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九州SDGs経営推進フォーラム
説明資料

2020年2月3日

九州経済産業局



九州SDGs経営推進フォーラムの設立について
●2015年9月の国連サミットにおいて、持続可能な開発目標（SDGs）が全会一致で採択。「誰一人取り残
さない」社会の実現に向けて、経済・社会・環境の幅広い課題の統合的な解決を目指し、取組が推進中。
●我が国政府においても、2016年5月にSDGs推進本部を設置し、実施指針やアクションプランを策定し、
SDGsの達成に向けて総力を挙げて取り組んでいるところ。
●近年、SDGsと親和性の高いESG投資が世界的に拡大しており、企業の資金調達において重要な鍵に。
●企業は、SDGsを達成する上で重要なパートナーであり、課題解決のための創造性とイノベーションを発揮する
ことが期待。SDGsの課題解決は、➀ビジネスチャンス、②サプライチェーン上の生き残り、③人材確保、等に繋
がるものであり、地域企業に対するSDGs経営の推進が重要。
●このため、地域企業がSDGsを本業に埋め込み、経営戦略に実装することで、ブレない経営の創造とビジネス
の潮流に乗ることを後押しするため、産学官金のプラットフォーム「九州SDGs経営推進フォーラム」を設立し、
SDGsに関する情報提供や相談対応、地域・社会課題解決のためのビジネスマッチング等に取り組む。

設立趣旨
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九州SDGs経営推進フォーラムの機能と活動

金融連携による地域企業への
SDGs経営支援

③SDGs経営の支援
「九州SDGs金融連携プログラム」

課題解決に向けた企業と自
治体等との対話の場の提供

②ビジネスマッチング
「九州SDGsダイアログ」

セミナー、メルマガ配信、
事例集などHow-toモデル
の提供

①普及啓発・交流促進
「九州SDGs情報交流ネットワーク」

・ＳＤＧｓに関する理解促進
・成功事例の顕彰・見える化を通じ
たステップアップ

・会員交流を通じたネットワーク

・ソリューション提案企業と課題
提示企業・自治体等との対話

・連携による持続可能な課題解決
プロジェクトの創出

・地域金融機関、自治体等との
金融ネットワーク

・地域企業の課題解決に貢献する
SDGs経営戦略の普及と実装

目指す姿：➀SDGs経営の推進による地域企業の持続的な企業価値の向上
➁地域課題・社会課題の解決による九州地域の持続的な発展
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九州SDGs経営推進フォーラムの組織・運営体制
●設立：2020年２月３日（任意団体）
●会員：SDGsに関心がある法人・団体及び個人
●会員数：３２４者（法人・団体会員243、個人会員81）【2020年1月31日現在】

●会員登録のメリット
団体会員：➀セミナー等への参加、メルマガ配信

➁ダイアログにおけるニーズ・シーズ発表及びビジネスマッチング参加
③分科会提案
④会員主催のSDGs関連イベントへの本フォーラム後援名義申請及び
メルマガ配信掲載依頼
⑤SDGs理解促進のための講師派遣依頼
⑥会員名簿への記載・公表（希望者のみ）

個人会員：➀セミナー等への参加、メルマガ配信
●会費：無料

行政, 20%

コンサルティング, 
16%

製造, 
9% 教育・研

究, 8%

情報サービス, 
7%

金融, 7%

卸売・小売, 
6%

産業支援, 4%

建設, 3%

観光業, 2%
医療・福祉関連, 

農林水産, 1%
運輸, 0%

その他, 16%

業種

情報収集, 30%

他企業や他地域の取
り組みに興味がある, 

23%

自社のビジネスや技術・サービスを通
じて、社会課題解決を図りたい, 

15%

SDGsに取り組む企業
を支援したい, 13%

自社経営にSDGsを取り
入れたい, 12%

社会・地域課題に直面している
ので、連携先を探したい, 7%

フォーラムへの期待



●会長：九州大学 大学院芸術工学研究院 教授／SDGsデザインユニット長
井上滋樹 氏

●運営体制：
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九州SDGs経営推進フォーラムの組織・運営体制

会 長
（副会長※）

アドバイザリーボード※

コーディネーター
委嘱

分科会※ ※印は必要に応じて設置

事務局
【九州経済産業局】
【運営事務局】

助言等
SDGパートナーズ(有) 田瀬氏 他
専門家、企業、自治体、大学、
支援機関等を想定

分科会※

提案 提案承認

分科会イメージ（分科会は会員からの提案可。活動費は各参加者が負担）
・SDGs普及啓発
・SDGs達成に向けたオープンイノベーション活動
・社会課題解決型ビジネス創出プロジェクト（地域エネルギー、ヘルスケア、農業 等）
・地域金融機関連携支援 など
●年１回の分科会活動報告会を開催

(株)YOUI 原口氏
・SDGsに関するニーズとシーズの
マッチング支援（ダイアログ） 等

運営委員会 ・フォーラム事業計画の策定、分科会の承認 等
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2019年度の取組

・2019年11月6日 ・九州SDGs経営推進セミナー（福岡市） 231名参加
基調講演（SDGパートナーズ 田瀬社長）、 支援施策紹介（経産省）、
パネルディスカッション（企業、自治体、大学、金融機関、支援機関）

・九州SDGs事例集（九州SDGsアクションガイド）公表
・2020年2月3日 ・九州SDGs経営推進フォーラム設立総会・記念イベント

記念講演（SUNSHOW GROUP 西岡代表、 滋賀銀行 嶋﨑室長）
・九州SDGsダイアログ（企業と自治体のマッチング）
・九州SDGs金融連携プログラム説明・募集

･2020年3月3日 ・SDGs経営推進セミナー in 宗像 【主催:宗像市、フォーラム】
講演（九州大学 井上教授、 トビムシ 竹本代表、 海千 井川常務）

･2020年3月12日 ・SDGs経営推進セミナー in 熊本 【主催：フォーラム、共催：商工会議所】
SDGs経営ガイド紹介（経産省）、SDGs金融連携プログラム説明・募集

11/6 基調講演 田瀬社長 11/6 パネルディスカッション 九州SDGs事例集
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2020年度の活動計画（案）

・2020年６月以降 ・分科会提案募集/承認

･2020年８月以降 ・金融連携プログラムスタート

・2020年10～11月 ・SDGs経営推進フォーラム
講演、ダイアログ（マッチング会）、分科会活動報告

・その他、法人・団体会員と連携したSDGs推進セミナー等を開催予定

【随時】
・SDGsに関する講師派遣：ご相談ください。（原則として土日祝日は除く）
・団体会員主催のSDGs関連イベントに対する後援名義（営利目的は除く）
・SDGsに関する相談 ：１次相談窓口として承ります。
・会員向けメルマガ配信：イベントや支援施策情報等の発信

※発信してほしいSDGs関連のイベント情報等ありましたら
事務局までお知らせ下さい。

【九州SDGs経営推進フォーラム事務局】
九州経済産業局 総務企画部企画課 担当：烏山、春口、徳永
福岡市博多区博多駅東２－１１－１ TEL：092-482-5414、FAX：092-482-5947
E-mail：kyushu-SDGs@meti.go.jp



九州SDGsダイアログのイメージ

地域企業が有するソリューションやスキルと企業や地域の課題をそれぞれ登録し、「プラットフォームが受
け皿となり、企業や自治体等との対話の場を提供（九州SDGsダイアログ）」することで、サステナブルな
SDGs貢献ビジネスマッチングが進み、連携による持続可能な課題解決プロジェクトを創出。
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社会的課題や地域課題の
解決に向けた対話の場

＜参考➀＞ 地域企業と自治体等との対話の場の提供 －九州SDGsダイアログ－

地域企業 企業・自治体等
• 課題提示
• 自治体、大企業
等が持つ補助金
や長期的投資

• 事業調整の視点
（トランスレーター）

• ノウハウやソリュー
ションの提供

• 効率的経営手
法・コスト改善

• 継続改善の視点
（ゴーイングコンサーン）

連携による持続可能な
課題解決プロジェクトの創出

サプライサイド デマンドサイド

・整理された
ニーズ

・ポテンシャルの
高いシーズ

地域資源
活用

企業のビジネスを通じて、地域課題を解決
する官民の共創事業モデルを創出
―食・農、森林、海洋資源 等

地域課題を民間企業等の技術・ノウハウ
で解決するモデルを創出
―Society5.0 、AI・IoTの活用 等

人材
育成

課題解決に貢献する地域のアントレプレ
ナーシップを育成するモデルの創出
―ローカルベンチャー 等

プラット
フォーム

課題と解決策をマッチング（イノベーショ
ン）するパートナーシップモデルの創出
―フューチャーセンター、リビングラボ等

◆サステナブルなSDGｓ貢献ビジネスマッチングの例

ソリューションや
スキルを登録

企業や地域の
課題を登録

地域課題
×技術

プラットフォーム会員との
マッチングの場の提供

プラットフォーム会員との
マッチングの場の提供

（出所：地方創生SDGs官民連携プラットフォーム分科会）



九州経済産業局とSDGsを積極的に推進する地域金融機関が連携し、財務局や自治体等との金融ネットワー
クによる既存リソースの活用やインセンティブ等を図りながら、「地域企業の課題解決に貢献するSDGs経営
戦略の普及・実装プログラム（九州SDGs金融連携プログラム）」を推進。

■地域金融機関
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＜参考➁＞ 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－

■関係機関との連携（財務局、自治体、大学、研究機関、経済団体、支援機関、大企業等）

① SDGsについての理
解・活用ノウハウ取
得（セミナー・ワー
クショップ等）

② 伴走型支援（専門家
を派遣、経営戦略や
事業計画へのSDGs
経営の埋込 等

SDGs経営戦略
普及プログラム

① ESGに関心の高い大
企業とのマッチン
グ・交流会・勉強会
等の実施（ネット
ワーキング）

② 新たな金融支援、地
域の調達の際の優遇
等

SDGs経営戦略
実装プログラム

九州SDGs金融連携プログラムのイメージ

地域企業

 何から取り組んでいいのか分からない

 自社の取組とSDGsとの関係に気づいていない
（気づき、後付けSDGs）

 企業理念が従業員まで浸透していない

 調達や海外取引等でSDGsの対応を求められる

 人材確保が上手くいかない（若い世代は就職先
を選ぶ理由としてSDGsを意識する傾向）

 長期計画に対する合意形成が難しい
（公的なお墨付きや安定資金の確保） 等

■九州経済産業局

（強み）
・豊富な施策情報
・支援機関とのネットワーク
（課題）
・地域の隅々までの施策の
浸透と活用

（強み）
・地域密着営業網、
企業ネットワーク
（課題）
・コンサルティング機能の強化、
・地域密着型金融の充実

地域企業の課題解決に貢献する
SDGs経営戦略の普及・実装プログラムの推進




