
「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の活用
～海外での新たな可能性を目指して

独立行政法人 国際協力機構
筑波センター

2021年10月８日



第２部冒頭で…

●JICA／JICA筑波とは？

●JICA民間連携事業の概要

…ご説明のため、少し時間を頂きます。

よろしくお願いいたします。
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独立行政法人国際協力機構（JICA）とは
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JICA(独立行政法人国際協力機構)について
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201９年度の事業規模

1兆7,839億円

技術協力
501件

円借款
1兆5,232

億円

ボランティア
事業

999人

企業との
連携事業
173件

海外投融資
637億円

国際
緊急援助

15件

無償資金
協力

856億円

・JICA は、日本政府と協力し、
開発途上国の様々な課題を解決
するための事業を実施する団体
です。途上国の開発を支援する政

府開発援助(ODA: Official 
Development Assistance）の
実施機関です。



日本企業 JICA (2019年時点)

技術 製品

ノウハウ 資金

国内外の拠点
ネットワーク

生きた
現地の情報

公的機関との
つながり

日本企業のビジネス展開にJICAのリソースを活用

援助対象の
開発途上国・

地域数

150
カ国・地域

専門家派遣数

約8千人
JICA海外協力隊

派遣数

約１千人

海外拠点数

96ヵ所

国内拠点数

14ヵ所

連携

JICAの民間連携への取り組み
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・国内拠点の一つが筑波センターで
す。茨城県と栃木県におけるJICA事
業の総合窓口として、開発途上国と
の結節点として、地域の皆様とともに
国際協力事業を展開しています。

海外展開の促進や
地域経済活性化の促進



JICA筑波の

事業・活動の5本柱

–技術協力 研修員受入

–JICA海外協力隊

–草の根技術協力

–開発教育支援

–中小企業・SDGsビジネス支援

6
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JICA筑波の事業・活動
中小企業・SDGｓビジネス支援事業：
多くが農業・環境分野の提案。
継続した案件発掘・応募勧奨、地銀・JETRO等との連携強化、
「農業共創ハブ」とのシナジー創出も課題。

【県別実績】

• 茨城県：11件(案件化調査7、普及・実証4)

• 栃木県： 9件(基礎調査2、案件化調査7)
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㈱関東農産（栃木県）がタイで行った野菜自家栽
培用有機肥料支援セレモニーの様子
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この後で、お話を
させて頂きます。



中小企業・SDGsビジネス支援事業
2012年スタート
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海外展開に際して
直面する課題・・・

〇「海外進出の情報、経験、ノウハウが無い・・・ 」

〇「自社単独での進出はリスクが大きくて不安・・・」

〇「海外展開に必須の事業化調査（Ｆ／Ｓ）を行う
資金や人材が充分でない・・・」
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●途上国の課題解決に繋がる可能性のある製品、技術、アイディアを持つ企業の
海外事業化調査や普及・実証を支援。

●海外展開を実現することで、途上国の課題解決に繋がることを期待するものです。
●また広く活用頂くことで、地域経済活性化にも役立つことが期待されます。

JICA

日本企業 途上国

海外展開したい
自国が抱える

開発課題を解決したい

日本企業の海外事業展開の促進
地域経済の活性化の促進

途上国の開発上の課題
の解決に向け、

WIN－WINの事業を展開

支援

中小企業・SDGsビジネス支援事業とは



概要

基礎調査 案件化調査 普及・実証・
ビジネス化事業

中小企業・SDGsビジネス支援事業

中小企業
支援型

SDGsビジネス
支援型

事業ニーズ等基礎情報
の収集・分析
（数か月～1年程度）

技術・製品・ビジネス等の活用
可能性を検討し、ビジネスモデ
ルの素案を策定
（数か月～1年程度）

技術・製品やビジネスモデルの
検証。普及活動を通じ、事業
計画案を策定
（1～3年程度）

原則
大企業

原則
中小・中堅
企業

なし

中小企業支援型
（1、1.5億円）

中小企業支援型
（3、5千万円）

中小企業支援型
（850、980万円）

SDGsビジネス支援型
（5千万円）

SDGsビジネス支援型
（850万円）

ビジネス活動計画を
実証・策定したい

ビジネスモデルを
策定したい

現地で基礎的な
情報を収集したい

中小企業・SDGsビジネス支援事業（概要）



日本企業側の成果

 食品加工に向いたサツマイモがタン
ザニアで入手可能になる

 農家の栽培技術が向上し、質のよい
サツマイモが調達可能になる

 貯蔵技術の広まりにより、良質な原
料サツマイモが調達できる期間が伸
長し、加工工場の稼働率が高まる

 商品価値・市場性の高いサツマイモ品
種が導入できる

 農家の生産性が上がるとともに、所得
が向上・安定する

 貯蔵技術が普及することでサツマイモ
の需給が安定し、供給可能な時期が伸
長する

 食品加工産業発達の素地ができる

 農業セクターの生産性・付加価
値が低い

 農村部の貧困・失業率が高い

 食品加工産業が未発達
 食糧の貯蔵技術が未発達

市場志向型農業を可能にするサツマイモの品種、
栽培・貯蔵技術の普及・実証事業

株式会社照沼勝一商店（茨城県）

タンザニア国の開発ニーズ タンザニア国側に見込まれる成果

普及・実証事業の内容

 食品加工に適したサツマイモ
品種の導入

 サツマイモの収量や歩留り、
品 質を向上させる栽培技術を
導 入・指導

 サツマイモの品質を保持する
貯 蔵技術およびサツマイモの甘
味 を加工に適した糖度まで上
昇さ せる貯蔵技術を導入

 普及活動およびビジネス展開
計画の策定

提案企業の技術・製品

農業・食品加工技術

－加工に適したサツマイモ品種
－サツマイモの栽培技術
－サツマイモの貯蔵技術

タンザニア
連合共和国

今後
事業概要

相手国実施機関：
農業・畜産・漁業省
（事業実施機関：サトウキビ研究所）
事業期間：
2017年1月～2019年7月

事業サイト：
プワニ（コースト）州キバハ市、
ドドマ州ドドマ市ほか

この後で, お話を
お願いしています。



関係機関との連携

公的支援
機関

金融機関

• JETRO：現地ビジネス情報、貿易投資活動等への各種支援との連携

UNDP（国連開発計画）も含めた3者でアフリカ進出企業も支援

• 中小機構：2020年第一回公示より共同支援の開始、展示会出展・セミナー共催等

• スタートアップ支援機関連携協定：政府系9機関（JICAの他、NEDO・JETRO・中小機

構・AMED・JST・農研機構・IPA・産総研が参画）でスタートアップ企業への支援に係

る連携強化を目的として署名。

• 中堅・中小建設業海外展開推進協議会：国土交通省が進める中堅・中小建設業の海外展開

支援プラットフォーム（JASMOC）に参画

• 地域金融機関：企業の紹介、調査参団、融資等（51行と覚書締結）

• 日本政策金融公庫：企業の紹介等を実施

• 損害保険株式会社：企業の紹介、リスク管理情報提供等（三井住友海上火災保険株式会社、

東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社と覚書締結）

他機関と補完しながら中小企業等を支援。
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この他にも、自治体、各地支援機関・団体とも協力。



①事業の対象は途上国。

中小企業・SDGsビジネス支援事業・・・

次のようなポイントがあります

②開発途上国の開発課題解決に貢献する

可能性がある製品や技術等を持っている。

④補助金や助成金ではなく、調査等の委託事業です

ので、 「業務完了報告書（調査報告書）」を提出頂く

必要があります（成果品）。

③企画審査ですので、応募には申請書ではなく、
企画書の提出が必要となります。
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②「民間企業の製品・技術の活用が期待
される開発途上国の開発課題」リストを
HPに掲載し、随時更新。
https://www.jica.go.jp/priv_partner/c
ase/reference/subjects/index.html
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①国別や分野別の課題発信セミナー
情報をＨＰ上で発信。
ht tps ://www. j i ca . go . j p/pr iv _p
ar tner/ in fo rmat ion/ f ie ld/202
0/20210331_01 .h tm l

民間企業の製品・技術が期待される開発途上国の開発課題
→JICA HPから「開発途上国の開発課題」でクリック！

https://www.jica.go.jp/priv_partner/case/reference/subjects/index.html
https://www.jica.go.jp/priv_partner/information/field/2020/20210331_01.html


中小企業等とコンサルタント等のマッチング窓口
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詳細・ご相談・お申込み https://jica-consul-matching.jp/ 電話：03-5615-9672

※例

・開発コンサルタント

・経営コンサルタント

・建設コンサルタント

・大学

・NGO

・地方銀行等金融機関

※※当窓口から紹介したコンサルタント等

との間で生じた利用者の不利益や損害につ

いては、JICA及びマッチング窓口は一切

責任を負うものではありません。
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、２つの型で募集
（2021年度第1回公示の場合）

【一般型】
 新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限等の影響を踏まえつつも、
海外渡航を伴う活動を前提とした企画書を提出。

 採択後、対象国がJICA渡航再開国として認定され、かつ本支援事業に
よる渡航が可能となった時点で調査・事業計画の確定や契約に関する
手続きを開始。

 採択後1年を経ても本支援事業による渡航が可能とならない場合には、
実施見合わせ。

【遠隔実施型】
 日本国内での調査活動及び現地人材を活用した遠隔調査等により、
海外渡航を伴わずに実施可能な活動を前提とした企画書を提出。

 採択後速やかに事業を準備・開始。

【コロナ禍での対応】一般型と遠隔実施型
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目的：提案法人と地域金融機関が連携して海外展開を検討・調査す
ることで、途上国の課題を解決するSDGsビジネスの実現性を高め
るとともに、地域活性化に一層資することを目的とするもの。

内容：
提案法人と取引のある地域金融機関（地方銀行、第二地方銀行、
信用金庫、信用組合）に所属する人材が、外部人材を含む業務従
事者として参画する提案。

通常の各事業（中小企業支援型の基礎調査、案件化調査、普及・
実証・ ビジネス化事業）と、活動項目・内容は同じ。

地域金融機関所属の業務従事者が担う役割とその目的を明確に
した上で、当該業務従事者にかかる人件費及び旅費については、
各上限額に上乗せして計上可能。

審査に際して加点あり。

地域金融機関 連携案件の募集



JICA民間連携事業のホームページ

19

• https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html

※【2分で分かるJICAと民間企業との連携を通じたSDGs達成】
JICA中小企業・SDGsビジネス支援事業

・・・Youtube動画です。ぜひ、ご視聴ください！

https://www.youtube.com/watch?v=LrBWrJd4ErI&feature=youtu.be

https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=LrBWrJd4ErI&feature=youtu.be


「農業共創ハブ」について
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• 内容：JICA筑波のリ
ソース（施設・研修員・
立地等）を活用し、

①農業技術のビジネ
スマッチング

②新規農業技術の研
修事業への導入・外
国人材受入支援

③開発協力人材育成

を、「共創サイクル」と
して循環させる拠点
＝農業共創ハブを構
築する。

JICA筑波の事業・活動
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「農業共創ハブ」（農業技術と農業人材の共創サイクルの創出）

• 目的：スマート農業をはじめとする新しい
農業技術の活用・展開を推進し、開発途
上国・日本双方の農業開発に貢献



海外展開への手がかりとして・・・

〇「途上国のニーズを知りたい 」

〇「自社の製品を途上国の人にPRしたい」

〇「途上国のニーズに対応した製品の開発・実証をしたい」

22

まだどこの国にビジネス展開するか考えていないけど、
自社の製品・サービスがどこかの途上国でニーズが

あるのか知りたい・・・



２．新規農業技術の研修事業への
導入と外国人材受入支援
研修員、外国人材のための
新規農業技術の研修の場

⇒日本の技術と途上国のニーズ
との結節点

１．農業技術にかかる
ビジネスマッチング

1）研修員と農業企業との意見交換
会の実施
2）製品や技術の展示紹介／実証
3）関連企業間の意見交換会の実施
4）他事業実施者による取組紹介

３．開発協力人材育成
JICA専門家・協力隊員のための

スマート農業等新規農業技術の研修の場
⇒途上国の課題への対応

途上国人材

日本の
開発人材

民間や他機関
とJICA



ご清聴ありがとうございました

• 開発途上国への進出をお考えの企業
の皆様、JICA筑波へお気軽にお問い
合わせください。

→JICA筑波 連携推進課

民間連携(茨城県及び栃木県)担当

TEL: 029-838-1111

• tbictpp@jica.go.jp 

https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html

https://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html

https://www.jica.go.jp/tsukuba/enterprise/agricul/index.h
tml
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https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
https://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html
https://www.jica.go.jp/tsukuba/enterprise/agricul/index.html

