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国別開発協力第一課
国別開発協力第二課

国名

絵所秀紀 法政大学教授（主査） １．これまでの経緯（スリランカ、ベトナム共通）

下村恭民 法政大学教授（主査） 平成15年 10月 ODA総合戦略会議に最終案報告、議論の末、原則了承。

中村尚司 龍谷大学教授 平成16年 2月 修文案をＯＤＡ中期政策の策定総合戦略会議にて報告。

牟田博光 東京工業大学教授 4月 対外経済協力閣僚会議にて決定。

大野健一 政策研究大学院大学教授（主査）

花田麿公 前モンゴル大使（主査） １．これまでの経緯

砂川　眞 （株）双日総合研究所特別顧問 平成15年 3月 東京タスクフォース設置。

栗林純夫 東京国際大学教授 現地タスクフォース設置。

白須　孝 東京国際大学教授 5月 現地関係者との意見交換。

平成16年 2月 ODA総合戦略会議にて中間報告。

4月 第１次案を東京にて作成。

関係各府省協議、NGO意見交換。

現地関係者との意見交換。
6月 第２次案を東京にて作成。
7月 関係各府省協議。（～9月）

２．今後の予定

浅沼信爾 一橋大学大学院教授（主査） １．これまでの経緯

牟田博光 東京工業大学教授 平成15年 3月 現地素案作成

伊藤道雄 （特活）国際協力NGOセンター理事 9月 東京タスクフォース設置

宮原賢次 日本貿易会会長 現地関係者との意見交換

白石　隆 京都大学教授 11月 現地にて第１次案作成

佐藤百合 アジア経済研究所主任研究員 平成16年 1月 現地関係者との意見交換
5月 第２次案を東京にて作成

関係各府省協議、NGO意見交換

ODA総合戦略会議に中間報告
7月 ODA総合戦略会議に最終報告

２．今後の予定

平島成望 明治学院大学教授（主査） １．これまでの経緯

下村恭民 法政大学教授 平成15年 11月 現地素案作成

広瀬崇子 専修大学教授 12月 東京タスクフォース設置

青山温子 名古屋大学教授 平成16年 6月 東京にて第１次案を作成
7月 ODA総合戦略会議に中間報告

２．今後の予定

絵所秀紀 法政大学教授（主査） １．これまでの経緯

下村恭民 法政大学教授 平成15年 12月 現地素案作成

広瀬崇子 専修大学教授 平成16年 1月 東京タスクフォース設置

内川秀二 アジア経済研究所主任研究員 9月 東京にてガイドライン案（計画の骨子に該当）を作成中

荒木光彌 国際開発ジャーナル社代表取締役
平島成望 明治学院大学教授 ２．今後の予定

　7月のODA総合戦略会議でのコメントを踏まえ、最終調整を行ったもの
を、9月27日のODA総合戦略会議において配布予定。

　関係各府省協議、東京・現地における関係者との意見交換を経て、案文
を調整予定。11月頃を目途に最終案をODA総合戦略会議に諮る予定。

　ガイドライン案作成後に10月に現地にて関係者との意見交換、11月に東
京にて関係者との意見交換を実施し、案文を調整する予定。平成17年3月
頃を目途に最終案をODA総合戦略会議に諮る予定。

国別援助計画の新規策定及び改訂作業の現状と予定

インド
（新規作成）

インドネシア
（新規作成）

パキスタン
（新規作成）

ベトナム
（改訂作業）

東京タスクフォース主査及びメンバー 作業の現状と今後の予定

スリランカ
（新規作成）

モンゴル
（新規作成）

　9月27日に最終案をODA戦略会議に諮る予定。
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国名 東京タスクフォース主査及びメンバー 作業の現状と今後の予定

末廣昭 東京大学教授（主査） １．これまでの経緯

玉田芳史 京都大学大学院助教授 平成16年 7月 東京タスクフォース主査決定

大泉啓一郎 日本総合研究所主任研究員 9月 現地素案作成

米山正博 小松製作所取締役常務執行役員 東京タスクフォース設置

２．今後の予定

原洋之介 東京大学教授（主査） １．これまでの経緯

草野厚 慶応大学総合政策学部教授 平成16年 7月 東京タスクフォース主査決定

砂川眞 （株）双日総合研究所特別顧問

西澤信善 近畿大学教授 ２．今後の予定

田中耕司 京都大学教授

末廣昭

山形辰史 アジア経済研究所教授（主査） １．これまでの経緯

村山真弓 アジア経済研究所 平成16年 7月 東京タスクフォース主査決定

大橋正明 恵泉女学院大学教授

２．今後の予定

吉田恒昭 東京大学教授（主査候補） １．これまでの経緯

２．今後の予定

高橋基樹 神戸大学大学院教授（主査） １．これまでの経緯

磯田厚子
（特活）日本国際ボランティアセン
ター副代表、女子栄養大学教授

平成16年 7月 東京タスクフォース主査決定

大野　泉 政策研究大学院大学教授（主査） １．これまでの経緯

荒木光彌 国際開発ジャーナル社代表取締役 平成16年 7月 東京タスクフォース主査決定

高根　努 アジア経済研究所在ゾンバ海外調
査員

9月 現地素案作成

東京タスクフォース設置

第１回東京タスクフォース会合（9月22日）

２．今後の予定

石井　明 東京大学教授（主査候補） １．これまでの経緯

小島朋之 慶応大学教授

砂川　眞 双日総合研究所特別顧問

西村司明 一橋大学教授

湯浅　剛 防衛庁防衛研究所研究員

渡辺頴一 拓殖大学講師

 9月27日のODA総合戦略会議において、東京タスクフォース主査決定予定

　9月27日のＯＤＡ総合戦略会議にて主査により作業方針報告予定。今年
度中に最終案をODA総合戦略会議に諮ることを目指す。

エチオピア
（新規作成）
※その他の

TF委員
　選定中

ガーナ
（改訂作業）

　9月27日のODA総合戦略会議において作業方針報告予定。現地では、
同時にセクター分析を実施。右を踏まえ、11月に第１回現地協議を開催予
定。

　東京タスクフォースメンバー等の作業体制につき確定するとともに、11月
乃至12月のODA総合戦略会議において、今後の作業方針について諮る予
定。

東京大学教授（※どのような形での
参加となるかは未定）

タイ
（改訂作業）

ラオス
（新規作成）

バングラデ
シュ

（改訂作業）
※その他の

TF委員
　選定中

フィリピン
（改訂作業）
※その他の

TF委員
　選定中

　10月に東京タスクフォース設置、１１月のＯＤＡ戦略会議にて作業方針報
告予定。今後10ヶ月を目途に策定予定。

　10月中を目途に東京タスクフォースメンバーを確定するとともに、今後の
策定プロセス及びスケジュールにつき協議予定。

　9月27日のODA総合戦略会議において、東京タスクフォース主査決定予
定。10月中を目途に東京タスクフォースメンバーを確定するとともに、今後
の策定プロセス及びスケジュールにつき協議予定。

２．今後の予定

ウズベキス
タン

カザフスタン
（新規作成）
※その他の

TF委員
　選定中

２．今後の予定
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国名 東京タスクフォース主査及びメンバー 作業の現状と今後の予定

山田俊一 １．これまでの経緯

平成16年 7月 東京タスクフォース主査決定

伊能武次

佐藤　寛 ２．今後の予定

長沢栄治 東京大学東洋文化研究所教授

畑中美樹

牟田博光

和洋女子大学人文学部教授（打診
中）

アジア経済研究所開発研究セン
ター主任研究員

国際開発センター　エネルギー・環
境室長

東京工業大学大学院社会理工学
研究科教授

　9月下旬から現地ODAタスクフォースによる基礎情報収集整理。10月下
旬から11月上旬に第１回会合開催。今後10～12ヶ月を目途に策定。

（注：網掛け部分は、ODA総合戦略会議委員。）

エジプト
（改訂作業）

アジア経済研究所国際経済研究グ
ループ長（主査）
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