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■推進協議会会員活動

・まつやまSDGsカフェ（セミナー）・未来工房(ワークショップ)を計５回開催

種別 開催日 テーマ 参加数 形式

第1回カフェ R2.8.31 私たちのSDGs“ことはじめ” 63団体 オンライン

第2回カフェ R2.12.18
アフターコロナのインバウンド戦略
～サスティナブルツーリズムに取り組むヒント～

20団体 オンライン

第1回未来工房 R2.12.18
脱炭素社会の実現を目指した
水素エネルギーの利活用について

18団体 オンライン

― R3.1.13 kintone×SDGs推進協議会 ハンズオンセミナー 22団体 オンライン

第2回未来工房 R3.3.16 カードゲーム「SDGs de 地方創生」
13団体
(サポクラ含28名）

サポーターズクラブ会員・
推進協議会加入団体双方で実施

令和２年度の活動について（報告）



令和２年度の活動について（報告）

■会員活動

デジタルプラットフォームとして“kintone”を導入

・自団体のＳＤＧｓに関する取組等について自由に情報発信 & 会員団体間での横のつながりを持つことができるツールとして
クラウドソフト“kintone”を導入



令和２年度の活動について（報告）

■周知・啓発活動

①まつやまSDGsフェア～親子で知りたいSDGs～の開催

・R2.10.24(土)・10.25(日)に「マイホームフェスタ」「まつやま環境フェア」等と同時開催 ➡ 両日で約2,300人が来場

・会員団体によるブース出展／イベント・講演

ブース展示(森から続く道) 講演：NPO消費者支援グループひめまる 参加型イベント：NPOワークライフコラボ・企画



令和２年度の活動について（報告）

■周知・啓発活動

②重点啓発の実施（R3.3） ・松山市駅周辺を重点エリアとして広告を掲示

「アニメでわかる！SDGs」を放映
・大街道・銀天街ストリートビジョン
・松山市駅ATM上ビジョン



令和２年度の活動について（報告）

■周知・啓発活動

②重点啓発の実施（R3.3） ・地元広報誌（リビング・リック）への広告掲載
・リビング掲載記事は「広報まつやま」に折り込みチラシとしても配布(島しょ部にも配布)

リビングまつやま3/5号

ウィークリーえひめリック
3/12号

愛媛でSDGsに取り組む企業の紹介も



令和２年度の活動について（報告）

■周知・啓発活動

④各種啓発グッズの作成 ・イベント等での周知・啓発策として下記グッズ等を作成
→会員団体主催のイベント等でご活用いただけます。（申込方法については後程説明）

・ステッカー（90Φ）
・マグネット（社用車等への貼付をイメージ）
（A4）

・Limex素材バッグ（A4収納サイズ）

※石灰石を使用した環境にやさしい新素材
Limexを使用しており，石油由来樹脂の使用を削
減しています。



   

 

令和３年度 松山市ＳＤＧｓ推進協議会 事業計画 

 

令和３年度事業概要 

 令和２年７月末に発足した松山市ＳＤＧｓ推進協議会は，令和３年３月末で松山市内外

の１５５団体が加入。持続可能な地域づくりを推進するためのプラットフォームとしての

役割が期待されている。 

 令和３年度は引き続き幅広いステークホルダーの参画を促すとともに，会員活動の充実

や，ターゲットを絞った啓発活動を軸とし，下記のとおり事業を実施する予定である。 

 

 

会員活動の充実・強化 

 

１．まつやまＳＤＧｓカフェ・未来工房の開催 

 ● 会員団体がＳＤＧｓの最新の動向を共有し，コミュニティの形成や自団体の取組に

つなげていくため，２か月に１回程度『まつやまＳＤＧｓカフェ』（セミナー）を開

催する。 

   また，地域課題を解決する事業の実施に向け，『まつやまＳＤＧｓ未来工房』（ワーク

ショップ）を随時開催する。 

 

２．kintoneを活用した会員活動の支援 

● 会員団体間での情報共有・取組発信ツールとして kintoneの活用を更に推進する。 

  （啓発グッズや，共催・後援等の推進協議会に対する申請行為を kintone上で完結） 

 

 

情報発信 

 

３．ＳＤＧｓの普及・啓発 

 ● ＳＤＧｓの認知度の向上等を図るため，「まつやまＳＤＧｓフェア」の開催等イベン

トや広報による普及・啓発事業を実施する。 

また，令和３年度は各種ターゲット（年齢・職業等）に応じた普及・啓発を行い，特

に次代を担う高校生・大学生等に対して重点的に実施する。 

 

４．協議会活動の発信 

 ● 分科会活動や協議会会員の取組みについて，積極的な広報及び情報発信を行う。 

 



協議会の活動状況について

資料２



ＳＤＧｓの認知度

■電通「第4回SDGsに関する生活者調査」

■松山市「市民意識調査」

・日本全国の10代～70代の男女各100人ずつ計1400人
・調査期間は、2021年1月22～25日

20.5 33.8 計 54.2%

内容まで含めて知っている

内容はわからないが名前は聞いたことがある

・前回（2020年1月）は、29.1％（10.0％、19.1％）
・年代別は、10代のSDGs認知度が7割を超え、全世代で最も高い

毎年、市民を対象に行っている意識調査の結果でSD G sについて
「①とても知っている」、「②まあまあ知っている」を選んだ人の割合

H30年度 5.4% R元年度 7.5% R2年度 15.9%
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最近の就活生の動向

２０１９年卒 ２０２０年卒 ２０２１年卒

1位
社会貢献度が高い
３１．８%

社会貢献度が高い
２９．４%

社会貢献度が高い
３０．０%

2位
将来性がある
３０．４%

給与・待遇が良い
２７．０%

将来性がある
２８．５%

3位
職場の雰囲気が良い
２５．４%

将来性がある
２６．０%

職場の雰囲気が良い
２６．５%

出典：㈱ﾃﾞｨｽｺ ｷｬﾘﾀｽﾘｻｰﾁ2021「就活生の企業選びとSDGsに関する調査」より

●3年連続「社会貢献度が高い」が１位！

●デジタル世代の学生は、どうやって「企業の社会貢献度」を調べる？
⇒ 企業がインターネットで公開しているＳＤＧｓなどの取組情報

採用ホームページ、パンフレット ７２．３%

企業ホームページ（ＳＤＧｓの取組など） ６２．１%

会社説明会、インターンシップ ４８．９%

これからの人材確保で重要な要素は「ＳＤＧｓ」と「その情報発信」
だから企業も本気で取り組む！！

出典：㈱ﾃﾞｨｽｺ ｷｬﾘﾀｽﾘｻｰﾁ2021「就活生の企業選びとSDGsに関する調査」より
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推進協議会 会員団体について

ＳＤＧｓ
フェア

重点
啓発

キックオフ
総会後

・会員団体は、Ｒ３．７末時点で１８０団体
・イベントや啓発効果もあり、順調に数を伸ばしている
・コロナ禍が続く中、会員同士がどのようにつながっていくかが課題
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②水素ステーション導入に向けた分科会

①スマートアイランドモデル分科会

➡ 松山市ＳＤＧｓ推進協議会キックオフ総会(R2.7.31)で松山市がメンバーを募集！

【設置日】R2.10.5

【団体数】18団体

【目 的】離島・中島が抱える人口減少や少子高齢化、エネルギーの脆弱性などの地域課題を解決し、

将来にわたって持続可能なスマートアイランドを実現する

※現在、4つのグループに分かれて活動中

再エネ
地産地消
【環境】

島内
周遊性向上

【社会】

市内との
回遊性向上

【経済】

島内の
魅力向上
【経済】

連携

➡ 行政課題かつ会員のニーズをマッチングさせたワークショップから発展！

【設置日】R3.3.31

【団体数】11団体

【目 的】水素社会の実現に向け，FCV等モビリティを普及させるため，松山市内に水素ステーションの導入を目指す

分科会の設置について
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＝会員団体同士を「ヨコ」につなぐ情報共有ツール！！

× 松山市ＳＤＧｓ推進協議会

コミュニケーションツールの活用

＜導入前＞

【松山市SDGｓ推進協】っていう
ヘッダーで来るメール多すぎ…

ほかの会員団体さんの取組を
知りたいけどHPには書いてないなあ…

情報はkintoneにまとまっているから
ここに来れば分かりやすい！

いろいろな団体が
ＳＤＧｓの取組について
情報発信しているのが見える！！

SDGsに関連するこんな取組をしたいけど
仲間が見つからない…

kintoneで呼びかけてみたら
協働する仲間ができた！！

＜導入後＞
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推進協議会での活用方法

※会員共有スペース
①情報共有・交流機能の強化！

②バラバラの情報をひとつに！データベース化

③申請をかんたんに！手続きのシームレス化 ※構築中

【新機能】
雑談スペース／仲間募集／取組み照会

【運用方法の変更】
会員団体一覧（共有開始）／イベント情報の共

有

【新機能】
・推進協議会関連資料の一括公開
・分科会活動状況の公開
・YouTubeチャンネルへのリンクを一元化
・活動上のQ＆A（整備中）

【新機能】
・シンボルマーク使用申請
・共催・後援等申請 （※

予定）
6



kintoneの活用例① イベント情報の共有

7

ここに掲載されている以外にもたくさんの情報が
寄せられています！

（セミナー案内）
（セミナー案内）

（セミナー案内）

（シンポジウム案内）

（フードドライブ案内）

（海岸清掃案内）

（展示会案内）



・kintone「会員団体一覧」アプリで入力している団体の業種内訳（101団体）

kintoneの活用例② アプリ活用
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kintoneの活用例③ アプリ活用

9

過去セミナー等をアプリで管理して公開
※推進協議会会員だけの限定公開



kintoneの活用例④ 仲間募集

10

松山ながら発電人プロジェクトの仲間募集！ 「えねこや」プロジェクトの仲間募集！



分科会の設置に向けて（令和３年度 第１回カフェの開催）

【基調講演】 ＝ “ 学び ”
１５分：テーマ①（気候変動による影響）
１５分：テーマ②（新たな価値を創る官民連携）

【パネルディスカッション】＝ “ 気づき ”
５０分：ビジネスと社会課題の両立とは

【ワークショップ】＝ “ 共有 ”
３０分：８つのブレイクアウトルーム（６人程

度）に分かれて、今日の“気づき”や
“学び”を共有

“セミナー”だけではなく、あたらしい試みをしてみました。
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令和３年度 第１回カフェの反応

・講演を聞きながら感じた
“気づき”や意見を
チャットで共有！

・講演後、それぞれの
感想や感じたことを
ブレイクアウトルームに
分かれて共有！

会員同士の顏が
見れて話が出来て
良かった！

一緒に協働する
仲間を探す場所が

あれば…

フランクに
意見交換ができて
よかった！
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第２回まつやまＳＤＧｓカフェ開催イメージ

会員団体

ルーム１

ルーム２

ルーム３

ルーム４

※参加案内時に、プレゼン団体の提案様式を共有します。

取り組みたい内容を
それぞれのルームで

プレゼン！

会員団体

テーマ(例)

興味のある団体の
プレゼンに参加！

会員団体

ルーム１と２に参加したい！

海岸をきれいに

テーマ４

空き家解消

テーマ３

働きがい

テーマ２

テーマ１

ジェンダー解消

ルーム３と４を聞きたいな

ルーム５だけ聞いてみたい！

プレゼン団体 ファシリテーター・
事務局

ファシリテー
ター・事務局が
各ルームで
サポート！
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kintoneを通じた連携事例①

学内外に発行する新聞に
あなたの団体の「SDGsの取組」を
掲載しませんか？と呼びかけ

会員団体の取組を
記事として掲載
いただきました！



kintoneを通じた連携事例②

「SDGs de 地方創生カードゲーム」を活用して
SDGsの本質と地方創生について、高校生と共に考えて
みませんか？と呼びかけ

・伊予市役所(SDGs推進プロジェクト会議委員・入庁３年目までの若手職員) × 松山工業高校

高校生と自治体のコラボ企画が
実現されました！



その他の連携事例

★ JT四国支社愛媛支店×愛媛大学

★東雲短期大学×松山市

★えひめ洋紙×愛媛大学×松山市

・現代ビジネス学科ゼミ（R3.6.30）
・ゼミ生と松山市職員が地域課題の解決方法を考える

・えひめ洋紙社内勉強会を開催（R2.7.4）
・社員が自社の取組にＳＤＧｓのゴールを貼付け

★×リコージャパン愛媛支店

・堀江海岸の清掃（R3.6.8）38人が参加

・JT愛媛支店と愛媛大学の合同勉強会を実施



スマートアイランドモデル分科会の

活動について

資料3

スマートアイランドモデル分科会代表：愛媛大学 野村 信福



スマートアイランド構想

島のにぎわい 快適で安全安心な暮らし 豊かな自然環境との共生

経済面 社会面 環境面

太陽光エネルギーの地産地消と電動モビリティの活用➡暮らしの質の向上と防災力強化

中島で創った「環境にやさしい電力」を道後などで活用➡ブランド力の向上と中島の魅力を発信

市内回遊を促すメニューとリンクさせ観光客数と滞在時間を確保➡にぎわい創出と経済循環

１

2

3

離島・中島が抱える人口減少や少子高齢化、エネルギーの脆弱性などの複数の地域課題を解決し、
将来にわたる持続可能なスマートアイランドを実現する。

目的

太陽光発電や
ＥＶ充電設備

EV
EV

グリーン
電力証書

グリーンな
モビリティの
島内活用

にぎわい創出

2

ソーラー
充電スタンド

３

イベント等で
活用

防災力の強化
暮らしの
質の向上

市内回遊を促す
メニューとリンク

ブランド力
向上

経済循環

中島の
魅力発信

1

分科会に参加いただける団体の知恵やノウハウを加えて相乗効果UP!!
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代表者：愛媛大学 大学院理工学研究科教授 野村 信福

コーディネーター：愛媛大学 野村信福教授、松村暢彦教授、和田寿博教授、井口梓准教授

分科会メンバー

・松山市

・(株)いよぎん地域経済研究センター

・(株)エス・ピー・シー

・(株)愛媛銀行

・えひめ住販

・太陽工業(株)

・中央会計(株)松山オフィス

・長州産業(株)

・帝人(株)松山事業所

・(株)デンカシンキ

・(福)島寿会

・東武トップツアーズ(株)松山支店

・トヨタカローラ愛媛(株)

・ＮＰＯ法人農音

・富士通(株)

・松山東雲短期大学

・三井住友海上火災保険(株)愛媛支店

・(一社)をかしや

会員数：１８団体
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分科会の活動

『再エネの地産地消を考える』 『島内の周遊性向上と
移動手段確保を考える』

地域のプレイヤー

愛媛大学 大学院理工学研究科
野村 信福 教授

島内の太陽光や風力などの再エネを
「創る・貯める・賢く使う」
仕組みの普及を考える

愛媛大学 社会共創学部
井口 梓 准教授

愛媛大学 社会共創学部
松村 暢彦 教授

愛媛大学 法文学部
和田 寿博 教授

「環境と人に優しい乗り物」で、
島内の周遊性を向上させる仕組みや、
移動弱者や公共交通空白地の
移動手段の確保について考える

『市内回遊を考える』
本土での中島のPRや中島↔
本土との回遊促進、

観光コンテンツの開発について
考える

『島内の魅力向上&
魅力発信を考える』

島の魅力を活かした施設・設備等の充実や
島の魅力の発信による島の認知度向上と

交流・関係人口の拡大を考える

情報共有 相乗効果
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分科会の活動

【これまでの流れ】

・令和２年７月３１日（松山市SDGs推進協議会キックオフ総会）

➡ 仲間を募集

➡ 提案団体からヒアリング

・令和２年１０月１１日 分科会キックオフ会議

・令和２年１１月上旬 kintone先行活用開始

４グループに分かれ協議開始

・令和３年２月 各グループ協議状況共有

・令和３年５月 令和３年度第１回全体会開催
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令和2年7月18日
リニューアルオープン

2人部屋 ５人部屋 ８人部屋

研修室 食 堂

中島の観光拠点（ほしふるテラス姫ケ浜）

豊かな山海の
自然の味わい

最大限活用して取組を展開

5



具体的取組（再エネ地産地消グループ）

2030年までに島内から排出される温室効果ガスの実質ゼロを目指す！

➢ PPAモデルの活用

事業者が家庭や公共施設等に太陽光発電設備を設置し、発電電力を供給し、
維持管理を行う事業形態。現在、設置に向け島内事業者と協議中。

➢ エネルギーマネージメント調査
島内の再エネ賦存量や電力需要量を調査。

■現状把握

■再エネ導入

■機運醸成

➢ ソーラーガレージ、ソーラー充電スタンドの設置
ほしふるテラス姫ケ浜に設置し、太陽光で得た電気を小型電気自動車やE-Bikeなどのモビリティ、
スマートフォンの充電に活用。

➢ 太陽エネルギーを感じる機会の創出

E-bikeや太陽光パネル付きポータブル冷蔵庫・蓄電池、ソーラークッカーを導入。
観光客へ貸し出しや小中学生の環境教育等に活用し、太陽エネルギーを体感できる機会を創出。

➢ 島内向け再エネ電力契約メニューの創出

6



■グリーンスローモビリティ（略称「グリスロ」）の実証

●時速20km未満で公道を走る４人乗り以上の電動パブリックモビリティ

●国土交通省は、高齢化が進む地域での地域内交通の確保や、観光資源になる新しい観光モビリティの展開

など、地域交通の課題解決と、地域での低炭素型モビリティの普及を同時に進められるグリスロを推進

松山市 グリスロの調達

三井住友海上火災保険
MS＆ADインターリスク総研

リスクアセスメント

島寿会 実証運行

＜実証内容＞

●約2年間を予定。既存の公共交通と棲み分け、島内事業者等に貸し出し、
島民や観光客などに試乗してもらい、ニーズや課題を抽出

具体的取組（島内の周遊性向上と移動手段確保グループ）

環境と人にやさしい乗り物で、島内の周遊性の向上や移動手段の確保を目指す！

＜グループ内役割分担＞

■その他のモビリティを活用して、観光客の移動手段やカーシェアリングについても検討

●4月30日から社会福祉法人 島寿会「特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘」に、
7月19日から「ほしふるテラス姫ケ浜」の宿泊者に貸し出し中。

7



具体的取組（島内の魅力向上＆魅力発信グループ）

「ほしふるテラス姫ケ浜」を軸に島の魅力を発信し、交流・関係人口の拡大を目指す！

■ほしふるテラス姫ケ浜の利用促進

●「E-bike」や「天体望遠鏡」を導入し、更なる来島者の呼び込みなど、サステナブル里島ツーリズムを推進

■ワーケーションの推進

＜官民連携の実証事業の検討＞

●「ほしふるテラス姫ケ浜」の交流棟テラス前に

期間を定めてモバイルユニットを設置

●宿泊施設と一体で利用することで、中島でのワーケーション

需要を把握する

■マイクロツーリズムの推進

●国道317号を今治のしまなみ地域から松山市島しょ部をつなぐ軸（Route317プロジェクト）とし、

同ルート周辺の地域資源を掘り起こすことで、地域の魅力発信と経済循環を生み出す。

●６月27日にプロジェクトのキックオフ勉強会 & ワークショップを開催

●８月下旬には、中島で「座談会」を開催予定 8



具体的取組（市内回遊グループ）

中島の自然などを活用した体験型観光コンテンツを造成し誘客やワーケーションにつなげる！

「松山市の取組」×「民間事業者の取組」×「民間事業者のアイデア」

中島・本土の回遊性向上へ

■新しい体験コンテンツの整備

●「松山市グリーンツーリズム体験メニュー開発実行委員会」と連携し、地域資源（自然）
を活用した観光コンテンツの整備とブラッシュアップを行う

【WORK】

【VACATION】

■島民の皆さんとの交流（島民ガイド・交流会・島民の伝える力を育む）やアプリを活用した
各種イベントの開催などを検討

●民間事業者主催の起業体験イベント（アイデアソン合宿）
●島の未来を考える「離島振興」などをテーマとして、今秋開催予定

■「スタートアップウィークエンド 中島」

※新型コロナウイルスの感染拡大状況等の影響により、変更となる場合があります。

9



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

達成目標
【再エネの地産地消】【島内の周遊性向上と移動手段確保】【島の魅力向上と発信】【市内回遊】の
分野で具体的なプロジェクトを開始

活動内容・スケジュール

予想される活動成果
・エネルギーの地産地消の普及 ・島内の防災力強化島内の周遊性向上 ・関係、交流人口の拡大
・地域のにぎわいの創出 ・経済循環

●全体会議

グリスロ活用・その他電動モビリティの活用検討

4つのグループでプロジェクトを推進。 協議やkintoneでの交流を通じ、グループ間の情報共有・連携を図り相乗的に効果を高める取組を推進。

＜再エネの地産地消＞

太陽光パネルの自家消費型第三者所有(PPA)モデルの設置等を検討し、エネルギーの地産地消を進める。

＜周遊性向上と移動手段確保＞

リスクアセスメント等を実施しながらグリーンスローモビリティの実証運行を開始。その他様々な電動モビリティの活用を検討する。

＜島の魅力向上＆魅力発信＞

島の自然などの魅力を向上させるツールや体験メニュー創設の検討を進める。

＜市内回遊＞

ワーケーションやアイデアソン合宿の実施、観光商品の開発やイベント企画の開催などを検討する。

●2020年度
活動報告書提出

PPAモデルの確立に向けた協議 設置検討

魅力向上ツールの検討・地元調整 準備

観光メニュー等 企画の具体化 ※気候の良い時期でイベント等開催

●効果検証

令和３年度の活動計画
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松山市ＳＤＧｓ推進協議会

水素ステーション導入に向けた分科会

活動報告

水素ステーション導入に向けた分科会代表：愛媛大学 中原 真也

資料４



2

■第1回SDGs推進協議会ワークショップ（未来工房）

令和２年１２月１８日（金）

【テーマ】 脱炭素社会の実現を目指した
水素エネルギーの利活用について

【日時】

【参加者】 会員団体 :20団体
ファシリテーター :愛媛大学 板垣教授
オブザーバー参加 :四国経済産業局、徳島県、愛媛県

【プログラム】

★セミナー★

水素社会の実現に向けた経済産業省の取組

四国経済産業局 資源エネルギー環境課課長補佐 直井 伸一 氏
脱炭素社会へ向けた世界の動き
～地産グリーンエネルギーによる未来都市創生の機会～
株式会社 谷グリーンエネルギー研究所 谷 義勝 氏
水素エネルギー普及拡大に向けた徳島県の取組みについて

徳島県 環境首都課 松本 伸一 氏
松山市の取組

松山市 環境部 副部長 中島 郁

★フリーディスカッション★

分科会設置の経緯

・水素エネルギーの普及に向けた
課題や問題点の共有

・各ステークホルダーの意見交換



【課題】

水素ステーション
設置運営事業者

モビリティ販売店

一定の水素需要が見込めないと採算が合わない。

水素ステーションがなければ、販売ができない。

「水素ステーションの導入に向けた分科会」を設置して、各ステークホルダーの役割を明確化し、

連携することで、松山市内での水素ステーション設置を目指す。

分科会設置の経緯

水素社会の実現には・・・一定の水素需要が見込めるモビリティの普及が必要。【目指す姿】

【提案】



水素ステーション導入に向けた分科会
代表者 兼 コーディネーター：愛媛大学 大学院理工学研究科教授 中原 真也 教授

分科会メンバー

・㈱伊予銀行

・(株)いよぎん地域経済研究センター

・(株) 伊予鉄グループ（伊予鉄バス㈱）

・(株)愛媛銀行

・愛媛大学

・愛媛トヨタ自動車㈱

・四国ガス㈱

・太陽石油㈱

・㈱谷グリーンエネルギー研究所

・松山市

・松山商工会議所

会員数：１１団体

オブザーバー

・愛媛県 ・四国経済産業局



分科会での活動内容と期待される成果

設置の目的
水素社会実現に向け、水素エネルギーの需要が見込めるFCV等モビリティを普及させるため、
松山市内に水素ステーションの導入を目指す。

目指す
ゴール

【環境】脱炭素社会の実現 【社会】３E+S、防災力の強化 【経済】産業競争力の活性化

「活動内容」
１．水素ステーションの設置

・費用面（設置、維持管理）等、課題や問題点の整理
・設置場所、スケジュール等の決定

２．FCV等モビリティの普及
・販売店や需要量の拡大

３．松山市水素ロードマップの作成
・2030年、2050年の目標

ゴール達成に
向けた指標

【環境】温室効果ガス削減・・・水素ステーションでの水素共有量（N㎥） など
【社会】水素インフラの整備・・・水素ステーションの設置（箇所） など
【経済】水素需要の増加・・・FCV販売台数（台） など

分科会概要

各ステークホルダーの役割を明確化し、連携することで、
松山市内での水素ステーションの設置を目指す。

運営主体

モビリティ販売

産 学

官 金

分科会設置日 令和3年3月31日



活動内容

■キックオフ会議

令和３年６月８日（火）１０：００～１２：００

【日時】

【参加者】
分科会メンバー ：11団体
分科会オブザーバー：四国経済産業局、

愛媛県

【内容】
１．開会
２．代表者あいさつ
３．自己紹介
４．分科会の概要（ミッション）
５．現在の進捗状況
６．意見交換
７．今後の予定
８．閉会



活動内容

■キックオフ会議

【意見交換】 候補地の確保について

➢ 候補地が確定してから、水素ステーション完成までには約1年半の期間を要する。FCV等の
需要側の戦略に関しても、土地が決まらないことには、見通しを立てることが難しいため、まず
は候補地の選定を進める。（早くて秋口、遅くとも今年度中には確定する）

➢ ステーション設置に必要な面積は1000～1200㎡（30m×40m）※目安

➢ 人口密集地など、利便性の高い場所が望ましい。

運営費について

➢ ステーション経営の採算が取れる車両普及の道筋を立てる。出口側の協議も進める。

➢ 2027年（JHyMの支援終了予定年度）までにはステーションの自立が必要。

車両の普及について

➢ 商用車など稼働率の高い車両の普及が必要。車両スペックに応じた、具体的な運用面の課題
整理が必要。



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和3年 6月24日（作成日）

達成目標
分科会メンバーと連携し、水素ステーション設置場所を確定させるとともに、松山市水素ロードマップの
素案を作成する。

活動内容・スケジュール

予想される活動成果 ・水素ステーション設置の具体化

2021年度 活動計画

●キック
オフ会議

➢ Kintone上の情報のやり取りだけでなく、随時進捗状況を確認するための全体会を行う。
➢ 水素ステーションを設置するための候補地を上期中に絞り込むとともに、遅くとも令和3年度中には確定させる。
＜水素ステーションの設置場所確定後＞

➢ 令和3年度中に、水素ステーションの規模や能力に応じた松山市水素ロードマップ素案の作成を行う。
➢ 水素需要側（FCV等）の普及戦略について議論を深める。

●活動計画書提出

建設場所の検討 ※遅くとも今年度中

●kintone
運用開始

全体会開催（随時）※年度内2～3回

場所確定後、水素ロードマップの作成（素案）

水素需要側の戦略検討

●前期活動報告書提出

●全体会



事務局からのお知らせ

資料５



四国内のＳＤＧｓ未来都市

2020年度選定：香川県三豊市
せとうちの海と山とまち ～ひろく
豊かな田園都市・多極分散ネット
ワーク型みとよ形成事業～

2018年度選定：徳島県上勝町
SDGsでSHLs（Sustainable 
Happy Lives） 持続可能な幸福
な生活

2020年度選定：高知県土佐町
持続可能な水源のまち土佐町～
人々の豊かな意図ないが「世
界」を潤す水を育む～

2020年度選定：愛媛県松山市
＊自治体モデル事業
みんなを笑顔に “観光未来都市
まつやま” ~瀬戸内の 島・里・
山を つなぐまち~

2021年度選定：愛媛県西条市
＊自治体モデル事業
豊かな自然と共生し、「ヒト」
と「活動」が好循環するまち
西条創生事業



四国内の連携

環境省は、環境・社会・経済の課題の同時解決と地域資源を活かし、持続的に循環させることで、農山漁村も都市も持続可能な社会を実現するための新しい概念「地域循環
共生圏=ローカルSDGs」を提唱しています。 四国は、急速に進行する人口減少や高齢化、大規模自然災害の発生などにより、地域の存続に関わる難題に直面しており、 次世
代に伝えたい地域資源や固有価値、私たちの日々の暮らしや産業活動にまでも影響を与えています。
このような四国の地域課題を解決し、地方創生の成果を確かなものとし、持続可能な地域づくりを進めていくためには、「地域循環共生圏＝ローカルSDGs」の達成に向けた取組を
積極的に推進することが重要であると考え、この度、この取組を推進するプラットフォームとして「ローカルSDGs四国（略称：LS四国）」を立ち上げることとしました。

１）ローカルSDGsの考え方を実践する場づくりを進めます。
２）ローカルSDGsの視点をもった創り手の発掘、育成を進めます。
３）イノベーションの導入やESGの視点を取り入れたビジネスの創出及び地域経済循環の向上を目指します。
４）自然と人が共生する循環型社会を構築し、脱炭素化へのパラダイムシフトを進めます。

2021年2月17日設立

◆地域課題解決に向けた支援
地域課題解決の深掘り、マッチング支援
協力団体・企業の先進事例紹介

◆情報収集・発信・共有
フォーラム・勉強会・交流会等の開催
HPでの発信、メルマガ・SNSの活用、表彰制度

◆ローカルSDGsの視点をもった創り手の育成
分科会活動支援、研修、講演

背 景

ビジョン

行動指針

分科会

再エネ
導入

企 業
ＮＰＯ

省 庁
自治体

研究機関 市 民

団 体
学 校

金 融
課題の
掘り起こし

伴走支援

コト・物の
提供

地域課題

環境課題

人口減少 高齢化 過疎化 雇用創出
コミュニティの消失 産業創出 …

地域資源の
利活用

脱炭素社会（再エネ）異常気象
災害対応 耕作放棄地 獣害 …

魅力ある持続可能な四国
(ローカルSDGsの実現)
環境・社会・経済の両立

専門技術

連 携

ESG投資・ファンド
地域金融

協働取組

課題解決支援

課題
解決支援

協働
取組

協働
取組

分科会

防災・減災
社会づくり

分科会

観光による
交流拡大

分科会

生業
づくり

分科会

地域産品
市場創出

LS四国はベルトコンベア！

人材育成

地域循環共生圏をつなぎ、円滑運営するための情報が集まるプラットフォーム

バックキャスティングで課題解決
（課題の深掘り⇔デザイン
⇔マッチング・コーディネート）

1  ローカルSDGs四国（LS四国）とは

青い国・四国を次世代へ

ビジョンの達成に向け、地域循環共生圏（ローカルSDGs）に基づいた以下の取り組みを進めます。

自然資源の恵み・つながりを活かし、伝え、地域・社会がそれぞれの特性を発揮しながら、連携して支え合い、SDGs
の目指す環境・社会・経済の調和を図りながら持続発展する、活力あふれる四国地域の創造

２ LS四国の取組内容



kintoneの活用

会員団体同士を「ヨコ」につなぐ“デジタルプラットフォーム”



kintoneの活用

各団体が取り組んでいる
「SDGsアクション」の共有

セミナーやワークショップの
お知らせ

過去のセミナー等のアーカイブ

➡自団体の「SDGsアクション」につながる情報を共有



新機能！！

➡総会終了後、改めて運用開始についてkintone上でお知らせします。



情報発信 & 取組みの輪の拡大
■ 推進協議会公式インスタグラム

月２回程度、推進協議会の
取り組み紹介や、サポクラへの
配信内容を掲載しています📷

公式インスタをcheck!  &
フォローお願いします！

アカウント名： sdgs_matsuyama で検索！



次回「第２回カフェ」のご案内
・この地域課題、こんなアプローチでも解決できるのでは？
・自社のソリューション、こんな課題解決に活用できるのでは？
・一緒に協働してくれる仲間を探したい！

そんな熱い思いをお持ちの団体様、
是非ご参加ください。

プレゼン希望団体 会員団体

・自団体の強みはこんなところ！
・この強みを活かして、こんな地域課題
を解決したい！

・こんなノウハウやソリューションがあ
る
仲間が集まると嬉しい！

・地域課題の解決に取り組みたい。
・何か自団体で協力できることは
あるかな？

取り組みたい内容を
プレゼン！

興味のある団体の
プレゼンに参加！

※Zoomブレイクアウトルームを利用して開催予定。
参加端末数に上限を設けさせていただく場合がございます。



次回「第２回カフェ」のご案内

●８月２７日（金）１４：００～１６：００ ※予定

【全体のながれ（予定）】
・開会あいさつ・オリエンテーション ５分
・プレゼン１回目開始 ５分
・質疑応答・意見交換 ４０分
・休憩 ５分
・プレゼン２回目開始 ５分
・質疑応答・意見交換 ４０分
・全体共有 ２０分

※テーマ数によっては、プレゼンの回数や全体の時間等
変更させていただく場合がございます。

ご参加お待ちしています！


