
官民連携取組　一覧表
2021年10月4日（月）～11月2日（火）の期間で会員の皆様より事例を受け付け、全71事例をご紹介いたします。

地域活性化 10件

産業振興・企業誘致 1件

男⼥共同参画・機会の平等 1件

災害対策・防災・減災 2件

健康福祉 2件

⾼齢者福祉・介護 2件

児童福祉 2件

教育・研究 4件

環境対策 2件

情報化（ICT・IoT・AIの利活⽤等 3件

会員間連携部門（29件）

地域活性化 17件
産業振興・企業誘致 2件
交通システム・公共交通対策 2件
災害対策・防災・減災 2件
健康福祉 1件
⾼齢者福祉・介護 2件
児童福祉 2件
教育・研究 2件
環境対策 7件
観光客の誘致・地域PR 3件
情報化（ICT・IoT・AIの利活⽤ 1件
その他 1件

一般連携部門（42件）



会員連携部門

カテゴリー：地域活性化
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-1 株式会社Ｚｉｐａｎｇ
① 地域活性
化

テレビアニメ「やくならマグカップも」による地域産業の活性
化

岐阜県多治見市の基幹産業である「美濃焼」をテーマにしたコンテ
ンツ発信による産業振興ならびに観光誘致による地域活性化を促進

A-2 NPO法人伊豆in賀茂6 ① 地域活性
化

空き家バンクと移住促進によって、都市部から新しい下田人を
迎え入れ、定着させる。

空き家バンクによって、使われなくなった家を、移住促進によって
血縁のない新しい後継者を探し、双方をマッチングさせることで、
空き家というモノが動き、人が動き、関連の事業者が仕事を得て、
新たな経済が動き出しています。新しい下田人の中には、新規事業
を行う人もおり、停滞していた町が動き始めています。

A-3 株式会社モリサワ
① 地域活性
化

全国初「フォント」で業務改善～ＵＤフォントの生産性向上を
実証～

全国初「フォント」で業務改善へ
〜いなべ市がUDフォントを検証、生産性向上を実証〜
UDフォントの有益性を検証するため協定を結んでいるモリサワと協
働で検証を実施
新たな効果を共に実証しました。

A-4 株式会社テクノ中部
① 地域活性
化

ヤギ除草を活用した環境・ＳＤＧs学習　in 東浦自然環境学習
の森

愛知県東浦町の「東浦自然環境学習の森」を活用し、企業・NPO・
自治体等が連携して、地域の人材育成、地域活性化を目的に、ヤギ
除草や環境・SDGs学習を行っています。

A-5 株式会社十六銀行
① 地域活性
化

『みんなで地方創生ＳＤＧｓチャレンジwithじゅうろく』の開
催

当行本店ビルにてＳＤＧｓ普及啓発イベントを開催し、取引先企業
２８社や自治体のＳＤＧｓの取組みをパネルにて展示・紹介したほ
か、地元企業経営者を講師としたＳＤＧｓの身近な事例を紹介する
セミナーを開催した。

A-6 株式会社那賀ウッド
① 地域活性
化

地方創生に向けて木や森林の新しい機能・用途を活かした林業
6次産業化事業

那賀ウッドは森林資源の新しい出口として、「新しい機能」、「新
しい用途」の製品・サービスづくりを行うことで山間地と都市にお
ける資源・資金・人材の循環を図っています。



No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-7 株式会社プリンスホテ
ル

① 地域活性
化

SDGsワーケーションで新たに切り開く地域創生

地域の課題解決とSDGs活動を希望する企業を繋ぐ、新しい価値
「SDGsワーケーションプログラム」を創出・運営。活動報告レポー
トで企業のSDGsへの貢献を「見える化」し、参加者の満足度と意欲
向上の仕組みも同時に構築した。

A-8 株式会社エンファクト
リー

① 地域活性
化

糸魚川市関係人口創出のためのクリエイティブ人材コミュニ
ティ運営

コミュニティプラットフォーム「Teamlancerエンタープライズ」上
におけるいといがわ・クリエイティブ・シップ会員同士の交流や、
ジョブの創出。また、Teamlancer一般会員への情報発信。

A-9

地方創生SDGｓ官民連
携プラットフォーム分
科会「ＳＤＧｓ＆ＥＳ
Ｇ＆ＣＳＶビジネスモ
デルと人材育成」

① 地域活性
化

ソーシャルインキュベーションラボin伊万里市

ソーシャルインキュベーションラボ活動により、域外大学生、域内
高校生、伊万里市、地場企業と都市部企業が連携し商品開発、商品
企画、PRに取り組み、1000人の集客を目標に年末イベントを実施予
定です。

A-10 KDDI株式会社
① 地域活性
化

KDDIスマートドローンを活用した伊那市ドローン物流サービ
ス

国内初の自治体運営によるドローン配送事業、伊那市助け合い買い
物サービス「ゆうあいマーケット」を実用化。 ケーブルテレビで注
文した食料などの日用品をドローンで山間部まで配送し、買い物困
難者を支援するサービスを伊那市とKDDIが構築。

カテゴリー：産業振興・企業誘致
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-11 平塚市
③ 産業振
興・企業誘
致

開発実証中の波力発電所を活用した漁業のカーボンニュートラ
ル化を目指した実証事業

（１）実証中の平塚波力発電所を活用した「電池推進船の漁業利用
の実証実験」
（２）波力発電設置による海岸保全の社会意識の醸成
（３）ブルーカーボン実証実験：波力発電所を活用した藻場の造成
によるCO2固定

カテゴリー：男女共同参画・機会の平等
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-12 株式会社Surpass
⑤ 男女共同
参画・機会
の平等

「とくしまTECH WOMAN®」～女性の経済的自立とジェン
ダーギャップ改善に向けた取組～

「とくしまTECH WOMAN®」は、市内の⼥性を対象に、Ｗebマー
ケティングやITスキルの習得研修等を行い、⼥性の就業や経済的
自⽴を支援する⼥性のキャリア支援事業です。弊社と徳島市が共同
で令和3年3月に開始しています。



カテゴリー：災害対策・防災・減災
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-13 パイフォトニクス株式
会社

⑦ 災害対
策・防災・
減災

静岡県浜松市における光文字による医療従事者への感謝の気持
ちのメッセージ

JR浜松駅ビル「メイワン」の北側壁面に医療・介護従事者などの皆
様へ感謝の気持ちを表す「アリガトウ」、「ハート」、「レインボ
ウ」の光文字によるライトアップを実施いたしました。

A-14 株式会社インバックス
⑦ 災害対
策・防災・
減災

廃棄されていた現地土砂（災害発生土砂）を建設資材として資
源化

現地で発生した土砂をソイルセメント技術で資源化し建設資材とし
て再利用。土砂廃棄の削減・外部資材調達の削減となり循環型社会
を実現します。また運搬量も大幅に削減となる為、CO2排出量の削
減にも大きく貢献します。

カテゴリー：健康福祉
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-15 リアルワールドゲーム
ス株式会社

⑧ 健康福祉 健康・観光・防災機能付きの街歩きアプリ「サノコレ！」

「サノコレ!」は街中に現れるアイテムを収集しながら歩くことで素
敵なプレゼントがもらえるアプリで
ある。市民が楽しみながら歩いて健康になったり、災害に備えた避
難ルートを学んだりできる新し
い取り組みである。

A-16 一般社団法人　日本未
病総合研究所

⑧健康福祉
未病ケアの実践活動を通じて少子高齢社会での健康と生き甲斐
を享受し、地域の活性化に寄与する。

少子高齢時代、自らが自分の身体に鋭くなり未病のままで100歳をめ
ざす社会活動を行っている。e-ラーニングを通じて未病サポーター
を育成している。地域社会で健康・未病ケアのリーダーとなること
で生き甲斐になり、地域の産業活性化にも繋がる。

カテゴリー： 高齢者福祉・介護
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-17 株式会社COクリエイト
⑨ 高齢者福
祉・介護

地域住民同士の共助サービスの全国展開による実効性のある高
齢化対策

高齢者などの困りごとを、地元在住の地域貢献意識を持った住民が
サポートする助け合いサービスにおいて、お得な各種サービスの提
供による生活支援の充実化、利用価値の向上、既存の類似サービス
との差別化を行った。 

A-18 株式会社ウェルモ
⑨ 高齢者福
祉・介護

一人で暮らす高齢者の在宅生活を持続可能にし、地域で見守る
居宅内生活行動モニタリングシステム

電力センサー等のデータに基づき、独居高齢者の居宅内の生活行動
を見える化し、多職種間で共有することで、地域で高齢者を見守る
体制を作り、介護事業者は、高齢者の生活リズムにあったケアを提
供可能となる。



カテゴリー： 児童福祉
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-19 Gigi株式会社 ⑩ 児童福祉
ふるさと納税を活用して地域の飲食店を「こども食堂化」す
る、街ごとこども食堂プロジェクト

食事を電子チケットで贈れる「ごちめし」を活用して、子どもと地
域の飲食店を繋ぎ、支援する「街ごとこども食堂プロジェクト」。
財源には、ふるさと納税の寄付金を活用し、子育て家庭と飲食店の
双方を支援できます。

A-20 特定非営利活動法人
チャリティーサンタ

⑩ 児童福祉
貧困家庭の抱える「子どもの体験不足」 の解消に向けた行政×
NPO×企業の 連携・支援ネットワーク構築事業

行政担当課とNPOが連携し「貧困家庭の子どもが体験不足となって
いる」という調査を行った。さらに対象家庭のニーズも把握し、企
業が持つ資源を有効活用し、親子向け体験プログラムの開発・実施
支援を行う。

カテゴリー： 教育・研究
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-21
特定非営利活動法人
大阪環境カウンセラー
協会

⑪ 教育・研
究

ＳＤＧｓ学習会　「講話とたまねぎ染め体験」

いま話題のＳＤＧｓについて、お話とゲームで分かりやすく学んで
いただきました。
当日は、浪速区長にも飛び入りや親子、友達同士で参加いただい
て、自分だけの玉ねぎ染めのオリジナルエコバッグを作りました。

A-22 株式会社ネオキャリア
⑪ 教育・研
究

官民連携による子どもの読書推進活動

人材会社のサステナブル活動として「子ども達のキャリア教育支
援」を目指しているネオキャリアと、内閣府が選定する「SDGs未来
都市」である生駒市は、SDGs官民連携プラットフォームのマッチン
グイベントにて繋がりを得ました。サステナブル活動に関わる官民
連携の第一歩として、生駒市のSDGs目標4「質の高い教育をみんな
に」の達成に向けて子どもの読書活動推進とキャリア教育支援を目
的に、「トライ！生駒子ども読書会議」を2021年11月4日（木）に
開催いたします。

A-23 株式会社COクリエイト
⑪ 教育・研
究

　寺子屋×　eスポーツ　～引きこもり問題の新たな解決手法の
開発～

124万人に及ぶ引きこもりとゲームは切っても切れない関係です。
ゲームの社会的価値確立、生産性向上をe-sportsを通じてスポーツマ
ンシップ教育（道徳）とプログラミング教育（技術）を寺院で行い
社会課題を解決していきます。

A-24 株式会社シンクアロッ
ト

⑪ 教育・研
究

保育園のこどもたちがオンラインで世界交流・SDGs学習「高
知県土佐町　みつばせかいプロジェクト」

土佐町みつば保育園のこどもたちに、世界８カ国の文化とSDGsを学
ぶ機会を提供します。動画/現地とのオンライン交流を通じて、こど
もたちの世界観をひろげるプロジェクトです。



カテゴリー： 環境対策
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A-25 パイフォトニクス株式
会社

⑫ 環境対策 静岡県浜松市における光によるムクドリ被害対策
令和2年度に浜松市土木部南土木整備事務所および浜松市デジタル・
スマートシティ推進事業本部と連携して地域課題のムクドリ被害に
対して光による対策の実証実験を2つ実施。

A-26 非営利型一般社団法人
Silva（シルワ）

⑫環境対策
官民連携の実働を伴う地球温暖化対策プロジェクト　～土地本
来の森の再生「湘南国際村めぐりの森づくり」～

2009年より累計6万本以上を植樹し2haを原生林に近い土地本来の森
へ再生しました。当法人は担当グループのリーダーとして、年に2回
の植樹祭の運営から通年のメンテナンスや調査活動まで、総括して
います。

カテゴリー： 情報化（ICT・IoT・AIの利活用等）
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

A_27 一般社団法人Shien

⑭ 情報化
（ICT・
IoT・AIの利
活用等）

自治会・町会運営サポートから住民の孤立世帯を防ぐデジタル
化支援

自治会・町会の加入率低下が問題視され、さらに新型コロナ感染症
により活動の自粛・中止が続きます。我々は、誰一人取り残さない
住民参画となるスマートフォンアプリ電子回覧板（結ネット）によ
り、地域に優しいデジタル化支援をミッションとし活動を行ってい
ます。

A_28 株式会社川崎商店

⑭ 情報化
（ICT・
IoT・AIの利
活用等）

秩父産木育教材をICT化し姉妹都市を結ぶ
秩父地域森林林業活性化協議会と姉妹都市である東京都豊島区を秩
父産木育教材で結び、NEC被写体認識基盤サービスを活用して連携
させた取り組み。

A_29 横浜銀行

⑭ 情報化
（ICT・
IoT・AIの利
活用等）

小田原市の歴史的資源を活用した観光活性化に向けた取り組み
～箱根口ガレージ (報徳広場) の開業～

・観光推進事業と地域コミュニティ事業を展開する「箱根口ガレー
ジ(報徳広場)」を開業
・コンテンツ:レストラン、カフェ、スイーツショップ、フラワー
ショップ、地域食堂、子ども経済教室など



一般連携部門

カテゴリー：地域活性化
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-1 株式会社百十四銀行
① 地域活性
化

かがわPPP/PFI地域プラットフォームにおける官民連携の取組
み

まずは、PPP/PFIの機運醸成を目的に地公体職員の業務知識向上セミ
ナーを開催。その後、2021年1月に「地域プラットフォーム」を設立
し、官民ともに制度理解を深め、同年10月に官民対話を実施。

B-2 しずおか焼津信用金庫
① 地域活性
化

「官・民・金」連携の中小企業情報発信支援企画『ＳＨＩＺＵ
ＯＫＡ ＳＤＧｓ Ａｃｔｉｏｎ！』

当金庫の地域中小企業との繋がりを活かし、SDGs推進企画を実施。
静岡でSDGsを積極的に取り組む地域中小企業を当金庫が公募し、よ
り特徴的な取組を行う企業のSDGsの取組について、藤枝市と協力し
て情報発信等のサポートを行っている。

B-3 リアルワールドゲーム
ス株式会社

① 地域活性
化

広島IN TOWN WALK
「位置情報」を活用することで、三密回避をしながら、広島マチナ
カの魅力をイベント参加者に
知ってもらうことに加え、街の新たな魅力を創出した。

B-4 大日本印刷株式会社
① 地域活性
化

地域共創型XRまちづくりPARALLEL CITY

地域と連携して、実在する場所のバーチャル空間を作成。リアルと
バーチャルの融合により、地域創生につなげる事業を推進。札幌市
北3条広場と渋谷区立宮下公園、2拠点のバーチャル空間をリリース
した。

B-5 松山市
① 地域活性
化

太陽エネルギーで走る電動モビリティを活用した離島活性化の
取組み

離島中島の地域課題を解決する官民連携プロジェクトチームを結
成。行政が電動モビリティを調達、保険会社が安全性を調査、地域
の社会福祉法人が運行を担い、温室効果ガスの削減と移動手段の確
保に向け実証中。

B-6 一般社団法人在宅栄養
ケア推進基金

① 地域活性
化

高齢者の低栄養予防で地域活性化を促す生涯活躍のまち推進事
業

低栄養予防に資する調剤薬局を整備し、薬食同源で農産物の機能性
を訴求することで農産物の需要拡大、6次産業化を促し、農業者の所
得増大（就農促進）と健康寿命延伸に資する「生涯活躍のまち」を
創出します。



No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-7 株式会社FF ① 地域活性
化

障がい者支援、出所者支援、フードバンク事業

「人の可能性を信じて社会問題を解決する」を体現する企業として
障がい者・難病者・出所者・シングルマザー・シニアなどの人材に
対し、支援の取り組みを行っております。社会問題を解決していく
事と同時に総人口が減少していく中で、労働力確保の施策を行って
おります。

B-8 学校法人先端教育機構
事業構想大学院大学

① 地域活性
化

企業版ふるさと納税を活用した、産官学共創による地域活性
化・SDGｓ新事業構想プロジェクト研究

地域活性化や地域課題解決、SDGｓに資する新事業を構想するため
の研究会を、企業版ふるさと納税制度を活用して組成。多様なメン
バーが研究員となり、産官学共創により新事業構想計画を策定して
いる。

B-9 大和リース株式会社
① 地域活性
化

にぎわいの創出と地域課題の解決につなげるパークマネジメン
ト『Park－PPP』　　【事例：ブランチ大津（滋賀県大津
市）】

公園と商業施設を一体化させた「ブランチ大津京」が誕生しまし
た。地域の人々がいきいきと過ごせるにぎわいを創造し、地域の課
題解決につなぐ新たなまちづくりのモデルケースです。

B-10 株式会社サイバーレ
コード

① 地域活性
化

eスポーツでいい里づくり事業

eスポーツを活用し、①高齢者の認知機能の維持など健康づくり　②
若者層へのプログラミング教育を通じたデジタル人材の育成　③世
代間交流の場づくり　の3本の柱を交差させ、地域課題の解決を図
る。

B-11 株式会社サイバーレ
コード

① 地域活性
化

子どもたちの笑顔が溢れる居場所づくりプロジェクト

戦争末期の情勢と地元の人々の生活を肌で感じるフィールドミュー
ジアム「にしき ひみつ基地ミュージアム」で学びのプログラム、遊
びのプログラム、食事のプログラム（子ども食堂）を実施し、地域
活性化につなげる。

B-12 株式会社キッチハイク
① 地域活性
化

地域の食と文化から 豊かな社会を創造する『ふるさと食体験』

地域資源を「特産品+オンライン体験」というサービスへ昇華し、地
域のファン・関係人口創出を実現。更にふるさと納税返礼品として
自治体・生産者への継続的な経済循環に繋げ、持続可能な地域づく
りに寄与する。



No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-13 株式会社キッチハイク
① 地域活性
化

次の100年を創造する地域と家族の繋がりを作る『保育園留
学』

内閣府「一時預かり事業」を活用した、親子ワーケーションプログ
ラム。保育園や遊休物件等の点在した資産を一つにパッケージ化。
過疎地域に子育て家族を招き入れ、関係人口創出と地域経済への貢
献を実現する。

B-14 学校法人原田学園　鹿
児島情報高等学校

① 地域活性
化

『鹿児島盛り上げ隊』 わたしたち高校生が地元の魅力をＳＮＳ
で世界に発信

鹿児島情報高等学校　情報処理科の生徒が教育の一環として鹿児島
の魅力ある場所を訪れ体験しSNSを活用しその魅力を発信する。生
徒自身が地元に魅力を感じることで若者の地元定着に繋げ、更に地
域活性化にも寄与する。

B-15 株式会社ヘルスケアシ
ステムズ

① 地域活性
化

栃木県小山市の特産物“ハトムギ”に関する研究および自治体ブラ

内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の「次世代農
林水産業創造技術」の「ホメオスタシス維持機能をもつ農林水産
物・食品中の機能性成分評価手法の開発と作用機序の解明」の事業
の一環として、はとむぎ生産量日本トップクラスの栃木県小山市と
地方独立行政法人新小山市民病院の協力を得て、はとむぎ摂取によ
る健康保持機能に関する研究を行い自治体ブランディングとPRに向
けた取組。

B-16 Creative Service
Kingdom株式会社

① 地域活性
化

全国の中学生とともにSDGs11で地域を繋ぐ「中学生だからで
きる！プロジェクト」

全国の中学校で本プロジェクトを開催し、本当のSDGs実践と、今後
社会で活躍するための勇気を与えていきたいです。学生企業として
全力でサポートしていきます！

B-17 豊田市
① 地域活性
化

とよたSDGsパートナーが主体となった食品ロス啓発イベント
の開催

企業・NPOからなるワーキンググループにより、食品ロス問題を楽
しみながら学ぶ「とよた食品ロス妖怪クイズラリー」イベント及び
競技として清掃活動を行う「スポGOMI大会 in とよた」が主体的に
企画・準備・実行された。



カテゴリー： 産業振興・企業誘致
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-18 株式会社ビジネスマー
ケット

③ 産業振
興・企業誘
致

【事業承継支援】官民連携による後継者不在企業への第三者承継
札幌連携中枢都市圏（札幌市を含めた近隣12市町村）内所在の、高
齢な経営者（概ね70歳以上）、かつ、後継者不在の中小企業に対す
るワンストップでの事業承継支援。

B-19 泉佐野市
③産業振
興・企業誘
致

どの地域、どの自治体でも。人と地方と企業を繋ぐ、新しい地
方創生の取組み

地場産品が少ないという本市の課題解決する施策として「地場産品
創出支援事業」を展開。新たな事業展開を模索している企業や事業
者を後押しする施策であるとともに、地域活性化、地方創生にも資
する取組みです。

カテゴリー：交通システム・公共交通対策
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-20 株式会社JTBコミュニ
ケーションデザイン

⑥ 交通シス
テム・公共
交通対策

日光MaaS（環境配慮型・観光MaaS）によるモーダルシフト及
び新たな旅のスタイルの構築による観光活性

日本有数の観光地である日光において、観光MaaSによる、世界中か
らの旅行者をターゲットとした、地域交通機関を利用した低炭素化
の推進と、観光消費額拡大を同時に実現する。

B-21 一般財団法人SDGs普
及協会

⑥ 交通シス
テム・公共
交通対策

車椅子ルートマップ普及活動を通じた交通機関への「障害者差
別解消法」解決に繋げる取り組み

全国の駅へ、車椅子ルートマップの普及を目指しています。まずは
関西からマップ普及を促進していきますが、スマホ利用で障害者差
別解消法の対応にも繋がる活動です。

カテゴリー： 災害対策・防災・減災
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-22 NPO法人なかよし学園
プロジェクト

⑦ 災害対
策・防災・
減災

【日本の防災への取り組みでコンゴ民主共和国の減災、防災に
貢献】日本の防災活動を海外活動によって世界に、日本にア
ピールし防災意識を高めた

【日本の防災の取り組みを世界へ！】アフリカ・コンゴ民主共和国
に防災学校を設立。鹿児島市、島原市の取り組みを展示し、両市で
行っている防災授業や避難訓練を現地で実施。防災の土台を築いた

B-23
国土交通省　関東地方
整備局　荒川下流河川
事務所

⑦ 災害対
策・防災・
減災

みんなで一緒にあらかわろう！（ARAKAWA TRANSFORMATIO

荒川下流域で取り組む「流域治水×SDGs」の一環で、水災害にも強
い持続可能な社会の発展に貢献する官民連携によるインフラ整備・
管理のSDGs達成貢献を多くの人に知ってもらうため、工事現場から
情報発信を行った。



カテゴリー：健康福祉
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-24 リアルワールドゲーム
ス株式会社

⑧ 健康福祉 アルファーズウォーク
地図上のスポットにチェックインすると、アルファーズ選手のコレクションが
確率で獲得できるウォーキングゲームである。更に埼玉県健康長寿課と
のコラボレーションで、埼玉健康マイレージのコバトンが登場する。

カテゴリー：高齢者福祉・介護
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-25 社会福祉法人　池田町
社会福祉協議会

⑨ 高齢者福
祉・介護

「ふまねっと運動」を活用した介護予防に資する住民主体の通
いの場の運営事業

町内会長らに介護予防プログラム「ふまねっと運動」を体験しても
らい、全町的に取り組むことを決め有志で団体を立ち上げ、年間260
日健康教室を開催。当初5年間プロジェクトとして取り組み始め今年
で15年。第8期の介護保険料は下がり、全道で最も下げ幅が大きく
なった。

B-26

株式会社ドリームイン
キュベータ/合同会社
Next Rise ソーシャル
インパクト推進機構

⑨ 高齢者福
祉・介護

ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した官民連携介護予防
事業「ずっと元気！プロジェクト」

SIBを用いた民間リソース活用によりコロナ禍に対応した社会参加
サービスを提供し、市内高齢者の要介護リスク低減を目指す。ま
た、幅広いサービスを展開し、皆様に継続的に楽しんで参加頂くこ
とで、幸福度向上も図る。

カテゴリー：児童福祉
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-27 神奈川県庁 ⑩ 児童福祉
コロナ禍での子どもの貧困解決に向けたSDGsアクションの推
進（子ども食堂×フードロス対策）

コロナ禍で一層深刻化する社会的課題の一つである「子どもの貧
困」の解決を図るため、SDGsを道しるべに、「食」の支援を通じ
て、多様な主体の関心、参画を促すことで、「共助」の取組みを広
げる。

B-28 特定非営利活動法人
アートコミュニティ

⑩児童福祉 アートで非認知能力を育む子どもの居場所
画材などが自由に使える、画家が常駐し見守る。母親の交流と心の
ケア。

カテゴリー：教育・研究
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-29 一般社団法人　社会デ
ザイン協会

⑪ 教育・研
究

ESDユニバーシティ
ジモトでかつやくし社会で成功する人を創出する学校兼地域交流拠
点を形成し、SDGｓ社会デザイン学を中心とした地域人材を育成
し、持続可能な地域づくりを行う

B-30 うるま市
⑪ 教育・研
究

『ネット部活』が未来をひらく　うるま市ＩＣＴ活用島しょ地
域児童生徒交流実証事業

生徒数が減少傾向にある島しょ地域等の学校において、地域内外と
連携し２１世紀型ライフスキルの向上に向け、オンラインゲームを
活用した文化祭や台湾・エストニアとのオンライン国際交流学習、
フィールドワークによる学習、ＳＥＬなどを実施。



カテゴリー： 環境対策
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-31 一般社団法人　奥むさ
し飯能観光協会

⑫ 環境対策
飯能の伝統野菜「固定種野菜」でベジヴィーガンメニューを地
域一体で共有し、「健康意識の高い台湾女子」のハートをつか
む！

飯能全体が外部専門家と一体になって、伝統野菜「固定種野菜」を
つかったベジヴィーガンメニューを開発することで、地域住民の
ウェルネスを高め、「食の多様性」への対応を高め、持続可能な観
光を共創する。

B-32 東大和市 ⑫ 環境対策
市民・事業者・自治体が連携したペットボトルの水平リサイク
ルへ向けた挑戦

【産官民連携による全国初の取組！】
市内セブンイレブン全店舗におけるペットボトル回収事業を実施
し、ペットボトルの水平リサイクルを目指す取組です。

B-33 公益財団法人都市緑化
機構

⑫ 環境対策 SEGES（社会・環境貢献緑地評価システム）～企業等によって
SDGs達成に向け、企業等による緑地の保全・創出、維持管理、利活
用から社会・環境貢献の程度を評価、認定。みどりの機能・価値の
言語化と、持続可能な維持管理・合理的な投資を実現する。

B-34 一般社団法人
ClearWaterProject ⑫ 環境対策 介木川の水・水質を考えようワークショップ

水質汚染が気になる地域の住民を対象にワークショップを実施。水
質の現状、影響を住民同士で共有するとともに、実際の行動で個人
として、地域として何ができるかを意見を出し合う。

B-35 特定非営利活動法人
水辺に遊ぶ会

⑫ 環境対策 中津干潟プチポスター・写真・映像展

6月12日から7月7日まで、イオンモール三光を会場に中津市環境政策
課が、地域の環境やごみ問題について啓発する催しを行い、当会の
参加を依頼されました。当初ポスター１枚のみの参加の予定ででし
たが、機会をいただけるなら、複数のポスターや海ごみ、映像の展
示をお願いしたところ快諾をいただき、広く市民に地域の環境につ
いて知ってもらうことができました。

B-36 一社）アニマルパス
ウェイと野生生物の会

⑫ 環境対策
森と命を繋ぐ野生動物の歩道橋「アニマルパスウェイ」の開
発・普及・一般化

2004年に経団連自然保護協議会で出会ったNGOと大手建設業2社が
アニマルパスウェイ研究会を立ち上げ、実証実験を経て、廉価なア
ニマルパスウェイを開発し、全国に13基（うち現存9基）、海外1基
の設置を支援してきた。リス、ヤマネ、ヒメネズミや様々な樹冠昆
虫類などが利用している

B-37 カネパッケージ株式会
社

⑫ 環境対策 自動販売機から出来るSDGｓの取組み

自動販売機設置企業様から毎月缶ジュースの売上金の一部をマング
ローブ植林基金として寄付頂き、フィリピンの環境庁の協力を仰
ぎ、従業員及び地元住民と共にマングローブの植樹よ育成を行って
いる。



カテゴリー：観光客の誘致・地域PR
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-38 リアルワールドゲーム
ス株式会社

⑬ 観光客の
誘致・地域
PR

横浜ローズウィーク2021
横浜市内各所のバラ園や周辺地域などを歩き、スポットにチェックインする
ことで、ガーデンベアのコレクションを集め、限定グッズなどを当てるイベン
トである。インスタグラムでのフォトコンテストも実施した。

B-39 株式会社朝日広告社
⑬ 観光客の
誘致・地域
PR

地方自治体のSDGsコミュニケーションを加速させる、全国初
の取組み。FRaU1冊まるごと「徳島県×SDGs」の雑誌の出版
を企画・プロデュース

地方自治体のSDGsを1冊まるごと雑誌で刊行する全国初の取組み。
制作過程で官民が連携する共創スキームです。徳島県のSDGsを発
信、旅の楽しさも紹介する新しい地方創生コミュニケーションのモ
デルです。

B-40 株式会社ブランジスタ
⑬ 観光客の
誘致・地域
PR

女優・タレントが、街の魅力を紹介する「旅色FO-CAL」を活
用しての地方創生プロジェクト

地域の良さを深堀したいという要望から、地元（LOCAL）に焦点を
当てた（FOCUS）地域プロモーション特別編集マガジン【旅色FO-
CAL】を制作し、電子雑誌だからこそできる全世界への配信。

カテゴリー：情報化（ICT・IoT・AIの利活用等）
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-41 コミュニカーレ株式会
社

⑭ 情報化
（ICT・
IoT・AIの利
活用等）

ツシマヤマネコ起点のSDGsまなび共創プロジェクト

ICTを利活用し、動物園と共創する絶滅危惧種の野生動物の切り口で
地球・自然・人間の共生を考えるSDGs起点まなびコンテンツへの
ユーザーリーチを広げて、私たち人間の消費行動やライフスタイル
の変革と観光促進に繋げる

カテゴリー：その他
No 団体名 カテゴリー タイトル 概要

B-42

みなむすGOHAN
PROJECT（（株）東
京ブランディングマー
ケット）

その他
「都市農業」×「茶文化」×「食育」をミックスしたお茶の苗木
を育てて→たしなむ「千人茶園」の取組

2016年〜2018年に井の頭公園にて開催した「井の頭千人茶会」を皮
切りにみんなでお茶の苗木を育てて→たしなむ茶文化コミュニティ
を発足。お茶の苗木の育成を通して一過性のイベントではなくSNS
などで育成支援を行い現在は「千人茶園」第1号として豊島区立いけ
ぶくろ幼稚園の協力により毎年年長さんから年少さんへ「茶苗」の
お世話を引き継ぎ「都市農業」×「茶文化」×「食育」をミックスし
た取組となっている。


