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チャレンジ！！オープンガバナンス 2021 一次審査結果一覧 

2022 年 2 月 4 日 

COG 事務局 

※全案件のアイデアを COG2021 サイトで公開 41 件 

 

※3 月 6 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 11 件 

〇 セミファイナリスト ミニプレゼン対象 10 件 

〇 ウェブサイトポスター展対象 20 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。 

アイデアはオープンガバナンスの一里塚にすぎません。それが実現し地域で歓迎され改良を重ね継続して

はじめて、オープンガバナンスの真価が発揮されます。全ての案件はこの可能性を秘めています。実りあるア

イデアの実現を期待いたします。 

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。 

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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最終公開審査対象ファイナリスト 

11 件 地域順 

 

地域 アイデア名 チーム名 属性 

文京区 文京区民のための PODchat Tea POD -Prevention Of 

Disaster- 

学生 

横浜市 街のバリアフリー施設をデータ標準化！多目

的トイレや混雑状況のことで困りたくないから 

横浜ユニバーサルツーリズムデスク 混成 

豊橋市 豊橋市 × 都会のミドルシニア層 ＝ 「人口

＋付加価値」創出！ 

移住者人材バンク 市民 

長浜市 TRUE ～高校生のやりたいを叶える～ Nexus Biwaichi 学生 

長浜市 出張どんどんプロジェクト NAGAHAMA BLACKS 学生 

近江八幡市 むしろインフラに来てもらうプロジェクト 地域内に"日々の楽しい"を作るチーム 市民 

草津市 目指せ！けん診受診者 2 万人～トルネード

大作戦★すてきな輪の始まり～ 

bc-life 鬼に金棒 市民 

加古川市 まちなかダイバーシティ加古川～高齢者の

健康交流・子どもの学習環境カイゼン～ 

チーム兵庫大学大学院ＢＭ 混成 

加古川市 KAKOGAWA KUTSUSHITA プロジェク

ト 

兵庫県立加古川東高校 STEAM 特

講 地場産業 PR 班 

学生 

倉敷市 おやこ給食ログブック まちケアローリングストック研究会 市民 

那覇市 DIJI SHURI XR 未来都市首里 ～デー

ジ・シュリ・エックスアール～ 

DIJI SHURI（デージ・シュリ） 混成 
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ミニプレゼン対象セミファイナリスト 

10 件 地域順 

 

地域 アイデア名 チーム名 属性 

室蘭市 室ワン～室蘭で遊ぶワン！～ natures 混成 

室蘭市 室蘭工業大学の大学生が作る、バス待ち時間を有意義

に過ごすためのシステム 「楽しみ MAtSU」 

MaTI 企画部 学生 

千代田区 ごはんルーレット ～横のつながりをつくりながら食事を楽

しくしていく～ 

ごはんで地域づくりプロジェクト 学生 

文京区 文京区の特徴を生かした食品ロス対策～共同住宅に注

目して～ 

お茶高食品ロス班 学生 

世田谷区 食品ロスをみんなで知って、みんなで減らす。農業などの

体験を活かしエシカル消費の街にする。 

東京農業大学 国際農業開発

学科 食品ロスゼミ 

混成 

横浜市 逃げるが勝ちだし役に立つ!?遊んで、学べる防災対策!!  Enjoy Seekers 学生 

豊中市 おとつむぎ 大阪音楽大学ミュージックコミュ

ニケーション専攻 MUSE 

学生 

豊岡市 豊岡版エコツーリズムアプリ「TOYOOKA FANS」～『コ

ウノトリ育む農法』＆『豊岡の食』の情報を伝えたい～ 

TOYOOKA FANS 混成 

加古川市 空き家バンク×コミュニティサイト×デザイナーで産業創出

へ！！！ 

すこぶる空き家活用班 学生 

宇部市 ガチャときわ公園 香川高等学校パソコン部 混成 
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ウェブサイトポスター展 

20件 地域順 

 

地域 アイデア名 チーム名 属性 

室蘭市 MyMuroran 室蘭クジラ 混成 

室蘭市 ICT×ガチャガチャ×ボルタ Otoleap 学生 

室蘭市 室蘭の観光を自転車で楽しくする「ランクル」とレンタサイ

クリング 

Leaders 学生 

鶴岡市 「鶴岡駅前活性化委員会」の結成～通年で楽しめる駅

前へ～ 

大東文化大学社会学部・阿部ゼミナール 学生 

鶴岡市 産直ごっつぉ～鶴岡市の豊かな地形を活かした産直アプ

リ～ 

鶴岡再発見！プロジェクト 混成 

熊谷市 ポイントを貯めながら楽しく暑さ・熱中症対策   立正大学暑さ対策チーム  学生 

熊谷市 タンブラーから熊谷を元気に！ くまたん！ 学生 

熊谷市 まちなかラグビーで暑い熊谷化 まちなかラグビー 混成 

目黒区 デジタルデビュー～スマホを使いこなし、輝く第二の人生

～ 

孫セラピスト 学生 

多摩市 IT化の促進による多摩ニュータウン2.0の創出 多摩市若者会議 混成 

横浜市 Stand Up With Drone フェリス女学院大学災害対策研究会 学生 

金沢市 地域を支える市民団体の活動にITを！ シビックテックサミットカナザワ2021 運営チ

ーム 

混成 

住之江区 防災で区外まで拡張してつながるコミュニティ 住之江区ワクワクプロジェクト 市民 

豊中市 庄内若物語 こじまーず 学生 

加古川市 陰陽師で永続的観光～陰陽師「蘆屋道満」のふるさと～ 兵庫県立加古川東高等学校STEAM特

講 陰陽師ツーリズム班 

学生 

三田市 関係人口から定住人口へ 三田市へのU・I・Jターン増

加戦略 

岸上研究室 三田プロジェクト 学生 

宇部市 ときわセグウェイロード ときわ公園活性化プロジェクトチーム 学生 

宇部市 公園どこでもヨガができるヨガパーク！ ヨガパークし隊 学生 

高松市 防災JOIN 河合勝彦ゼミ卒業制作チーム 学生 

北九州市 ピース・ストリート 北九州市立大学 小林ゼミ 学生 
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