
「「「「日本日本日本日本のののの ODAをををを変変変変えるえるえるえる会会会会」」」」 

「ODA改革：５つの提言」報告・意見交換会 

2010年 7月 28日（水）18：30～21：30 

場所：政策研究大学院大学 3Ｆ 会議室 3C 

 

冒頭発言：福山 哲郎氏   内閣副官房長官 

佐渡島 志郎氏   外務省国際協力局長 

大野 泉氏    政策研究大学院大学教授、発起人 

小嶋 雅彦氏   国際協力機構(JICA)上席秘書官、発起人 

 

パネリスト：伊佐治 健氏   日本テレビ報道局ニュース編集部 

(NEWS ZERO チーフプロデュサー） 

大野 健一氏   政策研究大学院大学教授 

柴崎 敦史氏   参議院外交防衛委員会調査室調査員 

武見 敬三氏    東海大学教授、(財)日本交流センター シニアフェロー 

田嶋 要氏    民主党衆議院議員、政策調査会副会長 

中村 絵乃氏     (特活)開発教育協会(DEAR)事務局長 

荒木  光弥氏     国際開発ジャーナル社主幹、発起人 

福井 龍氏       世界銀行東京開発ラーニングセンター・マネージャー、 

         発起人 

出席者：（敬称略・五十音順） 

＜政界＞ 

田嶋 要     民主党衆議院議員 

福山 哲郎    内閣副官房長官 

池本 寛子    首藤信彦事務所政策秘書 

臼井 章喜    福山哲郎事務所政策担当秘書 

＜マスメディア＞ 

伊佐治 健   日本テレビ放送網 

井上 良子   国際開発ジャーナル社 

今里 義和   東京新聞/中日新聞 

眞田 陽一郎    国際開発ジャーナル社 

新海 美保    国際開発ジャーナル社 

玉懸 光枝    国際開発ジャーナル社 

土岐 啓道    国際開発ジャーナル社 

中坪 央暁    国際開発ジャーナル社 

吉浦 寛仁    共同通信 

脇阪 紀行    朝日新聞社 

＜NGO/NPO＞ 

尾崎 三千生   人口問題協議会 

片山 信彦    (特活)ワールド・ビジョン・ジャパン 

小泉 肇 (特活)開発政策研究機構 

古賀 智子    (特活)オックスファム・ジャパン 

定松 栄一    (社)セーブ・ザ・チルドレン ジャパン 

高瀬 国雄 (特活)アフリカ日本協議会 

武久 佳恵    (特活)AMDA 社会開発機構 

田所 功     (宗)カリタス ジャパン 

中村 絵乃    (特活)開発教育協会(DEAR) 

増田 英子      国際連帯税を推進する市民の会（アシスト）会員 

宮下 礼      (社)セーブ・ザ・チルドレン ジャパン 

米良 彰子    (特活)オックスファム・ジャパン 

山口 薫 (財)日本フォスター・プラン協会 

山本 理夏 (特活)ピースウィンズ・ジャパン 

＜学界・研究機関＞ 

宇田川 光弘   上智大学 

大野 健一      政策研究大学院大学 



後藤 一美      法政大学 

小浜 裕久    静岡県立大学 

正野 圭治    政策研究大学院大学 

末田 和也    政策研究大学院大学(GRIPS/IDS) 

高野 剛    東京大学 

武見 敬三    東海大学 

谷田 奈央 (財)地球環境戦略研究機関(IGES) 

西宮 洋 (財)地球環境戦略研究機関(IGES) 

三上 良悌    国際開発研究者協会(SRID)会員 

宮城 大蔵    上智大学 

目黒 依子    上智大学 

山岡 和純    国際農林水産業研究センター(JIRCAS) 

＜官界＞ 

加地 良太    参議院外交防衛委員会調査室 

金川 誠     経済産業省 

神田 眞人     財務省 

隈本 香扶里   内閣府 

佐渡島 志郎   外務省 

柴崎 敦史    参議院外交防衛委員会調査室 

西村 泰子    外務省 

松井 秀幸    内閣官房副長官補室 

＜産業界・コンサルタント＞ 

荻田 竜史 みずほ情報総研株式会社 

奥村 重史 株式会社三菱総合研究所 

川初 美穂 株式会社早稲田総研イニシアティブ 

菊地 奈緒美    株式会社双日総合研究所 

佐藤 渓    みずほ情報総研株式会社 

佐野 智哉 丸紅株式会社 

萩生 光紀  国際開発協力マネジメント 

三井 久明    一般(財)国際開発センター(IDCJ) 

吉村 隆     (社)日本経済団体連合会 

＜実施機関＞ 

上田 隆文    国際協力機構(JICA) 

小川 春香 日本貿易振興機構(JETRO) 

織田 靖子    国際協力機構(JICA) 

折田 朋美    国際協力機構(JICA) 

熊代 輝義     国際協力機構(JICA) 

肥沼 光彦    国際協力機構(JICA) 

小山 良夫    国際協力機構(JICA) 

眞田 明子    国際協力機構(JICA) 

杉本 充邦    国際協力機構(JICA) 

田中 啓生    国際協力機構(JICA) 

本間 徹 国際協力機構(JICA) 

桃井 拓真    青年海外協力隊 OB 

藥師 弘幸    国際協力機構(JICA) 

 

＜発起人＞ 

荒木  光弥      国際開発ジャーナル社 

大野 泉 政策研究大学院大学(GRIPS) 

小嶋 雅彦 国際協力機構(JICA) 

福井 龍 世界銀行 

＜GRIPS 事務局＞ 

吉川 やよい    政策研究大学院大学(GRIPS)  

林田 篤子     政策研究大学院大学(GRIPS) 

 

以上 78名 


