
1 今井　高樹 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） 代表理事

2 今野　泰三 （特活）名古屋NGOセンター 政策提言委員

3 佐伯　奈津子 （特活）名古屋NGOセンター 政策提言委員

4 棚田　雄一 （特活）国際協力NGOセンター（JANIC） 副理事長

5 原田　公 熱帯林行動ネットワーク 事務局長

1 堀内　葵 （特活）国際協力NGOセンター（JANIC） シニア・アドボカシー・オフィサー

2 木口　由香 （特活）メコン・ウォッチ 事務局長

3 稲場　雅紀 （特活）アフリカ日本協議会（AJF）、（一社）SDGs市民社会ネットワーク 国際保健ダイレクター

4 柴田　哲子 （特活）ワールド・ビジョン・ジャパン アドボカシー・シニア・アドバイザー

5 堀江　由美子 （公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン アドボカシー部長

1 阿部　貴美子 JAWW（日本女性監視機構） メンバー

2 阿部　孝太郎 東京大学教養学部1年 個人（オブザーバー）

3 伊藤　幸慶 （特活）名古屋NGOセンター、ニカラグアの会 理事、事務局長

4 遠藤　諭子 （特活）メコン・ウォッチ 政策担当

5 尾迫　志央理 JYPS（持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム） JYPS 政策部統括部長

6 長田　大輝 FoE Japan 開発金融と環境キャンペーナー

7 織田　由紀子 JAWW（日本女性監視機構） 副代表

8 小俣　典之 （特活）横浜NGOネットワーク エグゼクティブプロデューサー

9 加藤　陽一 中堅NGO研究会 事務局長

10 神谷　麻美 （公財）ジョイセフ アドボカシー・ディレクター

11 岸井　薫奈子 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） インターン

12 北垣　健太 （公社）日本国際民間協力会 職員

13 金　昌浩 オープン・ソサエティ財団 プログラムオフィサー

14 栗田　佳典 （特活）関西NGO協議会 事務局長

15 小松　豊明 （特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会 事務局長

16 近藤　幸恵 （特活）子育てネットワーク春日 代表理事

17 佐藤　仁美 大学改革支援・学位授与機構 なし

18 佐藤　優 （特活）ISAPH 事務局長

19 佐野　エレナ （一社）Voice Up Japan 理事

20 佐野　光平 （特活）関西NGO協議会 職員

21 重田　康博 （特活）国際協力NGOセンター（JANIC） 政策アドバイザー

22 白川　耕嗣 自営業 なし

23 白幡　利雄 （特活）AMDA社会開発機構 海外事業運営本部長

24 鈴木　りえこ （特活）SDGs・プロミス・ジャパン（SPJ） 理事長 （小田徹　代理で出席）

25 高橋　みづき （特活）アクセプト・インターナショナル 海外事業局

26 高柳　彰夫 （特活）国際協力NGOセンター（JANIC） 政策アドバイザー

27 立花　香澄 （特活）ロシナンテス 広報・ファンドレイジングマネージャー

28 田辺　有輝 （特活）「環境・持続社会」研究センター（JACSES） プログラムディレクター

29 仲井　友佳子 （特活）関西NGO協議会 普及啓発担当職員

30 長島　千野 （公財）プラン・インターナショナル・ジャパン アドボカシーオフィサー

31 中嶋　秀昭 （特活）メドゥサン・デュ・モンド ジャポン（世界の医療団） プロジェクト・コーディネーター

32 中原　亮 JYPS（持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム） 政策部担当

33 仁茂田　芳枝 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） 広報

34 野際　紗綾子 （特活）難民を助ける会 支援事業部マネージャー

35 林　明宏 個人 個人

36 藤瀬　伸恵 （特活）地球市民の会 事務局次長

37 藤本　伸樹 （一財）アジア・太平洋人権情報センター 研究員

38 船越 美奈 （公財）プラン・インターナショナル・ジャパン プログラム部シニアオフィサー

39 穗積　武寛 （特活）難民を助ける会 プログラムマネージャー

40 堀江　良彰 （特活）難民を助ける会 理事長

41 三田　明絵 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） インターン

42 三宅　隆史 教育協力NGOネットワーク（JNNE) 事務局長

43 安村　妙 （特活）NGO福岡ネットワーク 事務局長

44 八尋　英昭 （特活）シェア＝国際保健協力市民の会 事務局長

45 山口　久臣 （特活）地球市民の会 理事長

46 若林　秀樹 （特活）国際協力NGOセンター（JANIC） THINK Lobby所長

47 渡辺　直子 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） 南アフリカ事業担当

1 西井　和裕 （特活）名古屋NGOセンター 政策提言委員
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2022年度NGO側事務局



1 西村　愛子 国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) 渉外担当官

2 渡邊　温子 国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) 渉外担当官

3 日浅美和 国際協力機構（ＪＩＣＡ）国内事業部市民参加推進課 課長

4 丸山瞳 国際協力機構（ＪＩＣＡ）国内事業部市民参加推進課 職員

5 服部由起 国際協力機構（ＪＩＣＡ）国内事業部市民参加推進課 職員

6 岡本 宇弘 国際協力機構（ＪＩＣＡ）企画部　総合企画課 職員

1 植野　篤志 外務省　国際協力局 局長

2 日下部  秀紀 外務省　国際協力局 審議官／NGO担当大使

3 上田　肇 外務省　国際協力局　政策課 課長

4 永澤　浩之 外務省　国際協力局　政策課 広報班長

5 松井  宏樹 外務省　総合外交政策局　人権人道課 企画官

6 栗本 知彦 外務省　国際協力局　国別開発協力第１課 首席事務官
7 松田　俊夫 外務省　国際協力局　民間援助連携室 室長
8 工藤　博 外務省　国際協力局　民間援助連携室 首席事務官

外務省

国際機関・援助機関


