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海コン協 22-05-020 
2022 年 5 月 13 日 

会員各位 

 
一般社団法人 海外コンサルタンツ協会 

専務理事 岡野 克弥 
 

ECFA セミナー2022 

「JICA 業務実施方針セミナー」ご案内 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、毎年恒例となっております「JICA 業務実施方針セミナー」を、2022 年度も下記のとおり開催

いたしますのでご案内申し上げます。 
本セミナーは、JICA の各部の次長レベルの方々をお招きし、今年度の予算を含め各課題部、地

域部の実施方針を伺います。皆様にとって関心の高い各部の重点政策・事項、国別プロジェクトの形

成・要請動向、案件公示の予定・タイミング等について直接ご説明頂き、併せてコンサルタントの皆様

への期待につきまして意見交換させて頂きますので、大変貴重な機会かと存じます。 
ご多忙とは存じますが、是非多数の皆様のご参加をお願い申し上げます。 
 

敬具 
 

記 

 
１．テーマ 2022 年度 JICA 業務実施方針について 
２．内 容 １）各部の今年度予算と業務実施方針      

２）各部の重点テーマと実施予定プロジェクト案件、公示予定 
３）昨年度を振り返り今年度コンサルタントに期待すること 
４）意見交換 
※当日は内容に変更が生じることもございますのでご了承ください。 

３．日 程 別添をご覧ください。 
４．場 所 Zoom 配信 
５．参加費 無 料 
６．対象者 ECFA 会員（正会員（法人・個人）、賛助会員、協力賛助会員）のみ 
            ※視聴用の URL を非会員に共有・転送するなどの行為は禁止致します。 
７．参加申込み 別添をご覧ください。 

担当：内藤 
TEL：03-3593-1171 

E-mail：naito@ecfa.or.jp 
 以上 
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別 添 

2022 年度 JICA 業務実施方針セミナー 

 

＊民間連携部については、5 月下旬に ECFA の民間連携分科会と制度改編についての意見交換を予定してい

るため上記日程でのセミナーは開催しませんのでご了承願います。 

部名 日 時 講 師 

東南アジア・大洋州部 5月19日 
10：00～12：00 

東南アジア・大洋州 計画・ASEAN 連携課 次長 子浦 陽一氏 
インドネシア・マレーシア 第一課 主任調査役 南 和江氏 
カンボジア・ラオス 第二課 課長 宮城 兼輔氏 
ベトナム 第三課 主任調査役 橋本 洋平氏 
ミャンマー 第四課 課長 那須 毅寛氏 
タイ 第四課 企画役 白水 健一氏 
フィリピン 第五課 企画役 西井 洋介氏 
東ティモール・大洋州 第六・大洋州課 主任調査役 湊 佑介氏 

企画部 5月20日 
10：00～11：30 審議役 高橋 亮 氏 

南アジア部 5月23日 
10：00～11：30 審議役 市口 知英 氏 

人間開発部 5月23日 
13：30～15：00 

13：30-13：35 人間開発部長 佐久間 潤氏 
13：35-13：55 次長兼基礎教育グループ長 小林美弥子氏 
13：55-14：15 高等教育 次長兼高等教育・社会保障 G 長 上田大輔氏 
14：15-14：30 社会保障 次長兼高等教育・社会保障 G 長 上田大輔氏 
14：30-15：00 次長兼保健第二グループ長 吉田友哉氏 

安全管理部 5月24日 
13：30～15：00 審議役 飯村 学 氏 

アフリカ部 5月25日 
13：30～15：00 参事役 薬師 弘幸 氏 

評価部 5月26日 
10：00～11：30 次長 佐藤 真司 氏 

ガバナンス・平和構築部 5月26日 
13：30～15：30 

13：30-13：50 部長 宮崎 桂 氏 
13：50-14：15 ガバナンスＧ 次長 小林 洋輔 氏 
14：15-14：40 平和構築室 室長 室谷 龍太郎 氏 
14：40-15：05 ジェンダー平等・貧困削減推進室 室長 内川知美氏 
15：05-15：30 ＳＴＩ・DX 室 室長 斉藤幹也 氏 

経済開発部 5月27日 
13：30～15：00 

13:30-14:00 民間セクター開発 G 次長 森畑 真吾 氏 
14:00-15:00 農業・農村開発 G 次長 大島歩氏 次長 天目石慎二郎氏 

資金協力業務部 6月1日 
10：00～11：30 次長 杉山 茂 氏 

中南米部 6月1日 
13：30～15：00 次長 多田 尚平 氏 

インフラ技術業務部 6月2日 
13：30～15：00 

次長 尾藤 好文 氏 
有償技術審査室 副室長 松山 哲 氏 
課長 調達監理課 福居 敬介 氏 

地球環境部 6月2日 
15：30～17：00 

気候変動対策 気候変動対策室長 宮崎明博氏 
環境管理 次長兼環境管理 G 長 宮崎明博氏 
自然環境 次長兼森林・自然環境 G 長 西村貴志氏 
水資源 次長兼水資源 G 長 松本重行氏 
防災 次長兼防災 G 長 永見光三氏 

中東・欧州部 6月3日 
10：00～11：30 次長 大野 裕枝氏 

社会基盤部 
（都市・地域G、運輸交通
G、資源・エネルギーG） 

6月6日 
13：30～15：30 

13:30～14:10  次長（都市・地域）讃井 一将 氏 
14:10～14:50  次長（運輸交通）小泉 幸弘 氏 
14:50～15:30  次長（資源・エネルギー）小早川 徹 氏 

東・中央アジア部 6月9日 
13：30～15：00 次長 田邉 秀樹 氏 

財務部 6月10日 
10：00～11：00 

次長（財務担当） 鈴木 和哉 氏 
次長（予算執行管理担当） 岩井 伸夫 氏 

調達・派遣業務部 6月10日 
13：30～15：00 次長 足立 佳菜子 氏 
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オンライン開催にあたり下記事項について、事前に必ずご一読頂けますようお願いします。 
 
■受講通知（開催前日まで） 
・  該当セミナー開催前日までに、当日の入室用URL、IDとパスワードをお送りします。 
・ 当日の資料についても、その際にご連絡します。基本的に各自GIGA PODにアクセスいただく形を取る予

定ですが、部署によっては期限が決められている場合があるため期日内にダウンロード願います（ セミナー

終了後の資料請求には対応しかねますのでご了承願います）。 
・ 期日内に申込をした方で受講通知が来ない場合は、当該セミナー開始前にメールにてご連絡ください。  
 
■当日の参加方法 
・ 受付（入室）は、各セッション15分前から開始いたします。 
・ 入室の際には、出席をとりますので顔画面の下に出てくる名前IDを「会社名＋苗字」に変更してから入室願

います。  
例） 海外コンサルタンツ協会 内藤 → 「ECFA 内藤」 
「a2456」「iphone35」など、所属がわからない方のIDでは入室できませんので、ご了承願います。 
変更の方法はこちら→https://applimura.com/zoom-name-change/ 

・ 入室時には全員ミュートでお願いします。 
・ 基本的に、開始時間を過ぎてからの入室はできませんので早めの入室をお願いします（過去に途中入室さ

れた方が、画面共有のボタンを押してしまい講義が度々中断してしまった事例があります）。  
・ Zoom利用についてのテクニカルな質問には対応できませんので、各自スムーズに参加できるようご準備く

ださい。 
・ 視聴に十分なネット環境を整えてご参加ください。  
 
■その他注意事項 
・  配信内容の録画、録音、画像の保存は禁止します。後日の録画配信はありません。  
・ 視聴用のURLを非会員に共有・転送するなどの行為は禁止です。 
・ 経済開発、社会基盤、ガバナンス・平和構築、人間開発部に関しては、 ご希望のグループのみの参加も可

能です。 
・ 終了時間が多少前後する可能性もございます。あらかじめご了承ください。 
・ 急遽、講師が変わる可能性もありますので、その場合はご了承願います。  
・ 各部の発表は、ECFAで開催している分科会または、JICAで開催しているセミナーの内容と重複する可能

性もありますのでご了承願います。 
・ 頂いた個人情報は本セミナー目的以外では使用いたしません。 
・ ご希望のセミナーのみ選択してお申込みください（とりあえず全て申込んでおく、というのはご遠慮願いま

す）。 
 

≪お申し込み方法≫ 

・ 参加ご希望の方は、以下の必要事項ご入力の上、各セッション開催日の 3 日前（土日祝含まず）までに下

記 URL からお申込みください。ただし、東南アジア部と企画部に限っては 2 日前まで受け付けます。 
・ 期日を過ぎてからのお申し込みは受け付けられませんので、ご協力お願いします。 
・ オンラインでの開催となるため、会社での取り纏めてのお申込みは出来ませんのでご了承願います（申込

者名とメールアドレスで出席を取ります）。 

・ 不参加から参加へ変更する場合は、新規でご登録お願いします。その際のご連絡は不要 です。 

 

お申込みはこちらからお願いします。 

URL: https://forms.gle/DJgG8vgfEBWa13RR7 

 

 

以上 


