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厳島神社

ＳＤＧｓＰＡＲＫとは

参加者誰もが地球の課題に向き合い、身近に始められるＳＤＧ
ｓを発見し、その実現（習得・行動）に向けて関連するすべて
の企業や団体とパートナーシップを構築していただきながら、
誰もがＳＤＧｓを体験体感できるウォークスルー型のＳＤＧｓ
テーマパークです。手法は様々ですがＳＤＧｓおける具体的な
産官学民の政策成果とその仕掛けを来場者に共有することを目
的としており。基本は産官学民の企業・団体等がブース展示を
とおして自身の取り組みの発信することを定義とします。
また、ＬＯＭで行う際に１３ページにある５Ｐ、ウェディング
ケーキモデル、１７ＧＯＡＬのいずれかの要素をコンテンツと
して盛り込んだ内容を必須として企画・運営を行ってください。
また、参加企業・団体と前夜祭を行うことでパートナーシップ
構築がスムーズに行えるので推奨いたします。
また、各ＬＯＭ単独開催ではなく、地元行政・企業団体・近隣
ＬＯＭなどパートナーとの連携した協働開催が必要です。



厳島神社

ＳＤＧｓＰＡＲＫイメージ

各ＬＯＭ地域の祭り会場や学校
のグランド、行政の体育館など
あらゆる会場で事業構築が可
能です。



厳島神社

目的・ゴール

【目的】
体験体感できる双方向のコミュニケーションツー
ルにより、ＳＤＧｓの取組事例を一般市民に共有
し、ＳＤＧｓを身近に始めてもらうこと。
【ゴール】
出展者同士もしくは出展者と来場者が双方向にコ
ミュニケーションをとり、新たなＳＤＧｓコミュ
ニティを創造するとともに、来場者が身近に始め
られる具体的なＳＤＧｓアクションプランを持ち
帰ってもらうこと。



厳島神社

実施組織例

ＳＤＧｓＰＡＲＫは参加者出展者双方のパートナーシップ
構築も目的としております。したがって実施組織もＪＣ単
独でなく地元の行政や地元企業・団体、近隣ＬＯＭと協同
で企画するのが望ましいです。

【サマーコンファレンス２０１９「ＳＤＧｓＰＡＲＫ」実施組織】



厳島神社

コンテンツ例

①ブースやテント等の展示による政策成果発信
②ワークショップコーナー等の教育プログラム
展開
③物販
（サスティナブル商品・キッチンカー・弁当等）

④ステージ企画（講演・発表・ブレスト等）
⑤ゲーム等による体験体感コーナー



厳島神社

展示例（ブース）

協賛企業やＳＤＧｓに取り組んでいるま
たはこれから取り組もうという企業・団
体等によるブース、展示方法は多種多様
でテントやテーブル等でも設営可能。



厳島神社

展示例（ワークショップ）

（例）
【ソフトバンク株式会社】
Ｐｅｐｐｅｒプログラミング教育
【グーグル合同会社】
ＧｒｏｗＷｉｔｈ Ｇｏｏｇｌｅ
【財団法人大吉財団】
スイミープロジェクト

ＬＯＭ事業等で行っている「キッザニア」等会場
を利用して展開も可能！！



厳島神社

展示例（物販）

【持続可能な買い物をテーマにした物販エリア】

国際認証を取得している商品はもちろんのこと
取得していなくても購入によってＳＤＧｓに貢献
する商品（フェアトレード製品等）を販売する。
各ＬＯＭ地域の祭り会場にて出展することも可
能。



厳島神社

展示例（ステージ）

協賛企業や出展企業、各ＬＯＭ、
地元行政によるＳＤＧｓに対す
る取り組みの発表やワーク
ショップコーナーと連携した教
育プログラム等の開催。



厳島神社

展示例（体感コーナー）

ＶＲ・ＭＲや触れる地球（ＮＰＯ法人Ｅａｒｔｈ Ｌｉｔｅｒａｃｙ

Ｐｒｏｇｒａｍ提供）を使用したＳＤＧｓ体験体感コー
ナー。あくまで体感コーナーとしての位置づけなので
コンテンツは先端技術にとどまらず迷路、ゲームな
ど様々な手法によることができる。



設営資材について

設営資材については、ＳＤＧｓＰＡＲＫという観点から再利用可能な
資材及びレンタル資材、リサイクル材料などで設営するのが望ましい。
また、ポスターやチラシについてもＦＳＣ認証紙等の環境に配慮した
用紙が望ましい。ゴミについても分別を徹底し可能な限り資源ごみと
して処理する。



配置レイアウト

ウェディングケーキＭＯＤＥＬ

ブース等の配置レイアウトは出展者が取り組むＳＤＧｓゴール番号にて配
置するほか。出展者の取り組みに偏りがでることも想定されるため国連に
て設定しているＳＤＧｓを支える５つの要素である人間（ｐｅｏｐｌｅ）、豊かさ（ｐ
ｒｏｓｐｅｒｉｔｙ）、地球（ｐｌａｎｅｔ）、平和（ｐｅａｃｅ）、パートナーシップ（ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉ
ｐ）にて出展者を分類し配置または、ウェディングケーキＭＯＤＥＬにて配置
することも可能ウェディングケーキMODELを採用すれば最小３の出展にて
配置が可能。



開催までのスケジュール
（サマーコンファレンス２０１９ＳＤＧｓＰＡＲＫ実行委員会）

【２０１８年９月】
パートナーへ挨拶及び説明
【２０１８年１０月】
プランニング協働パートナーコンペ開催
【２０１８年１１月】
実行委員会組織組成
【２０１８年１２月～２０１９年７月】
実行委員会開催
【２０１９年５月～７月】
分科会開催
【２０１９年７月２０日・２１日】
ＳＤＧｓＰＡＲＫ開催



出展申込書例

 必ず捺印の上、ご郵送ください。
 青年会議所からの紹介がある場合には無料と
なります。ただし、当該青年会議所の帯同が条
件です。

 青年会議所紹介のほか、ＮＰＯ法人や学生も
無料となります。

 該当出展メニューをチェックの上、口数および
金額をご記入ください。なお、無料に該当する
場合には、「無料」と記載してください。

 展示タイトルをご記入ください。概要書提出ま
では変更可能です。

 お支払いは、お振込みのみとなりますので、予
めご了承下さい。

 出展の締め切りは、７月１日までの着金と致し
ます。

年 月 日

□ 無 料

□ 3 万円

□ 15 万円

□ 15 万円

□ 30 万円

御支払期限：お申込月の翌月末 御支払方法 お振込のみ

御紹介者 領収書 要・不要

紹介者連絡先 (電話)             (E-mail)

合計

御振込先：三井住友銀行麹町支店 普通 8942634
     公益社団法⼈日本⻘年会議所 外部資⾦受⼊⼝

展示タイトル ※変更可

出展メニュー（該当にチェック）
※会員紹介・NPO法⼈・学生はテーブル無料 単価 ⼝数 ⾦額（円）

※無料該当の場合は「無料」と記載

Challengersテーブル

innovatorsブース

協賛ブース

ステージ

ＳＤＧｓＰＡＲＫ
【出展申込書】

貴社名又は団体名

所在地

電話 FAX

(〒  −  )

㊞     

フリガナ

ワークショップ

E-mail

紹介⻘年会議所 ⻘年会議所 紹介者名
⻘年会議所会員からの紹介 □有 □無 ※紹介LOMと帯同お願いします。

御担当部署 御担当者名



ＬＯＭ開催例（案）

【開催場所】
ＬＯＭ所在地域の催事
【設営方法】
テント３張（自治会等からのレンタル）
【ゴール配置】
経済（８、９、１０、１２）・社会（１、２、３，４，５、７、１１、１６）・環境（６、１３、１４、１５）
※パートナーシップについては行政、地元企業・団体、学生等と共に開催することとする

①経済テント

ＮＰＯ法人もったいないジャパン等の寄付活動をするＮＰＯ法人をパートナーに子供向け物々交換（お
もちゃ）コーナーを開催。同時にＬＯＭ、パートナーの行う経済に関する活動の展示や紹介を行う。
【１２、つくる責任つかう責任】

②社会テント

一般社団法人ソーシャルスポーツイニシアチブをパートナーとしてスポＧＯＭＩ（スポーツごみ拾い大会
を開催し催事で発生したゴミの回収を楽しみながら行う。
【１１、住み続けられるまちづくりを】

③環境テント
NPO法人プラスアーツカエルキャラバン等の防災関係ＮＰＯ等をパートナーとして防災・減災ワーク
ショップコーナーの開催。
【１３、気候変動に具体的な対策を】



出展概要書例
年 月 日

□
□

【該当する要素】 ※どれか１つだけ ※必ずチェックを⼊れてください。
□⼈間(People) □豊かさ(Prosperity) □地球(Planet)

□平和(Peace)  □パートナーシップ(Partnership)

□１ □２ □３ □４ □５ □６ □７ □８ □９
□１０ □１１ □１２ □１３ □１４ □ １５ □１６ □１７

ＳＤＧｓＰＡＲＫ
【出展概要書】

SDGｓに貢献する特徴

販売形式

【EARTHMALL with JCでの物販】  □有 □無 ※必ずチェックを⼊れてください

商品名 □物販 □飲食

展示タイトル ※正式決定になります。

【該当するゴール番号】 ※複数可 ※必ずチェックを⼊れてください。

フリガナ

(〒  −  )
FAX

御担当者名

貴社名又は団体名

所在地
電話

御担当部署
E-mail

物販可能な対象商品とは・・・・・・MSC認証/ASC認証/FSC認証/RSPO認証/国際フェアトレー
ド認証/レインフォレスト・アライアンス認証/GOTS認証を取得している商品またはこれに準ずる
と判断が出来る商品

商品①

商品②

【必要設備】 ※必要であればチェックを⼊れてください。

本
⼝

マイク ※ステージのみ
電源 ※ブース・テーブル・ワークショップのみ

【予定レイアウト】【展示概要】

商品名 販売形式 □物販 □飲食
SDGｓに貢献する特徴

 展示タイトルは、概要書提出時点で確定となり
ます。

 取組まれている、もしくは、これから取り組むＳ
ＤＧｓのゴールについて必ずチェックを入れてく
ださい。（複数回答可）

 取組まれている、もしくは、これから取り組む事
業について、どの要素に該当するか必ずチェッ
クを入れてください。（１つのみ選択）

 必要設備がございましたらチェックお願いしま
す。

 展示概要は、取組まれている、もしくは、これ
から取り組む事業について記載お願いします。
事例があればその記事のＵＲＬや別途添付資
料としてお送りください。

 予定レイアウトについては、各出展メニューに
合わせて理想とするレイアウトを記載お願い致
します。

 物販については、博報堂および日本ＪＣの承
認の上可能となりますので、予めご了承くださ
い。既に販売されている商品でしたら、その商
品紹介資料を別途添付資料としてお送りくだ
さい。



サマーコンファレンス２０１９

参考資料



サマーコンファレンス２０１９

出展者一覧



配置図

ウェディングケーキＭＯＤＥＬ



ＥＸＰＯ出展者



ステージ・ワークショップ
出展者



ＥＡＲＴＨＭＡＬＬ・クエスト出展者

ＥＡＲＴＨＭＡＬＬ

【ＳＤＧｓクエスト】
慶応義塾大学鈴木寛研究会
一般社団法人社会創発塾



サマーコンファレンス２０１９

出展要項



■ 出展社リスト
■ ブースレイアウト
■ EXPOブースについて
■ 開催当日について
■ 設営撤去作業について
■ 搬⼊搬出経路
＜添付資料＞
■車両証
■周辺駐車場・アクセス

パシフィコ横浜 展示Cホール

開催日時 ： 7月20日（土） 11：00〜18：00
7月21日（日） 9：00〜16：30

設営撤去 ： 7月19日（⾦） 13：00〜18：00
7月21日（日） 16：30〜18：30

【出展要項】

SDGｓ PARK



3A04 3A01

3C07

Innovator Innovator
3C23 3C24 3B01

3C06 3C01

3B17 3B02
3C22 3C17

Challenger
3C05 3C02 3B03

Challenger
3B18 3C21 3C18 3B04

3B19 3B05

3C04 3C03
3B20 3B06

3C20 3C19
3B21 3B07

3B22 3A05 3C08

3B23 3B08

3B24 3B09

3B25 3B10

3B26 3B11

3B27 3B12
3A02

3B28 3B13

3B29 3B14

3C15 3C16 3B15

3B16
3C14 3C09

3A06

Challenger

3C13 3C10 3A03

3C12 3C11

特定非営利活動法⼈ ⽇本⽔
フォーラム

⼀般社団法⼈ 協⼒隊を育てる
会

公益社団
法⼈ ⽔⼾
⻘年会議

所
⼀般社団法⼈みら

せん

Unwoman

株式会社ピスケス ⽇本労働者協同組合（ワー
カーズコープ）連合会

株式会社バイリンガ

小池商
事株式
会社

⼀般社団法⼈ 未来技術推進
協会ソフトバンク株式会社

チャレンジユニバーシ
ティ実践委員会

横浜銀⾏

神奈川県②

価値デザイン会議

堀内ウッ
ドクラフト

CoCookin
g

株式会社
シェアトレー

ド

地域経済再興委
員会

SUNSHOW
GROUP

認定NPO法⼈WE21ジャパン 川崎花卉園芸株式会社

⽇中関係構築委員会

SDGs推進会議

株式会社ＩＢＪ

東京JC

鎌倉JC

相模原JC

⼀般社団法⼈セイ
ラーズフォーザシー

都⽴国際⾼校 team if

横浜ビール

Mana'olana

国土強靭化委員会

株式会社
大川印刷

NPO法⼈
海の森・山
の森事務局

デイブレイク株式会
社

横浜JC

鶴岡工業⾼等専門学校

消費者コミュニティ
創出委員会with
株式会社レゾロ

ジック ⽇本数学研究所NPO法
⼈

HOPE

国際ビジ
ネス

連携委
員会

公益社団
法⼈ 小豆
島⻘年会

議所

制度改⾰
実現会議

フィリップモリスジャパ
ン合同会社

起震⾞体験
国土強靱化委員会

野外

Ｇｏｏｇｌｅ

株式会
社DIVE
INTO
CODE

特定非営利活動法
⼈アイセック・ジャパン

MSC認証,ASC認
証,FSC認証,レイン
フォレスト・アライアン

ス認証,G

神奈川県①

ソフトバンク

国土強靭化委員会
防災クイズコーナー

飲食コーナー

⼀般社団法⼈
100年経営研究

機構

多子社会創造会議

消費者コミュ
ニティ創出
委員会

⼀般社団法⼈ＳＤＧｓプラットフォー
ム

株式会社ピスケス

ダイバーシティ推進委
員会

総活躍社会確⽴委
員会

ブースレイアウト



（１）各ブースレイアウト
◇協賛ブース

※各出展者の方から頂いたレイアウトに従って備品の配置を行っています

◇イノベーターブース
1コマ

・テーブル１８００×450 2台
・椅子 2脚

◇EARTH MALL
1コマ

・販売台 １８００×９００
・椅子 2脚

◇チャレンジャーズブース
1コマ
・テーブル１８００×４５０ １台
・椅子 ２脚

出展者側

出展者側

出展者側

来場者側

来場者側

来場者側



（１）開催時間
7月20日（土） 11：00〜18：00
7月21日（日） 9：00〜16：30

（2）開催当日作業時間
7月20日(土) ９：００〜11：00、18：00〜19：00

（２０：００には施錠いたします）
7月21日(日) ８：００〜9：00

(3)車両
・当日も駐車場の用意はございません。

周辺の有料駐車場をご利用ください。

（4）飲食
・開催当日はキッチンカーの食事販売と崎陽軒のお弁当を販売いたします。
・パシフィコ横浜内にもコンビニエンスストアがございます。

◇デイリーヤマザキ（パシフィコ横浜内）

（５）ステージ出演者の方へ
・ステージに出演される方は、プログラム開始15分前にステージ下手側に集合してください。
・来場者に対して、一部プログラムを除き撮影禁止のアナウンスをしておりません。

もし必要な場合は事前に事務局にお伝えください。

（6）その他
・当日の電源数の変更は受け付けておりません。19日のうちにご確認ください。
・通路は避難経路となりますので、物を置いてふさがないようにしてください。

【当日の連絡先】
ＳＤＧｓＰＡＲＫ事務局 2019年度サマーコンファレンス運営特別委員会 幹事 北島 090-
8026-3492
ステージ管理 株式会社tvkコミュニケーションズ 伊藤 090-4725-5640
施工業者 株式会社セレスポ 松本 090-5494-2956（21日不在） /早川 090-7262-7423



（１）搬⼊出時間
搬⼊時間 7月19日(⾦) 13：00〜18：00
搬出時間 7月21日(日) 16：30〜18：30

(2)搬⼊出車両
・ 車内前方に車両証が確認できるように掲示して下さい。
・ ホール内に車両が進⼊することはできません。
・ 搬⼊出⼝に車両一時停止場所があります。

一時置き場ですので、設営撤去作業中駐車してくことはできません。
積み下ろしが終わりましたら、速やかに退去してください。

・ 作業中の駐車場はございませんので、周辺有料駐車場をご使用ください。
・ 警備員の指示に従い駐停車をおこなってください。

(3)作業について
・ 搬⼊出に使用する台車はできるだけご持参ください。

パシフィコ横浜の台車を数台借りる予定ですが、台数に限りがございます。譲り合ってご
使用ください。

・ 出展社方々の作業中も、ホール内の造作物の設営を行っています。接触の無いよう、ご注意
をお願い致します。

また、構造物にものを建てかけたりしないでください。
・ ブース設営でご不明なことがございましたら、ホール⼊⼝付近の出展社対応ブースにて対応

いたします。
・ 通路、ブースの作業中に単管やビケで怪我をされないようご注意ください。
・ 閉会後は速やかに撤去作業を行ってください。

退去され可能なところから、ブースの解体作業をさせていただきます。ご協力をお願い致し
ます。

・ ブースに出ている電源は、申請いただいた容量しか準備していません。
事前に申し込みいただいている電源以上の使用がありますと、会場のブレーカーが落ちる恐

れがございます。
申込みされた範囲内で使用してください。
申請以上の電源が必要となった場合は、出展社ブース対応にご相談ください。

【設営撤去時の連絡先】
ＳＤＧｓＰＡＲＫ事務局 2019年度サマーコンファレンス運営特別委員会 幹事 北島 090-
8026-3492
施工業者 株式会社セレスポ 松本 090-5494-2956（21日不在）/ 早川 090-7262-7423

■ 設営撤去作業について



■ 搬⼊搬出経路





■ 周辺駐車場・アクセス



問い合わせ先

公益社団法人日本青年会議所
２０１９年度サマーコンファレンス運営特別委員会
委員長 和田壮司
メールアドレス：ｔａｋｅｗａｄａｔａｋｅ＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ
TEL：０９０－８８７０－４０７２

会計幹事 北島隆太郎
メールアドレス：ｒｙｕｔａｒｏ０５１８ｔｙｐｅ_ａ@ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ
TEL：０９０－８０２６－３４９２


