
参加費｜無料 Zoomによるオンライン開催

地方創生SDGs
官民連携プラットフォーム

地方創生SDGs官民連携プラットフォームの2020年度総会を、以下の通り
開催します。当日は総会に加え、関連イベントとして有識者等による講演及び
パネルディスカッションのほか、官民連携によるプロジェクト創出のきっかけ
となるようなマッチングイベントを実施します。奮ってご参加ください。

2020年度総会及び関連イベント 開催のお知らせ

時間

10:00 総会

プログラム

・あいさつ：地方創生SDGs官民連携プラットフォーム会長
・前年度活動報告、今年度活動計画　・役員選出 ほか

12:30 休憩

11:00

11:20

基調講演

パネルディスカッション

◎テーマ「地方創生ＳＤＧｓのこれまでとこれから」（仮）
　 村上 周三 氏 （一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 理事長）

◎テーマ「地方創生SDGｓ官民連携の一層の発展に向けて」（仮）
　 パネリスト：プラットフォーム幹事等

マッチングイベント・分科会活動紹介
御希望のセッション（１コマ45分）を選択いただき、意見交換等を実施
（ ①13:00-13:45  ②14:00-14:45　③15:00-15:45　④16:00-16:45 ）

関
連
イ
ベ
ン
ト

※ 講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

オンラインで
開催いたします

日　時｜2020年9月2日（水） 10：00~17：00
参加費｜無料 

開催概要

事前登録が必要です。また、Webexアプリのインストール（無料）など、
参加環境を事前にご準備下さい

（PC・タブレット・スマホから参加可能。）

13:00

17:00

本会への参加にはプラットフォームへ会員登録いただく必要があります

▶本プラットフォーム会員ではない方

【会員登録URL】  http://future-city.jp/platform/regist/

http://future-city.go.jp/platform/download/data/
soukai2020/webexmanual.pdf

本プラットフォームへ入会申込のうえ、上記Ciscoの登録ページへの入力をお願いします。

▶本プラットフォーム会員の方

総会及び関連イベントへの参加申込方法

①以下URLをクリックしCiscoの登録ページに移動

②情報入力

https://frontier.webex.com/frontier-jp/k2/j.php?MTID=t2da2455333db7cc246ac97034fe3b833 

にアクセスしてください（右上のQRコードからもアクセス可能）

日本語以外の言語が表示される場合には、下記リンクにアクセスし設定してください  

https://frontier.webex.com/frontier-jp/k2/j.php?MTID=t31b0880d65d8a197d5210a0b06e2241a

③入力完了案内 ④登録完了案内

クリック
※セッション（総会及び関連イベント）への参加等のメッ
セージが入っておりますが、総会開催は9/2につき、当
日以外に参加されてもミーティングは開始されません。

当日のセッションをスムーズに進めるため、総会前日までにアプリをインストールしてください。
（オンライン接続サポート会に参加される場合は、その前日まで）

必要項目を入力し、「登録」ボタンをクリック
（同じ団体でも参加される人数分の登録が必要になり
ます）

入力完了（承認保留）のメールが届きます。
（読み取れない場合等、個別にご連絡させて頂く場合が
あります）

事務局での手続き完了後、登録完了のメー
ルが届きます。

Cisco Webex training によるオンライン開催

日　時｜2020年8月27日（木）

オンライン接続サポート会

下記日程にて接続試験を行いますので、希望される方は御参加ください。

総会参加登録いただいたアドレス宛てに、個別に御案内いたします。

参加登録・当日参加マニュアル

参加登録手続き等の詳細はこちら↓

申込期限

8 31月

[TEL] 03-4326-8166
[e-mail] soukai@sdgs-futurecity.jp

総会及び関連イベントに関するお問合せ先

申込期限 2020年8月31日（月）

マッチングイベントのご案内

【自治体課題提案マッチングセッション タイムテーブル】

⽇時|2020年
11⽉26⽇(⽊)    
10:00~16:50

●⾃治体課題提案マッチングセッション
課題解決に向けた官⺠連携を希望する⾃治体会員と、それらの⾃治体の提⽰する課題や具体的
なニーズに対して、興味関⼼のある、または技術の提案等を⾏いたい会員等との１対１のセッショ
ンを⾏います。

●地⽅創⽣ＳＤＧｓ官⺠連携取組提案セッション
地⽅創⽣やＳＤＧｓの達成に向けた課題や取組を提案する会員と、それらに興味関⼼の
ある会員との１対複数団体によるセッションを⾏います。

時間 提案⾃治体 ／ テーマ ／ 内容

10:00-10:30
10:40-11:10
11:20-11:50
13:00-13:30
13:40-14:10
14:20-14:50

平塚市役所
(神奈川県) キャッシュレス決済⽤のスマートフォンアプリをコミュニケーション⼿段とした持続可能な地域経済圏の創出

スマートフォンと⼆次元バーコートを活⽤したキャッシュレス決済「ひらつか☆スターライトポイント」のアプリのダウンロード数が
29,000を超えた。2021年度以降、これまでの知⾒を活かし、アプリをマーケティング、コミュニケーションのプラットフォームとして活
⽤することで、持続可能な経済圏の創出を図りたい。

10:00-10:30
10:40-11:10
11:20-11:50

揖斐川町役場
（岐⾩県） 揖斐川町版ローカルSDGsの実践に向けた取り組みについて

揖斐川町では、出⽣率の低下によって引き起こされる⼈⼝の減少に⻭⽌めをかけるとともに、東京圏への⼈⼝の過度の集中を
是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活⼒ある社会を維持し「⾃然健幸のまち いびがわ」の実
現を⽬指している。揖斐川町独⾃の環境・社会・経済の諸問題や課題、実現したいビジョンを議論・共有し持続的な地域社
会への変化を⽣み出す【ローカルSDGs】を実践していくための⼿法やスキルなど具体的な解決策についても知⾒等を伺いたい。

13:00-13:30
13:40-14:10
14:20-14:50

東御市役所
(⻑野県) 湯の丸⾼原天然⽔のブランド化に向けた取り組み

東御市の湯の丸⾼原の標⾼1600ｍ付近には、湯の丸⽔源があり、豊富で新鮮な天然⽔が湧き出ている。こうした貴重な⽔
資源を活⽤し、商品として販売することで、地域資源のPRを⾏うとともに、⽔道事業の経営安定化につなげる。⽔を販売するた
めの戦略やノウハウ、販路等を有していないことから、ともに販売戦略や販路をコンサルタントできる事業者と連携を図りたい。

ROOM A

ROOM B

地⽅創⽣ＳＤＧｓ官⺠連携プラットフォーム マッチングイベントでは、地⽅創⽣やSDGsの達成を⽬指すため、
マッチングに向けた会員同⼠の意⾒交換を⾏います。

参加申込はこちら
https://forms.gle/EeYNjc4ucYU8uhvy8

2020年11⽉19⽇(⽊) 

参加募集締切
2020年11月24日(火)

ROOM B

オンライン接続サポート会
参加登録いただいたアドレス宛に
個別にご案内いたします。

※参加申込時に、参加希望セッションを選択していただきます（複数選択可）。
※⾃治体課題提案セッションへの参加申込受付は先着順となりますので御了承ください。



マッチングイベント・分科会活動紹介への参加の流れ

～8月7日（金） 8月11日（火）～8月下旬 9月2日（水） 当日

マッチング提案団体の募集 オンラインにて
セッションに参加

参加者募集
・マッチングセッション
・分科会紹介セッション
（別途、主催団体より提案）

当日プログラム 参加者は
セッションを選んで
事前申込

運
営
事
務
局

マッチング
リクエスト
シート

マッチング
提案団体

マッチング
リクエスト
シート

マッチング
提案団体

マッチング
リクエスト
シート

マッチング
提案団体

セッション
（テーマ②）

セッション
（テーマ①）

セッション
（テーマ③）

マッチングの提案団体の募集について

マッチングの提案団体を募集します。オンライン上で様々な団体とつながれるチャンスですので、是非御提案をお待ちしております。

PR動画の募集について
会員交流の一環として、会員の活動の紹介やＰＲを目的とした動画を総会及び関連イベントにてストリーミング配信等を行います
（休憩時間等に配信を予定）。以下のカテゴリーを参考に、貴団体で作成されている動画を御提出ください。
お送りいただいた動画は、総会終了後に本プラットフォームのホームページにて掲載させていただく予定です。

【申込先メールアドレス】 soukai@sdgs-futurecity.jp
【申込方法】

「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」運営事務局（株式会社博報堂 内）
東京都港区赤坂5丁目 Bizタワー  ［TEL］03-4326-8166  ［E-mail］team-sdgs@sdgs-futurecity.jp

プラットフォーム
全般についての
お問合せ ※事務局は内閣府地方創生推進事務局とし、その運営は当局の委託業務の受託者である株式会社博報堂が行います。

　なお、当会の運営にあたり、構成員管理等に必要となる書類を当局から株式会社博報堂に貸与いたしますのでご承知おきください。

本プラットフォームのロゴマークを会員の皆様による投票を行ったうえで決定し、総会にて公表いたします。
会員の皆様より下記の4候補からひとつをお選びいただき、会員サイトから投票してください。

【ロゴマークの活用方法】
・会員のＷＥＢサイトへの掲載
・会員主催のイベントのチラシ等
  広報媒体に掲載
・会員の名刺等に掲載　など

地域活性化 移住
定住促進

産業振興
企業誘致

雇用維持
創出

男女共同参画
（機会の平等）

交通システム
公共交通対策

災害対策
防災・減災

健康福祉 高齢者福祉
介護 児童福祉 教育

環境対策
（循環型社会・

新エネルギー対策等）

観光客の誘致
地域PR

（インバウンド含む） 

情報化
（ICT・IoT・AI
の利活用等） 

【カテゴリー（参考）】

3つのメリット

・会員の提案に基づいて分科会を設置。会員に共通する課題
の検討、知見の共有、取組の具体化を進め、異分野連携・
官民連携による、地方創生に繋がる新事業の創出を目指
します。

・本プラットフォームの会員になることで、新たな分科会提
案や、設置された分科会への参加が可能となります。

普及促進活動
・会員が主催するイベント等の情報を
メールマガジン等で発信・受信する
ことができます。

・会員が開催するセミナー等に対する
本プラットフォームの後援名義等の使
用が可能です。

1 広がる! 分科会開催3 学べる!マッチング支援
・会員が実現したいこと、会員が抱える課題、会員が持つノウハウを蓄積したデ
ータベースを閲覧・利用することができます。
・マッチングシートや入会時アンケート等をもとに、解決したい課題を持つ会員
と、解決策やノウハウを持つ会員とのマッチングをサポートします。
・本プラットフォームが主催するマッチングイベントに参加することができます。

2 つながる!

本プラットフォーム
について

区分 会員数（2020年7月22日時点）

都道府県、市区町村
関係省庁
民間団体等
合計

674団体
13 団体

1,565団体
2,242団体

より一層の地方創生に向けて、地方自治体、地域経済に新たな付加価値を
生み出す企業及び専門性をもった団体等、広範なステークホルダーにおける
パートナーシップの深化、官民連携の推進を目的に設立・活動しています。

マッチングイベント・分科会紹介への参加登録

提案団体

参加者

セッション
（テーマ①）

提案団体

参加者

セッション
（テーマ②）

提案団体

参加者

セッション
（テーマ③）

【申込先メールアドレス】 soukai@sdgs-futurecity.jp
※既に「マッチングリクエストシート」を御提出いただいている団体の皆様につきましても、マッチングの提案を希望される場合は上記の通りお申込みください。 

【申込方法】
◎メールに下記事項を記載し、「マッチングリクエストシート」と合わせてお送りください。

　〈メールタイトル〉　【マッチング提案希望】（団体名）

　〈メール本文〉　対応可能時間：〇時から〇時 （マッチングイベントは13 時から17時の時間帯で予定しております）

※マッチングリクエストシートのダウンロードはこちら↓

募集締切 2020年8月7日（金）

募集締切 2020年8月14日（金）

投票締切 2020年8月27日（木）

http://future-city.go.jp/platform/download_matching/docs.zip

投票はこちらから　https://forms.gle/Ad51E6sdTzrWRduZ6

プラットフォームロゴマーク投票のお願い

SDGsに関する課題等を通じた会員同士の対話の場として、マッチングイベントを開催します。合わせて、分科会主催団体による
活動紹介も行います。これらセッションへの参加を希望される場合、総会への参加申込とは別に事前登録が必要となります。

◎メールに下記事項を記載し、動画データと合わせてお送りください。 なお、動画データはデータ容量が大きいため、
　ストレージサイトに格納の上お送りください。 （データ読み取り不能の場合など、ご連絡させていただく場合があります）。
　　〈メールタイトル〉　【PR動画掲載希望】（団体名）
　　〈メール本文〉 ①動画概要（自由記載：５０文字程度）　※総会終了後にホームページへ掲載する際の説明文章
 ②御担当者名
 ③御連絡先電話番号、メールアドレス

・時間、ファイルサイズ：総分数３分程度でWebで正常に閲覧が可能なもの。
・ファイル形式：Windows、Mac、Android、iOSで再生可能なmp4で作成したもの。 
※事務局での動画編集は行いませんので、上記に合致する完成データをお送りください。

【動画要件】

時間 ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4 ROOM5

10:00
〜

10:45

(株)タカショー 極東開発⼯業(株) (株)コラーニング ＮＰＯ法⼈ユニグラウ
ンド

リアルワールドゲームス
(株)

⾝近などんぐりを活⽤
したSDGs教育・プログ
ラミング教育コンテンツ

排熱・未利⽤熱エネル
ギーを活⽤し、持続可
能な社会の実現へ

企業の業績アップにつ
ながるデジタルマーケ
ティング⼈材育成サー
ビス「コラーニング」

観光事業を主軸とした
まちづくり

コロナ時代のDXヘルス
ツーリズムで健康・観
光・防災を⼀括ソ
リューション

11:00
〜

11:45

(株)レックス・インターナ
ショナル (⼀社)⽇本経営⼠会 NPO法⼈湘南ビジョン

研究所 CO-NECT(株) NPO法⼈REDS湘南

SDGsプラットフォーム
創造による企業の
SDGs導⼊⽀援を通
じた地域経済活性化

ＳＤＧｓ登録・認定
制度、⾮財務的要素
による中⼩企業与信
評価指標の開発、Ｓ
ＤＧｓ・ＣＳＲ経営
の普及

Local Good Fish
規格外のお⿂の「もっ
たいない」を無くすため
に

受発注システムを利⽤
した⺠間企業との受発
注のペーパーレス、業
務効率化。
官公庁、⾃治体のテ
レワークを実現。

地元の再エネ資源を
活かした、地産地消の
まちづくり・地域活性化
プロジェクト

13:00
〜

13:45

メディコム(株) (⼀社)こども⾷堂⽀援
機構 (株)Ｌｏｏｏｐ エムバイオテック(株) 経営標準化機構(株)

キャンプ場を活⽤した、
地域の関係⼈⼝創出
のご提案

3ヵ⽉で官⺠連携プロ
ジェクトを複数創発し
たオープンイノベーション
「SDGs提案グランプ
リ」

再⽣可能エネルギーに
よって地域課題を解決
し、持続可能なまちづ
くりを⽬指す⾃治体・
⺠間企業を募集

マイコプラマ感染症ス
マート制御システムによ
る難病化・重症化の
予防医療

⾃治体に必要となる
地域を巻込む
ＳＤＧｓ１歩⽬２
歩⽬３歩⽬

14:00
〜

14:45

(株)REXEV ⾮営利型⼀般社団
法⼈ Silva UPWARD(株) (⼀社)願いのくるま クラフトバンク(株)

気候変動対策とレジリ
エンスの取組みを強化
する、再エネと電気⾃
動⾞を組み合わせた
⾃治体サービスプラット
フォームのご提案

官⺠連携の実働を伴
う地球温暖化対策プ
ロジェクト
〜「SDGs」の達成に
向け11ゴール、33ター
ゲットを実践する〜

災害調査業務を位置
情報技術を活⽤して
効率的に⾏うソリュー
ションのご提案

QOL向上へと繋げる
終末期患者の願いを
叶えるボランティア

ポストコロナの災害後
の住宅復旧
~ ⼯事会社データ
ベースによる広域差配

15:00
〜

15:45

(株)ヘルスケアシステ
ムズ WED(株) (⼀財)電気安全環境

研究所 (株)ダイイチ (株)Nature 
Innovation Group

郵送検査で、
楽しく健康に︕

【あたりまえを超える】を
Missionに掲げ、画
像・レシート買取アプリ
『ONE』の提供を通じ
て⾃治体・企業のマー
ケティング活動を⽀援

新設「安全（製品安
全・消費者安全）と
ＳＤＧｓ分科会」
会員募集と活動内容
のご紹介

ユニフォームで出来る
SDGｓ（リサイクル、
カーボンオフセット、環
境配慮素材・商品
等）

IT×傘シェアのアイカサ
で使い捨て傘の削減と
⾬の⽇の移動を便利
に快適に。

【地方創生SDGs官民連携取組提案セッション タイムテーブル 提案団体名／提案タイトル】

地方創生SDGs
官民連携プラットフォーム

地方創生SDGs官民連携プラットフォームの2020年度総会を、以下の通り
開催します。当日は総会に加え、関連イベントとして有識者等による講演及び
パネルディスカッションのほか、官民連携によるプロジェクト創出のきっかけ
となるようなマッチングイベントを実施します。奮ってご参加ください。

2020年度総会及び関連イベント 開催のお知らせ

時間

10:00 総会

プログラム

・あいさつ：地方創生SDGs官民連携プラットフォーム会長
・前年度活動報告、今年度活動計画　・役員選出 ほか

12:30 休憩

11:00

11:20

基調講演

パネルディスカッション

◎テーマ「地方創生ＳＤＧｓのこれまでとこれから」（仮）
　 村上 周三 氏 （一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 理事長）

◎テーマ「地方創生SDGｓ官民連携の一層の発展に向けて」（仮）
　 パネリスト：プラットフォーム幹事等

マッチングイベント・分科会活動紹介
御希望のセッション（１コマ45分）を選択いただき、意見交換等を実施
（ ①13:00-13:45  ②14:00-14:45　③15:00-15:45　④16:00-16:45 ）

関
連
イ
ベ
ン
ト

※ 講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

オンラインで
開催いたします

日　時｜2020年9月2日（水） 10：00~17：00
参加費｜無料 

開催概要

事前登録が必要です。また、Webexアプリのインストール（無料）など、
参加環境を事前にご準備下さい

（PC・タブレット・スマホから参加可能。）

13:00

17:00

本会への参加にはプラットフォームへ会員登録いただく必要があります

▶本プラットフォーム会員ではない方

【会員登録URL】  http://future-city.jp/platform/regist/

http://future-city.go.jp/platform/download/data/
soukai2020/webexmanual.pdf

本プラットフォームへ入会申込のうえ、上記Ciscoの登録ページへの入力をお願いします。

▶本プラットフォーム会員の方

総会及び関連イベントへの参加申込方法

①以下URLをクリックしCiscoの登録ページに移動

②情報入力

https://frontier.webex.com/frontier-jp/k2/j.php?MTID=t2da2455333db7cc246ac97034fe3b833 

にアクセスしてください（右上のQRコードからもアクセス可能）

日本語以外の言語が表示される場合には、下記リンクにアクセスし設定してください  

https://frontier.webex.com/frontier-jp/k2/j.php?MTID=t31b0880d65d8a197d5210a0b06e2241a

③入力完了案内 ④登録完了案内

クリック
※セッション（総会及び関連イベント）への参加等のメッ
セージが入っておりますが、総会開催は9/2につき、当
日以外に参加されてもミーティングは開始されません。

当日のセッションをスムーズに進めるため、総会前日までにアプリをインストールしてください。
（オンライン接続サポート会に参加される場合は、その前日まで）

必要項目を入力し、「登録」ボタンをクリック
（同じ団体でも参加される人数分の登録が必要になり
ます）

入力完了（承認保留）のメールが届きます。
（読み取れない場合等、個別にご連絡させて頂く場合が
あります）

事務局での手続き完了後、登録完了のメー
ルが届きます。

Cisco Webex training によるオンライン開催

日　時｜2020年8月27日（木）

オンライン接続サポート会

下記日程にて接続試験を行いますので、希望される方は御参加ください。

総会参加登録いただいたアドレス宛てに、個別に御案内いたします。

参加登録・当日参加マニュアル

参加登録手続き等の詳細はこちら↓

申込期限

8 31月

[TEL] 03-4326-8166
[e-mail] soukai@sdgs-futurecity.jp

総会及び関連イベントに関するお問合せ先

申込期限 2020年8月31日（月）

各セッションの提案内容の詳細については、こちらを御覧ください。

ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4 ROOM5 ROOM6

16:00
〜

16:45

(株)ブランジスタ ディップ(株)
NPO法⼈
インターナショナル世
界平和の響き

Studio Ousia オンライン
体験協会 (㈱)リーゴ

有名⼈を起⽤し
た観光・地域特
産品・移住定住・
シティープロモー
ションを実現する
新しい電⼦メディ
ア

【求職者が地⽅に
注⽬︕】都市部
の⼈材が地⽅で
働く効果的な⽅
法とは︖就業によ
り移住定住に繋
げ、持続可能な
社会づくりに貢献
します。

平和のイベントで
「⼈の⼼の中に平
和のとりでを築」き
16 平和と公正
をすべての⼈に
17 パートナー
シップで⽬標を達
成しよう

質問の意図や意
味を理解する
ＡＩを活⽤した
お問い合わせ対
応や情報検索の
⽣産性向上

観光資源のオンラ
インコンテンツ化を
通した地域活性
化

観光客増加のた
めの仕掛け作り
(分析→発掘→
発信→集客)

https://future-city.go.jp/platform/information/event202011.html


