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チャレンジ！！オープンガバナンス 2020 一次審査結果一覧 

2021 年 2 月 4 日 

COG 事務局 

※全案件のアイデアの説明を COG2020 サイトで公開 45 件 

 
※2 月 28 日の最終公開審査と並行イベントでの扱いは以下の通りです 

 
〇 ファイナリスト 最終公開審査対象 10 件 

〇 セミファイナリスト ミニプレゼン対象 13 件 

〇 ウェブサイトポスター展対象 22 件 
 

 

＜ご応募いただいたすべてのご関係の方

へ＞ 

それぞれのアイデアはご参加いただいたすべてのみなさまの汗の結晶であり、様々なヒントや気づきが含まれて
いて大変勇気付けられました。COG 事務局としては、全ての案件に愛着がわいております。 

チャレンジオープンガバナンスは皆さまとともに地域社会をもう一度盛り上げていくための永遠のベータ版で
す。コンテストの性格上賞を絞らざるを得ないのですが、オープンガバナンスはみなさまの継続的な実践で進
んでいきます。アイデアはその一里塚ですのでこれで終わらせず地域の課題解決に向けてさらにみなさまのご
努力をお願いしたいと思います。この機会をとらえてそれぞれの地域で、また、今回ご応募のなかった地域
でも、より多くの仲間とともにオープンガバナンスに取り組んでいただけたらと思います。 

今回を含めてCOGに応募され、COGサイトでアイデアが公開されていて、かつその後も継続して進捗し て
いるプロジェクトにつきましては、実施状況等のスクリーニングを経て、その後の進捗状況の発表機会の提供を
検討することとしています。時期は今秋を目途にしています。 

COG事務局としては皆様とともに改善にむけて一緒に汗を流したいと思っております。今回のコンテストを
通じてみなさまと出来ましたご縁はこれからも大切に続けていけるようにしたいと思っております。 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2018/#ptop
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2 月 28 日 審査委員による最終公開審査対象ファイナリスト 

10 件 地域順 
 

地域 チーム名 アイデア名 属性 
室蘭市 Team バードラン バードラン 混成 
室蘭市 MTI 企画部 室蘭工業大学の大学生が作る、大学生と大学近

隣住民向け、バス待ちストレス軽減システム 
学生 

目黒区 未来減災課 私のヒナン・ヒョウメイ 市民 
鎌倉市 KAMA-gination 渋滞御免アプリ 混成 
越前市 越前市未来計画隊 増え続ける外国人、国籍関係なく助け合うWell-

beingなまちづくり 
～リアルとデジタルからの５つのアプローチ～ 

学生 

越前市 福井県立武生東高等学校
Hino・Quest 

Happy Project×高校生＝Hino・Quest 地域の
多様な人と繋がりながら、高校生の視点で地域の
Happy を生み出す 

学生 

京都市 fromHANKEI3m HANKEI 3m ～身近な人と本音を言い合える関
係へ～ 

混成 

宇部市 Web ビジネス組 宇部サイン 学生 
玉名市 たまな放課後地域創造クラブ 開放的な空間で人々が繋がる 混成 
那覇市 英語名：VONS (Volunteer 

by Okinawa Next 
generation and Students) 
日本語名：沖縄次世代に繋ぐ
学生ボランティア 

～学生・大人・地域の協働～MUG ムグフードプロ
ジェクト 

混成 
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2 月 28 日ミニプレゼン対象セミファイナリスト 

13 件 地域順 

 
地域 チーム名 アイデア名 属性 
鶴岡市 鶴岡再発見！プロジェクト 暮らす旅 -鶴岡市からの特別な贈り物、それから始まる鶴岡市への

旅- 
混成 

鶴岡市 大東文化大学社会学部阿
部ゼミ地域公共交通チーム 

デマンド型クシーを活用した高齢者にしい地域公共交通体制の構
築 

混成 

港区 株式会社 Michele  遠隔診療・遠隔服薬指導・薬配送プラットフォーム「クラシオ」による
三密回避と健康増進の推進 

市民 

世田谷区 東京農業大学国際農業開
発学科食品ロスゼミ 

食品ロスを食べ物として生かして、値引きや寄付し、食品ロスを減ら
す取り組みを消費者に見える化し、社会貢献したことをポイント化し
て地域社会で支え合うサービス 

混成 

多摩市 多摩市若者会議 誰一人取り残さない、「新しい日常」の実現に向けて～リアルもオンラ
インも、多摩市若者会議が実現します！～ 

混成 

横浜市 横浜キノコサムライ キノコ農業を空き家・隙間栽培で、横浜市にキノコ兼業農家を普及
し、未来の都市問題を解決する「都市キノコ農業革命」！ 

市民 

裾野市 Code for SUSONO 地域の裾野まで届け！課題解決力向上の仕組み構築 市民 
近江八幡
市 

近江八幡 RAKUICHI実
行委員会 

観光客、市民、商店街を元気にする三方よしのマルシェ”
RAKUICHI”プロジェクト 

市民 

草津市 人財バンクシグナル TE to 
TE 

「人財バンク シグナル」のトリアージで実現するダイバーシティー草津 混成 

大阪市住
之江区 

楽しさ満載つながり放題住
之江区プロジェクト 

楽しく学びつながり見える住之江区 市民 

倉敷市 一般社団法人データクレイ
ドル まちケア運営チーム 

倉敷市「自然・どうぶつ共生マップ」 市民 

宇部市 宇部フロンティア大学付属
香川高等学校パソコン部 

情報保障ビジネスプラン～みんなにやさしい街づくりを支援～ 
コミュニケーション支援アプリ「うべこみゅ」開発と運用 

混成 

北九州市 i-カフェ戦隊、キタキュー地
創’ｓ 

教育で選ばれるまちへ！生み出せ”まなとも”の輪 混成 
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2 月 28 日 ウェブサイトポスター展対象 

22 件 地域順 
 
地域 チーム名 アイデア名 属性 

室蘭市 MuroView いつでもどこでも集合写真 Muro View 学生 

室蘭市 Cr$Makers（クレイドルメイカーズ） 産学官民連携による学生就職支援システム 学生 

室蘭市 PATH TELL 投稿型室蘭市情報共有マップ 学生 

鶴岡市 新潟法律大学校社会創生① 鶴岡市で庄内藩藩校致道館完全復活 学生 

鶴岡市 新潟法律大学校社会創生② 300人の集落が終の棲家に…集落全体がデイサービス 学生 

港区 Code for Minato No Congestion Suggestion 混成 

中野区 Machigraphy Lab. (Code for 中
野) 

子育て世代に適切な情報を届け、子育ち子育てを支える住
民サービスに出会って欲しい！ 

市民 

横浜市 フェリス地域コミュニティ研究会 世代間連携でコロナ禍を乗り越える「地域スマホセンタータケヤ
マ」 

学生 

横浜市 ユニバーサルツーリズムデスク ユニバーサルツーリズムデスク 混成 

鎌倉市 NPO法人ダンスライフコミュニケーションズ スマートシティ・DX鎌倉 ～データをシェア！ケアに繋げ！！～ 市民 

鎌倉市 創造力コンソーシアム 子供も大人も創造性による楽しくSDGs 市民 

豊中市 らいふぷれぜんつ。 スーパーシニアバンドコンサート～いい歳こいても音楽やろうぜ～ 学生 

豊中市 おもちゃランド 庄内小学校を子どものための「子どものアートスタジオ」にリメイ
ク！ 

学生 

三田市 岸上研究室三田プロジェクトチーム デザイン思考×システム思考で持続可能な地域活性化を実
現する 

学生 

宇部市 防災ネージ 防ネージ 学生 

宇部市 宇部通 チョーコクンと一緒にコロナ対策！！！！！！ 学生 

高松市 安全安心チーム 安全安心で住み心地の良い街を造る 混成 

高松市 電車って不便じゃん??俺たちに任せとけ
って!! 

電車って不便じゃん??俺たちに任せとけって!!（さらなる電車の
利便向上） 

混成 

北九州市 北九州市立大学 小林ゼミ2年 ベビまっぷを作成！子育て世代に便利な地図でママ・パパをサ
ポート！ 

学生 

玉名市 Hot Springs in 玉名 玉名温泉をサードプレイスに～運動することで健康を保持しよ
う～ 

学生 

玉名市 チーム文化 空き家をバス停に活用したサードプレイス化 学生 

玉名市 玉名市のサードプレイス 商店街にサードプレイスの場をつくる 学生 
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