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2019 年度事業計画（案） 
 

一般社団法人海外コンサルタンツ協会 

背景および基本認識 

政府は、外交戦略として引き続き「積極的平和主義に基づく戦略的な ODA の拡充」を掲げ、

1）自由で開かれたインド太平洋構想の具体化のため鉄道・港湾・道路等のハードインフラに加

え制度・基準・運用ノウハウ等のソフト面のインフラ支援により域内の連結性の強化を図る、2）

人間の安全保障の理念に基づき保健・教育・女性・防災・気候変動等の SDGs（「持続可能な開

発目標」）達成に向けた協力の促進、3）日本経済を後押しすべく民間企業との連携を強化し、日

本企業の事業権・運営権の獲得に資する事業運営権無償事業や中小企業・地方自治体等の海外展

開事業支援の推進を目指している。 

こうした中、昨年 JICA 予算の逼迫から新規案件の凍結や既存案件での支払い猶予の問題が発

生し、円借款を除き無償事業・技協事業の円滑な実施が滞ることとなり、コンサルティング業界

にとって大きな影響を受けることなった。当協会は、これまでの ODA 事業の収益率の低さを示

すべく、昨年 10 月に「会員収益実態調査報告書」を取り纏めた。この報告書において、過去 3

年間（2014 年 10 月～2017 年 9 月）会員の営業利益率がマイナスであったことが明確となり、

JICA はじめ関係機関に、業務指示書の改善、適切な M/M の設定、プロポーザルの適正な評価、

精算業務の簡素化等を強く要望した。 

一方、財務省からは JICA のコンサルタント契約に関する予算執行調査結果が公表され、コン

サルティング業界の競争性の低さが指摘され、JICA 調達制度において価格評価の強化と外国人

コンサルタント参入の緩和等を要請された。JICA は、この指摘を受け、アジア開発銀行（ADB）

等が採用している価格要素を加味した QCBS（Quality and Cost Based Selection）制度の導入

を開始し、加えて外国法人・外国籍人材の参加についてこれまでの制限を大幅に緩和した。 

コンサルティング業界としても、こうした取巻く環境の変化を踏まえ、国際競争力の強化を視

野に、外国コンサルタントとのアライアンス、現地法人の設立、海外企業の M&A、外国籍人材

の採用等技術・人材の確保等を促進し、業務の効率化・生産性向上・BIM 等 IT 技術の活用を今

後一層推進していく必要があろう。 

2019 年度の ODA 予算は、一般会計ベースで前年度比 0.2%増の 5,538 億円となり、具体的に

は、技術協力の予算はほぼ同額の 1,510 億円、無償資金協力事業は 1.6%減の 1,631 億円、また

有償資金協力は 2.8%増の 1 兆 4,092 億円となり、昨年と同様円借款の積極的な推進姿勢が見え

る。また、事業予算ベースでは、前年度比 1.9%増の 2 兆 2,062 億円の規模となり、近年毎年連

続して 2 兆円を超えている。ちなみに、本年度の円借款の回収金は 7,126 億円におよぶ。なお、

JICA 予算の執行状況については、昨年末の発注時期の集中に鑑み、本年度も一層注意深く見守

っていきたい。 

こうした状況の下、当協会は 2019 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。 

� 世界のコンサルタントエンジニア連盟（FIDIC）と連携し、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。 
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� 開発コンサルタント人材の養成・確保を拡充し、研修・セミナーを強化する。 

� 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ともに

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う。 

（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、「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。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て

いく。 

イ）外務省との意見交換会 

外務省は、31 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

に関して引き続き適宜意見交換を行う。また、昨年開催された ODA に関する有識者懇談会の提

言にあった“官民マッチングファンド”の創設についてフォローアップする。また、ダッカ事件後

常設されるに至った「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て

いく。  

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

実施していく。また、昨年度法改正により関連の独立行政法人が海外業務を実施することが可能

になり、これまで鉄道建設・運輸施設整備支援機構、水資源機構と交流を始めたが、今後は他の

機関との交流も推進していきたい。 
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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重要事項を協議する「経協インフラ戦略会議」

の事務局機能を果たしており、政府の ODA 戦略や政策を策定・発信している。昨年度に続き、

今年度も内閣府との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、わが国コンサルタント

の一層の参入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行うことを検討する。 

 

（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の理解を求めるべく、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 

 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する。特に、本年度は予算の執行状況、事業の

収益性についてモニタリングしていきたい。 

 

（1）理事同士の交流の実施 

 昨年度は、調達制度（QCBS）の改訂・円借款（STEP）の運用ルール変更・コンプライアン

ス規定の改訂について理事同士の意見交換を実施。有益な交流を行うことができた。今年度も

ODA 事業全般について意見交換するとともに、JICA の実施体制・現場の課題、コンサルティン

グ業界の状況について、JICA 理事との交流を実施する。なお、JICA 理事長と会長の懇談会も

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、TICADVII タスク等と 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 

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。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。 
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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。 

 

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

を開催する。また、国際機関との意見交換も順次強化していく。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 

技術協力には、途上国のニーズが多様化・多面化する中で、途上国の自律的発展や開発効果を

持続的に確保すべく、技術移転による途上国自信の課題解決能力と主体性（オーナーシップ）の

向上を支援する技術協力プロジェクトがある。この手法については、昨年度から JICA がプロジ

ェクト研究として取り組んできた「組織開発の効果的促進方法」は、事前評価や実施計画は随時

変更し得るもので、実施内容を必ずしも当初に限定せず、相手側の事業進捗に合わせ活動を柔軟

に変更したり、課題解決（ソリューション）の創発や実践のプロセスをいかに相手側の内発的な

取組みとして実施したりすべきか等新たな問題提起している。こうした成果をいかに事業に活か

し、JICA との共通認識として醸成するか、コンサルティング業界としてさらに検討していく必

要がある。一方、マスタープラン調査や F/S 等の技術協力事業（協力準備調査等）においては、

今年度から価格競争を強化する QCBS 方式が導入される予定であり、コンサルタントにとって

適切な業務指示書、予定価格の信頼性や技術面のプロポーザル評価の適切性の確保等がきわめて

重要であり、経理処理の簡素化（合意単価方式）・ランプサムの導入とともに併せて、JICA・外

務省と協議していく。 

 

（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ている。一方、政府は鉄道建設・運輸施設整備支援

機構・水資源機構等の独立行政法人の法改正を実施し、海外のインフラ整備にオールジャパンで

取り組む体制にしたが、今後協力関係のあり方を検討する。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、やっと先般外務省による他

の業界を含めた租税問題実態調査が行われたため、その結果を踏まえ、引き続き外務省・経済産

業省・JICA 等との意見交換を行い業界の意見を提示していく。 

 

（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、ゼネコンや商社など無償関係者との意見交換を行うとともに、併せて免税措置
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や先方負担事項等制度的な課題について多くの改善要望をしているため、適宜 JICA、外務省等

と協議していきたい。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、コンサルタント向けの設計変更を含む執務参考資料案を作成すべく、JICA と意見

交換を実施する。 

 

（4）契約・精算分科会 

JICA 予算逼迫は、業界に多大な影響を与えたことから、その後の対応策についてフォローア

ップし、必要に応じ外務省及び JICA と協議する。他方、昨年 5 月には総合評価落札方式の対象

を拡大する方針であったが、その後、財務省予算執行調査報告書を契機に JICA は QCBS

（Quality and Cost Based Selection）方式の早期導入や外国人コンサルタントの活用制限の緩

和を発表。しかし、QCBS の導入は価格競争がさらに強まり、業界の収益をより一層悪化させる

ことが懸念された。こうした中、同方式が 4 月 1 日より正式に導入されたため、今後は適切な業

務指示書、予定価格の適正な積算及び適正なプロポーザル評価の確保が求めるとともに、ダンピ

ングを助長しない制度の運用を注視していきたい。 

併せて、契約・精算分科会にて、具体的な課題が生じた場合改善を提案したい。また、QCBS

は当初「情報収集確認調査」や「協力準備調査(除く無償事業。)」など一部事業が対象となって

いるが、これが最終的には技術協力プロジェクトまで適用される予定であり、業界にとって不利

益な方向に進まないようモニタリングし、JICA と適宜意見交換を通じ、改善を求めていく。さ

らに QCBS の経理処理については、新たな「合意単価方式」が導入されるが、簡素化・効率性

そして適切な単価の設定等の観点から、実施状況について適宜 JICA と協議していく。 

 

（5）安全対策分科会 

ダッカテロ事件の教訓を風化させないことを目的に、昨年度業界初の試みとして官民挙げて実

施した「ECFA 海外活動安全強化月間」を本年度も引き続き実施し、安全対策強化のための啓

発・啓蒙のため、ポスター作成やセキュリティーの専門家によるセミナー等も開催する。啓発ポ

スターについては、JICA 在外事務所へも配付し掲載について協力を要請する。加えて、会員が

途上国で直面した安全対策上の事例紹介と教訓の共有を会員間で引き続き行い、JICA 安全管理

部との間では定期的に意見交換を実施する。また本年度の新規事業としては、現在外務省が運営

している「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」へ加入し、ECFA での安全対策活動をア

ピールするとともに同ネットワークを通じて入手した安全対策情報を会員向けに積極的に発信す

る。 

 

2．その他研究会 

（1）中小企業海外展開支援勉強会 

中小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。特に昨

年度はコンサルタント企業名の公表、企業とコンサルタントの作業分担の明確化等では、国内事

業部との協議を踏まえ成果が見られたが、本年度は JICA の民間連携部と国内事業部が一体とな

り、竹橋へ移転したことから、今後本事業がどのような体制でどう展開されるか等、新たな民連

部とも定期的に意見交換を行いたい。また、中小企業支援の関係機関との連携協議や地方自治体
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とのセミナー開催やマッチング会には積極的に参加し、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たい。特に地方開催の参画については注力していく。さらに、中

小企業支援スキーム説明会のイベントでは、会員企業から講師を派遣し、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）の研究会は引き続き実施する。 

 

（2）TICAD Ⅶタスクチーム 

アフリカの開発をテーマとする国際会議「TICAD」は、1993 年以降、日本政府が主導し、国

連・国連開発計画（UNDP）、アフリカ連合委員会（AUC）及び世界銀行と共同で開催しており、

今年で 7 回目となる。今回の TICADⅦは、8 月に横浜で開催される予定。ECFA では、これま

で「アフリカ ODA 研究会」として活動してきたが、本年度より TICAD タスクチームと改称し

TICADⅦにフォーカスし、日本政府の援助方針、国別政策、プロジェクトの動向等の情報収集、

アフリカでの実績や経験の共有や対外発信、さらにアフリカでのビジネス展開を検討している民

間企業とのマッチング等の活動を実施していく。 

 

(3) コンプライアンス研究会 

昨年度改訂された外務省及び JICA の「不正行為等に関する措置規程」は、業界にとって大き

なリスクとなる懸念がある。特に新たに多くの規定が盛り込まれており、しかもすべてが所謂

「できる」規程となっているため、その恣意性が高く、運用見通しが不透明な中、業界に与える

インパクトは小さくない。一方、途上国からの不正要求は、表面に現れていないものの少なから

ず報告されており、懸念を有するところである。政府により不正腐敗は許さないという適切な対

策を途上国側に申し入れていただきたい。このため本措置規程の運用に当たっては、外務省及び

JICA との意見交換を開催していく。 

 

(4）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の取り組みは十分議論されてこなかった。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

謳われており、早急な対応が求められている。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、SDGs の実現

に向け、業界としてこれまで以上に開発支援の活動を拡充する。併せて、他の業界・NGO を含

めた長期ビジョンの策定を検討し、“ECFA  SDGs プラットフォーム”の構築を通じ、業界の知

見の対外発信、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行っていく。 

 

3．国際機関との意見交換の強化 

 国際機関との交流を進めてきたが、今後は具体的なプロジェクトへの参加について、意見交換

を強化していく。東京には、世界銀行・アジア開発銀行（ADB）、欧州復興開発銀行（EBRD）、



 

7 

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、プロ

ジェクトの動向等について情報交換し、会員企業のプロジェクトへの参画について支援を強化す

る。また、ADB については、アジア開発銀行研究所（ADBI）が併設されており、開発協力政

策・都市計画・中小企業支援・人材育成・開発金融等の個別政策も研究しており、定期的に意見

交換をする。 

 

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課題解決に向け、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）、建設コンサルタンツ協会、

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一層推進していく。 

 

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。 

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。 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、本部の機能強化や第二の活動拠点の設置等FIDICの組織改革案の具体化を注視して

いくとともに、Executive Committee（理事会）の諮問機関として新たに設置されたDSC

（Directors and Secretaries Council）の活動を支援し、会員としてさらに意見発信を強化する。

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ていく。 

 

（2） FIDIC国際大会への参加 

本年は 9 月にメキシコシティで FIDIC 国際大会（FIDIC International Infrastructure 

Conference, Mexico City 2019）が開催される。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ともに、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する。また、同大会に向けて昨年同様会員の若手技術者の参加を支援する方

針である。併せて、同大会終了後には会員向けの報告会を開催する。 

また 7 月には、アジア地域の FIDIC 下部組織 ASPAC（Asia-Pacific Member Associations）

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る予定であり、アジアにおいても各国のコンサルタンツ協会との交流・連携

を深めていく。 

 

（3） 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
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（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 

FIDIC 契約約款の普及の一環として、今年度も FIDIC Red Book 2017 年版の翻訳活動を行い、

完成後 1999 年版からの改訂箇所を中心に解説セミナーを開催する。 

 

3．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のセ

ミナーを開催する。また、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する。 

 

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 約款の広報を強化し、会員企業・JICA・ゼネコン等関連業界へ紹介・啓蒙

を図る。 

 

IV． 開発コンサルタント人材の養成・確保を拡充し、研修・セミナーを強化する。 

1．教育研修委員会 

（1）研修・セミナーによる人材養成 

今年度も各種研修・セミナーの実施を予定している。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」「総括向けジェンダー」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」等や毎年恒例となっている

「ECFA セミナー」を例年通り開催する。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する。 

 

(2) 若手コンサルタント分科会 

若手コンサルタントの交流の場として FIDIC Young Professional （YP）分科会を改称したが、

FIDIC 本部を通じた若手エンジニアとの交流だけでなく、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。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

も好評のため継続していく。 

 

2．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、会員企業と個別相談できる「業界説明セミナー」や、会員企業に直
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接訪問できる「Open Week」を実施する。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。海外留

学帰国者向けのセミナーも 1 回開催する予定。その他、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る。また、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する。 

 

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、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、アカデミックな場として学会を含めた対外発

信を促進する。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 にはコンサルティング企業の社名の公表を強く働きかける。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

広報活動を拡充する。 

1. 広報研究会 

今年度も、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

っていく。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する。 

 

2.  大学出張講座 

会員の協力を得て、本年度も全国 10 大学の訪問を目指し、「出前講座」を実施する。同「講座」

では、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

える。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する。 

 

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、地方でも開発コンサルタントの活動と成果

を発信していく。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

を検討していく。 

 

4．外務省国際協力局政策課との連携 

昨年度に引き続き、ODA の広報を担当する外務省国際協力局政策課と 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、政府のメディアを通じ情報発信強化を

行う。具体的には、外務省の「ODA メールマガジン」の発行に当たり、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等コンテンツ制作へ協力し発信し
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ていただく。 また、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。 

 

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調査内容や具体的成果、

そして現場での新たな取組み等の知見の共有・論文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、

JICA 報告書の利活用促進、学会活動の評価・インセンティブ等の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を強化し、JICA にはこうした活動がプ

ロポーザルでも高く評価されるよう働きかけて行く。 

 

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する。 

 

7．WEB、SNS の活用 

リニュアルする ECFA ホームページにて、開発コンサルタントの活動をわかりやすく紹介す

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を

強化する。また、若者向け SNS の活用についても改善を図り、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。本年も、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 

事務局運営 

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

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

 

以上 


