
平成 24 年度（2012 年度）NGO・外務省定期協議会 

「第 2回 ODA 政策協議会」 
議 事 次 第 

 

●日   時：2012 年 12 月 14 日（金） 14:00-16:00 

●場   所：南 272 会議室 

●司   会：（ＮＧＯ側）加藤 良太 関西 NGO 協議会 提言専門委員 

     （外務省側）川口 伊靖 国際協力局 民間援助連携室首席事務官 

 

１ 開会挨拶 

 榛葉 賀津也 外務副大臣（5分） 

 

２ 協議事項 

モザンビークＰｒｏＳＡＶＡＮＡ事業の課題（30分） 

  【吉田 昌夫 （特活）アフリカ日本協議会 食糧安全保障研究会】 

  【貴島 善子 国際協力局 国別開発協力第三課長】 

 

３ 報告事項 

ポストＭＤＧｓに関する最新情報共有（10分） 

  【南 博 国際協力局 ＮＧＯ担当大使】 

 

４ 協議事項 

（１）釜山閣僚級会合フォローアップにかかる日本政府の対応について（30 分） 

  【大橋 正明 国際協力ＮＧＯセンター 理事長】 

  【八木 浩治 国際協力局 開発協力企画室 首席事務官】 

 

（２）マラリア対策へのＯＤＡ拠出内容について（20分） 

  【則武 都子 サパ＝西アフリカの人達を支援する会 事務局スタッフ】 

  【小沼 士郎 国際協力局 国際保健政策室長】 

 

（３）シリア難民に対する人道支援（10 分） 

  【園田 庸 中東アフリカ局 中東第一課 首席事務官】 

  【佐藤 真紀 （特活）日本イラク医療支援ネットワーク 事務局長】 

 

５ 報告事項 

（１）ＮＧＯとの共同レビュー（10 分） 

  【遠藤 彰 国際協力局 事業管理室 室長】 

  【高橋 清貴 ODA 改革ネットワーク】 

 

（２）調達代理機関として推薦する候補団体の公募について（5分） 

【本清 耕造 国際協力局 開発協力総括課 課長】 

 

４ 閉会挨拶 

  谷山博史 日本国際ボランティアセンター 代表理事（5分）  

 



コーディネーター
1 谷山　博史 （特活）　国際協力NGOセンター 副理事長
2 高橋　清貴 ＯＤＡ改革ネットワーク 世話人
3 西井　和裕 （特活）　名古屋NGOセンター 理事長
4 加藤　良太 関西NGO協議会 提言専門委員
5 原　征治 ＯＤＡ改革ネットワーク　九州 世話人

NGO参加者
1 朝枝　優子 （特活）　国際協力NGOセンター（JANIC) 調査提言グループ　インターン
2 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
3 堀江　良彰 （特活）　難民を助ける会(AAR Japan) 常任理事・事務局長
4 加藤　亜季子 （特活）　難民を助ける会(AAR Japan) プログラムコーディネーター
5 狩野　怜子 （特活）「環境・持続社会」研究センター(JACSES) インターンシップ
6 大橋 正明 （特活）　国際協力NGOセンター（JANIC) 理事長
7 堀江　由美子 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 海外事業部政策提言マネージャー
8 森下麻衣子 （特活）　オックスファム・ジャパン アドボカシー・オフィサー
9 佐々木　佑 （特活）　オックスファム・ジャパン メディア・オフィサー
10 城谷　尚子 公益財団法人プラン・ジャパン アドボカシー担当
11 松本　悟 （特活）メコン・ウォッチ／法政大学 顧問／准教授
12 近藤 康男 NPO法人APLA 監事
13 大久保　翠 東京外国語大学 修士１年
14 津山 直子 （特活）アフリカ日本協議会 理事
15 舩田クラーセンさやか （特活）アフリカ日本協議会 食料安全保障研究会
16 吉田 昌夫 （特活）アフリカ日本協議会 食料安全保障研究会
17 秋本 陽子 ATTAC Japan 国際ネットワーク委員会委員
18 白須　紀子 （特活）日本リザルツ 事務局長
19 馬野　裕朗 公益財団法人プラン・ジャパン プログラム部マネージャー
20 田所　功 カリタスジャパン 事務局長
21 印鑰　智哉 オルター・トレード・ジャパン デジタルメディア
22 田丸 敬一朗 （特活）DPI日本会議 事務局員
23 島野 涼子 （特活）DPI日本会議 介助者
24 加藤 麗 東京外国語大学 舩田クラーセンさやかゼミ
25 米川　正子 ヒューマン・ライツ・ウォッチ コンサルタント
26 佐藤　真紀 （特活）日本イラク医療支援ネットワーク 事務局長
27 原　文次郎 （特活）日本国際ボランティアセンター イラク事業担当
28 新澤　良明 （特活）サパ＝西アフリカの人達を支援する会 理事
29 堀内　葵 （特活）　国際協力NGOセンター（JANIC) 調査提言グループ
30 杉本　香菜子 （特活）　国際協力NGOセンター（JANIC)
31 則武 都子 （特活）サパ＝西アフリカの人達を支援する会 事務局スタッフ

国際機関／援助機関
1 芳賀　克彦 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 国内事業部次長
2 安藤　直樹 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 企画部次長
3 倉科　芳朗 国際協力機構（ＪＩＣＡ） アフリカ部参事官兼アフリカ第３課長
4 天目石　慎二郎 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 農村開発部課長
5 井上　陽一 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 企画部総合企画課
6 岩﨑　達也 国際協力機構（JICA） 企画部総合企画課
7 矢澤　愛 国際協力機構（JICA） 国内事業部市民参加推進課
8 河野　海斗 ＵＮＨＣＲ　駐日事務所 渉外室インターン

外務省
1 榛葉　賀津也 外務副大臣
2 梅田　邦夫 国際協力局 局長
3 和田　充広 国際協力局 参事官/ＮＧＯ担当大使
4 南　博 国際協力局 参事官/ＮＧＯ担当大使
5 本清　耕造 国際協力局　開発協力総括課 課長
6 貴島　善子 国際協力局　国別開発協力第三課 課長

7 久野　和博 総合政策局　国連企画調整課 課長
8 山口　又宏 国際協力局　民間援助連携室 室長
9 遠藤　彰 国際協力局　事業管理室 室長
10 小沼　士郎 国際協力局　国際保健政策室　 室長
11 川口　伊靖 国際協力局　民間援助連携室 首席事務官
12 園田　庸 中東アフリカ局　中東第一課 首席事務官
13 八木　浩治 国際協力局　開発協力企画室 首席事務官

他

NGO・外務省定期協議会 平成24年度「第2回ODA政策協議会」
参加者一覧



ア 1 阿部　早織 ＯＤＡ改革ネットワーク 事務局員

2 有松　沙綾香 JACSES インターン

3 飯田　信子 （特活）横浜NGO連絡会 事務局長

4 池田　誠 北海道国際交流センター（ＨＩＦ） 事務局長

5 馬野　裕朗 公益財団法人プラン・ジャパン プログラム部マネージャー

カ 6 加藤　良太 関西NGO協議会 提言専門委員

7 加藤　真希 日本国際ボランティアセンター アフガニスタン事業担当

8 小坂　順一郎 UNHCR　駐日事務所 シニア・リエゾン・アソシエート

サ 9 佐々木　康隆　 ＯＤＡ改革ネットワーク 事務局員

10 城谷　尚子 公益財団法人プラン・ジャパン アドボカシー担当

11 白戸　純 国境なき医師団日本 人権問題担当

12 杉本 香菜子 特定非営利活動法人　国際協力NGOセンター 調査・提言グループ

タ 13 谷山　博史 （特活）国際協力NGOセンター 副理事長

14 高橋　清貴 ＯＤＡ改革ネットワーク 世話人

15 田辺　有輝 （特活）「環境・持続社会」研究センター プログラムコーディネーター

16 田丸　敬一朗 DPI日本会議 事務局員

ナ 17 中原　亜紀 公益社団法人　シャンティ国際ボランティア会 海外事業課　課長

18 西井　和裕 （特活）名古屋NGOセンター 政策提言委員長

ハ 19 原　征治 ＯＤＡ改革ネットワーク　九州 世話人

20 日置　哲二郎 特定非営利活動法人日本リザルツ 遠野事務所長

21 堀江　良彰 特定非営利活動法人　難民を助ける会（AAR Japan） 常任理事・事務局長

22 堀場　浩平 DPI日本会議 介助者

23 本多　麻純 特定非営利活動法人　難民を助ける会（AAR Japan） プログラムコーディネーター

24 細川　敦子 特定非営利活動法人チャイルドファンドジャパン 募金グループマネージャー

25 堀内　葵 特定非営利活動法人　国際協力NGOセンター 調査提言グループ

マ 26 三宅　隆史 教育協力NGOネットワーク(JNNE) 事務局長

27 水澤　恵 特定非営利活動法人国際協力ＮＧＯセンター 調査・提言グループ　マネージャー

ヤ 28 矢花　公平 ヒューマンライツ・ナウ ビルマプロジェクト員

29 湯村　帆名 ヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）

30 米川　正子 ヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW） コンサルタント

31 柳井　真結子 FoE Japan 気候変動・開発金融担当

ワ 32 渡辺　直子 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 岩﨑　達也 国際協力機構（JICA） 企画部総合企画課

2 矢澤　愛 国際協力機構（JICA） 国内事業部市民参加推進課

NGO・外務省定期協議会 平成24年度「第1回ODA政策協議会」
参加者一覧

※JICA2名についてはピンクストラップで対応。




