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◇参議院政府開発援助（ＯＤＡ）調査派遣の実績

第１回（平成16年度）

第１班 第２班 第３班
（中国地域） （東南アジア地域） （南米地域）

期間 平成16年 平成16年 平成16年
８月17日(火)～８ ８月17日月25日(水) (火)～８月26日(木) ８月17日(火)～８月27日(金)

（９日間） （10日間） （11日間）

訪問国 中華人民共和国 タイ王国 メキシコ合衆国
フィリピン共和国 インドネシア共和国 ブラジル連邦共和国

派遣団の構成 団長 鴻　池　祥　肇 (自民) 団長 岩　井　國　臣 (自民) 団長 保　坂　三　蔵 (自民)
松　山　政　司 (自民) 愛　知　治　郎 (自民) 松　村　　二 (自民)
三　浦　一　水 (自民) 段　本　幸　男 (自民) 後　藤　博　子 (自民)
木　俣　佳　丈 (民主) 松　下　新　平 (民主) 広　野　ただし (民主)
和　田　ひろ子 (民主) 山　本　孝　史 (民主) 木　庭　健太郎 (公明)
大　門　実紀史 (共産) 遠　山　清　彦 (公明) 小　林　美恵子 (共産)

又　市　征　治 (社民)

第２回（平成17年度）

第１班 第２班 第３班
（アフリカ・中東地域） （中国・東南アジア地域） （南西アジア地域）

期間 平成17年 平成17年 平成17年
11月20日(日)～11月29日(火) 11月30日(水)～12月８日(木) 12月４日(日)～12月12日(月)

（10日間） （９日間） （９日間）

訪問国 エジプト・アラ ベトナブ共和国 ム社会主義共和国 インド
タンザニア連合共和国 カンボジア王国

派遣団の構成 団長 伊　達　忠　一 (自民) 団長 小　泉　顕　雄 (自民) 団長 山　下　英　利 (自民)
西　銘　順志郎 (自民) 椎　名　一　 (自民) 田　村　耕太郎 (自民)
藤　井　基　之 (自民) 関　口　昌　一 (自民) 福　島　啓史郎 (自民)
尾　立　源　幸 (民主) 加　藤　敏　幸 (民主) 大久保　　　勉 (民主)
藤　末　健　三 (民主) 津　田　弥太郎 (民主) 富　岡　由紀夫 (民主)
浮　島　とも子 (公明) 西　田　実　仁 (公明) 大　門　実紀史 (共産)

渕　上　貞　雄 (社民)



第４班
（アフリカ地域）

平成18年
７月18日(火)～７月28日(金)

（11日間）

ケニア共和国

第４班
（アフリカ及び欧州地域）

平成20年
２月２日(土)～２月14日(木)

（13日間）

カメルーン共和国
エチオピア連邦民主共和国

英国
南アフリカ共和国

セネガル共和国
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第３回（平成18年度）

第１班 第２班 第３班
（北東アジア地域） （東南アジア地域） （中央アジア地域）

期間 平成18年 平成18年 平成18年
８月６日(日)～８月11日(金) ８月17日(木)～８月25日(金) ８月16日(水)～８月25日(金)

（６日間） （９日間） （10日間）

訪問国 モンゴル国 タイ王国 ウズベキスタン共和国
中華人民共和国 インドネシア共和国 カザフスタン共和国

シンガポール共和国

派遣団の構成 団長 小　泉　昭　男 (自民) 団長 鶴　保　庸　介 (自民) 団長 阿　部　正　俊 (自民) 団長 田　村　公　平 (自民)
田　村　耕太郎 (自民) 柏　村　武　昭 (自民) 岸　　　信　夫 (自民) 山　内　俊　夫 (自民)
中　川　雅　治 (自民) 白　　　眞　勲 (民主) 津　田　弥太郎 (民主) 松　下　新　平 (民主)
足　立　信　也 (民主) 前　川　清　成 (民主) 松　井　孝　治 (民主)
那谷屋　正　義 (民主) 大　門　実紀史 (共産) 谷　合　正　明 (公明)
鰐　淵　洋　子 (公明) 近　藤　正　道 (社民)

第４回（平成19年度）

第１班 第２班 第３班
（東南アジア地域） （南西アジア地域） （中東地域）

期間 平成19年 平成20年 平成20年
12月２日(日)～12月６日(木) ２月４日(月)～２月13日(水) ２月12日(火)～２月20日(水)

（５日間） （10日間） （９日間）

訪問国 ベトナム社会主義共和国 インド トルコ共和国
ネパール ヨルダン・ハシェミット王国

派遣団の構成 団長 藤　末　健　三 (民主) 団長 富　岡　由紀夫 (民主) 団長 加　藤　敏　幸 (民主) 団長 大　塚　耕　平 (民主)
牧　山　ひろえ (民主) 長　浜　博　行 (民主) 米　長　晴　信 (民主) 内　藤　正　光 (民主)
長谷川　大　紋 (自民) 石　井　みどり (自民) 鶴　保　庸　介 (自民) 西　田　昌　司 (自民)
山　内　俊　夫 (自民) 弘　友　和　夫 (公明) 仁　比　聡　平 (共産)
谷　合　正　明 (公明)



森　　　まさこ (自民)

第６回（平成21年度）

期間

訪問国

石　井　準　一 (自民) 草　川　昭　三 (公明) 山　本　順　三 (自民) 井　上　哲　士 (共産)

第４班
（アフリカ及び欧州地域）

平成20年
８月14日(木)～８月25日(月)

（12日間）

英国
ウガンダ共和国
スーダン共和国
フランス共和国

第４班
（アフリカ及び欧州地域） （中南米地域）

平成21年

パナマ共和国

10月10日(土)～10月23日(金)
（９日間） （９日間） （13日間） （14日間）

ペルー共和国

ブラジル連邦共和国

（東アジア地域） （米州地域）
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第５回（平成20年度）

第１班 第２班 第３班
（アジア地域） （大洋州地域） （欧州地域）

期間 平成20年 平成20年 平成20年
８月19日(火)～８月27日(水) ８月23日(土)～８月30日(土) ８月17日(日)～８月25日(月)

（９日間） （８日間） （９日間）

訪問国 ラオス人民民主共和国 フィジー諸島共和国 ドイツ連邦共和国
タイ王国 ツバル スウェーデン王国

カンボジア王国

派遣団の構成 団長 中　村　哲　治 (民主) 団長 溝　手　顕　正 (自民) 団長 櫻　井　　　充 (民主) 団長 武　内　則　男 (民主)
轟　木　利　治 (民主) 亀　井　亜紀子 (民主) 白　　　眞　勲 (民主) 椎　名　一　 (自民)
広　田　　　一 (民主) 藤　田　幸　久 (民主) 谷　川　秀　善 (自民)
中　川　雅　治 (自民) 水　戸　将　史 (民主) 魚　住　裕一郎 (公明)

第１班 第２班 第３班

平成21年 平成21年 平成21年
10月11日(日)～10月19日(月) 10月８日(木)～10月16日(金) 10月11日(日)～10月23日(金)

フィリピン共和国 アメリカ合衆国 フランス共和国
シンガポール共和国 カナダ ケニア共和国
インドネシア共和国 ウガンダ共和国

南アフリカ共和国

派遣団の構成 団長 若　林　正　俊 (自民) 団長 藤　末　健　三 (民主) 団長 木　俣　佳　丈 (民主) 団長 藤　原　良　信 (民主)
松　浦　大　悟 (民主) 泉　　　信　也 (自民) 姫　井　由美子 (民主) 椎　名　一　 (自民)
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