両企画
オンライン開催！

～コロナ禍の今だからこそ考えたい、地域が元気になる方法～

共催企画！

令和2年

10 26
月

日（月）～

31

日（土）

地域循環共生圏フォーラム2020概要
日
場
主
共

時：令和2年10月26日（月）9：30～17：30（予定）
所：オンライン開催
催：環境省
催：ローカルベンチャー協議会（事務局：NPO法人ETIC.)

お申し込みはこちらから

中井徳太郎

五箇 公一

谷中 修吾

環境省 環境事務次官

国立環境研究所
生物・生態系環境研究センター
生態リスク評価・対策研究室 室長

BBT大学グローバル経営学科長・教授
一般社団法人 INSPIRE 代表理事

ローカルベンチャーサミット2020概要
日
場
主
共

時：令和2年10月27日（火）～31日（土）各日10：00～19：00（予定）
所：オンライン開催（Eventhubを使用予定）
催：ローカルベンチャー協議会
催：環境省、一般財団法人地域活性化センター、
チャレンジ・コミュニティ・プロジェクト

～コロナ禍の今だからこそ考えたい、地域が元気になる方法～

令和2年

10 26
月

日（月）

参加無料
事前申込制

日 時：令和2年10月26日（月）9：30～17：30（予定）
場 所：オンライン開催
主 催：環境省
共 催：ローカルベンチャー協議会（事務局：NPO法人ETIC.)
参加費：無料
定 員：300名

オンライン開催！

9：30～10：30 オープニングセッション

withコロナ・アフターコロナと地域循環共生圏

中井徳太郎

五箇 公一

谷中 修吾

環境省 環境事務次官

国立環境研究所
生物・生態系環境研究センター
生態リスク評価・対策研究室 室長

BBT大学グローバル経営学科長・教授
一般社団法人 INSPIRE 代表理事

10：45～17：30

分科会

◆地域循環共生圏に取り組む地域や企業の最新事例のご紹介や、テーマ別の分科会を開催します。
詳細は次のページをご覧ください。

お申し込み・お問い合わせ先
【お申し込みフォーム】https://chiikijunkan.jp/forum2020entry/
※右のQRコードからもお申し込みできます
【申込期日】令和2年10月21日（水）17：00
◆開催日前にお申し込みいただいたアドレスに参加URLを送付いたします。
◆マスコミ関係者の取材希望は、下記シンポジウム事務局へご連絡ください。
【お問い合わせ】
フォーラム事務局 いであ株式会社 高橋・安間
Email event@chiikijunkan.co.jp

プログラム（予定）
※プログラム内容や各分科会の開催時間は変更となる可能性があります
ROOM1

9：30～
10：30

10：45～
11：45

ROOM2

オープニングセッション（ROOM１）
「Withコロナ、アフターコロナと地域循環共生圏」
中井徳太郎（環境省）、五箇公一（国立環境研究所）、谷中修吾（BBT大学/INSPIRE）
分科会①
ここからスタート！
ローカルSDGs～地域循環共生圏
づくりの始め方～

分科会②
地域で実践！
サーキュラーエコノミー
アミタ㈱
㈱ウエルクリエイト

分科会③
企業目線でみる
地域循環共生圏

分科会④
持続可能な社会へ
～地域と金融の連携を学ぶ～

分科会⑤
待ったなし！
地域で取り組む脱炭素

㈱広島銀行、㈱北洋銀行、
（公財）東近江三方よし基金

いこま市民パワー㈱
秩父新電力㈱

ネットワーキング①
地域を元気にするアイデア
求む！
～地域のためのアイデア会
議～

根羽村、宮古島市

13：00～
14：00

ROOM3

※調整中

※調整中

14：15～
15：15

15：30～
16：30

16：45～
17：30

分科会⑥
自治体SDGs 推進の取組！
～ローカル指標・プラット
フォームについて～
川久保 俊（法政大学デザイン
工学部建築学科 准教授）

分科会⑦
持続可能な地域を作る！
～真庭市×阪急阪神百貨店
のローカルSDGs実践例～

分科会⑧
地域プラットフォームの作り方
～地域コーディネーターの育て
方～
山内 幸治
（NPO法人 ETIC. 理事）
吉弘 拓生
（一財）地域活性化センター）
飯盛 義徳
（慶応義塾大学 教授）

関係省庁
関係省庁の事業紹介

真庭市
(株)阪急阪神百貨店

総務省、国土交通省、
金融庁、林野庁 ほか

ネットワーキング②
見つけよう一緒に取り組む
パートナー
～企業ネットワーキング会
議～
※調整中
分科会⑨
地域の環境と観光を考える
～エコツーリズムの実践～
下呂市エコツーリズム
推進協議会 ほか

クロージング（ROOM１）
佐々木真二郎
（環境省大臣官房環境計画課 企画調査室 室長）

※プログラムの最新情報は、
環境省ローカルSDGsホームページ（http://chiikijunkan.env.go.jp/）
もしくはFacebookページ
（https://www.facebook.com/LocalSDGsplatform.env/）
にて公開しています。あわせてご確認ください。
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令和2年

月

日（火）～

31

日（土）

日 時：令和2年10月27日（火）～31日（土）各日10：00～19：00 （予定）
場 所：オンライン開催（Eventhubを使用予定）
主 催：ローカルベンチャー協議会
共 催：環境省、一般財団法人地域活性化センター、チャレンジ・コミュニティ・プロジェクト
参加費：一般参加者（10月10日までの早割価格）：1.0万円（税込み・手数料込）
一般参加者（10月10日以降の通常価格）：1.2万円（税込み・手数料込）
学生参加者：5千円（税込み・手数料込）
※全5日間共通のチケットとなります
定 員：無制限
問合せ：ローカルベンチャー協議会事務局（NPO法人ETIC. 松本・小林）local-info@etic.or.jp

お申し込み・お問い合わせ先
【申し込みフォーム】
特設サイトよりお申し込みください。
https://initiative.localventures.jp/summit2020/
※右のQRコードからも申し込みできます

分科会プログラム（一部タイトルは予定です）
10月27日（火）

10：00～
11：00

11：15～
12：15

15：30～
16：30

16：45～
17：45

18：00
～
19：00

10月28日（水）

10月29日（木）

10月30日（金）

10月31日（土）

基調セッション
「with コロナ時代のニューノーマルを創る新
たなシェアリング・消費の在り方（仮）」
上田祐司（㈱ガイアックス）、秋元里奈（㈱
ビビッドガーデン）、田鹿倫基（日南市ロー
カルベンチャー事務局）

基調セッション
「これからのイノベーションとそれを牽引す
る越境人材（仮）」
入山章栄（早稲田大学大学院）、矢田明子
（Community Nurse Company㈱）、岡晴信
（竹中工務店）

基調セッション
「コロナ禍で加速する分散型社会（仮）」
広井良典（京都大学こころの未来研究セン
ター）、末松弥奈子（㈱ジャパンタイムズ出
版）、上山隆浩（岡山県西粟倉村地方創生推
進室）

基調セッション
「これからの時代に必要なオルタナティブな
経済（仮）」
安居昭博（Circular Initiatives&Partners）、
渡邊享子（合同会社巻組）

分科会：上勝町
ゼロ･ウェイスト(ごみゼロ)を軸とした循環型
経済への転換のための官民連携

分科会：釜石市
企業人事必見！地域おこし企業人の聖地・釜
石と探る官民パートナシップの多様なカタチ

分科会：西粟倉村
「テクノロジー×ローカル」西粟倉むらまる
ごと研究所の可能性について語ろう！

分科会：厚真町
「自然資本の再発掘」～まだまだ自然資本か
ら価値を取り出せる！～

分科会：雲南市
雲南市役所のあたまのなかー日本一チャレン
ジに優しいまちが、住民参画からwithコロナ
まで話しますー

分科会：七尾市
大廃業時代における雇われない生き方「事業
承継3.0＝Reベンチャー」

分科会：厚真町×西粟倉村×南小国町
防災はコストではなく産業になる！～地域の
防災力を高めるために必要な視点～

（調整中）

分科会：チャレコミ
都市部人材や自治体との連携に向けて鍵とな
る地域の中間支援機能（地域コーディネート
機関）とは？～中間支援の機能・役割と類型
を全国の事例から共有～

分科会：日南市
日南市が御社の社員にできることをひたすら
提案し続ける会

分科会：雲南市
越境が世界を変える？
ー地域おこし企業人と考える、これからの時
代の企業、行政、官民連携の在り方

13：00
～
16：00（予定）
ピッチ＆ブレスト会議

分科会：七尾市×釜石市
ワーケーションで拓く生き残り戦略～越境学
習～

分科会：気仙沼市
気仙沼式まちづくり「まちまるごと大学構想
（まち大学）」の5年間で見えた成果と今後

分科会：ローカルベンチャーラボ
地域の価値を高めるエリアブランディング～
ローカルベンチャーラボ コロナ時代のバー
チャルフィールドワークの実践から～

分科会：環境省
withコロナ時代の新たなライフスタイル～
ワーケーションを考える～

分科会：おうち時間
商品から始まる関係人口づくり／「ザ・有名
な観光地」じゃなくてもファンは作れる

分科会：ローカルベンチャーラボ
ローカルベンチャー最前線～地域で起業家を
生み、育む仕組みとは？ローカルベンチャー
ラボから読み解く～

分科会：ローカルベンチャーラボ
セクターを越境する、地域課題解決のための
研究開発～ローカルベンチャーラボ研究プロ
ジェクトから考える～

分科会：YOSOMON
地域イノベーター留学オンライン2020オープ
ニングトークセッション

分科会：上勝町
SDGs未来都市『上勝町』と考える田舎の子育
て・教育のあり方

分科会：石巻市
400km離れたワークフロムホーム

分科会：厚真町
コミュニティスペース先輩後輩トーク
チカラ×チガラボ×空想参道～

分科会：厚真町
「自然資本の再発掘」～まだまだ自然資本か
ら価値を取り出せる！～

15：00
～
16：00
ローカルベンチャー協議会記者会見

～イ

分科会：七尾市
七尾のSDGs版Wantedly！～社会的インパク
トを生み出す企業と七尾の協創～
17：00
～
19：00
一般財団法人社会変革推進財団×ローカルベ
ンチャーラボコラボ企画（予定）

分科会：南小国町×西粟倉村
インパクトを出すための、企業連携。人口規
模から見えてきた成果を見据えたマッチング
の秘訣とは
（調整中）

16：00
～
18：00（予定）
オンライン懇親会（予定）

