
8月31日(水)参加
申込期限

8月31日(水)参加
申込期限

https://forms.office.com/r/CJJ11Cm2mz https://forms.office.com/r/zu2UiNjbNY

9月6日(火)

※定員(100名)に達した場合、締め切らせていただきます。 ※事前申込が必要です。申込いただいたメールアドレス宛に、
2日前までにZoomURLを送付いたします。

会場参加 オンライン参加(Zoom)

総会・関連イベントを開催します！
マッチングイベント、参加者募集!！

参加方法

オンラインマッチングイベントタイムテーブル

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、会場開催を中止とする場合がございますので、ご了承ください。

参加無料!

総会及び講演等終了後、提案発信型(提案者対複数参加者)のオンラインマッチングイベントを開催します。
以下のとおり、各団体の提案・発表が行われ、各団体とつながることができるチャンスですので、ご興味のあるルームを
お選びいただき、下記参加申込フォームより、是非お申し込みください。

■右記QRコードまたは上記URLにアクセスし、必要事項を入力してください。
■アクセスできない場合は、所属（会社名・団体名等）・氏名・メールアドレス・
　電話番号・参加希望ルームを記載の上、下記お問い合わせ先へメールをお願いします。
■申込いただいたメールアドレス宛に、2日前までにZoomURLを送付いたします。
■参加者の所属・氏名・メールアドレスは、申し込みされたルームの主催団体にお知
　らせしますので、あらかじめご了承ください。

TEL 03-6633-2772 info@mai l . future - c i t y.go. jp
【お問い合わせ先】

（対応時間：平日10時～17時※12時～13時除く）
（凸版印刷株式会社内）

　地方創生SDGs官民連携プラットフォームの2022年度総会を以下のとおり開催します。当日は総
会に加え、関連イベントとして、地域におけるSDGsの達成や課題解決に向けて、有識者等による講
演やパネルディスカッションのほか、地方創生及び官民連携によるプロジェクトの創出に向けたマッ
チングイベントを実施しますので奮ってご参加ください。

参加申込はこちらから

マッチングイベントの参加申込について

2022年9月6日(火)　13:20～16:45（参加無料）
参加方法：オンライン会議システムZoom
日　時

日　時 2022年9月6日(火)　9:30～16:45

総会・関連イベント開催概要

開催方法 会場開催及びオンライン(Zoom)

東京都千代田区平河町2-7-9 　JA共済ビル1F  永田町駅　4番出口より徒歩2分

大臣挨拶
局長挨拶
会長挨拶

岡田　直樹　内閣府地方創生担当大臣

淡野　博久　内閣府地方創生推進事務局長

北橋　健治　地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム会長(北九州市長)
9:30～

プログラム

総
　
会

関
連
イ
ベ
ン
ト

10:15～

10:30～

11:35～

13:20～

9:40～

会　場 JA共済カンファレンスホール　ホールA-E

会場・
オンライン
同時開催！

日　時

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に向けた連携協定調印式、等

テーマ別オンラインマッチングイベント　※詳細・申込は次ページをご覧ください。

※プログラムは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。

前年度活動報告及び今年度活動方針案の決定、等

「官民連携SDGsによる社会課題の解決と地域経済の活性化」
登壇者：村上　周三　一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 理事長

「官民連携プロジェクトによる社会課題解決 ～『官か民か』から『官と民で』～」　

役員選出

マッチングイベント

全国ＳＤＧｓプラットフォーム
連絡協議会関係イベント

基調講演

パネルディスカッション

【参加申込フォーム】

開催

こちらのウェブフォームから
お申し込みください。

こちらのウェブフォームから
お申し込みください。

ROOM 1

13:20

13:50

KDDI株式会社

「伊那市ドローン物流」

ROOM 2 ROOM 3 ROOM 4 ROOM 5 ROOM 6 ROOM 7 ROOM 8
優良事例紹介 優良事例紹介 フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ 分科会関係

特定非営利活動法人
チャリティーサンタ

「こどもの体験不足解消」

優良事例紹介 優良事例紹介 フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ 分科会関係

優良事例紹介 フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ 分科会関係

優良事例紹介 フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ 分科会関係

優良事例紹介 フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ 分科会関係

優良事例紹介 フリーテーマ フリーテーマ フリーテーマ デジタル化
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16:45
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～
～
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～

～

Gigi株式会社
茨城県境町

「地域飲食店のこども食堂化
　※橋本町長ご参加予定」

学校法人原田学園
鹿児島情報高等学校

「高校生による地元の魅力
　発信」

株式会社サイバーレ
コード

「eスポーツでいい里づくり」

株式会社キッチハイク

「保育園留学」

一般社団法人こども
食堂支援機構

「こども食堂による防災力
　と子供達の健康増進」

株式会社地方グリーン
プロジェクト支援研究所
(旧社名)北陸グリーンボンド
株式会社
「国の支援と民間資金（PFI）
　活用による脱炭素化事業」

株式会社コル

「食品由来廃棄物のアップサ
　イクル素材プラットフォーム」

一般社団法人在宅
栄養ケア推進基金

「SDGsに資する高齢者の
　低栄養予防事業」

株式会社メルカリ

「メルカリ×自治体連携
　について」

AXELL株式会社

「観光×謎解き　無料で集客
　できる謎解きエンターテイメ
　ントのご紹介」

公益社団法人マナー
キッズプロジェクト

「地方創生応援税制を活用し
　た「０歳からの立腰・体幹
　遊び」で運動能力を高め、
　学力も向上！」

ティーエムエルデ
株式会社

「エコ・アクション・ポイント
（EAP）で、行政・民間企業
　市民が一体となった環境
　自治体の実現」

株式会社COOON

「学生や地域住民を巻き込んだ
　戦略型複合施設での町おこし」

株式会社SAGOJO

「移住施策、関係人口創出に
　向けて継続的に人の流れを
　生み出すマッチングサービス」

BABYJOB株式会社

「保育園へのおむつ持参・
　名前書きを無くし子育て
　支援を実現」

亀山温泉ホテル

「毎分６００リットルの温泉が
　湧き出る際に発生するメタン
　ガスを緊急時やアウトドア事　
　業で利用したい」

株式会社昭和観光社

「「人のやさしい観光、幸福社
　会を創造するパートナーを目
　指します」～ユニバーサルツ
　ーリズム促進事業～」

株式会社文化資本創研

「「サイバー万博」×「大学共創
　＆ 産学官民連携」=「共創イ
　ノベーションの創出 ＆ 世界
　発信」」

日本フェムテック協会

「自治体・企業向け  女性のヘル
　スリテラシーの相互理解推進
　のためのパッケージ提案」

モバイルソリューション
株式会社

「地方創生と循環型社会の実現」

山都町

「有機農家日本一のSDGs未　
　来都市山都町における廃校
　利活用（給食室設備を活か
　した６次化加工など）」

株式会社安藤・間

「再生可能エネルギー活用を
　始めとする地域創生ソリュー
　ションのご提案」

株式会社カルティブ

「すでに76％の企業が知って
　いる「企業版ふるさと納税」
　を活用した官民連携施策の有
　効性について」

NPO法人
バーチャルライツ

「メタバース地方創生ソリュー
　ション」

株式会社エクセリーベ

「産前・産後のメンタルバランス
　を整える定期トレーニングプロ
　グラム「マインドゆるネス・ブート
　キャンプ」」

株式会社ジモティー

「自治体様と提携した循環型社会
　形成の取組～ごみ減量・リユー
　スの取組～」」

株式会社
イーストフィールズ

「オンライン展示会による地域
　創生のDXを実現」

一般社団法人十勝
うらほろ樂舎

「次世代に繋げられる「持続可
　能な地域モデル」を十勝うら
　ほろで共につくる企業を募集」

一般社団法人PMI
日本支部
SDGsスタートアップ
研究分科会

エール株式会社
女性活躍推進×複業推
進「エールプロジェクト」
「女性活躍推進プログラムを
　活用した地方創生のご提案」

一般社団法人
WOMAN TO WORK
協会
女性活躍推進と共働き
可能な社会の実現
「自治体のD&I推進～共働き可
　能な社会作りと少子化対策」

一般財団法人電気安全
環境研究所
安全とSDGs 分科会
「『事業者の責任』と『消費者の
　責任』：エシカル消費（安全を
　含む）の普及啓発」

「SDGs事業の立ち上げ・推進
　にお困りの皆様に『SDGsス
　タートアップ方法論』を用いた
　支援のご提案」

一般社団法人
SDGsヒーローズ
SDGsキャラクター
「きらめきひいろ」を
みんなで育成する分科会
「産学官民の垣根を超える！
　Vtuber「きらめきひいろ」
　を活用したSDGsの真の普
　及作戦！」

デジタル化

デジタル化

デジタル化

デジタル化

デジタル化

株式会社ＪＴＢコミュ
ニケーションデザイン

一般社団法人Clear
WaterProject

「GIGAスクール構想との連携」
「タブレット活用の地域独自デ
　ジタル環境教育」

株式会社テクノアクセ
ルネットワークス

「交通従事者の安心・安全運
　転支援、介護・IT農業従事者
　支援見守り応用への貢献」

scheme verge
株式会社

「デジタルを活用したエリアマ
　ネジメントによる持続的なエ
　リア活性化の実現」

一般社団法人セーフ
ティネットリンケージ

「「福祉×観光×防災一体型」の音
　声SNSを活用した、【関係人口
　を増やす】取り組みに興味があ
　る自治体を募集」

日本情報通信株式会社

【NTTグループ】市民の声を分
　析し課題を特定するSaaSソリ
　ューション」

「若年層と一緒に取り組む、
　オンラインゲームを活用し
　たデジタルでの地域の魅力
　つくり」

デジタル化

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

ゼネラルヒートポンプ
工業株式会社

「再生可能エネルギー熱や未利用
　熱を利用したヒートポンプによる
　カーボンニュートラルやSDGsに
　向けた取り組み」

株式会社テレリアル

「CO2濃度の見える化」

株式会社マクニカ

「再生可能エネルギーの地産地
　消/地域循環共生圏とエネルギ
　ーマネジメントの提案」

原貿易株式会社

「誰でもできる脱炭素・SDGs
　の取り組み～リユーストナー
　カートリッジの活用～」

ENECHANGE
株式会社

「新しい地域クリーンエネルギー
　供給インフラのご提案」

株式会社
マウンテンビュー

「森林施業者を短期養成できる
　技術で自治体等の森林間伐施
　業課題を解決し地域の脱炭素
　化の貢献します」

カーボンニュートラル

https://forms.office.com/r/VFjiUQ9prs


