


http://www.youtube.com/watch?v=PIkMCTmP7hA


WHAT: Global Goals Jam  
Global Goals Jam (以下GGJ) 、世界中 イノベーターやクリエイティブ・アクター、エンジニアが参加する

2日間 デザインワークショップです。2015年、国連総会にて採択された世界共通 17 目標

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」 中から、ローカルな社会問題を選び、

ローカルスケールとグローバルスケールを行き来しながら、分野横断的な課題解決を目指します。

GGJ 、2016年にSDGs 草 根活動として普及しUNDPとDSS 共同開発 もと始まりました。2019年9月時点で、開催

された都市 90以上、参加者 5000人に ぼる世界的なイベントです。

FabCafe Tokyo 日本国内 実施パートナーとして、GGJを過去4年間主催してきました。

GGJ WEBSITE :  http://globalgoalsjam.org/

http://globalgoalsjam.org/


2016年1月に国連によってSDGsがスタートしました。SDGs 、持続可能な開発 ために2030年までに達成すべき目標として国

際社会が合意したも です。今後10年、すべて 国・地域に適用されることから、社会課題解決 取り組みに関するブローバル

な「共通言語」とみなされています。

企業にSDGsへ 対応 義務付けられたわけで ありません。しかし近年、日本を含め世界中でSDGsに取り組む企業 急増し

ています。

THEME : 持続可能な開発目標＝ DGs

http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/


企業にSDGsへ 対応 義務付けられたわけで ありません。しかし近年、日本を含め世界中でSDGsに取り組む企業

急増しています。

日本において 上位1501社 うち、SDGsを参考にしている

企業が472社、検討中企業が164であり、合わせると全体

42% 企業がSDGsを参考あるい 検討中となっていま

す(2018年「CSR企業総覧2019」参照)。

これ 過去2年間で倍増(全体 比率でみると19ポイント増

加)しています。

大手企業において そ 傾向 顕著であり、82% 企業

が自社発表 CSRおよび経営から メッセージ 中に

SDGsを言及しており、今で 、SDGsについて言及する

企業が大多数を占めています。

(富士通総研調べ)

い、参考として取り入れてい

ます。

取り入れることを、検討してい

る。

No 

SDGsを参考にしていますか？ CSRとしてSDGs 言及をしていますか？

YES

日本国内

TOP 1501社
日本国内

TOP 1501社

背景: SDGs、高まる関心。



CSRを超えて、SDGsを事業へ。

また、興味深いこととして、これまでこういった環境や社会課題へ 対応 CSRおよび広報面で 取り組みがそ ほ

とんどを占めていましたが、「事業と 総合的な関連付け」「一部 本業と 関連付け」 2つを加えると「CSR方針・

考え方へ 反映」を上回り、SDGsを本来 事業に生かす、あるい 新たな事業をつくる上で関連づける企業が相当

数存在することにあります。

フォーブスグローバル2000日本企業 SDGs言及内容より、CSR関連と事業関連 比較図

事業と 総合的・もしく 一部
本業と 関連づけへ 関心 CSR部門で 関心

背景: ビジネスにおけるSDGs



#グローバル
#BIGインパクト
#ビッグゴール

#ローカル
#ビジュアルプロトタイプ
#スモールグループ

#2DAYS
#スピード
#リーン

世界で同時に、多様なメンバーとプログラムを
成功させるポイントと ？

GGJ 理念 「Think BIG, Start SMALL, Act FAST」

（世界的な規模で考え、できることから小さく じめ、素早く行動に移す）

こ ポリシーをど ように実践する か？世界同時かつ多様なメンバーでワークショップをすること 、

言葉にする 簡単でも、プログラムとして成功させる 容易で ないように見えます。

GGJ プログラムを成功させるため 3つ ポイントを紹介します。



今まで GGJ 実績 (2015年 - 2020年) 

2016年に初めて開催されてから わずか三年 間に GGJ 世界多く 都市で開催されてきました。ムステルダム、バルセロナ、バンコク、リオ・デジャネ

イロ、トロントなど80都市以上で開催されており、各地 大学 教育機関と連携したり、地域 起業家コミュニティーが主催になったりと、形式 様々で

ありますが累計6000人も 人が参加をしてきました。 SDGsをテーマに作られる、コミュニティ 広がりとそ バイタリティがうかがえます。



HOW: Digital Society School in Amsterdamに
よるデザイン・スプリントを採用

Gobal Goal Jamで 、全都市共通で、Digital 
Society Schoolが開発した、デザインスプリントを採用

し、参加者が課題解決 プロトタイプを作ります。

1日目 、チャレンジを定め、課題 背景や対象について

深く知るため デザインワーク。2日目 、実際に手を動か

し、アイデアを形にして検証するため デザインワークを行

います。

こ デザインスプリント 手法を体験できることも参加者や

オーガナイザーにとって 魅力です。

https://toolkits.dss.cloud/design/ 

https://toolkits.dss.cloud/design/


GGJ 2021 #Tokyo Overview

日時： 2021年9月18日 (土) ～19日 (日) 
会場： 100BANCH LOFT (3F) 
対象： SDGsに興味 ある学生・社会人、デザイナー、グローバル人材30名程度

主催： FabCafe Global, ロフトワーク, UNDP
協力： 100BANCH (Panasonic and Loftwork)

※プログラム 英語と日本語で行います。



Location #Tokyo



TIME TABLE 【DAY 1】

タイムテーブル ・1日目



タイムテーブル ・2日目



Alisa Frances Evans (US/Japan)
Event Speaker / MC / Model / Serial Writer

Member of TSUNAGU Fashion
Website

Nick Ashley
Sustainability Lead at Fabric

Website

Noriko Hino (Japan)
Fujitsu 

Marketing Strategy Unit　Brand Design Strategy Div.
Website

Midori Yamazaki (Japan)
Creative Director, Design Lab (RCA x Tokyo 

University)

✅✅

Nondo-Jacob Sikazwe (Zambia)
Transforming traditional services into Digital 

Services | Big Data | UX | IoT | M.Eng + M.Arch

✅

✅ ✅
Takashi Sakamoto
Designer at dots inc

GGJ 2021 ファシリテーター #Tokyo #100BANCH

https://www.alisafrancesevans.com/
https://www.linkedin.com/in/nickashley/
https://www.linkedin.com/in/noriko-hino-1b157/


アウトプット：ソリューションアイデア

例3 「「 ea You oon」：Goal # 11「すみ続けられるまちづくりを」 

 

取り組んだチャレンジ：我々 生活における水資源 重要性をより多く 人に認識して

もらうために、以下に東京におけるウォーターフロントをコミュニティ ために活用・還元

できるか？ 

例1 「YOLO ruck」：Goal # 11 「持続可能

な都市とコミュニティ」 

 

YOLOトラック 、さまざまなプロジェクトや

社会実験に関わるイベント 現場に赴

き、コミュニティが環境衛生問題を解決す

る際 サポートを行うトラック。 

 

大気汚染データを収集し、無料 大規模

な公共データベースにアップロードする

YOLOアプリというツールなどが搭載され

ています。

例2 「 mart Mirror Companion」：Goal # 3「すべて 人に健康と福祉を」 

 

取り組んだチャレンジ：すべて 人が自分 健康を管理するため ツールとリソースを確保する

ために、ど ようなテクノロジーによる解決策をデザインできるか？ 

 

アウトプット: ''デジタルパーソナルアシスタント（ iri ような）を搭載した鏡で、あなたが1）

医療支援を必要とするとき、2）あなた パートナーになります。あるい 、あなた ため

に寄り添ってくれる仲間です'' 

 

 

" EA you soon "というアプリを使って、経験豊富な漁師さんと一緒に沿岸 旅を
簡単に楽しめるようにしました。魚を捕る体験をしたり、地元 人たちと一緒に魚を
食べたり料理したりすることができます。沿岸 環境に愛着を持ってもらい、より持
続可能な水辺 開発につなげることを目指しています。"

For more:
https://awrd.com/en/award/ggj-tokyo2019/works 
https://awrd.com/en/award/ggj-tokyo2020/works 

https://awrd.com/en/award/ggj-tokyo2019/works
https://awrd.com/en/award/ggj-tokyo2020/works


サクセスストーリー: 土気 Doki （仙台）

For more: 
https://dokiearth.com/ 
Video: 
https://www.facebook.com/dokiearth/videos/813495125863934 

2019年に開催されたGlobal Goals Jamで 、クチュールファッション、農業、サービスデザイン、国際政策な
ど バックグラウンドを持つ7人 チームメンバーが集まり、「多忙な都市生活者から出るバイオウェイストをど

ようにして有効活用するか」という課題に取り組みました。こ 課題 、SDG#12「Climate Action」 中で選
れました。そ 結果、「Super Soil」と呼 れるプロトタイプが完成しました。Super Soil」 、便利なアプリと

バイオウェイスト 回収サービスです。ユーザー 生ごみを寄付することで、安くて便利な地元 野菜を手に
入れることができます。
GGJ prototype: https://awrd.com/en/creatives/detail/9013847 
Video: https://fb.watch/77GKGTTYp2/ 

現在、彼女 アイデアである堆肥と農産物 宅配サービス 展開段階にあり、2019年からスタートアップ「Doki Earth」 CEO兼共同創

業者を務めています。Doki Earth 、仙台を拠点としたサブスクリプション型 宅配野菜と生ごみ 集荷サービスで、生分解性 パッ

ケージを使用することで、ユーザーがシングルユース プラスチックを避け、地域 栄養サイクル 一部となることを目指しています。私

たち 、農家、お客様、配送サービス会社に参加してもらい、解決策 一部となることを呼びかけました。Doki 、未来 世代に便利で

健康的な生活を保証しながら、自然と一体となった世界を作ることを目指しています

.

https://dokiearth.com/
https://www.facebook.com/dokiearth/videos/813495125863934
https://awrd.com/en/creatives/detail/9013847
https://fb.watch/77GKGTTYp2/


ファシリテーターや、参加者から コメントをご紹介

ユキ・グズマン
GGJ Tokyo 進行役（質 高い教育）、沖縄科学技術大学院大学

　GGJ す らしい点 、多様な背景

を持つ人たちを集め、だからこそ、より

複雑で多様な視点を持った議論が生ま

れ、それが現実生活 中で 実際 社

会 動きを反映していることです。

アヤ・コズカ
GGJ Tokyo 2018参加者（持続可能な都市及びコミュニティー）

　私 こ イベントが本物 国際的な

多文化経験であると感じました。こ

ワークショップ 、日本にいながらにし

て、1週間 海外留学をするよりも有意

義だと思いました。



GGJ 2021 Tokyo - SDGsパートナープラン

概要 参考例

Gold Plan
¥2,500,000〜

Silver Plan
¥1,000,000〜

Bronze Plan
¥800,000〜

共催

次年度  GGJ Tokyo 開催テーマを共同で作成できま

す。また 約半年後に開催される1day Mini Jam 開

催テーマを共同で作成できます。（オンラインまた オフラ

イン ワークショップをサポートします）

SOS Mini Jam事例 (オンライン)
https://bit.ly/sosminijam-report 

WIDD Mini Jam事例 (オンライン)
https://bit.ly/WIDD-event-report 

プロモーション

GGJ東京1日目 Inspiration Talkで、御社と、御社

SDGsへ 取り組みをご紹介いたします。
公式写真例: 
https://bit.ly/ggjphotos 

動画例:
https://bit.ly/ggjvideo-fabcafe 

プロカメラマンによる、PR用 公式写真（30枚）と、GGJ
動画をご提供いたします。

GGJ公式動画及び、最終報告書へ 御社ロゴ及び推薦

文を掲載いたします。（日英対応）

デザイン思考

体験

御社から3〜5名、GGJ ワークショップにご参加いただ

き、デザイン思考を通じて、課題解決 プロセスを体験い

ただけます。

※ 開催日程 : 9/18（土）〜9/19（日）

※ 現時点で 、100BANCHで オフライン開催

を予定しています。 コロナ感染症 状況に応

じて、変更される場合があります。

SNS
リーチ

御社 ロゴ、URLを弊社SNSやメールマガジン等各種

チャンネルにてご紹介します。

● SNS … FabCafe / Loftwork / AWRD
● FabCafe メールマガジン … 7,000を超す多ジャンル

なユーザーに届けます。

FabCafe メルマガ購読者 : 7,624 ユーザー

Loftwork メルマガ購読者 : 約35,000ユーザー

AWRD メルマガ購読者 : 約20,000ユーザー

FabCafe Tokyo Instagram: 3,029 followers
等

イベント

ページへ

ロゴ掲載

The Global Goals Jam 公式サイト（東京チャプター）、

FabCafe、Loftwork、AWRDサイト内 GGJ Tokyo イベ

ントページなど、各種ページに御社ロゴを掲載。

www.globalgoalsjam.com 
fabcafe.com 
loftwork.com 
awrd.com    

https://bit.ly/sosminijam-report
https://bit.ly/WIDD-event-report
https://bit.ly/ggjphotos
https://bit.ly/ggjvideo-fabcafe
http://www.globalgoalsjam.com
http://www.fabcafe.com
http://www.loftwork.com
http://www.loftwork.com
http://www.awrd.com


Join us!
Please send inquiries to:

GGJ 2021 Team l  info@fabcafe.com



FabCafe 、世界中に拠点を持つクリエイティブコミュニティです。

人 が 集 うカフェに、3Dプリンターやレーザーカッター 等 デジタルも づくりマシンを 設 置 。

さらに 各 地 域 クリエイティブコミュニティと 密 接 につながり、そ 地 域 ならで も づくりや 素 材 、テクノロジーを 活 かした

多彩なプロジェクトを手がけパートナーや社会 課題に取り組みます。

また地域 クリエイターやアーティスト、企業とともに、食、アート、バイオ、AIから教育まで、も づくり 枠を超えたラボ活動も行っています。

https://fabcafe.com/   

Organizers / Supporters

オープンコラボレーションを通じてWeb、コンテンツ、コミュニケーション、空間などをデザインするクリエイティブ・カンパニー。

グローバルに展開するデジタルも づくりコミュニティ「FabCafe」、素材 新たな可能性を探求する「MTRL（マテリアル）」、オンライン公募・審

査でクリエイターと 共創を促進する「AWRD（アワード）」など コミュニティやプラットフォームを運営。様々な才能と共創することで、幅広いク

リエイティブサービスを提供します。

https://loftwork.com/

https://fabcafe.com/
https://loftwork.com/


デジタル・ソサエティー・スクール 、アムステルダム応用科学大学内 学科です。テクノロジーが社会に与える影響を研究し、そ 変革を導く

ために必要なスキルを開発し、こ 知識とスキルを新しい世代 プロフェッショナルに伝えることを目的としています。デジタルソサエティスクー

ル 、世界中 Global Goal Jams 主催者が使用する共通言語 方法論であるJamkitを開発しました。

https://digitalsocietyschool.org/ 

Organizers / Supporters

SDGsを達成し、グローバルな開発を促すために、UNDP 貧困削減、HIV/AIDS、民主的ガバナンス、エネルギーと環境、社会開発、危機予

防 と 復 興 に 重 点 的 に 取 り 組 んでいます。

また、UNDP そ すべて プログラムにおいて、人権 保護と女性 エンパワーメントを奨励しています。UNDP人間開発報告書室 、開発

進捗状況を測定・分析するために、毎年「人間開発報告書」を発行しています（1990年以降）。さらにグローバルレポートに加えて、UNDP
地 域 、 国 、 地 方 人 間 開 発 レポートを 発 行 しています。

https://www.jp.undp.org/ 

https://digitalsocietyschool.org/
https://www.jp.undp.org/


2018年にパナソニックが創業100周年を迎えることを機に構想がスタート、これから 時代を担う若い世代とともに、次 100年につながる新し

い価値 創造に取り組むため 活動です。

若い世代を中心としたプロジェクトチームに対して、各分野 トップランナーによるメンタリング 機会を提供、こ 場所で 活動を支援していま

す。

1F カフェ・カンパニーが企画・運営する未来に向けた新たな食 体験を探求するダイニング「KITCHEN」、2F 様々なプロジェクトが同時多

発的に展開するプロジェクトメンバー ため ワークスペース「GARAGE」、3F パナソニックが次 100年を創り出すため コラボレーション

スペース「LOFT」です。

http://100banch.com/

Organizers / Supporters

パナソニック 、「事業を通じて社会 発展に貢献する」という創業以来 経営理念を体現したブランドスローガン「A Better Life, A Better 
World」 もと、多様な領域でさまざまなパートナーとともに事業を展開しています。事業を通じて、理想的なくらしや社会 実現、地球環境保護

といったグローバルで 社会課題 解決に大きな貢献を生み出し続けることを目指しています。

https://panasonic.jp/

http://100banch.com/
https://panasonic.jp/

