
SDGs未来会議
2020

ご協賛の案内
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2030年に大人になる子どもたち、
いますぐ動かないといけない大人たちのために
SDGsを知り、取り組むきっかけをつくる
参加型、体験型のプロジェクトです。

本イベントは、次の時代を担う子どもたち向けに、
展示や体験を通じて社会の様々な課題について考える場を提供
します。さらに、SDGsと日本の社会課題への探究活動を促す
教材として活用できる書籍『未来の授業-私たちのSDGs探究
BOOK-』を発刊し、全国約2万校の小学校に献本をします。

大人（ビジネスマン）に向けては、今すぐ役立つノウハウや
先進企業の事例などを共有する場としていきます。

開催の目的
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2030年に大人になる子どもたち、
いますぐ動かないといけない大人たちのために
SDGsを知り、取り組むきっかけをつくる
参加型、体験型のプロジェクトです。

宣伝会議グループの取り組み
2000年
『環境会議』『人間会議』を創刊。
企業は環境・哲学・理念を持って
経営しなければならないことを発信し始めました。

2009年
環境について話し合うためのエコ・コミュニケーションブック
『みんなができる地球にいいこと！』を刊行。
子どもたちを中心に、社会の理想像を描くことを本にまとめました。

2013年
社会の課題を、自分らしくクリエイティブに解決する、
『希望をつくる仕事 ソーシャルデザイン』を刊行。
35のプロジェクトを題材に、ソーシャルプロジェクトを
生み出すステップやヒントをまとめました。

2019年
SDGsに取り組むビジネスパーソンのための雑誌『SDGs経営』を発刊。
さらに、SDGs市場で新たな商機をつかみたい企業のため、
SDGsに関わる新事業開発の研究の場として「SDGs総研」を立ち上げました。

6月には、SDGs未来会議を実施。
合わせて書籍『未来の授業 私たちのSDGs探究BOOK』を刊行しました。

2020年
SDGｓ未来会議を東京・名古屋で開催します。

3



SDGs MIRAI  KAIGI
未来をつくる

ソーシャルサミット

SDGs未来会議実行委員会

SDGsフォーラム

For Business

子ども向けSDGs 
BOOK

イベント内ブース・
パネル出展など

イベント内
プレゼンテーション

季刊『SDGs経営』

ＡＤ

オフィシャルサイト

【集客】

全国すべての
小学校,中学校,高校
約3万5,000校に献本
& 書店販売（予定）

金融機関・大学ゼミ5,800
箇所へ献本& 書店販売

環境省 東京都
外務省 内閣府
文科省 名古屋市

後援予定

SDGsこどもサミット

For Family

【PR施策】
・ＴＶ
・新聞
・Ｗｅｂ

企画概要
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SDGs MIRAI KAIGI -未来をつくるソーシャルサミット- 開催概要
～SDGsを知り、取り組むきっかけをつくる2日間～

◆日程：

名古屋 2020年 8月30日（日）・31日（月） オアシス21

東京 2020年 9月19日（土）・ 20日（日） 二子玉川ライズ

◆開催時間：10時～18時（最終日は17時まで）

◆入場：無料

◆主催：SDGs未来会議実行委員会（株式会社宣伝会議・学校法人先端教育機構）

◆後援：外務省・環境省・内閣府・文科省・東京都・愛知県（全て予定）

◆来場予定数：For Family : 20,000人×3会場

◆お問い合わせ：未来会議実行委員会（株式会社宣伝会議 内）

※日程・開催時間は変更の可能性あり

企画概要
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企画概要
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内容：未来の授業 私たちのSDGs探究BOOK ver.2
対象：小中高学生
価格：1,800円＋税
出版：宣伝会議
編集：宣伝会議 出版部
発売：2020年12月
備考：全国すべての小中高 約3万5,000校へ献本
初版：40,000部

企画意図：
SDGsは2030年に向けた持続可能な開発目標です。
2030年の現役世代となるのは、現在の子どもたち
となります。身近な課題からSDGsを理解し行動に
うつすには…？本書は、これらかの未来を担う
子どもたちが世界の課題を知り、関心を持ち、
アクションを起こすことで、2030年以降の
よりよい未来づくりの一助となることを目指します。

SDGsと日本の社会課題への探究活動を促す教材に
貴社の取り組みを掲載

貴社の取り組みを編集部が取材、書籍に掲載します

全国すべての小中高約3万5,000校へ献本します

多数の小中高の授業や企業研修で、教材として採用されています

１
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会場

二子玉川ライズ 名古屋オアシス21

東京
9月19日（土） 20日（日）

名古屋
8月30日（日）31日（月）
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会場図面 東京
9月19日（土） 20日（日）

二子玉川ライズ
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会場図面 名古屋
8月30日（日）31日（月）

名古屋オアシス21
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展示ブース（基本施工） ※ダイヤモンドスポンサーは除きます。
モニターはオプションです。

ゴールド プラチナ
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SDGsを知り、取り組むきっかけをつくる2日間

④新事業・イノベーション

①生活者への認知

一般認知度14％と言われるSDGsを広く

知ってもらい、アクションに変えるきっか

けにしてもらうためのイベントです。

そのため環境や貧困などの問題に意識関

心の高い層だけではなく、まだ低関心層の

皆さんに向けた発信も行っていきます。

企画趣旨（コンセプト）

②社会課題解決のきっかけに

"貧困や環境破壊などの様々な社会課題の解

決のために、私たちができることとは――。

SDGs達成目標の2030年に現役世代となる今

の子どもたちや学生（大学生・高校生・小

中学生）に、体験や学びを通じて持続可能

な社会づくりについて考えるイベントです。

③先進企業としてのブランディング

生活者・ユーザーには、商品やサービス

の情報は届いても、貴社のSDGsの取組みや

考え方を理解してもらう機会は多くありま

せん。 SDGs MIRAI KAIGIでは、生活者・

ユーザーに貴社のSDGsの取組みを知っても

らう貴重な機会になります。

SDGsの達成に貢献し、自社に新たな収益

をもたらす新事業を開発するための新たな

情報、新たなアイデア、新たな人脈・ネッ

トワークが生まれます。貴社のSDGsの取組

みを、さらに促進させる場となります。
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Target
by

P R

首都圏を中心に、希望する小学校・

中学校・高等学校で出張授業を実施

予定です。日本で起きている社会課

題、解決に向けた企業の取り組みを

紹介。SDGsについて理解が深まる

内容を提供します。

出張授業

中高生の読者やユーザーを持つメ

ディアと連携し、全国に幅広く告

知・集客を行います。「読売中高

生新聞」や情報番組「達人の道」

との連携企画を実施予定です。

メディアとの連携

Facebookを中心とし、twitter、

instagram、LINEなどSNS上で

の応募促進を行います。

SNSへの広告出稿

全国すべての小学校・中学校・高等

学校(約3万5,000校)の学年主任宛に、

書籍「SDGs未来の授業」を献本。

クラス単位、学校単位での書籍活用

を促進します。

全国すべての
小中高への書籍献本

公式サイト、SNSでの告知

告知・プロモーション

A D

学校連動
イベント告知

イベント開催エリア(名古屋、東京)

の小学校・中学校へイベント告知

チラシを発送。

後援自治体、官公庁との県警のもと

児童・学生へダイレクトにイベント

告知を行います。

イベント開催エリア（名古屋、東

京）の主要駅での駅貼り広告を

実施予定です。

主要駅での駅貼り広告

SDGs未来会議の公式サイト、

SNSでの告知を行います。

WEBメディアへの掲載

宣伝会議が運営する、広告界の

ニュース＆情報プラットフォーム

「AdverTimes（アドタイ）で

随時情報発信をします。

中高生の読者やユーザーを持つ読

売中高生新聞へ広告を出稿。

全国の学生に幅広く、本プロジェ

クトの告知を行います。

読売中高生新聞への広告出稿
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♦読売中高生新聞との連動
SDGs未来会議2020

の告知記事
発行部数

9

連動施策の詳細

♦テレビ「達人の道」

テレビ「達人の道」

関東地方で放送中の情報番組「達人の道」（出演
者:生島ヒロシほか、製作:スーパーダイス）にて、
SDGs未来会議2020 連動の30 分特別番組の制作・
放映が決定しました。

♦コメダ珈琲店700店舗に
書籍『SDGs未来の授業』を設置

■番組名 達人道～たつじんのみち

■放送枠
テレビ埼玉：毎週木曜ひる14:00~14:30
三重テレビ：放送日は調整中

※全オンエア終了後YouTubeにアップされます

■視聴可能世帯数：約840万世帯
地上波としての視聴可能世帯数：428万世帯
県外のCATVの視聴可能世帯数：412万世帯

※関東の総世帯数は約1,779万世帯。
テレビ埼玉では首都圏では全域の58％で視聴可能。

13



前回の実績
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来場者数（2019年6月実施時）

【For Family】
6月13日（木）： 4,340人
6月14日（金）： 4,580人
6月15日（土）：14,920人

合計： 23,840人

【For Business】
6月13日（木）：539人（418社）
6月14日（金）：459人（360社）

合計：998人（778社）

2019年6月13～15日に大阪で開催した前回イベントでは、

ファミリー向けプログラムは3日間で23,840名、

ビジネス向けプログラムには2日間で998名が来場。
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2019年6月13日から15日までグランフロン
ト大阪（大阪市）で「SDGs未来会議」を
開催。
SDGs（持続可能な開発目標）の意義や狙
いを幅広い人に理解してもらうため、子
どもや家族向けの「For FAMILY」と、ビジ
ネスパーソンに向けた「For BUSINESS」
の2つのプログラムを実施した。

前回の様子
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17の目標の的を狙おう！SDGsストラックアウト パラリンピック種目ボッチャ体験

企業ブースを回るスタンプラリー＆巨大ガチャガチャ 廃材を使った打楽器作りのワークショップ

グランフロント大阪に立ち寄った子どもたちや家族連れでも気軽に参加し、
SDGsに触れられる体験型コンテンツも実施。前回の様子
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笑い飯が“SDGsババ抜き”に挑戦 子どもたちと社会課題を学ぶ

お笑い芸人「笑い飯」の2人らが、子どもたちとともに社会問題に関する大喜利や、
オリジナルの“SDGsババ抜き”などのゲームで、楽しみながら世界の課題を学びました。前回の様子
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「SDGs子どもサミット」でスペシャルサポーターを務めたタレン
トの鈴木福くんが、約20人の子どもたちとともに3時間かけて
社会課題について議論。

出されたアイデアはグラフィックレコーディングでまとめられ、
ステージで発表された。会場には多くのメディアも集まり、
その様子は夕方や翌朝のニュースで放映された。

G20開幕直前の大阪で子どもたちがSDGsを学び議論するSDGs子どもサミットを開催前回の様子
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子どもサミットのパネルを
2029年6月27日に開催された大
阪・関西歓迎レセプションの
会場で展示。

G20大阪サミットに出席する
海外参加者が通る動線上に
設置された。

G20のレセプション会場に子どもサミットのパネルを展示、
海外参加者にも取り組み発信。前回の様子
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ベネッセ

ダイヤモンドスポンサー パナソニック様

プラチナスポンサー ベネッセ様 ゴールドスポンサー ユニリーバ様

協賛企業ブース前回の様子
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ゴールドスポンサー 日本ガイシ様ワークショップ ゴールドスポンサー AGC様ワークショップ

ゴールドスポンサー 啓林館様ゴールドスポンサー 日本ガイシ様

協賛企業ブース/ワークショップ前回の様子
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内容：
未来の授業私たちのSDGs探究BOOK
対象：小中学生
価格：1,800円＋税
出版：宣伝会議
編集：事業構想大学院大学出版部
発売：2019年10月25日
備考：全国約20,000校の小学校へ献本
初版：30,000部

企画意図：
SDGsは2030年に向けた持続可能な開発
目標です。
2030年の現役世代となるのは、現在の子
どもたちとなります。例えば、小学校6年
生は2030年に24歳、高校3年生は30歳で
す。これら児童・学生にSDGsや、世界
の課題を知ってもらい、関心を持っても
らうことを通して、2030年以降のよりよ
い未来づくりの一助となることが、本書
の目的です。

SDGsを子どもたちと学校の先生に知ってもらう１冊
全国約2万校の小学校へ献本

23
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独自の誌面内容
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子ども向けSDGsBOOK



子どもたちに探求をさせる内容

25

子ども向けSDGsBOOK



協賛企業誌面

シルバースポンサー サントリー様ダイヤモンドスポンサー パナソニック様 26

子ども向けSDGsBOOK



Diamond sponsor

Platinum sponsor

Gold sponsor

Silver sponsor

協賛企業一覧
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【主催】

SDGs未来会議実行委員会
（株式会社宣伝会議・一般社団法人大阪青年会議所）

【後援】

外務省 ・ 文部科学省 ・ 経済産業省
環境省 ・ 大阪府 ・ 大阪市

【特別協力】

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学・株式会社日本ビジネス出版

主催・後援・特別協力
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協賛メニューとスケジュール
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ダイヤモンド プラチナ ゴールド ゴールド シルバー ブロンズ

料 金

限定社数 2社 5社 10社 10社 5社 5社

2ヵ所協賛

金額につきましてはこちらからお問い合わせください。
1ヶ所協賛

誌面
書籍

①子ども向け
SDGs BOOK

（約20,000校献本）
4色4ページ記事 4色2ページ記事 4色1ページ記事 4色2ページ記事 4色2ページ記事 4色1ページ記事

②SDGs経営
または広報会議

4色2ページ記事 4色1ページ記事 企業一覧 企業一覧 - ー

③献本部数 100冊 50冊 20冊 10冊 20冊 10冊

展 示
（2日間）

展示ブース 4コマ 2コマ 1コマ パネル ー ー

ステージ
or

ワークショップ
スペース

@30分×2日 @30分×1日 @30分×1日 ー ー ー

公式パンフレット
(合計60,000部)

ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 ロゴ小 社名のみ 社名のみ

集客促進

ポスター ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 テキスト テキスト テキスト

集客広告
チラシ

ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 テキスト テキスト テキスト

オフィシャル
Webサイト

バナー（大） バナー（中） バナー（小） ロゴリンク ロゴリンク ロゴリンク

イベント＆ブック

協賛メニュー
ブックのみ
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

協賛

告知
集客

名古屋

雑誌
書籍
掲載

5月下旬
PRESS
Release
配信予定

8/30,31

5/29
二次
締切

スケジュール

6/26
最終
締切

東京

9/17
Business
seminar
＠南青山

9/19.20
＠二子玉川
ライズ

12月
書籍発刊

＠オアシス21

6/1

WEB
サイト
オープン

取材期間
11月

月刊『広報会議』
「SDGs経営』
レポート掲載

編集期間
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参考資料
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プロモーション内容

大型OOH
御堂筋梅田駅、西梅田駅、東梅田に掲出。

子どもサミット案内フライヤー
3500枚

雑誌『宣伝会議』、『販促会議』
『広報会議』、『ブレーン』、

『人間会議』、『SDGs経営』への広告掲載。

グランフロント大阪
発刊『イチタス』掲載

ポスター制作
&宣伝会議イベント掲出

『AdverTimes（アドタイ）』登録者、
宣伝会議、日本ビジネス出版 メール配信

『AdverTimes（アドタイ）』での
記事掲載。

日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞への
折込広告を574,250部実施。

また、90,000部を大阪府内小中学校に発送。

SNSを中心とした
Webプロモーション。
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65年にわたって、マーケティング専門メディアを発行する出版社

Marketing ＆ Creativity

「宣伝会議」は出版社であり、教育機関でもあり、コミュニケーションシンクタンクでもあります。

宣伝会議について
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先端教育機構について

名称 ：学校法人 先端教育機構
理事長：東 英弥
設置校：事業構想大学院大学／社会情報大学院大学
所在地：東京都港区南青山3-13-16
開学 ：2011年10月

学校法人先端教育機構は、多様な分野、
職種において活躍する修了生や研究生を
多数輩出し、特に新規事業と地方創生に
関しては一定の役割を担う存在になりつ
つあります。学校法人先端教育機構は、
企業、団体、官公庁、自治体、研究機関
など、あらゆる組織の発展に貢献する、
唯一無二の学校法人です。
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学校法人先端教育機構 Advanced Academic Agency

社会と共創し、未来を拓く人材を育成する
学校法人先端教育機構は、経済を支える事業の創出、そして社会をつなぐ広報・コミュニケーションを理論と実務双方の見地から研究し、

社会に還元することを目的に事業構想大学院大学と社会情報大学院大学を開学しました。高い志と使命感を持ち、専門性を追究する人材の育
成を通じてあらゆる組織の健全な発展を支え、持続可能な社会の一翼を担う教育機関となることを目指しています。

SDGs総研

出版・セミナー・講演

新事業の開発 事業構想修士

経営戦略を担う広報・情報修士

経営資源を活かした
構想計画の策定

・新事業の開発
・事業承継戦略の策定
・ベンチャー（起業）計画の策定
・地域活性化の構想計画の策定

東京（青山）／名古屋／大阪／福岡

理念を基軸に、広報計画を策定

・広報・情報戦略の策定
・リスクマネジメント戦略の策定
・デジタル戦略の策定
・マーケティング戦略の策定
・政策コミュニケーション戦略の策定

・東京（高田馬場）

最先端の情報及び知識を提供
・月刊「事業構想」
・月刊「先端教育」
・月刊「広報会議」
・季刊「環境会議」・「人間会議」
・セミナー・展示会

大学院カリキュラムを活かした先端教育
・企業組織の経営資源を活かした指導と人材育成
・国・自治体の指導・計画の実施
・SDGs推進人材教育・人材開発
・SDGs新事業プロジェクト研究
・SDGs指標・評価づくり

SDGs新事業プロジェクト研究

SDGsの理解を深め新事業を1年で構想する
・新事業開発
（事業構想大学院大学カリキュラム）
・SDGs本質理解（産官学SDGs実践者を招聘）

民間企業

地方自治体

NPO

教育機関

関係者

児童・学生

経営者

企画部門

CSR

広報・宣伝

営業部門

「啓発」
「構想」
「実践」
の場・知見
人脈・連携
を活用

修士課程
の研究成

果
修了生
ネット
ワーク
カリキュ
ラム

等の活用
新規事業

マーケティング

医療・福祉

市民社会

SDGs
理解浸透
および
構想研究
の知見

などを提供

SDGs
分野での
新たな知

見
構想を
知の

実践研究
に活用

学校法人先端教育機構 SDGs総研 組織概要
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SDGs総研 主な取り組み実績
SDGsの理解を深め新事業を1年で開発する「SDGs新事業プロジェクト研究」
SDGsへの理解を深めながら、新たな事業を開発する1年間の研究会です。研究会は10〜15名程度で構成され、事業構想修士カリキュラ
ムのエッセンスと、SDGsに関する有識者をゲスト講師として招聘し、SDGsの本質・政策・実践事例などへの理解を深め、ネットワーク
を構築するカリキュラムで構成されています。既に、東京校・大阪校で8つの研究会を立ち上げ、81名が参画しています。また、1日・半
日の勉強会・セミナーはのべ1,213名参加しています。

東京・大阪

計81名

の研究員

勉強会・セミ
ナー参加数

1,213名

Amazon

1位
＊１

国内唯一

SDGs
季刊誌

＊2

丸善
丸の内店

1位
＊１

＊２）本学調べ

新規事業創出のプロジェクト研究 情報発信のためのメディア

＊１）
SDGsの基礎 Amazon売れ筋ランキング書籍総合 「社会と文化」 1位 （2018年9月17日調べ）
丸善・丸の内本店 週間ベスト ビジネス書部門 1位 （2018年12月6日〜12日調べ）
SDGsの実践 Amazon売れ筋ランキング書籍総合 「地方自治」「地域開発」「社会と文化」1位
（2019年5月7日調べ）
丸善・丸の内本店 週間ベスト ビジネス書部門 1位 （2019年5月9日〜15日調べ）
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SDGs経営 媒体資料

媒体名：SDGs経営（季刊環境ビジネス別冊）
価格：1,300円＋税
ページ数：128ページ
判型：A4変型サイズ
発行：株式会社日本ビジネス出版
発売：2・5・8・11月
部数：25,000部
販売：主要書店・Amazon
ウェブメディア：SDGs総研オンライン

全国1788自治体

47都道府県
23特別区

1718市区町村

各自治体2冊ずつ献本

１：首長
２：SDGs担当者

掲載イメージ アワーズ様
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本社 〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13
北海道本部〒060-0001 札幌市中央区北一条西4-1-2
東北本部 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1
北陸本部 〒920-0853 金沢市本町1-5-2
中部本部 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3
関西本部 〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31
中四国本部〒730-0051 広島市中区大手町2-11-10
九州本部 〒810-0041 福岡市中央区天神2-14-8

電話：03-3475-7666
電話：011-222-6000
電話：022-266-6981
電話：076-224-3010
電話：052-952-0311
電話：06-6347-8900
電話：082-545-7312
電話：092-731-3331

■協賛申込締切

二次締切：2020年5月29日（金）
※各スポンサー社数が規定数に達し次第、締切となります。

※来場者の方に最適なイベントを企画するためにセミナー内容・
テーマの重複などを調整させていただく場合がございます。

■お問い合わせ
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