
【NPO、NGO】（10件 9月 26日現在） 

 

団体名 特定非営利活動法人沖縄NGOセンター 

所在地 〒901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾 3-23-52 1F 

TEL：098-892-4758    https://www.oki-ngo.org/ 

代表者氏名 代表理事 玉城 直美 

事業分野 国際理解・国際協力、開発教育、教育、多文化共生、世界のウチナーンチ

ュ、世界のウチナーネットワーク 

事業内容 世界で起きている様々な問題が自分と繋がっていることに気づき、一人

ひとりがその解決に向けて、自ら考え、行動できるようになるための機

会を提供します。沖縄から世界を見つめ、沖縄に暮らす人、組織が効果に

つながり地球市民活動の促進を目指します。 

担当・連絡先 佐々木綾菜 onc@oki-ngo.org 

分科会 外国人材分科会 

 

 

団体名 特定非営利活動法人レキオウィングス 

所在地 〒901-2121 沖縄県浦添市内間 2－21－30－405 

TEL：098-943-8919      https://lequiowings.org/ 

代表者氏名 理事長 安和 朝忠 

事業分野 教育、農業、観光 など 

事業内容 国際協力、国際交流、人材育成、地域活性化 

担当・連絡先 副理事長 串間武志  info@lequiowings.org 

分科会 OIC-PF 事務局運営団体 

 

 

団体名 特定非営利活動法人沖縄平和協力センター 

所在地 〒900-0033 沖縄県那覇市久米 1-5-18 稲福ビル 201-B 

TEL：098-866-4635      http://www.opac.or.jp/ 

代表者氏名 理事長 仲泊 和枝 

事業分野 安全保障、国際平和協力 

事業内容 安全保障や国際平和協力分野での人材育成、支援活動、調査研究、交流･

ネットワークづくりなど 

担当・連絡先 事務局長 樋口洋平 higuchi@opac.or.jp 

分科会 平和分科会 

 

 

 

 



団体名 NPO法人沖縄国際人材支援センターIRESCO 

所在地 〒900-0036 沖縄県那覇市西 2-12-14 

http://iresco-gores.com/ 

代表者氏名 理事長 仲田 俊一 

事業分野 日本語教育、人材育成 

事業内容 沖縄で住む外国人へ生活や就職に必要な日本語、生活習慣、文化、伝統

を学ぶ上でのサポートを通し、世界へ視野を広げ、国際的に活躍する人

材を育てる。 

担当・連絡先 理事 辻内岳晴 

0229@minorityokinawa.com 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会・外国人材分科会 

 

 

団体名 特定非営利活動法人エンパワメント沖縄 

所在地 〒901-0201沖縄県豊見城市真玉橋 268番地 1105号室 

代表者氏名 理事長 高嶺 豊 

事業分野 福祉 

事業内容 障害者分野の国際協力 

担当・連絡先 理事長 高嶺 豊 

yutaka.takamine@gmail.com 

分科会 ― 

 

 

団体名 特定非営利活動法人国際マングローブ生態系協会 

所在地 〒903-0129 西原町千原 1番地 琉球大学農学部内 

TEL：098-895-6601     

http://mangrove.or.jp/index.html 

代表者氏名 理事長 馬場 繁幸 

事業分野 環境分野がメインですが、教育・研究・普及活動にも取り組んでいます。 

事業内容 マングローブ生態系に関する調査・研究の推進、学術・技術情報の収集、

マングローブ生態系の持続可能な管理方法や機能回復に関する研究、研

修、啓蒙活動、資料・教材の開発、マングローブ生態系の保全技術、利用

技術等に関する指導と普及活動を行っています。 

担当・連絡先 研究員 毛塚みお isme@mangrove.or.jp 

分科会 ― 

 

 

 



団体名 特定非営利活動法人パシフィックガーデン 

所在地 〒900-0004  那覇市銘苅 2‐3‐1なは市民活動プラザ２F内 

https://www.pacific-garden.org/ 

代表者氏名 代表理事 伊藤 健治 

事業分野 途上国開発支援、農業、人材育成 

事業内容 アジア、大洋州を主たる活動領域として発展途上国、特にその農村部に対し

て持続可能な地域開発のための必要な支援活動を行うことにより、地域社

会の活性化、発展に寄与することを目的とする。 

担当・連絡先 代表理事 伊藤 健治 

kenji_ito@pacific-garden.org 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

団体名 特定非営利活動法人日本スリランカ次世代サポート 

所在地 〒900-0004  那覇市銘苅 2‐3‐1なは市民活動プラザ２F 

https://japan-srilanka-nges.studio.site/ 

代表者氏名 理事長 ディリープ・チャンドララール 

事業分野 教育 

事業内容 教育支援事業 

担当・連絡先 事務局長 儀間 真貴子 

japan.srilanka.nges@gmail.com 

分科会 キャパシティビルディング分科会、外国人材分科会 

 

 

団体名 特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ 

所在地 〒902-0075  

沖縄県那覇市字国場 370番地 マル嘉アパート 307号室 

https://npo-oec.com/ 

代表者氏名 会長 下地 邦輝 

事業分野 環境保全、環境教育、持続可能な観光開発、エコツーリズム、地域資源の

観光活用 

事業内容 ① 地域の自然と環境の保全に関する事業 

② 環境教育に関する観察会及び研修会、 

セミナー、ワークショップ等の事業 

③ 自然と環境の題材を活かした地域振興に関する事業 

④ 必要な調査研究、情報収集及び提供 ⑤ 会報及び出版物の発行" 

担当・連絡先 事務局長 立田 亜由美 kokuba@npo-oec.com 

分科会 ― 



団体名 NPO法人 太平洋協力機構 

所在地 〒177-0034 東京都練馬区富士見台 2丁目１１番 2号 

http://n-poco.com 

代表者氏名 理事長 高濵 清 

事業分野 農業、環境、水、水産、観光、教育、IT、零細・小規模企業、研究、伝統食文

化、慰霊など 

事業内容 島嶼国は多様な民族から成っており、小さなコミュニティが形成され独

自の文化を守り続けています。 多くは自給生活を行っており、近年の

急速な経済成長、国際化に対応できておらず、貧困と教育の不備から、

他国との格差が顕著になってきております。 また、経済的理由による

部族抗争なども起きており支援が必要な状況にあります。 この問題を

政府、諸企業団体等と連携し、民間外交を担い日本と島嶼国での協働

と共創に貢献します。 

そして、先の大戦を通じ太平洋で亡くなられたすべての英霊並びに島

嶼国等国民のための慰霊事業に取り組んでまいります。 

また、島嶼国等の経済的自立(産業育成、雇用創出)実現のための支援

を柱として、特に、人材育成に関する事業、環境・エネルギ―に関する事

業、水に関する研究並びに水不足を解決するための事業、自給自足の

食料増産事業などに取り組みます。 

担当・連絡先 理事 田中 秀幸 tanaka773311@gmail.com 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【企業】（21件 9月 26日現在） 

 

企業名 合同会社シーナプロジェクツ 

所在地 〒901-2122 沖縄県浦添市内間 4-11-20 

 https://sps.qwc.jp 

代表者氏名 代表社員 鈴木 志奈子 

事業分野 健康&環境 

事業内容 サロン運営&健康製品の販売、環境製品の販売 

担当・連絡先 Director 鈴木修一 himekis8025@yahoo.co.jp 

分科会 環境分科会 

 

 

企業名 トーラス株式会社 

所在地 〒900-0005 沖縄県那覇市天久 762-14 クリアスビル 5F 

TEL：098-988-8952     https://www.torus-i.co.jp 

代表者氏名 代表取締役 福地 博之 

事業分野 建築業 

事業内容 再生可能エネルギーを利用した発電機械、器具の企画 

再生可能エネルギーに関するコンサルティング及びプロジェクトマネジメ

ント業務 

再生可能エネルギーを利用した発電業務及び電力の販売 

太陽光発電システムの設計、工事の施工、保守、販売 

蓄電池システムの設計、工事の施工、保守、販売 

担当・連絡先 マーケティング推進部 池原 真澄 kouhou-all@torus-i.co.jp 

分科会 環境分科会 

 

 

企業名 リチャージ株式会社 

所在地 〒901-2112 沖縄県沖縄県浦添市沢岻 1108 

https://re-charge.co.jp 

代表者氏名 代表取締役 細谷 朝美 

事業分野 資源リサイクル 

事業内容 廃棄物の有価処理 

担当・連絡先 営業部 細谷信壹 rcj@re-charge.co.jp 

分科会 環境分科会 

 

 

 

 



企業名 株式会社ジャンボツアーズ 

所在地 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 2-15-10 

TEL:098-917-5595  https://okinavi-global.com/ 

代表者氏名 代表取締役 谷村 勝己 

事業分野 観光、人材 

事業内容 旅行業、飲食業、輸入販売、人材紹介 

担当・連絡先 人財事業部 課長 宮城俊彦 miyagi_t@jumbotours.co.jp 

分科会 外国人材分科会、平和分科会 

 

 

企業名 有限会社クリーンアイランド 

所在地 〒904-2234 沖縄県うるま市州崎 7番地 23 

https://www.clean-ild.com/ 

代表者氏名 代表取締役 前川 哲也 

事業分野 環境 

事業内容 産業廃棄物処分業 資源リサイクル業 

担当・連絡先 代表取締役 前川哲也 ichiryukougyo01@gmail.com 

分科会 環境分科会 

 

 

企業名 新垣養蜂園 

所在地 〒903-0815 沖縄県那覇市首里金城町 1-29 

http://www.aaa888.org/sp/index.html 

代表者氏名 副代表 新垣 伝 

事業分野 養蜂 

事業内容 蜂蜜製造販売、小売 

担当・連絡先 副代表 新垣伝 arakaki.bee.farm@gmail.com 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

企業名 株式会社アイ・ラーニング 

所在地 〒901-2133 沖縄県浦添市城間一丁目 2番 1号 

TEL: 098-878-4119   http://triple-i.jp/ 

代表者氏名 代表取締役社長 加納 滋徳 

事業分野 教育 

事業内容 学習塾の運営など 

担当・連絡先 DX推進室 平田 龍治 r-hirata@i-learningnet.co.jp 

分科会 外国人材分科会 

 

tel:098-917-5595


企業名 甲陽興産株式会社 

所在地 〒 904-0113 沖縄県中頭郡北谷町宮城 3-149 

TEL: 098-914-3690   http://www.koyo-eco.net/ 

代表者氏名 代表取締役 北角 治太 

事業分野 環境 

事業内容 産業廃棄物収集運搬業、環境コンサルティング 

担当・連絡先 経営企画室 室長 辻 孝博 t.tsuji@koyo-eco.net 

分科会 環境分科会 

 

 

企業名 株式会社さし草屋 

所在地 〒901-1206  沖縄県南城市大里仲間 937 

代表者氏名 取締役 小松崎 礁 

事業分野 販売、飲食 

事業内容 お茶製造、販売、ショップ運営 

担当・連絡先 取締役 小松崎 礁 starryeyed.205205@gmail.com 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

企業名 株式会社みやぎ農園 

所在地 〒901-1203沖縄県南城市大里字大城 2193番地 

TEL: 098-946-7646   https://www.miyaginouen.com 

代表者氏名 代表取締役 小田 哲也 

事業分野 農業 

事業内容 鶏卵生産販売、青果物生産販売、食品加工 

担当・連絡先 代表取締役 小田哲也 miyaginouen@yahoo.co.Ja 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

企業名 株式会社ティーエーネットワーキング 

所在地 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 2-7, 3F 

http://www.ta-n.com/index.html 

代表者氏名 国内事業部長 土屋 克成 

事業分野 保健医療 

事業内容 途上国支援を対象としたコンサルティング事業（保健医療分野）、JICA 海外

プロジェクトや JICA沖縄国内研修 

担当・連絡先 国内事業部 福原優子 ukuhara.yuko@ta-n.com 

分科会 外国人材分科会 

 



企業名 株式会社ナンポー 

所在地 〒900-0002 沖縄県那覇市曙 3-21-2 

https://e-nampo.com/ 

代表者氏名 代表取締役 安里 睦子 

事業分野 観光 菓子製造業 

事業内容 菓子製造 

担当・連絡先 営業部 市万田 俊也 ichimanda@e-nampo.com 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

企業名 合同会社 輝喜重機 

所在地 〒905-1204 沖縄県国頭郡東村字平良 863-7 

代表者氏名 代表社員 金城 一喜 

事業分野 農業土木 

事業内容 畑整地、圃場整備 

担当・連絡先 代表社員 金城 一喜 teruyoshi.sk200@at.au-hikari.ne.jp 

分科会 環境分科会 

 

 

企業名 株式会社 Rewso 

所在地 〒900-0033 那覇市久米 2-32-14 ライオンズマンション久米 101

号 TEL:098-987-0491 https://www.sdgs-rewso.com 

代表者氏名 代表取締役 中町 匡志 

事業分野 観光、IT,コンサル（農業・漁業・医療） 

事業内容 IT システムの設計、開発、運用  環境・観光事業  第 6 次産業推進事

業 

担当・連絡先 執行役員 第 6次産業推進事業部 部長 原山 徹夫 

t.harayama@sdgs-rewso.com 

分科会 環境分科会、食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

企業名 株式会社国際旅行社 

所在地 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-4-10 YAKA2F 

TEL: 098-864-5931   https://its1.jp/ 

代表者氏名 代表取締役社長 與座 嘉博 

事業分野 観光 

事業内容 旅行業 

担当・連絡先 企画・事業部 次長 諸見里 一壽    kazu@its1.jp 

分科会 平和分科会 

tel:098-987-0491


企業名 株式会社トマス技術研究所 

所在地 〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原 5192-42 

TEL: 098-989-5895    https://thomasgk.com 

代表者氏名 代表取締役 福富 健仁 

事業分野 環境、廃棄物 

事業内容 小型焼却炉チリメーサーの開発、製造、販売、メンテナンス。インドネシア

を中心に海外展開も行っている。  

担当・連絡先 営業部 小牧 稔仙    t-komaki@thomasgk.com 

分科会 環境分科会 

 

 

企業名 街クリーン株式会社 

所在地 〒901-0616 沖縄県南城市玉城字前川 1188 

TEL: 098-948-7006    https://www.machi-clean.co.jp/ 

代表者氏名 代表取締役 赤嶺 太介 

事業分野 産業廃棄物処理業 

事業内容 産業廃棄物処理リサイクル事業 バイオマス事業 エネルギー事業 建物

解体工事 

担当・連絡先 総務課 比嘉 良樹    y.higa@machi-clean.co.jp 

分科会 環境分科会 

 

 

企業名 有限会社くすりのミドリ 

所在地 〒904-2154 沖縄県沖縄市東 2-26-1 

TEL: 098-864-5931   https://midorikame.com/ 

代表者氏名 代表取締役 玉城 武範 

事業分野 医療、小売業 

事業内容 処方せんに基づく調剤、一般医薬品その他生活雑貨の販売、介護保険サ

ービス（在宅医療） 

担当・連絡先 代表取締役 玉城武範 tamaki.t@midorikame.com 

分科会 環境分科会、外国人材分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.machi-clean.co.jp/


企業名 有限会社沖縄インターオーシャンサービス 

所在地 〒900-0021  沖縄県那覇市泉崎１丁目 15-5 

TEL: 098-869-3304 

代表者氏名 代表 与那城 昭広 

事業分野 観光（南米関係） 

事業内容 南米旅行、諸々の調査、南米物産販売、南米果樹＆苗販売、南米子弟研

修生受入等 

担当・連絡先 代表 与那城 昭広 okabrasil@woody.ocn.ne.jp 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会、外国人材分科会 

 

 

企業名 合同会社琉人 

所在地 〒902-0075  沖縄県那覇市国場９２８番地（本部事務所） 

TEL:090-3325-9099 

https://herosokinawa-agrearms.webagre.com/ 

代表者氏名 代表 玉城 淳一郎 

事業分野 食料品小売り、教育 

事業内容 食品ロスと食糧支援を目的としたショップの運営と個別指導学習塾の運

営 

担当・連絡先 代表 玉城 淳一郎 heros.okinawa@gmail.com 

分科会 食育、商品開発・マーケティング分科会 

 

 

企業名 株式会社DREAM CONNECT 

所在地 〒901-2133  沖縄県浦添市城間 2-17-15 SSマンション 405 

TEL:098-943-1608 

代表者氏名 代表取締役 宮城 俊彦 

事業分野 人材紹介事業 

事業内容 特定技能人材を中心とした外国人材紹介事業と登録支援機関事業 

担当・連絡先 代表取締役 宮城 俊彦 miyagi@dreamconnect.jp 

分科会 外国人材分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 



【団体、任意、個人、官公庁】（8件 9月 26日現在） 

 

団体、任意、個人名 OKC事業協同組合 

所在地 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜 1-11-12コモンズビル402 

TEL：098-943-8258 

代表者氏名 (株)優塗装工業 代表取締役 比嘉 勇気 

事業分野 建設塗装業 

事業内容 外国人技能実習生受け入れ監理団体 

担当・連絡先 事務局 親富祖俊昭 okc.kumiai@crest.ocn.ne.jp 

分科会 外国人材分科会 

 

 

団体、任意、個人名 沖縄 SDGsウェルビーイング探究会 

所在地 〒900-0004沖縄県那覇市銘苅 2-3-1  

那覇市民活動支援センター内ブース 

代表者氏名 代表 金城 孝郎 

事業分野 医療・介護・福祉・教育領域 

事業内容 プロボノ＆ボラ活、セミナー、リアル講習会、体験学習会開催 

担当・連絡先 代表 金城 孝郎 sdgs.kinjo@gmail.com 

分科会 環境分科会、外国人材分科会 

 

 

団体、任意、個人名 一般社団法人沖縄ミャンマー友好協会 

所在地 〒901-1405 沖縄県南城市佐敷字仲伊保 116番地 1 

代表者氏名 会長 下地 清吉 

事業分野 公益 

事業内容 沖縄とミャンマーの友好関係促進 

担当・連絡先 専務理事・事務局長 新井由夫 araiyoshio0227@gmail.com 

分科会 外国人材分科会 

 

 

団体、任意、個人名 カンボジア沖縄友好の会 

所在地 〒901-1112 沖縄県島尻郡南風原町字本部 238-6 

代表者氏名 会長 崎山 正美 

事業分野 国際交流 

事業内容 カンボジアの農村地域の高校生・大学生に奨学金を給付 

担当・連絡先 事務局長 東江 賢次 agarieken@gamil.com 

分科会 ― 

 



団体、任意、個人名 地区防災研究所 

所在地 〒 903-0129  

沖縄県西原町字千原 1 琉球大学地域創生総合研究棟 4F 

https://chiku-bousai-inst.jp/ 

代表者氏名 所長 山本 大樹 

事業分野 防災、教育 

事業内容 防災や危機管理に関する学術的・専門的支援 ・自治体向け防災計

画類策定の支援 ・企業様向け避難計画・危機管理能力向上のため

の支援 ・住民向け防災意識向上に向けた研修会 

担当・連絡先 所長 山本 大樹 yamamoto@chiku-bousai-inst.jp 

分科会 外国人材分科会、キャパシティビルディング分科会 

 

 

団体、任意、個人名 浦添市国際交流協会 

所在地 〒 901-2114 浦添市安波茶 2-3-5 ハーモニーセンター内 

https://okinawauira.wixsite.com/uira 

代表者氏名 会長 仲嶺 剛 

事業分野 国際交流 

事業内容 JICA 沖縄の研修員と交流できるふれあい講座や、語学講座や世界

の料理講座、親子向けの国際交流イベントなどを開催。 

担当・連絡先 城間 千賀子 okinawa.uira@gmail.com 

分科会 外国人材分科会 

 

 

団体、任意、個人名 沖縄県技術士会 

所在地 〒900-0021 那覇市泉崎 1-7-19 

TEL:098-835-8411  http://www.pe-okinawa.jp/ 

代表者氏名 会長 大城 政人 

事業分野 電気電子、資源工学、建設、上下水道、衛生工学、農業、水産、経営、応

用理学、生物工学、環境、総合技術監理 

事業内容 科学技術に関する技術的専門知識と高等の専門的応用能力及び豊富

な実務経験を有し、公益を確保する高い技術者倫理を備えた技術者

集団として、沖縄 21 世紀ビジョンの将来像の実現に貢献するととも

に、SDGｓの理念である 17 のゴールの推進に取組むことで、沖縄県

の振興発展に尽力しています。 

担当・連絡先 会長 大城 政人 masato@nansei-kankyo.co.jp 

分科会 ― 

 

 

tel:098-835-8411


団体、任意、個人名 琉球大学国際教育センター 

所在地 〒903-0213 中頭郡西原町字千原 1番地 

TEL:090-3797-0702  https://isu.skr.u-ryukyu.ac.jp/ 

代表者氏名 国際教育センター長 王 怡人 

事業分野 教育 

事業内容 琉球大学における留学生の日本語教育、留学生と日本人学生の国際

共修を中心としたグローカル教育、日本語教師養成 

担当・連絡先 国際教育センター・准教授 山元 淑乃 ｙｓｎ＠lab.u-ryukyu.ac.jp 

分科会 外国人材分科会 

 

 

tel:

