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【JICA『NGO 提案型プログラム』／SDGs 実践研修総括イベント】 

＜イベント名＞ SDGs-DAY ～SDGs 時代のパートナーシップ/セクター間連携に向けて～ 

＜開催＞2018 年 12 月 15 日（土）10 時～17 時／場所：聖心女子大学グローバル共生研究所 

＜主催＞（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

＜後援＞地方創生SDGs官民連携プラットフォーム、NGOと企業の連携推進ネットワーク、NGO-

労働組合国際協働フォーラム、（一社）SDGs 市民社会ネットワーク 

＜目的＞・SDGs 取組事例の共有（「SDGs 実践研修」参加団体からの報告） 

・SDGs に関する最新情報の提供（複数セクターからの報告等） 

・「SDGs 実践研修」参加団体と多様なアクターとの出会い 

＜参加者＞合計 110 名 

NGO/NPO 関係者 45 名／一般参加者 41 名／企画関係者 24 名 

＜レポート＞ 

2018 年 12 月 15 日（土）に「SDGs-DAY ～SDGs 時代のパートナーシップ/セクター間連携に

向けて～」を開催し、多様なアクター110 名が集い SDGs を通した新たな出逢いと連携に向けて

議論しました。 

 

SDGs-DAY 研修参加者・企画関係者による集合写真 

 

SDGs-DAY イベントは、JICA の NGO 等提案型プログラムススキームを通じて 2017 年 12 月

より実施してきた「SDGs 実践研修」の総括として実施されました。 

全国から NGO/NPO 関係者 45 名、多様なセクターの一般参加者 41 名、企画関係者 24 名の合

計 110 名が参加した SDGs-DAY は、JICA 東京 市民参加事業担当 次長の長谷川 敏久氏および

JANIC 事務局長の若林 秀樹の開会の挨拶から始まりました。 
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 午前の部では、全国 5 か所（新潟、佐賀、神

戸、名古屋、東京）で実施した SDGs 実践研修に参加した NPO/NGO のプロジェクトをベースデ

ータにした SDGs 実践傾向および連携ニーズ傾向が JANIC より発表されました。NPO/NGO の

連携ニーズとして企業と連携したいと考える団体が 23％と最も多く、SDGs を通じて NPO/NGO

と企業の連携のニーズおよび期待の大きさを共有しました。 

 SDGs 実践研修では、人権や SDG17 パートナーシップの重要性を説明しながら SDGs の基本

的理解を行う座学と、自団体の事業や活動と SDGs を結びつけて戦略立案する SDGs ツリー作成

ワークショップからなります。座学では、SDGs に関わる多セクター連携具体事例なども紹介し

ながら自団体の連携戦略や連携方針の策定へ役立つ情報共有も行いました。実践研修実施後、フ

ォローアップとして団体の SDGs 重点活動を実行するための連携戦略や連携方針を「連携検討表」

にまとめて頂きました。 

 

 

 SDGs-DAY イベントでは、SDGs 実践研修参加団体から代表して 3 団体が多セクター連携の実

践事例を紹介して頂きました。ご登壇者および発表タイトルは以下の通りです。 
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・長谷 有美子氏  (特活)CAP センター・JAPAN 事務局長 

『誰一人取り残さない 子どもへのあらゆる形態の 暴力の撤廃に向けた 予防の取り組み』 

・上橋しほと氏 ソーラーネット 渉外担当 

『太陽光発電を通した仕事づくりおよび今後の展開の可能性』 

・三上 杏里氏（特活）新潟国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ(NVC) 副代表、事務局長／小黒 淳一氏 にいがた

NGO ﾈｯﾄﾜｰｸ 国際教育研究会 RING 企画委員長 

『連携を通じてつくる地元に根ざした国際教育の教材開発。』 

 

 発表の中では地方での SDGs の普及促進の必要性が発信され、SDGs を発信する人が孤立する

「SDGs 孤独」というワードも出てきました。発表を聞いた一般参加者からは、社会課題に取り

組む当事者の熱意や具体的な解決策としての技術やツールの可能性などを知れたという声があり、

全国の実践事例の共有によって新たな仲間との出逢いと知見の共有がなされました。 

 

 午前の部の後半には、4 つのテーマ分かれて多セクターが集い議論する分科会を行いました。

各テーマ（A～D）と SDGs 実践研修参加者から選ばれた分科会リーダーは以下の通りです。 

【A】 NPO/NGO と企業の連携 「NGO と企業の連携取組から教訓やアイデアを考える」 

・リーダー：坪田 卓巳氏 （特活）しゃらく 

【B】 SDGs ゴール 4 「多セクターで描くゴールへの道筋」 

・リーダー：平林 妙子氏/松井佐代氏 あいち国際理解教育ステーション（AIS） 

【C】 SDGs ゴール 8 「多セクターにささる共通言語とは？」 

・リーダー：山路 健造氏 （特活）地球市民の会 

【D】 人的連携 「多セクターの人的連携のために大切なこととは」 

・リーダー：堀川 絵美氏 （特活）名古屋 NGO センター 

 

 



SDGs-DAY イベントレポート／主催：（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

作成者：JANIC 大田原英介／作成日：2019 年 1 月 12 日 

各分科会ではリーダーの進行により、具体的な実践事例を交えながら、課題意識や

成功例・失敗例などを共有しながら、SDGｓ達成のために各分科会テーマで多セクターが連携し

ていくための前向きな教訓や方法について議論を行いました。各分科会の進行についても多様な

やり方が実践され、参加者からは、セクターを超えた参加者同士の共感も多かったという意見が

ありました。各分科会内で議論されたことは、午後の部で各代表発表者によって全体で発表共有

されました。 

 

 SDGs-DAY イベントでは、NPO/NGO 参加団体の活動および連携ニーズを紹介するパネル展示

スペースを設けました。参加者は、お昼休憩などを利用し他団体の取組などを知ると共に、直接

SDGｓ達成にむけた活動を実践をされている NPO/NGO 職員などと出逢い、対話する姿が見られ

ました。 

 

 

NPO/NGO 参加団体の活動および連携ニーズを紹介するパネル例 
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 午後の部では、SDGｓの実践傾向や多セクター連携について国連開発計画

（UNDP)、外務省、JICA より発表頂きました。ご登壇者および発表タイトルは以下の通りです。 

・小松原 茂樹氏 国連開発計画（UNDP)アフリカ局  TICAD プログラムアドバイザー 

『SDGs と Partnership』 

・吉橋 明日香氏 外務省 国際協力局 地球規模課題総括課 経済協力専門官 

『SDGs 達成に向けた日本政府の取組』 

・斉藤 幹也氏 JICA 国内事業部 国内連携・中小企業支援担当 次長 

『国内パートナーとの連携強化に向けて～JICA の中小企業・SDGs ビジネス支援事業における中

小企業との連携経験をもとに～』 
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 次に、全体セッションとして、上記ご登壇者様に加えて、分科会【A】NPO/NGO

と企業の連携でリーダーを務めて頂いた、（特活）しゃらくの坪田 卓巳氏および、SDGs 実践研

修参加ＮＧＯの（特活）DIFAR の瀧本 里子氏を招き、JANIC 松尾 沢子モデレーターのもとに

パネルディスカッション「SDGs を軸にした連携戦略のおさえドコロ！」を実施しました。パネ

ルディスカッションではインターネットによる質疑応答システムを利用し、SDGs-DAY イベント

を通して得た質疑や意見を共有しながらディスカッションしました。会場参加者からの質疑では、

現在行われている取組へのより具体的な方法や社会の活動ニーズ、また、活動を発展・応用して

いくために考えていることやアイデアなど多岐にわたりました。 

 

 

 クロージングセッションとして、SDGs-DAY イベント内の発表やディスカッションのグラフィ

ックレコーディングをグラフィックレコーダーの本園 大介氏、上園 海氏に説明頂きながら今日

の気づきや学びについて振り返りました。 

 イベントの最後は、学校から世界のミカタを考える会代表の糀 広大氏と(特活)九州海外協力協

会の河野 菜津子氏から挨拶のお言葉を頂き、閉会となりました。終了後も、会場では参加者同士

が意見交換をしたり、登壇者へ質問したりと熱気を感じるとともに SDGs へ向けた新たなパート

ナーシップの一歩となりました。 

 



SDGs-DAY イベントレポート／主催：（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

作成者：JANIC 大田原英介／作成日：2019 年 1 月 12 日 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDGs-DAY イベントレポート／主催：（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

作成者：JANIC 大田原英介／作成日：2019 年 1 月 12 日 

 

 

 

 

 

 

 



SDGs-DAY イベントレポート／主催：（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

作成者：JANIC 大田原英介／作成日：2019 年 1 月 12 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜NGO/NPO 参加団体（SDGs 実践研修参加）＞ 

（公財）公益法人協会 

（特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会 

（特活）シェア＝国際保健協力市民の会 

（公財）ジョイセフ 

（特活）ソーラーネット 

(公財)柏崎地域国際化協会 

（特活）にいがた NGO ネットワーク 

（特活）新潟国際ボランティアセンター（NVC） 

学校から世界のミカタを考える会 

（特活）九州海外協力協会 

（特活）地球市民の会 

あいち国際理解教育ステーション 

（特活）イカオ・アコ 

国際ボランティアポレポレ 

（特活）あいち惟の森 

「なごや環境大学」実行委員会 

ブロックチェーン／DLT 勉強会 

（特活）名古屋 NGO センター 

（公財） PHD 協会 

バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会 

（公財）太平洋人材交流センター 

（公社）日本国際民間協力会 
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varifrån（ヴァーリフラン） 

（特活）しゃらく 

（特活）CODE 海外災害援助市民センター 

（特活）CAP センター・JAPAN 

（特活）DIFAR 

 

＜決算書（直接費用）＞ 

経費区分 計画金額 実績（概算） 備考 

謝金（登壇者他） 0 0   

交通費（参加団体分） 1,800,000 966,429 地方からの参加者 37 名 

宿泊費（参加団体分） 164,000 184,669 

日当（参加団体分） 17,000 31,450 

会場・機材借り上げ費 300,000 79,200   

教材作成費 90,000 273,024   

広報費 35,000 12,000   

合計  2,406,000 1,546,772   

 

・参加費無料、直接費用は間接費用とあわせ、JICA『NGO 等提案型プログラム予算』より充当 

・実績（概算）の理由は、作成日 2019 年 1 月 12 日現在、交通費（参加団体分）、宿泊費（参加

団体分）など精算途中のため。 

 

 

以上 


