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アフリカにおける 
JICAの民間連携の取り組み 

国際協力機構アフリカ部 

2013年2月26日 アフリカ・ビジネスセミナーin横浜 

1 

ODA 
政府開発援助 

二国間援助 

多国間援助 

技術協力 

有償資金協力（円借款） 

無償資金協力* 

JICA 
*外交政策の遂行上の必要から外務省が引き続き自ら実施するものを除く。 

使命(Mission) 

戦略 

1. グローバル化に伴う課題への対応 
2. 公正な成長と貧困削減 
3. ガバナンスの改善 
4. 人間の安全保障の実現 

1. 包括的な支援 
2. 連続的な支援 
3. 開発パートナーシップの推進 
4. 研究機能と対外発信の強化  

JICA と ODA 

多様な援助手法を有機的に組
み合わせ、統合効果を発揮 
 
「援助の迅速な実施」（Speed-up） 
「援助効果の拡大」   （Scale-up） 
「援助の普及・展開」 （Spread-out）
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TICADとは？ 

アフリカ開発会議 
Tokyo International Conference on      
         African Development 

(TICAD) 
 

1993: 第1回東京アフリカ開発会議開催 
【背景】 
冷戦後の旧ソ連圏への援助増 
      先進国の「援助疲れ」 

→日本がリードして国際社会のアフリカに対する
関心を高め、支援を強化するための取り組み 

国際社会のアフリカへの 
関心低下 
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TICAD IV (横浜、2008年5月28-30日) 

元気なアフリカを目指して： 
希望と機会の大陸                  

アフリカ51カ国が出席  
   (うち41カ国は国家元首・首脳級が出席) 
 33 開発パートナー諸国・アジア諸国 
 77 国際機関・地域機関 

(出典：官邸ホームページより) 
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日本のコミットメント：対アフリカODA倍増  

 
 

基準値 
(2003-2007年の 

対アフリカ支援平均値） 

目標値 
(累計) 

二国間贈与 7億ドル 14億ドル 
政府貸付（円借款） 0.8億ドル 1.6億ドル以上 

アフリカ開発銀行への拠出 1.2億ドル  2.4億ドル 
対アフリカODA全体 9億ドル 18億ドル 

“2012年にアフリカ向けODAを倍増する” 
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横浜行動計画の重点分野 
I 成長の加速化 
1) インフラ 
2) 貿易・投資・観光 
3) 農業・農村開発 

II 人間の安全保障の確立 
 

1) MDGs (コミュニティー開発、教育、保健） 
2) 平和構築・グッドガバナンス 

III 環境・気候変動問題への対処 

IV パートナーシップの拡大 
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なぜJICAが民間連携を行うのか 
１．アフリカ開発には、民間投資の促進による経済発
展・雇用拡大が不可欠（TICADの主要課題） 

 
２．JICAはアフリカに34か所の拠点を置き、ODA事業
を実施。開発課題は多種多様。 

 
3.  民間企業の有する技術・知見と協働して、アフリカ
の開発課題を解決 

 
4．インフラや人材、制度上など民間企業進出の課題
となる分野においてもODA事業を実施（相互補完） 
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南アフリカ 

エチオピア 

ボツワナ 
マダガスカル 

モザンビーク 

タンザニア 

ジンバブエ 

ザンビア マラウィ 

ケニア 

ナミビア 

ジブチ 

ウガンダ 
ルワンダ ガボン 

カメルーン 

ナイジェリア 

ニジェール 

ベナン 

ガーナ 
コートジボワール 

セネガル 

ブルキナファソ 
 シエラレオネ 

コンゴ 
民主共和国 

スーダン（ハルツーム） 

南スーダン（ジュバ） 

リベリア 

ブルンジ 

エジプト 

チュニジア 
モロッコ 

アンゴラ 

マリ 

アフリカにおける3４在外拠点 
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JICAの事業と民間連携 

 （１） JICA事業全般（情報提供） 

 （２） ビジネスを通じた途上国貧困層への貢献（BOPビジネス連携促進） 

 （３）  【外務省事業】 ODAを活用した中小企業等の海外展開支援のための委託事業 

 （４） グローバル人材の「育成」（協力隊・民間連携ボランティア制度） 

 （５） グローバル人材の「採用」（ボランティア経験者求人情報提供） 

 （６） 幅広い国際協力人材への情報アクセス（PARTNER人材情報閲覧機能） 

 （７） 日本での研修を通じた途上国政府関係者等との交流（研修受入事業） 

 

JICA事業全般についての照会・情報提供は、以下の最寄の国内機関で承ります。 
なお、（8）の民間連携室が実施する事業についての各種お問い合わせは、連携推進課 電話：03-5226-
6960（課代表）までお電話願います。 
JICAホームページ「企業の方へ」（ http://www.jica.go.jp/for/business.html ）をご参照下さい。 
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所管地域 機関名 電話（T) / ファックス（F) 

北海道 （道央・道北・道南） JICA北海道（札幌） 市民参加協力課 T:011-866-8333、F:011-866-8382 
北海道（道東） JICA北海道（帯広） 道東業務課 T:0155-35-1210、F:0155-35-1250  
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・
福島県 

JICA東北 総務課 
T:022-223-5151、F：022-227-3090  

茨城県 JICA筑波 研修業務・市民参加協力課 T:029-838-1111、F:029-838-1119  
神奈川県 JICA横浜 市民参加協力課 T:045-663-3251、F:045-663-3265 
東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、
山梨県、新潟県 

JICA地球ひろば 地域連携課 
T:03-3269-9023、F：03-3269-3020 

長野県 JICA駒ヶ根 所長 T:0265-82-6151、F：0265-82-5336  
静岡県、岐阜県・愛知県・三重県 JICA中部 総務課 T:052-533-0220、F:052-564-3751  
富山県・石川県・福井県 JICA北陸 支部長 T:076-233-5931、F:076-233-5959   
滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山
県・兵庫県 

JICA関西 業務第一課 
T:078-261-0341、F:078-261-0342  

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 JICA中国 総務課 T:082-421-6300、F:082-420-8082  
徳島県・香川県・愛媛県・高知県 JICA四国 業務課 T:087-821-8824、F:087-822-8870  
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・
宮崎県・鹿児島県 

JICA九州 市民参加協力課 
T:093-671-6311、F:093-671-0979   

沖縄県 JICA沖縄市民参加協力課 T:098-876-6000、F:098-876-6014  

1.JICA事業全般（情報提供） 
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2.ビジネスを通じた途上国貧困層への  
   貢献（BOPビジネス連携促進） 
  1. 制度概要： 調査提案を民間より公募し、BOPビジネスの事業計画策定（F/S調査）を

 提案企業に委託するもの（市場調査～事業計画策定まで） 

2. 対象事業： 以下３つを満たすBOPビジネス 

 MDGs（Millennium Development Goals*)をはじめ開発課題の改善に資す
る事業 

 調査結果や事業実施結果が他のJICA事業に活用可能 
又は、JICA事業との連携により更なる開発効果が望める事業 

 本制度による調査実施後、提案企業が主たる事業者として 
 実際に当該BOPビジネスへの関与が予定されて 
 いること（当面日本法人に限る） 

3. 対象国： JICA在外事務所所在国 

4. 規模： 調査金額：（JICAの支払い対象金額）は１件につき上限5千万円もしくは2千万円 

    調査期間：最大３年程度 公募回数：年2回公募 

       公募情報：http://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html 

＊Millennium Development Goals （ミレニアム開発目標）: 開発分野における国際社会共通の目標を指す。2000年9月にニューヨークで開催された 
 国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基にまとめたもので、極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015年までに達成すべき8つの目標を掲げている。 

平成22年度全20中10件、平成23年度第1回全13中3件、平成24年度第1
回全13件中2件がアフリカ向け調査 
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BOPビジネス連携促進(アフリカ案件） 

国名 提案代表者 共同提案者 案件名 

ケニア 三洋電機株式会社 － ソーラーランタンBOPビジネス適合調査 

ケニア 住友化学株式会社 － ケニア共和国における長期残効性防虫ネット製品の貧困
層向けビジネスモデル構築のための事前調査 

タンザニア 日本ジェトロファ株式会社 タンザニアにおけるジェトロファBOPビジネス調査 

タンザニア 日本インターナショナル株
式会社 

株式会社パンテルインターナ
ショナル 

家庭・小規模事業向け簡易・固形燃料製造事業化現地調
査 

ルワンダ 株式会社オーガニックソ
リューションズ・ジャパン 

－ ルワンダ共和国の農業と公衆衛生を対象とした微生物資
材ビジネスにおける協力準備調査 

モザンビーク 日本資源エネルギー開発
株式会社 

社団法人アフリカ開発協会、
株式会社建設技術センター、
株式会社石井鐡工所 

モザンビークにおける燃料転換BOPビジネス 

ガーナ 株式会社ソニーコンピュー
ターサイエンス研究所 

ソニー株式会社 無電化地域のオフグリッド電化に関するF/S調査 

ガーナ 味の素株式会社 － 離乳期栄養強化食品事業F/S調査 

ガーナ 特定非営利活動法人 道
普請人 

株式会社ﾊﾟﾃﾞｺ、株式会社国
際開発アソシエイツ 

日本発「土のう」による農村道路整備ビジネス 

セネガル ヤマハ発動機株式会社 システム科学コンサルタンツ
株式会社 

西アフリカにおける浄水装置を用いた村落給水事業実証
調査 

２０１０年８月公示（採択案件） 
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国名 提案代表者 共同提案者 案件名 

ナイジェリア 会宝産業株式会社 株式会社イースクエア BOP層が参画する環境配慮型の自動車リサイクルバ
リューチェーンの構築事業 

ガーナ 川商フーズ株式会社 プライスウォーターハウス
クーパース株式会社 

ガーナ国における地産地消ビジネス 

ウガンダ サラヤ株式会社 三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング株式会社 

新式アルコール消毒剤による感染症予防を目的とした
BOPビジネス 

BOPビジネス連携促進(アフリカ案件）つづき 

２０１１年６月公示（採択案件） 

２０１2年7月公示（採択案件） 

国名 提案代表者 共同提案者 案件名 

ケニア 一般社団法人OSAジャパン バッテリーバンクシステム株式会社 
環境ライフテクノロジー株式会社 
有限会社三栄エムイー 
有限会社アイエムジー 

バッテリー再生利用による包括的電化推進ビジネス協
力準備調査(BOPビジネス連携促進） 

南アフリカ 株式会社サカタのタネ 特定非営利法人プラネットファイナン
スジャパン 

サカタ・ベジタブル・インスティテュート：生産指導と経営
指導研修を通じた小規模農家のインキュベーションF/S
調査 
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ニーズ調査 案件化調査 
途上国政府への 
普及事業 

概要 
中小企業等の製品・技術等の開
発援助案件化を念頭に置いた

ニーズ調査 

中小企業等からの提案に基づく，ＯＤ
Ａ事業への展開のための案件化調査 

中小企業等からの提案に基づく，製品・
技術等の途上国政府関係機関におけ

る試用・導入の働きかけ 

実施日程 
（予定含む） 

６月１８日 公示 
７月２６日 締切 
１０月下旬～ 事業実施 
１１月～翌年２月頃 
     報告書の提出 

６月１８日 公示，７月２７日 締切 
１１月上旬～ 事業実施 

１２月下旬～翌年２月頃 報告書の提出 

公募対象 
開発コンサルタントや 

商社等からの提案が基本 
中小企業とコンサルタント等による共同提案が基本 

採択予定
件数 

８件（応募２４件） ３２件（応募１１７件） 10件（応募２８件） 

単価 上限５千万円 上限３千万円 上限５千万円 

負担経費 
・人件費 
・旅費 等 

・人件費（コンサルタント経費） 
・旅費 等 

・人件費（コンサルタント経費） 
・旅費 
・運搬費 
・製品紹介や試用・実証等に要する 
  経費等 
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3.【外務省事業】 ODAを活用した中小企業
等の海外展開支援のための委託事業 
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２０１2年6月公示（採択案件） 

平成２４年度政府開発援助経済協力事業委託費による「ニーズ調査」 
企画名 受託企業名 対象分野 対象国 概要 

透析技術ネットワーク開発計画ニー
ズ調査 

システム科
学コンサルタ
ンツ株式会
社 

医療保健 
タイ 
インド 
南アフリカ 

透析医療のニーズがある対象国において、東九州メディカルバレーの中小
企業が有する透析医療技術についてのニーズ調査。対象国は慢性腎不
全の潜在リスクが高い高血圧や糖尿病の罹病率が高く、透析医療に関す
るニーズがある。大分県と宮崎県が共同で進める「東九州メディカルバ
レー構想特区」は両県の特長である血液や血管に関する医療関連産業を
中心に、国際競争力の強化と地域医療の活性化を図ることを目標としてい
る。研修による人材育成を通じて対象国関係者の透析医療の理解・技術
向上を目指す。 

排水・汚水処理システム改善のため
の水の浄化・水処理関連製品・技術
等の活用の 
ニーズ調査 

株式会社三
菱総合研究
所 

水の浄化・水処理 

ベトナム 
インド 
南アフリカ 
マレーシア 

対象国の排水・汚水処理分野において、分散型汚水処理装置等、中小企
業が有する製品・技術の活用についてのニーズ調査。対象国は産業・生
活排水の処理設備の未整備により大量の汚濁物質が河川、湖沼等に流
入し、広範囲にわたり水質汚染が深刻化しており、水の浄化、排水・汚水
処理システムの整備が大きな課題となっている。日本では、浄水、工業用
水供給、生活排水処理、工業排水処理、河川・湖沼浄化等に資する水処
理関連製品・技術で強みを持つ中小企業が多数存在しており、ODAによる
途上国支援と日本の中小企業の海外事業展開との適合を目指す。 

農産品加工技術および流通技術活
用による農産品の高付加価値化、都
市部への供給確保および輸出増大
のニーズ調査 
 

みずほ情報
総研株式会
社・アイ・ 
シー・ネット
株式会社共
同企業体 

農業 
ラオス 
スリランカ 
ルワンダ 

中小企業が有する農産品加工技術（乾燥、醸造等）および流通技術を活
用した対象国での農産品の高付加価値化、都市部への供給確保および輸
出増大についてのニーズ調査。対象国は農業を基幹産業としているが、農
産品の付加価値を高めた上で市場に供給することについては、競争力が
低く、農産品の腐敗等による廃棄が続いているのが現状である。中小企業
が有する農産品加工技術および流通技術の導入、農産品の高付加価値
化、都市部への供給確保および輸出増大の実現を目指す。 

沖縄県中小企業が有する島嶼地域で
の太陽光発電システムの技術・ノウ
ハウ導入のニーズ調査 
 

株式会社沖
縄エネテック 

環境・エネルギー・廃棄 
物処理 

ソロモン諸島 
モルディブ 
セーシェル 

小島嶼地域の小規模電力系統に適したシステムとして蓄電池を使用しな
いシンプルな系統連系型太陽光発電システムの対象国への導入について
のニーズ調査。小島嶼で構成される対象国は、配電網が整備されておら
ず、化石燃料による高い発電コストが経済と国民生活を圧迫している。沖
縄県内の中小企業が実績を有する発電システムを無償資金協力、技術協
力を通して導入することを検討する。 

都市周辺部及び村落散在地域への
上水供給拡大に向けた小規模分散
型浄水装置の普及展開 
 
 
 
 
 

パシフィック
コンサルタン
ツ株式会社・
メタウォー
ター株式会
社共同企業
体 

水の浄化・水処理 

インドネシア 
カンボジア 
インド 
ケニア 

本邦中小企業が有する一部完成品・半製品をパッケージ化・ユニット化し
た小規模浄水装置活用による対象国の都市周辺部および村落散在地域
への上水供給についてのニーズ調査。対象国で水源となっている河川水
や地下水の砒素や塩分などの水質問題を抱える地域に対し、無償資金協
力、技術協力等を通して小規模浄水装置を導入し、本邦中小企業の海外
展開促進の方策を検討する。 

15 

平成２４年度政府開発援助海外経済協力事業委託費による「案件化調査」 

企画名 受託企業名 コンサルティング会社 対象分野 対象国 概要 

太陽光発電を用いた水浄化事業案件化
調査 

株式会社ウェル
シィ 

日本テクノ株式会社 
環境・エネル
ギー・廃棄物処
理 

ケニア 

太陽光発電を用いた水浄化事業に関する調査。
電力インフラが整備されていない環境下に太陽
光発電で駆動する小規模分散型浄水装置の導
入・普及を行い、給水率の向上を目指す。 

視覚障害者のための教育・就業支援案
件化調査 

株式会社日本テレ
ソフト 

株式会社地球システム 科学福祉 スーダン 
視覚障害者支援の調査。ハルツーム市にて、点
字情報機器の提供、IT機器の整備による視覚障
害者の教育と就業機会の創出を目指す。 

チュニジア国でのRO膜処理による都市
下水高度処理および処理水の農業用水
への展開 

日本ピュアウォー
ター 

株式会社アクセンチュア
株式会社 

水の浄化・水
処理 

チュニジア 

都市下水高度処理および処理水の農業用水に
関する調査。都市下水を、逆浸透膜を使った処
理システムにより塩分濃度を飲料水レベルに下
げ、処理水の農業用水への展開を目指す。 

16 
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平成２４年度政府開発援助海外経済協力事業委託費による「途上国政府への普及事業」 

企画名 受託企業名 コンサルティング会社 対象分野 対象国 概要 

地方村落を対象とした簡易浄水器による
水供給事業の普及に関する調査業務 

POLY-GLU 
SOCIAL 
BUSINESS株式
会社     豊田通
商株式会社   

オーピーシー株式会社 
水の浄化・水
処理 

タンザニア 

凝集剤を利用した浄水技術のBOPビジネスとし
ての展開を狙う。市場調査に加えて現地モデル
学校に簡易浄水設備を設置して適合性検証を行
う。安全な水の供給による衛生改善の他、同ビジ
ネスの普及による雇用促進も目指す。 

Dr.カー（移動型診療所）の実施プロジェ
クト 
 
 
 

アクシオヘリックス
株式会社 
株式会社スマート
エナジー 
特定非営利活動
法人ロシナンテス 
 

テクノロジーシードイン
キュベーション株式 
会社 

医療保健 スーダン 

低所得者向けの移動型医療サービスの普及を
図る事業。現地調査に加えて、ドクターカーを導
入し遠隔医療システムと組み合わせて適合性検
証を行う。遠隔地・農村部での医療アクセス改善
を目指す。 

ＶＡＴ徴収・管理システムの普及事業 
 
 
 
 

株式会社ビー・エ
ム・シー・インター
ナショナル 
 

株式会社かいはつマネ
ジメント・コンサル 
ティング 

その他（ガバナ
ンス） 

モザンビーク 

キャッシュレジスターに装着してVATの脱税を困
難にする装置及びシステムの普及のための調査
及び実証実験。徴税基盤の強化と不正な脱税を
防ぐことを目指す。 

手動ろ過浄水装置及び貯水タンク普及
事業 
 
 
 

新洋技研工業株
式会社 
 

DevelopmentEx.co
m, INC 
太陽ＡＳＧ有限責任監
査法人 

水の浄化・水
処 
理 

エチオピア 
ケニア 

持ち運び可能な小型の手動ろ過浄水装置、及び
浄化した水を貯蓄する貯水タンクの普及事業。衛
生状況の改善や、女性・子供の水汲み労働の軽
減を目指す。 
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青年海外協力隊と民間連携 
協力隊活動との連携 

①協力隊への社員派遣 
 
 
 
 
 
 
 

(2)民間連携ボランティア制度 

(1)現職参加（休職して参加） 

②協力隊経験者の   
  採用 
 
 
 
 
 
 

国際協力キャリア総合情報サイト
PARTNERへ登録 

検索した協力隊経験人材に対し
て就業機会等のオファーが可能 

18 
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青年海外協力隊と民間連携 
協力隊活動から得られるメリット 

19 

 途上国でのボランティア経験を通じ、グローバル社会で活躍できる人材育成をお手伝いします。
平成24年度からスタートした新しいプログラムです。概要は次の通りです。 
 

・対 象 国 ：全世界の開発途上国 約80ヵ国（社員の派遣国は企業の要望を重視） 
 

・対象分野：マーケティング、システムエンジニア、観光開発、環境、工業、医療、教育分野など 
 

・選考方法：企業から社員の推薦を頂いた上で、JICAが途上国で活動できるかを適応性、語学 
        力、健康面などを総合的に評価します。合格後に合宿訓練を経て派遣します。 
 

・対 象 者 ：青年海外協力隊（20～39歳）、シニア海外ボランティア（40～69歳） 
 

・派遣期間：３ヶ月～２年（派遣前訓練を実施します。訓練期間は派遣期間に応じて異なります。） 
 

・負担費用： JICAが往復渡航費、現地での生活費、住居費、現地活動費等を負担します。 
 

 

・H23年9月に企業向け説明会を行い、参加企業のうち2社から若手社員の派遣しています。 
 ⇒食品メーカー ：ベトナム、環境教育（H24.3～H25.2) 
 ⇒化粧品メーカー ：カンボジア、村落開発普及員（H24.4～H25.6） 
 

・H24年度から企業向け説明会を拡大実施し、参加企業の登録を行います。 
 

・詳細は随時、JICAホームページや新聞等で発表します。 
20 

具体的な活用事例（パイロット事業） 

詳しい情報は、こちらへ。（http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/）  

4.グローバル人材の「育成」（民間連携ボランティア制度） 
 

http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/
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 途上国の過酷な条件下で活動したボランティアは、異文化適応力、コミュニケーション能力、タフさ
などを身に付けて帰国します。引き続き海外での活躍を希望する者も多く、企業の海外展開やCSR
活動にも貢献できます。 
 
・採用希望の企業から求人票を頂き、PARTNERを通じて帰国ボランティアに提供します。 
 

・求人情報をもとに、帰国ボランティアが直接各企業にアプローチします。 
 

・採用試験等は各社の方針や規定に沿って実施していただきます。 
 

 
・トキタ種苗株式会社（さいたま市）：海外市場・海外種子産地の開拓にあたり、技術・語学・途上国 
 での業務経験のある協力隊経験者が活躍。現在20名在籍。 
 （http://supporter.jica.go.jp/company/tokitaseed/） 
 
・昭和機械商事（大阪市）：協力隊経験者は企画・実行力、適応力、生き抜く底力があると評価。シン 
 ガポールに最初の現地法人を設立する際の責任者として抜擢し、2011年11月現在７名の協力 
 隊経験者が在籍。 
 （http://supporter.jica.go.jp/company/showa-kikai/） 
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具体的な活用事例 

詳しい情報は、こちらへ。（http://supporter.jica.go.jp/company/）  

5.グローバル人材の「採用」（ボランティア経験者求人情報提供） 
 

 PARTNERは、国際協力の世界で活躍を目指す方と、国際協力人材を求める組織や団体に様々な
情報をお届けする「国際協力キャリア総合情報サイト」です。 
 
以下のサービスが無料でご利用になれます。 
①PARTNER掲載情報、人材情報の閲覧の閲覧 
②PARTNERに登録している個人へのオファー 
③団体情報の掲載 
 
  

PARTNER 検索

http://partner.jica.go.jp/ 
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ステップ1：まずは登録！ 

■PARTNERの団体登録要件 
①設立されてから1年以上経過している 
②日本国内に拠点を有している 
③事業内容や財政状況等が外部からの求めに応じて資料や情報の提供が可能である 
④国際協力人材の活用に興味・関心を有している 
⑤営利を目的としない経済団体（商工会議所等）の会員である 

ステップ2：PARTNERをのぞいてみましょう！ 

3,306  

472  

2,895  

1,518  

873  

681  

2,756  

3,037  

青年海外協力隊経験 

シニア海外ボランティア経験 

JICA技術協力専門家・調査団員経験 

JICA人材養成プログラム経験 

国際機関勤務経験（インターン、アルバイトを除く） 

在外公館勤務経験 

NGO勤務経験 

コンサルタント業務従事経験 

海外業務経験の
豊富な人材が 
揃っています！ 

＜国際協力業務経験＞ 

青年海外協力隊のOB、OG
も多数登録！ 

開発途上国で培ったバイタリ
ティあふれる人材です。 

*複数回答有 

6.幅広い国際協力人材への情報アクセス 
（PARTNER人材情報閲覧機能） 

 

http://supporter.jica.go.jp/company/tokitaseed/
http://supporter.jica.go.jp/company/showa-kikai/
http://supporter.jica.go.jp/company/showa-kikai/
http://supporter.jica.go.jp/company/showa-kikai/
http://supporter.jica.go.jp/company/showa-kikai/
http://supporter.jica.go.jp/company/
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ステップ3：「人材情報閲覧機能」を利用して、プロフィール公開している国際協力人材の中から、 
ニーズに応じた人材を探してみましょう！ 

◎国際協力人材情報／例 
性別／女、年齢／35歳、現住所都道府県／埼玉県、 
登録分野・業務経験／＜貿易＞ベトナムの現地法人の輸出入手続き、ＡＳＥＡＮ 
域内配送手配に従事し、各国の顧客、日本本社及び各国代理店とのコレポン業務
などを2年間従事、語学力／英語Ｓレベル TOEIC880点、ベトナム語Ａレベル、 
最終学歴／2000年3月神戸大学 経済学部、 
業務に関する技術資格、業績／1999年07月 航空貨物取扱士 

ステップ2：PARTNERをのぞいてみましょう！ 
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＜語学レベル＞ Ｓレベル：極めて高いコミュニケーション能力（英語の場合TOEIC860点以上のレベル） 
Ａレベル：高いコミュニケーション能力（英語の場合TOEIC730点以上のレベル） 

  英語 スペイン語 フランス語 中国語 インドネシア語 タイ語 ポルトガル語 アラビア語 スワヒリ語 ロシア語 

全体 9171 1619 1439 576 376 292 257 217 208 166 

S-A 5928 610 439 175 103 72 92 28 54 46 

S-A% 65% 38% 31% 30% 27% 25% 36% 13% 26% 28% 

海外実務レベルの 語学力を 
有する人材が揃っています！ 

特殊言語にも多数対応！ネパール語、 
ベトナム語、ベンガル語、ラオス語など 

＜人材検索画面＞ 

検索した人材に対しメール機能により就業機会等のオファーが可能。
貴社の求人情報への応募勧奨としても使えます。 
       →返信があればオファーが成立／やり取りを開始！ 
 

キーワード、語学、職種等で検索 

*複数回答有 

7.日本での研修を通じた途上国政府 
関係者等との交流（研修受入事業） 
  

 
 
- 各国政府関係者が対象 
- アフリカ地域から年間2,200人受入(2011年） 
- 研修受入先が海外進出を検討している事例も 
 
（例）JICA帯広  
  →受入先が研修受入時に現地の 
    農機具事情を知った事がきっかけで、 
    十勝の農機具ノウハウをアジア・ 
    アフリカで活かすことを検討 

国内を舞台に日本のノウハウを伝える 

24 
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TICAD Vに向けて 

 横浜、2013年6月1-3日 

 民間連携は主要課題のひとつ。 

 民間連携によってアフリカにおける持続可能
な経済成長促進を目指す。 
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ご清聴ありがとうございました 
（お問合せ先） 

JICA民間連携室 連携推進課 
  
TEL 03-5226-6960 
E-mail  ostpp-contact@jica.go.jp   
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