JCI国際ハッカソン 参加者/社･LOM等 募集要項

SDGs Innovation HUB
projects事務局(IT情報部会)

【はじめに】
公益社団法人日本青年会議所JCは、2019年12月20日総理官邸にて、「ジャパンSDGsアワード」特別賞（パートナーシップ賞）
を授与され、本事業等で、今後はもう一歩進んだレベルの高い中小企業、各地の行政を巻き込んだ仕組みをつくっていきたいと
話している。また国際ハッカソンは、１度限りのイベントではなく、10年間以上、継続して開催する事業化が目標。
【実施目的】
2020年2月21日(金)～23日(日)の「JCI金沢会議（JCI Kanazawa Conference）」の後、11月３日(火)～7日(土)の５日間、パシフィコ
横浜及びその周辺施設で開催される「JCI世界会議（JCI World Congress 2020）」内で、SDGsビジネスマッチングとともに、全国の中小企業
やスタートアップ企業、金融機関や大企業等が「SDGsビジネスxファイナンスのツボ※」となる９＋αのテーマ（と世界の先行企業・事業）に基づき、
世界の先進SMEsの若手経済人達と連携・共創する国際ハッカソンを実施し、地域で連携する新結合イノベーション・ビジネスとこれらを持続可能に
するファイナンスを創出すること、ファイナンス支援制度や市場・エコシステムやその拠点HUBを構築することを目的とする。
【実施内容】
2020年2月22日(日) に金沢JCがSDGsピッチコンテストを、3月22日(日)6月25日(木)に東京JCがハッカソンを先行開催。JCI COC及びIT
部会が、3-4月に「SDGsビジネスxファイナンスのツボ」テーマを世界に提示する中、春夏で9＋α（ハッカソンで増加）のテーマに基づく地域x国際
連携チームを結成。NRIとWeWorkが4月11,12,15日(または5月9,10,13日)に国際プレハッカソンをWeWork Iceberg (原宿)で先行開
催し、6月25日(日)に東京JCがファイナル・ハッカソンを開催。7-8月チームごとのサマーキャンプを経て、テーマや地域別で国際プレハッカソンを全
国・世界で開催し、チームのプロジェクトをブラッシュアップ。11月3-7日に世界会議当日テーマごとにチームでハッカソンを実施、ステージ発表等を行う。
【スケジュール】

金沢JCがSDGsピッチコンテストを東京JCがハッカソンを先行開催
関東(東京メイン)、中部(名古屋メイン)、関西(大阪メイン)はじめ
全国各地で(世界4地域も)、地区選抜・予選ハッカソンを検討中

JC京都会議・JCI金沢会議

アンケート調査
ワークショップ

2020年

1～2月

テーマ提示

チーム結成

3～4月

5～6月

JCサマーコンファレンス

JCI世界会議

サマーキャンプ

7～8月

9～10月

11月3～7日

※SDGsビジネスxファイナンスのツボ：SDGsは市場が解決しないパブリックな目標でビジネスには不適。結果SDGsを持続可能に実現するビジネスのツボ
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国際ハッカソン ９＋αのテーマ（案） 概要
環境

SDGs Innovation HUB
projects事務局(IT情報部会)

社会

経済

①「ゼロ・エミッションxSDGs」

④「ディーセントワークxSDGs」

⑦「異能ベータ―xSDGs」

●ゼロ・エミッション＠ビジネス
●ゼロ・エミッション＠ハウス＆スクール

●ディーセントワーク＠ビジネス

●地域連携＠SDGs Innovation HUB,SIH

（例）働き方改革・健康経営・地域ワークシェア

●ゼロ・エミッション＠コミュニティ

●ディーセントワーク＠ハウス＆スクール
●ディーセントワーク＠コミュニティ

（例）異能人材CV動画シェア&マッチングシステム

（例）富士山忍野村ゼロ・ミッション・ハウス

②「ゼロ・ウェイストxSDGs」

⑤「ゼロ・ロンリネスxSDGs」

⑧「サステナブルブランドxSDGs」

●ゼロ・ウェイスト＠ビジネス

●ゼロ・ロンリネス＠天災・戦争・紛争

（例）ﾄﾄﾞﾏﾂ枝葉-抗認知症・廃米-ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ活用

（例）地域災害協力・いじめ防止スクールバディ

●世界自然遺産・地誌の叡智ブランド
●世界文化遺産・歴史の叡智ブランド
●世界産業遺産・科学の叡智ブランド

●ゼロ・ウェイスト＠ハウス＆スクール
●ゼロ・ウェイスト＠コミュニティ

●ゼロ・ロンリネス＠飢餓・貧困
●ゼロ・ロンリネス＠障害・非包摂・排除

●サプライチェーン連携＠SIH
●広域連携＠JCI国際ハッカソンwith SIH

（例）ユネスコ世界遺産SDGs Innovation Pjt.

③「エネルギー循環xSDGs」

⑥「ライフ・シフトxSDGs」

⑨「トークンエコノミーxSDGs」

●都心循環エネルギー＠都市

●ライフ・シフト＠ビジネス

●地域通貨＠SDGs Innovation HUB,SIH

（例）都心エネルギーアクションプラン

（例）moodle XSDGs Pointシステム xJCI SNS

（例）SDGs Pointトークン社会的取引所Pjt.

◎「子供の森/森の恵/S

◎「プロスポーツxSDGs」

◎「スマート物流xSDGs」

●五輪メダルよりプロスポーツを（経済）
●知の大海を子供達へ（社会/教育）
●森の大地を子供達へ（環境）

●モノを運ぶスマート混載物流(CO2削減)

●地産地消エネルギー＠郊外
●自給自足エネルギー＠個人
by

WaterxSDGs」

●森の大地を子供達へ（環境）
●知の大海を子供達へ（社会/教育）
●豊かな地球を子供達へ（経済）

●ライフ・シフト＠ハウス＆スクール
●ライフ・シフト＠コミュニティ

●世界通貨＠SDGs Points with SIH
●シェアリングエコノミー＠SDGs Points

◎「新金融/FinTechxSDGs」

◎「みんなの地球公園/IslandsxSDGs」 ◎「新交通/レジリエンスxSDGs」

●SDGs私募債/制度金融等の評価を共創
●中小企業/地銀デジタル化による新金融

●地球と人の健康･強靭化公園（環境/社会）
●国民･国富/国庫･国土強靭化公園（経済）

●ヒトを運ぶスマート交通（経済/環境）
●他拠点居住（社会/教育）

◎「100-1000年企業xSDGs」

◎「四元素(火･風･水･土)循環xSDGs」

◎「100年人生/人財マイニングxSDGs」

●老舗企業に学ぶ永続エコシステム
●1000年宮大工の支える文化・自然・産業
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国際ハッカソン 参加要領
【スケジュール】

金沢JCがSDGsピッチコンテストを東京JCがハッカソンを先行開催
関東(東京メイン)、中部(名古屋メイン)、関西(大阪メイン)はじめ
全国で(世界4地域も)、地区選抜・予選ハッカソンを検討中

JC京都会議・JCI金沢会議

アンケート調査
ワークショップ

2020年

1～2月

テーマ提示

3～4月

アンケート回答＝参加登録（1～2月）

対象
国際ハッカソンへ参加登録する産官学民
金などの企業・団体及び個人
アンケート＝ハッカソン記録ワークシート
SDGsとInnovationの主体 JC若き経
済人の取組実態調査＝ハッカソン審査
アンケート概要
検討中の新規事業や、SDGsの中で関
心の高い分野、資金調達状況等を回答

チーム結成

5～6月

JCサマーコンファレンス

JCI世界会議

サマーキャンプ

7～8月

9～10月

国際チーム結成（5～6月）

✔アンケート回答で、自身/自社を可視化。
９＋αのテーマごとに、ワークショップを開催し、
ベストな国際テーマ発見、国際チーム結成。
✔全国で(世界4地域も)、地区選抜・予選
ハッカソン、サマーキャンプなどメンタリング含め
チームのアイディア/ビジネスをブラッシュアップ。
✔moodle※※XSDGs Pointアンケートシステム
とLink-in Goals等がサイバー&リアル支援。

11月3～7日

国際ハッカソン前と当日（1～11月）

✔サマーキャンプまでにビジネスモデル
の構築を行った上で、国際ハッカソン
で新たなチーム参加者とプロトタイプ
作成・評価、投融資必要額を決定。
✔「新結合」事業化に当たって不足
しているステークホルダをハッカソンで
獲得し、具体的な役割・体制などの
事業計画をメンターとともに練り上げ、
世界の金融機関が投融資を検討。

※※moodle：内外の主要大学・中高が導入している、世界で最も普及し、産官学民の研修・教育等で使われている教育・評価システム。
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国際ハッカソン アンケート回答（参加登録）方法等
国
際
ハ
ッ
カ
ソ
ン

▼新規登録URL

❷SDGs Innovation HUB
アンケート回答

参加登録 完了！
※ステップ1～5を踏んで、
ベストなテーマとチーム発見

▼アンケート設問(5ステップ)
ステップ１(約30問)

参加者/社・チーム「偉人伝」出版

今と5年後の主な仕事・メインビジネス、
ソーシャル・デジタル活用と資金調達状況

✔ SDGs時代、Sustainabilityを求める
（ずっと居てほしい）愛する人の「偉人伝」

ステップ２(約20問)

誰一人取り残さず 父母等に偉いねと言って
育てられ、老若男女誰しもひとの偉いところ
を評価し讃え感謝し合うSDGsを目指す。

(

（
地
区
地
域
選
抜
・
予
選
ハ
ッ
カ
ソ
ン
等
）

❶SDGs Innovation HUB
新規登録(無料)

SDGs Innovation HUB
projects事務局(IT情報部会)

)

、

https://sdgs-innovationhub.com

▼新規登録画面

ステップ３(約15問)
誰のために仕事・ビジネスし生きているか
(親子・参加者/社・チーム間で対話評価)

ステップ４(約15問)

へ
の
参
加
を
希
望
SDGs Point 獲得

今と5年後のSustainability実現度
評価（SDGsなど社会的インパクト評価）

地域連携・サプライチェーン連携
(全国ハッカソン等チームでブラッシュアップ)

ステップ5(約15問)
広域連携・展開と世界との共創
(国際ハッカソン等チームでブラッシュアップ)

500Point獲得

500～2,500Point(各ステップごと)獲得

✔ 親子・参加者/社・チーム間でサイバー&
リアルで書き合い、対話して、自身/自社の
強みや仕事・ビジネス・人生自身を可視化。
✔ SDGs達成、ベストな国際テーマ発見、
ベストなチーム編成に必要な評価を共創。
✔ 「偉人伝」を書き ハッカソン等に参加して
① SDGs時代のベストな国際テーマや
チームが見つかる
② SDGs評価をつくり自身/自社の強み
を可視化できる
③ ビジネスxファイナンスのエコシステムを
共創できる
、

✔ アンケートシステムやLink-in Goals等
と同期して偉人達をサイバー&リアル支援。

SDGs Point 特典 (メンタリング・出版等)
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好循環を起こす 中小企業による SDGs Innovation ビジネスxファイナンス支援制度構築
【2020年度SDGs推進会議 実施事業内容】
2019年1月、外務省と我々公益社団法人日本青年会議所は、
『SDGs推進におけるタイアップ宣言』を締結。初年度は3,100社以
上への認知・周知、1,700以上の事業を実施。
2年目となる2020年度は、「中小企業に対するSDGsの啓発・普
及」、「次世代の子供達に対するSDGsの啓発・普及」を目的とし、
SDGsの認知・周知に加え、SDGsへ取り組む中小企業・次世代を
拡大する活動を推進する。具体的な活動としては、SDGsに取り組む
中小企業向け金融支援策の策定（実施事業①）、中小企業・次
世代向けとしてSDGs取組事例を集約したオープンプラットフォーム
を開設（実施事業①②）し、SDGsに取り組んでいない企業への取
組推進を行うとともに、既にSDGsに取り組まれている企業についても、
次世代が評価、企画、立案することでイノベーションを起こし、更なる
SDGs推進運動へ繋げる。
令和元年12月20日

内閣SDGs推進本部

※課題：SDGs金融制度を開発するには、制度利用にお
ける審査のための指標（取り組みの見える化）が必要
野村総研が実施する「SDGs=若き企業事業者の取組実
態調査」アンケートを活用しSDGs評価・指標を作成

SDGs Innovation HUB
登録・
アンケート回答
https://sdgs-innovationhub.com
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SDGs Innovation ビジネスxファイナンス支援制度･HUB構築 実施概要（案）と行政の方針
大/中小企業・スタートアップ・個人/学生などによる
SDGs Innovation ビジネス・HUBの構築

世界/全国/地域の金融機関(銀行/証券/保険等)による
ファイナンス支援制度/市場・HUBの構築

①大/中小企業などのデジタル化とSDGs Innovation
ビジネスを創出するデジタル変革(DX)を進める

①金融機関のFinTechデジタル化とSDGs Innocation
ファイナンスを創出するデジタル変革(DX)を進める

②世界の先進SMEsの若手経済人達と連携・共創する
国際ハッカソンに参画し、新結合イノベーション
ビジネスを地域で創出し、広域・世界で連携して
展開し、エコシステムやその拠点HUBを構築する

②世界の先進SMEsの若手経済人達と連携・共創する
国際ハッカソンに参画し、ビジネスを持続可能に
するファイナンスを創出、ファイナンス支援制度
や市場・エコシステムやその拠点HUBを構築する

③大企業の新規事業、中小企業の二次創業等促進し、
個人/学生/従業員等の起業家精神を支援･連携し、
結果、国際ハッカソン９＋αテーマ※でSDGs評価
を若手経済人達と世界初で共創し世界に発信する

③大手金融機関の国際競争力、地域金融機関のコンサ
ル力を強化し、個人/学生/従業員等を支援･連携し、
結果、国際ハッカソン９＋αテーマ※をファイナンス
支援制度/市場のSDGs評価として世界と共創する

（平成31年3月
内閣府
地方創生事務局）

「金融行政のこれまでの実践と今後の方針（令和元事務年度）について」（令和元年8月 金融庁）

※SDGsビジネスxファイナンスのツボ：SDGsは市場が解決しないパブリックな目標でビジネスには不適。結果SDGsを持続可能に実現するビジネスのツボ
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国際ハッカソンとSDGs Innovation支援制度･HUB構築 参加者／社･LOM等メリット
メリット① SDGs時代のベストな国際テーマやチームが見つかる
 SDGsを世界の産官学民等が共有する時代、大企業内の新規事業やCVC･インキュベーション部門、
スタートアップ含むSMEs･中小企業や個人が、共通テーマを基に専門・業種横断的な国際チームを
結成することで、あらゆる境界を越えた次世代の新結合のイノベーションの実現が可能となる。

メリット② SDGs評価をつくり自身/自社の強みを可視化する
 SDGs Pointとは、参加者/社発・世界初のSMEs仮想資産。お金で買えず、お金に換えられない
個人･法人･連携事業のSDGsに対する取り組みに応じてPointを付与。SDGs達成など未来を創
発する評価をつくる一員になり、Pointに基づき、自身/自社の強みを可視化することが可能となる。
メリット③ ビジネスxファイナンスのエコシステムを共創できる
 連携国際機関(JC,JCI,UNDP,JICA等)、省庁、自治体、企業(金融機関含む)、インキュベー
ション団体(CVC /VC、CIC/VCT等)などのイベントへ、獲得したSDGs Pointを活用して参加し、
サステナブル金融で、持続可能なビジネスxファイナンスのエコシステムを共創することが可能となる。
アンケート回答・参加者/社・JCI・日本JC・LOM等のメリット





SDGs推進事業の取組について「見える化」し、定量的な評価を行うことができる。
アンケート作成を通してSDGsを推進する上での課題を特定するアプローチになる。
地域ごとのSDGs推進事業の特性を把握し、事業構築における根拠とすることができる。
自身のビジネスにおけるSDGs推進について定量化するツールとなる。
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貴社・LOM等へのご依頼事項
① 国内外にある先行企業(貴社含む)やテーマのご推薦

 貴社はじめ、「SDGsビジネスxファイナンスのツボ」となる９つのテーマで先行する内外の中小企業・スタートアップ
企業や、大企業内の事業をご推薦お願い致します。
 また、現在検討中である「９つのテーマ」以外にも相応しいテーマ案があればご提案をお願い致します。

② ハッカソン会場・参加社/者ご提供はじめ、各種協賛
 全国10地区(世界4地域)選抜・予選ハッカソン等実施するアウトリーチ会場、結成された国際ハッカソンチームが
事前準備（アイデア出し・ビジネス構築等）を実施する会場のご提供が可能であればお願い致します。
 ハッカソンに参加する企業・個人のご紹介をお願い致します。
 その他、各種の運営費用を一部ご負担頂く協賛金等についても、是非ご検討お願い致します。

③ ハッカソン参加等に必要なアンケートへのご回答・ご依頼
 ハッカソン参加、テーマ発見、チーム結成等のためにご回答いただく 「SDGsとInnovationの主体 JC若き経済
人の取組実態調査（アンケート）」へのご回答（及びご紹介いただく方々への回答依頼）へ、下記のとおり、
ご協力をお願い致します。（メリットについては3ページを参照）各ブロック協議会30件以上（2月29日期限）
 お問い合わせ：お電話 +81-(0)70-2806-3924/E-mail cepic.info@gmail.com (SDGs Innovation HUB projects事務局)

SDGs Innovation HUB
事業
詳細資料のDL
https://www.dropbox.com/s/le2bqq5zx0z25z9/

SDGs Innovation HUB
登録・
アンケート回答
https://sdgs-innovationhub.com
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