
である中南米での業務においてス
ペイン語を活用しており、業務に
用いる主要な言語は内部の人材で
カバーされているという。
　JICSは現在、新卒者・既卒者
の採用を進めている。このほか、
施設建設の実施監理業務などに携
わる技術系の即戦力人材の採用に
も取り組んでいる。
　宍倉氏は、「JICSの業務は、
先方政府と日本政府の中間地点に
立って行うことが多い。そのため、
“相手のためになることをした
い”という思いに加え、日本の政
府や企業にとっても利益がある
Win-Winの仕事を目指す方々に、
ぜひ応募してほしい」と呼び掛け
る。将来、調達と国際協力のプロ
フェッショナルを志す人々が
JICSに集うことが期待される。

ことが先方の利益になると考えた
という。しかし、先方政府から、
「予定量を上回る軽油を調達して
も十分に生かせない」という指摘
を受けた。「こちらが良いと思っ
ても、先方政府は必要としている
とは限らない。関係者と密にコミ
ュニケーションをとることの重要
性を痛感した」と振り返る。
　宍倉氏は、今後の抱負として、
「先方政府から受けた率直な意見
や相談から相手の意図を捉え、受
け手側とドナーの双方が納得でき
る案件形成を行いたい」と語る。

プロフェッショナルの育成図る

　JICSは、新卒採用を毎年行う
数少ない国際協力機関であり、独
自の研修制度で高度な専門性を持
つ人材を育成している。
　前述の桃井氏は、「開発コンサ
ルタントは業務従事の経験年数が
重要視されるが、JICSではオ
ン・ザ・ジョブ・トレーニング
（OJT）の一環として入団一年以
内に一度は海外出張を経験するな
ど、調達のプロフェッショナルと
して自立を促す育成を行ってい
る」と話す。
　他方、中途で採用され、多様な
経験を生かしている職員も多い。

　前述の宍倉氏は、JICS入団後、
経済産業省での勤務経験を持つが、
「JICSでは、調達に関する高度
な専門性を身に付けることができ
る。他方、中央省庁は、個々人の
業務の幅が広く、多様な知見を身
に付けられるため、経産省で得た
幅広い視点は、JICSの業務にも
生きている」と語る。
　なお、宍倉氏は、「入団１年目
の海外出張で、先方政府の局長レ
ベルとの会議に参加した際、発言
の機会が与えられたことに驚いた。
準備段階から自問自答を繰り返し、
資料の作成や会議準備を行うこと
で、最初から当事者意識を持って
携わる経験をさせてもらえた」と
振り返る。
　JICSには、英語に加え、他の
言語を使いこなせる人材も多い。
例えば、現在フランス語人材とス
ペイン語人材は20人以上在籍し
ている。桃井氏も、スペイン語圏

多様なニーズへの対応が強み

　JICSは、①無償資金協力関連
事業、②技術協力関連事業、③有
償資金協力（円借款）関連事業、
④多国間援助等関連事業、⑤新規
事業を柱に、日本政府や開発途上
国政府に加え、国際機関からの業
務受注に取り組んできた。
　特に、主要事業の無償資金協力
関連事業では、調達範囲が幅広く、
セメント、石油などの資材から建
設・農業機械、医療機器などの機
材の調達、施設建設のマネジメン
トなど、多岐にわたる。
　JICSは、これまでに140カ国以
上の国々への調達に携わってきた。
その中で得た経験や構築されたネ
ットワークを生かし、近年は、持
続可能な開発目標（SDGs）の理
念に合致し、国際貢献につながる
優れた技術、製品やノウハウを持
つ民間企業の海外進出を支援する

サービスに取り組んでいる。国際
協力を取り巻く環境の変化に合わ
せ、事業を多様化させてきたのが
JICSの歩みだったとも言える。
　「援助をカタチに」を実践

　こうしたJICSのモットーは、
「援助をカタチに」である。
　業務第二部機材第三課の桃井拓
真氏は、「JICSのような調達代
理機関※が携わる無償資金協力の
場合、資金供与の後、調達内容の
詳細が決定される。JICSは、供
与資金をモノや施設、サービスに
変えて被援助国に届けるまでを担
っており、まさに“案件を形にす
る”点に、調達機関ならではのや
りがいがある」と語る。
　調達とは、決まった資金で決ま
ったモノを購入するといった、単
純な仕事ではない。開発途上国の
状況に適した機材やサービスを調
達できるよう、さらに本邦製品調
達案件では日本企業の強みや
特性を生かせるよう、日本政
府と開発途上国政府に提案し、
双方に利のある案件を形成し
ていくことが重要となる。
　その一例が、桃井氏が2016
年から携わっているペルーに
おける防災強化事業だろう。

これは、もともと緊急放送に関す
るシステムの導入を行うプロジェ
クトだったが、桃井氏は現地の防
災訓練の様子を見て、「啓発活動
として、地震を擬似体験できる振
動装置を備えた日本の中小企業製
の起震車もある」と紹介した。こ
れは現地側に高い評価を受け、実
施が決まったという。
　桃井氏は、「日本政府が2015
年に策定した開発協力大綱では、
ODA事業において民間企業と連
携することが重視されている。今
後、現地に役立つのと同時に、日
本企業の技術が生きる案件の形成
を積極的に進めたい」と語る。
　他方、2013年に入団した業務
第三部地域第一課の宍倉未記氏は、
「調達代理機関は、日本政府から
援助された開発途上国政府の資金
も管理する立場だ。先方政府が何
を、どのくらい本当に必要として
いるのかをしっかり把握して管理
することに、仕事の難しさとやり
がいがある」と語る。
　宍倉氏は現在、中東の国に対す
るノン・プロジェクト無償におい
て、軽油の調達に携わっているが、
軽油の市場価格の暴落を受け、
「予算内で沢山の軽油を買える」
と思い、予定以上の量を調達する

日本初の国際調達機関として、1989年に設立され、政府開発援助
（ODA）に関する資機材の調達を中心に多様なサービスを提供して
きた（一財）日本国際協力システム（JICS）。この度、新卒・既卒者の募
集を開始したJICSの魅力とは何か。また、どのような人材が求められ
ているのか。

日本初の国際調達機関として、1989年に設立され、政府開発援助
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理、支払いなど一連の調達手続きを実施する機関。
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