
施設型案件の拡大

柔軟対応で成果引き出す

予想以上のインパクト

現地リソースを有効に活用する支援スキームとして2006年からスタートしたコミュニティ開発支援無
償。開始から6年、基礎教育施設では660校・3,724教室を完成させるなど、そのインパクトは予想以
上との声が高まっている。この成果を生んだ要因として、いま注目されているのが日本のODAを中心
に国際協力に関する調達を行う専門機関、日本国際協力システム（JICS）の“現場力”だ。

コミ開無償とJICSの現場力
高い調整能力でプロジェクトの進捗を促進

　昨年４月1日付で一般財団法人へ移行
し、政府開発援助（ODA）を中心にし
た国際協力事業をめぐる急激な環境の
変化に柔軟、かつ機動的な対応を続け
る日本国際協力システム（JICS）。一
般財団法人化からのこの１年強、国内
外の援助政策・動向はなお変化のテン
ポを早めており、これまでJICSがいわ
ば“特命的”に担ってきた業務につい
ても厳しい競争にさらされる時代に入
っている。一方、JICSの業容そのもの
も大きく変化を遂げており、1989年の
設立からしばらく続いた機材調達主体
の業務展開から、いまや無償資金協力
事業における施設整備型案件が４割近
くを占めるまでに拡大している。
 この変化は、日本のODA、特に無償
資金協力の在り方に少なからずインパ
クトを及ぼしているだけに注目されな
ければならない。

　「施設型」拡大の契機となったの
は、JICSがいわば“援助のフロンティ
ア”として推進したアフガニスタンや
イラクの復興支援であり、2004年12月
に発生したスマトラ沖地震・インド洋
津波災害に対するノン・プロジェクト
無償の経験である。後に“津波ノンプ
ロ”と呼ばれるようになる津波災害支
援では、現地リソースを積極的に活用
することにより「コスト縮減」と「迅
速対応」を実現、さらに支援対象分野
を一つに絞らず、甚大な被害を受けた
複数分野への支援を組み合わせたこと
で広大な被災地域に対する総合的な援
助をタイムリーに行うことができた。
　こうした一連の取り組み、経験がそ
の後の「コミュニティ開発支援無償」、
「防災・災害復興支援無償」、さらには
「環境プログラム無償（現在の環境・
気候変動対策無償）」などの創設・始動
につながり、施設タイプの比重を高め
ていったのである。

　その意味で言えば、アフガ
ニスタンからイラク、そして
津波ノンプロに至る一連の経
験はJICSにとどまらず、日本
のODAに大きな“転機”を
もたらしたと言えよう。

　コミュニティ開発支援無償
の創設は06年。その目的は、

貧困や教育格差、劣悪な保健衛生状況
などさまざまな問題に直面するコミュ
ニティの「総合的な能力開発」に据え
られ、実施上の大きな特徴は現地の建
設会社やサプライヤー（建設資材メーカ
ー）など現地リソースをフルに活用、コ
スト縮減を図ることにあり、一定水準
の品質を確保しながら建設・調達コス
トを削減し、援助資金を有効に活用す
る裾野を広げている。また、学校など
施設建設に際しては、現地の技術レベ
ルを踏まえた設計・仕様に基づき工事
が進められ、完成後の維持管理も容易
にできるよう配慮されている。JICSは
相手国政府機関と調達代理契約を結
び、制度創設以来、プロジェクトの総
合的なマネジメントにおいて専門機能
を発揮しているところだ。
　コミ開無償の“第一弾”となったの
は、セネガル、ニジェール、マダガス
カルの小学校建設案件。初めての支援
スキームという要素に加え、当初は設
計・施工監理にあたるコンサルタント
についてもローカル活用が基本になっ
ていたため、JICSの苦労も並大抵のも
のではなかったようだ。ニジェールの
案件を一貫的に担当したのが、現在、
業務第一部施設第三課で業務にあたる
緑川肇氏だ。同氏によると、コミ開無
償始動初期は、事業ロットを細かく
し、中小の建設業者の参画も促すとの
実施方針もあり、まず入札段階で大い

に苦慮したという。
　「質の良い建設会社をいかに選んで
いくか。案件の成否を握るもっとも重
要なポイントだけに、入札評価では気
を抜けなかった」と緑川氏。一般無償
案件では、日本のコンサルタントと建
設会社が工程・安全・品質の管理を厳
しく行うが、それでも計画通りに進ま
ないのが援助事業。JICSやコンサルタ
ント関係者の話によると、工事途中で
資金繰りが悪化。“現場放棄”による大
幅な工事遅延などが懸念されたため、
契約解除に至った案件も出た模様だ。
　調達代理機関JICSの役割は、主に契
約管理と資金管理を含むプロジェクト
の総合的な「マネジメント」。例え
ば、契約した建設会社の資金繰りが急
激に悪化し、建築資材や工事作業員の
手配が困難になり、工事の遅滞が心配
される場合には進捗状況に応じて支払
い回数をこまめに増やしたり、下請け
のサプライヤーに直接代金を支払うな
ど、基本的なルールを守りながらも
「かなり柔軟に対応」（緑川氏）し、事業
の進捗に努めている。
　現在は国際協力機構（JICA）が実施
する協力準備調査を担当した日本のコ
ンサルタントがE/N（交換公文）署名
後の実施段階についても一貫的にサー
ビスを提供できる制度になっており、

以前に比べ、案件マネジメント上の苦
労は少なくなったと言えるが、コミ開
無償の特質からサイトが地方部に点
在、案件監理も“面的な広さ”への対
応が求められるなど、一般無償にはな
い対応が要求されている。

　今年、開始から７年目を迎えるコミ
開無償制度だが、基礎教育施設におけ
る成果を見てみると、計660校・3,724
教室の学校施設を建設（2012年11月現
在）、引き続きアフリカ、アジアを中
心に699校を建設中だ（2013年１月現
在。E/N署名済案件まで含む）。
　地域的には、TICAD Ⅳ でコミ開によ
る教育施設拡充が表明されたこともあり、
やはりアフリカでの実績が目立ち、引き
渡し済みの学校は415校・2,233教室に
上り、全体の６割を占めている。
　実質６年間というきわめて限られた
期間の中で、これだけの教育施設を整
備したケースは「おそらく世界的にも
例がない」（関係者）。実施上の課題
がなおいくつか残っているとはいえ、
コミ開無償のインパクトはやはり適正
に評価されなければならないだろう。
　これだけの成果と実績を上げ得た背
景を考える時、決して見逃すことがで
きない要因の一つがJICSの“現場力”

である。津波ノ
ンプロなど、い
わ ば 日 本 の
ODAが経験し
たことのない
“未知の領域”
への取り組み
は、調達代理機
関JICSの総合的な調整能力を鍛え上
げ、現地リソースの活用、さらに「コ
スト」、「品質」、「工期」を課題とするコ
ミ開無償の円滑な展開にその力が生か
されてきたと言えよう。契約上の問
題、工事の遅延、気候の変化…。プロ
ジェクトの進捗を阻害する問題、ある
いは環境の変化は日々起こるものだ。
JICSの“現場力”がクローズアップさ
れるのは、まさにそうした問題に直面
した時であり、基本ルールの枠内で柔
軟性と機動性を発揮、案件の進捗を図
ってきた。
　コミ開無償の対象分野は、基礎教育
施設主体の展開から、例えば保健医療
分野（ヘルスポストの整備）、地方道
路など簡易インフラ整備などへと広が
りを見せており、その可能性はなお高
まっている。JICSの現場力を背景に、
コミ開無償にとどまらず、調達代理方
式に基づいた他スキームの活性化、効
果発現にも期待が集まるところだ。

一般財団法人 日本国際協力システム

緑川 肇氏

コミ開無償で建設された学校（ニジェール/ビルディギル・ゾンゴ・アマン村）

機関レポート

開発途上国および日本国内で援助活動を行っている
日本の国際協力NGO

2013年7月16日（火）～8月30日（金）（当日消印有効）
●プロジェクトの実施・運営・評価事業に必要な経費
●組織運営を安定・強化するための事業に必要な経費

ホームページの申請要領をご覧ください。
（http：//www.jics.or.jp/jigyou/ngo/）
申請要領、申請フォーマットともダウンロードできます。

（一財）日本国際協力システム  総務部総務課　NGO支援係
TEL：03‐5369‐7480　E-mail: shienngo@jics.or.jp

順天堂大学医学部　
熱帯医学・寄生虫病学講座 教授　美田 敏宏 医師
 5 月「渡航前ワクチン」／ 7月「旅行者下痢症」
 9 月「マラリア」／11月「インフルエンザ」
 1 月「死に至る熱帯感染症」
各回 一般 2,000円／ 学生 500円
（一財）日本国際協力システム  総務部人事課  旅行医学講座係
TEL：03-5369-6992　　 E-mail: jinji@jics.or.jp 
http://www.jics.or.jp/jigyou/seminar

【対象団体】

【申請受付】

【対象項目】

【応募詳細】

【お問合せ】

【 講　師 】

【 テーマ 】

【 費　用 】
【ご 照 会】

JICSはNGOの活動を支援しています！
ジックス

JICS旅行医学講座のご案内
JICSでは年５回のシリーズで、感染症に関する情報をお届けします。

開発途上国へ渡航される皆様のお越しをお待ちしています
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（http：//www.jics.or.jp/jigyou/ngo/）
申請要領、申請フォーマットともダウンロードできます。

（一財）日本国際協力システム  総務部総務課　NGO支援係
TEL：03‐5369‐7480　E-mail: shienngo@jics.or.jp

順天堂大学医学部　
熱帯医学・寄生虫病学講座 教授　美田 敏宏 医師
 5 月「渡航前ワクチン」／ 7月「旅行者下痢症」
 9 月「マラリア」／11月「インフルエンザ」
 1 月「死に至る熱帯感染症」
各回 一般 2,000円／ 学生 500円
（一財）日本国際協力システム  総務部人事課  旅行医学講座係
TEL：03-5369-6992　　 E-mail: jinji@jics.or.jp 
http://www.jics.or.jp/jigyou/seminar

【対象団体】

【申請受付】

【対象項目】

【応募詳細】

【お問合せ】

【 講　師 】

【 テーマ 】

【 費　用 】
【ご 照 会】

JICSはNGOの活動を支援しています！
ジックス

JICS旅行医学講座のご案内
JICSでは年５回のシリーズで、感染症に関する情報をお届けします。

開発途上国へ渡航される皆様のお越しをお待ちしています
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