
スマートシティ・GX・DXに資する先進的なサービスを展開するOZCaF会員事業者間での未来志向型
コミュニケーションを行う対話と繋がりを創出することを目的として、OZCaF Innovation Conference（略称：
OZIC）を立ち上げました。
本事業を通じて、OZCaFがSDGs・脱炭素等の社会課題の解決と、持続可能な経済成長の両輪を加速
させるエンジンとして一層発展すること及び、会員等の事業者間や自治体との共創、さらにはイノベーション
創出の場としていきます。

Powered by OSAKA Zero Carbon Smart City Foundation

2023.3.14|火| 12:00～17:00

【お問合せは事務局まで】
一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション
TEL：06-6484-6683 E-mail：contact@ozcaf.jp

【共催】 【後援】

第一部 パネルディスカッション

〈ファシリテーター〉

00．Opening Session

「公民連携のプラットフォームとしての
存在意義と今後の可能性について」

一般社団法人OSAKAゼロカーボン・
スマートシティ・ファウンデーション

代表理事 田中 靖訓

大阪府 スマートシティ戦略部
戦略推進室 地域戦略推進課

山縣 敦子 課長

01.
Global

〈ファシリテーター〉

株式会社F.C.大阪
マーケティングダイレクター

青野 剛暁 氏

02．
Smart City

一社）コンパクトスマートシティ
プラットフォーム協議会
代表理事 江川 将偉 氏

〈ファシリテーター〉

03．
OSPF

〈ファシリテーター〉

大阪府 スマートシティ戦略部
戦略推進室 地域戦略推進課

粟井 美里 氏

株式会社Relyon Trip scheme verge株式会社 株式会社Dreamly

〈事例紹介〉

〈パネリスト〉

〈パネリスト〉

〈パネリスト〉

一社）OSAKAゼロカーボン・
スマートシティ・ファウンデーション

会長 吉澤 正登

株式会社電通国際情報サービス SWAT Mobility Japan株式会社株式会社アンデコ

東武トップツアーズ株式会社 株式会社USEYA 大末建設株式会社 株式会社F.C.大阪

【協力】

大阪府枚方市 守口市04．
Local Government

総合司会 石塚 理奈

“特別講演”
「古賀市の公民連携による脱炭素

推進とESG投資について」

福岡県 古賀市

田辺 一城 市長

〈パネリスト〉



▶ 00． “ Opening Session ” 「公民連携のプラットフォームとしての存在意義と今後の可能性について」

プ ロ グ ラ ム

挨 拶
▶ 一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション 代表理事 田中 靖訓

第一部（パネルディスカッション）

一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション 代表理事
大阪府 スマートシティ戦略部 戦略推進室 地域戦略推進課 課長

▶ 01． “ Global ” 「グローバルにおけるこれからの可能性について」

（ファシリテーター）
（パネリスト）

▶ 02． “ Smart City ” 「デジタル田園都市国家構想の最前線 ～プレイヤーたちの奮闘～」

一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会 代表理事
株式会社電通国際情報サービス サステナビリティソリューション部 部長
株式会社アンデコ 代表取締役
SWAT Mobility Japan 株式会社 代表取締役

▶ 03． “ OSPF ” 「Z世代、Y世代とともに創るスマートシティ」

大阪府 スマートシティ戦略部 戦略推進室地域戦略推進課
株式会社RelyonTrip 代表取締役CEO
scheme verge株式会社 取締役CSO
株式会社Dreamly CEO・CTO

▶ 04． “ Local Government ” 「自治体における公民連携の必要性と取組み事例について」
古賀市長 田辺 一城 氏
大阪府 公民戦略連携デスク チーフプロデューサー
一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション 会長
枚方市 総合政策部企画政策室政策推進課 課長代理
守口市 企画財政部企画課 公民連携デスク 主任

第二部（交流会）

公民連携ビジネスプラットフォームとして、公×民、民×民の交流の場としてご活用ください。

開 催 詳 細

▶開催日：2023年3月14日（火）12時00分～17時00分

▶場 所：QUINTBRIDGE / オンライン配信

（大阪市都島区東野田町4丁目15番82号）

※対面・オンライン併用のハイブリッド形式での開催

▶定 員：＜対面＞100名程度 / ＜オンライン＞定員無し

※第二部交流会については、対面参加者のみとなります。

▶対 象：OZCaF会員、OSPF会員

▶参加費：無料

以下のフォームより、必要項目をご入力の上、ご送信ください。
後日、ご登録のメールアドレスにご案内メールをお送りいたします。

【個人情報の取扱いに関して】
本カンファレンスへの参加申込みに関する個人情報は、共催者間で共有させていただきます。
また、本申込みに記載された個人情報は、本カンファレンスの運営に利用させていただきます。

申込フォーム
QRコード

〈参加申込フォーム〉 https://forms.gle/A3a9z1cbcpn5uX2P9

申 込 方 法

開催にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底いたします。
以下の点について、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※37.5℃以上の発熱や体調不良がある場合、会場でのご参加をお控えいただく場合がございます。
※新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、参加者および関係者の健康・安全の確保を第一に優先し、開催形式・日程・内容の一部等を
変更させていただくことがございます。

＜会場内での感染拡大防止対策＞
▶ご来場時の検温実施
▶ご来場時の手指消毒の徹底
▶会話時のマスク着用の推奨
▶不特定多数の方が触れる箇所の消毒の徹底

感染症対策について

一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-3-9

プレミアム長堀ビル 3階

TEL：06-6484-6683 E-mail：contact@ozcaf.jp 

HP：https://ozcaf.jp/

【主催・お問合せ先】 【会員登録について】

本カンファレンスへの参加をご希望される方につきましては、事前にOZCaFへの入会申込が必要となります。
そのため、カンファレンスへの参加申込手続きとは別に、会員登録（無料）をお願いいたします。
（※OSPF会員様につきましては、参加申込フォームより直接お申込みください。）

①OZCaFの会員登録 ②カンファレンス参加申込〈申
込
の
流
れ
〉

株式会社F.C.大阪 マーケティングダイレクター
東武トップツアーズ株式会社 取締役 執行役員
株式会社USEYA 代表取締役
大末建設株式会社 代表取締役社長
株式会社F.C.大阪 代表取締役社長

青野 剛暁 氏
濱崎 真一 氏
大子 修 氏
村尾 和則 氏
近藤 祐輔 氏

江川 将偉 氏
森田 浩史 氏
早川 慶朗 氏
末廣 将志 氏

（ファシリテーター）
（パネリスト）

（ファシリテーター）
（パネリスト）

粟井 美里 氏
西村 彰仁 氏
田中 和哉 氏
ラーション・ラーシュ 氏

（特別講演）
（事例紹介）
（ファシリテーター）
（パネリスト）

今西 麻之 氏
吉澤 正登
由比 達也 氏
岡田 光央 氏

田中 靖訓
山縣 敦子 氏
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