
SDGｓ関連対応：関西SDGsプラットフォームによる主催・共催・後援・展示 2019/3/24

No. 年 実施月 開始日 終了日 タイトル 場所 協力形態 主催 共催 後援

1 2018 1月 2018/1/23 2018/2/4
SDGｓ展示「SDGｓってなんやろ？
万博とSDGｓの関係ってなんや
ろ」

大阪府立中央図
書館

後援 大阪府・JICA関西 関西SDGｓプラットフォーム

2 2018 2月 2018/2/6
「次代を担う人材育成を考えるセ
ミナー」

大阪ガスビル 後援
大阪ガスエネルギー文化研究
所、こども環境活動支援協会
(LEAF)

関西SDGｓプラットフォーム

3 2018 3月 2018/3/2 2018/3/9
SDGｓ展示「SDGｓってなんやろ？
万博とSDGｓの関係ってなんや
ろ」

大阪府咲洲庁舎 後援 大阪府・JICA関西・吉本興業 関西SDGｓプラットフォーム

4 2018 3月 2018/3/8 2018/3/10
国際女性デー／Happy Woman
Festa Osaka 2018

なんばパーク
ス、とんぼりリ
バーウォーク他

後援
Happy Woman実行委員会関西支
部

国連広報センター他多数 関西SDGｓプラットフォーム

5 2018 3月 2018/3/22
分科会「関西SDGs貢献ビジネス
ネットワーク・キックオフ会合」

ホテルニュー
オータニ大阪

分科会 近畿経済産業局 JICA関西、関西広域連合 関経連ほか多数

6 2018 3月 2018/3/29
「SDGsを語る　阪口竜也氏と朝日
新聞社多賀谷克彦氏トークイベン
ト

梅田蔦屋書店 後援 朝日新聞 関西SDGsプラットフォーム

7 2018 3月 2018/3/30

朝日新聞・関西SDGsプラット
フォーム　シンポジウム　～未来
社会の姿と今わたしたちにできる
ことを考える～

中之島会館 共催
朝日新聞・関西SDGsプ
ラットフォーム

8 2018 4月 2018/4/7 はっと!!KOBE 健康フェア
WHO神戸セン
ター、JICA関西

後援 神戸市 WHO神戸センターほか
関西SDGｓプラットフォーム、JICA関
西ほか多数

9 2018 4月 2018/4/21
シンポジウム 「アリス・ ウォー
タ ースさんに学ぶ 食・ 農・ 暮
らしの持続可能な未来」

びわ湖ホール 後援 滋賀県 関西SDGsプラットフォーム

10 2018 4月 2018/4/21
G20 大阪サミットにともなう市民
社会との対話～C20のプロセスと
主要アジェンダ～

甲南大学西宮
キャンパス201教
室

後援 国際開発学会 社会連携委員会
国際開発学会 人材育成委
員会、関西NGO協議会

【後援】JICA関西、気候ネットワー
ク、アジア・太平洋人権情報セン
ター（ヒューライツ大阪）
【協力】関西SDGsプラットフォーム

11 2018 4月 2018/4/28
078Interactive内「カードゲーム
で体験！ SDG s入門」

KIITO 301（セッ
ションB-7）

後援 特定非営利活動法人しゃらく 関西SDGsプラットフォーム

12 2018 5月 2018/5/7
PREXシンポジウム「チェンジメー
カーが社会を変える～SDGs：わた
したちにできること」

大阪国際交流セ
ンター

後援 太平洋人材交流センター
関西SDGsプラットフォーム、JICA関
西、関経連ほか多数

13 2018 5月 2018/5/11

「マルチステークホルダー・パー
トナーシップで実現する『誰も取
り残さない社会』～持続可能な開
発目標（SDGs）と子どもの貧困」

大阪大谷大学ハ
ルカスキャンパ
ス

後援 関西NGO協議会 関西SDGsプラットフォーム

14 2018 5月 2018/5/27
国際協力ひろば「テランガ（おも
てなし）の国、セネガル！」

大阪国際交流セ
ンター

後援
JICA関西、（公財）大阪国際交
流センター

関西SDGsプラットフォーム

15 2018 6月 2018/6/5
2030年に向けて持続可能な開発目
標SDGsを考えるシンポジウム

マイドームおお
さか

後援 エコビジネス推進協会
関西SDGsプラットフォーム、近経
局、JICA関西、大阪商工会議所、中
小機構近畿他多数

16 2018 6月 2018/6/6 関西SDGsキャラバン in 兵庫
神戸商工貿易セ
ンタービル

分科会
近畿経済産業局、兵庫県、ひょ
うご・神戸ビジネススクエア

関西SDGsプラットフォー
ム

17 2018 6月 2018/6/9
「NGO/NPO等のためのSDGsをチャ
ンスに変える他セクター連携方針
／計画づくり実践研修」

JICA関西 後援
JICA東京／（企画・運営）国際
協力NGOセンター

関西SDGsプラットフォーム、SDGs市
民社会ネットワーク

18 2018 6月 2018/6/15 JACI/GSCシンポジウム
ANAクラウンプラ
ザホテル神戸

その他
公益社団法人新科学技術推進協
会

経産省、文科省、環境省、日本学術
会議、日本経団連ほか多数

19 2018 6月 2018/6/30
グローバル・ キャリア・ セミナ
ー for Youth for Youth

タカラベルモン
ト

後援 （公財）AFS日本協会 駐日チリ共和国大使館等 関西SDGsプラットフォーム

20 2018 6月 2018/6/30
地球市民賞 公開シンポジウム
~多様な文化の共生~

デザイン・クリ
エイティブセン
ター神戸
（KIITO）

後援 国際交流基金
神戸市、兵庫県、ネスレ日本、P＆
G、関西SDGsプラットフォーム

21 2018 7月 2018/7/7
日経ソーシャルビジネスコンテス
ト MeetUP 大阪

日経ソーシャル
ビジネスコンテ
スト

共催 日本経済新聞社
大阪府、JICA関西、関西
SDGsプラットフォーム

22 2018 7月 2018/7/9 2018/8/18
SDGｓってなんやろ？～SDGｓから
見る世界の子どもたちの暮らし

大阪府立中之島
図書館

共催 大阪府

指定管理会社株アスウェ
ル・万博誘致委員会・Ｊ
ＩＣＡ関西・吉本興業・
関西ＳＤＧｓプラット
フォーム

後援：大阪府立大学観光産業戦略研
究所
協力：桃山学院、（株）橋爪総合研
究所

23 2018 7月 2018/7/9 2018/7/19
国連ハイレベル政治フォーラム
（HLPF）でのパネル展示

国連本部 その他

24 2018 7月 2018/7/14 適正テスト ㈱オカムラ 後援 大阪公衆衛生協会 関西SDGsプラットフォーム

25 2018 7月 2018/7/19 CSR調達セミナー りそな銀行講堂 共催
関西SDGsプラットフォー
ム・GCNJ

後援：大阪商工会議所、大阪市、関
西経済連合会、関西広域連合

26 2018 7月 2018/7/26 関西SDGsキャラバン in 京都
KRP東地区1号館
サイエンスホー
ル

分科会
近畿経済産業局
京都府政策企画部計画推進課

JICA関西、関西広域連合

27 2018 7月 2018/7/29 KICKOFF!ひがしなりソケット2018
森ノ宮医療学園
専門学校7階講堂

後援 大阪市東成区役所 関西SDGsプラットフォーム

28 2018 8月 2018/8/4 2018/8/5

〜海と日本プロジェクト〜
BIWAKO 湖フェス
「Play!BiWaKo」〜琵琶湖を遊び
尽くせ〜

びわこサンシャ
インビーチ（大
津市由美浜）

後援 琵琶湖ローイングCLUB
滋賀県、滋賀県教育委員会、大津
市、他

29 2018 8月 2018/8/20
夏休み親子イベント～SDGs連携、
髪や健康、美容について学ぼう

ツイン21MSDタ
ワー２２F

後援 毛髪クリニックリーヴ21

30 2018 8月 2018/8/25 2018/8/26
EXPO2025みんなの未来 フェス
ティバル

グランフロント
大阪

その他 2025日本万国博覧会誘致委員会

資料3（補足）



No. 年 実施月 開始日 終了日 タイトル 場所 協力形態 主催 共催 後援

31 2018 8月 2018/8/25 ヨシダナギ、HAT神戸に立つ
兵庫県立美術館
ギャラリー棟　1
階ほか

後援
JICA関西、兵庫県国際交流協
会、日本国際連合協会兵庫県本
部

関西SDGsプラットフォーム、JICA海
外ボランティアひょうご応援団

32 2018 8月 2018/8/29 関西SDGsキャラバン in 大阪
ATCグリーンエコ
プラザ

分科会
近畿経済産業局
大阪府商工労働部成長産業振興
室

JICA関西、関西広域連
合、大阪商工会議所

33 2018 8月 2018/8/29 2020/3/31 SDGsビジネス研究会
おおさかATCグ
リーンエコプラ
ザ内

後援
おおさかATCグリーンエコプラ
ザ実行委員会

関西SDGsプラットフォーム、JICA関
西

34 2018 9月 2018/9/7
環境面から見たESGの最新動向～
SDGsやTCFDもからめて～

おおさかATCグ
リーンエコプラ
ザ

後援
おおさかATCグリーンエコプラ
ザ実行委員会

グローバル・コンパクト・ネット
ワーク・ジャパン

35 2018 9月 2018/9/11
SDGs活動公開セミナー「SDGs時代
のCSRと森林」

聖護院宗務所2階
仏間

後援 京都モデルフォレスト

36 2018 9月 2018/9/11 不定期
「KANSAI-SDGs市民アジェンダ」
策定　会議

大阪聖パウロ教
会会議室

後援 関西NGO協議会

37 2018 9月 2018/9/13

エコプラザ SDGsセミナーVol.5
「激動する世界の自然エネルギー
動向と企業の新経営戦略」～
RE100・SDGs・ESG対策として～

おおさかATCグ
リーンエコプラ
ザ

後援
おおさかATCグリーンエコプラ
ザ実行委員会

エネルギーから経済を考
える経営者ネットワーク
会議

38 2018 9月 2018/9/24 五代友厚甲子園 大阪取引所３F 後援 五代友厚プロジェクト

関西ＳＤＧｓプラットフォーム、Ｊ
ＩＣＡ関西、大阪府、
大阪府教育委員会、2025日本万国博
覧会誘致委員会、近畿鹿児島県人会
連合会、
さつま上方ビジネス交流会、五代
塾、奈良新聞社

39 2018 9月 2018/9/29 2018/9/30
第３回ESD実践研究集会～テー
マ： 『大研究SDGs！』 ～

神戸大学 後援

ESD推進ネットひょうご神戸
（RCE兵庫-神戸）・神戸大学大
学院人間発達環境学研究科
ヒューマン・コミュニティ創成
研究センター

神戸大学大学院人間発達
環境学研究科「学術
WEEKS」

兵庫県教育委員会・神戸市教育委員
会・関西SDGsプラットフォーム

40 2018 9月 2018/9/29
平成３０年度第２回国際協力入門
セミナー「SDGs入門―未来につな
げる新しいライフスタイル―」

JICA関西　２階
講堂

後援
公益財団法人　兵庫県国際交流
協会

JICA関西
JICA海外ボランティアひょうご応援
団

41 2018 9月 2018/9/29
SDGsの達成プロセスをどう考える
か

龍谷大学 後援
龍谷大学地域公共人材・政策開
発リサーチセンター（LORC）

アミタホールディング
ス、信頼資本財団

42 2018 10月 2018/10/4

第7回かんさいCSネットワーク
フォーラムin神戸
「企業とNPO/NGO:これからの協働
のかたち～SDGs時代の社会的課題
をコレクティブな協働で解決に導
く～

協働と参画のプ
ラットホーム

後援 関西NGO協議会
しみん基金・KOBE、しゃ
らく

【後援】関西SDGsプラットフォー
ム、【協力】大阪ボランティア協会

43 2018 10月 2018/10/11 2018/10/14 京都国際映画祭2018
よしもと祇園花
月ほか

後援 京都国際映画祭実行委員会 きょうのよしもと
【支援】京都市、【特別後援】京都
新聞、KBS京都【後援・協力】京都府
他、【協力】文化庁、【後援】多数

44 2018 10月 2018/10/13
協同シンポジウム2018inおおさか
～SDGsで誰もほっとかへん社会へ
～

新大阪丸ビル別
館

後援
近畿労働金庫大阪地区本部、大
阪府生活協同組合連合会

大阪府、大阪市、堺市、
朝日新聞社、毎日新聞お
おさか支局、
読売新聞社、産経新聞
社、ＮＨＫ大阪放送局、
ＩＬＯ駐日事務所、日本
協同組合連携機構、大阪
府農業協同組合中央会、
大阪府漁業協同組合連合
会、大阪府森林組合、大
阪府社会福祉協議会、大
阪市社会福祉協議会、人
堺市社会福祉協議会、
【協力】大阪労働者福祉
協議会、全労済関西統括
本部大阪推進本部、近畿
勤労者互助会、特定非営
利活動法人関西ＮＧＯ協
議会、大阪ボランティア
協会（事務局）

45 2018 10月 2018/10/13 2018/10/13
第27回ブループラネット賞受賞者
記念講演会(京都)

京都大学　時計
台記念館　百周
年記念ホール

後援 公益財団法人　旭硝子財団 【協力】関西SDGsプラットフォーム

46 2018 10月 2018/10/14 2018/10/16 Sustainable Week
立命館大学びわ
こ・くさつキャ
ンパス

後援
立命館大学Sustainable Week実
行委員会

関西SDGsプラットフォーム

47 2018 10月 2018/10/15 関西SDGsキャラバン in 和歌山
和歌山県民文化
会館

分科会
近畿経済産業局
和歌山県商工観光労働部総務課

JICA関西、関西広域連
合、紀陽銀行、JETRO和歌
山

48 2018 10月 2018/10/16

関西SDGsフォーラム「健やかな未
来を創る関西からのアクション」
（プラットフォーム・コアイベン
ト）

ドーンセンター 主催 関西SDGsプラットフォーム 読売新聞大阪本社

【企画協力】JICA関西、【企画・運
営】読売連合広告社、【後援】大阪
府、大阪市、関西広域連合、関西経
済連合会、 関西経済同友会、大阪商
工会議所、ワールドマスターズゲー
ムズ2021関西組織委員会、2025日本
万国博覧会誘致委員会

49 2018 10月 2018/10/17 2018/10/19 びわ湖環境ビジネスメッセ　展示 後援 関西SDGsプラットフォーム

50 2018 10月 2018/10/17
未来をつくるSDGsソーシャルビジ
ネス

日本SDGs協会会議室 後援 一般社団法人　日本SDGs協会
近畿経済産業局／大阪府／関西SDGs

プラットフォーム

51 2018 10月 2018/10/19
関西SDGsキャラバン in 滋賀　×
びわ湖メッセ　セミナー

長浜バイオ大学 分科会

JICA関西
滋賀県商工観光労働部商工政策
課
近畿経済産業局

52 2018 10月 2018/10/19 SDGsで寝屋川を変える アルカスホール 後援 （一社）寝屋川青年会議所
近畿経済産業局、JCIA関西、りそな
銀行、近畿大阪銀行、枚方信用金
庫、関西アーバン銀行

53 2018 10月 2018/10/19 消費者志向経営推進セミナー
関西経済連合会
294会議室

後援 関西広域連合
関西経済連合会、関西経済同友会、
大阪商工会議所、関西ＳＤＧｓプ
ラットフォーム

54 2018 10月 2018/10/20

IPCC総会京都市開催記念　京都宣
言発信リレー事業　シンポジウム
「気候変動から見たSDGs～世界を
変える市民のチカラ～」

京エコロジーセ
ンター

後援
京都市環境保全活動推進協会・
環境省



No. 年 実施月 開始日 終了日 タイトル 場所 協力形態 主催 共催 後援

55 2018 10月 2018/10/23
シカゴで活躍するジャパニーズ
ウーマンと話そう！

クレオ大阪中央 後援
シカゴ姉妹都市インターナショ
ナル（CSCI）大阪委員会

大阪市、大阪市男女共同
参画のまち創生協会、大
阪国際交流センター

【協力】大阪市・シカゴ姉妹都市提
携45周年事業実行委員会、関西女性
起業家応援プロジェクト＆ネット
ワーク運営事務局
【後援】日本貿易振興機構（ジェト
ロ）大阪本部

56 2018 10月 2018/10/25 SDGs勉強会
京都市成長産業
創造センター

後援
京都グリーンケミカルネット
ワーク

関西SDGsプラットフォーム

57 2018 10月 2018/10/25
SDGsビジネスチャレンジセミナー
～途上国ビジネスの成功事例から
～

ヒルトン大阪 4
階「金の間」

分科会

国際連合工業開発機関
（UNIDO）、一般財団法人貿易
研修センター（IIST）、近畿経
済産業局

関西経済連合会、関西経
済同友会、大阪商工会議
所、JETRO大阪本部

58 2018 10月 2018/10/25
SDGs公開ワークショップ「企業が
取り組む初めての生物多様性を考
えるin森林」

旧知井小学校 後援
（公社）京都モデルフォレスト
協会

京都府、公財国土緑化推進機構

59 2018 10月 2018/10/25 SDGs勉強会 後援 京都高度技術研究所 関西SDGsプラットフォーム

60 2018 10月 2018/10/30 2018/11/3
パナソニック創業100周年記念ク
ロスバリューイノベーション
フォーラム2018

東京国際フォー
ラム

後援 パナソニック

61 2018 10月 2018/10/31

公開学習会「SDGsと NAP を知る
・考える～ビジネスと人権に関す
る国別行動計画（ NAP ）の策定
を関西でフォローする～

後援
一般財団法人アジア・太平洋人
権情報センター

（協力）関西SDGsプラットフォーム

62 2018 11月 11月～12月 SDGs起業ラボ エルドラド 後援 SDGs起業ラボ 関西SDGsプラットフォーム

63 2018 11月
2018/11/6,

17
大阪大学共創フェスティバル2018

ホテル阪急エキ
スポパーク、ら
らぽーと
EXPOCITY

後援 大阪大学 関西SDGsプラットフォーム

64 2018 11月 2018/11/6
ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ（ＵＨＣ）産学公共創シンポジ
ウム

後援 医療国際化推進機構

（協力）長崎大学「国際保健医療人
材」研究班（後援）経済産業省近畿
経済産業局、大阪府、大阪市、公益
社団法人関西経済連合会、一般社団
法人関西経済同友会、大阪商工会議
所、独立行政法人国際協力機構関西
センター（ＪＩＣＡ関西）、大阪国
際フォーラム、一般社団法人Medical
Excellence JAPAN（ＭＥＪ）、関西
ＳＤＧｓプラットフォーム

65 2018 11月 2018/11/6 関西SDGsキャラバンin奈良
橿原市（かしは
らし）コンベン
ションルーム

分科会 近畿経済産業局、奈良県 関西広域連合、JICA関西

66 2018 11月 2018/11/9 福祉未来価値創造大賞

大阪大学中之島
センター10F　佐
治敬三メモリア
ルホール

後援
特定非営利活動法人　Deep
People

大阪府、大阪市、近畿経済産業局、
大阪商工会議所、大阪ボランティア
協会、大阪手をつなぐ育成会、全国
重度障害者雇用事業所協会、エール
学園、大阪NPOセンター（予定）

67 2018 11月 2018/11/12
京都大学×JICA共催「SDGsの達成
に向けたSATREPS・草の根技術協
力事業の合同報告会」

京都大学吉田
キャンパス　百
周年時計台記念
館2階国際交流
ホールⅢ

後援
京都大学（学術研究支援
室）、JICA関西

68 2018 11月 2018/11/16 関西SDGsサミット
スイスホテル南
海大阪

後援
公益財団法人 りそなアジア・
オセアニア財団

大阪府、大阪市、大阪商
工会議所、関西経済連合
会、大阪産業振興機構

（後援）関西SDGsプラットフォー
ム、JETRO大阪本部、JICA関西、りそ
な銀行、関西みらいフィナンシャル
グループ、りそな総合研究所、産経
新聞大阪本社

69 2018 11月 2018/11/16
SDGsとサプライチェーン：持続可
能な調達勉強会

ノーリツ明石本
社工場

後援
グローバル・コンパクト・ネッ
トワーク・ジャパン（GCNJ）サ
プライチェーン（SC）分科会

（後援）関西SDGsプラットフォー
ム、JICA関西、（協力）大阪商工会
議所

70 2018 11月 2018/11/19
大阪サクヤヒメ 女性管理職 SDGs
フォーラム

関西学院大学 大
阪梅田キャンパ
ス10階 1004教室

後援 大阪商工会議所

（後援）関西学院大学　女性活躍推
進研究センター
（企画）大阪サクヤヒメ有志の会

71 2018 11月 2018/11/22 第三回さんぱいフォーラム 後援
公益社団法人大阪府産業資源循
環協会

近畿地方環境事務所、建設副産物対
策近畿地方連絡協議会、近畿経済産
業局、関西SDGsプラットフォーム、
近畿農政局、大阪府、大阪市、堺
市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾
市、東大阪市、大阪湾広域臨海環境
整備センター、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社大阪PCB処理事業所、独
立行政法人国際協力機構関西セン
ター、一般社団法人廃棄物資源循環
学会関西支部、公益社団法人全国産
業資源循環連合会、公益財団法人日
本産業廃棄物処理振興センター、公
益財団法人産業廃棄物処理事業振興
財団、大阪府循環型社会推進協議会

72 2018 11月 2018/11/24
ふれあい人権フェスタ　ブース出
展

和歌山ビックホ
エール

その他

73 2018 11月 2018/11/25
inochi 学生・未来フォーラム
2018

グランフロト北
館 B2F　コング
レコンベンショ
ンセンター

後援 inochi 学生プロジェクト

厚生労働省 、経済産業厚生労働省
、経済産業近畿経済産業局、 大阪府
近畿経済産業局、 大阪府2025 日本
万国博覧会誘致委員 会、 関西経済
連合同友大阪商工会議所、 JICA 関
西 、SDGs プ ラットフォーム、認定
NPO 法人国際ビフレンダー ズ大阪自
殺防止センター

74 2018 11月 2018/11/26 関西SDGsチャレンジ
レオパレス21
大阪支店

後援

75 2018 11月 2018/11/28 関西SDGsキャラバンin福井
福井県国際交流
会館　３階特別
会議室

分科会
近畿経済産業局、福井県、JICA
北陸、福井銀行,公益財団法人
福井県国際交流協会

76 2018 12月 2018/12/1 2018/12/1 笑いと体験で学ぶSDGs広場
泉大津市立総合
体育館

後援 泉大津青年会議所

【後援】泉大津市・忠岡町・泉大津
市教育委員会・忠岡町教育委員会
【協力】桃山学院大・大阪府消費者
教育リーダー会・関西SDGsプラット
フォーム



No. 年 実施月 開始日 終了日 タイトル 場所 協力形態 主催 共催 後援

77 2018 12月 2018/12/5
エコプラザ SDGsセミナーVol.8
人工光型植物工場の現状と今後の
ビジネス展開の可能性

セミナールーム
（ATCビル　ITM
棟11F　おおさか
ATCグリーンエコ
プラザ内）

後援
おおさか ATC グリーンエコプ
ラザ実行委員会

78 2018 12月 2018/12/5
SDGsをあなたのビジネスへ－様々
な展望－

関西経済連合会
会議室

分科会

在大阪オランダ王国総領事館、
在大阪・神戸ドイツ連邦共和国
総領事館、関西経済連合会、経
済産業省近畿経済産業局

【協力】関西SDGsプラットフォー
ム、JICA関西、大阪商工会議所、京
都商工会議所、神戸商工会議所

79 2018 12月 2018/12/6 2018/12/8
エコプロ2018（第20回）　SDGs時
代の環境と社会、そして未来へ

東京ビッグサイ
ト東展示場１～
６ホール

後援
日本経済新聞社、産業環境管理
協会

【後援】内閣府、経産省ほか多数
【協力】関西SDGsプラットフォーム
ほか

80 2018 12月 2018/12/14 企業と環境NPOの協働セミナー 大阪産業創造館 後援 NPO法人　エコネット近畿
近畿経済産業局／大阪府／関西SDGs
プラットフォーム

81 2018 12月 2018/12/23
持続可能な国際社会をつくるため
のSDGs実践者セミナー

京都市男女共同
参画センター

後援 JICA関西 協力：テラ・ルネッサンス

82 2018 12月 2018/12/24

シンポジウム「SDGsでつながる京
都とイスカンダル・マレーシア」
～京都発環境教育から低炭素社会
づくりへの挑戦～」

メルパルク京都 後援

公益財団法人　京都市環境保全
活動推進協会
特定非営利活動法人　気候ネッ
トワーク

83 2019 1月 2019/1/12

SDGsえんづくりプログラム「コッ
トンペーパーにコットン&間伐材
を利用して作るエコリサイクル筆
を使って年の初めのSDGs書初め体
験

泉佐野丘陵緑地 後援 株式会社スマイリーアース 関西SDGsプラットフォーム

84 2019 1月 2019/1/24
スマートテクノロジー新技術説明
会

JST東京本部別館
ホール

後援

公立大学法人 大阪府立大学、
公立大学法人 大阪市立大学、
公立大学法人 兵庫県立大学、
国立研究開発法人 科学技術振
興機構

関西SDGsプラットフォーム

85 2019 1月 2019/1/28
エコビジネスイノベーション研修
コース海外研修生と日本企業の交
流会

AOTS関西研修セ
ンター

後援 （一財）海外産業人材育成協会
関西SDGsプラットフォーム、大阪商
工会議所、公益社団法人関西経済連
合会

86 2019 2月 2019/2/2 大津　みんなでSDGs
大津市生涯学習
センター

後援 大津市 （協力）関西SDGsプラットフォーム

87 2019 2月 2019/2/2 2019/2/3 ワンワールド・フェスティバル
関テレアリー
ナ、北区民セン
ター、扇町公園

後援
ワン・ワールド・フェスティバ
ル実行委員会

関西SDGsプラットフォーム

88 2019 2月 2019/2/8

企業とNPO/NGO：これからの協働
のかたち～SDGsでつなげる京都と
世界～（第8回かんさいCSネット
ワークフォーラム）

ワコールスタ
ディホール京都
2階会議室

後援 （特活）関西NGO協議会

京のアジェンダ21フォー
ラム
特定非営利活動法人 きょ
うとNPOセンター

関西SDGsプラットフォーム

89 2019 2月 2019/2/8

グローバル・コンパクト・ネット
ワーク・ジャパン（GCNJ）「ラー
ニングフォーラムin関西～SDGs採
択から3年、振返りと今後の取組
み～」（大阪）

後援
一般社団法人　グローバル・コ
ンパクト・ネットワーク・ジャ
パン (GCNJ)

関西SDGsプラットフォーム、大阪商
工会議所（予定）

90 2019 2月 2019/2/13
関西女性活躍推進シンポジウム
「すべての女性が活躍できる関西
へ～私たちができること～」

兵庫県民会館9階
けんみんホール

後援

関西広域連合、関西女性活躍推
進フォーラム、男女共同参画推
進連携会議、関西経済連合会、
ひょうご女性の活躍推進会議、
内閣府

関西SDGsプラットフォーム

91 2019 2月 2019/2/15
SDGsとサプライチェーン：持続可
能な調達勉強会

JICA関西 後援
グローバル・コンパクト・ネッ
トワーク・ジャパン（GCNJ）サ
プライチェーン分科会

大阪商工会議所、JICA関
西

関西SDGsプラットフォーム

92 2019 2月 2019/2/17
第14回市民活動わく広場inとんだ
ばやし（愛称：ひろとん）

エコールロゼ 後援 NPO法人きんきうぇぶ

関西SDGsプラットフォーム、富田林
市 、富田林商工会、富田林市観光協
会、株式会社関西都市居住サービ
ス、エコールロゼ店舗会、大阪大谷
学、富田林市民会館（㈱アクティ
オ）、富田林市社会福祉協議会

93 2019 2月 2019/2/19
中堅・中小企業向けSDGsセミナー
in 大阪　～SDGs時代のビジネス
環境変化～

ホテル阪急イン
ターナショナル
6階　瑞鳥の間

分科会
日本貿易振興機構（ジェトロ）
大阪本部

近畿経済産業局、関西経
済連合会、大阪商工会議
所

関西SDGsプラットフォーム

94 2019 2月 2019/2/22 未来価値創造シンポジウム

大阪大学中之島
センター10F　佐
治敬三メモリア
ルホール

後援 NPO法人　Deep People 関西SDGsプラットフォーム

95 2019 2月 2019/2/22 2019/2/23
持続可能な社会・なりわい・暮ら
し　ささやまミーティング2019
第14回エコネット近畿情報交流会

ユニトピアささ
やま

後援
特定非営利活動法人 近畿 環境
市民活動 相互支援センタ ー

関西SDGsプラットフォーム、大阪
府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫
県、和歌山県、近畿地方ESD活動支援
センター

96 2019 2月 2019/2/23
滋賀×ＳＤＧｓシンポジウム「北
欧・幸福の社会モデル」に学ぶ

滋賀県庁新館７
階大会議室（大
津市京町４－１
－１）

後援

滋賀県、滋賀経済団体連合会
（滋賀県商工会議所連合会、滋
賀県商工会連合会、滋賀県中小
企業団体中央会、滋賀経済同友
会、（一社）滋賀経済産業協
会、（公社）びわこビジターズ
ビューロー）

デンマーク大使館、関西SDGsプラッ
トフォーム

97 2019 2月 2019/2/23
学習会「子どもの権利から考える
国連勧誘とSDGｓから」

大阪府障碍者社
会参加促進セン
ター

後援
子どもの権利条約　関西ネット
ワーク事務局（CAPセンター・
JAPAN）

関西SDGsプラットフォーム

98 2019 3月 2019/3/2

国際開発学会社会連携委員会講演
会「SDGs達成に向けた資金をどう
確保するのか～国際連帯税の可能
性」

肥後橋官報ビル
8F

協力 国際開発学会社会連携委員会 関西NGO協議会

【後援】JICA関西
【協力】関西SDGsプラットフォー
ム、G20大阪市民サミット実行委員
会、気候ネットワーク

99 2019 3月 2019/3/8
国際女性デー HAPPY WOMAN FESTA
OSAKA 2019　大阪市中央公会堂

大阪市中央公会
堂

後援
Happy Woman実行委員会関西事
務局

関西SDGsプラットフォームほか多数

100 2019 3月 2019/3/24

シンポジウム「誰ひとり取り残さ
ない防災に向けて～SDGsの視点か
ら考える～」（プラットフォー
ム・コアイベント）

ポートピアホー
ル

主催
神戸市
関西SDGsプラットフォーム

神戸新聞社、関西広域連合、JICA関
西


