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おきなわ SDGsパートナーズ形成プログラムについて 

【取材のご案内】 

 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 沖縄センターと NPO 法人レキオウィング

スが共催し、これから 2 年間にわたり沖縄県での NGO と企業との連携を促進

する「おきなわ SDGsパートナーズ形成プログラム」を行います。 

この事業は、①NGOが企業と連携したいことを明確化して、②企業とのマッチ

ング（お見合い市）を行い、③具体的な連携事業案を策定し、④海外派遣をと

もに行い、⑤成果を発表し、⑥この成果をまとめるという形で進めていきます。

詳細は別紙１のチラシをご確認ください。 

つきましては、12月 13日（金）に標記事業の第一回のセミナー（添付のプロ

グラムを参照ください）を行いますので、報道機関各位におかれましては取材

を検討くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

１． 日時 2019年 12月 13日（金）13:30～17:00 

２． 場所 JICA沖縄センター ニライホール 3階 多目的室 

 

 

別紙 

１ セミナーのチラシ 

２ 第一回セミナーのプログラム案 

以上 

お問い合わせ 

独立行政法人国際協力機構

（JICA） 沖縄センター 

電話：098-876-6000（代表） 

担当：西原 久美子 

メール：Nishihara.Kumiko@jica.go.jp 

NPO 法人 

レキオウィングス 

電話：098-943-8919（平日：9：30～

17：30） 

担当：串間 武志 

メール：info@lequiowings.org 

独立行政法人国際協力機構 

http://www.jica.go.jp/index.html


　持続可能な開発目標（SDGs）や沖縄21世紀ビジョンなどの長期的な視点に基

づき、沖縄県のNGO等が独自の成果を発揮していくには、企業との連携を生し

て互いの強みを活かした国際協力事業を行っていくことが重要になります。

　そこで本プログラムでは、NGO等と企業のマッチングを試みます。NGO等は、

企業から社会への発信方法や経営課題として組織をどう強化・改善していくか

を学び、企業は、NGO等から地域に根付いた事業展開や国際協力人材育成につ

いて学んでいきます。また、マッチング後、実際に海外視察し、地域のニーズ

調査したうえで案件形成を行っていきます。

　企業とNGO等の連携による案件形成と事業提案の協働モデルが発現すること

で、おきなわSDGsパートナーズによる基盤が形成されることを目的とします。

●対象者●

NPO法人・任意団体・個人・大学生等のNGO団体

沖縄県の民間企業

大学・地方自治体

本テーマに関心のある市民

おきなわ SDGs パートナーズ形成プログラムおきなわ SDGs パートナーズ形成プログラム

企 業企 業×ＮＧＯＮＧＯ

事業の成果事業の成果

NGOと企業の
さまざまな

協働がうまれる

NGOと企業の
出会いの場が

うまれる

NGOと企業の
協働モデルが
まとめられる

共催：　　　独立行政法人国際協力機構（JICA）沖縄センター NPO法人レキオウィングス

参加費
無料！

海外視
察にも

行ける
！

JICA NGO等提案型プログラム



STEP1
NGO の企業様
とのニーズの

明確化

第 1回おきなわ SDGs パートナーズ形成ミーティング
日時：2019 年 12 月 13 日（金）　13:30-17:00（受付 13:00）
場所：JICA 沖縄センター　ニライホール 3 階　多目的室
内容：第 1 回セミナーで NGO 側が企業と連携したいことについて明確にします。
対象：NGO のみ

STEP2 企業に NGO を
紹介

 STEP1 で明確になった NGO の企業との連携ニーズをもとに私たちが企業に NGO
を紹介していきます。

STEP3 企業× NGO の
お見合い市

第2回おきなわ SDGs パートナーズ形成ミーティング
期日：2020 年 4 月を予定
内容：第 2 回セミナーで企業と NGO のお見合い市を行います。第 2 回は企業・

NGO 双方に幅広い参加を呼びかけし、できる限りマッチングを図ります。
対象：企業と NGO と一般参加者

STEP4

第3回おきなわ SDGs パートナーズ形成ミーティング
期日：2020 年 6 月を予定 
内容：第 3 回セミナーでマッチングした企業と NGO の協働事業案を策定します。
対象：第 3 回はマッチングした企業と NGO のみであり、対象者が絞られてきます。

STEP5 企業と NGO に
よる海外派遣

海外派遣
期日：2020 年 11 月～ 2021 年 1 月を予定
内容：STEP4 でマッチングした事業案をもとに海外派遣を行います。
対象：企業と NGO

STEP6

第4回おきなわ SDGs パートナーズ形成ミーティング（活動報告会）
期日：2021 年 2 月を予定
内容：第 4 回セミナーで報告会を行います。
対象：企業と NGO、一般参加者

STEP7 成果のまとめ NGO・企業双方の成果をまとめ、成果パンフレットを制作します。

NPO法人レキオウィングス

おきなわ SDGs パートナーズ形成プログラム
～全体スケジュール～

モノレール：
　経塚駅より徒歩約５分　　
バス：
　①前田西入口 (56 系統 )　　　　　　　　　
   ②厚生園入口 (13,25,33,97 系統 )　　　　
   ③国際センター入口 (47,87 系統 )

自動車（駐車場有）：
①国道 58 号線から→屋富祖交差点から
　県道 38 号線に入り浦添警察署右折
②西原方面から→西原入口交差点から
　県道 241 号線（首里方面へ）経由
③那覇（首里）方面から→儀保十字路から
　県道 241 号線（西原方面へ）経由

これまでの
活動報告会

企業× NGOの
協働事業案の

作成

お問い合わせ先

JICA沖縄センターへのアクセス方法

住所：〒901-2121 沖縄県浦添市内間２丁目21-30-405

電話：098-943-8919（平日：9：30～17：30）

メール：info@lequiowings.oeg

ホームページ：http://lequiowings.org/

お問い合わせ先
NPO法人レキオウィングス 住所：〒 901-2121 沖縄県浦添市内間２丁目 21-30-405

電話：098-943-8919（平日：9：30 ～ 17：30）

メール：info@lequiowings.org
ホームページ：http://lequiowings.org/

おきなわ SDGs パートナーズ形成プログラム
～全体スケジュール～

JICA 沖縄センターへのアクセス方法

モノレール：
　経塚駅より徒歩約５分　　
バス：
　①前田西入口 (56 系統 )　　　　　　　　　

   ②厚生園入口 (13,25,33,97 系統 )　　　　

   ③国際センター入口 (47,87 系統 )

自動車（駐車場有）：
①国道 58 号線から→屋富祖交差点から
　県道 38 号線に入り浦添警察署右折
②西原方面から→西原入口交差点から
　県道 241 号線（首里方面へ）経由
③那覇（首里）方面から→儀保十字路から
　県道 241 号線（西原方面へ）経由



＜おきなわ SDGsパートナーズ形成ミーティング＞ 

第 1回プログラム（案） 

 

日時：2019年 12月 13日（金）13：30～17：00 

場所：JICA沖縄 ニライホール 3階 多目的室 

目的：NGOが企業との協働を明確化する 

＜司会：西原 久美子（JICA沖縄）＞ 

時間 内容 講師・担当 

13:30－13:45 

（15分） 

＜開会＞ 

・共催者あいさつ 

・沖縄県あいさつ 

・事業関係者の紹介 

 

 

・JICA沖縄 所長 佐野 景子 

・沖縄県 

・JICA 沖縄／レキオウィン

グス 

13:45－14:00 

（15分） 
＜事業趣旨の共有＞ ・レキオウィングス 

14:00－14:45 

（45分） 

＜様々な連携の事例紹介＞ 

1）様々な連携のタイプ 

2）名古屋 NGOセンターの取組み 

3）NGO×企業の連携事例紹介 

4）まとめ 

・名古屋 NGOセンター 

村山 佳江氏 

14:45－15:00 

（15分） 
＜コーヒーブレイク＞ 

15:00－15:45 

（45分） 

＜NGOが企業と連携したいことの明確化＞ 

1）進め方の説明 

2）連携したいことリスト作成（ブレインス

トーミング）（15分） 

3）カテゴリー分けする（別紙①参照）（30

分） 

・スポンサーシップ 

・協働プロジェクト 

・キャパシティビルディング 

・コーズマーケティング 

＜ファシリテーター＞ 

・JICA沖縄 

＜アドバイザー＞ 

・村山 佳江氏（名古屋 NGO

センター） 

・上地 哲氏（沖縄県よろず

支援拠点チーフコーディネ

ーター） 

・桑江 修氏（JICA沖縄  

民間連携アドバイザー） 

15:45－16:00 

（15分） 
＜コーヒーブレイク＞ 

16:00－16:30 

（30分） 

4）企業への紹介フォームに落とし込む

（別紙②参照） 

16:30－16:50 

（20分） 

5）県内企業等とのマッチング案コンサルテ

ィング 

16:50－16:55 ＜閉会のあいさつ＞ 
・レキオウィングス 

理事長 安和 朝忠 

16:50－17:00 
次回に向けた連絡事項説明 

アンケート記入・提出 閉会～交流会 
・レキオウィングス 

※このまま会場で交流会を行います。 


