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企業×NGO 再始動！
おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成プログラム
～国際協力に向けた企業×NGO の連携～ 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、NGO と企業のそれぞれの強み・課題・ニーズを共有し、協働事
業の形成を行うプログラム「おきなわ SDGｓ国際協力ネットワーク形成プログ
ラム」事業を行っております。
8 月 20 日（木）に標記事業の第３回のセミナー（添付のプログラムを参照
ください）を、対面にて実施予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大
を受け、安全を考慮し、オンライン配信でのセミナー実施に変更することに
なりました。詳細についてはご参加を希望された皆様へ Zoom の URL をお送り
いたします。
記
日時：2020年8月20日（木）14:00～15:15
申込期限：2020年8月19日（水）正午
別紙
１．セミナー全体の概要（実施要領）
２．第３回プログラム
以上

2020 年 7 月改訂版
おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成プログラム
～国際協力に向けた企業×NGO の連携～
実施要領
１ 背景： 持続可能な開発目標（SDGs）や沖縄 21 世紀ビジョンなどを踏まえ、開発途上国に対
する国際協力活動を行う沖縄県の NGO 等と海外展開を検討している企業の協働への
マッチングを行っていくことがより重要になってきています。
そこで本プログラムでは、NGO 等と企業のマッチングと実際の協働を試みます。NGO
等と企業の間でそれぞれの強み、課題、ニーズを共有し、マッチングの可能性を探り、
協働した事業形成を行っていきます。
NGO と企業等が出会う場を創り、コロナ禍から社会的な状況改善後も見据えた協働
を模索していくことで、NGO と企業等の協働モデルが生まれるとともに SDGs に係る沖
縄発の国際協力のネットワークの基盤形成につながることを目的として本プログラム
を実施します。（※）
２ 目的： NGO 等と企業の連携による案件形成や事業提案の協働モデルを試行することで、お
きなわ SDGs パートナーズの基盤が形成される
３ 事業の成果：
（１） NGO 等と企業の出会いの場がうまれる
（２） NGO 等と企業のさまざまな協働がうまれる
（３） NGO 等と企業の協働モデルがまとめられる
４ 対象者：
・

非営利組織・任意団体等の NGO 団体

・

沖縄県の民間企業

・

大学、地方自治体

５ プログラムの内容とスケジュール：

✔ 実施済み

【STEP1】 NGO の企業との連携ニーズの明確化
タイトル 「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
場所
JICA 沖縄センター ニライホール 3F 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 と企業等

✔ 実施済み

【STEP2】 企業に SDGs と NGO について紹介
タイトル 「第 2 回おきなわ SDGs パートナーズ形成ミーティング」 （企業向けセミナー）
日時
2020 年 2 月 13 日（木）14:00～16:00
場所
JICA 沖縄センター ニライホール 3F 多目的室
内容
ASEAN 諸国で活動する様々な分野の県内 NGO の活動をご紹介する他、ビジネス
視点の SDGs について紹介しながら、企業のニーズや NGO との連携の可能性を探
ります。
対象
企業等

プログラムを再開します！
※2020 年 2 月【STEP2】実施後、感染症拡大の影響による中断を経て、2020 年 7 月から再開し
ます。
企業と NGO の連携を、以下のミーティングを通して深化させていきたいと考えています。
なお、本プログラムは、『新型コロナウイルス感染症にかかる JICA 沖縄主催イベント等実施ガ
イドライン』等に沿って実施しますので、人数制限や中止の可能性もございますので、ご了承
下さい。
【STEP3】 企業と NGO の協働事業の計画①
タイトル 「第 3 回おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成ミーティング」
日時
2020 年 8 月 20 日（木）14:00～15:15 Zoom 配信
場所
JICA 沖縄センター ニライホール 3F 多目的室
内容
＜コロナショックの影響＞
・各参加者のコロナの影響の確認と検討
・連携アイデアの深化
・参加者やマッチング拡大のためのアイデア出し
・協働事業案やプラットフォームの検討
・各団体の紹介
対象
企業と NGO と一般参加者等
【STEP4】 企業と NGO の協働事業の計画②
タイトル 「第 4 回おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成ミーティング」
日時
2020 年 9 月 24 日（木）14:00～18:00
場所
JICA 沖縄センター ニライホール 3F 多目的室
内容
＜ビジネスモデルの再検討＞
・事業化への講義
・連携アイデアの事業案の検討（採算性・発展性の検討。コロナの影響による業態
の再構築も踏まえ）
・プラットフォームのアイデア出し
（前回の参加者はマッチング拡大のために出たアイデアを実行し、新たに参加した
団体については自己分析や連携のアイデア出し）
対象
企業と NGO と一般参加者等

【STEP5】 企業と NGO の協働事業の計画③
タイトル 「第 5 回おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成ミーティング」
日時
2020 年 10 月 28 日（水）14:00～18:00
場所
JICA 沖縄センター ニライホール 3F 多目的室
内容
＜新たな取り組みの検討＞
・連携アイデアの事業案の作成
・プラットフォームのアイデア出し
（前々回の参加者はマッチング拡大のために出たアイデアを実行し、新たに参加し
た団体については自己分析や連携のアイデア出し）
※県外における SDGs への取り組みについても紹介を検討中
対象
企業と NGO と一般参加者等
【STEP6】 企業と NGO の協働事業の計画④～⑥
タイトル 「第 6～8 回おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成ミーティング」
日時
2021 年１月～4 月を予定
場所
NGO 活動対象国、国内
内容
＜形成された協働事業案の対象地とつなぐセミナー（3 回程度）＞
・沖縄 NGO による事業対象地の紹介
・現地とのオンライン情報交換、バーチャル現地視察
対象
企業と NGO と一般参加者等
【STEP7】 企業と NGO の連携の形について考える
タイトル 「第 9 回おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成ミーティング」
日時
2021 年 7 月を予定
場所
JICA 沖縄センター ニライホール 3F 多目的室
内容
これまでの NGO と企業のマッチングに係る教訓を集め、将来のプラットフォームの
基盤となる“連携の形”について考えるセミナーを開催。
※沖縄と県外（中部・関西など）をつなぎ、互いに悩みなどを話し合いながら、学び
の機会につなげていくことも検討中
対象
企業と NGO と一般参加者等
【STEP8】 成果のまとめ
内容
NGO・企業双方の成果をまとめます。
６ 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
住所：〒901-2552 沖縄県浦添市
字前田 1143-1
電話：098-876-6000（代表）
担当：大城 工・西原 久美子
メール：Oshiro.Takumi@jica.go.jp
Nishihara.Kumiko@jica.go.jp

NPO 法人
レキオウィングス
住所：〒901-2121 沖縄県浦添市内間
2-21-30-405
電話：098-943-8919（平日：9：30～17：30）
担当：国吉 光希
メール：info@lequiowings.org

※おきなわ SDGs パートナーや JICA-SDGs パートナーの登録制度もご参照ください。
以上

＜おきなわ SDGs 国際協力ネットワーク形成プログラム＞
～国際協力に向けた企業×NGO の連携～
第 3 回オンラインプログラム
日時：2020 年 8 月 20 日（木）14：00～（70 分程度）
場所：Zoom（YouTube）
目的：企業と NGO の連携アイデアの深化
＜司会：JICA 沖縄＞
時間

内容

講師・担当
JICA 沖縄
市民参加協力課
課長 庄司 光一

5分

・開会のあいさつ

10 分

・事業の説明と本日の進め方について
レキオウィングス
（SDGs への貢献に向けた企業と NGO との連携について）

10 分

・これまでの事業の成果の紹介
（これまで見出された企業と NGO の連携アイデアの共
有）

レキオウィングス

20 分

・参加団体/企業のコロナの影響の解説
（講師からの情報提供と問題提起を行います。）

リボルブ
代表 鮫島

智行

リボルブ
代表 鮫島

智行

10 分

10 分

5分

・参加団体/企業から提出いただくアンケートの説明
１）
コロナの影響を加味した課題
２）
企業と NGO の連携のアイデア
（これまでの事業の成果も踏まえて、こんなことがで
きそうだという新たに考えられる具体的なアイデアを
お寄せください。）
３）連携に関する写真やアピールポイント
・質疑応答
皆様からチャットにいただいた質問のうち、共通しそ
うな質問を優先して司会から質問し、報告者にお答え
いただきます。

レキオウィングス

・次回に向けた連絡事項説明（Facebook、Youtube 等）
事務局
・アンケートの依頼(〆切、提出方法等)

配布資料
１

参加企業と NGO のカタログ

２

これまで出てきた企業と NGO の連携アイデア集

３

鮫島氏講義資料

４

アンケート

※4 のアンケートは、8 月 31 日までにご提出ください。事務局で整理し、次回 9 月 24 日の
開催までに、ご質問への回答やいただいた課題の概観、連携のアイデア等をまとめて報告
したいと思います。
【事務局・アンケート送付先】
NPO 法人レキオウィングス
〒901-2121

担当：国吉

沖縄県浦添市内間 2 丁目 21－30 405 号

Tel/Fax 098-943-8919 E-mail

info@lequiowings.org

