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会次第

＜16:00-16:05＞ 1．委員長挨拶
島袋 純

＜16:05-18:00＞ 2．審議事項
（1）沖縄らしいSDGsの検討

＜16:05-17:40＞ ①中間とりまとめと最終報告書の構成について
②共通理念及び優先課題等の検討について
③コロナ共存コロナ後の社会とSDGsの取組について

＜17:40-17:55＞ （2）今後の作業の進め方(p17以降)
①パートナー企業へのアンケート調査結果
②ステークホルダー会議の開催について

＜17:55-18:00＞ （3）その他（報告事項等）
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【会議内で合意が得られた事項】
• 8月末までに中間とりまとめを行い、沖縄振興計画の骨子案に反映させていくことを目指す。
• 新型コロナやニューノーマル（新常態）を踏まえるべき
• そのために8月末までにアンケート調査、ステークホルダー会議を行い、SDGs万国津梁会議を数回開催しまとめていく。

【会議内で決定しなかった事項】 今回の審議事項
• SDGs万国津梁会議の「中間とりまとめ」と「最終報告書」の構成
• 「沖縄らしいSDGs」の具体的なイメージとその考案方法
• 新型コロナ社会の位置づけ：コロナ共存・後の社会とSDGsの関係を、どのように中間とりまとめ、最終提言書に掲載するか
• 作業の具体的な進め方：委員も参加した形の資料作成等

【今回の会議において、特に中間とりまとめと最終提言書のイメージを共有したい】
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【今回の会議において、特に中間とりまとめと最終提言書のイメージを共有したい】

① 「沖縄らしいSDGs」を、どのような形（骨子）でまとめていくのか？

② 最終提言書の目次案（特に、アフターコロナを盛り込むかどうか。盛り込むのであれば、どのような位置づけか？）

③ SDGsゴールの選定（17のゴール全て／重点的にゴールを絞り込み／18番目のゴール設定）

④ 優先課題（仮称）、取組（仮称）、成果指標作成方法（事務局案で良いかどうか）

⑤ 今後の作業の進め方（SNSを活用した、委員参加型の作業プラットフォームづくり）



共通理念
理念「誰一人も取り残さない、沖縄らしい優しい社会」の実現
沖縄県民が理解し納得できる、沖縄らしい共通理念の作成

（アンケート・ステークホルダー会議を経て8月末のSDGs万国津梁会議で決定）
新型コロナやニューノーマル（新常態）を踏まえるべき（第一回会議で確定）

沖縄らしいSDGs実施指針の検討（昨年度の中間報告をベースに）
＜参考資料＞昨年度の万国津梁会議・議事概要、中間報告、県民意識調査、
沖縄21世紀ビジョン実施計画、国連アジェンダ2030、日本政府実施方針など

沖縄らしいSDGsを実現するための基本的課題と目標（重要施策）の検討
課題優先順位や具体的な指標及び目標設定
推進体制（プラットフォーム構築、フォローアップ体制、パートナーシップの構築な
ど）、普及啓発方法
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• 昨年度の議事概要、中間報告、県民意識調査、沖縄21世紀ビジョン実施計画、日本政府実施指針および国連アジェンダ2030等を踏まえて、沖縄らしい
SDGsの共通理念等を委員会で検討し、新たな沖縄振興計画に活かすよう提言する。

• 中間とりまとめ内容（概要）としては、下図のようなイメージ。

審議事項（1）沖縄らしいSDGsの検討 ②共通理念及び優先課題等の検討について
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１．万国津梁会議の開催背景
2か年に亘るSDGsに関する万国津梁会議の開催背景を説明

２．現状分析
（1）沖縄県の課題及びポテンシャル分析

①沖縄県が抱える課題（県民意識調査、ターゲットのデータを利用）
②ポテンシャル（グローバルスタンダードと比較してあと一歩届いてないが届きそうな課題）

（２）ウィズ・コロナ、アフターコロナとSDGs

３．実施指針（※以下に選択されているゴールや、付属する説明文は例示）
（１）共通理念

SDGs万国津梁会議「中間報告」２・（１）p2~3を導入文とする
「わったーしまのちむぐくる」等 ※（２）に書かれているゴールを包括する一文

（２）SDGsを推進する似た当たっての重要な取り組みについて
「中間報告」２・（２）p4~7を導入文とし、続けて優先課題を掲載する。

優先課題（仮称）
（案１）SDGsゴールを選択して絞り込み設定する（右の作成方法案を参照）
（案２）関連するSDGsゴールを束ねて８~10項目程度にする

（※国のSDGs実施指針の優先課題８項目に類するもの、県民調査の重要施策をベースに）

（３）優先課題に基づく重要な取組（仮称）（※国のSDGs実施指針の「具体的施策」に類するもの）
（４）SDGsを推進する体制について 「中間報告」２・（３）p7~9

４．沖縄らしいSDGsを実現するための基本的課題と目標、推進体制
（１）具体的な目標設定（成果指標を含む）
（２）具体的な推進体制（プラットフォーム構築、フォローアップ体制、パートナーシップの構築、普及啓発方法など）

8月末に提出する、
提言の中間取りまとめ範囲

作成方法（案）
①昨年度の会議議事概要・県民意識調

査等からキーワードを抽出し、ゴール毎
に振り分け

②169のターゲットから、沖縄県で特に重
要視すべきターゲットを抽出（71ター
ゲット）

③ゴール毎に①と②を整理して、優先課
題（仮称）、取組（仮称）、成果指
標を作成する
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【共通理念に関する事務局案（叩き台）】 ※第1回会議資料からの再掲

No. 共通理念（事務局案）

1 心も豊かに懐も豊かに、ちむぐくるで支えあう、めざせわったー美ら島循環型社会

2 持続可能な島嶼型社会の形成を目指して、広げようちむぐくる、育てよう子どもたち、一人一人が貢献できる環境づくり

3 誰もが心身ともに健康で、ひとりひとりの可能性を発揮でき、それぞれの多様性を尊重しあえる社会

4 「ちむぐくる」と「むぬぐるぐる」の島、うちなー

5 沖縄の優しさ・助け合いの‘ちむぐくる‘で 誰ひとり取り残さない 平和な 社会づくり

6 永久（とわ）の平和を願い、豊かな未来を共創する、わったー美ら島「おきなわ」

7 自然、繁栄、ちむぐくるが持続する循環型社会おきなわ



• SDGsにおいて、ゴール下のターゲットの進捗を具体的に測定するためにグローバル指標が設定され、一部のグローバル指標に対しては、自治
体SDGs推進評価・調査検討会により、日本で取り扱いやすいようにローカル指標（LI）案が設定されている。

• 国の示したターゲット数169から、事務局案として沖縄県の地域特性を踏まえて特に重要視すべき項目を71挙げた（※別添資料3参照）。

ゴール
各ゴール内
ターゲット

数

沖縄県で特に
重要視すべき
ターゲット数

1．貧困をなくそう ７ ２

2．飢餓をゼロ ８ ３

3．すべての人に健康と福祉を １３ ５

4．質の高い教育をみんなに １０ ４

5．ジェンダー平等を実現しよう ９ ５

6．安全な水とトイレを世界中に ８ ３

7．エネルギーをみんなに そしてク
リーンに

５ ３

8．働きがいも経済成長も １２ ８

9．産業と技術革新の基盤をつくろう ８ ４

ゴール
各ゴール内
ターゲット

数

沖縄県で特に
重要視すべき
ターゲット数

10．人や国の不平等をなくそう １０ ２

11．住み続けられるまちづくりを １０ ８

12．つくる責任つかう責任 １１ ６

13．気候変動に具体的な対策を ５ ２

14．海の豊かさを守ろう １０ ３

15．陸の豊かさも守ろう １２ ７

16．平和と公正をすべての人に １２ ４

17．パートナーシップで目標を達成
しよう

１９ ２

合計 １６９ ７１ 8
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【ターゲットの絞り込み】 ※第1回会議資料からの再掲
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ゴール１：あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

沖縄のSDGsに関するキーワード ターゲット（国連） グローバル指標（日本）
ローカル指標（案）

※自治体ＳＤＧｓ推進評価・
調査検討会作成

沖縄県の現状

1 子どもの貧困対策の推進
1.2.1 各国の貧困ラインを下回って生活して
いる人口の割合（性別、年齢別）

年間収入階級別の世帯割合
（・100 万円未満の世帯／普通世帯
・200 万円未満の世帯／普通世帯
・300 万円未満の世帯／普通世帯
・400 万円未満の世帯／普通世帯
・500 万円未満の世帯／普通世帯）
※市区町村の結果については、市、区及び
人口１万５千人以上の町村を表章の対象と
している。

○平成27年11月に県が実施した調査に
おける沖縄県の子どもの貧困率は
29.9％で、全国の13.9％と比較し約２
倍。
○母子世帯など子どもがいる大人が１
人の世帯の貧困率は58.9％。
（H31.3沖縄県子どもの貧困対策計
画）

2 離島・過疎地域等の振興

3 ちむぐくる

4 優しさ・助け合い

5 ゆいまーる

6 共助・共生（型地域づくりの推進）

7 いちゃりばちょーでー

8 産業振興

9 優しさと潤い

10 安全・安心な生活の確保
1.5.1 10 万人当たりの災害による死者数、行
方不明者数、直接的負傷者数

―

11 県土保全と防災
1.5.2 グローバルGDP に関する災害による直
接的経済損失

災害復旧費割合（災害復旧費／全歳出）
沖縄県の災害復旧費割合は0.05%（全
国は0.52%)

1.5.3 仙台防災枠組み2015-2030 に沿った国
家レベルの防災戦略を採択し実行している国
の数

沖縄県は防災会議なし

1.5.4 仙台防災枠組み2015-2030 に沿った地
方レベルの防災戦略を採択し実行している地
方政府の割合

沖縄県は防災会議なし

実施指針における目標設定 成果指標（例）

例：優しさと助け合いで子どもの貧困をなくそう！ 例：子どもの貧困率

1.2 2030 年までに、各国定義によるあらゆる
次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、
女性、子供の割合を半減させる。

1.2.2 各国の定義に基づき、あらゆる次元で
貧困ラインを下回って生活している男性、女
性及び子供の割合（全年齢）

―

1.5 2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にあ
る人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、
気候変動に関連する極端な気象現象やその他
の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露
や脆弱性を軽減する。

12 価値創造のまちづくり 防災会議の設置有無 

【優先課題（仮称）、取組（仮称）、成果指標の作成方法（案）】

• 第1回会議で事務局が挙げた沖縄のSDGsに関するキーワードや県民意識調査等を絞り込んだターゲットに照らし合わせて、沖
縄らしいSDGsの優先課題（仮称）や取組（仮称）を作成する。

• 併せて国のグローバル指標とローカル指標モデル案を照らし合わせて、さらにステークホルダーや県民の意見を聞き取り、沖縄の成
果指標を作成する。
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【沖縄県におけるコロナ関連情報（コロナの影響等）】①月別入域観光客数の推移（2016～2020年）
• 2020年2月～5月の入域観光客数幅は、コロナの影響によって激減。
• 観光客の減少数は、167万1,405人、全産業の経済損失額は1,867憶6,200万円、雇用消失人数は1万9,402人と試算。
• 沖縄観光コンベンションセンター（OCVB）は、2020年５～８月の県内入域観光客数が前年同期比285万人（77.3％）減少、観光消

費額は2,240億円減少すると試算。コロナの感染拡大の影響で外国人客はゼロ、国内客も低水準が続く状況にある。

出典：沖縄県文化観光スポーツ部「入域観光客統計概況」
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【沖縄県におけるコロナ関連情報（コロナの影響等）】 ②景気ウォッチャー調査（内閣府）結果（2005年1月～2020年6月）

出典：内閣府「景気ウォッチャー調査」

【関連コメント】
• 新型コロナウイルスの影響が徐々に出始め、４月初めには売上前年比90％ダウンと急激な入客減少、県内の感染者の急増により、スタッフと客の感染拡大防止のため、４月上旬より臨時

休業に入っている。【居酒屋（経営者）】
• 前年600台近くあったレンタカー会社からの受注が、ほぼゼロである。【乗用車販売店（経理担当）】
• 新型コロナウイルスの影響で新卒採用計画を見直す企業が増えている。【学校［大学］（就職支援担当）】
• 雇用調整助成金の相談件数が、日を追うごとに増加している。企業からの求人取下げも増加している。【職業安定所（職員）】
• 客数は前年より少し減っているが、新型コロナウイルス禍の影響により１人当たりの買上点数が増えているため、売上は前年を大きく上回っている。【スーパー（販売企画）】
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【沖縄県におけるコロナ関連情報（コロナの影響等）】 ③雇用関連

出典：沖縄県企画部統計課「労働力調査」、総務省統計局「労働力調査 長期時系列データ」

• 沖縄県の完全失業率は、低下傾向で推移して全国水準に近付いてきたものの、コロナの影響により上昇に転じている。
• 沖縄は、非正規率の割合が43.1％と全国一高い。特に、観光リゾート業など、人件費を抑えるため、非正規率の高いのが沖縄の雇用・労働の実態である。
• 新型コロナウイルスの影響により、解雇や契約更新を打ち切る「雇い止め」が増えてきており、低所得層ほど不安定な雇用環境に置かれている。
• 雇用関連の相談所には、給与の減額や解雇、雇い止めなどの相談が増えてきている。（連合沖縄・県労連）
• コロナ禍、社会的弱者がさらに追い込まれている実態が懸念され、早急な実態把握・対策を急ぐ必要性がある。
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【沖縄県におけるコロナ関連情報（コロナの影響等）】 ④その他、社会的な影響

出典：琉球新報、沖縄タイムス、他

概要 キーワード 詳細

沖縄国際大学が入構禁止 教育
在沖米軍関係者の新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け、緊急措置として大学へ
の立ち入りや対面授業、学内施設利用、学外活動などを17日から22日まで原則禁止すると発表し
た。（7/16）

大学・高校の有志、勉強の遅
れに不安も 教育

生活や勉学に悩みを抱える学生の声を集めた「沖縄県内学生への緊急支援を求める学生有志の
会」は15日、沖縄県と県教育委員会に対し、経済的な影響を受けた学生への支援金給付などを求
める要請書を提出した。アンケートの結果、学生からは「アルバイトができず奨学金が減らされ
生活が苦しい」「勉強の遅れに不安を感じる」などの声が上がっていた。（5/17）

沖縄の学校の77％
「コロナが平和学習に影響」 教育

沖縄県内の小中学校など242校が回答した平和学習に関するアンケートでは、77.6％の学校が
「学習内容に変化がある」と回答した。新型コロナウイルスの影響で多くの学校が沖縄戦体験者
など外部講師の講演を中止し、オンラインや新聞などを活用する学習に切り替える傾向が見えた。
（6/12）

コロナ休校中の授業配信
県立高の学習環境にばらつき 子ども/教育

新型コロナウイルスで続いていた臨時休校中に、県のシステムを活用して授業動画を配信してい
た県立高校は4月28日現在、全60校中4校にとどまったことが分かった。11校は独自で民間企業作
成の授業動画を導入。（6/7）

コロナ不況で減免家庭が倍増
沖縄県営住宅の家賃 4、5月
で401世帯

子ども/家庭
新型コロナウイルス感染拡大の影響などで収入が著しく減収したとして、沖縄県営住宅の家賃を
減免した世帯が4、5月の2カ月で401件に上り、前年同期の213件から約1.9倍に増加したことが11
日までに、県のまとめで分かった。（6/12）

シングルマザーの切実すぎる
不安 子ども/家庭

沖縄タイムスは読者からの疑問や困り事を募ったところ、感染の収束が見えない生活に不安を抱
く県民の声が数多く寄せられているとした。「政府の10万円給付はありがたい。ただ、一時しの
ぎで先の生活が見通せない」「子どもを預けられず仕事を辞めて収入がない」「シングルマザー
で勉強も見られず、遊んであげる時間もない。子どもの心のケアができる相談窓口や食事を提供
してくれる場がほしい」などの声が寄せられた。（4/27）
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【沖縄県におけるコロナ関連情報（コロナの影響等）】 ④その他、社会的な影響（続き）

出典：琉球新報、沖縄タイムス、他

概要 キーワード 詳細

職探しが難しいひとり親の窮
状 子ども/家庭

4人の子どもを抱えるシングルマザーのコロナ禍における現状を取材。新型コロナの影響で、学
校や保育園は休みが続き、子どもと自宅にいる生活で就職活動も進まなかったとしている。
（6/4）

休業・休校の長期化
子ども、保護者にもストレス
に

子ども/家庭
インターネットを通して、小中高生と保護者合わせて約7,400人がアンケートに回答。「旦那の飲
酒量が増え暴言が増えてきた」「食費がかさむ。毎日考えて作ることに疲れる」「受験勉強の遅
れが不安」「学校からの勉強を教えてくれる人がいない」などの回答があった。（5/19）

目立つ不登校増
子どものSOSとして受け止め
て

子ども
新型コロナウイルスの影響で社会全体の変化が大きく、子どもたちもその影響を受けている。ス
クールカウンセリングの現場でも、登校時に頭が痛い、おなかが痛いなどの身体反応を示す子ど
もが増えたとの声が上がっている。（6/18）

コロナの経済支援対象外の外
国人
帰国費用もなく困窮

外国人 特別定額給付金等の支援対象外となった外国人労働者たちが突然解雇になるなど先行き不透明な
状況下に陥っている。（6/30）

特例貸し付けに留学生殺到
那覇は申請者の15% 外国人

住民票がないなど貸し付けの対象外にされる外国人もおり、支援制度の課題が浮かび上がってい
る。申請者のうちネパールからの留学生が9割を占める。日本語がうまく話せない若者もおり、
支援者や友達と団体で訪れる例もある。コロナで仕事を失い、就労ビザの期限切れで住民基本台
帳が取り消された中長期在留者の外国人もいる。（6/30）
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【沖縄県におけるコロナ関連情報（コロナの影響等）】 ⑤コロナ禍で行われた活動

出典：琉球新報、沖縄タイムス、他

概要
キーワー
ド 詳細

タブレットを全生徒に配布へ 沖
縄の小中学校 教育 県教育委員会は新型コロナウイルス対策を中心とする補正予算で、自宅にインターネット環境がない県立学校（高校、

特別支援学校など）の生徒にモバイルルーターを貸与する予算を計上したと発表。（7/8）

ピアノ個人練習にホール無料開放 子ども/教
育

浦添市のアイム・ユニバースてだこホールは県内在住の小学生から大学生の個人練習を対象に、同ホールの所有する
ピアノと小ホールを開放する。コンクールや受験に向けた練習での活用を呼び掛ける。（6/30）

10万円給付金の寄付相次ぐ
子どもの貧困解消へ

子ども/家
庭

県内の子どもの貧困問題の解消を目的に設立した「沖縄こども未来プロジェクト」（代表・武富和彦沖縄タイムス社
社長）に、特別定額給付金を寄付する例が相次いでいる。給付金を充てた寄付が26日までに県内外から20件、計195
万円寄せられた。個人の寄付が5、6月から増え、昨年の同時期と比べて大幅に伸びている。（6/27）

外食の味、安全に楽しむ方法 家庭 フェイスブックで公開グループとして「テイクアウトグルメOKINAWA」が立ち上がる。4月8日に開設され、持ち帰
りや宅配に対応している飲食店の情報を投稿し共有している。（4/12）

「助けて」言ってよかった
困窮ママへ届いた善意 家庭

型コロナウイルス感染症で、苦しかった暮らしがより困窮し、追い詰められていた2児の母で20代の妊婦ミサさん＝
仮名 の孤立を報じた沖縄タイムス記事を受け、15日までに約10人から現金や洋服、食料などが届いた。ミサさんは
2月に、やむなく夫と別居。新型コロナのあおりで職を失い、所持金が底を突く中、外出自粛で登園や外遊びができ
ない娘2人と昼夜向き合い続け、ストレスで怒鳴ったり、たたいたりしてしまう罪悪感に苦しんでいた。（6/16）

コロナで困窮する留学生へ
企業からお米や野菜どっさり 外国人

新型コロナウイルスで困窮する県内在住の外国人留学生を支援しようと２８日、沖縄食糧が国産米約３１９キロ、沖
縄セルラーアグリ＆マルシェが自社栽培のフリルレタス１４キロをそれぞれＮＰＯ法人沖縄国際人材支援センターに
託した。他に留学生への寄付金も寄せられた。沖縄食糧の伊佐隼人課長は「在住外国人らが県の経済を支えてきてく
れた。困っている時は協力したい。お米を食べてパワーをつけていただき、コロナが過ぎた後また一緒に沖縄を盛り
上げてほしい」と述べた。（4/30）

外国人学生に無償弁当 仕事激減
「放っておけない」 外国人

沖縄県那覇市久茂地の飲食店「みつ子ばぁばの台所」が6日、無償で弁当配布を始めた。「経済が好調な時は外国人
留学生が貴重な力になってくれた。仕事がなくても放っておくわけにはいかない。力の続く限り毎日、弁当配布を続
ける」と話している。（4/7）
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【沖縄県におけるコロナ関連情報（コロナの影響等）】 ⑥コロナ禍での企業の取組

出典：琉球新報、沖縄タイムス、他

企業・団体 主な取組 概要
沖縄銀行 子供支援の継続 グループ全体での海岸清掃、沖縄こども未来県民会議・子供食堂への寄付

セブン・イレブン沖縄 グループ全体での環境宣言 CO2排出量80％削減の目標設定。
レジ袋やストローなどのプラスチックの削減、フードロス削減

沖縄クリーン工業 環境教育の実施 職員によるエコキャップの収集作業や環境イベントにおける環境教育支援

生活協同組合コープおきなわ 環境配慮の商品 SDGs17目標から優先課題の設定。優先課題のひとつ「環境に配慮された商
品」では「消費者の1票」を選定。

沖縄県労働金庫 妊活ローンの創設 身体的・経済的に負担の大きい不妊治療者を対象にした妊活サポートローン
の創設

㈱沖縄食糧 無洗米で汚濁削減 汚濁物質削減に供するBG製法による無洗米。
コロナ禍での子供や留学生、医療従事者へのおにぎり提供

沖縄県農業協同組合
（JAおきなわ） 豊富な島野菜の紹介 JAの取組をSDGsゴールに当てはめて紹介。

市場にはでない豊富な島野菜のイラスト・写真による紹介
オーイエス
（沖縄受験ゼミナール） 女性視点の取組 女性リーダー育成に向けた女性活躍推進委員会の発足。

経済的に厳しい高校生支援（授業料等の無料化）

沖縄セルラー電話 離島生徒の応援 沖縄セルラー子供基金による支援活動や高校のない島を離れる学生に通信費
「離島ケータイ奨学金」の提供

日本青年会議所沖縄地区協議会 一言動画の作成 SDGs推進委員会を設置し、各種事業を実施。
コロナ禍では、一言動画の飲食店デリバリーアプリを制作。
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【作業の進め方（案）】

（1）事務局が新規資料や次回の万国津梁会議
資料の素案（叩き台）を作成

（2）SNS（Chatwork）にアップロード

（3）委員からのコメントや情報を適宜徴収

（4）事務局がコメントを整理、素案を適宜修正

（5）万国津梁会議で最終確認

SDGs

パ
ー
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【アンケート調査実施中（2020年7月17日現在 34団体回答）】 ※詳細は別添資料01および02を参照

問１ 沖縄県においてSDGsを推進するにあたり、特に重要だと考えられるターゲット（選択式）

問２ アフターコロナの観点から、重要性が増したと考えられるターゲット（選択式）

問３ 盛り込んだ方がよいと考えられるキーワード（選択式）

問４ 「沖縄らしいSDGs」の施策・目標を検討するにあたり、盛り込んだ方がよいと考えられる施策・目標等（自由記述）

問５ その他、「沖縄らしいSDGs」を検討するにあたり、ご意見やご要望等（自由記述）

問６ ステークホルダー会議への参加意思

１位（17.17） ２位（12.8）（14.1） 3位（1.b）（4.3）（4.7）（13.3）

１位（8.9）（3.8） 2位（12.8）（3.3） 3位（9.1）

１位（39 残す沖縄、変えていく沖縄） ２位（11パートナーシップ（連携）） （8 教育、人づくり） 3位（6 循環型社会） （25 SDGsおきなわモデル）
4位（21 多様性） 5位（3  健康・長寿）（4 サスティナブル（継続的）） （17  沖縄らしい・沖縄ならでは）（18 美ら島）

別添

別添

31団体
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• 日 時：2020年8月26日（水）14:00～16:00    ※万国津梁会議（第4回）と同日開催

• 場 所：オンライン会議（※面談方式の会議も検討中）

• 出席者：委員、ステークホルダー（おきなわSDGsパートナー企業から選抜した4～5名程度）

• 議 題：①沖縄らしいSDGsについての意見交換
②ゴール○○に関する意見交換 選抜したパートナー企業が、具体的に

取り組んでいるゴールに関する意見交換
誰を招聘するかは、要検討

ステークホルダー会議終了後に開催する万国津梁会議（第4回）
で振り返り、提言内容に反映させる
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【参考】おきなわSDGsパートナー企業の関心
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GOAL1 貧困をなくそう

GOAL2  飢餓をゼロ

GOAL3  すべての人に健康と福祉を

GOAL4  質の高い教育をみんなに

GOAL5  ジェンダー平等を実現しよう

GOAL6  安全な水とトイレを世界中に

GOAL7  エネルギーをみんなに そしてクリーンに

GOAL8  働きがいも経済成長も

GOAL9  産業と技術革新の基盤をつくろう

GOAL10  人や国の不平等をなくそう

GOAL11  住み続けられるまちづくりを

GOAL12  つくる責任 つかう責任

GOAL13  気候変動に具体的な対策を

GOAL14  海の豊かさを守ろう

GOAL15  陸の豊かさも守ろう

GOAL16  平和と公正をすべての人に

GOAL17  パートナーシップで目標を達成しよう

％

おきなわSDGsパートナー企業におけるゴール別の取組割合 n=61
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SDGsに関する万国津梁会議（第3回）

• 日時：2020年8月18日（火）15:00-17:00
• 場所：オンライン会議


