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事業の全体像 

「2020年以降における九州の持続可能な成長に向けた調査」で提言した「九州
ＳＤＧｓ経営推進モデル」について、それぞれの提言を実行に移し、九州にお
けるＳＤＧｓ経営の推進を図る。

昨年度調査の提案
と本事業の内容

体制整備：

九州ＳＤＧｓ
経営推進フォーラム 

↓
九州ＳＤＧｓ
経営推進セミナーの開催

アクション：

①九州ＳＤＧｓ事例集

→アクションガイドの作成

②九州ＳＤＧｓダイアログ

→ダイアログの開催

③九州ＳＤＧｓ金融連携
プログラム

→プログラムの策定支援

SDGs経営の推進に向けた体制整備とアクション
昨年度事業
「 2020年以
降における
九州の持続
可能な成⻑
に向けた調
査」の提言

本事業
「九州 SDGs
経営推進モ
デル事業」
の内容

【A ction1】
関係機関に対する
How-toモデルの提供
⇒九州S DGs事例集

【A ction3】
⾦融連携による地域企業への
SDGs経営支援

⇒九州 SDGs
⾦融連携プログラム

【A ction2】
地域企業と自治体等との
対話の場の提供
⇒九州S DGsダイアログ

【体制整備】
多様な主体が参画するプラットフォームの形成 ⇒九州S DGs経営推進フォーラム

九州 SDGs
アクションガイドの作成
・S DGsとは何か、S DGs経
営の考え方等を紹介

・４人の有識者によるメッ
セージのほか、企業・大
学・行政の2 1事例を紹介

・1 ,000部作成、S DGs経営
推進セミナー等で配布、
webでも公開

九州S DGs
ダイアログの開催
・自治体へのニーズ調査
・ダイアログ参加自治体
の選定

・企業等へのシーズ調査
・対話の場（マッチング）
の提供

・マッチングに対するフォ
ローアップ

九州 SDGs⾦融連携
プログラムの策定支援
・金融連携プログラムの
策定に先立っての講演

・参加金融機関の募集

九州S DGs経営推進
セミナーの開催
・有識者による講演、政策
紹介、九州でS DGsに取
り組む企業、大学、行政、
金融機関、支援組織の有
識者によるパネルディス
カッション

・S DGs経営に関する意見
交換会・相談会も開催

九州におけるS DGs経営の推進
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「九州ＳＤＧｓアクションガイド」の作成 

関係機関に対するＨｏｗ-ｔｏモデルの提供による九州各界のＳＤＧｓに関
する意識醸成と理解促進を図るため、ＳＤＧｓの取組事例及び成功要因のポイ
ント等をまとめた事例集「九州ＳＤＧｓアクションガイド」を作成。

【収録内容】 【周知の内容や方法】
ＳＤＧｓとは何か、ＳＤＧｓ経営の考え方、九州に 1,000部作成し、2019年11月６日の「九州ＳＤＧｓ経

おけるＳＤＧｓに対する意識、九州でＳＤＧｓに取り 営推進セミナー」2020年２月３日の「九州ＳＤＧｓ経
組む４名のオピニオンリーダーからのメッセージを収 営推進フォーラム設立総会」の参加者に配布。このほ
録した。 か、ＳＤＧｓに関心のある企業等へ頒布。

ＳＤＧｓに取り組む九州の企業、大学、行政の取り 九州経済産業局のホームページにおいても公開、ダ
組み（21事例）を収録。 ウンロードをできるようにしている。 

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/sdgs.html 
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「九州ＳＤＧｓ経営推進セミナー」 開催概要 

「九州ＳＤＧｓ経営推進フォーラム（プラットフォーム）」の設立に向けて、
九州の地域企業や自治体等のＳＤＧｓ経営に関する意識醸成と理解促進を図る
ため、「九州ＳＤＧｓ経営推進セミナー」を2019年11月6日に福岡市で開催。

セミナー開催告知（チラシ）
開催概要

【日 時】 2019年11月6日（水）13:30～17:30
【会 場】 アクロス福岡 国際会議場
【主 催】 九州経済産業局
【出席者数】 214名（関係者除く）
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「九州ＳＤＧｓ経営推進セミナー」 プログラム 

本セミナーは、「九州ＳＤＧｓ経営推進フォーラム」設立に向けた方向性の
説明ならびに会員募集のほか、ＳＤＧｓ経営に関連する政策紹介の後、「地域
企業におけるＳＤＧｓ経営の意義」をテーマにした基調講演、九州でＳＤＧｓ
に取り組む企業、大学、行政、金融機関、支援組織のキーパーソンによるパネ
ルディスカッションを実施。セミナー後には、登壇者と参加者による意見交換
会も開催。

プログラム 九州ＳＤＧｓ経営推進フォーラム会員募集告知
（会場にて配布）

13：30 主催者挨拶
経済産業省 九州経済産業局 総務企画部長 田久保 憲彦

プラットフォーム設立の方向性
経済産業省 九州経済産業局 総務企画部 企画課長 秋吉 英治

13：45 基調講演 「地域企業におけるＳＤＧｓ経営の意義」
SDGパートナーズ有限会社 代表取締役CEO 田瀬 和夫 氏

14：55 支援施策紹介
「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業の概要」（令和２年度概算要求（新規））
経済産業省 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課長 塩手 能景

～休憩～

15：30 パネルディスカッション
「社会課題を共通価値の創造へ～持続可能なしくみづくりとは～」
【モデレーター】
SDGパートナーズ有限会社 代表取締役CEO 田瀬 和夫 氏

【パネリスト】
株式会社タカフジ 取締役 松尾 崇史 氏
長崎大学 グローバル連携機構 助教 藤野 忠敬 氏
福津市 副市長 松田 美幸 氏
鹿児島相互信用金庫 そうしん地域おこし研究所 研究員 本永 謙介 氏
株式会社YOUI 代表取締役社長 原口 唯 氏

17：00 質疑応答、名刺交換会 ※最大17:30まで
17：30 コーディネーター等との意見交換会 ※事前申込制 5



【基調講演】

「九州ＳＤＧｓ経営推進セミナー」 参加者アンケート

「九州ＳＤＧｓ経営推進セミナー」は当初の想定を上回る参加があり、会場
アンケートでの全体評価では「非常に参考になった」が58.3％で「参考になっ
た」と合わせると82.1％と高評価。 セミナー全体に対する評価 

とくに基調講演で高い評価。 （回答数）
60 

49 （ 58.3%） N=84 ＳＤＧｓに関する情報収集を目的に
40 来た参加者が大半な中での高評価は、

セミナーの目的である「九州の地域企
20 （ 23.8%）

業や自治体等のＳＤＧｓ経営に関する 20 

意識醸成と理解促進を図る」を果たし 7 （ 8.3%） 6 （ 7.1%）
2 （ 2.4%） 

たといえる。
0

1 2 3 4 5
非常に参考になった 参考にならなかった

セミナー参加者の参加目的

0  20  40  60  80  100（％）
セミナー（基調講演）に対する評価

情報収集のため 92.9 

73.8% 

21.4% 

4.8%

非常に参考になった内容が面白そうだったから 51.2 

参考になった

講師が魅力的だったから 16.7 普通

参考にならなかった
関係者からの依頼や組織からの指示があったため 8.3 

全く参考にならなかった 

その他 1.2 N=84 N=84 
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「九州ＳＤＧｓビジネスダイアログ」 事業概要 

地域企業が有するソリューションやスキル（シーズ）及び九州の社会的課題
や自治体等の地域課題（ニーズ）を調査し、両者の対話（ダイアログ）の場の
提供を通じて、今後の課題解決プロジェクト創出に結びつけることを目的に、
「九州ＳＤＧｓビジネスダイアログ」の事業を以下に示すフローで実施。

「九州ＳＤＧｓビジネスダイアログ」の実施フロー

ニーズ調査

ビジネスマッチング

参加自治体の選定

シーズ調査

ビジネスマッチング

の開催

フォローアップ

九州各県の自治体（240件）を対象に、地域課題（ニーズ）やビジネ

スマッチングへの関心・参加意向等に関するアンケートを実施。

アンケートへの回答があった自治体のうち、ニーズが明確でビジネス

マッチングへの関心の高い自治体を選定

九州SDGs経営推進フォーラムの会員企業等へビジネスマッチング参加

自治体のニーズに関する情報を提供し、ビジネスマッチングへの参加

意向と企業側のシーズを照会。マッチングのタイムテーブルを調整。

九州SDGs経営推進フォーラム設立総会・記念イベントにおいて参加自

治体のニーズ発表のほかマッチングの促進に向けたプレゼンを実施。

当日参加を含めて自治体と企業のマッチングの機会を創出。

マッチングに参加した自治体と企業の双方にビジネスマッチングでの

感触を聞き取り。今後の継続協議に向けた橋渡しを行う。
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「九州ＳＤＧｓビジネスダイアログ」 ニーズ調査 

九州の自治体におけるダイアログへの関心や参加意向ならびに、ダイアログ
に参加して解決の糸口を探りたい取組や事業（地域課題）について意見を照会
するため、アンケート（ニーズ調査）を実施。
アンケートへの回答や自治体のＳＤＧｓへの取り組み状況に関する情報をも

とに、ビジネスマッチングへ参加する自治体を選定。

【実施要領】 民間セクターとの連携により解決したい地域課題の有無

調査方法：趣旨を記した文書を郵送し、FAXまたはインター

36.5%

61.9% 

1.6%

ネットで回答を受付
調査期間：2019年12月20日～2020年1月10日
送付数 ：240件（九州７県＋233市町村） ある
回答数 ： 63件（回答率：26.3％）

ない質問内容：民間と連携して解決したい地域課題の有無とその内容
九州SDGs経営推進フォーラムへの参加意向 無回答 

ビジネスマッチングへの参加意向 など 

N=63
ビジネスマッチング参加自治体における地域課題や取組内容

自治体 地域課題や取組内容

福岡県北九州市 「All九州 持続可能な地域づくりへのＳＤＧｓ地域連携フォーラム」

福岡県宗像市 「漁場再生と水産資源の回復・付加価値向上 等」

佐賀県基山町 「地域コミュニティの再生・子どもや高齢者の居場所づくり 等」

長崎県 「企業版ふるさと納税を活用した社会課題解決 等」

長崎県壱岐市 「All九州 持続可能な地域づくりへのＳＤＧｓ地域連携フォーラム」

熊本県熊本市 「熊本地震の経験と教訓をいかした地域（防災）力の向上事業 等」

熊本県小国町 「森林資源・地熱資源・学習」

大分県竹田市 「交通・農林業（竹・後継者）・温泉資源の活用 等」
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「九州ＳＤＧｓビジネスダイアログ」 ビジネスマッチング 

2月3日の「九州ＳＤＧｓ経営推進フォーラム設立総会・記念イベント」に併
せて開催。ステージプログラムとして「地域課題解決型プロジェクト実現に向
けたニーズ発表」として官民連携を推進する上でのポイントについての講演の
ほか、自治体からのニーズ発表等を実施。
ビジネスマッチングでは、参加自治体の情報を提供の上、企業の参加を募り、

個別の協議の場を確保。30件のマッチングならびにフォローアップを行い、今
後の展開に向けた道筋をつけた。 ＳＤＧｓ時代の官民連携、自治体からのニーズ発表資料

開催概要

【日時】2020年2月3日（月）15時40分～17時00分
【場所】
◆地域課題解決型プロジェクト実現に向けたニーズ発表

みらいホール（福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館4階）
◆ビジネスマッチング

みらいホール控室（福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館4・5階）
【内容】
◆地域課題解決型プロジェクト実現に向けたニーズ発表

株式会社ＹＯＵＩ 代表取締役社長 原口 唯 氏
（九州ＳＤＧｓ経営推進フォーラム コーディネーター）
北九州市 企画調整局政策部 政策調整課長 酒井 俊哉 氏
宗像市 経営企画部経営企画課 企画係長 中山 崇 氏 ビジネスマッチングの様子
熊本市 政策局総合政策部政策企画課 主幹 杉本 健吾 氏
公益財団法人 九州経済調査協会 調査研究部次長 大谷 友男

◆ビジネスマッチング

・参加自治体：８自治体
・参加企業：１４社 ※当日受付も含む
・設置テーブル：８テーブル

・マッチング件数：30件
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「九州ＳＤＧｓ金融連携プログラム」 

ＳＤＧｓ経営支援に積極的に取り組む地域金融機関と連携し、ＳＤＧｓ経営
戦略の普及・実装に取り組む地域企業を応援するための支援策となる金融連携
プログラムを策定するため、地域金融機関向けの説明会を開催し、それに取り
組む金融機関の募集を行った。

開催概要

【日時】2020年2月3日（月）15:40～17:00
【場所】みらいホール（福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館4階）

※九州ＳＤＧｓ経営推進フォーラム設立総会・記念イベントに併せて開催

【内容】
・地域金融機関によるＳＤＧｓを考慮した金融支援

〔演題〕 滋賀銀行のＳＤＧｓの取り組み～地域社会の未来を描く～
〔講師〕 嶋﨑 良伸 氏／株式会社滋賀銀行 広報室長兼CSR室長

・九州ＳＤＧｓ金融連携プログラム 趣旨説明・募集
九州経済産業局 企画課
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