
平成２１年度（2009 年度）NGO・外務省定期協議会「第３回連携推進委員会」 

議 事 次 第 

 

●日   時：２０１０年２月１７日（水） １６：００～１８：００ 

●場   所：外務省 国際会議室８９３号室 

●プログラム： 

司会：倭島 岳彦 外務省 国際協力局 民間援助連携室 首席事務官 

 

１．冒頭挨拶  

  【福山 哲郎  外務省 外務副大臣】  

  【西村 智奈美 外務省 大臣政務官】 

 

２．協議事項  

Ⅰ ＯＤＡのあり方検討について 

 【片山 信彦 (特活)国際協力ＮＧＯセンター(JANIC) 副理事長】 

【山田 彰 外務省 国際協力局 参事官／ＮＧＯ担当大使】 

 

Ⅱ 日本ＮＧＯ連携無償資金協力の改定案 

 【大橋 正明 (特活)国際協力ＮＧＯセンター(JANIC) 理事長】 

【川口 三男 外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】 

 

Ⅲ「草の根・人間の安全保障無償」への日本ＮＧＯの協力・連携の推進 

 【大橋 正明 (特活)国際協力ＮＧＯセンター(JANIC) 理事長】 

【牛尾 滋 外務省 国際協力局 開発協力総括課 課長】 

 

３．報告事項  

① ＯＤＡ予算（外務省） 

【山本 信幸 外務省 国際協力局 政策課 課長補佐】 

 

② 活動環境整備事業について（外務省） 

 【川口 三男 外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】 

 

③ ５カ年推進チームの振り返り（外務省／ＮＧＯ） 

【稲場 雅紀 GII/IDI 懇談会 連携推進委員 副委員】 

【川口 三男 外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】 

 

④ 「パシフィック・パートナーシップ」へのＮＧＯの参加について（防衛省） 

【石川 武  防衛省 防衛政策局 国際政策課 課長】 

【殿岡 英昭 防衛省 防衛政策局 国際政策課 国際安全保障政策室 室長】 



１．NGO側連携推進委員　（ ９名）
1 大橋　正明 （特活）国際協力NGOセンター 理事長
2 藤野　達也 （特活)関西NGO協議会 代表理事
3 野田　真里 （特活）名古屋NGOセンター 理事
4 片山　信彦 （特活）国際協力NGOセンター 副理事長
5 今西　浩明 GII/IDI懇談会 幹事
6 稲場　雅紀 GII/IDI懇談会 連携推進委員　副委員
7 堀江　良彰 ジャパン・プラットフォームNGOユニット 代表幹事
8 釜野　徳明 ネパールＮＧＯネットワーク 代表
9 米山　敏裕 農業・農村開発NGO協議会 代表

２．オブザーバー参加者　（１８名）
1 山口　誠史 シェア＝国際保健協力市民の会 事務局長
2 浜野　けい子 （財）ジョイセフ 開発協力グループ
3 大津　祐嗣 ブリッジ　エーシア　ジャパン 事務局長補佐
4 小張　真理子 (特活)フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 外部ネットワーク
5 飯田　信子 （特活)横浜NGO連絡会 事務局長
6 渡辺  貴行 特定非営利活動法人 ジーエルエム・インスティ 事務局員
7 宮下　礼 社団法人　セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 事業部　アジアII　マネージャー
8 佐伯　美苗 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC) 職員
9 阿部　寿子 （特活）アフリカ日本協議会 職員
10 笠原  由晶 （特活）アフリカ日本協議会 職員
11 佐藤  静代 （特活)ICA文化事業協会 理事長
12 櫻井  京子 （特活）日本紛争予防センター プロジェクト・コーディネーター
13 谷山  博史 （特活）国際協力NGOセンター 副理事長
14 宮下　恵 （特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ　アシスタントマネー
15 奥村　早苗 （特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
16 筒井  哲朗 シャプラニール＝市民による海外協力の会 事務局長
17 橋本  笙子 （特活）ADRA Japan 事業部長
18 徳光  一博 （特活）災害人道医療支援会（ＨｕＭＡ） 事務局長代理

３．外務省　（１６名）
1 福山　哲郎 副大臣
2 西村　智奈美 大臣政務官
3 佐渡島　志郎 国際協力局 局長
4 山田　彰 国際協力局　 参事官、ＮＧＯ担当大使
5 牛尾 滋 国際協力局　開発協力総括課 課長
6 伊藤 恭子 国際協力局　開発協力企画室 室長
7 川口　三男 国際協力局　民間援助連携室 室長
8 今福　孝男 国際協力局  開発協力総括課 首席事務官
9 鴨志田　尚昭 大臣官房   　福大臣秘書官 福山副大臣秘書官
10 伊藤　直人 大臣官房   　大臣政務官室 西村政務官秘書官
11 倭島　岳彦 国際協力局　民間援助連携室 首席事務官
12 山本　信幸 国際協力局　政策課 課長補佐
13 西村　泰子 国際協力局　政策課 課長補佐
14 飛林　良平 国際協力局　民間援助連携室 外務事務官
15 澤村　広樹 国際協力局　民間援助連携室 外務事務官
16 阿部　恭子 国際協力局　民間援助連携室 外務事務官

４．援助機関（３名）
1 大金  正知 ＪＩＣＡ　国内事業部 次長
2 吉成  安恵 ＪＩＣＡ　国内事業部 連携事業課課長
3 林　明仁 ＪＩＣＡ　国内事業部 連携調整課

５．防衛省（６名）
1 石川　武 防衛政策局　   国際政策課 課長
2 杉本　孝幸 統合幕僚監部　防衛計画部　防衛課 課長
3 殿岡　秀昭 防衛政策局　   国際政策課　国際安全保障政策室 室長
4 伍賀　祥裕 統合幕僚監部　防衛計画部　防衛課 １等海佐
5 油上　輝行 防衛政策局　   国際政策課 部員
6 佐藤　勝久 防衛政策局　   国際政策課 部員

平成２１年度（２００９年度）ＮＧＯ・外務省定期協議会「第３回連携推進委員会」

参加者リスト（５２名）
２０１０年２月１７日（水）




