
大きく変わる職員の意識

　　　　JICSは2012年４月、非
営利型一般財団法人へと移行し、
組織や事業運営のありようが大き
く変わることになった。すなわち、
外務省や国際協力機構（JICA）
などから受託した仕事をただきち
んと行っていけば良いという時代
は去り、仕事を獲得していく厳し
い競争に勝ち抜きながら“自立し
た組織”を目指していかなければ
ならない時期を迎えた、というこ
とだ。従って、従来のやり方の延
長線上に私たちJICSの未来があ
るかと言えば、そうはならない。
私たちは2012年度から３カ年の
「中期事業アクションプラン」を
策定し、現在、それに基づく形で
業務に取り組んでいるわけだが、
この大きな変革期の中、個々の職
員の苦悩、苦労も相当あったと思
う。仕組み自体の“変わり目”を、
現場で指揮する皆さんはどう捉え
られているのだろうか。
　　　　いまご指摘にあったよう
に、JICSは大きな変革期にある。
人事に関しては、他機関からの出
向が無くなり、管理職を含め、全
員プロパー職員で業務を遂行する
体制になっている。その意味で
2012年にスタートした中期事業
アクションプランは、私たち自身
が組織、そして業務を運営してい
くんだという“気概”を高めるた

めに策定された、と捉えている。
私たちはこれまで「能動的に行動
を起こせる集団だったか」と言え
ば、疑問なしとしない。そこをア
クションプランを使い、能動的に
考え、主体的に行動していく方向
に舵を切ったこと、この点に大き
な意義があったと考えている。今
まで止まっていたものを新たに動
かそうとすれば動き出しは遅く、
鈍くなるかもしれないが、まさに
今、加速していく段階に入ってい
る。
　　　　公益法人改革そのものが
競争原理のないところに、競争性
を持ち込もうということが目的に
なっており、私たちもそういう世
界に放り込まれたということだ。
大きな変革の時に直面し、職員の
不安感は非常に大きかったと思う
が、これは時代の趨勢であり、そ
こから取り残されてはいけない。
少し余談になるが、ちょうどこの
３年間休職していた職員が復職し、
JICSが大きく変わっていると驚
いていた。私自身、この３年間で
相当変わってきているな、と実感
しており、こうした中で“変革の
苦しみや悩み”に直面する職員も
少なからずいると思う。逆に、仕
事が回ってくるのを待っているだ
けではなく、自分たちで作り上げ
ていくんだとモチベーションを高
めている人たちも増えており、こ
うした層が当面、“牽引役”にな

っていくと捉えている。
　　　　休職していた職員が一番
驚いていたのはどういう点だろう
か。
　　　　職員のコスト意識や収支
管理意識の変化などだ。良い仕事
をやってさえいればいいと考えて
いた３年前とは確実に違っている。
　　　　自立した組織を目指して
いくためには、競争力や提案力を
高めていくことが欠かせない。提
案に関しては、実現することはま
だまだ少ないものの、実現を目指
してチャレンジし続けている。一
方、競争性についてはプロポーザ
ル競争に臨んでも受注、契約に至
る案件はまだ少なく、競争力は低
いというのが現状だと思う。ただ、
東根作部長が指摘されているよう
に、競争に巻き込まれる中で大き
くモチベーションを上げているグ
ループもあり、頑張っている。こ
うした取り組みの中でJICSの組
織力は少しずつ高まり、強化され
ていくのではないかと考えている。

問われる行動力と提案力

　　　　JICSの今後を展望する
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調達専門機関として国際協力の推進に貢献してきた日本国際協力システム（JICS）が本年４月、設立
25周年を迎えた。2012年に財団法人から「非営利型一般財団法人」へと移行、まさに“変革の真っただ
中”となった。JICSは、これからどのような組織を目指して挑戦を続けていくのか。幹部職員がその問題意
識と今後の方針などを話し合った。

常に“創造と挑戦”を意識して
職員の競争力アップが組織の価値を高めていく

私たちはどのような組織を目指していくか
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　一般財団法人 日本国際協力システム（JICS）は、日本の
ODAのうち、二国間贈与事業の実施に協力することを目的と
して、1989（平成元）年に外務大臣許可の財団法人として設
立されました。2004（平成16）年以後、国際協力全般に事業
対象を拡げつつ、2012（平成24）年４月１日には非営利型一
般財団法人に移行し、2014（平成26）年４月１日に設立25周
年を迎えました。この間、外務省、独立行政法人国際協力機
構（JICA）をはじめ、各関係機関、企業の皆様からご支援、ご
協力をいただきましたことに、改めて深く感謝申し上げます。

　日本がODAを開始して60年になる節目に、JICSがどのよう
にODA事業にかかわっていくべきか、その役割、責任につい
て気持ちを新たにしたところです。
　日本政府はODAを戦略的に活用するため、ODA大綱の
見直しを進めています。JICSは、日本政府が目指す経済協力
の戦略や意義の実現のため、また、日本政府のODA事業が
世界で高い評価を受けるよう、より一層に戦略的かつ機動的
に対応していきます。

　設立当初より10数年間JICSの主要業務は、二国間贈与事
業の実施に必要な資機材の調達業務でした。2002（平成14）
年、アフガニスタンの復興支援のなかで初めてインフラ整備に
かかわる監理業務を担当し、その後もイラク復興支援、インド
洋津波災害復興支援において施設建設の工程を管理する
プロジェクトマネジメント業務を実施するようになりました。これ
らの案件は、現地のニーズにより柔軟に対応した支援が強く
求められ、その経験の積み重ねが、2006（平成18）年から開
始される現地リソースを活用した施設建設案件（コミュニティ
開発支援無償）へと継承され、現在も世界各地でプロジェクト・
マネジメント業務に取り組んでいます。
　近年は、2011（平成23）年の東日本大震災復興支援の一
環として、被災地で製造された製品で開発途上国の要望に

合致するものを調達する業務にも取り組んでいるほか、日本の
中小企業の開発途上国への進出につなげるため、優れた技
術を持った中小企業の製品の供与、日本方式普及ノン・プロジ
ェクト無償による医療機材などの供与にも関わっております。こ
れらの案件は、新興国・途上国と日本がODAを通して共に成
長する戦略的事業であり、その中で現地のニーズに合った日
本企業の製品を効果的に選定し、調達していくことがJICSに
は求められています。
　このようにJICSは、その時々のODA事業で求められる方針
や目的に沿って、戦略的かつ機動的に対応して案件を実現し
ていくことを組織の強みとしています。JICSは、設立当初から
の二国間贈与事業のほかにも、円借款や国際機関からの事
業受託の拡大、日本政府の進める官民連携といった新たな事
業領域にも挑戦しています。また、1998（平成10）年からは自
主財源を活用した日本のNGO団体の活動支援を行っており
ます。既に110団体、総額1.38億円のNGO支援を行ってきてお
ります。年々多様化する国際協力の中で、公正、中立を保ちな
がら戦略的で高い評価を世界から受ける援助の実現の担い
手として積極的に取り組んでいきます。

　JICSは一般財団法人に移行した際に、組織運営における
新たな指針として「MISSION, VISION, VALUE」を策定し、
JICSの10年後のあるべき姿として「国際協力分野における世
界最高水準のサービスを提供できる集団」を設定した上で、
「2012-2014年 中期事業アクションプラン」を策定し、取り組ん
でいるところです。本年は次期「2015－2017年中期経営計
画」を検討する年であり、この３年間の成果と課題を踏まえて
次期計画を策定したいと考えています。
　JICSはこれからも関係者の皆様方のご支援を賜りながら、
今まで培ってきた経験・ノウハウを生かしてより効率的、効果的
な国際協力業務を行うサービスプロバイダーとして努力してま
いります。

「世界最高水準のサービス」
を提供する
専門家集団を目指して

一般財団法人 日本国際協力システム
　　　　　　　　　　　  代表理事  仲谷 徹

幹部職員座談会　
四半世紀を迎えた一般財団法人 日本国際協力システム（JICS）
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知識を体系的に蓄えている組織は
日本にそうあるわけではない。こ
の点は人材・組織両面で非常に優
位性を持っていると思う。
　　　　自分の能力の“見える
化”が非常に大切になっていると
思う。私たちには「組織の強みは
何だろう」、「自分の強みは何だ
ろう」と、あまりにも考えずにこ
こまで来てしまった反省がある。
実際、競争にさらされてくると組
織や要員の実績、あるいは具体的
な資格など、はっきりと“見え
る”ものがないと戦えないし、誰
も認めてくれない。しっかりとア
ピールできるようにすることにも
取り組んでいる。
　　　　私は「競争に勝つため」
という視点から、まずJICS職員
のODA業界における“商品価
値”を高めていくことが必要だと
考えている。そのためにも業務に
必要な資格を取得して、外部にア
ピールしていかなければならない。
個々の職員の商品価値が上がるこ
とは、すなわちJICSの価値を高
めることになる。また、私たちは
「調達」という揺るぐことのない
専門分野でこの四半世紀、ノウハ
ウを積み上げてきた。従って、人
事についても多様なセクションを
経験させるという考えではなく、
ある程度、地域のプロ、契約のプ
ロといったそれぞれの人材育成と
リンクした形での人事政策が必要
だと考えている。

本物の職業人が集う組織に

　　　　2012年の一般財団法人
への移行を機に、私たちは今後の
組 織 指 針 と し て 「 M V V
（Mission Vision Value）」を
策定した。つまり「国際協力分野
におけるプレーヤーとして、国際
社会の平和と安定に貢献します」
というMissionに向かい、中期的
には国際協力の世界で「世界最高

水準のサービスを提供できる集
団」を目指すというVisionを掲
げ、さらに中立性・公正性・透明
性など私たちの持つべき価値を
「Value」として位置付けた。各
部長はこの「MVV」をどう捉え、
日々の業務に生かしているのか。
　　　　「MVV」については常
に携帯し、折に触れて見返しても
らうよう当部の職員には伝えてい
る。皆さん、よく見返しているよ
うだ。部内でよく議論したのは
「プレーヤー」とはどういうもの
か、という点だ。私たちは「一定
の対価を得て、職業人としてきち
んと仕事をこなせる人」と位置付
け、かなり苦労の多いコミ開につ
いても職業人として効率的に進め、
早く施設を地域の皆さんにお届け
できるよう全力を尽くしていきた
いと考えている。本物の職業人が
集う組織がJICSの目指していく
べき方向だと思う。
　　　　常に意識しておきたいの
は「Value」の中の“創造と挑
戦”ということだ。これまで続け
てきた調達業務に安住することな
く、常に創造と挑戦の気概をもっ
て頑張ってもらいたい。これは私
自身の課題でもある。ふり返って
みれば、1993年にノンプロが始
まった時、「私たちは何をすれば
いいの」と不安な気持ちでいっぱ
いだった。それを20年近く続け、

今では「ノンプロのことなら、
JICSに聞け」と言われるくらい
になっている。それをまた新しく
始めれば良いんだ、と職員の皆さ
んとは話している。一方、業務実
施に際しての「透明性・公平性・
中立性」はJICSの一番大きな価
値だと思っている。この価値は決
して見失ってはいけない。
　　　　私も同感だ。ひと言でい
えば“常にチャレンジを怠らない
組織”であることが大切である。
アフガニスタンやイラクの戦後復
興支援、インド洋津波災害、そし
てカンボジアの小型武器回収事業
など、何か新しい動きが起これば
JICSは常に“フロンティア・ラ
ンナー”として取り組んできた。
経験していないからとか、泣き言、
言い訳は一切言わなかった。この
姿勢は絶対変えてはいけないと思
う。あと何を足していくかと言え
ば、私は情報や提案などの「発信
力」を強化していくべきだと考え
ている。
　　　　JICSに頼めば何とかし
てくれる、という期待は本当にあ
りがたいことだと思う。これから
はMissionにつながることであれ
ば、何であれ、自分たちから行動
を起こしていくことも欠かせない。
職員全員で力を合わせ、信頼され、
かつ積極的に挑戦する組織を目指
していきたいと思う。

時、調達代理業務という枠にとど
まっていては、現在の事業規模を
維持していくのは非常に難しい。
アクションプランの大きな柱にな
っているのは、これまで取り組ん
できた調達業務は引き続き責任を
持って推進し、提案できる領域に
ついては積極的に拡大していこう
ということだ。さらに、従来関わ
ってこなかった領域についても開
拓に向けた取り組みを始めており、
例えば円借款分野や国際機関の仕
事を少しずつではあるが受託して
きている。一方、共に仕事をする
パートナーとしては、これまで
JICAや外務省、相手国政府、国
際機関といったところまでだった
が、官民連携の視点から民間企業
と共に事業を進めていく可能性も
大いに膨らんできている。新しい
事業領域や仕事の開拓に向け、ど
のような取り組みが続いているの
だろうか。
　　　　私が所管している業務第
一部は、コミュニティ開発支援無
償（以下、コミ開）など主に施設
案件を担当しており、出張ベース
ではなく、長期に現地に張り付き、
さまざまな調整業務を実施するス
タッフが多い。こうした人材を通
し、現地にネットワークを張り巡
らせるチャンスも増えていること
から、人材をどう活用していくか、
また“現地拠点”をJICS本部の
事業、活動にどうリンクさせてい
くか、この辺の戦略を構築してい

くことが私たちの課題だと考えて
いる。
　　　　コミ開は、現地の建設会
社を活用して施設を建設するなど、
他の援助スキームには見られない
難しさがある。それ故にJICSが
期待されているともいえる。
　　　　コミ開は基礎教育施設、
つまり学校建設で成果を上げてお
り、アジア、アフリカ地域を中心
に約700校・4,000教室を整備し
ている。私たちJICSの強みは
「現場に一番近い」こととよく言
われるが、現場に近いということ
は予期せぬことにも直面しやすい
ということで、そうした際に逃げ
るのではなく、主体的に調整機能
を発揮、対処していくような姿勢
が問われている。
　　　　業務第二部は、ノン・プ
ロ無償（以下、ノンプロ）や貧困
農民支援といった、いわばJICS
が設立時から一貫して担っている
機材調達の仕事を所掌している。
　もちろん、こうした分野も企画
競争にかけられており、幸いにも
2013年度から15年度については
競争の対象となった７地域のうち
６地域において調達代理機関の推
薦順位１位となり、継続してやら
せていただくことになった。ただ、
今後は外務省からの指示を待つだ
けでなく、四半世紀の間に積み上
げてきた機材調達のノウハウを生
かし、「この国はこういう問題で
困っている。こういうスキームで
こういうものを調達すれば問題解
決の役に立つ」といった提案機能
を発揮していくことが大切だと思
う。私たちにはそれができると考
える。こうした取り組みを既存ス
キームの中だけではなく、それを
応用しながらノウハウを使ってい
くことにより、自分たちの仕事を
創造していけると考えている。
　　　　最近のノンプロで特徴的
なのは、日本の優秀な技術を海外

に紹介する、あるいは使ってもら
うというトレンドになっているこ
とだ。官民連携の推進とも連動し
た動きだと思うが、私たちも中小
企業を含め、さまざまな民間会社
とお付き合いさせていただくよう
になった。官民連携の動きが鮮明
になっていく中、JICSとして途
上国の開発に寄与していくことは
当然だが、視点を国内にも向け、
例えば中小企業振興など日本に裨
益する領域の研究も同時に進めて
いかなくてはならないだろう。
　　　　職員が、外務省やJICA
など従来の関係機関だけではなく、
いろいろなところを歩き回り、自
分たちの強み、得意分野を語れる
ようになっている。これは大きな
変化だと思う。これを“弾み”と
して、新しい仕事につながるよう
私自身を含め、みんなで頑張って
いきたいと思っている。

能力の“見える化”が必要

　　　　厳しい競争に勝ち残って
いく大きな鍵の一つは、やはり人
材の育成・確保にあると思う。日
常の業務を続けていく中で、どの
ようにキャリアを積み、競争力の
ある人材を育てていくか。この辺
も皆さん、ご苦労されていると思
うが…。
　　　　当部が担当しているコミ
開における調達代理業務は、おそ
らく私たちだけしかやっていない。
従って、この分野の経験、知識を
いくら押さえても、他の業務に応
用できるのか。この点を常に懸念
している。ただ、交渉や調整能力
などは、やはり現場でしか鍛えら
れない面があり、その意味で現場
に立つ職員にとっても、また組織
にとっても貴重な経験になってい
ると捉えている。特にコミ開の場
合、現地の公共調達に関する法令
や慣習にもとづく形で仕事を進め
ており、国別に公共調達に関する
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事についても多様なセクションを
経験させるという考えではなく、
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の要望をマッチングさせることに苦労する場合があ
る。被災地では完成品としての工業製品を製造する
企業が限られているが、その中から被援助国のニー
ズに合致する製品を探し出した。医療機材はいかに
現地で長く使ってもらえるかという点を重視して設
置場所やメンテナンス体制の確認を慎重に行い、X
線装置やCTなどの高度医療機材も含めた各種医療
機材の調達を行っている。中小企業製品は、被援助
国の求める製品は多数あるが、まだ海外に展開する
段階ではなかったために他の代替品を探したり、現
地の既存システムに新たに日本製品を組み込む際は
整合性に留意する必要がある。そうした課題を解決
しつつ目的にそった機材を調達することは調達代理
機関としての経験を生かしつつ柔軟な対応を求めら
れるものであり、開発途上国での経済社会開発支援
のみならず、被災地復興や日本の技術の紹介、日本
製品の海外展開などに結び付くこれらの支援は、日
本の“顔の見える援助”の実現に向けてやりがいを
感じる事業となっている。
　被災地復興に寄与するノンプロ無償では、製品を
納品した供給企業から「雇用の確保と生産性の向上
につながった」との便りもいただいている。さらに、
中小企業ノンプロ、医療機材ノンプロ、次世代自動
車ノンプロも、順次、機材が納品されている。これ
ら特定の目的に沿ったノンプロ無償は、一年度限り
でなく継続実施されている。JICSはこれまでの調達
経験を生かして、日本政府の目指す政策や目的を実
現できるよう、効率的、効果的に実施していく方向
である。
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　貧困削減などの経済社会開発を実施している開発
途上国を支援するため、必要な資機材などを国外か
ら調達・輸入するための資金を供与する無償資金協
力。支援決定時に特定のプロジェクトが想定されて
いないため、「ノン・プロジェクト無償（以下、ノ
ンプロ無償）」と呼ばれる。
　JICSは1993年度より援助の対象となる開発途上
国（被援助国）政府との契約に基づき、供与された
資金を適正に管理するとともに、原材料（石油製
品・鉄製品・紙製品）や公共事業に使用する機械製
品（車両・建設機械）など、特定の品目リストから
被援助国政府が選定する資機材の調達を行っている。
　ノンプロ無償が特定の目的にそって実施されるこ
とがある。2004年のスマトラ沖大地震・インド洋津
波災害時には、被災地復興支援のために資機材の調
達のみならず道路や施設の復旧工事にも充当された。
近年では、東日本大震災後に実施された「途上国の
要望を踏まえた工業用品等の供与」としてわが国の
被災地（北関東、東北地域）で製造された工業製品
（建設機械・電気製品・医療機器など）を調達し、
開発途上国の経済社会開発努力を支援するとともに、
被災地復興に貢献する取り組みが実施された。
　さらに2012年度より「中小企業ノン・プロジェク
ト無償（以下「中小企業ノンプロ」）」「日本方式
普及ノン・プロジェクト無償資金協力（次世代自動
車パッケージ）（以下「次世代自動車ノンプ
ロ」）」「日本方式普及ノン・プロジェクト無償資
金協力（医療・保健パッケージ）（以下「医療機材
ノンプロ」）」などの支援事業も実施され、日本政
府の資金供与により優れた日本企業の製品を調達す
ることで、開発途上国の経済成長などが促進される
ことに加え、日本企業の海外展開促進にもつながる
と大きな期待が寄せられている。
　これら特定の目的にそったノンプロ無償では、
JICSはこれまでに蓄積した機材情報に係るデータベ
ースを基に追加調査を行い、市場にどのような製品
があるかなど、必要な情報を外務省に事前提供して
本事業の実施に協力した。案件実施に際しては、被
援助国政府のニーズに合致した機材の調達手続きを
行うものの、先方のニーズと供給側（日本企業）と

日本企業の海外展開促進にも貢献
ノン・プロジェクト無償JICS事業紹介

JICS事業紹介四半世紀を迎えた一般財団法人 日本国際協力システム（JICS）
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の資金管理を担当した。小学校兼サイクロンシェル
ターを13カ所で建設し、2013年５月に引き渡しを
完了した。この案件で1,800人分の教育施設が整備
されたのみならず、2013年５月のサイクロン「マハ
セン」襲来時には地域住民１万6,000人が施設のあ
る小学校へ避難した。
　現地の建設会社は勤勉で、都市部からサイトまで
ボートを使うといったアクセスの悪い条件にもかか
わらず予定の施工期間よりも早く工事を完了し、同
国のサイクロン対策への切実さを感じることができ
た。この案件は、ミャンマーの人々の平和と安定に
大きく貢献し、JICSとして意義深い案件となった。

　自然災害に脆弱な開発途上国の防災対策や復興支
援を目的とした無償資金協力であり、具体的には防
災対策のために必要な施設やシステムの整備、災害
によって被害を受けた施設、道路・橋梁などの修復
のために必要な資金を日本政府が供与する。
　JICSは本支援の一部案件において、開発途上国と
の契約に基づき、調達代理機関として現地にプロジ
ェクト事務所を設置し、建設コンサルタントを傭上
し、施工事業者などを競争にて選定の上、契約を締
結し、現場の状況に応じたプロジェクトのマネジメ
ントを行っている。本支援は緊急性が高いことに加
え、複数コンポーネントを同時並行で復旧していく
ことが求められるため、高度な調達監理能力やさま
ざまな分野の知見が必要とされる。
　2008年５月、ミャンマーは大型サイクロン「ナル
ギス」によって壊滅的な被害を受けた。これに対し
て日本政府はサイクロン襲来時に周辺住民が避難で
きる機能（サイクロンシェルター）を有した13校の
鉄筋コンクリート造り２階建て小学校を建設する防
災・災害復興支援無償の実施を決定した。JICSはミ
ャンマー教育省と調達代理契約を2011年11月に締
結し、同省に代わって（調達代理機関として）、建
設会社の選定、建設作業の進捗管理、プロジェクト

高度な調達監理能力を発揮
防災・災害復興支援無償JICS事業紹介 2
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2014年6月5日（木）16:00-17:15
当財団会議室（東京都新宿区）
ワクチンの仕組み、予防可能な感染症、接種スケジュールなど
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
各回 一般 2,000円／ 学生 500円（税込）
（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
　7月「旅行者下痢症」、9月「マラリア」、
 11月「インフルエンザ」、2015年1月「熱帯感染症」　
※時期・テーマは変更する可能性があります。

【 日　時 】
【 場　所 】
【 内　容 】
【 講　師 】

【 費　用 】
【 ご照会 】

【今後の予定】

開発途上国への支援に繋がる活動を実施している日本
の中小規模の国際協力NGO

2014年7月中旬頃～8月（予定）

●団体が現地または国内で実施する開発途上国支援
　事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●団体の基盤強化、組織運営を安定するための事業

募集要項が決まり次第、ホームページに掲載します。
※http//www.jics.or.jp/jigyou/ngo/index.html

一般財団法人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

JICS旅行医学講座
「海外で感染症にかからないためのワクチン選び
－最大限の効果を最小限のコストで」

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

 第１回JICSは
NGOの活動を支援しています！
【 対象団体 】

【 申請受付 】

【 支援事業 】

【 応募詳細 】

【 お問合せ 】

ジックス



の要望をマッチングさせることに苦労する場合があ
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企業が限られているが、その中から被援助国のニー
ズに合致する製品を探し出した。医療機材はいかに
現地で長く使ってもらえるかという点を重視して設
置場所やメンテナンス体制の確認を慎重に行い、X
線装置やCTなどの高度医療機材も含めた各種医療
機材の調達を行っている。中小企業製品は、被援助
国の求める製品は多数あるが、まだ海外に展開する
段階ではなかったために他の代替品を探したり、現
地の既存システムに新たに日本製品を組み込む際は
整合性に留意する必要がある。そうした課題を解決
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につながった」との便りもいただいている。さらに、
中小企業ノンプロ、医療機材ノンプロ、次世代自動
車ノンプロも、順次、機材が納品されている。これ
ら特定の目的に沿ったノンプロ無償は、一年度限り
でなく継続実施されている。JICSはこれまでの調達
経験を生かして、日本政府の目指す政策や目的を実
現できるよう、効率的、効果的に実施していく方向
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え、複数コンポーネントを同時並行で復旧していく
ことが求められるため、高度な調達監理能力やさま
ざまな分野の知見が必要とされる。
　2008年５月、ミャンマーは大型サイクロン「ナル
ギス」によって壊滅的な被害を受けた。これに対し
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