
 
 
 

2020 年 10 月 19 日 
報道機関各位 

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 5 回セミナー10 月 28 日（水）14：00～18：00＠JICA 沖縄 

【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は共催

して、沖縄県での NGO と企業との連携を促進する「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～」を行います。 

本プログラムでは、NGO と企業のマッチングと実際の協働を試みます。NGO 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。 

つきましては、10 月 28 日（水）に標記事業のセミナー（別紙 3 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。 

 プログラム全体の詳細は別紙１を確認下さい。なお、ご来場の際は感染症予防のためマ

スクの着用をお願いいたします。なお、状況によっては実施方法変更の可能性があります

ことをあらかじめご了承下さい。 

 

別紙１ 事業全体ちらし 
   ２ 第５回セミナーの案内 
   ３ 第５回セミナープログラム（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 
住所：〒901-2552 沖縄県浦添市字前田

1143-1 
電話：098-876-6000（代表） 
担当：服部 将之 
メール：Hattori.Masayuki@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：先家 茉子 
メール：info@lequiowings.org 

PRESS RELEASE 



　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。

●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

●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
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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

JICA NGO等提案型プログラム

参加費
無料！



STEP3
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STEP5

STEP6

STEP7

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
＜コロナショックの影響＞

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
＜新たな取り組みの検討＞

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
＜形成された協働事業案の対象地とつなぐ＞

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
＜様々な連携の形について考える＞

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
＜ビジネスモデルの再検討＞

成
果
の

ま
と
め
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携
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協
働
事
業
の
計
画

おきなわ SDGs国際協力ネットワーク形成プログラム
～スケジュール～

NPO法人レキオウィングス
お問い合わせ先

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/

日時：2020年8月20日（木）14：00－18：00（受付 13：30）
場所：JICA 沖縄センター   ニライホール3 階   多目的室
内容：企業とNGOが各々のコロナの影響の確認を行った後、連携するためのアイデアを検討します。
対象：企業とNGO等

※第2回（STEP2）まで実施した後、感染症拡大の影響による中断を経て、2020年7月からプログラムを再編成しました。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、ご了承ください。

期日：2020年9月24日（木）14：00－18：00（受付 13：30）
場所：JICA 沖縄センター   ニライホール3階   多目的室
内容：企業とNGOが連携して行う事業案の検討を行います。
対象：企業とNGO等

期日：2020年10月28日（水）14：00－18：00（受付 13：30）
場所：JICA 沖縄センター   ニライホール3階   多目的室（予定）
内容：第3回、4回のセミナー内容を踏まえ、企業とNGOによる連携事業案を作成します。
対象：企業とNGO等

期日：2021年1月～4月を予定
内容：企業とNGOの連携事業案に関連する沖縄NGOの事業対象地である現地とオンラインで繋ぎ、

情報交換、バーチャル現地視察等を行います。
対象：企業とNGO等

日時：2021年7月を予定
場所：JICA 沖縄センター ニライホール3階多目的室
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します。
対象：企業とNGO等

NGO・企業双方の成果をまとめます。

JICA沖縄センターへのアクセス方法

自動車（駐車場有）：
①国道58号線から→屋冨祖交差点から県道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

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）

STEP8



JICA NGO等提案型プログラム
おきなわ国際協力ネットワーク形成プログラム

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

おきなわ
国際協力ネットワーク形成ミーティング

第 5 回

 14:00 – 18:00
 JICA沖縄

ニライホール3Ｆ 多目的室
（感染の状況により実施方法の変更の
可能性があります）

 13:30 受付開始
 １４：００－１8：００ 【新たな取り組みの検討】
※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、実施方法変更の可能性もございますので、ご了承
下さい

参加費無料!! 要申込み

＜今回のテーマ：新たな取り組みの検討＞
本プログラムでは、2020年8月から10月の月に１回、

SDGsの目標に向け、企業とNGOがパートナーシップで取
り組む事業案を形成しています。
今回の10月のセミナーでは、企業とNGOとの連携した事

業案の作成と県外におけるSDGsやNGOの取り組みを紹介
していきます。

SDGsを推進する企業の皆様、企業との協働を希望する
NGO等の皆様にお勧めしたいセミナーです。
皆様からの申込をお待ちしています。

〆切：10月21日（水）

2020.10.28（Ｗｅｄ）

●講師紹介●

鮫島 智行 氏

（株）ジザイカンパニー代表取締役
リボルブ 代表

栗田 佳典 氏

認定NPO法人テラ・ルネッサンス
啓発事業部 講演企画・支援連携担当



＜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 5 回プログラム（案） 

 

 ⽇時：2020 年 10 ⽉ 28 ⽇（⽔）14：00〜18：00 
 場所：JICA 沖縄 ニライホール 3 階 多⽬的室 （参加⼈数により体育館で実施） 
 ⽬的：新たな取り組みの検討 

 

＜司会：服部 将之（JICA 沖縄）＞ 

時間 内容 講師・担当 

14：00−14:10 
（10 分） ＜開会のあいさつ＞ 

JICA 沖縄  
市⺠参加協⼒課 
課⻑ 庄司 光⼀⽒ 

14：10−14：45 
（35 分） 

＜オンライン基調講演＞ 
「県外でのパートナーシップによる SDGs 推進ネット
ワーク事業紹介」 

 
①京都 SDGs ラボの活動 
②テラ・ルネッサンスのファンドレイジング 

NPO 法⼈テラ・ルネッサ
ンス 
啓発事業部 
講演企画・⽀援連携担当 
栗⽥ 佳典⽒ 

14：45−15：00 
（15 分） 

質疑応答 リボルブ 
代表 鮫島 智⾏⽒ 

15：00−15：15 
（15 分） 

休憩  

15：15−15：45 
（30 分） 

＜講義＞「新たな取り組みの検討」 
・新たな取り組みに向けた連携事業案検討の進め⽅ リボルブ 

代表 鮫島 智⾏⽒ 15：45−16：35 
（50 分） 

＜ワークショップ＞ 

16：35−16：50 
（15 分） 

休憩  

16：50−17：50 
（60 分） 

＜協働キャンペーンについて＞ 
①協働グッズの提案：リボルブ 代表 鮫島 智⾏⽒ 
②Be Kind Okinawa の提案：トーラス株式会社 
           広報部 主任 今井 孝広⽒ 
③協働プラットフォームの提案：レキオウィングス 
                副理事 串間 武志 

― 

17:50−17:55 ＜閉会のあいさつ＞ レキオウィングス 
理事⻑ 安和 朝忠 

17:55−18:00 
次回に向けた連絡事項説明 
アンケート記⼊・提出 閉会 事務局 

 


	Copied Bookmark
	スライド番号 1


