
ポスト・コロナは単に元に戻るのではなく、これを契機に社会
を変える「グレート・リセット（大変革）」の視点がきわめて重要
です。そして、より持続可能な経済社会システムへと変革する
ための優れた羅針盤がSDGsです。
「未来まちづくりフォーラム」はSDGsにより最先端の未来まち
づくりについて、関係者が協働して価値を生み出すプラット
フォームです。

ご参加登録・最新情報はこちら Miramachi.jp
「第3回未来まちづくりフォーラム」オフィシャルサイトをご覧ください。

左記のQRコードよりアクセスしてください
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会　　場： パシフィコ横浜 ノース & オンライン開催
参 加 費： 一般：5,000円(税別)／自治体の方：無料　※事前登録制 
同時開催： サステナブル・ブランド国際会議2021 横浜

2021年2月24日（水）開催
10:00-18:30

第3回

協　賛：
主　催：

後　援：

未来まちづくりフォーラム実行委員会
NECネッツエスアイ株式会社、株式会社NTTドコモ、エプソン販売株式会社、株式会社オカムラ、
日本製紙クレシア株式会社、PwCコンサルティング合同会社（他・調整中）

特別協力：サステナブル・ブランド国際会議2021 横浜

内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省、全国知事会、全国市長会、全国町村会（他・調整中）
一般社団法人CSV開発機構、全国地ビール醸造者協議会（JBA)、一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク、
一般社団法人チームまちづくり、エコッツエリア協会（一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会）
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代表取締役社長
株式会社肥後銀行 代表取締役頭取

笹谷 秀光
CSR/SDGsコンサルタント
(実行委員長)

協創で日本創生モデルをつくろう　SDGsで「グレート・リセット」

& ONLINEREAL 



※必ず上記のプロモーションコードをご利用の上、ご参加登録をお願いいたします。
※事前のご参加登録・セッション選択をお願いいたします。各セッションは定員になり次第、締切となります。事前にご参加登録がない場合、入場いただけない場合がございます。
※記載のプログラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

「第3回未来まちづくりフォーラム」ご参加についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
SB Yokohama 運営事務局（株式会社博展 内）　E-mail：sbt＠sustainablebrands.jp

全国SDGs未来都市ブランド会議は、サステナブル・ブランド国際会議2021横浜の併催
イベントとして、地方創生とSDGsの活用及び官民連携をテーマとしたイベントです。
この機会に是非、二日間にわたりサステナビリティ・SDGsの最新動向をご体感ください。

【特別セッション①～③】

【スペシャル・シンポジウム】
持続可能なライフスタイル X 未来まちづくり

NETWORKING RECEPTION ネットワーキング・レセプション

Lunch ランチ・ブレイク　交流エリアACTIVATION HUB会場でのネットワーキングをお楽しみください。

Time プログラム

基調講演

BREAK OUT

PLENARY

10：00ー12：15

13：45ー18：30

12：35ー13：20

18：45ー20：15

ご参加登録・最新情報はこちら
「第3回未来まちづくりフォーラム」オフィシャルサイトをご覧ください。Miramachi.jp

第3回

プロモーションコード

（登録タイプは「一般」をご選択ください）

SDGSB224 を入力

自治体関係者の皆様には、参加費無料にてご案内しております。
翌日(2月25日)開催の「第2回全国SDGs未来都市ブランド会議」と合わせてご参加いただく
場合も、まとめてお申込みいただけます。

プロモーションコード

MMFDA100 を入力

第3回未来まちづくりフォーラムへご参加、
ならびに翌日(2月25日)開催の併催イベントへのご参加いただく場合も、まとめてお申込み
いただけます。

参加費無料

農林水産物・環境・観光・まちづくり・健康・文化など、現下の社会課題への最先端の
ソリューションが総結集。企業・自治体・関係者のコラボによる「協創力」に焦点をあて
たリレーセッションを実施します。

【オープニングトーク】 ・内閣府特命担当大臣(地方創生)※予定
 ・SDGs達成に向けた長野県の取組
  阿部 守一 氏　長野県 知事 （SDGs未来都市）
【キーノートトーク】 ・SDGsでグレート・リセット ～協創力で未来まちづくり～
  笹谷 秀光　未来まちづくりフォーラム実行委員長
【招聘講演1】 ・地方創生SDGsの新たな展開
 ～ニュウノーマルに向けた地域活性化の取組～(仮)
  村上 周三 氏　一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 理事長
【招聘講演2】 PwCコンサルティング合同会社

【パネルディスカッション】

笠原 慶久 氏 株式会社九州フィナンシャルグループ 代表取締役社長
 株式会社肥後銀行 代表取締役頭取
泉谷 由梨子 氏 ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン株式会社 副編集長
PwCコンサルティング合同会社 他
〈ファシリテーター〉笹谷 秀光　未来まちづくりフォーラム実行委員長

・SDGsによる未来まちづくり最前線（仮）

※プロフィール情報・
　所属団体欄に必ず自治体名を
　ご入力ください。

※最新の情報は、オフィシャルサイト（Miramachi.jp）をご覧ください。

〈特別セッションテーマ＆登壇ブランド（予定）〉
・養殖サバで社会課題解決！
 右田 孝宣 氏 株式会社鯖や 代表取締役/株式会社SABAR 代表取締役/
  フィッシュ・バイオテック株式会社 代表取締役
 山本 圭一 氏 株式会社NTTドコモ 地域協創・ICT推進室 担当課長 
・「紙の循環から始める地域共創プロジェクト」in北九州 
 網岡 健司 氏 八幡東田まちづくり連絡会 会長 
 小橋 祐子 氏 NPO法人わくわーく(障がい福祉サービス事業所) 理事長 
 中野 雅陽 氏 エプソン販売株式会社　取締役 他
・NECネッツエスアイ株式会社、PwCコンサルティング合同会社 他

お問い合わせ

「第3回未来まちづくり
フォーラム」
オフィシャルサイトの
「参加登録」より
エントリーください。

参加登録

2月24日(水)プログラム

SB 2021 Yokohama

2/25
THU

2/24
WED

第3回
未来まちづくりフォーラム

自治体の方のご参加登録について

全国 ブランド会議

ご参加登録について

「未来まちづくりフォーラム」
のみご参加（2月24日）の場合

エントリー

参加希望日「2月24日（水）」を選択

「未来まちづくりフォーラム」と
「全国SDGs未来都市ブランド会議」
および「サステナブル・ブランド国際会議
2021横浜（Day2 プレナリー）」へ
ご参加（2月24日・25日）の場合

参加希望日「両日」を選択

SB 2021 Yokohama

「第3回未来まちづくり
フォーラム」
オフィシャルサイトの
「参加登録」より
エントリーください。

2/25
THU

2/24
WED

第3回
未来まちづくりフォーラム

「未来まちづくりフォーラム」
のみご参加（2月24日）の場合

エントリー

参加希望日「2月24日（水）」、
または「オンライン」を選択

「未来まちづくりフォーラム」と
「全国SDGs未来都市ブランド会議」
または「サステナブル・ブランド国際会議

2021横浜（Day2）」へ
ご参加（2月24日・25日）の場合

参加希望日「両日」を選択

参加費（税別）：
￥5,000－

2021年2月25日（木）開催／会場：パシフィコ横浜 ノース

参加費用（税別）：
General/一般　¥35,000－
NPO/NGO　　¥21,000－
Student/学生　¥10,500－

第2回

第5回 SB2021Yokohama

第2回 全国SDGs未来都市ブランド会議

全国 ブランド会議

第5回 SB2021Yokohama

第2回 全国SDGs未来都市ブランド会議

全国 ブランド会議

オンライン配信で、遠方の方もご参加しやすくなりました。
第3回未来まちづくりフォーラムは、リアルとオンラインによる参加が可能なハイブリット開催へと進化します。今までご参加が叶わな
かった、遠方の皆さまもご参加いただけるようになりました。皆さまからのご参加登録をお待ちしております。

全てのセッションをライブ配信し、セッションのアーカイブ配信を会期終了後から一定期間（期間限定）まで公開いたします。


