地方創生SDGs官民連携プラットフォーム
マッチング支援システムで出来ること

リニューアルにより、さらに便利にご利用いただけるようになりました
カテゴリやキーワードでの絞り込み検索やWeb上でのコミュニケーションが行えるようになりました

プラットフォームとは

会員情報の修正
団体情報の修正（住所等）や
担当者の追加・削除がWeb上で
行えるようになりました

地方創生SDGs官民連携プラットフォームに
ついて知る

会員の検索

イベント情報の確認
・地域課題解決・地方創生に関する
イベント・セミナーなどの情報を知る

ソリューションの検索

会員にどのような団体がいるか、地域
等を指定した検索が可能
域内連携を進める場合などに便利

会員のソリューション、SDGsに関する取り
組み情報を知ることが可能
課題を持った団体が、技術・ノウハウを持っ
た団体を検索することが可能

地域課題の検索

提案の検討状況の把握

地域課題をカテゴリーやフリーワード
検索等、関心に沿った条件で絞り
込み検索が可能

・地域課題解決・地方創生に関する
イベント・セミナーなどの情報を知る

コミュニケーション機能
提案を検討している団体が課題主へ、
上で質問することが可能
（課題主が提案団体へ提案内容について
質問することも可能）

分科会活動
どのような分科会活動が行われてい
るのか、一覧を参照可能

検索機能はログインなしでも使用可能です。それ以外の機能を使用したい場合は、システムへのログインが必要です。

リニューアル前後の主な機能比較
システム化により、よりタイムリーな情報発信等が行えるようになりました

リニューアル前
（~2022/2）

リニューアル後
（2022/3~）

会員プロフィールや担当者の変更

△

修正はメールによる運営事務局への
連絡が必要
反映されるまで数日を要する

課題やソリューション情報を登録

△

リクエストシートによる提出
課題が反映されるまで数日を要する

○

ウェブサイト上で登録後、
当日～翌営業日に反映*1

課題、団体（会員）、
ソリューションの検索

△

会員や課題の一覧はあったが
検索機能はなし

○

カテゴリやフリーワードによる
絞り込み検索が可能

提案を依頼したい団体への
コンタクト

×

団体HPを検索し、
直接問い合わせが必要

○

提案依頼機能で
直接団体に提案依頼が可能

課題内容への質問

×

面談実施までは
質問することができない

○

公開掲示板を使用して質問可能

提案の検討状況

△

提案に対する検討状況が
リアルタイムで確認しにくい

○

提案に対する検討状況
が確認可能

提案内容への質問

×

面談まで質問することができない

○

非公開掲示板で質問可能

○

ウェブサイト上でいつでも変更可能、
即日反映

*1 プラットフォーム運営事務局による内容確認及び承認に少々時間を頂く場合があります

マッチングまでの流れ（地方公共団体向け）
主なマッチング機能

その他機能

地方公共団体

会員の検索

団体プロフィールの登録
団体情報を登録します
• 団体の基本情報
• 関心のあるテーマや事例・実績 など
※登録内容が会員検索時のキーワード
になります

地域課題の登録

現在の取組課題と今後取り組みたい
課題を分けて登録できるようになりました
項目を入力していただくことで、
検索されやすくなりますので、登録内容を
見直していただくことをお勧めします

提案を受ける
民間団体等から、提案が届きます
提案内容はサイト上で閲覧可能です

提案に対し回答する
検討結果（意見交換希望/見送り）
や連絡先などを入力し、提案団体へ回
答します

ソリューションの検索
より多くの提案が欲しいときに検索：
• 同じ域内の企業等
• 課題と同じカテゴリーのソリューション

旧ﾘｸｴｽﾄｼｰﾄ

解決したい地域課題を登録します
運営事務局の確認・承認後、サイト上
に掲載されます

地域などの条件で会員が検索できます
同じ域内の登録企業等を検索し、
域内連携を進める場合などに便利です

公開掲示板の活用

提案を依頼する

提案を検討している企業等から、
課題について質問が来る場合があります
掲示板は全会員に公開されます
掲示板機能は無効化・有効化すること
が可能です

ソリューションの検索結果から連携したい
企業等に対し、ソリューションを用いた提案を
依頼することが可能です
（ご連絡先の開示は不要）

非公開掲示板の活用
提案団体に対して提案内容に関する不
明点の確認など、個別のやりとりが可能
です
(非公開掲示板は地方公共団体から
連絡しない限り利用できません)

イベント情報を発信する
プラットフォーム会員に対して、貴団体が
主催するSDGs関連イベントなどを周知する
ことができます

分科会の主催申請
共通課題の検討や知見の共有、異分野連
携等を目的に分科会の主催申請が可能で
す

マッチングまでの流れ（民間団体等向け）
主なマッチング機能

その他機能

民間団体等
団体プロフィールの登録
団体情報を登録します
• 団体の基本情報
• 関心テーマや事例・実績 など
※登録内容が会員検索時のキーワード
になります

地域課題の検索
課題のカテゴリーやフリーワード検索等、
ご関心に沿った条件で絞り込み、サイト上
に掲載される課題を検索可能です

課題解決への提案
旧提案シート
見つけた地域課題に対し解決方法を提案
します
運営事務局の確認・承認後、課題主
（提案先）へが提案内容が届きます

提案結果の確認
課題主からの検討結果（意見交換希望/
見送り）や連絡先情報を受け取ります

会員の検索
団体規模（社員数）や所在地、
実績などの項目が増えました
項目を入力していただくことで、
検索されやすくなりますので、登録内容
を見直していただくことをお勧めします

地域毎等に会員が検索できます
同じ域内の登録企業等を検索し、
域内連携を進める場合などに便利です

ソリューションの検索
より多くの提案が欲しいときに検索：
• 同じ域内の企業等
• 課題と同じカテゴリーのソリューション

公開掲示板の活用
課題について不明点がある場合、
公開掲示板で課題主の団体へ質問投稿
が可能です
掲示板は全会員に公開されます
※課題主により機能が無効化されている
場合があります

非公開掲示板の活用
課題主（提案先）より、提案内容に関す
る質問が届くことがあります
(非公開掲示板は課題主から連絡がない
限り利用できません)

ソリューションの登録
旧リクエストシート

課題解決に貢献できる得意分野、
ノウハウ・サービス等を登録します
運営事務局の確認・承認後、サイト上に
掲載されます

イベント情報を発信する
プラットフォーム会員に対して、貴団体が
主催するSDGs関連イベントなどを周知
することができます

分科会の主催申請
共通課題の検討や知見の共有、異分野
連携等を目的とした分科会の主催申請
が可能です

検索機能により、連携したい団体が見つけやすくなりました

地方公共団体

課題を一緒に解決してくれる団体・
ソリューションを見つけたい

まずは地域から
団体を把握したい場合

解決のための手段が
ある程度分かっている場合

会員を検索

ソリューションを検索

「会員一覧」の
地図から所在地を絞り込む

「課題・ソリューション検索」から
「ソリューション」を選択

更にソリューションの属性で
絞り込む
 取り組みカテゴリ

 フリーワード

更に団体の属性で絞り込む
 会員種別（１・２・３号）

 取り組みたい課題カテゴリ など

関心のあるソリューションを
見つけた場合、「提案登録」から
提案を依頼することができる

提案を依頼する場合、事前に課題の登録を推奨します

解決に貢献できる課題を見つけたい
民間団体等
自団体が持っているノウハウ、ソリューションに
関連性の高い課題をカテゴリーなどから検索
「課題・ソリューション検索」から
「課題」を選択
 地域やフリーワード検索
など

 取り組みカテゴリ
より課題を絞り込んで
検索したい場合は、
画面左の絞り込みバーを
利用すると便利です。

解決に貢献できそうな内容がある場合、提案を登録できる

提案を行う場合、事前に自団体のプロフィールや、
ソリューションの登録を推奨します。
提案先の団体は、貴団体の登録情報をもとに
面談有無の判断を行うことがあります。

課題登録の記載例
提案登録の項目構成
解決したい課題内容
課題に対する
現在の取り組み
提案者に期待すること
定量的な目標値

 解決したい課題内容
• （原因）○○なことから/ ○○であるため/ ○○を背景に/ ○○の結果
• （課題）○○することができない/苦慮している/深刻化している/ 減少している/加速している
 課題に対する現在の取り組み
• 現在、○○を進めている/ ○○を行っているが追加の打ち手を探しています/目立った施策はありません
 提案者に期待すること
• 課題を解決する提案・施策を考案してもらいたい/課題に繋がった原因を解決する方法を一緒に検討したい/ ○○な状
態にしてもらいたい/ 特に提案の範囲を限定しません 等
 定量的な目標値があれば記載ください（任意）
• 人口減少数を○○人に抑制する/ ○○件の施設の建設/ ○○までに実行

課題の記載例
例１

初期取組を検討するために、提案を求める内容

 タイトル：担い手不足により水田風景が失われています
 解決したい課題内容
• 農業従事者の高齢化が加速していることから、作付けなどの作
業が以前のように実施出来ず、水田風景が失われつつあります
 課題に対する現在の取り組み
• ボランティアで見回り隊の活動を実施しましたが、効果が見られま
せん
 提案者に期待すること
• 地域の景観と、水田面積を維持する方法をご提示いただきたい
です

例２

取組の改善の求める記載

 タイトル：市内の孤独死を無くしたい
 解決したい課題内容
• 高齢の独身者が増加しており、孤独死を防ぐ対策の考案に苦
慮しています
 課題に対する現在の取り組み
• 地域見守りネットワーク事業：ライフライン会社や郵便局と連携
して、業務の際に異変があれば通報をお願いしています
 提案者に期待すること
• 外部からではなく、自宅内における見守りサービスの導入やそれに
類似する提案や施策を考案してもらいたい
 定量的な目標値
• 2025年までに町内の孤独死をゼロにしたい

提案登録の記載例
課題に対し、必要な提案項目を簡潔に記載できるよう構成しています
単なる製品の説明ではなく、地域課題に対して
どのように解決するかの観点にてご提案頂くことを推奨します

 提案内容の記載パターン：

入力による登録
民間団体等

ご提案に関する留意事項

課題解決のための提案
有効期限付

 提案が登録されてから2カ月経過しても提案先団体の回答がない
場合は、提案が自動的に取下げとなります
 一団体につき、6カ月ごとに（第1・２半期、第３・４半期）
ご提案できる提案件数は10件までとさせていただきます
（無回答による自動取下げ、見送りと回答された提案も件数に含む）

 提案内容
• （提案するもの）○○を提案します
• （課題への解消の詳細）○○により○○が実現できます／○○効果が期
待できます／○○を解消できます／○○が可能です
• （費用・役割分担）費用は○○円程度です／○○費用は無償です／
○○のご用意は地方公共団体にてお願いいたします
 導入事例・実績等（任意）
• 全国地方公共団体への導入実績○○件
• ○○市との○○実証実験にて、工数削減〇〇％が認められました

提案の記載例
例１

初期取組として、方向性から実証までの提案

 タイトル：水稲栽培省力化技術による担い手不足解消のご提案
 提案内容の詳細
• 栽培の省力化にフォーカスを当て、工数を多く費やす圃場見回りのため
のドローンによる空撮及び病害虫検知解析を提案します
• 解析結果を持って、農薬散布等の対策が必要な場合、従来の農薬散
布を実施していただくか、ドローンによる農薬散布をご希望の場合は、
実証・技術支援も可能です
• 散布ドローンも活用する場合、ドローン研修の受講後、ご購入下さい
 導入事例・実績等
• 散布ドローンや自動寒水装置などを用いた水稲栽培省力化の実証実
験にて従来より工数5割削減できました（2019~2020年）

例２

具体的な施策・改善方法を提示する提案

 タイトル：体調異常検知ウェアラブルによる健康問題・孤独死の監視
 提案内容の詳細
• 手首に着用する心拍数計などのウェアラブルの活用・実証を提案します
• 人間による見落としを排除することにより、対応の手遅れなどを軽減で
きます
• 管理情報を可視化するポータルから効果の確認可能です
 導入事例・実績等
• ○○市及び○○介護センターとのウェアラブルによる高齢者の健康管
理実証プロジェクト（2018年~2020年）

コミュニケーションツールを活用し、質の高いマッチングを実現する







地域課題に対する質問を行いたい

提案内容又は提案依頼について
個別のやり取りを行いたい

公開掲示板の機能

非公開掲示板の機能

掲示板に投稿した内容は、全ての会員に公開されます
掲示板は、課題主が設置する・しないを設定できます
課題の掲載期間満了に伴い、掲示板も公開終了します
連続して投稿できる回数に制限があります（上限 回）
誹謗中傷など不適切な内容を削除する場合があります






掲示板に投稿した内容は、課題主と提案者のみに公開されます
提案依頼を受けた団体、または提案を受けた課題主が開始できます
連続投稿は、団体ごとに 回まで
提案の検討状況が把握できます（検討結果が見送りとなった場合、以降、
非公開掲示板は利用できなくなります）
提案の提出依頼について会話する

よりマッチした提案のために
課題をもう少し詳しく
知りたい

提案依頼先
団体

会員

質問・
依頼検討状況

課題主
回答

提案の提出を依頼した
非公開掲示板 団体とのコミュニケーション、
対応可否が把握できます

課題主

通知

質問

提案依頼

提案内容や検討結果について会話する

回答

公開掲示板

提案

会員限定

課題主

提案者
質問・
提案検討状況

公開掲示板を利用するメリット
提案したい会員

課題主

課題に関する質問を投稿し、提案前
に疑問点を解消できます

課題に関する質問に回答することで、
より具体的な提案が期待できます

連絡先を交換することなく、
面談前に提案について質問
できます

回答

非公開掲示板

提出した提案について
課題主の検討状況が
把握できます

