
No. 名前 所属 役職

1 安達　三千代 認定NPO法人　IVY 理事・事務局長
2 石山　民子 アジア砒素ネットワーク 東京連絡所
3 伊藤　洋子 特定非営利活動法人CWS Japan プログラム・コーディネーター

4 伊藤　道雄
日比NGOネットワーク(JPN)
/(特活)アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)

運営委員会代表
/代表理事

5 猪俣　典弘
日比NGOネットワーク(JPN)
/(特活) フィリピン日系人リーガルサポートセンター
(PNLSC)

副代表
/事務局長

6 井川　定一 （特活）アジア日本相互交流センター（ＩＣＡＮ） 事務局長
7 岩泉　高志  「環境・持続社会」研究センター（JACSES） インターン
8 内部　有子 特定非営利活動法人　国際協力NGO・IV-JAPAN 日本事務局
9 浦口　あや コンサベーション・インターナショナル・ジャパン 政策・パートナーシップ　マネージャー
10 大竹　智子 CWS　Japan プログラムオフィサー
11 大橋　ゆか サニーサイドゴスペルクラブ横浜
12 小川　祐子 AAR Japan[難民を助ける会] 広報・支援者担当シニアコーディネーター
13 小俣　典之 (特活）横浜NGO連絡会 エグゼクティブ・プロデューサー
14 片岡　麻里 公益社団法人ガールスカウト日本連盟
15 河辺　亮輔 GLMインスティチュート 事務局主任
16 河本　誠一郎 特定非営利活動法人ONE ASIA 理事長
17 北川　順子 特定非営利活動法人関西NGO協議会 事務局スタッフ
18 木戸　俊介 （特活）国際協力NGOセンター 能力強化グループ　インターン
19 久野　由里子 認定NPO法人国境なき子どもたち 海外事業部
20 薫田　穣 一般財団法人日本国際協力システム 技術協力支援課参与
21 越川　愛音 (特活）ジーエルエム・インスティチュート 事務局
22 佐藤　真美 （特活）シェア＝国際保健協力市民の会 事務局長
23 佐藤　収 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 海外事業部プログラムオフィサー
24 佐伯　美苗 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC) スーダン事業担当
25 斎藤　栄 特定非営利活動法人　ピースウィンズ・ジャパン 事業部長
26 坂西　卓郎 PHD協会 事務局長
27 櫻井　佑樹 AAR Japan[難民を助ける会] プログラム・コーディネーター
28 齋藤　千尋 特活グッドネーバーズ・ジャパン ファンドレイジング部営業２課
29 塩沢　祥子 NPO法人神奈川災害ボランティアネットワーク コーディネーター
30 志澤　道子 特定非営利活動法人HANDS プログラム・ディレクター
31 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
32 鈴村　彩乃 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 海外事業部マネージャー
33 高橋　真美 ワールド・ビジョン・ジャパン アドボカシー・オフィサー
34 竹内　よし子 （特活）えひめグローバルネットワーク 代表理事
35 田中　一弘 特定非営利活動法人AMDA社会開発機構 海外事業部長
36 津山　直子 動く→動かす 代表
37 玉手　幸一 世界の医療団 プロジェクト担当
38 津島　由美子 （特活）国際協力NGOセンター 管理グループ　スタッフ
39 永岡　宏昌 (特活)アフリカ地域開発市民の会(CanDo) 代表理事兼事業責任者
40 中原　亜紀 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会 海外事業課長
41 中田　好美 特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパン 海外事業担当
42 野澤　眞次 （特活）サパ＝西アフリカの人達を支援する会 事務局長
43 萩原　悦子 （特活）横浜ＮＧＯ連絡会 事務局次長
44 原田　君子 （特活）ＮＧＯ福岡ネットワーク 事務局長
45 檜山　怜美 日本紛争予防センター インターン
46 堀江　均 （特活）国際協力NGOセンター 能力強化グループ　インターン
47 堀江　良彰 ジャパンプラットフォームNGOユニット 副代表幹事団体
48 松尾　沢子 （特活）国際協力NGOセンター
49 眞鍋　瞳子 （特活）関西国際交流団体協議会 アシスタント・マネージャー
50 宮田　直承 Youth Ending Hunger 茨城
51 諸　英樹 動く→動かす STAND UPコーディネーター
52 山田　真裕美 緑のサヘル インターン
53 薮内　しのぶ 日本紛争予防センター インターン
54 渡辺　直子 日本国際ボランティアセンター 南アフリカ担当
55 鰐部　行崇 特定非営利活動法人日本リザルツ コミュニケーション・ディレクター
56 辻　愛麻 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
57 山口　誠史 （特活）国際協力NGOセンター 事務局長
58 杉本　香菜子 （特活）国際協力NGOセンター 調査提言グループ　スタッフ
59 堀内　葵 （特活）国際協力NGOセンター 調査提言グループ　スタッフ

２０１３年度ＮＧＯ・外務省定期協議会　全体会議出席者

日時：２０１３年６月１０日（月）１４：００-１６：０５
場所：外務省８階南８９３国際会議室

NGO



1 佐々木　俊朗 東洋大学 法学部法律学科3年
2 三堀　紗也華 静岡大学 人文学部法学科4年

1 稲場　雅紀 GII/IDIに関する外務省/NGO懇談会 代表
2 大橋　正明 （特活）国際協力NGOセンター 理事長
3 山田　太雲 教育協力NGOネットワーク（JNNE） 副代表

1 加藤　良太 （特活）関西NGO協議会　 提言専門委員
2 高橋　清貴 ODA改革ネットワーク　 世話人
3 田辺　有輝 「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 理事
4 谷山　博史 （特活）国際協力NGOセンター 副理事長
5 西井　和裕 （特活）名古屋NGOセンター　 理事長
6 原　征治 ODA改革ネットワーク九州 共同世話人

国際機関・援助機関
1 小林　雪治 国際協力機構　企画部　 参事役
2 二階　達哉 国際協力機構　企画部　総合企画課
3 難波　緑 国際協力機構　国内事業部　市民参加推進課
4 大塚　未希 国際協力機構　国内事業部　市民参加推進課
5 ルシア・コヴァチョヴァ UNHCR駐日東京事務所 渉外室

外務省
1 阿部　俊子 外務大臣政務官
2 梅田　邦夫 外務省　国際協力局 局長
3 和田　充広 外務省　国際協力局 参事官　／　ＮＧＯ担当大使
4 本清　耕造 外務省　国際協力局　開発協力総括課 課長
5 遠藤　彰 外務省　国際協力局　事業管理室　 室長
6 山口　又宏 外務省　国際協力局　民間援助連携室 室長
7 飯田　慎一 外務省　国際協力局　地球規模課題総括課 課長
8 麻妻　信一 外務省　アフリカ部　アフリカ第二課 課長
9 杉浦　正俊 外務省　総合外交政策局　国際平和協力室 室長
10 熊谷　直樹 外務省　総合外交政策局　総務課 主任外交政策調整官
11 川口　伊靖 外務省　国際協力局　民間援助連携室 首席事務官

他

ODA政策協議会コーディネイター

連携推進委員

オブザーバー（個人資格）


