
平成２２年度（２０１０年度）NGO・外務省定期協議会 

 

「 臨 時 全 体 会 議 」 

 

-ＯＤＡのあり方に関する検討- 

 

議 事 次 第 

 

●日   時：２０１０年４月１３日（火） １３：３０～１５：３０ 

●場   所：外務省 講堂 

●司   会：植野 篤志 外務省国際協力局政策課 課長 

       谷山 博史 国際協力 NGO センター 副理事長 

 

１．冒頭挨拶・概要説明・意見交換（総論） 

◇冒頭挨拶 

【岡田 克也 外務大臣】 

 

◇これまでの議論の概要説明 

【福山 哲郎 外務副大臣】  

 

◇ＮＧＯ代表者より総論説明 

【大橋 正明 国際協力 NGO センター理事長】 

【高橋 清貴 ODA 改革ネットワーク世話人】 

 

２．意見交換（各論）  

◇理念・基本方針について  

【外務省側説明】 

【ＮＧＯ側発言：野田 真里 名古屋 NGO センター 理事               

池田 晶子 農業・農村開発 NGO 協議会 運営委員】 

 

◇具体案について 

【ＮＧＯ側発言：稲場 雅紀 GII/IDI 懇談会 連携推進委員 

加藤 良太 関西 NGO 協議会 堤言専門委員】 

【外務省側説明】 
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【NGO側連携推進委員・ODA政策協議会コーディネーター】
1 大橋　正明 (特活)国際協力NGOセンター 理事長／連携推進委員
2 野田　真里 （特活）名古屋NGOセンター 理事／連携推進委員
3 片山　信彦 (特活)国際協力NGOセンター 副理事長／連携推進委員
4 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／連携推進委員
5 釜野　徳明　 ネパールＮＧＯネットワーク 代表／連携推進委員
6 米山　敏裕 農業・農村開発NGO協議会 代表／連携推進委員
7 稲場　雅紀 GII/IDI懇談会 連携推進委員（副委員）
8 加藤　良太 （特活）関西NGO協議会　 提言専門委員
9 谷山　博史 （特活）国際協力NGOセンター　 副理事長

10 高橋　清貴 ODA改革ネットワーク　 世話人
11 池田　晶子 農業・農村開発NGO協議会　 運営委員

【一般参加者】
NO 名前 所属 役職

1 定松　栄一 （特活）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 事務局次長兼事業部長
2 宮下　礼 （特活）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 事業部アジアIマネージャー
3 山田　太雲 （特活）オックスファム・ジャパン アドボカシー・マネージャー
4 米良　彰子 （特活）オックスファム・ジャパン 事務局長
5 山中　悦子 （特活）草の根援助運動 共同代表
6 谷村　美能里 （特活）ワールド・ビジョン・ジャパン アドボカシー担当
7 山下　道子 国際開発研究者協会事務局
8 小俣　典之 （特活）横浜NGO連絡会 理事長
9 遠藤　衛 （特活）国際協力NGOセンター 政策アドバイザー
10 笠原　正好 ワンワールド・ワンピープル協会 副会長
11 山口　誠史 （特活）国際協力NGOセンター 事務局長
12 荒川　朋子 アジア学院 副校長
13 原　征治 ODA改革ネットワーク九州
14 野口　扶弥子 NPO法人持続可能な開発のための教育の10年推進会議 国際プロジェクトコーディネーター
15 エフテル　プリュン 世界の医療団
16 田辺　有輝 「環境・持続社会」研究センター
17 満田　夏花 FoE Japan
18 渡辺　瑛莉 FoE Japan
19 清水　規子 FoE Japan
20 塩田　恭子 （財）ジョイセフ　アドボカシーグループ プログラム・オフィサー
21 田所　功 カリタスジャパン 事務局長
22 深谷　透 個人
23 白須　紀子 日本リザルツ 事務局長
24 狩野　伊知郎 日本リザルツ シニアアドバイザー
25 武田　勝彦 公益財団法人ケア・インターナショナル　ジャパン 事務局長
26 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
27 只野　幸奈 横浜市立大学大学院都市社会文化研究科
28 中坪　央暁 個人
29 大野　健太
30 新澤　良明 （特活）サパ＝西アフリカの人達を支援する会 事務局長補佐
31 志澤　道子 （特活）シェア＝国際保健協力市民の会 海外事業担当
32 滝澤　三郎 東洋英和女学院大学
34 戸田　麻衣子 Hope Scoop Aisa
35 石井　澄江 （財）ジョイセフ 常任理事・事務局長
36 浜野　けい子 （財）ジョイセフ 開発協力グループ
37 川上　豊幸 AMネット、熱帯林行動ネットワーク 理事、運営委員
38 田中　常世 個人
39 増田　英子 オルタモンド、国際連帯税を推進する市民の会 運営委員

平成２２年度　NGO外務省定期協議会　『臨時全体会議』

出席者リスト

Page 1



Sheet1

40 安田　源 地球市民を目指す団塊ジュニアの会
41 長船　青治 通信NGO・JCA-NET 理事
42 松本　典丈 パルシステム生活協同組合連合会 執行役員・企画室長
43 吉見　千恵 AMDA社会開発機構
44 田丸　敬一朗 （特活）DPI日本会議
45 島野　涼子 （特活）DPI日本会議
46 梶田　熙 非営利団体　草の根ラ・プラタ流域再開発研究会 日本支部長
47 関口　明彦 日本障害フォーラム（全国「精神病」者集団） 運営委員
48 宮下　恵 （特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
49 塩浜　修 世界連邦日本国会委員会 事務局長
50 鈴木　ふみ すぺーすアライズ 事務局長
51 河辺　亮輔 （特活）ジーエルエム・インスティチュート 事務局主任
52 莫　カレン （特活）日本国際ボランティアセンター 調査研究・政策提言インターン
53 長瀬　理英 （特活）メコン・ウォッチ 理事
54 奥村　早苗 （特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
55 山形　文 プラン・ジャパン プログラムオフィサー
56 西島　恵 （特活）アジア・コミュニティ・センター21 事業担当
57 長瀬　慎治 国連ボランティア計画東京事務所 駐在調整官
58 林立  騎 早稲田大学院文学研究科
59 大類　隆博 国際連帯税を推進する市民の会 事務局
60 宮本　彩子 ストップ結核パートナーシップ日本
61 小坂　順一郎 UNHCR駐日事務所 上席連絡調整官/J-FUN事務局長
62 ベスラ　パトリック 国際基督教大学 準研究員
63 高瀬　国雄 アフリカ日本協議会 理事
64 篠原　利恵 （特活）日本国際ボランティアセンター ホームページインターン
65 米田　和希子 （特活）日本国際ボランティアセンター 調査研究・政策提言インターン
66 周防　恵子 （特活）国際協力NGOセンター 広報・渉外グループ
67 熊岡　路矢 （特活）日本国際ボランティアセンター 理事
68 島村　昌浩 （特活）日本国際ボランティアセンター カンボジア事業担当
69 桑名　恵 ピースウィンズ・ジャパン
70 田中　勇也 創価大学 教育学科　４年
71 伊丹  知子 ADRA Japan 事業部マネージャー

【外務省】
1 岡田　克也 外務省 外務大臣
2 福山　哲郎 外務相 外務副大臣
3 西村　智奈美 外務相 大臣政務官
4 佐渡島　志郎 国際協力局 局長
5 山田　彰 国際協力局　 参事官、ＮＧＯ担当大使
6 植野　篤志 国際協力局　政策課 課長
7 牛尾 滋 国際協力局　開発協力総括課 課長
8 松浦　博司 国際協力局　地球規模課題総括課 課長
9 伊藤 恭子 国際協力局　開発協力企画室 室長
10 川口　三男 国際協力局　民間援助連携室 室長
11 亀田　和明 総合外交政策局　総務課 外交政策調整官
12 倭島　岳彦 国際協力局　民間援助連携室 首席事務官
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 事務官
15 澤村 広樹 国際協力局 民間援助連携室 事務官
16 阿部 恭子 国際協力局 民間援助連携室 事務官
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