意見交換企画委員会を通じた意見交換企画委員会を通じた意見交換企画委員会を通じた意見交換    

    企画委員会は、協会の事業活動につき、会員の視点からその取り組み方につき検討を加え、

会長の諮問機関として事務局に対して助言・指導を行なうものである。本年度は、外務省初め

他省、そして JICA 各部と業界の事業環境の改善に向けて意見交換を実施する。また、懸案の
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AJCE との連携についても、協議会の報告を踏まえ、連携強化（合併・事業継承）の方向で検

討していく。なお、そうした結果は会長に報告し、併せて会長の指示により理事会に報告し、

特に重要な案件については理事会に諮るものとする。 

（（（（3333））））研究会研究会研究会研究会・分科会等・分科会等・分科会等・分科会等を通じた意見交換を通じた意見交換を通じた意見交換を通じた意見交換    

ア）技術協力分科会ア）技術協力分科会ア）技術協力分科会ア）技術協力分科会    

技術協力プロジェクト（技プロ）について、昨年大幅な手続きの変更があり、新たな事業実

施体制が導入された。しかしながら、技プロの運用に当たってはそのあり方、目的、実施体制、

評価について、引き続き多くの課題がある。特に技術移転を目指す技プロは、事業の目的、範

囲の確定の難しさ、適切なカウンターパートの選定、規模（M/M）、モニタリング方法、本邦

研修、評価を含む報告書作成等でコンサルタントに大きな負担が強いられており、業界の収益

性とも関連し、JICA 職員との協働作業の重要性が看過されてきている。また、長期専門家と

の共同プロジェクトでは、専門家とコンサルタントとの役割分担・指揮・連携の方法が不明確

となっている。一方、協力準備調査等の技術協力では、本来一体である調査内容が分割された

り、期間の短縮が目立ち、F/S での事業費等の提言が円借款のコンサルティング業務に活かさ

れていなかったりする課題も指摘されている。そこで、これらを改善すべく引き続き JICA・

外務省との協議を推進する。 

イ）有償イ）有償イ）有償イ）有償資金資金資金資金協力分科会協力分科会協力分科会協力分科会    

政府は、昨年「経協インフラ戦略会議」を司令塔として“インフラ・システム輸出戦略”を改

訂し、2020 年まで 30 兆円のインフラ受注を掲げるとともに、VGF（採算性）借款、EBF

（出資支援）借款、PPP スタンドバイ（信用補完）借款等新たな円借款手法を公表した。国

土交通省も JICA に倣い（株）海外交通都市開発事業支援機構（JOIN）を立ち上げ、インフ

ラファンドとして日本企業の PPP 事業への支援と、円借款と連携した投融資の支援策を打ち

出した。こうした新たな取組みについて関係機関より情報収集し、会員と共有していきたい、

また、これまでの円借款事業では STEP の対象分野の拡大や迅速化のため連携 D/D の大幅拡

充が提案されており、是非フォローしていきたい。一方、コンサルタントに係る課題では事業

規模に対し M/M の縮小、税金問題、入札方法（評価基準、QCBS 等）問題、契約条件（PL

保険、ペナルティ、ボンド等）等の課題が指摘されており、業界の収益性にも影響し、外務

省・経済産業省・JICA 等との定期的な意見交換の機会を設け、業界の意見を提示していきた

い。 

ウ）無償ウ）無償ウ）無償ウ）無償資金資金資金資金協力分科会協力分科会協力分科会協力分科会    

昨年度、無償事業の改善は遅々として進展せず、年度末に JICA との前向きな意見交換が行

われた。無償事業の課題は、1)制度上の制約、2)運営・体制上の課題、3)JICA との役割分担

の問題に整理される。制度的には、Grant Agreement（G/A）の先方の負担項目の履行、概略

設計と G/A の関係性、予備的経費の位置づけ等の問題があり、運営・体制上の課題は、設計

変更の迅速な対応、予備的経費の活用と拡大、調達方法の改善等あり、JICA との役割分担の

問題では計画段階での十分な自然環境調査の確保、契約上の不可抗力条項への対応、実施段階

での審査機能と実施促進機能の拡充等が期待されている。無償制度は抜本的に見直す必要があ

り、コンサルティング企業にとって片務的な契約制度を改め、民間に適正な収益を確保するよ

う引き続き外務省・JICA と積極的に意見交換を実施していく。また、ODA のプログラム化

の中で、円借款や技術協力の 3 事業の一体的運営が求められており、無償制度の早急な実施
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体制の改善に協力していきたい。 

エ）契約・精算分科会エ）契約・精算分科会エ）契約・精算分科会エ）契約・精算分科会    

業界にとって枢要となる契約相手は JICA であり、毎年本分科会を通じ JICA との協議を行

い、コンサルタント契約・精算業務における問題点・課題について取組んできた。こうした活

動の中、昨年度 JICA は「競争性の向上」、「一者入札の解消」を目的に、航空賃の合理化、一

般業務費の定率化の経費率の削減、総合評価落札方式の本格導入、専任技術者（特に 65 歳以

上）の要件の厳格化、コンプライアンスの罰則強化、本邦研修等招聘業務の業務実施契約への

組み入れ、総括/副総括の補強可、外国籍の総括/副総括の承認等について、制度の変更を求め

てきた。総合評価落札方式では低価格入札や予定価格上限拘束性など制度上の課題を抱えてい

る。こうした変更は、業界の収益性にとって影響はきわめて大きく、ECFA として本分科会を

通じて引き続き積極的に JICA と意見交換の上、適切な改善を求めていきたい。 

（（（（4444））））その他その他その他その他研究会研究会研究会研究会    

ア）アフリカア）アフリカア）アフリカア）アフリカ ODAODAODAODA 研究会研究会研究会研究会    

政府は、アフリカ支援を強化しており、TICAD V のフォローとして実施された 5 か所の成

長回廊戦略的マスタープランを踏まえ、本格的な運輸・エネルギー・農業・産業振興・インフ

ラ整備・人材養成に乗り出している。本年度も本研究会にて、アフリカ支援に係る ODA 予

算・事業の動向について情報を共有するとともに JICA（地域部、課題部）及び外務省等との

意見交換を行っていく。 

イ）広報研究会イ）広報研究会イ）広報研究会イ）広報研究会    

本年度も、開発コンサルタントへの理解を深めるため、広報研究会を中心に JICA・関係機

関と連携し、広報活動の拡充を図っていく。昨年度同様大学向けの ECFA 出前講座や一般向

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）にも積

極的に参加し、開発コンサルタントの活動を紹介する。また、「国際開発ジャーナル」への寄

稿等を通じて業界からの提案・情報発信も強化していきたい。コンサルタントの活動紹介のツ

ールとして、動画（DVD）作成も実施していきたい。 

ウウウウ））））中小企業海外展開支援中小企業海外展開支援中小企業海外展開支援中小企業海外展開支援勉強会勉強会勉強会勉強会    

政府による、わが国中小企業の海外展開支援は、ニーズ調査・案件化調査・普及実証事業の

段階で支援が拡大しており、本年度予算も 75 億円規模として、コンサルタント業界の新たな

マーケットに定着しつつある。そのため、昨年度会員間の情報と経験の共有を目指して設立さ

れた標記勉強会はさらに活動を強化して行きたい。具体的には、1）JICA の中小企業海外展

開支援事業の方向と委託事業に係る意見交換会、2）JICA と連携した中小企業家への説明会

の開催（ECFA 単独でも開催検討）、3）本勉強会参加会員の事例紹介、4）JETRO、日本商

工会議所等関連機関の中小企業海外支援スキームの勉強会、5）スキルアップ研修（ファイナ

ンス、税制、輸出入手続き等）を実施する予定である。 

 

エ）コンプライアンスエ）コンプライアンスエ）コンプライアンスエ）コンプライアンス研究会研究会研究会研究会    

外務省・JICA は、最近の不正事案に鑑み「不正腐敗防止ガイダンス」を発表するとともに

コンサルタントに対する罰則規定の強化、違約金の増額を決定した。しかし、相手政府への働

き掛けについては、ガバナンスの強化や不正腐敗防止の法制度支援・能力強化研修等と即効的

な対策が十分でなく、業界にとっては引き続き途上国リスクを抱えることとなる。そこで、本
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研究会では途上国側に焦点を当てた対応策として、円借款や無償事業の担当機関の幹部職員に

対する上記「ガイダンス」を含むコンプライアンス研修の強化を外務省・JICA へ提案すると

ともに、コンサルタントを守る「コンプライアンス携行カード」の発行を提言していく。これ

に加え従来通り、会員企業におけるコンプライアンスの周知徹底を図っていきたい。 

    

ⅡⅡⅡⅡ．．．．コンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換のコンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換のコンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換のコンサルタントの事業環境改善のため政府・援助実施機関等との意見交換の

実施実施実施実施    

本年度も、コンサルタント業界における事業環境改善のため、ODA 実施機関に加え経済産

業省・外務省・国土交通省等との意見交換、また経団連とも連携し、コンサルタント業界から

の働き掛けを強化していきたい。また、最近コンサルタントにとって、ODA プロジェクトの

採算性が各種手続きの改定により低下傾向にあり、今後とも民間にとっても魅力ある適正な収

益を確保できる ODA 事業、さらには開発協力事業とすべく制度改善の提言も含め検討してい

きたい。 

1111．．．．JICAJICAJICAJICA との意見交換会との意見交換会との意見交換会との意見交換会    

当協会は、昨年度 JICA より理事長表彰を受賞しており、田中理事長・堂道副理事長初め

JICA 理事・部長レベルの幹部との意見交換に加え、これまで以上に課題部・地域部・企画

部・資金協力業務部・民間連携事業部・調達部等との定期的な協議を実施していく。また、中

小企業の国際展開支援については、新たに国内事業部と定期的な意見交換会を立ち上げており、

今後具体的な課題等で協議をしていく。その他、開発人材の養成・確保では国際協力人材部と

連携し、コンサルタントの人材発掘・能力強化を推進していきたい。その他、「若手勉強会」

や課題別勉強会は本年度も継続し、現場からの意見発信を行っていきたい。 

    

2222．．．．各省との意見交換会各省との意見交換会各省との意見交換会各省との意見交換会    

本年度 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。 

（（（（1111））））経済産業省との意見交換会経済産業省との意見交換会経済産業省との意見交換会経済産業省との意見交換会    

経済産業省では、官房長官を議長とする「経協インフラ戦略会議」の成果を踏まえ、インフ

ラ・システム輸出戦略を実施。平成 25 年度円借款における日本企業の受注は 1、865 億円

（39.5%）となり過去 2 番目に高い結果となった。また PPP 事業の新たな支援ツールとして

信用補完スタンドバイ円借款を新設。その他マスタープラン策定、F/S 調査の支援、省エネ・

再生可能エネルギー実証事業、インフラビジネスのための人材育成・要人招聘事業を展開して

いく計画にある。そこで、経済産業省とは連携を強化し、コンサルタントの立場から積極的に

意見具申するとともに、「アジア PPP 推進協議会」を通じ、貿易経済協力局経済協力課（戦略

輸出室）・資金協力課、製造産業局国際プラントインフラシステム水ビジネス室等との定期的

な意見交換を行なっていきたい。 

（（（（2222））））外務省との意見交換会外務省との意見交換会外務省との意見交換会外務省との意見交換会    

外務省は、本年 2 月 ODA60 周年を迎え、これまでの ODA 大綱改め新たな援助の指針とな

る「開発協力大綱」を発表した。その背景として、多額の民間資金が発途上国へ流入し、民間

企業や地方自治体、非政府組織（NGO）を始めとする様々な主体が活動に携わり、これまで

の ODA を中心とした公的支援に加え、こうした開発パートナーとの連携が一層重要になった
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との認識がある。同省は、「日本再興戦略」の下、インフラ・システム輸出、資源エネルギー

の確保、経済協力ツールの改善に取り組み、アフリカ支援では TICAD V のフォローと次回

TICAD のアフリカでの開催を目指している。当協会では、コンサルタントの役割を踏まえて、

戦略マスタープラン策定初め、円借款の迅速化、STEP 制度の見直しや無償制度の改革等につ

いて、本年度も引き続き同省と意見交換を実施していきたい。 

（（（（3333））））国土交通省との意見交換会国土交通省との意見交換会国土交通省との意見交換会国土交通省との意見交換会    

昨年 10 月、国土交通省は交通事業・都市開発事業の海外市場へのわが国企業の参入促進を

図るべく、新たに「（株）海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）」を設立。同機構は

JICA の海外投融資事業と重複するサービスもあるものの、わが国のインフラ・システムの海

外展開を支援する有力な機関である。また、同省総合政策局国際政策課は、インフラ海外展開

に係る法的・制度的課題ワーキンググループ（WG）も立ち上げており、インフラ事業推進の

法的・制度的課題について協議を行ってきた。当協会としても、同 WG の主要なメンバーと

して同省と連携し、海外インフラ事業における開発コンサルタントの参画と案件の発掘と形成、

運営・維持管理のパッケージ化等について協議していきたい。 

（（（（4444））））財務省との意見交換会財務省との意見交換会財務省との意見交換会財務省との意見交換会    

 財務省とは、国際局開発政策課と意見交換を実施してきたが、本年度も ODA 全般について

協議の機会を検討していきたい。 

 

3333．．．．政党との意見交換会政党との意見交換会政党との意見交換会政党との意見交換会    

当協会は、参議院 ODA 委員会を中心に自民党、公明党、民主党等と意見交換を実施してき

たが、引続き各政党と意見交換の機会を設け、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の理解を求めていきたい。 

    

4444．経団連との意見交換会．経団連との意見交換会．経団連との意見交換会．経団連との意見交換会    

経団連は、昨年「国際協力委員会」「サブサハラ地域委員会」を中心に、「開発協力大綱案に

対する経団連のコメント」を初め、「戦略的なインフラ・システムの海外展開に向けて（主要

国の関心分野と課題）」、「新たな理念の下での国際協力の推進」、「TICAD V のフォローアッ

プの加速を求める（戦略的マスタープランと産業人材の育成）」等産業界を代表し、次々と政

策提言を発表した。当協会は、同委員会の有力メンバーとして、こうした提言にコンサルタン

トの立場から意見を集約し、特に ODA の量と質の改善、コンサルタントの役割の重要性等を

発信してきたが、本年も積極的に参加していきたい。また、経団連事務局とも緊密な協力関係

を確立して行きたい。 

 

5555．他のコンサルタント団体との交流．他のコンサルタント団体との交流．他のコンサルタント団体との交流．他のコンサルタント団体との交流        

当協会は、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）等他のコンサルタント団体と連携し、コンサルタントを巡る事業環

境の改善について JICA に働き掛けを行ってきた。本年度も、各団体と必要に応じコンサルテ

ィング業界の発展に向け交流を図るとともに、政府・関係機関と協議していきたい。 
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ⅢⅢⅢⅢ．開発人材の養成・確保．開発人材の養成・確保．開発人材の養成・確保．開発人材の養成・確保の強化の強化の強化の強化及び研修・セミナーの及び研修・セミナーの及び研修・セミナーの及び研修・セミナーの拡充拡充拡充拡充    

1111．．．． 開発コンサルタント開発コンサルタント開発コンサルタント開発コンサルタント人材人材人材人材のののの養成養成養成養成・確保・確保・確保・確保    

急速に進む開発コンサルティング業界の高齢化に対応するため、会員企業の若手人材の採

用・養成、中堅技術者の確保を積極的に支援する必要がある。大学等への出前講座・「国際協

力キャリアフェア」等の行事と連動するとともに、中堅人材確保については、これまで以上に

「就職相談会」を拡充し、また昨年初めて実施した会員企業に直接訪問してもらう

「OpenWeek」は開催頻度を増やし拡充する。さらに、JICA 国際協力人材部の能力強化研修

（平和構築、UHC、公共財政管理、市場志向型農業（SHEP）、農村開発とジェンダー、ガバ

ナンス等）を活用し、最新の開発課題を習得する。また、新卒人材確保については、青年海外

協力隊事務局と連携し帰国隊員向けの JOCV セミナーや JICA と連携し試行的に開始した新

卒者との座談会「jicafe」や「インターンシップ・プログラム（開発コンサルタント型）」を今

年度より本格稼働し、コンサルティング業界に直接関心を持ってもらう機会として、より一層

拡充していきたい。 

 

2222．．．． 開発コンサルタントに対する開発コンサルタントに対する開発コンサルタントに対する開発コンサルタントに対する研修・セミナーの拡充研修・セミナーの拡充研修・セミナーの拡充研修・セミナーの拡充    

一方、開発コンサルティング人材の養成を支援するため、昨年に引き続き研修・セミナーの

活動を強化する。毎年恒例の新入社員を対象とした「開発コンサルタント基礎研修」（2 日間

コース）初め、JICA 事業に必須のスキルである「プロジェクト・サイクル・マネジメント

（PCM）手法研修」、中堅コンサルタント等を対象とした「プロジェクト財務・経済分析手

法」、「キャパシティディベロップメント」、英語での発表能力の向上を目指す「英語プレゼン

テーションスキルアップ」等をテーマにした研修、そして円借款プロジェクトにおいてプロジ

ェクトマネージャー（PM）を目指す中堅コンサルタント向けには「PM 赴任前研修」や「国

際標準契約（FIDIC）に関する契約管理セミナー」を開催する。 

また、JICA との連携では、会員企業の受注促進の一助として、平成 27 年度の JICA 国

別・地域別・課題別の実施方針、予算および年間発注予定プロジェクトを紹介いただく

「JICA 業務実施方針セミナー」は例年通り開催する。さらに最近重要性を増している環境社

会配慮（EIA）ガイドラインについて JICA 審査部と連携しセミナーを実施する。その他、世

界銀行・アジア開発銀行等国際機関主催の関心の高いセミナーへは会員の参加を慫慂して行き

たい。 

    

ⅣⅣⅣⅣ．．．．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推進する。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推進する。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推進する。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推進する。    

当協会は、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、国際機関等に対し、開発コンサルタントとは、開発コンサルタントの仕事、開発コンサル

タント業界の現状、そして ODA における開発コンサルタントの役割等について発信するとと

もに、現場で培った知見を大学、援助機関、各省庁、国際機関等に対外発信を推進してきた。

本年度も、全国の大学・大学院に向けに、「ECFA 出前講座」として事務局と現役コンサルタ

ントを講師として派遣するとともに、JICA と連携して地方で開催される ODA セミナーにも

派遣していく。 

一般市民向けには、外務省が主催する“グローバルフェスタ”に参加し、訪問者にコンサルタ
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ントの役割と開発課題を分かり易く伝えていく。同様に、地方の国際協力のイベントとして大

阪のワン・ワールド・フェスティバルへの参加を継続し、関西にて開発コンサルタントの業績

と知見を発表していく。さらに、定期的に国際開発ジャーナル誌へ会員代表により寄稿を続け、

開発現場からの意見や提言を発信する。 

また、昨年度は環境省主催の EIA に係る国際的ワークショップに会員代表を派遣したが、

本年度も国際的な会議やセミナー・シンポジュウムに講師を派遣し、わが国コンサルタントの

成果や教訓を発表する機会を模索したい。加えて、国際開発学会からも連携強化の要請があり、

アカデミック分野に対しコンサルタント業界からどのような貢献ができるか検討していきたい。

こうした一連の活動を通じ、コンサルタントの活動を”見える化”し、コンサルタントについて

の社会的理解とイメージ向上を図る活動を積極的に続けたい。引き続き「広報研究会」と連携

して推進していきたい。 

 

VVVV．．．．世界のコンサルタントエンジニア連盟世界のコンサルタントエンジニア連盟世界のコンサルタントエンジニア連盟世界のコンサルタントエンジニア連盟総会総会総会総会に参加に参加に参加に参加し外国コンサルタントとのし外国コンサルタントとのし外国コンサルタントとのし外国コンサルタントとの交交交交

流を促進する。流を促進する。流を促進する。流を促進する。    

 「国際コンサルティング・エンジニア連盟（FIDIC）は、世界のコンサルタント協会の連合

体である。世界的に権威のある連盟で、1913 年にベルギーで設立され、本部はスイスのジュ

ネーブにある。会員は 99 カ国のコンサルタント協会によって構成されている。現在、日本で

は日本コンサルティング・エンジニア協会（AJCE）が唯一加盟している。FIDIC は、これま

で公正中立性の立場で、国際建設プロジェクトの標準契約約款を作成しており、既に世界銀行、

アジア開発銀行等の国際融資機関や JICA では「標準契約書」として広く取り入れられている。 

また、FIDIC は、標準契約書の発行だけでなく、発展途上国を含め会員協会の若手技術者

の能力開発、プロジェクトの品質管理・リスク管理、コンプライアンスの構築と普及等、コン

サルタント活動に関連する様々な活動を行っている。FIDIC は、年に 1 回 3 日間に及ぶ世界

大会（総会）を開催しており、毎回テーマを決め世界的に著名な有識者や国際機関、コンサル

タントの代表が発表し、貴重な意見交換の場となっている。この間 1,000 名を超すコンサルタ

ントが世界から集い、活発な国際交流が行われている。 

当協会として AJCE と連携を強化し、FIDIC 加盟を視野に、国際的契約約款の知識と経験

を習得するセミナー等を拡充するとともに、世界各国のコンサルタント協会や外国コンサルタ

ントとの交流を活発化していきたい。 

 

VI. VI. VI. VI. 調査・研究活動調査・研究活動調査・研究活動調査・研究活動    

1111．．．．ECFAECFAECFAECFA 基金基金基金基金による優良案件発掘・形成活動による優良案件発掘・形成活動による優良案件発掘・形成活動による優良案件発掘・形成活動    
ECFA として、ODA 向け、PPP（官民連携）事業向けあるいは最近重視されている中小企

業の海外展開支援等において、優良案件の発掘・形成についての要望がある場合は、ECFA 基

金の活用も検討していきたい。 

 

2222．「アジア．「アジア．「アジア．「アジア PPPPPPPPPPPP 推進協議会」との連携推進協議会」との連携推進協議会」との連携推進協議会」との連携    

『アジア PPP 推進協議会』は、アジアを中心に途上国における PPP（Public Private 

Partnership）事業の推進を目的に、経済産業省と民間企業のプラットフォームとして 2006

年に設立された。会員は、商社、メーカー、建設、銀行、コンサルタント、法律事務所等の民



 

9 

間企業 50 社により構成され、当協会が全体事務局を務めている。現在、電力・都市交通・上

下水道分野の 3 つの調査部会を中心に、PPP 事業推進のため案件形成の支援、JICA・国交省

等の公的投融資制度の活用、政府（経済産業省、国土交通省、環境省等）との政策対話、そし

て国際機関（ADB、世銀 IFC 等）による支援について意見交換するとともに、自治体（東京

都、横浜市、北九州市等)との交流を積極的に実施している。本協議会を通じ、ECFA 会員と

の連携を図っていく。 

 

VIIVIIVIIVII....        事務局業務の推進事務局業務の推進事務局業務の推進事務局業務の推進    

1111．．．．AJCEAJCEAJCEAJCE との連携強化との連携強化との連携強化との連携強化    

昨年 6 月、当協会は公益社団法人日本コンサルティング・エンジニア協会（AJCE）と連

携・協力に関する覚書を締結し、併せて合同協議会を発足させ、組織面・財務面・事業活動等

について連携強化のあり方について検討を行ってきた。今年度は、こうした協議結果を踏まえ、

合併・事業継承を視野に今後の方向性をできるだけ早期に決定するとともに、結果について会

員企業に説明をしていきたい。 

 

2222．．．．ECFAECFAECFAECFA 基礎調査基礎調査基礎調査基礎調査基金の運用基金の運用基金の運用基金の運用    

「ECFA 基金」の管理規定に基づき、新たな運用方法について検討したい。 

    

3333．．．．事務局運営事務局運営事務局運営事務局運営    

開発コンサルティング業界の発展と ODA 事業の質の向上、そして人材の養成・確保を目標

に、引き続き理事会、企画委員会、各分科会・研究会と連携し、事務局活動を展開し業界の意

見を発信していきたい。そして、活動の成果についてホームページ等を通じ会員企業各社へ迅

速にフィードバックしていきたい。会員受注実績調査は、昨年度同様他のコンサルタント協会

と共同して実施する。 


