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2012 年度	 NGO・外務省定期協議会	 「ODA 政策協議会」議題一覧	 

	 

■2012 年度第 1 回 ODA 政策協議会	 2012 年 7 月 23 日（月）／外務省	 

〔協議事項〕	 

（1）ODA 上位政策のあり方について	 

【加藤	 良太	 特定非営利活動法人	 関西 NGO 協議会	 提言専門委員】	 	 

【鈴木	 量博	 外務省	 国際協力局	 政策課長】	 

（2）ODA と人権のアカウンタビリティー	 

【米川	 正子	 ヒューマンライツウォッチ	 コンサルタント】	 	 

【横田	 敬一	 外務省	 国際協力局	 開発協力企画室長】	 

（3）第 4 回援助効果向上ハイレベルフォーラムのフォローアップについて	 

【水澤	 恵	 国際協力 NGO センター	 調査・提言グループマネージャー】	 	 

【横田	 敬一	 外務省	 国際協力局	 開発協力企画室長】	 

（4）リオ＋20 における緑の未来イニシアティブ発表と再生可能エネルギー支援について	 

【田辺	 有輝	 「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】	 	 

【杉中	 淳	 外務省	 国際協力局	 地球環境課長】	 

〔報告事項〕	 

（1）リオ＋20 の成果文書について	 

【杉中	 淳	 外務省	 国際協力局	 地球環境課長】	 	 

【高橋	 清貴	 ODA 改革ネットワーク/ODA 政策協議会コーディネータ】	 

（2）BMENA 構想「第 9 回未来のためのフォーラム」に関する市民団体，NGO 等への情報提供	 	 

【塩田	 崇弘	 外務省	 中東アフリカ局	 中東第一課	 課長補佐】	 

（3）行政事業レビュー	 

【本清	 耕造	 外務省	 国際協力局	 開発協力総括課長】	 	 

【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】	 

（4）アフガニスタンに関する東京会合及び市民社会に関する会合	 

【谷山	 博史	 特定非営利活動法人	 日本国際ボランティアセンター	 代表理事】	 

	 

■2012 年度第 2 回 ODA 政策協議会	 2012 年 12 月 14 日（金）／外務省	 

〔協議事項〕	 

	 (1)	 モザンビーク ProSAVANA 事業の課題	 

【吉田	 昌夫	 特定非営利活動法人	 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】	 

（2）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	 

【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】	 

（3）マラリア対策への ODA 拠出内容について	 

【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】	 

（4）シリア難民に対する人道支援	 

【園田	 庸	 中東アフリカ局	 中東第一課	 首席事務官】	 	 

【佐藤	 真紀	 特定非営利活動法人	 日本イラク医療支援ネットワーク	 事務局長】	 
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〔報告事項〕	 

	 (1)	 ポスト MDGs に関する最新情報共有	 

【南	 博	 国際協力局	 NGO 担当大使】	 

（2）NGO との共同レビュー	 

【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】	 

（3）調達代理機関として推薦する候補団体の公募について	 

【本清	 耕造	 国際協力局	 開発協力総括課	 課長】	 

	 

■2012 年度第 3 回 ODA 政策協議会	 2012 年 3 月 8 日（金）／北海道中小企業会館	 

〔協議事項〕	 

（1）外務省・JICA における先住民族に対する政策のあり方について	 

	 	 【小泉	 雅弘	 （特活）さっぽろ自由学校「遊」理事】	 

	 	 【和田	 充広	 国際協力局	 ＮＧＯ担当大使】	 

（2）外務省・JICA のアフリカ農業支援について	 

	 	 【森川	 純	 酪農学園大学	 教員】	 

	 	 【竹端	 昌宏	 国際協力局	 国別開発協力第三課	 首席事務官】	 

	 (3)	 ODA 政策全般に関する質疑応答	 

〔報告事項〕	 

（1）ODA 過去案件共同レビューに関する NGO 側委員公募報告	 

	 	 【高橋	 清貴	 ODA 改革ネットワーク	 世話人】	 

（2）ProSavana についての外務省・NGO 間の意見交換会の進捗	 

	 	 【高橋	 清貴	 ODA 改革ネットワーク	 世話人】	 

（3）イラクに対する支援政策の評価の現状	 

	 	 【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】	 

（4）ポスト MDGs の進捗状況について	 

	 	 【和田	 充広	 国際協力局	 NGO 担当大使】	 

	 (5)	 シリア支援に関する外務省・NGO 間の意見交換会の進捗	 

	 	 【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】	 

	 	 【山口	 真紀	 中東アフリカ局	 中東第一課	 事務官】	 

	 

■2012 年度 ODA 政策協議会サブ・グループの動き	 

（１）ODA 過去案件レビュー・タスクフォース（継続中）	 

・第 2 回 ODA 政策協議会（2012 年 12 月）にて、実施要項が合意	 

・第 3 回 ODA 政策協議会（2013 年 3 月）にて、NGO 側メンバーが決定	 

・第 1 回タスクフォース	 6/28（調整中）	 NGO によるレビュー結果・今後の進め方等	 

	 

（２）ProSAVANA 事業に関する NGO・外務省意見交換会（継続中）	 

・第 1 回（2013 年 1 月 25 日）	 議論すべき論点と今後の進め方について	 

・第 2 回（2013 年 3 月 5 日）	 農民主権・住民主権について	 

・第 3 回（2013 年 4 月 19 日）	 現地ステークホルダー・ミーティングについて	 

・第 4 回（2013 年 5 月 10 日）	 「マスタープラン」中間報告書ドラフトについて	 

	 

以上	 


