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JST「科学と社会」推進部

荒川 敦史

「STI for SDGs」アワード シンポジウム
～科学技術イノベーションによる課題解決、そして地方創生へ～

「STI for SDGs」アワードの概要等について
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科学技術振興機構（JST）の事業内容

１．未来を共創する研究開発戦略を立てる

２．知を創造し 経済・社会的価値へ転換する

３．社会との対話を推進し 人材を育成する



＜JSTがSDGsを推進する意義＞

JSTの使命とSDGsの親和性

JST：未来創造イノベーションの先導、社会価値・経済価値の創出

SDGs：社会変革・持続可能な世界の創出、新たなビジネス機会の創出

STI推進におけるSDGsの活用

新研究領域の創出、異分野への研究成果の展開、オープンイノベーション
の促進など

＜基本方針（3本柱）＞

①広報・啓発活動の推進（SDGs for All, STI for All）

②SDGs達成に貢献するプログラムの実施（STI for SDGs）

③SDGsの視点を踏まえた業務の推進（SDGs for STI）
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STI for SDGsに関するJSTの基本方針（改訂版・概要）

我が国のSTI for SDGsの牽引
新たなイノベーション・エコシステムの構築を推進



未来共創推進事業

「STI for SDGs」アワード

アウトカム

取組事例
の発信

STI for SDGsの
流れを加速

次世代人材による
SDGsへの取組の
促進、人材育成

他地域への
水平展開

地域経済の発展
地域創生の実現

優れた取組を表彰

科学技術イノベーションを用いて、地域の社
会課題解決やSDGsの達成を目指す取組

＜選考基準（案）＞
SDGsのコンセプト＋科学技術イノベー
ションの活用、革新性・独創性、展開性、
継続性、ストーリー性

NPO

自治体 大学 企業

教育機関
（生徒）

応募

…

※次世代人材による取組については特別賞を検討

審査

＜募集期間＞2019年6月～8月（予定）

＜表彰式、取組発表＞
2019年11月@サイエンスアゴラ

＜審査期間＞2019年9月～10月

６月
公募開始予定

文部科学大臣賞、JST理事長賞、次世代特別賞などを授与予定 （※名称は現時点の案）



「STI for SDGs」アワード 選考委員
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委員長 蟹江憲史 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授

委 員 上田壮一 一般社団法人Think the Earth 理事

委 員 小原 愛 一般社団法人Japan Innovation Network ディレクター

委 員 須﨑彩斗 株式会社三菱総合研究所 オープンイノベーションセンター

副センター長

委 員 新田英理子 一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク

（SDGsジャパン） 事務局長

委 員 白木澤佳子 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST） 理事

※敬称略



「STI for SDGs」アワード 選考基準（現時点の案）
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1 包摂性 ⚫ SDGsの「誰一人取り残さない」という理念に沿った取組であるか。
⚫ 人権の尊重や多様性の観点を勘案した取組であるか。

2 マルチステークホ
ルダー参加型

⚫ 地域の社会課題の当事者が主体的に参加している取組であるか。
⚫ 多様なステークホルダーが参画し、それぞれの英知を結集した取組であるか。

3 統合性 ⚫ 単一の社会課題、SDGs目標だけでなく、複数の社会課題の解決、SDGs目標の達成を
目指す、統合的解決の視点を持った取組であるか。

4 科学技術イノベー
ションの活用

⚫ 対象となる社会課題に対して、科学技術イノベーションが重要な役割を担っている取
組であるか。

5 革新性、独創性 ⚫ 社会課題の解決手段や着眼点にオリジナリティのある取組であるか。

6 展開性 ⚫ 課題解決に向けた取組に普遍性があり、他地域への水平展開が可能な取組であるか。

7 継続性 ⚫ 社会課題の解決が一時的なものではなく、持続的な解決が図られる取組であるか。

8 ストーリー性 ⚫ SDGsの達成、または地域における社会課題の解決に向けたストーリーが明確な取組で
あるか。

上記項目の評価＋総合評価で選考する予定です。
（※今後変更する可能性がありますので、応募に当たっては公募要領をご確認ください）



表彰式は「サイエンスアゴラ2019」で実施予定

サイエンスアゴラは「科学」と「社会」をつなぐ日本最大級のオープンフォーラムです。
あらゆる立場の人々（市民、研究者・専門家、メディア、産業界、行政関係者など）が対話し、
それを政策形成や知識創造へ結びつける共創のプラットフォーム構築を推進しています。

期間：11月15日（金）～17日（日）

会場：日本科学未来館及びテレコムセンタービル

基調講演 キーノートセッション

意見募集ボード

セッション・ブース

一企業に閉じない、グローバルで
チャレンジングな共創

SDGs達成の先に何を見るか

グラフィックレコーディング

科学技術に対する社会的期待や
課題に関する声を収集

ビジョン：科学とくらし ともに語り紡ぐ未来

サイエンスアゴラ2018の様子

アゴラ2019
開催日程確定
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SDGsの達成に向け、多様なステークホルダーと連携・共創し、自然科学や人文・社会科学の知見による
科学的手法を活用しつつ、社会課題や解決のボトルネックの明確化・シナリオ創出から社会課題のソリ
ューション（実証事例）創出までを一体的に推進

戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)

SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム (SOLVE for SDGs)
S

D
G

s
 

の
達
成

ソリューション創出
フェーズ

ソリューション（ＳＤ
Ｇｓ達成のための事業
計画）を創出
・地域での実証試験
・事業計画の策定
・他地域展開の準備
（適用可能条件、環境設
定の提示など）

シナリオ創出
フェーズ

シナリオ（ＳＤＧｓ達成
の構想）を創出
・対話・協働
ｰ社会課題の特定
・地域での可能性試験

公募
・ＳＤＧｓ
達成のアイ
デア

公募
・シナリオ

評

価

事
業
計
画
の
実
行
・
他
地
域
へ
の
展
開

研究者と社会課題に取り組む当事者が一緒に研究開発を実施
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（8,000千円/年）

（30,000千円/年）

ステークホルダーとのネットワーク構築
（NPO・自治体・住民・メーカー・サービス産業・金融・アカデミア・研究機関・人社研究者含む)

連携・共創連携・共創

５月以降
公募開始予定
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内閣府 地方創生SDGs官民連携

プラットフォーム

サイエンスアゴラ
連携企画

（未来共創推進事業）

SDGsの達成に向けた
共創的研究開発プログ

ラム
（H31新規プログラム）

A-STEPなど
（復興支援等含む）地域循環共生圏の

形成[環境省]

ソーシャル・イノベー
ション・ボンド等

展開可能な事業・取組例
（文科省・他省庁の事業や民間ファンド等）

展開可能な事業等の例
（JST関係）

「STI for SDGs」アワ
ード

：

地域産学官社会連携分科会
（ネットワーク構築、マッチングの場）

自治体 企業
大学・
研究機関

市民
団体等

申請
・

応募
等

申請・応募等

内閣府 地方創生SDGs官民連携プラットフォーム

「地域産学官社会連携分科会」

設置目的（ 2018年度設置、事務局：JST ）

 大学・研究機関におけるSTI for SDGsの推進

 地域におけるSTI for SDGsの推進： 地域の課題解決に“科学技術イノベーション”を活用

 大学・研究機関と地方自治体、企業（主に中小企業）のネットワーク構築を支援

2019年度活動予定
• 地域の課題解決

をテーマに意見
交換会を各地域
で開催

• 大学・研究機関
と地方自治体、
企業等のネット
ワーク構築、シ
ーズとニーズの
マッチングを行
い、具体的なア
クションへ



JST マッチングプランナー（MP）をご活用ください！
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⚫ 全国５拠点にMPを配置しています。
⚫ 専門分野に限定せず、幅広い技術

分野の研究開発に対応します。
https://www.jst.go.jp/mp/matching.html

https://www.jst.go.jp/mp/matching.html


あるべき未来社会を「共創」によりデザインする仕組み
～「未来社会デザイン・オープンプラットフォーム」構想～

未来社会デザイン・オープンプラットフォーム (CHANCE) 構想

https://chance-network.jp/

https://chance-network.jp/


参考：CHANCEネットワーキング会「2050年の食卓」
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テーマ：「2050年の食卓」

3月25日（月）17:00-20:00 ＠ 永田町GRID にて開催

開催趣旨
➢ 2050年、世界人口は98億人に達すると予想されています。

人口増加に伴う食料危機に科学や産業はどう応えていくので
しょうか。飢餓をなくすという重要命題に加え、私たちの自
然観、コミュニティ、文化の形成に直結する食の未来のあり
たい姿からデザイン思考で考えていく必要があります。

➢ 人間は食という行為に何を求めていくのか、誰と何をどのよ
うに食べていくのか。人類の心もおなかもいっぱいにする幸
福（well-being）の実現に日本の科学力・イノベーション
力で何ができるのか、「革新的食料生産技術の創出」に係る
研究をテーマとして、最新の研究動向を伺いつつその成果が
食卓に上るまでに関わるさまざまな方々と議論します。



参考：CHANCEネットワーキング会「2050年の食卓」
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登壇者

『食肉生産3.0』
竹内 昌治 東京大学生産技術研究所統合バイオメディ
カルシステム国際研究センター センター長・教授

『人工物を受け入れる社会の心理』
日比野 愛子 弘前大学人文社会科学部 准教授

『デザイン思考で考える「2050年の食卓」』
田瀬 和夫 SDGパートナーズ代表取締役CEO

『食べられないものと食べたいもの 食の禁忌をもつ
人にも食選択の自由を』
阿良田 麻里子 立命館大学食マネジメント学部 教授

『人類のおいしさ革命 2050年の食卓をささえる
“umami”』
畝山 寿之 味の素株式会社グローバルコミュニケーシ
ョン部エグゼクティブプロフェッショナル

■食品関連企業
■投資家
■その他企業（メーカー、サービス、シンクタンク等）
■大学/研究機関
■官公庁、在京大使館 等

参加者所属機関



科学技術イノベーションの活用で
地域を元気に、そして世界へ！
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「STI for SDGs」アワードに係る照会先：

科学技術振興機構（JST）「科学と社会」推進部未来共創運営G

Homepage: https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/

Mail: sdgs-award@jst.go.jp

Tel: 03-5214-7493

https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/
mailto:sdgs-award@jst.go.jp


（参考）メディア：サイエンスポータル & サイエンスウィンドウ
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◇ 報道各社から配信されるニュースや専門家のコラム、
大学・研究機関・学会等のプレスリリース、サイエンス
カフェや各種イベントの開催情報などを、毎日配信

◇ 誰もが幅広く利活用できる科学技術情報をはじめ、研究
者・技術者などの調査研究・開発活動にも有用な情報を
効率良く閲覧できるサイト

◇ たくさんの人々が、科学技術と社会の関係について
語り合い、より良い未来社会をともに実現していく
ことを目的として年に４回発行する電子雑誌

◇ 中学生、小学生にも読みやすいように配慮
◇ 公式ウェブサイトに加え、電子書籍として配信

Science Window : https://sciencewindow.jst.go.jp/
＊楽天koboで電子書籍版をダウンロード可能（無料!）

Science Portal： https://scienceportal.jst.go.jp/
2018秋号

地域課題特集

https://sciencewindow.jst.go.jp/
https://scienceportal.jst.go.jp/

