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国際協力事業安全対策会議 

中間報告 

平成 28年 8月 1日 

外務省 

独立行政法人国際協力機構 

１．経緯 

 平成２８年７月２日（日本時間），バングラデシュの首都ダッカで発生した襲撃テロ事

件では，政府開発援助（ＯＤＡ）に携わっていた７名の日本人の尊い命が奪われ，１名

の日本人が負傷した。その後も世界各地でテロ事案が相次いでいる。 

政府は，テロに屈することなく，開発途上国を支援し続けていく決意である。一方で，

国際協力事業をめぐる国際テロ情勢は厳しさを増しており，現地で国際協力に携わる

日本人の安全を確保すべく，改めて万全の態勢を構築することが不可欠となっている。

加えて，同月に南スーダンで発生した衝突事案により，国際協力事業に従事する関

係者やＮＧＯ（非政府団体）職員が退避を余儀なくされたが，このようなテロ以外の事

案におけるこれらの関係者の安全確保の方途についても，この機会に改めて見直す

ことが必要である。 

国際協力事業においては，国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の政府関係機関に加え，ＪＩＣ

Ａが派遣する専門家・ボランティア，ＪＩＣＡが契約するコンサルタント等，我が国の資

金協力を受けた現地政府の事業を受注した企業，いまだ政府の資金協力事業に結

実していない案件の発掘調査等を実施している企業，それらの協力企業など立場の

異なる多くの関係者（事業関係者）とその職員が関与している。また，事業関係者の

中には中小企業も多く含まれ，事業は時に大都市から遠く離れた場所で実施され，

加えて，これとは別途，ＮＧＯがその専門性を活かして地元密着型の活動を行ってい

る。国際協力事業の安全対策を考えるに当たっては，このように多種多様な人々が

現場で活躍しているという国際協力の現場ならではの特殊性に十分な考慮を払う必

要がある。 

 このような問題意識に立って，７月１２日，岸田文雄外務大臣の下，「国際協力事業

安全対策会議」を発足させ，木原誠二外務副大臣及び北岡伸一ＪＩＣＡ理事長が中心

となり，かつ，多くの関係省庁（下記注）から幹部の参加も得て，事業関係者とＮＧＯ

のための新たな安全対策を策定することとした。 

 この会議では，本日までに４回の会合を開催して，省庁・ＪＩＣＡの間の議論に加え，

国際協力事業に従事する企業の幹部，ＮＧＯ，地域情勢の専門家及び危機管理の専

門家の方々（別紙１）から，現場での経験に根ざした意見を詳細に聴取した。また，６

名の有識者から成る諮問委員会（別紙２）を設置し，検討の方向性等について意見を

聴取した。さらに，ダッカの事件で負傷した方からは，いまだ治療中でありながら，今

後の安全対策の在り方について，極めて貴重な意見を提供いただいた。その上で，
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事件発生から一ヶ月が経過することを踏まえ，本日，今後の安全対策に係る検討の

現状を「中間報告」の形で外務大臣に報告し，公表することとした。 

 この会議は，今後，諮問委員の意見も聴取しつつ検討を更に進め，８月中に新たな

安全対策を公表する予定である。 

（注）内閣官房，警察庁，総務省，法務省，財務省，経済産業省，国土交通省，防衛

省 

 

２．今後の安全対策に係る検討の現状 

 この会議では，主に次の４つの課題について検討を行っている。 

― 脅威情報の入手・分析・共有の強化 

― 事業関係者・ＮＧＯの行動規範の在り方 

― ハード・ソフト両面の防護措置，研修・訓練の強化 

― 危機発生後の対応 

この検討は，「『在外邦人の安全対策強化に係る検討チーム』の提言～シリアにお

ける邦人殺害テロ事件を踏まえて～」（平成２７年５月２６日，外務省在外邦人の安全

対策強化に係る検討チーム）を始めとする過去の提言等を土台として，在外邦人一

般の安全対策ではカバーしきれていない，事業関係者やＮＧＯ特有の事情を考慮し

た安全対策の在り方について，行っているものである。すなわち，既に存在する在外

邦人保護の仕組みを補完するものといえる。また，現在，ダッカ襲撃テロ事件の発生

を受けて，「『在外邦人の安全対策強化に係る検討チーム』の提言点検チーム」（座

長：濵地雅一外務大臣政務官）が上記平成２７年提言の実行状況について点検を進

めており，「国際協力事業安全対策会議」は，この点検チームとも連携しながら議論

を進めている。なお，事業関係者やＮＧＯの安全対策が重要である旨は，開発協力

大綱（平成２７年２月１０日閣議決定）でも強調されているところである。 

 上記の４つの課題に関する検討の現状は，次のとおりである。始めに指摘されるべ

きは，もはや日本人であれば被害に遭うことはないと想定することはできず，日本人

はテロの標的とされ得ること，「安全はタダである」との認識は完全に過去のものであ

ること，そして，政府も国際協力事業に従事する企業も，トップ自らが安全確保に関す

る問題意識を強く持って，不断に対策を進めることが不可欠になっていることである。 

 

（１） 脅威情報の収集・分析・共有の強化 

 現在，外務省は，その情報収集・分析の結果を踏まえ，４段階の「危険情報」のほか，

スポット情報，広域情報，安全対策基礎データ，テロ・誘拐情勢等の海外安全情報の

提供，「海外安全官民協力会議」を通じた情報の提供等を行っている。その際，在留

届・「たびレジ」は，これらの情報提供を行うための最重要の基礎となっている。ＪＩＣＡ

は，外務省が発信する海外安全情報等に加え，契約委託先の危機コンサルタント，
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国連を始めとする他援助機関，更には，現地の安全対策専門家を含む多岐にわたる

情報源から情報を得ている。その上で，事業を実施する国における地方ごとの脅威

度を判定し，後述する行動規範を策定・発信している。 

 バングラデシュにおいては，昨年１０月に日本人が殺害される事案が発生し，同国

に過激主義の伸張が見られるとの情報に政府として接していたため，同月，外務省

は，同国の危険レベルを「レベル２：不要不急の渡航は止めてください。」に上げるとと

もに，スポット情報及び広域情報を発出し，注意喚起を行っていた。また，ＪＩＣＡも行

動規範を厳格にするとともにラマダン期間中の注意事項を特に発信するなどの取組

を行ってきた。しかし，このような取組が十分実効的であったのかどうか，今一度顧み

る必要がある。我々は，的確な脅威情報を適切なタイミングに適切な手段によって発

信するとともに，多くの人と危機感を共有するため，脅威情報の収集・分析・共有を強

化する必要性を，改めて強く認識した次第である。 

 また，会議においては，複数の有識者から，政府及びＪＩＣＡが事業関係者に提供す

る情報の質を高めること，情報提供を一層迅速に行うことへの期待が表明された。外

務省やＪＩＣＡが発信する脅威情報や，行動規範が事業関係者の間で適切に共有さ

れるよう徹底してほしいとの要望や，脅威情報等が共有されても，日頃から関係者一

人一人の危機意識を高めておかなければ，具体的な行動に活かすことができない，

企業側で脅威情報等を有効活用できるようにするために，何らかの工夫が必要であ

るとの指摘もあった。 

一方，ＮＧＯからは，危険が直接及ぶと思われるＮＧＯに対しては，一定の条件を

付して政府の有する秘匿情報を提供してほしいとの要望が寄せられた。 

 これらを踏まえ，会議では，外務省・ＪＩＣＡが関係省庁とも連携しつつ，事業関係者

やＮＧＯに提供する情報の質を一層高め，これらの人々にあまねく迅速に周知するた

めの施策を検討している。 

まず，在留届・「たびレジ」の登録について，この機会に改めて，現地政府との契約

企業や案件発掘調査等の実施企業を含む全ての事業関係者及びＮＧＯ（短期滞在

者を含む。）への周知徹底を行うことが必要である。これらの登録がひとりの漏れなく

行われるように確保する方途を検討する。 

次に，外務省の海外安全情報等は，①「国際テロ情報収集ユニット」を始め，本省・

在外公館で秘匿性の高いインテリジェンス情報を含む脅威情報を収集し，②国際情

報統括官組織等で分析を行い，③このようにして収集・分析された情報に基づき，領

事局が作成・発信している。ダッカ襲撃テロ事件の発生を踏まえ，安倍総理からは，

国内外におけるテロ対策に万全を期すよう指示があったところであり，外務省としても，

これらの組織とその足腰を，海外における日本人の安全確保にも役立つ形で強化を

図るとともに（本省及び在外公館の地域・語学の専門家を増強することを含む。），こ

の分野での省庁間連携を一層強化していく。これによって，海外安全情報等の質の
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向上を図っていく。 

また，政府とＪＩＣＡによる脅威情報のすり合わせや危機意識の共有を含む日々の

連携をとること，外務省が事業関係者やＮＧＯの活動状況に則した情報収集・分析を

行うこと，情報収集において現地当局や友好国の公館との協力関係を一層強化する

こと，事業関係者，ＮＧＯ等から有益な情報がもたらされた場合に，これを関係省庁と

ともに有効に活用し，事業関係者やＮＧＯの安全対策にしっかりと役立てること，ＪＩＣ

Ａが活用する情報源を拡充すること，ＪＩＣＡから事業関係者のみならずＮＧＯに対する

情報提供も強化すること等も検討していく。 

  

（２）事業関係者及びＮＧＯの行動規範 

現在，ＪＩＣＡは，その職員・専門家・ボランティアのほか，ＪＩＣＡとの契約企業を対象

に，緊急連絡網を整備するとともに，リスク回避策としての行動規範（移動・通信手段，

行動制限等。いつ，どのような場所への訪問を避けるべきか，外出時にどこへ連絡す

べきかといった，自らの安全を確保するために守るべき事柄を含む。）を発信し，渡航

を認めるに当たっては，行動規範を遵守することを条件付けている。一方，現地政府

との契約企業に対しては，ＪＩＣＡ在外事務所の緊急連絡網への登録を呼びかけ，登

録者に対しては安全情報を広く提供しているものの，行動規範の遵守は求めていな

い。案件発掘調査等の実施企業は，現在，この分野でＪＩＣＡとの関わりはほとんどな

い。ＮＧＯについては，政府のＯＤＡ予算から資金を受ける団体に対しては，外務省か

ら自主的な安全対策を講じることや緊急連絡態勢の整備を要請している。 

会議では，行動規範の遵守を求める対象を，ＪＩＣＡと契約関係にない現地政府と

の契約企業にまであまねく広げるべきではないかとの指摘もなされた。また，案件発

掘調査等の実施企業の安全対策にも配慮してほしいとの要望も聞かれた。 

まず，ＪＩＣＡが発信する行動規範については，それを遵守すべき事業関係者が必

ず遵守するよう改めて周知徹底を行う。また，行動規範の内容については，ＪＩＣＡが

随時改訂を行い，かつ，これらの事業関係者の理解を明示的に求める仕組みを整え

ることを検討する。このような理解を，事業関係者の企業・団体のみならず，その職

員・構成員一人ひとりに至るまで徹底する必要がある。また，事業関係者の日本本社

のトップレベルに対しても，同様の注意喚起を「海外安全官民協力会議」等の場で行

う。このように様々な場を活用し，重畳的に安全対策に係る問題意識を官民で共有す

るよう努める。 

また，現地政府との契約企業や案件発掘調査等の実施企業は，ＪＩＣＡとの契約企

業とは法的には異なる位置付けにあるが，テロは時に相手を選ばず，国際協力事業

の現場ではこれらの企業を含む多種多様な事業関係者が共に活動していることもあ

るとの実態を考慮し，外務省及びＪＩＣＡの発信する行動規範を，新たにより広い対象

者に共有し，できるだけ広範囲の人々に役立ててもらうことを検討する。外務省は，



5 

 

関係省庁に対し，そのために必要な協力を要請していく。 

 また，外務省，ＪＩＣＡ，事業関係者等が参加しての緊急連絡訓練を実施するほか，

各在外公館で実施している安全対策連絡協議会にＪＩＣＡ現地事務所や事業関係者

が一層積極的に参加することを確保し，情報の共有と事業関係者の行動規範の随時

の見直しを促進するなどして，同協議会を活性化する。 

一方，ＮＧＯについては，会議において，ＮＧＯの特徴を踏まえれば，その安全対策

は，事業関係者に関するものとは異なるものであるべしといった指摘があった。また，

在外公館が限られた態勢で全てに責任を負うことには限界があり，政府は各団体が

自ら安全管理能力を高められるよう側面支援する役割に徹してほしいとの要望もあっ

た。国際テロ情勢が厳しさを増している中で日本人の安全対策を強化すべきこと，そ

の一方で，ＮＧＯの活動は日本政府・ＪＩＣＡによる活動とは異なる特色を有しており，

ＮＧＯ自身も安全対策の強化に着手していることの双方を念頭に置きつつ，その安全

の確保のためにいかなる措置をとるべきかについて，更なる検討を要する。その中で，

ＮＧＯの自主性は十分に尊重しつつ，外務省及びＪＩＣＡが発信している行動規範につ

いて，ＮＧＯに対しても密に情報提供を行うといった措置も検討していく。 

 

（３）ハード・ソフト両面の防護措置，研修・訓練の強化 

（イ）事業関係者・ＮＧＯの保護 

現在，外務省及びＪＩＣＡは，事業関係者・ＮＧＯ個々人の保護に関し，出張・赴任前

の研修・ブリーフィング，脅威情報の提供，緊急連絡・通信態勢の整備，防弾車・武装

警護を含む安全・防犯対策など幅広い施策を講じている。一方，有識者からは，ハー

ド・ソフト両面で安全対策を拡充してほしい，現地の軍・警察等による警備を強化させ

るべく日本政府から働きかけてほしい，現地当局との協力関係を日頃から緊密化して

ほしい，特に治安当局との連携は不可欠であるといった要望が寄せられた。 

ついては，現地の軍・警察による警備が更に強化されるよう，各国政府に改めて強

く働きかけを行うとともに，関係省庁とも連携しつつ，かつ，治安分野の途上国支援

（下記）も活用して，現地当局との関係強化を一層進める具体的な方策を検討する。

民間の警備会社の活用も必要に応じて検討する。 

また，外務省及びＪＩＣＡは，より広範囲の事業関係者（現地政府との契約企業，案

件発掘調査等の実施企業を含む。）が研修・訓練を受けられるよう，具体策を検討し，

併せて研修・訓練の質を向上させる方途を検討する。さらに，脅威度の高い地域にお

いては，ＪＩＣＡが保有・リースする通信機器，防弾車，警護員等を増強することも検討

する。また，邦人保護の最後の「砦」である，在外公館の警備を一層強化していく。 

一方，ＮＧＯについては，上記（２）で述べた特徴を考慮しつつ，その安全を確保す

るために政府としていかなる措置を講じるべきかについて，慎重に検討を進める。そ

の際，ＮＧＯの自主性を尊重しつつ，外務省・ＪＩＣＡ主催の研修・訓練機会やその他
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の団体が提供する類似の機会への参加を可能にするといった方途も検討する。 

 

（ロ）事業の現場，現地事務所等の防護 

 現在，ＪＩＣＡは，現地の安全対策専門家のアドバイスも踏まえつつ，事業の現場，

現地事務所，職員等の自宅等の防護（警備員の配置，衛星電話の整備等）を行い，

特に治安情勢の厳しい国においては，シェルターや土嚢，防弾車等の整備も行って

いる。また，無償資金協力事業においては，受注する日本企業が警備員を雇うため

の費用，安全対策設備費用等を同事業の経費として計上することを認めている。 

 会議では，これらの措置の強化策（安全対策に係る日本企業の負担軽減のための

措置を含む。）を更に検討する。これらの措置には，無償資金協力の実施に当たり，

事業の安全確保の責務を相手国政府に課す方途について検討することを含む。また，

事業の広報を現地で行うことは一般に非常に重要である一方，仮にそれがテロを誘

発する懸念がある場合には，広報の方法を機敏に変更するなど，安全確保にも配慮

した広報の方針を策定する。  

  

（ハ）円借款事業特有の事情への配慮 

 円借款事業では，相手国政府に債務額を増やすことを避けたがる傾向があること

から，安全対策の更なる強化に向けた費用を借款額の一部に含むことについて相手

国政府の理解を得られないケースもあり得る。また，テロの発生等のやむを得ない事

由により受注者たる日本企業が一時的に退避した場合であっても，その企業が相手

国政府等から遅延損害金の支払いを求められる可能性がある。このような状況は，

特に治安情勢の厳しい国において事業に参加する日本企業にとって，負担となり得

る。 

 会議では，有識者から，円借款事業においても安全対策費用が事業の予算に含ま

れるよう，相手国に働きかけてほしい，テロの発生等の場合の事業遅延については，

遅延損害金の支払いが免除されるよう，相手国に働きかけてほしいといった要望が

寄せられた。 

 会議では，これらの問題について外務省及びＪＩＣＡが相手国政府との間で対話を行

う可能性を含めた検討を行っていく。 

 

（ニ）相手国の治安分野の能力向上への支援を通じた安全確保 

 国際協力事業が相手国の領域において実施されるものである以上，日本側で警備

態勢等を強化するだけでは足りず，相手国の警察，税関，軍等による取締，捜査等

が効果的に行われることが極めて重要である。 

 その一方で，相手国はそもそも開発の途上にあり，十分な活動が行えていない場合

が非常に多い。したがって，政府としては，ＯＤＡを最大限活用して，オールジャパン
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で治安分野での相手国の能力向上に注力することが極めて重要である。このような

支援は，上記（イ）で述べた相手国の治安当局等との関係強化にも役立つことが期待

できる。この分野の取組は，今後，ＯＤＡにおいて注力すべきものである。 

 

（４）危機発生後の対応 

 事業関係者やＮＧＯの安全を確保する上で最も重要なことは，そもそも被害が発生

することを未然に防ぐことにあり，最優先すべきは上記（１）から（３）までで述べた施

策である。その一方で，万が一の事態が生じた場合の対応方法も，常に見直し，関係

者の練度を高めていくべきである。なお，有識者からは，危機発生時の官民の役割

分担を明確にしてほしいとの要望もあった。 

 これまでも，政府は，個々の事案における教訓を踏まえ，対応策を常に見直してき

ているが，ダッカ襲撃テロ事件においては，事件発生後の初動を確実にすることの重

要性が改めて認識された。今回，被害者はＪＩＣＡが契約しているコンサルタント会社

の職員であったため，ＪＩＣＡバングラデシュ事務所は，事前に掌握していた連絡先に

基づき，被害に遭ったことを迅速に把握することができた。しかし，仮にＪＩＣＡと契約

関係にない企業の職員であったとすれば，現状では，同じように迅速な状況把握がで

きたかどうかは定かでない。このため，外務省及びＪＩＣＡとして事業関係者をできるだ

け広くカバーする形で連絡態勢をとっておき，定期的な緊急連絡訓練等によってその

実効性を確保しておく必要性が改めて認識された。 

 また，ＪＩＣＡにおいては，万が一の事態に備え，事業関係者による必要な保険への

加入を確保することを含め，平素からの準備を引き続き徹底していくことが必要だと

認識された。 

 さらに，いったん危機が発生した後は，事業関係者は，事業をそれまでどおり実施

すべきかどうかについて，難しい判断を迫られることが多い。その状況は，国により事

業により，そして事業の進捗状況により様々であるので，現地の在外公館及びＪＩＣＡ

の現地事務所が事業関係者と共に事業ごとの状況を踏まえた対応策を協議し，在外

公館及びＪＩＣＡから相手国政府に必要な働きかけ（警備の強化等）を行うこととする。

バングラデシュにおいては，既にこのような会議を在バングラデシュ大使館に設置し，

バングラデシュ側との協議も開始している。 

危機発生後の対応に係る検討は，テロ事案だけでなく，先般，南スーダンからの退

避を必要とした事案のような事例についても行っていく必要がある。今回の南スーダ

ンの事例では，ＪＩＣＡ職員だけでなく相手国政府との契約関係にある事業関係者，Ｎ

ＧＯ，更には当該事業関係者の下で労務を提供している外国人もともに退避の対象

としたが，会議でも，有識者から，これらの外国人を含め，多種多様な人々を取り残さ

ないよう確保することの重要性が指摘された。また，ＮＧＯは現地において少人数で

活動することが多く，また，複数の場所で同時に活動することもあるので，取り残さな
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いためには特別の考慮が必要となる。このように退避オペレーションには多くの論点

があるため，今後，内閣官房，防衛省を含む関係省庁との連携の在り方を検討すべ

く，外務省及びＪＩＣＡが関係省庁とともに特定のシナリオを対象にした机上演習を行

い，手順等についてマニュアルを整備することを検討する。 

  

３．ＯＤＡ事業以外の国際協力事業との関係 

 上記２．で述べた様々な施策の基本的な考え方は，ＯＤＡ事業以外の国際協力事

業にもそのまま適用される。外務省がとる邦人保護の施策は，今後強化していくもの

を含め，ＯＤＡ事業であろうとその他の国際協力事業であろうと，当然のことながら，

あまねく対象となる。ＪＩＣＡがとる施策についても，ＯＤＡ事業以外の国際協力事業の

安全を強化するため，ＪＩＣＡは，その態勢とネットワークを活かして，ＯＤＡ事業以外の

国際協力事業の関係者に対し，できる限りの協力を行うべきものである。また，外務

省は，これらの諸施策の詳細を他の関係省庁やＪＩＣＡ以外の政府関係機関，更には

各種経済団体等にも共有し，その効果を，関係省庁の協力を得ながら，できる限り広

い範囲の事業者等に及ぼしていく。 

会議においても，有識者から，事業関係者の安全確保のため，外務省を中心にあ

らゆる組織・機関が一体となって機能する態勢づくりが不可欠であるとの指摘がなさ

れており，外務省としては，関係省庁等との連携を深めつつ，その方向で不断に努力

を払っていく。今日，政府は，開発途上国を中心に存在する膨大なインフラ需要に対

応するため，政府の成長戦略・インフラ国際展開戦略の一環として，官民連携による

質の高いインフラ投資を推進しており，ＪＩＣＡ以外の政府関係機関が支援する海外の

案件が増えている。このような観点からも，オールジャパンの取組は重要である。  

  

４．外務省・ＪＩＣＡにおける危機管理意識の向上・態勢の在り方 

 現下の国際情勢を考えれば，今後，国際協力事業においては，事業関係者等の安

全確保の重要性がこれまでになく高まることになる。外務省及びＪＩＣＡにおいては，こ

の現実と厳しい姿勢で向き合い，危機管理意識を根本から見直し，関係省庁の協力

を得て，かつ，民間の知見を総動員して，様々な施策を不断に講じていく必要がある。

会議で最終的に打ち出すこととなる施策は，あくまでその出発点となるべきものであ

る。 

 こうした問題意識から，外務省及びＪＩＣＡは，東京及び各国において安全対策に関

して緊密に意思疎通を図るため，「安全対策会議」（仮称）を立ち上げる。この会議に

は，事業関係者の参加が可能な場も設ける。加えて，危機管理意識の抜本的な向上

を得るためには，安全対策を組織のリーダーシップ自身の課題とすることが不可欠で

あり，外務省及びＪＩＣＡは，このような視点から安全対策態勢を抜本的に強化する。 
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５．今後の手続 

 今後，会議では，外務省・ＪＩＣＡと関係省庁との協議，諮問委員との議論等を経て，

８月末までに最終報告を作成し，公表する。また，国家安全保障会議，経協インフラ

戦略会議及び国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部とも連携し，政府全体として

の取組を強化していく。さらに，最終報告の発出後は，その内容の的確な実施を確保

するためのフォローアップの仕組みを整えることを検討する。 
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意見聴取に参加いただいた方々 

 

＜第２回会合（７月１９日（火曜日））＞ 

１ 業界団体 

・奥田 恭弘 日揮株式会社 執行役員セキュリティ対策室長 

（一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）） 

・高梨 寿 一般社団法人 海外コンサルタンツ協会（ＥＣＦＡ）専務理事 

・松井 波夫  一般社団法人 海外建設協会（ＯＣＡＪＩ）事務参与 

・一般社団法人 日本貿易会（三菱商事）から１名 

 

２ ＮＧＯ 

・谷山 博史  特定非営利活動法人 国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ） 

理事長 

・橋本 笙子  特定非営利活動法人ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ（ＪＰＦ）理事兼ＮＧＯユニット

副代表幹事 

 

＜第３回会合（７月２５日（月曜日））＞ 

・赤木 剛 日本商工会議所 国際部長 

・板橋 功 公益財団法人公共政策調査会センター長, 

武蔵野大学客員教授 

・小島 俊郎  （株）共同通信デジタル執行役員，リスク対策総合研究所長 

・保坂 修司  日本エネルギー経済研究所中東研究センター副センター長 

・本名 純   立命館大学国際関係学部教授 

  

別紙１ 
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国際協力事業安全対策会議 諮問委員会 

委員一覧 

 

 

板橋 功  公益財団法人 公共政策調査会 研究センター長  

武蔵野大学客員教授 

 

大坪 正人  一般社団法人 海外建設協会（ＯＣＡＪＩ）常務理事 

 

大西 健丞  特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ） 

共同代表理事 

 

奥田 恭弘  日揮株式会社 執行役員 セキュリティ対策室長 

（一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）） 

 

小島 俊郎 株式会社共同通信デジタル 執行役員 リスク対策総合研究所長 

 

高梨 寿  一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ＥＣＦＡ）専務理事 

 

 

 

（注）今後の議論の進捗により，委員を追加することもあり得る。 

 

別紙２ 


