
平成２２年度（２０１０年度）NGO・外務省定期協議会 

「第１回連携推進委員会」 

議 事 次 第 

 

●日   時：２０１０年６月１８日（金） １６：００～１８：００ 

●場   所：外務省 ７階北国際会議室 

●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 報告事項 

① 世銀日本基金についての概要案内（外務省） 

【臼井 将人 外務省 国際協力局 地球規模課題総括課 首席事務官】 

 

② BMENA 構想「第 7回未来のためのフォーラム」への市民団体，NGO 等の参加募集（外務省） 

 【河原 一貴 外務省 中東アフリカ局 中東第１課 首席事務官】 

 

③ 外務省発信「グローカル通信」の広報（外務省） 

【小泉 崇 外務省 大臣官房 地方連携推進室 室長】 

 

④ 草の根人間の安全保障支援無償へのＮＧＯの協力について（NGO） 

【大橋 正明 （特活）国際協力ＮＧＯセンター(JANIC）】 

 

２ 協議事項 

Ⅰ NGO 連携無償「国際協力における重点課題」の設定に関する協議 

 【大橋 正明 (特活)国際協力ＮＧＯセンター(JANIC) 理事長】 

【山田 彰  外務省 国際協力局 参事官／ＮＧＯ担当大使】 

【川口 三男 外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】 

 

Ⅱ NGO 支援対象の拡大について 

Ⅱ -1 NGO-外務省 連携の拡大のための概念整理と今年度の重点課題 

【大橋 正明 (特活)国際協力 NGO センター(JANIC)】 

Ⅱ‐2 地域 NGO の活性化と市民の国際協力への共感・参加の強化について 

【野田 真里 （特活）名古屋 NGO センター 理事】 

Ⅱ‐3 新スキームの設置について（包括的支援スキーム、政策形成・調査・評価等での NGO との連携スキーム等） 

 【稲場雅紀 GII/IDI 懇談会／宮下礼（社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン】 

【山田 彰  外務省 国際協力局 参事官／ＮＧＯ担当大使】 

【川口 三男 外務省 国際協力局 民間援助連携室 室長】 



連携推進委員 2010年6月18日
1 大橋　正明 理事長／連携推進委員 (特活)国際協力NGOセンター
2 藤野　達也 代表理事／連携推進委員（09年度） (特活)関西NGO協議会
3 野田　真里 理事／連携推進委員 （特活）名古屋NGOセンター
4 岡島　克樹 提言専門委員／連携推進委員 (特活)関西NGO協議会
5 山田　太雲 副代表／連携推進委員 教育協力NGOネットワーク（JNNE）
6 堀江　良彰 代表幹事／連携推進委員 ジャパン・プラットフォームNGOユニット
7 釜野　徳明　 代表／連携推進委員 ネパールＮＧＯネットワーク
8 米山　敏裕 代表／連携推進委員 農業・農村開発NGO協議会
9 橋本　笙子 連携推進委員（副委員） ジャパン・プラットフォームNGOユニット

10 稲場　雅紀 連携推進委員 GII/IDI懇談会

オブザーバー
1 宮下　礼 社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ 事業部アジアI　マネージャー
2 渡辺 貴行 (特活)ジーエルエム・インスティチュート 事務局員
3 名取郁子 難民を助ける会 海外事業部シニアプログラムコーディネーター
4 高橋良輔 (特活)ＮＧＯ福岡ネットワーク 理事
5 木村まり子 日本ユネスコ協会連盟 教育文化事業部　（世界寺子屋運動）
6 小俣典之 (特活)横浜NGO連絡会 理事長
7 佐伯　美苗 日本国際ボランティアセンター（JVC)
8 中村絵乃 開発教育協会（DEAR） 事務局長
9 西　あい 開発教育協会（DEAR） 事務局次長
10 八木亜紀子 開発教育協会（DEAR） 広報・情報担当
11 金城さつき NPO法人　沖縄NGOセンター 事務局長代理
12 山本理夏 ピースウィンズ・ジャパン 事業責任者
13 筒井哲朗 シャプラニール＝市民による海外協力の 事務局長
14 中川　香織 日本赤十字社 国際部　開発協力課　共同事業形成担当
15 遠藤　衛 （特活）国際協力ＮＧＯセンター（JANIC） 政策アドバイザー
16 菅井　玲奈 （特活）国際協力ＮＧＯセンター（JANIC） 調査・提言グループ
17 岩見　充恵 （特活）国際協力ＮＧＯセンター（JANIC） 調査・提言グループ
18 佐藤祐美子 （特活）国際協力ＮＧＯセンター（JANIC） 調査・提言グループ
19 宮下　恵 （特活）国際協力ＮＧＯセンター（JANIC） 調査・提言グループ

国際機関／援助機関
1 小坂　順一郎 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 上席連絡調整官・J-FUN事務局長
2 伊藤 優太 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 渉外部アシスタント
3 熊代　輝義 国際協力機構（JICA） 企画部 審議役
4 長　英一郎 国際協力機構（JICA） 企画部 参事役
5 青木　恒憲　 国際協力機構（JICA） 総務部 調査役
6 大金　正知 国際協力機構（JICA） 国内事業部 次長
7 林　明仁 国際協力機構（JICA） 国内事業部 市民参加推進課
8 高城 元生 国際協力機構（JICA） 国内事業部 市民参加推進課

外務省
1 佐渡島　志郎 国際協力局　 局長
2 山田　彰 国際協力局　 参事官／NGO担当大使
3 伊藤　恭子 国際協力局　開発協力企画室 室長
4 川口　三男 国際協力局　民間援助連携室 室長
5 小泉　崇 大臣官房　地方連携推進室 室長
6 倭島　岳彦 国際協力局　民間援助連携室 首席事務官
7 臼井　将人 国際協力局　地球規模課題総括課 首席事務官
8 河原　一貴 中東アフリカ局　中東第1課 首席事務官
9 飛林　良平 国際協力局　民間援助連携室 事務官
10 永島　透 中東アフリカ局　中東第1課 事務官
11 三宅　紗知子 国際協力局　地球規模課題総括課 事務官
12 阿部　恭子 国際協力局　民間援助連携室 事務官

NGO外務省定期協議会 平成２２年度「第1回連携推進委員会」
参加者一覧




