
SDGs未来会議 Business Confernece
～SDGs×コミュニケーションの可能性～

2020年3月19日(木) ＠表参道
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SDGs未来会議とは

2016年に開始したSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、
17のゴールと169のターゲットからなる、2030年まで持続可能な社会を実現するための目標です。

政府や経団連でもSDGsに注力をするなど、国内外で認知は高まりつつあり、取組み事例も
出始めています。企業に求められているのは、高いハードルのSDGs達成のために、イノベーションを起こす事であり、新たな価
値の創造、新たな事業・商材・サービスの開発にあります。すなわち、これからは、SDGsの認知から、実際に達成に向けて取

組む実行・アクションへと移ることが望まれます。

今回は、SDGsを知り、実行（アクション）につなげ、SDGsを達成するための一助となる場を創出します。企業における
SDGsの取組みを、取引先や社員、投資家・金融機関、学生、生活者・消費者にいたる、様々なステークホルダーに知って

もらい、新たなネットワークができることを目的にしています。

【概 要】
名 称 ：SDGs未来会議 Business Confernece ～SDGs×コミュニケーションの可能性～
日 時 ：2020年 3月19日
会 場 ：宣伝会議セミナールーム (表参道)
想定来場 ：約300名
主 催 ：株式会社宣伝会議 学校法人先端教育機構
来場対象 ：メーカー・サービス業のSDGs担当者

企業の広報・経営層・経営企画・新事業担当・CSR・環境推進部門
官公庁・地方自治体担当者
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1日目：539名(418社)
2日目：459名(360社)

合計：998名(778社)

SDGs未来会議 前回講演者

森本 英香 氏
環境省 環境事務次官

井澤 友郭 氏
こども国連環境会議推進協会
事務局長

根本 かおる 氏
国連広報センター 所長

笹谷 秀光 氏
社会情報大学院大学
客員教授
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SDGs未来会議 前回来場者データ
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宣伝会議グループのネットワーク
教育とメディアを通じたSDGsの情報発信
宣伝会議が発行する「広報会議」は、企業の広報、IR、CSR、経営企画層向けの月刊誌です。創刊以来、数多くの広報担当者や
有識者に取材し広報が今注目すべきテーマや事例を紹介しています。2018年7月号、2019年7月号ではSDGs特集を組み、大き
な反響をいただきました。また、担当者として自社でSDGsを推進するための「SDGsスタートアップセミナー」を開講。これまで150名以
上の皆さんにご受講いただいています。

事業構想大学院大学出版部が発行する月刊「事業構想」は企業活性・地方創生・イノベーションをテーマに、地域活性化や業務
変革を志す自治体、新しいビジネスアイデアを求める経営層の方々に読まれています。日本ビジネス出版が発行する「環境ビジネス」
は環境商材を販売するメーカーや施工会社、工場・ビル・オフィス・自治体の設備・省エネ担当者に読まれてきました。 その「環境ビジ
ネス」の別冊として2019年に創刊されたのが「SDGs経営」です。SDGsを活用してどのように企業が社会に貢献し、企業ブランドを高
め、利益を生み出していくかをお伝えしています。

事業構想 環境ビジネス広報会議 SDGs経営

・広報、経営企画
・CSR担当
・IR担当

・ESG投資／経営
・投資家・金融機関
・SDGsビジネス
・大学生
（SDGsゼミ・研究室）

・自治体
・地方創生担当
・新事業担当者
・イノベーター
・クリエイター

・環境経営
・経営層
・大学（環境学等）
・NPO

教育講座

SDGsの取り組みを自社で始める
広報・CSR担当向け講座
これまでに数回開講し、
累計150名以上がご受講
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企業・商品広報、リスク、IRの専門誌
生活者・株主・得意先など、ステークホルダーへのコミュニケーションが企業のブランドを形成し、ビジネスの根幹を築くことが理解されてい
る中で、企業内で広報部門の重要性が増しています。
そして、広報部が担当する業務領域もメディアリレーションのみならず社内報やリスクマネジメントなど多岐に渡っています。
担当する業務領域が増えている一方、自社が持つリソースやノウハウだけで全てをカバーできる企業はごくわずかです。
広報担当者が必要とする情報を提供するために、広報会議では2005年の創刊以来、数多くの広報担当者や有識者に取材し
広報が今注目すべきテーマや事例を紹介しています。

月刊『広報会議』とは
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持続可能な社会に向けて、新事業を構想し、人材を育成する
SDGs総研は、知の実践研究・教育の学校法人先端教育機構に附属する研究機関です。新たな事業開発を実践研究する事業
構想大学院大学と、戦略的な広報と情報発信を実践研究する社会情報大学院大学との連携により、企業におけるSDGsの実践
のための研究・評価・教育を行います。またSDGs実践のための定期刊行物「SDGs経営」を発行しています。

SDGs総研とは

SDGsプロジェクト研究

大学院における知的資源を活用し、組織におけるSDGs事業の開発
と人材育成を支援します。

10～15人程度の少人数で構成する研究会を発足し、教授や外部
の有識者を交えて新たな知見と発想を獲得。研究員は、ビジネスの
現場と異業種人材の知見が集まる研究の場を行き来し、スピーディー
にSDGsの新事業を構想していきます。

SDGsは17の目標にわかれているため、各企業で重要項目（マテリア
リティ）が異なります。重要項目を主要テーマに分けて、テーマごとに研
究会を進めていきます。

評価 ・ 人材育成 2018年9月には
『SDGsの基礎』を刊行
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ご協賛の案内
カンファレンス当日の流れ

想定テーマ(来場者ニーズ)

①キーノート
企業担当者や専門家からSDGsの
推進についての、パネルディスカッショ
ンまたは講演を実施します。

②協賛講演
協賛企業各社より、特定のテー
マに紐づいた講演を実施し、来
場者に商品・サービスの理解を深
めます。

③交流会
終了後は協賛企業・来場者がコミュ
ニケーションを取ることのできる交流
会を実施します。

広報部として何かやらなければと思うが
経営層や社員の理解が得られない

プロジェクトとして動き出したはいいが
目的や KPI が定まっていない

トップダウンで「SDGs を取り入れる」と決まったが、
何から手を付ければいいか分からない

SDGsに合わせた新規事業の種を見つけたい

日本企業がSDGsに取り組む
成功事例を知りたい

自社のSDGsの取り組みを広く知ってもらいたい
が、PRのノウハウがない。
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ご協賛のメリット

新規リードの獲得、見込み顧客の健在化、
貴社ブランドの向上にお役立てください

1. ターゲティングされたリードの獲得ができます。
SDGsをテーマに広報・PRに関わる企業担当者にセグメントされた層の来場が見込めます。
また、来場者には成果をあげたい、課題を解決したい、業務の効率化を図りたいなど、
目的意識を持って来場されます。

2. ブランド構築にお役立てください。
講演が貴社のブランドを作ります。
サービスの深い理解と貴社への信頼感を育てます。

宣伝会議のメディアと連動した広いリーチ
月刊「広報会議」をはじめ、デジタルメディアの「アドバタイムズ」に掲載する
集客告知やレポート記事を通して、幅広く広告界に情報を届けます。

3.

来場対象

■教育機関・官公庁の広報担当者■メーカー・サービス業のSDGs担当者
企業の広報・経営層・経営企画
新事業担当・CSR・環境推進部門
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タイムテーブル

時間 講演会場A (80名) 講演会場B (50名)

10：30～11：20 主催者講演(オープニングキーノート)

11：40～12：20 協賛講演A1 協賛講演B1

12：30～13：10 協賛講演A2 協賛講演B2

13：30～14：20 ランチセッション

14：30～15：10 協賛講演A3 協賛講演B3

15：20～16：10 協賛講演A4 協賛講演B4

16：20～17：00 主催者講演(クロージングキーノート)

17：00～18：00 交流会

※変更の可能性があります。
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ご協賛メニュー

講演メニュー Aプラン Bプラン

金額 金額についてはコチラよりお問い合わせください

協賛枠 4枠 4枠

講演
来場人数 80名 50名

来場者名刺情報 ○

公式サイト 講演情報(テーマ・登壇者・概要)を公開

事前告知 月刊『広報会議』+Webメディア「アドタイ」+メルマガ配信

誌面レポート 1ページ掲載(月刊『広報会議』)

配布 当日資料 ロゴ+講演内容掲載

■1次締切 11月29日(金)
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全体の流れ

参加者募集告知

実施

来場者リスト提供

レポート掲載

■お申し込み用の本カンファレンス特設サイトを開設
■AdverTimesでもカンファレンスを告知
■宣伝会議のステークホルダーに向け、セミナーの告知メールを配信します

■実施場所
新青山東急ビル8F 最寄駅：東京メトロ表参道駅
■ 来場対象
企業の広報担当者、WEB担当者、PR会社など
■定員
カンファレンスA：80名 カンファレンスB：40名

■開催後、セミナーへご参加された方のリストをCSVデータにて提供いたします

■月刊『広報会議』にて実施レポートを掲載します

1月～

2020年3月19日(木)

開催翌週

『広報会議』2020年6月号(5/1発売)

誌面告知広告 『広報会議』3月号（2月1日発売）

お申込締切 1次締切 11月29日(金)
最終締切 12月27日(金)
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お問い合わせ先

本社 〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13
TEL：03-3475-7666 FAX：03-3475-7676

北陸本部 〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ10階
TEL：076-224-3010 FAX：076-224-3475

中部本部 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
TEL：052-952-0311 FAX：052-952-0312

関西本部 〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31
TEL：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944

九州本部 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル
TEL：092-731-3331 FAX：092-731-3151

北海道本部 〒060-0001 札幌市中央区北一条西4-1-2 武田りそなビル6階
TEL.011-222-6000
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