
一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ECFA） 

ワン・ワールド・フェスティバル＠大阪（2/2-2/3） 
 
 

 
 
 
 
 
 

「開発コンサルタント」は世界 160 ヶ国以上の開発途上国で国際協⼒の仕事をしています。 
「開発コンサルタント」について知りたい方は、「北区⺠センター 21 ブース」へお越しください。 

キャリア相談も受け付けます！ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア相談 参加予定企業   ※ゆっくり相談したい方は、土曜日の午後がお勧めです。 
2/2(土) 2/3（日） 

10:00-13:30 13:30-17:00 10:00-13:30 13:30-17:00 
ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ OYO ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 

㈱三祐コンサルタンツ 
ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 

八千代エンジニヤリング㈱ 
ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 
 

㈱三祐コンサルタンツ 
ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 
 

 

14.7 2030 年までに、漁業、⽔産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、⼩島嶼開発途上国
及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利⽤による経済的便益を増⼤させる。 

14.B ⼩規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 

 
2/2（土） 

10:00-11:00 

SDGs に直接かかわる仕事 
”開発コンサルタント” 

開発コンサルタントは 
SDGs の達成に貢献しています 

開発コンサルタントは SDGs の目標の多くに直接かかわる仕事を⾏って
います。当⽇は、学⽣・社会⼈若⼿の方を対象に、ODA（政府開発
援助）を活⽤して開発途上国での課題を解決するプロジェクトを実施
している現役の開発コンサルタントから直接話を聞ける絶好のチャンスで
す。ぜひお⽴ち寄りください。 

大阪市⽴北区⺠センター 会議室 ＠ 

● ECFA ブースへ⾏ってみよう！ 
「開発コンサルタントって何？」「どんな仕事をするの？」「どうやったらなれるの?」などなど「開発
コンサルタント」について質問に、開発コンサルティング企業で働いている方々がお答えします。
お気軽にお⽴ち寄りください。 

「技術協⼒プロジェクトの現場」 
〜エルサルバドル⾙類養殖技術向上・普及プロジェクト〜 

リロ・パナソニック エクセルインターナショナル（株） 中嶋 修 氏 
内戦で荒廃したエルサルバドル東部地域の沿岸漁⺠の⽣活向上を目指して⽇本のマ
ガキの養殖技術の移転から販売網構築に⾄るサプライチェーン確⽴を目指してマーケテ
ィング専門家として地域一体となった展開した活動を紹介。 



                                        
 
 

「ECFA
一般社団法⼈海外コンサル
す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展
及び国際協⼒の促進に寄与することを
FIDIC
 
●ODA

ODA
換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う
に、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。
例）・有償資⾦協⼒分科会

●国際機関との交流
世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

●研修・セミナー
開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修
っています。

●広報活動
「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を
開催すると共に、各種

●調査研究事業
官⺠パートナーシップ（

●FIDIC
FIDIC
も採⽤。
 

ECFA」ってなぁに？
一般社団法⼈海外コンサル
す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展
及び国際協⼒の促進に寄与することを
FIDIC（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の⽇本代表機関となりました。

●ODA のビジネス環境改善
ODAビジネス環境改善活動の一環として、
換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う
に、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。
例）・有償資⾦協⼒分科会

・安全対策分科会
国際機関との交流
世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。
研修・セミナー
開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修
っています。 
広報活動 
「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を
開催すると共に、各種
調査研究事業
官⺠パートナーシップ（
FIDIC（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟
FIDIC は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の
も採⽤。100 ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。
 

」ってなぁに？
一般社団法⼈海外コンサルタンツ
す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展
及び国際協⼒の促進に寄与することを

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の⽇本代表機関となりました。

のビジネス環境改善
ビジネス環境改善活動の一環として、

換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う
に、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。
例）・有償資⾦協⼒分科会

・安全対策分科会 ・中⼩企業海外展開⽀援勉強会など
国際機関との交流 
世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。
研修・セミナー 
開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を
開催すると共に、各種 ODA
調査研究事業 
官⺠パートナーシップ（PPP

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟
は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の

ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！
一般社団法人海外コンサ

」ってなぁに？ 
タンツ協会（Engineering and Consulting Firms Association

す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展
及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。

（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の⽇本代表機関となりました。

のビジネス環境改善 
ビジネス環境改善活動の一環として、

換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う
に、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。
例）・有償資⾦協⼒分科会 ・無償資⾦協⼒分科会

・中⼩企業海外展開⽀援勉強会など

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を
ODA イベントに参加しています。

PPP）等に関する調査研究を⾏っています。
（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の
ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！
一般社団法人海外コンサ

 〜開発コンサルティング企業等の業界団体です〜
Engineering and Consulting Firms Association

す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展

目的として活動しています。
（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の⽇本代表機関となりました。

ビジネス環境改善活動の一環として、ODA現場の最前線で働く
換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う
に、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。

・無償資⾦協⼒分科会
・中⼩企業海外展開⽀援勉強会など

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を
イベントに参加しています。

）等に関する調査研究を⾏っています。
（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の
ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！
一般社団法人海外コンサルタンツ

〜開発コンサルティング企業等の業界団体です〜
Engineering and Consulting Firms Association

す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展

目的として活動しています。また合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である
（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の⽇本代表機関となりました。

現場の最前線で働く
換を定期的に⾏っています。また、開発コンサルタントが担う ODA 事業に関する様々な課題について知識・理解を深めるため
に、会員主体の各種分科会・研究会を⾏っています。 

・無償資⾦協⼒分科会 ・技術協⼒分科会
・中⼩企業海外展開⽀援勉強会など 

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を
イベントに参加しています。 

）等に関する調査研究を⾏っています。
（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の
ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。

みなさまのご来場お待ちしております！
ルタンツ協会（ECFA

〜開発コンサルティング企業等の業界団体です〜
Engineering and Consulting Firms Association

す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展

また合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である
（国際コンサルティング・エンジニア連盟）の⽇本代表機関となりました。 

現場の最前線で働く会員の意⾒を取りまとめ、政府や
事業に関する様々な課題について知識・理解を深めるため

・技術協⼒分科会 ・契約・精算分科会

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を

）等に関する調査研究を⾏っています。 
（国際コンサルティング・エンジニア連盟）への加盟 

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の
ケ国のコンサルタント協会が加盟し交流を⾏っています。 

みなさまのご来場お待ちしております！

会員企業のパンフレット等、
関連資料の配布も⾏っています。
お気軽にお越しください。

ECFA） 

〜開発コンサルティング企業等の業界団体です〜 
Engineering and Consulting Firms Association

す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展

また合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

会員の意⾒を取りまとめ、政府や
事業に関する様々な課題について知識・理解を深めるため

・契約・精算分科会

世界銀⾏、アジア開発銀⾏、⽶州開発銀⾏、国連等の国際機関と交流を⾏っています。 

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の

みなさまのご来場お待ちしております！ 

ECFA
ブース

会員企業のパンフレット等、
関連資料の配布も⾏っています。
お気軽にお越しください。

 
Engineering and Consulting Firms Association）の略で「エクファ」と読みま

す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展

また合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

会員の意⾒を取りまとめ、政府やJICA
事業に関する様々な課題について知識・理解を深めるため

・契約・精算分科会  

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の

 

ECFA
ブース21

会員企業のパンフレット等、
関連資料の配布も⾏っています。
お気軽にお越しください。

の略で「エクファ」と読みま
す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展

また合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

JICA等との意⾒交
事業に関する様々な課題について知識・理解を深めるため

開発コンサルタントの国際競争⼒強化のため、開発コンサルタントのスキルアップ及び⾃⼰研鑽を⽀援する研修・セミナーを⾏

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を

は権威のあるコンサルタント協会の世界組織です。開発事業に係る国際標準の契約約款を発⾏し、⽇本の ODA

ECFA は
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会員企業のパンフレット等、 
関連資料の配布も⾏っています。
お気軽にお越しください。 

の略で「エクファ」と読みま
す。我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、
海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展

また合併により世界的なコンサルタンツ協会の連合体である

等との意⾒交
事業に関する様々な課題について知識・理解を深めるため

を⾏

「開発コンサルタント」について正しく理解してもらうため、⼤学等への開発コンサルタントを講師として派遣する「出前講座」を

ODA で

は 
 

関連資料の配布も⾏っています。 


