
かした開発途上国援助セミナー＆
交流会」を開催した。参加者から
は「海外展開のきっかけとして参
考になった」といった声が多数寄
せられた。次回の開催は未定だが、
この経験を踏まえ、新たな取り組
みを検討している。

調達された検視用顕微鏡（ドミニカ共和国）

で異なるため、メーカー、商社、
JICSの関係者で協力し、薫蒸処
理※３方法、シロアリ被害を防ぐ
防蟻剤加工、遊具の原産国の考え
方などを確認し、必要な手続きを
行った。先方政府負担事項の既設
遊具の撤去や、基礎工事の役割分
担を調整することも苦労した」と
いう。
　また、遊具は足場づくりが重要
であるため、カウンターパートの
手配する現地の工事会社による基
礎工事の状況を写真などで確認し
た後、メーカーから現地に派遣さ
れた５人がスーパーバイザーとし
て工事の精度や工程を監理し、据
え付けを行った。前出の堀江氏に
よれば、日本と異なり手作業が多
かったが、予定通りほぼ３週間で
据え付け工事を終了したという。
「メーカーの担当者は、スペアパ
ーツを使ったメンテナンス方法な
どもきめ細かく指導し、充実した
協力になった」と堀江氏は話す。
　新宮氏によると、メーカーから
「今回の経験で海外展開のノウハ
ウが得られ、今後もチャンスがあ
れば輸出にチャレンジしたい」と
の前向きな反応を得たという。

ODA経験を足がかりに

　一方、スリランカに対しては医
療機材を主体に２件の中小企業ノ
ンプロが実施されており、現在は
14年度決定分が進行中だ。供与
額は２億円。調達品目は一般手術
用ベッド（５台）、整形外科用手
術用ベッド（６台）などで、前回
の12年度分では人工呼吸器、分
娩監視装置、保育器、各種実習モ

デルなどを納入した。
　案件監理や調達業務を
担当したJICS特別業務第
二課の村山博紀氏は、
「スリランカの２案件は、
言ってみれば典型的なノ
ン・プロジェクト無償。
JICSは医療機材の調達に
ついては経験、ノウハウとも積み
上げており、中小企業の優良な製
品を納入できている」と話す。先
方政府の要請と中小企業製品との
マッチングも円滑に進んだようだ。
村山氏によると、中小企業ノンプ
ロは、先方政府の要請と供給可能
な中小企業製品のマッチングが難
しいケースもあるとのことで、こ
うした局面でもJICSの調整機能
が期待されている。
　中小企業ノンプロは、日本の中
小企業の海外展開をダイレクトに
支援するものではないが、村山、
堀江両氏とも「納入した製品の評
価は非常に高い」とし、ODAで
の経験を足がかりに販路拡大につ
ながれば、と話している。
　また、JICSは、中小企業ノン
プロの効果的な実施を目的に、中
小企業ノンプロの概要紹介や中小
企業の自社PR、商社など有力な
パートナーとの交流機会の場とし
て昨年９月、「中小企業製品を活

自由度の高い無償資金協力

　政府開発援助（ODA）の無償資
金協力の一形態であるノン・プロ
ジェクト無償※２は、貧困の削減
など多様な開発事業に取り組む開
発途上国を支援するため、必要な
資機材や役務などの購入資金を供
与するものだ。その最大の特徴は、
“機動性の高さ”で、支援決定の
段階では特定のプロジェクトや供
与品目などは決まっておらず、対
象国の開発ニーズに加え、他ドナ
ーとの調整なども踏まえて柔軟、
かつ効果的に調達品目を選定でき
るスキームである。
　日本政府はその機動性を踏まえ、
これまでイラクやアフガニスタン
復興支援、スマトラ沖大地震・イ
ンド洋津波災害支援、さらに東日
本大震災復興支援など、緊急性を
要する支援事業にも戦略的に活用
してきた。東日本大震災復興支援
は、被災地で製造された建設機械
や電気製品、医療機器などを調達。
途上国の開発ニーズに役立てなが
ら、被災地の復興にも貢献しよう
という斬新な取り組みだ。
　その取り組みは、いわば国内課
題とも連動した事業だが、同じよ
うな観点から近年注目を集めてい
るのが「中小企業ノン・プロジェ

クト無償資金協力（以下、中小企
業ノンプロ）」だ。調達品目を日
本の中小企業が製造した製品に限
定。その調達を通して、途上国の
開発を支援するとともに、中小企
業の海外展開を側面からバックア
ップしていく狙いもある。

木製の遊具を調達・納入

　ノン・プロジェクト無償の開始
以来、効果的な実施を目指し、調
達代理機関として高い専門性を発
揮しているのが（一財）日本国際
協力システム（JICS）だ。2014
年度にJICSが携わった中小企業
ノンプロは26件（新規12件・継
続14件）に上る。
　中小企業ノンプロの一つとして
パキスタンに対する協力が決定し
たのは13年４月で、供与額は２
億円。調達品目について先方カウ
ンターパートである首都開発庁と
協議を深めていく中、要請品目の
一つとして浮上してきたのが30
タイプの「遊具」であった。
　イスラマバード市の北部に多く
の市民が「日本公園（Japanese 
Park）」と呼び、親しんでいる
公園がある。1984年４月、当時
の中曽根康弘首相がパキスタンを
訪問した際、両国友好の印として
遊具の提供を約束し、それを契機

に整備された約３万坪の公園だ。
30年以上も前に提供された遊具
は老朽化・劣化が進み、子どもた
ちが安心して遊べない状況にあっ
た。その更新を図るのが今回の中
小企業ノンプロの目的である。
　ただ、遊具の調達はJICSにと
ってもほとんど経験のない分野。
案件監理を担当したJICS地域第
一課の堀江聡氏によれば、「日本
製の木製遊具を整備したいという
パキスタン側の強い要望があり、
日本国内の関連団体のホームペー
ジなどを参考にし、多数のメーカ
ーにコンタクトし、情報収集を行
った」という。JICSがコンタク
トしたメーカーは約40社。これ
らで得た情報を元に入札を準備・
実施し、調達する中小企業の製品
が決定した。案件監理業務を担当
した地域第一課の新宮貴子氏によ
ると、「今回選んだメーカーは公
園遊具の輸出は初めてであったが、
木製品の輸入（通関）条件は各国

国内中小企業に対する海外展開支援が注目を集めている
が、（一財）日本国際協力システム（JICS）は中小企業ノン・
プロジェクト無償資金協力の調達代理機関※1としてこの支
援に携わっている。

国内中小企業に対する海外展開支援が注目を集めている
が、（一財）日本国際協力システム（JICS）は中小企業ノン・

中小企業の海外展開に向けた取り組み

ＪＩＣＳは、２０１７年度の職員採用を行います。
国際協力分野のプレーヤーを目指す皆様からの
ご応募をお待ちしております。

２０１７年度
新卒・既卒者採用

●エントリー締切／２０１６年６月２８日（火）１７時（日本時間）
●応募書類締切／２０１６年６月３０日（木）郵送必着
●お問い合わせ先／一般財団法人日本国際協力システム　総務部人事課
　　　　　　　　　Tel：03-5369-6990 　E-mail: jinji@jics.or.jp

マイナビ国際派就職サイト（https://global.mynavi.jp/）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。詳細採用スケジュール、応募書類はエントリー頂いた方にご案内
いたします。

堀江 聡氏
地域第一課

新宮 貴子氏
地域第一課

一般財団法人 日本国際協力システム（JICS）

村山 博紀氏
特別業務第二課

遊具が新設され子どもたちの歓声が戻った日本公園（イスラマバード）
病院に届いた保育器（スリランカ）

調達代理機関：被援助国政府との契約に基づき、
被援助国政府の代理として入札手続き、売買契
約、進捗管理、支払いなど一連の調達手続きを実
施する機関。
ノン・プロジェクト無償：2015年4月に「ノン・プロジ
ェクト無償」などのサブスキームが廃止となったた
め、この名称が用いられているのは15年3月以前
に実施が決定した案件。
薫蒸処理：木材などの病害虫を駆除するため消毒
する方法の一つ。木材など輸出する場合、輸出先
相手国の定めた基準に従い、消毒を実施する。
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