
第一部

「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」の実績および活用方法

プラットフォームの概要と実績、官民連携事業に向けたマッチング支援機能や分科会活動の効果的な
活用方法についてご説明いたします。



地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームとは？

SDGsの達成と持続可能なまちづくりによる地方創生の実現を目指し、

官と民による地域課題解決に向けた、官民連携マッチング支援を

行っています



地方公共団体の

約63％ が加入

官民連携プラットフォームの特徴 ～国内最大規模の官民プラットフォーム～

会員数

6,952 団体

うち地方公共団体数

1,120 団体

全国1,788

地方公共団体

※令和4年12月末現在



• 会員が登録した課題や将来像を、

Webページ上で閲覧できます

• 実現したいゴールに向けて協力できそう

なステークホルダーにアプローチし、連携

につなげることができます

• 全国の官民連携事例を検索し、取り

組みを知ることができます

マッチング

• 具体的なテーマを立てて課題や知見を

共有し、取り組みを具体化することによ

り、プロジェクト創出を目指す場です

• 会員であればどなたでも参加可能で、

新たな分科会の設置を提案することも

できます

分科会活動

官民連携プラットフォームでできること

１ ２



会員の情報閲覧

会員一覧

会員が登録した課題やノウハウ

を閲覧できます

課題やノウハウの情報共有

マッチングシステム

マッチングに向けた、課題やノウハ

ウに関するより具体的な情報共

有、提案募集をします

連携開始

課題の解決に向けた取り組みを

協働でスタート！

マッチングの流れマッチング 分科会

地方公共団体

課題を
解決したい

解決策を
提案したい

民間企業等

マッチング



マッチングイベント
に参加してみよう

自治体と提案者のマッチングへ

向けた１対１の意見交換の場

を事務局がご用意します

連携事例
を参照してみよう

官民連携プラットフォームのウェブ

サイト上で、全国の官民連携事

例を紹介しています

運営事務局
に質問してみよう

ウェブサイトの活用方法が分か

らない場合はお問い合わせくださ

い

官民連携の進め方が分からないときは…マッチング 分科会



マッチングイベント
に参加してみよう

連携事例
を参照してみよう

運営事務局
に質問してみよう

自治体と提案者のマッチングへ

向けた１対１の意見交換の場

を事務局がご用意します

官民連携プラットフォームのウェブ

サイト上で、全国の官民連携事

例を紹介しています

ウェブサイトの活用方法が分か

らない場合はお問い合わせくださ

い

官民連携の進め方が分からないときは…マッチング 分科会



令和4年度に開催したイベントでは、

51件の自治体課題 に対し、228件の提案 が集まり、 100件の面談 を実施しました

自治体が提案を募集した課題の例

自治体にご登録いただいた課題の解決に向けて、
民間・団体がSDGs推進の観点も踏まえた技術・ノウハウを提案。

自治体と民間・団体にて、1対1の意見交換をしていただきます。

窓口業務を
デジタル化したい

日本遺産を核に
企業との関係構築を

進めたい

再生可能
エネルギーの
導入を進めたい

空き家・空地の
利活用を進めたい

マッチングイベントマッチング 分科会



官民連携プラットフォームの活用場面

地方公共団体等 民間企業・団体等

官民連携について
情報収集がしたい

官民連携の具体検討が必要

域内に事業者が少ないので
全国から提案を求めたい

地域の社会課題解決に
貢献したい

自治体との接点を探したい

官民連携事業を
幅広く展開したい

まずは地域課題の登録を！

登録に際しての予算化は不要です

自治体のニーズに寄り添った

提案をお待ちしています！



これまでのプラットフォームの実績は？

プラットフォームに登録をされた課題の約７割に提案がなされ、

民間団体からの提案の約半数はマッチングに至っています

72%

28%

提案を受けられた課題の割合

46%
54%

マッチングに進む提案の割合



課題カテゴリとは・・・課題登録時に選ぶテーマの分類

あらゆる課題テーマにおいて、様々な提案が集まっております

中でも「地域活性化」や「環境・エネルギー」の課題に対する提案が活発です

提案を多く受けられている課題内容のテーマの上位５位を抜粋

地域活性化

環境・エネルギー

産業振興

2
3

学校教育・生涯教育

観光振興

4
5

1 •地域情報・行政情報発信

•文化コミュニティ対策 等

•ゼロカーボン

•環境保全対策 等

•雇用維持・創出

•起業支援 等

•教育プログラム・学力向上

•教育施設整備 等

どんな課題でも、提案は受けられるの？マッチング 分科会



タイトル
カーボンニュートラル・脱炭素社会実現に向
けた推進体制の構築

カテゴリ

ゼロカーボン

解決したい課題
内容

気候変動の影響や脱炭素社会が地域に与
えるインパクト、他の課題（食品ロス、防災
対策、エネルギー代流出など）解決にも繋
がる一層のデータ活用方法や費用対効果
の高い事業アイデア、地域貢献への可視化
方法などをアドバイスいただき、本市の事業
推進にいかしていきたい。

タイトル 「マイナンバーカードの利活用」についての提
案を募集します

カテゴリ

行政内手続き
行政サービス・手続き

解決したい課題
内容 本市のマイナンバーカードの交付率は、Ｒ

４．７末現在で５８．４５％と比較的高
い状況である。 国の施策で申請者は増え
ているものの、大きな伸びにつかがっておら
ず、市独自のマイナンバーカードを活用でき
る取り組みを拡大していきたい。

神奈川県茅ケ崎市 兵庫県三田市

「カーボンニュートラルに向けたエネルギー関連」、
「デジタル田園都市国家構想実現に向けたマイナンバー活用」等

官民連携が不可欠な課題も多数あります。ソリューションを持つ民間事業者様の提案お待ちしております！

脱炭素 デジタル

現在掲載中の課題のご紹介（抜粋・要約）マッチング 分科会



• 一関市が、ふるさと納税×SDGs取組の情報発信についての提案をプラットフォームで募集

• ふるさと納税を活用し、市の農産物・加工品などを全国のこども食堂に提供

寄付者 一関市 こども食堂

今年度連携を開始した事例のご紹介 －岩手県一関市－マッチング 分科会



地域・自治体
パートナー

自治体・観光協会
地域文化・観光等
に関して活動する
非営利法人 など

シナリオ調整

イラスト製作

ナレーション収録

動画編集・配信

電子書籍と神の

絵本出版・販売

▶

ユーザー①制作依頼

②絵本制作

③制作監修

④紙・電子絵本の出版（Amazon、楽天Kobo等）
YouTube（きっずちゅーぶ）にて読み聞かせ動画配信

【地域外へ提供】

• 地域キャラクター活用や産業・文化等を地域内外に向けて発信できる提案を募集

• 地域をテーマにしたオリジナル絵本を作成し、紙・電子媒体、読み聞かせ動画での発信を提案

地域の魅力、課題の解決につながるテーマで描いた共創絵本。

地域外の方に向けるだけではなく、市民の方にも｢シビックプライド｣を感じ・高めてもらえる作品に！

⑤【地域内へ提供】

・ブックスタート事業

・児童子育て関連事業

⑥興味関心UP

・シビックプライドUP

・観光＆関係人口UP

今年度連携を開始した事例のご紹介 －奈良県香芝市－マッチング 分科会



官民連携事例 ～福島県×福島民報社 ふくしまＳＤＧｓ博～

・「SDGsという言葉は知っていても、どう実践したらよいかわからない」。多くの県民はこうした感想を持っています。誰もが
安心・安全に、そして心豊かに暮らしたいと思っていますが、何もしなければその願いを叶えることはできません。一人一人が
あらゆる社会課題にしっかりと向き合い、解決策を考えて行動するきっかけが必要と考えました。
・福島県をはじめ行政、団体、学校、企業など約100の団体が出展したＳＤＧｓイベント。ＳＤＧｓに関する高度な取り組みから家
庭でできるものまで幅広く訴求。来場者が楽しみながらSDGsを学び、行動するきっかけを提供した。メディアとしても情報
発信に努めた。

・ＳＤＧｓの取り組み事例、部活動の発表

・来場者が楽しみながら、ＳＤＧｓを学び、具体的な行動へ

福島県

浪江町産の水素から発電した再生可能
エネルギーでメーンステージの電源を
賄いました。福島県環境共生課と連携
し、マイボトル推奨活動も展開

内堀雅雄福島県知事も参加し
トークセッションを実施

・ＳＤＧｓの幅広い取り組みの紹介
・衣料品リサイクル運動
・マイ箸運動
・子供たちの発表の場

福島民報社

出展団体・教育機関・民間企業、約100団体

技術提供・ＳＤＧｓ取り組み企業の紹介
イベント構築アドバイス
トークショーへ県知事の参加

新聞社ネットワークによる出展団体集め
イベント運営
情報発信など

今年度優良事例のご紹介ー（抜粋）
マッチング 分科会



公民連携部署がある自治体は、多様な提案を受ける機会を増やすため、

市のHPとあわせて、当プラットフォームにも課題を掲載し、活用いただいています。

兵庫県三田市 公民連携デスク

出所：三田市HP、木更津市HPより抜粋

庁内で収集した課題を公式

HP、
公民連携デスクで庁内の課題収集

市HP、プラットフォーム双方に掲載

千葉県木更津市 連携事業提案制度

プラットフォームにも掲載された課題

※現在は提案募集終了

公民連携部署での官民連携プラットフォームの活用マッチング 分科会



分科会活動マッチング 分科会

• 異分野連携や、共通課題に対する官民連携を促進し、地方創生に資するプロジェクトを創出

経営戦略 交流人口 食・一次産業 その他

企業版
ふるさと納税

SDGs
ビジネスモデルと
人材育成

メタバース
フード

スタディーズ
製品安全・
消費者安全

SDGs
スタートアップ

女性活躍推進
ユニバーサル
ツーリズム

ジビエ振興
SDGs

キャラクター
の育成

中小企業版
SDGs経営

就労環境の
デジタル化

地方部への
短期留学

食品ロスの
有機肥飼料化

誰一人
取り残さない
テクノロジー

今年度設置されている分科会の検討テーマ例



• 内閣府が設置している「企業版ふるさと納税分科会」では、地方創生の一層の推進と新たなパー

トナーシップの構築に向け、SDGs関連事業への企業版ふるさと納税の活用促進活動を実施

• 地方公共団体、民間企業等の計978団体（主催者除く）が参加

企業版ふるさと納税の

活用メリットの周知

SDGs関連事業への

活用方法の具体化

マッチング機会
の提供

セミナーや企業・自治体によるプレゼンテーションを実施１

マッチング会の開催２

参加地方公共団体数：613参加民間団体数：365

分科会活動の事例 －企業版ふるさと納税－マッチング 分科会



マッチング 分科会
分科会活動の事例 - SDGs&ESG&CSVビジネスモデルと人材育成 -
（主催者：青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社）

分科会での官民連携事例

茨城県行方市関係人口創出事業において予備調査を実施。
学生のワークショップ等も行った。過疎地域である行方市は、
日本最大の人口集積地である首都圏に隣接しており、関係
人口の創出に関しては、多地域に比べ条件としては恵まれて
いるが、現状はその知名度の低さが問題となっており、関係人
口の創出に関して、行方市にとってどの様なアプローチが有効
なのかを検証するため、予備調査を実施した。

参加メンバー 官民合わせて53団体

分科会の活動について

• 年間１０回程度の分科会をオンライン・オフラインのハイ
ブリッド形式で実施

• 参画企業同士でのコラボレーションも生まれ、会員同士の
交流も活性化

• 各回の参加募集は事務局の発信するメルマガによる周知

今後の展望

• 『青山学院大学 SDGs人材開発パートナーシップ研究
所』と連携して、グレートリセットに向けた新たな「Society 
5.0 for SDGs」と「SDGs地方創生」の探求を行う

• 企業との共同研究も積極的に行ってゆく予定

当分科会の開催目的

1. SDGｓ＆ESG＆CSVを融合した「SDGsアカデミア」
の事業化と普及

2. ビジネスを通じた地域課題解決に向けた「ソーシャルイン
キュベーションラボ」

3. 産学官民連携による「社会実装事業化」

解決をしたい課題

SDGs地域創生プロデューサーを育成し、
産学官民連携による社会実装事業化を実現して、地
域課題の解決を目指す



• 情報収集、アイデア募集段階でも大

丈夫です！まずは課題登録から！

✓ とにかく聞いてみることも大切

• 新たな地域課題が随時掲載されて

います！是非積極的なご提案を！

✓ ニーズに寄り添いましょう

マッチング

• 関心のあるテーマがあれば積極的に参

加をしてみましょう！

• 令和５年度新たな分科会の設置を申

請することも可能です！

分科会活動

今日からできるプラットフォーム活用のネクストアクション

１ ２

ウェブサイト利用者へのお願い（特に自治体様）

自治体

民間

多くの課題の掲載期限が年度末に設定されています。掲載期限を過ぎると

閲覧ができなくなりますので、適宜期限の延長をお願いします。

年度替わりで担当者が変更となる場合、ログインID・パスワードの引継ぎ等を行ってください。



ご清聴ありがとうございました

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム


