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1. プログラム・スケジュール 

本プログラムは１）実践研修  と ２）発表会・統括イベント（2018年 12月予定） の２つで構成されており、 

今回募集する実践研修の受講者は、原則２）への参加を含むプログラムの全課程に参加できる団体を対象としています。 

 

１）実践研修： 「SDGsをチャンスに変える 他セクター連携方針/計画づくり 実践研修」 

① 事前課題   

ビジョン・ミッション、および中長期の方針重点活動、SWOT分析を再確認（既存の事業計画、中長期計画を基に）、 

SDGs ゴール・ターゲット・指標の確認など。詳細は別添の事前課題説明書をご覧ください。 

 

② 研修実施（1日間（約 6時間）で開催）  

＜前半：講義形式＞ 

SDGsの概要 & NGO との関わり、なぜ SDGsの活用が活動のインパクトにつながるかについてのレクチャー。今後各自が SDGs

を団体内や外部向けに説明するのに便利な資料・データも提供します 

＜中盤：事例紹介＞ 

他セクターの SDGs 取組状況（企業、労組、自治体、JICA、学校、生協等）や連携事例の紹介に加えて、実際に効果的に

SDGs を活用して他セクターとつながって活動インパクトの最大化を実施している認定 NPO 法人 ACE の個別事例と、開催地

域の取り込み状況を紹介します。 

＜後半：ワーク（団体ごと）＞ 

重点活動と SDGsのマッピング、SDGsが前提となった世界でアピールできる組織の強みの洗い出しを行った上で、連携先と優先

順位、内容のアイデアだしを行います。 

 

③ 団体への持ち帰りと共有 研修終了後~ 

研修で作成した各団体の SDGs マッピング、SWOT 整理、連携先と優先順位、アイデアなどを団体内で共有した後、団体内で

他セクター連携に関する活動方針と活動計画案の設計を行います。 

 

④ モニタリング／成果物作成支援 研修終了後~11月 

上記の活動がスムーズに行えるよう、事務局からの定期的な確認やアドバイス等を提供するとともに、受講団体同士が進捗や課

題を共有しあうメールを送付します。できあがった SDGs マッピングやアピールポイント、活動方針等を、以下の総括イベントでの発

表・掲示用に作成する際にサポートします。 

 

２）発表会・統括イベント ：SDGs DAY（東京開催、2018年 12月、10時~17時予定） 

 120 名規模で SDGs とセクター間連携をテーマにしたイベントを開催。実践研修受講団体だけでなく、企業や労組等多様なセクタ

ーからの参加を得て互いの発表を行う。実践研修受講団体には、作成したポスターを基にプレゼンする機会と、他セクターとのSDGsを

共通言語にした出会いの機会を提供します。 

 

開催順 開催地 開催年月 参加対象団体の拠点地域（原則） 

1 東京 2017年 12月 15日（金） 関東 

2 新潟 2018年 3月 17日（土） 甲信越 

3 佐賀 4月 21日（土） 九州 

4 名古屋 5月 12日（土） 中部 

5 神戸 6月 9日（土） 関西 



 

2. 実践研修の募集定員と参加申込方法 

① 募集定員：15名／各回（佐賀開催のみ 30名） 

※ワークは団体ごとに行います。実用的な成果物をつくれるよう一団体から複数名での参加を歓迎します。 

② 対象者：連携担当者、ファンドレイジング担当者、経営管理担当者、事務局責任者等 

③ 参加費：無料 （遠方参加者への交通費補助あり。ただし、対象は各開催地域拠点組織で会場から遠方の場合のみ） 

 

3. 申込期限と方法 

以下 URLのフォームからお申し込みください。 

 https://goo.gl/forms/3VK3zjYpyINIXY4I2 

※事前課題提出期限は開催日から約 10日前です。詳しくは、後半に記載しているスケジュール表をご覧ください。 

      

4. 交通費・宿泊費の補助（開催地から 100km以上離れた団体向け） 

① SDGs実践研修－各開催地から 100km以上離れている団体のみ交通費を次のとおり一部補助します。 

 金額は希望団体数により決定、公共交通機関利用のみ対象（ガソリン代不可） 

② 東京開催の統括イベント ：SDGs DAY（2018年 12月予定、東京開催） 

実践研修に参加していることを前提に、交通費及び宿泊費を一部補助します。基本的に 1団体 1名分とします。 

・ 交通費：実費相当を想定 

・ 宿泊費用補助：1泊 8,000円/人（1泊）※必要な場合 

 

 

5. 各回の概要とスケジュール （東京開催は 12月に実施済みのため記載割愛） 

 

■新潟開催（甲信越地域団体対象） 

実施日：2018年 3月 17日（土）10時～17時 

場所：新潟国際情報大学 中央キャンパス 7F バンケットホール 

開催協力：（特活）新潟国際ボランティアセンター（NVC） 

主なスケジュール 

日程 内容 

3 月６日（火） 申し込み期限 

3 月 12 日（月） 事前課題提出期限 

3 月 17 日（土） 実践研修実施 

3 月 18 日~11 月 団体への持ち帰りと共有、方針と活動計画策定開始 

同上 JANIC からのモニタリング支援 

12 月 発表会・統括イベント（SDGs DAY） 

 

 

 

 

 

 

    

https://goo.gl/forms/3VK3zjYpyINIXY4I2


 

■佐賀開催（九州地域団体対象） 

実施日：2018年 4月 21日（土）13時～19時（終了後、別会場で懇親会を実施） 

場所：佐賀商工ビル 7階 会議室 B 

開催協力：認定NPO法人地球市民の会、佐賀NGOネットワーク（SaNN）、（公財）佐賀県

国際交流協会 

主なスケジュール 

日程 内容 

4 月 6 日（金） 申し込み期限 

4 月 13 日（金） 事前課題提出期限 

4 月 21 日（土） 実践研修実施 

4 月 22 日~11 月 団体への持ち帰りと共有、方針と活動計画策定開始 

同上 JANIC からのモニタリング支援 

2018 年 12 月 発表会・統括イベント（SDGs DAY） 

 

■名古屋開催 （中部地域団体対象） 

実施日：2018年 5月 12日（土）10時～17時 

場所： 国際デザインセンター（愛知県名古屋市中区栄三丁目 18番 1号 ナディアパーク・デザインセンタービル） 

開催協力：（特活）名古屋 NGO センター  

主なスケジュール 

日程 内容 

4 月 24 日（火） 申し込み期限 

5 月 4 日（金） 事前課題提出期限 

5 月 12 日（土） 実践研修実施 

5 月 13 日~11 月 団体への持ち帰りと共有、方針と活動計画策定開始 

同上 JANIC からのモニタリング支援 

2018 年 12 月 発表会・統括イベント（SDGs DAY） 

 

■兵庫開催（関西地域団体対象）  

実施日：2018年 6月 9日（土）10時~17時  

場所：JICA関西 2階 ブリーフィング室 

開催協力：（公財）ＰＨＤ協会 

主なスケジュール 

日程 内容 

5 月 25 日（金） 申し込み期限 

6 月 1 日（金） 事前課題提出期限 

6 月 9 日（土） 実践研修実施 

6 月 10 日～11 月 団体への持ち帰りと共有、方針と活動計画策定開始 

同上 JANIC からのモニタリング支援 

2018 年 12 月 発表会・統括イベント（SDGs DAY） 

 

 



 

主催：JICA東京  

運営事務局：(特活)国際協力 NGOセンター(JANIC)連携グループ(担当：井端／松尾) 

後援：（一社）SDGs市民社会ネットワーク 

  

＜お問合先＞（特活）国際協力 NGOセンター(JANIC)   http://www.janic.org 

  E-mail：janicsdgs@janic.org  tel：03-5292-2911／fax：03-5292-2912  

  東京都新宿区西早稲田 2-3-18 アバコビル 5F 


