
 
平成 19 年度（2007 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：２００８年２月２２日（金） １５：００～１７：００ 
●場   所：外務省 南庁舎２７２号室（国際会議室） 
●プログラム： 

司会：鈴鹿 光次 外務省 民間援助連携室 首席事務官 

 
１．開会の挨拶   五月女 光弘 外務省参与・ＮＧＯ担当大使 

 
２．報告事項  
（１）日本ＮＧＯ連携無償資金協力の事後状況調査 

（２）平成 20 年度「NGO 研究会」、「NGO フィールドスタッフのための健康・安全対策ハンドブック」の作成・配布 

【石原 圭子 外務省 民間援助連携室 課長補佐】 
 
（３）ＮＰＯ税制について 

【坪田 薫 外務省 民間援助連携室 事務官】 
 

（４）日本ＮＧＯ連携無償資金協力「申請の手引き」新年度版の作成状況 

【礒崎 正名 外務省 民間援助連携室 課長補佐】 
 

（５）平成２０年度ＮＧＯ相談員の選出方法の変更について 

  【安永 周子 外務省 民間援助連携室 事務官】 

 

（６）平成２０年度ＮＧＯ関連予算  

（７）ＮＧＯ連携タスクフォース 

（８）民間援助連携室国際協力インターン募集について 

【寒川 富士夫 外務省 民間援助連携室 室長】 
 

（９）国連邦人職員増加促進について 

【藤田 順三 外務省 総合外交政策局国連政策課 企画官】 

 

（１０）技術協力プロジェクトへのＮＧＯの参画 

  【村上 裕道 ＪＩＣＡ 企画調整部企画グループ総合企画チーム長】 



 
３．討議事項  
（１）広報における協力について～中部地域における広報協力の推進と連携～ 

【野田 真里 連携推進委員（特活）名古屋ＮＧＯセンター】 

【赤松 武 外務省 国際協力局政策課 企画官】 

 
（２）新ＪＩＣＡ発足後のＮＧＯとの連携のあり方 

【高橋 秀行 連携推進委員（特活）国際協力ＮＧＯセンター】 

【大橋 正明 連携推進委員（特活）国際協力ＮＧＯセンター】 

  【松浦 純也 外務省 無償資金・技術協力課 企画官】 

  【飯塚 裕一 外務省 評価室 上席専門官】 

  【塚本 康弘 外務省 国際協力局政策課 課長補佐】 

  【都築 牧人 外務省 有償資金協力課 研究調査員】 

 
（３）その他 

・「ODA 評価有識者会議」について 

・「連携推進委員会」実施要項及び「NGO・外務省定期協議会について」公式文書の作成について 

・次回全体会合の日程について 
 
４．閉会の挨拶   大橋 正明 連携推進委員（特活）国際協力ＮＧＯセンター 

 

 

 

配布資料： 

１．報告事項（１）事後状況調査実施にあたっての留意事項 

２．報告事項（２）平成２０年度ＮＧＯ研究会 
３．報告事項（２）国際協力とＮＧＯ 
４．報告事項（３）ＮＰＯ税制について 
５．報告事項（５）統一資格審査申請受付サイト 

６．報告事項（５）一般競争（指名競争）参加資格申請（物品製造等）申請の手引き 

７．報告事項（６）ＯＤＡ予算におけるＮＧＯ関連予算 

８．報告事項（７）ＮＧＯ連携タスクフォースの提言 

９．報告事項（８）外務省国際協力インターンの募集 

１０．報告事項（９）国連邦人職員増加促進について 

１１．討議事項（１）中部地域における広報協力の推進と連携について 

１２．討議事項（１）ＯＤＡ広報におけるＮＧＯとの連携について 

１３．討議事項（１）「ＯＤＡ出前講座」講師を派遣します！ 

１４．討議事項（１）ＯＤＡ民間モニター事業について 

１５．討議事項（２）新ＪＩＣＡ発足後のＮＧＯとの連携のあり方 
１６．討議事項（２）ＯＤＡ改革についての全体的説明について 

 

 

参考配布： 

『ＮＧＯフィールドスタッフのための健康・安全対策ハンドブック』 



平成１９年度（2007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（３９名）

ＮＧＯ １８名
1 高橋  秀行　 （特活）国際協力NGOセンター （連携推進委員）
2 野田  真里 （特活）名古屋NGOセンター (連携推進委員）
3 大橋  正明　 （特活）国際協力NGOセンター （連携推進委員）
4 藤野  達也 (特活)関西NGO協議会 （連携推進委員）
5 石井　澄江 GII/IDIに関する外務省/NGO懇談会・NGO連絡会 （連携推進委員）
6 高松　幸司 ジャパン・プラットフォーム （連携推進委員）
7 釜野　徳明 ネパールＮＧＯネットワーク （連携推進委員）
8 柚山　訓 （財）ジョイセフ 広報アドボカシーグループ
9 横川　芳江 (特活）横浜NGO連絡会 事務局長
10 成田　由香子 (特活)ACE 国際協力事業担当
11 橋本　果遊 NPO法人2050 プログラムオフィサー
12 山口　誠史 (特活）シェア＝国際保健協力市民の会 事務局長
13 鈴木　庄一 NPO「シニアボランティア経験を活かす会」 理事長
14 田辺　光宏 NPO「シニアボランティア経験を活かす会」 理事
15 橋本　佳奈 女性と健康ネットワーク 事務局員
16 下澤   嶽 （特活）国際協力NGOセンター 事務局長
17 宮下   恵 （特活）国際協力NGOセンター 調査研究・提言活動担当
18 村田　明日香 （特活）国際協力NGOセンター

外務省 １７名
1 五月女　光弘 外務省参与・ＮＧＯ担当大使
2 小田　克起 国際協力局　審議官
3 藤田　順三 総合外交政策局　国連政策課 企画官
4 赤松　武

国際協力局　政策課
企画官

5 塚本　康弘 課長補佐
6 飯塚　裕一 国際協力局　評価室 上席専門官
7 堀内  正裕 国際協力局　総合計画課 研究調査員
8 寒川　富士夫

国際協力局　民間援助連携室

室長
9 鈴鹿  光次 首席事務官
10 石原　圭子 課長補佐
11 礒崎　正名 課長補佐
12 田付　 晃 課長補佐
13 坪田　薫 事務官
14 安永　周子 事務官
15 廣田　理恵 事務官
16 松浦　純也 国際協力局　無償資金・技術協力課 企画官
17 都築　牧人 国際協力局　有償資金協力課 研究調査員

援助機関　１名
1 村上　裕道 ＪＩＣＡ　企画調整部企画グループ総合企画チーム チーム長

オブザーバー　３名
1 秋山　進 財団法人　日本国際協力財団 常務理事・事務局長
2 前田　英男 ＪＩＣＡ　国内事業部国内連携G連携チーム チーム長
3 松尾　沢子 ＪＩＣＡ　国内事業部国内連携G連携チーム
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