
NINNO
NIIGATA×INNOVATION

3月24日13時～（12時開場）

オンライン/オフラインハイブリッド開催

開始前の共有スペースでは各社のサービス実演などがございます。

参加自治体の皆様は
12:30にNINNOに集合いただけますと幸いです。

産産官学Fest.vol1 参加の手引き
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オフライン入場時登録フォーム
前日までに事前にご記入いただけますとスムーズに
ご入場いただけます。
会社単位ではなく、個人単位でご登録ください。



【オフライン/現地参加をご検討の方へ】
コロナウィルス感染防止対策について
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①体温測定・消毒を受付で行います。
②マスクの着用をお願いいたします。
③１週間以内に咳・高熱（37.5）になった方はご遠慮ください。
※予防接種の副反応を除く
④同居人、またはご本人がコロナウイルス
または濃厚接触者と認定された場合はご遠慮ください。
⑤２週間以内に県外のまん延防止等重点措置エリアを往来された方は
以下、A・B・Cのいずれかのご提示をお願いいたします。
A.厚生労働省の接触確認アプリ(COCOA)をインストールしていただき、
当該アプリにて過去２週間以内に新型コロナウイルス陽性者との接触がないこと
B.PCR検査の陰性証明書
C.ワクチン接種証明書



NINNO
＝NIIGATA×INNOVATION

NINNO/ニーノは新潟県最大級のイノベーション施設です。

ここは、スタートアップ・ベンチャー企業、地域企業、行政、教育機関・研究機関が集まり、
イノベーションを共創する場です。

テクノロジー・ビジネス・地域など、それぞれのプロフェッショナルが集うことで
ヒト・モノ・カネの循環が生まれ、イノベーションの経済圏が創出されます。

新潟にイノベーションのエコシステムを創出していく。
そのための工場であり、プラットフォームがNINNOです。
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innovation

co-creation

social issues

How Project work
ニーノの仕組み

地場企業、行政などからNINNOへ持ち込まれた

テーマのもと産産官学の

共創プロジェクトが推進されます。

デジタルとオフラインのコミュニティにより
共創プロジェクトが加速します。

※産産官学とは？
1つ目の産：地域に根付いた企業
2つ目の産：地域になかった企業
官：地域課題を最も俯瞰的に把握している行政
学：上記の共創を強化・促進する教育・研究機関

地域の持続的な発展・イノベーションのためには地域の力と新たな力の融合が必
要だと考えております。それらを促す座組が産産官学。NINNOが発信する造語で
す。
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行政の方企業の方

登壇されないご参加の皆様

ガバメントピッチ登壇行政様

ピックアッププレゼン企業様



１．概要
NINNOが掲げる、「産産官学」のきっかけづくりのイベントです。
Vol.1では「産産官学」において重要と考える、地域行政からの「課題」の発信とそれらの解決企業のセッションを行います。
地域課題をきっかけに、県内外のイノベーション企業の交流・共創のきっかけを創出します。
※本イベントをきっかけに共創の活動、お打ち合わせへとつなげていくことを目的としております。
※その後、更にNINNOページ上で共創仲間を募集することも可能です。

行政の方

「最も気になる」に選ばれた企業様には
1年間NINNOフレンド権が付与されます。
（無料での施設利用/会員限定会議の参加など）

NINNOメンバープレゼン
SUプレゼン

行政プレゼン
各15分

個別セッション
40分

マッチング

企業からの質問5分と提案記入3分
提案内容の中から気になる企業として行政より選ばれた企業様がセッションを行います。

気になった企業プロジェクトと
追加共創パートナー募集について

企業の方

オンライン/オフラインのハイブリッド実施です。

行政の方より「気になる」企業をご記入いただ
きます。

PART1 PART2 PART3
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観覧の方



２．（現地参加の方）入場の方法 行政の方

自由セッション
本イベントでは自由発生的に共創セッションが発生することを楽しんでいただきたく考えております。
オフラインご参加の皆様は当日受付へご足労ください。

下記のような名札へご記入いただきます。
また、ご記入いただきました内容はイベント内で掲示されます。
気になる掲示や表示を目指し、ぜひお声がけあっていただけますと幸いでございます。
※オフライン参加の皆様はNINNOオープンスペースにて自由にセッションを実施ください。
※オンライン参加の皆様は情報掲示がございません。
※自由セッションには事務局は関与いたしません両社の合意のもと実施いただけますと幸いです。

企業の方 観覧の方

企業名/お名前

こんな共創できたらい
いな

名札イメージ
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オフライン入場時登録フォーム
前日までに事前にご記入いただけますとスムーズに
ご入場いただけます。
会社単位ではなく、個人単位でご登録ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejgYLohBfy7UM9XEHhbhBN5_wua8XpETu
HcGzH7YQtrbhtyA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejgYLohBfy7UM9XEHhbhBN5_wua8XpETuHcGzH7YQtrbhtyA/viewform?usp=sf_link


３．タイムスケジュール 行政の方 企業の方

PART1

13:00-13:10 開会宣言 NINNOテナント代表 渋谷修太（3min）
イベントのご説明(7min)

13:10-13:30 ピックアッププレゼン NINNOメンバー(5min×4)
13:40-14:10 ピックアッププレゼン 事前応募企業（3min×8）

PART2
14:15-15:50 Govt.pitch×6市町村
(行政ピッチ7分→ピッチ行政への質問タイム5分→企業からのフォームによる提案/セッション希望提出3分)

PART3
16:00-16:30 セッション
16:30-17:00 共創希望内容と企業の発表

17:00-17:10 閉会挨拶 経済産業省関東局 門田様
※上記より一部予定が変更となる場合がございます。

開場 12：00
現地会場へご足労いただく方は入場時に情報のご登録など受付にお時間いただく場合がございます。
12:50までを目安にご足労いただけますと幸いです。
※オフラインお待合スペースでは、皆様ご交流いただけますと幸いでございます。（「入場の方法」参照）
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自治体の皆様
12:30より10分ほど

事前説明を実施さ
せていただきます。

観覧の方



４．当日までの準備について

■地域企業様やSU・ベンチャー企業様
行政提案へのご参加をお願いします。

事前に「行政ピッチテーマ一覧」をご確認いただき、事前にご質問やご提案内容をご想定いただけ
ますと幸いでございます。
※当日、行政提案をご記入いただく時間は3分と短い時間でございます。

■教育機関、行政、そのほか団体の皆様

オフライン参加の皆様当日はご自由に交流ください。マッチするテーマがございましたら、企業様
でない場合でもご提案いただくことが可能です。

■視聴・観覧のみのご参加も可能でございます。

観覧の方
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５．当日の動き

事前準
備

お申込み 準備

当日 NINNO説明/SU
ピッチを聞く

10分行政ピッチ 質問回答
SUからの提案札

上げ
セッション希望企

業選定
セッション

共創可能性

の発表

イベント
後

地域情報の
NINNOページへ

の掲載

マッチングした企
業との打ち合わ

せ

NINNOページや
次回イベントでの
共創先募集

企業の方

※マッチング企業様はNINNOフレンドとしてslackへご招待いたします。

PART2
各行政プレゼンを聞いていただき
都度ご質問をご投稿ください。

すべてのご参加企業様/団体様は任意で行政ピッチでの質問と提案に参加可能です。
行政プレゼンでご提案いただいた企業様のご提案から、行政の方より「気になる」に選ばれた企業様/団
体様へPART３セッションへご案内申し上げます。
※ピックアッププレゼンにご登壇いただく企業様はプレゼン内容への行政からのお声がけがある場合がございます。
※オフラインの方はPART3のお時間も引き続きご観覧いただけます。

PART2
各行政プレゼンを聞いていただき
ご質問ののち、ご提案がある場合ご記入ください。
※行政の方が確認し、気になった企業様をセッションへご案内します。

※各行政の課題や発表内容に関わらず、
複数行政へのご提案が可能です。
※行政が発表する課題と異なる提案をいただいても問題ございません。

PART1 PART2 PART3

1セットとし行政ごとに繰り返します
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提案内容は当日3分程度でご記入いただきます。

事前に行政課題をご確認いただき、想定・ご準備いただけ
ますと幸いでございます。当日の提案フォームは以下QR
コードからご確認いただけます。

B：企業の方 PART2各行政プレゼン後ご記入フォーム（質問用）

C：企業の方 PART2各行政プレゼン後ご記入フォーム（提案用）

観覧の方



行政ピッチテーマ一覧（予定：調整中含む）

地域課題と希望イメージ 詳細プレゼンストーリー 解決策があると地域はど
うなれる

提案ご担当者

阿賀町 お米の高付加価値化

・地域の特産物であるお米
の価値を高めたい。大手と
の差別化を図りたい。

①阿賀町の白米・玄米の
加工品(パック御飯、お餅、
発芽玄米)を小ロットで製

造できる企業とのマッチン
グ

②雪保存ぬか床を活用し
たぬか漬け製造も実現し
たい。 長期保存可能な

パック商品製造のノウハウ
を持つ企業とのマッチング

・阿賀町産だけでなく、
小ロットを分け合って
全国の商品製造を請
け負うことも可能にな
る。

・阿賀町に製造ライン
を設けることで地元雇
用が創出される。

神田町長
越後ファーム様

こんな課題もあります！
※次回以降題材化の可能性あり

・道の駅「阿賀の里」をどのように活性化するか？
・狐の嫁入りの活性化

関川村 健康増進施設コラッシェ
https://www.sekikawamura.org/fitness-studio-
%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82
%B7%E3%82%A7

などの村営施設の予約や入館管理がアナロ
グであるため、村にあったデジタルとアナログ
を融合した仕組みが欲しい。

①予約状況の把握

施設のカギを委託先の家
で預かっており人が拘束さ
れる。

②避難所として利用する
などの時に解除ができる
状態にもしたい。

・関川村の身の丈にあ
う施策で多くいる年配
の方の魅力を引き出
せる状態にしたい。

観光・地域政策
室長 大島様

こんな課題もあります！
※次回以降題材化可能性あり

村議不足/デマンド交通の予約システム（現行電話のみ）
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https://www.sekikawamura.org/fitness-studio-%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%82%A7


地域課題と希望イメージ 詳細プレゼンストーリー 解決策があると地域はど
うなれる

提案ご担当者

上越市 地域の18歳人口の流出を

デジタルの力で食い止めた
い

①現状地域の学生に
進路選択のタイミング
で地域企業情報を紙
で情報提供している。

②デジタルを活用し上
記紙での提供から効
果的な方法で地域企
業の情報を提供したい。

若手の人口流出はど
の地域でも同様の課
題を抱えていると考え
るため、他地域での活
用もされるようなモデ
ルの創出をしたい。

産業観光交流部
産業政策課
松縄様

こんな課題もあります！
※次回以降題材化の可能性あり

・首都圏の上越市出身人材の活用
・市保有の遊休施設の活用

妙高市 地域をデジタルの力で活性
化したい。

企画政策課
地域創生戦略室長
斉藤様

こんな課題もあります！
※次回以降題材化の可能性あり

・積極的にイノベーティブな企業の情報収集をしています。
あらゆるご提案を受け付けます。

16

行政ピッチテーマ一覧（予定：調整中含む）



地域課題と希望イメージ 詳細プレゼンストーリー 解決策があると地域はど
うなれる

提案ご担当者

南魚沼
市

雪の有効活用を考えたい。 ①人が住める限界の雪が
降る場所

②雪をオリンピックにもっ
ていくなど活用した
③雪をプラスにするか

上手く除雪できる方法はな
いか
④除雪技術が高い

⑤全国へ教えに行ってい
るが、建設業者も担い手
が減っている
⑥AIなどで技術を全国に
発信できないか

雪を資産化できる。

スノーテックという造語
をもとに「雪×技術」の
集積地に

こんな課題もあります！
※次回以降題材化の可能性あり

・農業の手間改善：少ない人員でもできるオートメーションをしたい
・米がら、もみ殻をお金に換える技術が知りたい
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三条市 キッザニアマイスター
（2014年～ 毎年夏実施中）

①小中学生とかにものづく
りに触れる機会が少ない
②街を離れてしまう
③市立大学も開講された
④2023年に10回目キッザ

ニアが開催される新しい企
画があっても面白いかも

・プログラム提供
例「受発注SAAS」
⇔その後の製造業の導入と
かに影響あたえられるような
もの。

こんな課題もあります！
※次回以降題材化の可能性あり

・モノづくり部があり、地域のモノづくりを子供に伝えたい。
・消防（自前で持っている）：地域の消防団員のなり手不足
・空き店舗/空き家の活用

行政ピッチテーマ一覧（予定：調整中含む）



NINNOプレゼン企業一覧（予定）

ドローンによる屋外広告の点検
デジタルサイネージ

プログラミングスクール

デジタル技術を用いた
技能承継 ドローンデリバリー
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NINNO産産官学Fest vol.1 各種フォーム
スマートフォンからQRを読み込んでいただき、
各種フォームにアクセスいただけますと幸いです。

B：企業の方 PART2各行政プレゼン後ご記入フォーム（質問用）

C：企業の方 PART2各行政プレゼン後ご記入フォーム（提案用）

A：行政の方 PART1企業ピッチ後ご記入フォーム

D：行政の方 PART2終了後ご記入フォーム

E：行政の方 PART3セッション後ご記入フォーム 全体共通アンケート

当日用のフォームです。



Facility
ニーノの設備

5G/Wi-Fi

バーチャル収録システム
TriCaster（SOLU MEDIAGE内）

県内施設最大級
プレゼンテーションスクリーン

プロジェクトスペース（交流スペース）

テレワーク用ブース/会議室

電源完備カフェスペース
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補足資料

https://tricaster.jp/

