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アフガニスタン、イラク、そして津波…。昨今、日本の援助事業は、経験もノウハウも乏しい新しい領域への取り組
みが求められている。そのフロンティアに立つのが（財）日本国際協力システム（JICS）だ。こうした「非定形・予
測困難型」の事業が拡大していくなか、JICS職員の間で深まっていったのが、新しい課題に挑んでいく組織のあり方、
職員の行動目標などに関する問題意識である。本年3月に策定された「中期アクションプラン」はその意識から検討
が始められたといえよう。その論点やポイントは何か。策定作業にあたったJICS職員が語り合った。

若手職員らの問題・危機意識が策定作業のベースに

援助ニーズに迅速に応える
国際調達マネジメント機関めざす

特 別 座 談 会 JICS「中期アクションプラン2005～2007」のスタートにあたって

“援助激変時代”のなかのJICS

援助の潮流が大きく変化して
いくなか、JICSにも新たな対応が求め
られてきています。まず変化の内容と
しては、ODA予算の縮減、なかでも
JICSの主要な事業の柱であった食糧増
産援助（2KR）予算の減少、1997年に発
生したアジア経済危機以降の援助モダ
リティーの変化、平和構築・復興支援
分野の拡大などが指摘されます。また、
機構・組織的には国際協力事業団
（JICA）が独立行政法人化しました。
JICSもこうした“激変”に前向きに対
処してきたわけですが、その第一段階
は2004年4月の人事・給与制度の改革、
同6月の組織改編であったと思います。
前者では人事給与を「年功」から「考
課」へ、後者に関しては業務部を「部
課体制」から、仕事の内容に応じて
「プロジェクト・プログラム体制」へと
改編した。併せて、業務のチェックア
ンドバランスを徹底させるため「業務
企画課」と「契約審査室」を新設した
わけです。
こうした取り組み、動きのなかで、

アフガニスタンやイラクの復興支援、
インド洋津波被害緊急・復旧支援など
が発生、いわば“激動の事態”のなか、
収支の側面も含め、JICSは大きな転換
期を迎え、さまざまな課題に直面して
いるといえます。まず、アクションプ
ランの検討をはじめた背景として、
JICSが置かれている環境の変化はどの
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ようなものであったか、そ
れにどう対応してきたか、
この辺を久保室長にお話し
いただきたいと思います。

事務局長が指摘
されるように、私たちの事
業の大きな柱であった2KR
予算は大幅に削減されています。組織
にとっては非常に大きな割合を占める
事業であったので、その減少に対して
私たちJICSはどう対応していけばいいの
か、実はこの辺からアクションプラン
の議論がはじまりました。
同事業の削減分は何かで補わなけれ

ばならない、新しい事業に着手してい
くことはできないだろうか、こうした
視点からアクションプランの議論は進
められました。それとともに事業の実
施体制そのものについても見直しを図
ったわけです。新しい事業については、
従来からの仕事の延長という視点では
なく、これまで踏み込んだことのない
分野に入っていけるのではないか、い
や入っていくべきだという議論があっ
た。ところが、新しい、いまだ指針の
策定されていない領域に乗り出してい
くとなると、従来型の人事・給与制度
で対応していけるのかという問題意識
が深まり、そこを抜本的に見直そうと
いうことになったわけです。

人事給与制度改革の狙い、ポ
イントはどの辺にありますか。

分かりやすく、組織の活性化
につながる人事制度をめざすというこ
とです。検討作業は外部コンサルタン
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トの協力も得ながら、2003年度1年間か
けて取り組んだわけですが、JICSの若
手職員を中心に建設的な議論を進めて
いくなか、いくつかの柱が立てられま
した。
一つは全員が同じ方向をめざすので

はなく、職員一人ひとりの適性や業務
の役割によってその分野の能力を伸ば
していくことで、いわば複線型の人事
制度が形作られています。もう一つは
能力主義ということ。そのため人事評
価の仕組みを導入し、一生懸命がんば
った職員にはそれなりにしっかりとし
た処遇を行う。また客観的にみて、可
能な限り分かりやすいシステムの形成
をめざしました。こうしたシステムの
整備により、一人ひとりが能力の向上
に努め、業務全体の品質を高め、仕事
の分野、領域も広げていきたいと考え
ています。この人事給与制度は2004年
度から実施に移され、現在は移行期間
にありますが、今後本格運用されてい
きます。
一方、たとえばアフガニスタン復興

支援など従来、想定されていなかった
仕事、つまり機材の調達業務にとどま
らず、現場のニーズを探り、内容を確
定し、サービスを調達して事業を実施
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し、さらにモニタリングまで含めて事
業を運営していくという仕事が次々に
出てきているわけです。その時、従来
のスキームごとに分かれている組織体
制では、こうした変化に柔軟に対応で
きないことから、組織の改編について
も議論が深められました。その際、キ
ーワードになったのが「プロジェクト」
です。職員が進める一つひとつの仕事
をプロジェクトとしてとらえ、きちん
と実施していく、これが2004年度に導
入した「プログラム」、「プロジェクト」
体制の基本的な考え方です。

「非定形型援助」への対応

中期アクションプランはJICS
のほぼ全職員が参加して討議を重ね策
定されています。アクションプランの
論点やポイントは何か。取りまとめ作
業の事務局役を担ってきた棚橋プログ
ラムマネージャーにお聞きしたいと思
います。

中期アクションプランがめざ
す方向、ポイントを「JICSのビジョン」
の実現と「21世紀の国際援助ニーズに
迅速に応える国際調達マネージメント
機関」と考えました。「JICSのビジョン」
は2003年度はじめに設立された運営諮
問会議において、JICSの使命を実現化
するための基本方針として検討され、
2003年10月に定められました。ビジョ
ンは「援助事業における橋渡し役を務
める」、「知識と経験を援助事業に役立
てる」、「中立的な立場を堅持し、公正
性・透明性を確保する」、そして「適正
な組織運営、人材育成に努める」の4つ
の柱で構成されており、これらの実現
がアクションプランのめざすべき方向
になっています。
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「21世紀の国際援助ニーズに迅速に
応える国際調達マネージメント機関」
については、まずアフガニスタン支援
にはじまり、イラク復興支援、津波災
害支援などに顕著な、緊急性が高く、
「非定形」な援助が増えており、JICSは
こうした新しい援助に適切に対応する
ことが求められています。アクション
プランでは援助ニーズの多様化に応じ
た事業構造への転換を図りながら、国
際調達マネジメント機関にふさわしい
体質強化を図っていこうということが
課題として掲げられています。具体的
にはイラク復興支援や津波被害支援な
どのような「非定形な援助」に対して
も的確に対応する体制の整備、またこ
れまでの事業で培ってきた強みを発揮
し、新規事業を開拓していこうという
ことです。さらにこれら課題に取り組
んでいく職員の意識改革、組織部門間
の調整、これに関連する業務プロセス
の見直し、プロジェクトマネージメン
ト能力の向上についても課題として掲
げられています。

実現に向けたアプローチ、取
り組みについては…。

たとえば「新規事業何％アッ
プ」といった数値目標は設定せず、替
わりにそれぞれの課題に向けた大まか
なロードマップを策定し、対象となる3
カ年のスケジュールのなかで、喫緊な
課題と行動目標と、時間をかけて段階
的に取り組んでいく課題の2つに分類し
ています。これをマスタープラン
（M/P）とし、行動目標ごとに担当部署
を決め、各年度ごとに具体的なアクシ
ョンプランを現実的に策定していこう
という形にしています。
さらにアクションプランにもとづき、

すべての部署が年間計画を策定するこ
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とになっており、これが個人個人の目
標設定のなかに折り込まれていくこと
により、個人も実際的にプランに参画
していくことができるわけです。ロー
ドマップは、いわばローリングプラン
として毎年度見直しを行い、3カ年かけ
て目標を達成していく計画です。

日々の業務のなかで

アクションプランや行動目標
が、具体的な業務のなかでどのような
形で求められているのか、その背景に
ついて的場プロジェクトマネージャー
からお話しください。

津波災害に対するノンプロ
ジェクト無償、そしてアフガニスタン、
イラク復興支援の3事業への対応を考え
れば、わかりやすいと思います。これ
らの事業には共通する３つの特徴があ
ります。
第一に、通常の物品の調達に加え、

コンサルタントや施工企業との契約に
より、役務、すなわちサービスの調達
や監理が含まれているということです。
第二に、緊急性が高い案件や、内部

に必ずしも専門家がいない案件などに
適応する体制が要求されているという
ことです。援助ニーズが多様化してい
るなかで、JICSが経験したことのない、
必ずしも十分なノウハウを蓄積してい
ない領域については、コンサルタント
や外部技術者との連携という形で業務
を進めていく必要が出てきているとい
うことです。
第三に、いままで実施したことのな

い新しい調達方法が採用されてきてい
ることです。ノンプロ無償については、
これまでは東京で調達するのがほとん
どでしたが、これに加え、現地のニー
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ズに迅速に対応するため、現地調達が
増大しています。
このような変化に的確に対応するた

めに、職員と組織の成長、体制やルー
ルの整備、コア・コンピタンスの強化
と有効な活用が求められていると思い
ます。

私は現在、NGO支援プロジェ
クトを担当していますが、1年ほど前ま
で技術協力支援業務にも携わっていま
した。技術協力関連では、ODA予算の
減額とJICAの独法化という大きなイン
パクトがあり、業務環境の激変をそれ
こそ身をもって感じています。
従来、調達業務の実施にあたっては

「適正・公正性の確保」ということが非
常に重視されていたわけですが、これ
に加え「迅速性」、「経済性」も重視さ
れてきている。その結果として、現地
調達が急激に拡大しており、東京で行
うJICSの業務量は大幅に減ってきてい
ます。逆にJICA在外事務所における業
務が急激に増大していることから、
JICSが実施してきた現地調達支援の幅
をさらに広げ、上流の部分から契約後
に発生したさまざまな問題に対する相
談業務まで間口を拡大し、在外事務所
を多角的に支援していくことが今後、
JICSに求められていく役割と考えてい
ます。したがって、自分たちが培って
きた経験、ノウハウというものを幅広
く外部に伝えていくことが大事になっ
ており、ノウハウなどの内部的な整理
を図り、対外的にしっかりと発信して
いけるような仕組み作りが非常に重要
になっていると思います。この点はア
クションプランにも盛り込まれていま
す。

確かにJICA在外事務所に対す
る支援業務は重要になってきています
ね。

在外事務所のお手伝いという
ことで情報支援、調達業務の代行、さ
らに現地調達支援などを展開していま
すが、それだけでは追いつかないとい
う事態が現場で起きているようです。
たとえば、現地調達を担当する人材を
提供してほしいという要望もあるよう
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ですが、一時的・直接的な支援ではな
く、情報をうまく発信し、より多くの
在外事務所に役立てていただくという
視点が必要になっていると思います。
また、JICA調達部の巡回指導チーム

に同行しての支援、逆に現地事務所の
ナショナルスタッフに来てもらい、ト
レーニングしていくことも、調達にか
かる人材育成のお手伝いとして大切で
す。

今後の取り組み

最後にJICSの職員一人ひとり
はどのような職員像をイメージして、
意識改革や組織文化の醸成に取り組ん
でいくのか、その点につき、みなさん
の抱負や目標をお聞かせください。

一人ひとりが自分の課題に積
極的に取り組み、3年後にはまさに大き
く変わった組織を担う人材になってい
ただきたい。その下支えをする仕組み
作りや支援が人事室の役割であり、協
力していきたいと考えています。

日常の業務をプロジェクトと
プログラム双方からみる視野を身に付
けることが重要です。個々の業務をプ
ロジェクトとして時間的にも経済的に
も効率性を高め、品質の高い仕事、価
値を生み出していく。一方で援助ニー
ズに応えるプログラム全体の運営、援
助の実施政策に対する新たな提案力も
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培っていくことを目指したいと思いま
す。

組織の文化を醸成するには、
組織システムや事業形態などの“ハー
ド”を変えていくことが必須で、その
一環として今般の人事制度改革がある
と理解しています。今後は“評価”の
みならず、“処遇”“配置”と“人材育
成”が有機的かつ効果的に進められて
いく必要があると思います。
「21世紀の国際援助ニーズに迅速に

応える国際調達マネージメント機関を
目指す」との共通目標のもと、職員一
人ひとりが組織を変えていくために積
極的に取り組んでいけば、理想的な組
織文化が醸成されるものと思います。

外部に対する効果的な情報発
信を行っていくためには、まず内部の
コミュニケーションを良くしていくこ
とが大事であり、情報を共有し合うこ
とが欠かせません。まず、内部の意思
疎通を一層密にしていきたい。もう一
つは、私は現在、NGO支援事業を担当
していますが、過去に支援を行った団
体にアンケート調査を実施したところ、
資金が有効に活用されているとのこと
で、多くの感謝の言葉が寄せられてい
ます。
支援額は100万円以下と、決して規模

の大きなものではありませんが、やは
り小さな積み重ねが大事なんだな、と
改めて痛感しているところです。
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拡大する「非定形」「予測困難」の援助ニーズに的確に対
応できる体制を整備しつつ、受託を拡大する 

JICSの事業経験年数が長く「予測可能」で安定的な収入が
見込める事業について、積極的に改善に向けた提言を行い
つつ、一定の事業量を確保する 

新たな援助ニーズを踏まえ、JICSの「強み」を発揮できる
新規事業の開拓・育成に努める 

JICSを取り巻く環境の変化に適応した、職員の意識改革と
組織文化の醸成を行う 

業務プロセスの共通化・統一化、総合マネジメント能力の
向上により、一層の品質向上、コスト削減を図る 

援助事業の橋渡し役を務める 

知識と経験を援助事業に役立てる 

中立的な立場、公正性・透明性を維持する 

適正な組織運営、人材育成を行う 


