
関連４事業を推進

　JICSの円借款関連事業は、借
入国が作成する調達関連書類が国
際協力機構（JICA）のガイドラ
インに準拠しているかどうかを確
認する、いわゆる「一次チェック
業務」から始まっている。スター
トは2004年度。この業務は、借
入国政府から提出された調達関連
書類につき、ガイドラインに沿っ
たものかどうかを審査するととも
に、問題点や不明点を確認、JICA
に報告を行っていくものだ。
　ちなみに12年度については、
南西アジア、中南米、アフリカ、
中近東、東欧地域の案件を対象
に、計290件に上る一次チェック
業務を実施している。このほか、
円借款関連事業では調達事後監
査、専門家派遣、標準入札書類改
訂業務などにサービスを提供して
おり、援助形態別に見た収益実績
（12年度）では約１億4,000万
円、全体収益実績の5.3％を占め
ている。
　JICSがサービスを提供する円
借款関連事業の概要と最近のトピ
ックを大まかに紹介すると、まず

「調達事後監査」は借入国政府と
結ばれるL/A（借款契約）の内容
に基づき事業が適正に進められて
いるかどうか、その確認業務を行
うもので、JICA本部での書類監
査業務とともに、任意に5カ国を
抽出し、現地で実施機関に対し監
査を行う2本立てで業務が進めら
れている。「専門家派遣」は、い
わゆる有償資金協力実施促進専門
家を派遣し、新規案件発掘時や実
施中、あるいは完了後の各ステー
ジを対象に、円借款事業の案件形
成や円滑な進捗、貸与実行を促し
ていく。有償勘定技術支援費で賄
われている技術協力に位置付けら
れる。
　12年度は中央アジアのウズベ
キスタンにJICSから専門家１人
を派遣、現地に貼り付く形で複数
案件の調達・貸与実行などにおけ
る支援、改善活動などを実施した
ところだ。
　「標準入札書類等改訂」は、
JICAのガイドラインに沿う形で
標準入札書類を改訂していくもの
で、12年度は対象エリアにより
英・仏・西語の改訂作業を終え
た。これら標準書類の活用によ

り、入札業務の透明性、効率性の
向上が期待されている。
　一連の事業が目指すものは、円
借款事業の大きな課題として指摘
されている「迅速化」に収れんさ
れ、その意味で、地味ではあるも
のの、日本の政府開発援助
（ODA）にとっても、またJICS
の専門性を生かすという側面から
も非常に大切な仕事であると言え
よう。

専門家派遣による実施促進

　有償資金協力実施促進専門家の
派遣については、今年度新たに東
アフリカ４カ国（ケニア、タンザ
ニア、ウガンダ、ザンビア）、西
アフリカ２カ国（カメルーン、セ
ネガル）を対象にJICS職員2人が
専門家として派遣されている。こ
のうち、ケニア、タンザニア、ウ

ガンダの3カ国を担当しているの
が業務第三部資金協力支援課の中
澤敏之氏だ。
　中澤氏によると、対象となる東
アフリカ諸国はある程度成長軌道
に乗っており、プロジェクト借款
における貸付実行の促進業務が主
体という。また、国によっては
JICAが策定している投融資見込
みの精緻化、事業完了後の返済管
理などもタスクに入っている。借
り入れに伴う返済は、相手国の財
務省や中央銀行などの問題になる
が、例えば手数料の払い忘れな
ど、ちょっとしたケアレスミスで
遅れるケースもあり、返済マニュ
アルやチェックリストの整備が急
がれる国もあるという。「返済が
滞ると新規借款が出せないなど、
その影響は決して小さくない。そ
の視点から返済管理も大切な仕事
である」と中澤氏は話す。
　また、資金協力支援課をはじめ
JICS関係者が強調するのは、入
札、契約管理など、一連のステー
ジの円滑な進捗を支えるのは、や
はり「プロジェクト・マネジメン
ト」であり、ここがうまくいかな
いと「実施促進業務にも限界があ
る」ということだ。
　円借款事業とJICSの専門性、

あるいはJICSの新しい事業領域
を考える時、そのキーワードの一
つが「プロジェクト・マネジメン
ト」であると言えよう。

豊富なPM人材を生かす

　コミュニティ開発支援無償や防
災・災害復興支援無償などを通
し、JICSが近年、特に力を付け
てきたのはプロジェクト・マネジ
メント能力だ。資金協力支援課に
よると、コミ開無償など一連の経
験の積み上げにより、PM（プロ
ジェクト・マネージャー）を任せ
られる人的層は40人以上を数
え、その有効な活用が組織的課題
になっている。
　無償と円借款という制度的な違
いはあるものの、例えばコンサル
タントとのJV（共同企業体）と
いう形態でプロジェクト型、ノン
プロジェクト型を問わず、その専

門性を引き出せば入札から調達、
実施、さらに事後の管理までその
サービス提供領域はかなり広がっ
ていくはずだ。資金協力支援課で
は、組織内のPMクラスを対象に
年２～３回のペースで円借款の勉
強会を開催しており、この分野の
開拓に意欲的に取り組んでいる。
　また、途上国での災害復旧支援
策として注目される「災害復旧ス
タンドバイ円借款」（SECURE）の
導入に当たっては、スマトラ沖地
震インド洋大津波災害での経験な
どJICSが鍛え上げたノウハウを
生かさない手はない。台風30号
がもたらしたフィリピン・レイテ
島の惨状は記憶に新しいが、
SECUREの借款契約（L/A）締
結はこれからという状況。あらか
じめ「包括的な業務契約」を結ん
でおけば、迅速な融資実施が可能
になるはずだ。
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（一財）日本国際協力システム（JICS）は、ノンプロジェクト無償に代表される機材調達案件や、コミュニティ開
発支援無償などの実施を通し、近年は調達機能に加え、プロジェクト・マネジメント能力を着実に鍛え上げてい
る。PM（プロジェクト・マネージャー）人材も40人以上を数え、その新たな活用領域として期待されるのは円借款
事業だ。JICSが担当する借款関連事業の現状と、今後の可能性などをトピック的に追ってみた。

円借款事業の迅速化に貢献
無償援助で鍛え上げたノウハウ、人材を借款事業に生かす

一般財団法人 日本国際協力システム機関レポート
円借款事業にかかわる
調達関連書類一次チェック業務（ロットD）

円借款事業にかかわる
調達関連書類一次チェック業務（ロットE）

円借款事業調達事後監査

有償資金協力実施促進専門家派遣

円借款事業の調達にかかわる
標準入札書類等の改訂業務

複数国

複数国

複数国

ウズベキスタン

複数国

事業項目 対象国 案件名

（1）　借款調達関連書類照合等

（2）　調達事後監査

（3）　専門家派遣

（4）　標準入札書類等改訂

■JICSの借款関連事業実績（2012年度）

中澤 敏之氏

2015年度新卒・既卒者採用
JICSでは2015年4月入団予定の職員を募集しています。
国際協力分野のプレーヤーになりたい皆様からのご応募
をお待ちしております。 

マイナビ国際派就職にアクセスし、
当財団掲載ページからエントリーしてください。

マイナビ国際派就職にアクセスし、
当財団掲載ページからエントリーしてください。

エントリー締切：2014年5月7日（水） 17時（日本時間）

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。
【講  師】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
【テーマ】 1 月「死に至る熱帯感染症」
※ワクチン、下痢、マラリア、インフルエンザなどのテーマも過去に扱いました。
【費  用】 各回 一般 2,000円／ 学生 500円
【ご照会】（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/index.html

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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