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若者とのサステナブル「共創プロジェクト」とは？
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近年「SDGs」「サステナビリティ」というキーワードが一般化し、気候変
動に対する関心が高まっています。しかし、日本はまだ周回遅れで、2021 
年イギリスで開催された COP26 期間中には 「化石賞」という不名誉な賞を
受賞しました。これからの日本の取り組みが注目される中、札幌市でG7気
候・エネルギー・環境大臣会合が開催されることになりました。

この春、G7をきかっけに「札幌共創モデル」をスタートします。

若者・大学・企業・自治体の４者がサステナブルな未来について考え、実
際にアクションを起こし、全国・世界に発信。

G7のソフトレガシーが札幌から始まります。

世代・業界を超え、未来のためにつながる
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目的
札幌は、若者が実現したい未来を、単なる構想で終わらせません。企業や自治体が若者からの提案に実際に取り組むことで、社会
を動かし、変えるために共創します。
地球環境の緩和につながる取り組みを大人世代と協力しながら実現できることを、札幌発の取り組みとして全国に紹介。一年サイ
クルのプロジェクトとして継続していきます。

札幌市とSWiTCHが全3回の「若者検討会」を実施。その中で自然と共存する都市の未来像をイメージし、そこからバックキャス
ティングしながら自治体や企業に期待する「10のアクションリスト」を作成します。
自治体・企業は、4月15日に札幌ドームで開催される「環境広場さっぽろ」で、若者が提案する「10のアクションリスト」の中か
ら選び、実施を宣言。
その後、企業ごとに若者との取り組みをスタート。サイトでの進捗レポートや、12月の中間発表を経て、2024年2月に最終発表会
で取り組みを報告します。

概要

サステナブルな社会の実現
を目指し、若者が循世代・
業界・国境を越え、つなが
り合うプラットフォーム。

「環境と健康」分野の新
しい研究プロジェクト開
発と推進、人材育成に資
する体制を構築。

ゼロカーボン・環境保全
に係る取組を通じて持続
可能な地域づくりを促
進。
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国内外における国連持続
可能な開発目標(SDGs)の
実現に向けた社会の各層
における取り組みに資す
ることを目指す。
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地球温暖化対策に関する
普及啓発を行うことなど
により、地球温暖化防止
に寄与する活動を促進。

全国地球温暖化防止活動推進センター
（一般社団法人

地球温暖化防止全国ネット）
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「若者検討会」への参加 （任意）
アカデミアの先生方から、地球環境の現状と対策、サステナブル
化の好事例についてのレクチャーを行い、「若者が自治体と企業
と共創したいACTIONリスト」を作成する、「若者検討会」を実
施。
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山内太郎 先生 春日文子 先生 江守 正多 先生

・3月21日｜山内太郎先生：北海道大学環境健康科学研究教育センター長・Future Earth日本委員会 事務局長
・3月29日｜春日文子先生：国立環境研究所 特任フェロー・Future Earth国際事務局 日本ハブ事務局長
・4月  2日｜江守正多先生：東京大学 未来ビジョン研究センター教授・国立環境研究所 上級主席研究員

プロジェクトロードマップ

実施準備会
アクションへの参加を決めた企業と考案した学生が互いの思いを共有し、よ
り具体的なアクションを起こしていくための準備会を実施します。質問や懸
念事項を確認すると共に、若者の声を詳しく聞く機会を再度設けることで実
施に向けた明確なイメージを持つことができます。
開催形式：北海道大学・オンライン（予定）

5~

若者が「ACTION リスト」についてプレゼンテーション
4月15日、札幌ドームで若者検討会で作成した「若者が自治
体と企業と共創したいACTIONリスト」のプレゼンテーショ
ンを行い、北海道知事・札幌市長・若者・企業のトークセッ
ションを行います。また、会場内の出展ブースでは若者と一
緒にアクションを実施する自治体・企業のマッチングを行い
ます。
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中間発表「SHIBUYA COP 2023」
COP28が開催されるドバイ会場と渋谷をつなぎ、若者・企業・大学・自治体
が共創する先進的な取り組みを、日本の代表事例として世界に向けて発信し
ます。
開催形式：SHIBUYA QWS・オンライン（予定）

世界へ発信

最終発表「札幌国際芸術祭 2024」の開催に合わせ2
下旬 ここまで行ってきた成果を、札幌で6年半振りに開催され、市民参加や

未来志向が重要なキーワードとされている本イベントの開催に合わせ
て発表します（調整中）。本プロジェクトを「さっぽろ共創モデル」
とし、他の企業や自治体に向けて発信する事で日本全体のサステナブ
ルな波を作ります。
開催形式：未定

5~ アクション実施
各企業で若者と実施します。
SWiTCHが運営をサポート。
取り組みの進捗状況を”見える化”す
るため、特設サイトで随時、実施
レポートを紹介します。

インターン生と実施 オフィスで 店舗で 社外で



4月15日、札幌ドームで開催される、G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合開催
記念イベント「環境広場ほっかいどう2023」に当プロジェクトも参加。
メインステージでのトークセッションと出典ブースでのプロジェクト紹介を行ない
ます。参加方法について質問したり、大学生と直接対話することで、取り組みにつ
いてのイメージが沸き、企業としてできることが明確になります。

メインステージで北海道知事・札幌市長・若者・企業のトークセッションを行います。
都市の未来像と自治体や企業に期待する「若者が自治体と企業と共創したいACTIONリスト」について対話します。
日時：４月１５日（土）１３：００～１３：４５
場所：メインステージ

札幌市長 
秋元 克広 氏 

「若者が自治体と企業と共創したいACTIONリスト」を若者が説明。
若者に質問したり、実施に向けての相談をし、実施できるアクションを選びます。

<アクションのテーマ案>
脱炭素・生物多様性・資源の循環・ウェルビーイ
ング・ヒューマンライツ etc.

10のアクションについてブースで若者が紹介

企業が取り組みたいアクションを選び
参加へのサインアップ

実施することでサステナブル企業に！

出展ブース

1

2

北海道知事 x 札幌市長 x若者 x 企業 の対話

北海道知事 若者代表 企業

環境広場ほっかいどう2023
2022年は２日間で延べ、21,270名 の来場者数を記録。
さらに世界各国からの来賓＆多くの市民へアピール可能！

※イメージです

選んだアクション
ボードに企業ロゴを
掲載。

G7 気候・エネルギー・環境大臣会合
に合わせ、札幌ドームで開催
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
を実践します！

〇〇
会社

××
会社

－４ー



COP28 ドバイ会場 と渋谷会場をつないで取り組みを発信 

「若者との共創プロジェクト」の最終発表
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ここまで行ってきた成果を、札幌で6年半振りに開催され、市民参加や未来志向が重要なキーワードとされている本イベン
トの開催に合わせて発表します（調整中）。本プロジェクトを「さっぽろ共創モデル」とし、他の企業や自治体に向けて発
信する事で日本全体のサステナブルな波を作ります。
開催形式：未定

2
下旬

札幌国際芸術祭 2024

若者との共創を世界と日本に発信

中間発表「SHIBUYA COP 2023」

若者との共創を世界と日本に発信

最終発表「札幌国際芸術祭 2024」の開催に合わせ

COP28が開催されるドバイ会場と渋谷をつなぎ、若者・企業・大学・
自治体が共創する先進的な取り組みを、日本の代表事例として世界に
向けて発信します。

日時：2023年12月９日
開催形式：SHIBUYA QWS・オンライン（予定）

渋谷会場世界へ発信

COP28ドバイ会場 children & youth pavilion

日時：2024年1月20日～2月25日　開催
会場：未来劇場、さっぽろ雪まつり大通２丁目会場　札幌文化芸術交流センター
SCARTS、北海道立近代美術館モエレ沼公園、札幌芸術の森美術館　他
主催：札幌市・札幌国際芸術祭実行委員会

札幌市 SWiTCH

日本での若者とのサステナブル
共創プロジェクトについて報告

参加企業
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About SWiTCH
想   い

世界では、すでに多くの国がパリ協定の「産業革命以前に比べて、世界の平均気温の
上昇を2℃以下、できる限り1.5℃以下に抑える」という目標に本気で取り組んでおり、
成功事例の多くに、未来を担う若者との対話が組み込まれています。
日本がサステナブルの発信地として、国際的に注目されるモデル地域となるために、
脱炭素に留まらないサステナブル化を、私たち若者と進めてまいりましょう。
日本のサステナブル化は皆さまから始まります。私たちの熱で地球を冷やしましょう。

一般社団法人SWiTCH  代表理事 佐座マナ

WHAT WE DO

WHO ARE WE?
一般社団法人 SWiTCH
SWiTCHは、未来の主人公となる若者たちが、サステナブルな社会の実現を目指すプラット
フォームです。未来を担う若者と、大人世代が力を合わせれば、自然と人間が共存する循環型
社会が実現できるはずです。世代・業界・国境を越え、つながり合う機会を提供して参ります。

ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン大学院
サステナブル・ディベロプメントコース在学中

Mock COP グローバルコーディネーター /COP26 日本ユース代表

Think Global and Local 

グローバルな
視点をもって足元から

Intergenerational Action

世代間の
ギャップを埋める

サステナブル化に
デザインを活かす
Design for Innovation

COP26環境教育サミット
運営メンバー

「渋谷COP 2021」若者1000人の
アイデアを20の提言にし渋谷区長へ

「教えてサステナブル先生」
（毎月開催／計17回無料開催）

スウェーデン大使館 共催 若者との対話
（IKEA JAPAN CEO 登壇 ) 

スウェーデン大使館 共催 若者との対話
(Volvo Car Japan CEO 登壇 ) 

「ストックホルム+50 プレユース会議」
UNEP、スウェーデン大使館・ケニア大使館共催

COP27 エジプト会場と渋谷を
つないだCOP公式イベント

「渋谷COP2022」
環境省・渋谷区後援

私たちの熱で地球を冷やす。




