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 2020年度は、2020年2月に発足した「九州SDGs経営推進フォーラム」の本格稼働年と位置づけ。

 立ち上げ期の運営体制整備、活動の3本柱を中心とした事業、多様な会員によるパートナーシップ強
化に向けた取組を展開。

 コロナ禍の「新常態」の中、対面の制約を受ける一方、より多くの会員の参加機会を得ることができた。

１．普及啓発・交流促進

２．ビジネスマッチング（ダイアログ）

３．SDGs経営の支援（金融機関との連携）

活動の3本柱
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2020年度事業概要

パートナーシップ運営事業

総会

SDGs経営の推進と地域課題・社会課題の解決による、
地域企業と九州地域の持続的な発展

運営委員会

分科会

パートナー企業

目指す姿



第１回
SDGs初心者向け

2020年9月30日(水)
15:00～16:30

▶参加者数 100名

「SDGs×企業・入門編～世界の潮流を経営に活かすには～」

福岡テンジン大学
学長 岩永 真一 氏

第２回
SDGs社内担当者向け

2020年10月7日(水)
15:00～16:30

▶参加者数 101名

「企業経営・事業展開の応援旗としてのSDGs」

株式会社YOUI
代表取締役 原口 唯 氏

第３回
主に経営者向け

2021年1月22日(金)
15:00～16:30

▶参加者数 142名

「SDGsにどう取り組むか～企業事例を参考に～」

北九州市立大学 教授
サステナブル北九州 代表
眞鍋 和博 氏
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１．①オンラインセミナー 普及啓発・交流促進

 SDGsの理解・関与度合いに応じて対象者層を設定した、オンラインセミナーを計3回開催した。



１．②シンポジウム

 総会・シンポジウム「九州SDGs経営推進フォーラム2020」をオンラインにて開催。

 シンポジウムでは、地域・中小企業が、SDGs経営に取り組む意義や推進方法について紹介し、

SDGsの理念から実践まで、より具体的なトークを繰り広げた。
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開催概要

日 時
2020年11月16日（月）
13時30分～16時30分

主 催
九州SDGs経営推進フォーラム、
九州経済産業局

出席者数
233名（登録者数）
※最大同時視聴数171名

プログラム

【総会】

開会挨拶：米田 健三（九州経済産業局長）

会長挨拶：井上 滋樹（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）

フォーラム活動紹介：九州SDGs経営推進フォーラム事務局

【シンポジウム】

●基調講演：地域企業・中小企業がSDGsに取り組む意義

【講師】 田瀬 和夫 氏（SDGパートナーズ有限会社代表）

●特別講演：中小企業のSDGs推進方法

【講師】 新居 大介 氏（arm2.5 代表）

●SDGsクロストーク・質疑応答

【登壇者】 田瀬 和夫 氏、新居 大介 氏

普及啓発・交流促進
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１．オンラインセミナー・シンポジウム 【アンケート結果】

●講演内容について ※要望部分を中心に抜粋

▶セミナー

・SDGsは範囲が広く目標の絞り方について知りたい

・SDGs経営の取組方法について、更に具体的な事例
やフレームワークがあればよい

・企業がSDGsに取り組む意義ではなく、取組方法やプ
ロジェクトの進め方が知りたい

・導入手順が知りたい

・周囲が動くようなメリットの明確化

・オープンイノベーションと共創のルール

・企業の事例紹介

・社会解決すると同時に経営課題を解決できた事例

・推進企業における課題の共有

▶シンポジウム

・SDGsのストーリーが理解でき推進していくモチベーショ
ンが高まった

・視野が大きく広がりようやくスタートラインに立てた

普及啓発・交流促進

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第1回

第2回

第3回

シンポジウム

★田瀬氏

合計

評価

非常に参考になった 参考になった どちらとも言えない 参考にならなかった 全く参考にならなかった

n=49

n=55

n=84

n=360

n=86

n=86

●運営・開催方法

・もっとオープンな場で定期的に開催して欲しい

・オンライン開催はありがたい

・レジメ・講演資料の（事前）提供、アーカイブ配信を希望

・九州内では、環境省や農水省との協働をお願いしたい

 参加者からは全体的に高い評価、特に田瀬氏の講演に対し「腹落ちした」「有意義」とのコメント。

 参加者の多くは社内推進や目標設定などに課題感。基礎習得へのニーズも引き続きあるものの、「導
入手順や具体的進め方を理解したい」実践情報を求める声が増えてきている。

 オンライン開催は参加のしやすさを評価する一方、資料提供、アーカイブ配信への希望多数。
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1. オンラインセミナー・シンポジウム 【アンケート結果】 普及啓発・交流促進
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社会的な認知度が高まっていない

社内の理解度が低い

取り組むことによるメリットがわからない

何から取り組んでいいかわからない

具体的な目標・KPI設定の仕方がわからない

定量的な指標など評価方法がわからない

マンパワーの不足

資金の不足

利害関係者（行政・企業等）の関与が希薄

その他

SDGsに取り組むにあたっての課題

n=741
※各回アンケートの合計
・複数回答
・同一回答者の重複あり

SDGsを意識した具体

的な取組を「展開中」

30.6%

SDGsを意識した具体

的な取組を「検討中」

24.5%

既存の取組とSDGsと

の関係を整理中

20.4%

SDGsに関する情報

を収集中

16.3%

その他

8.2%

n=247
※各回アンケートの合計
・複数回答
・同一回答者の重複あり

所属組織におけるSDGs経営への取組段階

 参加者に聞いた、所属組織におけるSDGs経営への取組段階は、「展開中」30％、「検討中」
25％、「整理中」20％と、ばらつきが見られるものの、半数以上は取組に意欲。

 取り組むにあたっては、社内の理解度が低い、具体的目標設定の仕方が分からないなど、社内での
推進方法・体制に関する課題が多い。
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１．③九州SDGs経営推進ハンドブック 普及啓発・交流促進

目次

１．SDGsについて

・SDGsとは
・SDGs誕⽣までの背景
・MDGsからSDGs
・SDGs誕⽣後の日本政府、経済団体の動き
・企業がSDGsを重視すべき理由
・SDGsを経営戦略に取り込むためには
・SDGsのもうひとつの捉え方-５つのP 

２．SDGs17の目標とは

・SDGs169のターゲットと232の指標詳細
・トピックス

SDGs債
SDGs私募債
SDGsの新たな価値を測る「新国富指標」
日本のSDGs達成度ランキング（2020年版）

３．九州のSDGsの動向

・SDGs未来都市九州選定一覧
・ジャパンSDGsアワード九州選定一覧
・九州のSDGs関連ニュース

４．九州SDGs経営推進フォーラムの紹介

URL
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/
kyosoryoku/handbook/210415_1.html

2021年3月発行

 SDGsに関する意識醸成と理解促進のため、SDGsを学ぶ教材として、ハンドブックを作成。SDGsの
基礎・企業との関係、17の目標の詳細、九州でのSDGs動向等について掲載。



日程 発表者 テーマ・内容
対話数
聴講数

第１回

2020年10月13日（火）
2020年10月16日（金）

自治体の課題提示型の対話

福岡県飯塚市
Withコロナ・Afterコロナに対応した働き方支援の
取組～子育てしやすいまちづくりを目指して～

5社

熊本県菊池市
ポストコロナ社会における地域経済（商業・観光分
野）の循環

3社

大分県日出町 地域の学びと持続可能な社会 3社

第２回
2020年11月25日（水）

自治体の課題提示型の対話

佐賀県基山町
高齢化社会における地域コミュニティと一人暮らし高
齢者世帯支援

4社

福岡県宗像市 「世界遺産の海」を思う気持ちをつなぐ
※鳥インフルエンザ発⽣・対応のためキャンセル

－

第３回
2021年2月17日（金）

課題解決シーズ企業からのプ
レゼン

プレゼン企業
12社

●事前セミナー
「SDGsをテーマに協働するとは？」

講師：コーディネーター YOUI 原口 唯

●プレゼン会

65名
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２．ビジネスマッチング「九州SDGsダイアログ」 ダイアログ

 社会・地域課題解決に向けて、自治体と民間セクター等とのダイアログを計３回実施。第１回、第２
回は自治体による課題提示をした上での「ニーズ主導」の対話、第3回は課題解決シーズを有する企
業による「シーズ主導」でのプレゼン会を開催した。
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２．①ニーズ主導型「ダイアログ」（第1回、第２回） ダイアログ

ダイアログ開催の流れ

▼ 自治体・ニーズ（課題）募集

▼ 自治体へのヒアリング

▼ 自治体のダイアログシート作成

▼ 参加企業募集

▼ ダイアログ開催（オンライン）

▼ フォローアップ

【アンケート結果】

●自治体

・これまで接点のない企業の提案を聞くことができた

・すぐにでも取り組めるヒントをいただいた

・質問を受けることで、今後さらに整理すべき点が明確になった

・ダイアログ当日が初見とならないよう、自己紹介シートがあると
良い

・自治体と仕事をする関係ではなく、地域で仕事を作る企業を
紹介して欲しい

●企業

・ダイアログの全体のスケジュール感を示して欲しい

・自治体担当者の率直な話や危機感を知ることができる機会で
あった

・コーディネーターの進行、意見の集約が明確で良かった

・お互い手探りだったので、フランクな雰囲気で話ができればよ
かった

 ４自治体、企業15社が参加。ダイアログ後も引き続き7件のコーディネートを実施。

 マッチング精度向上のため、自治体ニーズの「言語化」を進めた結果、参加企業からは好評な一方、
自治体にとっては負担感につながり、気軽に参加しづらい側面も見られた。



２．②シーズ主導型「ダイアログ」（第3回） ダイアログ

【アンケート結果】

●その他意見

・コロナ禍で縮小しているので、 九州エリアで情報発信に関
する取組の協働を展開していきたい

・地方自治体にも参加できるようなオンライン環境と広報をお
願いしたい。企業任せにならないよう意識改革をもってSDGs
に取り組んで欲しい

・募集期間を長くして欲しい

プレゼン企業

テーブル① テーブル② テーブル③

14:55～
15:25

杉本商店

地域特性と林福連携
を用いた持続可能な事
業

グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン サ
プライチェーン分科会
（普及促進ＷＧ）

GCNJ版CSR調達お
役立ちツールご紹介

ヴァイサラ

コロナ禍での換気対策
とアフターコロナのセン
サー活用術

15:35～
16:05

中村製材所

次世代へ繋ぐ、資源に
負荷をかけない！！

モリサワ

伝えるから 伝わるへ、
情報発信の取り組み

オーイーシー

地域活性化に繋がる
４つの問題解決手法

16:15～
16:45

九州循環共生協議
会

SDGsバンブープロジェ
クト

プリミティブ・ドライブ

アジアとの比較調査で
見えてきたSDGs

サティスファクトリー

再⽣材99％使用ごみ
袋FUROSHIKI

16:55～
17:25

ヴィーガン＆ビオマル
シェ

街の中でも循環する環
境に良い暮らし方

九州キャリア研究所

キャリアジム： 「個」を
高めるHRD事業

YNF

住まいの再建支援ツー
ル「リプラ」

非常に満足し

ている

23.1%

満足している

69.2%

どちらとも言えない

7.7%

N=39

参加満足度
（発表者、参加者）

 会員からの要望を受け、社会課題解決のシーズをもつ企業によるプレゼン会を開催。発表企業12社
が参加、65名が聴講。プレゼン内容に関心を示した14社の連絡先情報を発表企業に提供した。

 多くの企業プレゼンを通じ、会員同士の共創に向けた交流機会創出の場となった。
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ダイアログ

2021年4月26日

「保育所の働き方改革コンサルティング業務
の実証に関する連携協定」を締結

保育現場における働き方改革の提案

保育事業のコンサルティングノウハウ

保育現場の労働環境の向上

待機児童解消 保育士確保

【実証内容】
 現状の業務の洗い出し・分析
 理想の保育業務スケジュール作成
 業務仕分け・解決アイデアの立案・実行・振り返り
 保育士意識調査

飯塚市 (株)SKT

働きやすい魅力ある保育所の実現

２．ビジネスマッチング ～ダイアログ後の動き～

 第1回九州SDGsダイアログをきっかけに、飯塚市と(株)SKTにおいて、保育現場の働き方改革に関す
る協議を継続。2021年4月に連携協定を締結し、実証事業を行っていくこととなった。



日程 プログラム

第１回
地域ESG／SDGs勉強会

2021年2月9日(火)・10日(水)
15:00～16:40 オンライン開催

2月9日（火）
「地域の価値を高めるESG経営」
株式会社島津製作所 環境経営統括室長
竹内 慎司 氏

2月10日（水）
「地域企業の非財務情報の発信と地域金融機関への期待」
公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
北九州アーバンセンター 副センター長
林 志浩 氏

各回とも、環境事務所、九経局から補助事業等を紹介

第２回
地域ESG／SDGs勉強会

2021年3月16日（火）
①10:00～11:40 ②13:30～15:10
オンライン開催

第1回のふりかえり＆意見交換
長崎大学経済学部 准教授 山口 純哉 氏

第1回のふりかえりとともに、山口先⽣をファシリテーターに、SDGs・ESGを活
用した企業活動や事業者への支援、SDGs・ESGを地域に浸透させていく
上での課題などについて参加者と情報交換
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３．SDGs経営の支援（金融機関との連携） 金融連携

 環境省が進める地域循環共⽣圏パートナーシップ基盤強化に向け、九州地方環境事務所との連携
により、地域の経済団体、金融機関向けの勉強会を開催した。



13

４．①分科会

No 分科会名 代表者 活動概要

1 ヴィーガン＆ビオ マルシェ
Vegropper
村畑 啓子

○ヴィーガン&ビオマルシェの開催

2 アートで考えるSDGsプロジェクト
株式会社シーノ・オフィス
白神 しのぶ

○全国の女性作家の方とSDGsを通じた交流の機会を構築
○公開ラジオにより、女性作家の方の活躍の場を提供

3 SDGsバンブープロジェクト推進フォーラム
一般社団法人九州循環共⽣協議会
山村 公人

○未利用資源である竹を使ったメンマ作りのマニュアル作成、オンライン講習会
〇各地域メンバーがメンバづくり（福岡県嘉麻市、八女市、熊本県和水町）

4 アップサイクルライフを楽しむ会 小出 直子 ○宇美町町制100周年記念事業でのサイクルファッション・ショー実施

5 中小企業のためのSDGs経営
一般社団法人福岡県中小企業診断士協会
SDGs推進ネットワーク福岡 越川 智幸

○SDGs普及・啓発セミナーの開催(計5回)
○SDGs経営の導入支援（事業者2社への支援、県立大学での講義）
○認定評価書の発行（事業者2社への発行）
○SDGs経営の普及啓発（ラジオ出演、書籍出版）

6 VIDA（ビダ）
ラウンドスペース株式会社
城島 博

○将来世代を担う人材の育成に向けたセミナーの開催

7 ガベトレで世界平和を実現する！
卒業させる整体院
樋口 智貴

○ゴミ拾いと筋トレを融合したガベトレの開催

8
糸島 野辺・福の浦地区
SDGs地方創世計画

九州大学 芸術工学研究院
井上 滋樹

○糸島 野辺・福の浦地区における地域持続可能な開発に関する調査、研究

9 マスコミOBネット
マスコミOBネット
柿元 薫

○元マスコミ経験者のメンバーと定期的に情報交換
○マスコミの経験を⽣かし、自治体や企業等へ情報の利活用について講演

10 経営労務診断を活用したSDGs経営
福岡県社会保険労務士会
後藤 昭文

○経営労務診断に関する情報発信や勉強会の開催

11 TEAM EXPO2025 in 九州
株式会社YOUI
代表取締役 原口 唯

○令和3年度予定の「TEAM EXPO2025 in 九州」のキックオフイベントに関
する打合せ、会員企業の参画を呼びかけ、2025年万博に向けた準備

12
働く女性の不定愁訴や不妊などのホルモン
不調に対する専門サポート

一般財団法人ウェルネスサポートLab
笠 淑美

○ホルモン不調に関するオンライン講座
○チャット相談窓口の設置

パートナーシップ

 特定のテーマについて問題意識を有する会員同士が自主事業として解決方法の波及・展開を図るた
め、2020年度は12の分科会を設置、活動の後押しを行った。



「アートで考えるSDGsプロジェクト」

春風SHUNPUO（全国の女性作家を応援する団体）のメン
バー４名による分科会

2020年8月から、全国の女性作家向けに活動参加メンバーを
募集。参加希望者からSDGsに関する活動内容を聞き取りなが
らコンセプトを固め、2021年3月9日（火）に公開分科会として
公開ラジオ（YouTube配信）を実施。

●参加メンバー

・女性作家： makikocreation
鈴木実咲、後藤薫

・SDGs専門家：㈱YOUI 原口唯

・進行担当：㈱シーノ・オフィス 白神しのぶ、四宮純子
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４．①分科会（活動紹介） パートナーシップ

 中小企業診断士、アート・女性作家支援など、それぞれの事業分野の強みを活かし、SDGsを共通言
語として事業領域や活動範囲を拡張しながら、分科会活動を展開した。

「中小企業のためのSDGs経営分科会」

SDGs推進ネットワーク福岡（一般社団法人福岡県中小企
業診断士協会）のメンバーによる分科会

経営支援の専門家としての経験と知見を⽣かし、中小企業の
SDGs経営の実践的支援を行うことを目的として活動。

●活動内容
①普及啓発セミナーの開催
商工会・商工会議所当にて計5回開催、50名が参加

②SDGs経営の導入支援
事業者2社、県立大学に対して支援

③認定評価書の発行
事業者2社に対して発行

このほか、ラジオ番組でのSDGs解説などを通じて、事業者の
SDGs経営の普及に取り組んだ。

公開ラジオの様子普及啓発セミナーの様子
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４．②パートナー企業ダイレクトリー パートナーシップ

※パートナー企業とは

 SDGs経営のサポートを行う企業

 SDGsのゴール達成や地域・社会課題の解決に向けた
ソリューションやスキルを有する企業

URL
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/
kyosoryoku/directory/forum_partner.html

 会員間のパートナーシップによるSDGs経営の推進、地域・社会課題の解決を目指し、会員の中から
「パートナー企業※」を募り、選定された27社の情報をとりまとめ、ウェブサイト上で共有した。

株式会社丸信（久留米市）

サービス概要

●SDGs発信の制作サポート、環境配慮型のパッケージ製品の提案
①企業がSDGsの取り組みを社内および外部へ発信する際のWebサ
イトやポスター・チラシ、POP等の制作のサポート。Web制作部隊
やデザイナー多数。
②FSC認定工場としてFSC認証紙を使った製品をはじめとする環境
配慮製品について、SDGs達成を実現するシール・ラベル、パッ
ケージ製品の提案。

普及・啓発

導入 ○

事業開発

シーズ型支援 ◎

受付番号【11】
申請日【2020.10.30】

期待できるメリット

①SDGsの取り組みを効果的かつ的確に社内外に向けて発信すること
ができます。
②環境配慮製品を製造していただくことで、SDGs達成に向けた取り
組みを加速させることができます。

解決したいこと・目指す姿

地に足の着いた全社的なSDGsの取り組みとなるような、サポート
体制、ソリューション提供を目指しています。パートナー企業とし
て支援希望者のお役に立つのはもちろん、弊社としても共に成長し
ていきたいと考えています。一企業の取り組みが、ゆくゆくは他企
業や地域全体に波及し、当たり前のようにSDGs達成を目指す社会に
なることを期待しています。

弊社は企業主導型保育園を経営し、地域に病児保育を提供しており、ジェンダーの平等や地域の貧困問題の解
決、住み続けられるまちづくりに微力ながら貢献させていただいています。一定の企業であれば単独で、複数企
業であれば連携して運営することは十分可能であるため、この取り組みも広げていきたいと考えています。

環境配慮製品の製造から情報発信の支援まで

代表者 平木 洋二 担当者 田中 敏彦

電 話 0942-43-6621

MAIL t.tanaka@maru-sin.co.jp

関連
URL

https://www.maru-sin.co.jp/

所在地 839-0513 福岡県久留米市山川市ノ上町7-20

概要 シール・ラベル印刷加工、パッケージ印刷加工、包装資材の販売などを手掛ける総合パッケージングカンパ
ニーです。特にシール印刷加工では西日本でも屈指の規模を誇ります。主力事業に関わるデザイン、Webサイ
ト、通販、人材確保などのお手伝いも積極的に行っています。



４．②パートナー企業一覧（27社）
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No 団体名 所在地 サービス概要

1 一般社団法人福岡県中小企業診断士協会 SDGs推進ネットワーク福岡 福岡市 中小企業へSDGsを普及・啓発するためのSDGs研修、導入サポート

2 株式会社野口ビジネスコンサルティグ 福岡県 「福岡から世界へ良い商品を輸出する」WEB販路拡大をサポート

3 株式会社経営支援センター 長崎市 並走型経営コンサルタント業務

4 株式会社中村製材所 佐賀市 森林木材利用への理解をより多くの方々に求め、啓蒙していく社会問題解決活動

5 株式会社ナカムラ消防化学 長崎県 自社設計・開発によるソーシャルビジネス解決への提案

6 オフィースハチドリ 福岡市 SDGs構築コンサルティング

7 中倉ビジネスコンサルティング 福岡市 研修・コンサルティング

8 株式会社学⽣情報センター 京都市 学⽣インターンシップを活用した課題解決プロジェクトの立ち上げと運営

9 特定非営利活動法人APUグローバルビジネスネットワーク 大分県 セミナー開催、海外ネットワークを活用したビジネス支援

10 株式会社サティスファクトリー 東京都 環境配慮型ごみ袋の提供

11 株式会社丸信 福岡県 SDGs発信の制作サポート、環境配慮型のパッケージ製品の提案

12 株式会社モリサワ 福岡営業所 福岡市 ユニバーサルデザインフォント（UDフォント）等による「伝わるコミュニケーション」の提供

13 株式会社 LbE Japan 福岡市 教育・研修支援、交流・啓発

14 SDGパートナーズ有限会社 東京都 SDGs講演・総合コンサルティング、ESG対応支援

15 三井住友海上火災保険株式会社 福岡市 SDGs勉強会、制度設計等の取組サポート

16 合同会社松下⽣活研究所 熊本市 SDGs推進サポート、農家等支援

17 株式会社倖乃舎 福岡県 飲食・まちづくり事業、相互理解・人材育成事業支援

18 一般社団法人SINKa 福岡市 SDGs普及・経営サポート、課題解決ソリューション・スキルの提供

19 株式会社パルクス・プロジェクトミライズ 福岡県 研修・ワークショップ

20 燕楽舎一級建築士事務所 福岡市 木造建築構法の普及・啓発

21 株式会社フラウ 福岡市 SDGs広報・イベントサポート、企画提案

22 株式会社GNE 福岡市 省エネ・BCP対策から始めるSDGsコンサルティング

23 柳井電機工業株式会社 大分市 IT活用支援

24 株式会社ビジネスリファイン 福岡市 企業・個人向け勉強会

25 リューコス株式会社 長崎県 研修

26 シンワラボ株式会社 福岡市 研修・社内推進サポート

27 株式会社九州フィナンシャルグループ 熊本市 SDGsコンサルティング、金融支援

パートナーシップ



●アドバイザー

【フォーラムの運営及び実施事業に対する助言】

田瀬 和夫
SDGパートナーズ有限会社
代表取締役CEO

●コーディネーター

【課題解決に向けたニーズ・シーズのマッチング支援】

原口 唯
株式会社YOUI 代表取締役

設立 2020年2月3日
●会長

井上 滋樹
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

●運営委員

【事業計画の策定、分科会の承認等】 ※所属五十音順

委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

桝口 豊 九州経済産業局 総務企画部長

筬島 修三 (一社)九州経済連合会 地域政策部長

片山 礼二郎 (公財)九州経済調査協会 調査研究部長

上島 篤志 (独法)国際協力機構九州センター 専任参事

橋本 大哉 (独法)中小企業基盤整備機構 九州本部長

濱砂 清 (一社)ＳＩＮＫａ 代表理事

古園 伸一郎 (株)日本政策金融公庫
中小企業事業本部 九州本部

●事務局

【事業全般の企画・実施・進捗管理等】

九州経済産業局 総務企画部 企画調査課

TEL 092-482-5414
E-mail kyushu-SDGs@meti.go.jp
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/index.html

５．①運営体制
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会員

705
（2021年7月1日時点）

【内訳】
法人・団体 440
自治体 70
個人 195

運営事業

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/index.html
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（参考）運営委員会について

設置日 2020年8月4日

審議事項

（１）活動計画の策定
（２）分科会の承認
（３）会員の除名の決定
（４）その他、フォーラムの運営に必要な事項

５．②総会・運営委員会 運営事業

 2020年8月に運営委員会を設置し、事業計画や分科会の承認について検討。SDGsに関する動き

等について情報共有、意見交換を実施。

 11月の総会では、フォーラムの活動状況について紹介。

開催状況

8月7日
●第1回運営委員会
• フォーラム及び運営委員会について
• 2020年度事業計画案について

10月21日

●第2回運営委員会
• 分科会について
• 2020年度事業進捗状況報告
• 総会・シンポジウムについて

11月16日
●総会
• フォーラム活動紹介
※シンポジウムとの同時開催

3月3日
●第3回運営委員会
• 2020年度事業進捗状況報告
• 2021年度事業について

（総会開催の様子）



■九州SDGs経営推進フォーラム

https://www.kyushu.meti.go.jp/
seisaku/kyosoryoku/sdgs.html

■お問合せ

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 企画調査課）

電話 092-482-5414

メール kyushu-SDGs@meti.go.jp
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