
　ＳＤＧｓ（持続可能な開発

目標）は２０１５年、国連サミッ

トで採択された国際社会の共

通目標。環境問題や貧困など

の人権問題を解決しながら経

済も発展させて持続可能な未

来を創ろうと、世界中で取り

組みが進められている。詳し

くは琉球新報のホームページ

「沖縄からＳＤ

Ｇｓ」まで。次

のＱＲコードか

ら見られる。

課題点を書き出した付箋紙を貼

り付けるワークショップ参加者

時事ニュースから課題を出し合うワークショップ参加者

　国連が提唱する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を推進す

る企業・団体のネットワーク「ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＤＧｓプ

ロジェクト」（ＯＳＰ、事務局・琉球新報社、うむさんラボ）

は�日、本年度の皮切りとなるキックオフプログラムを那覇

市泉崎の琉球新報ホールで開いた。月１回掲載している「沖

縄からＳＤＧｓ」は今回、ＯＳＰのキックオフプログラムの

模様を紹介する。

　（次回の「沖縄からＳＤＧｓ」は７月�日掲載予定）

　「ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＤＧｓ　プロジェ

クト」（ＯＳＰ）は、国連が提唱する持続

可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を推進する企

業や団体のネットワーク。ＳＤＧｓの�番

目の目標である「パートナーシップで目標

を達成しよう」を具現化し、ＳＤＧｓの達

成に向けて取り組んでいる。勉強会やフォ

ーラムを通して、企業や人々をつないで社

会課題の解決へつながるプロジェクトの立

ち上げや運営を支援している。

　琉球新報社も事務局を担い、新聞社の知

見や人脈を生かして、企業や行政、市民団

体、学生など組織や年代の枠を超えて県民

をつないでＳＤＧｓの機運を高め、「共感

の輪」を広げる活動を進めている。参加す

るパートナー企業を随時、募集している。

　問い合わせは琉球新報社営業局☎０９８（８６

５）５２１３（平日午前９時半～午後５時半）。

記念撮影する「ＯＫＩＮＡＷＡ

　ＳＤＧｓプロジェクト」の参

加者ら＝�日、那覇市泉崎の琉
球新報ホール

　ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＤＧｓプロジェクト（Ｏ

ＳＰ、事務局＝琉球新報社、うむさんラボ）は
でこ ぼこ

５日、多様性を考える公開作戦会議「凸凹星

人、怒りを燃料に走る」を那覇市のオキナワイ

ノベーションラボで開いた。発達障がいがある

仲地宗幸さんと上原拓未さん、小林拓也さんを

中心に、「怒りの感情」をテーマに悩みの共有

や意見交換をした。発達障がいの当事者や関心

を持つ約�人が集まった。

　参加者のある女性は、�歳の息子が周りに合

わせた行動が苦手で、中学２年から学校に行け

なくなったという。診断は受けていないが、急

に怒り出すなど意思疎通が難航することがあ

り、「息子の苦しみを理解したくて会話してい

るが、かみ合わない」と打ち明けた。

　上原さんは、当事者が怒った場合の家族の対

応について「具体的なことは問い詰めず、話を

聞いてもらいたい」と自身の経験を基に話した。

相手から注意されると見下されたように感じる

と話し「言われる側は変な妄想をくっつけてし

まい、パニック状態になる」と話した。

　これについて小林さんは「何に困っているの

か話を聞いてほしい。『前にも言ったじゃな

い』と言われることがあるが、いつのことか分

からない」と話した。

　仲地さんは相手からみればささいなことで怒

る場合があり、怒りの収めどころが分からなく

なるといい「怒り続けても自分が損すると分か

っていても、とことん怒ってしまう」と話した。

幼少期から人より苦手な行動に対して「なぜで

きないのか」と言われ自尊心がそがれてきたた

め、相手のささいな行動に敏感になるという。

　発達障がいに関心があり参加した女性は「私

の会社は社員が多いが、もしかしたら発達障が

いの人が働いているかもしれない。今日学んだ

ことを生かしたい」と話した。 （中村優希）

　ワークショップ２は「１年後の

年次フォーラムをどんな状態で迎

えたいか」というテーマで意見交

換した。グループごとに「子ども

の貧困」や「環境問題」などの社

会課題を改善していくことで実現

したい沖縄の将来像を設定した。

「豊かな社会」「一人一人が世界

の主役」などの表現で目指す将来

像を描き、実現への道筋を議論し

た。

　沖縄国際大学３年の國場音志さ

ん（�）が参加したグループでは、

２０３０年頃までに目指す沖縄の将来

像として「住みやすい」「平和」

「心も自然もクリーン」「低所得

を脱する」の四つを挙げた。参加

者からは、沖縄では起業や新たな

事業を起こす動きが少ないことで

低所得者が多い要因にもつながっ

ているとの指摘が出た。

　こうした課題を踏まえ、國場さ

んは「学生が企業と接することで、

（早い段階で）企業の視点を持て

るようになることは重要だ」と話

し、新規事業を積極的に開拓して

いく視点を養い、所得向上にもつ

なげていく必要性に触れた。

　福祉関係の相談員を務めている
ゆ め る

友寄夢明琉さん（�）が参加したグ

ループは、将来の沖縄の目標とし

て「経済的豊かさのある全世代が

住みやすい環境」と設定した。そ

のために、「相対的貧困の問題を

なくす」ことが必要だとした。そ

の解決のために、家族の介護や世

話に携わる子ども「ヤングケアラ

ー」を支援する法整備やお金の教

育などを挙げた。

　社会福祉の勉強をしている友寄

さんは「議論していく中で、一つ

の問題がさまざまな問題と関係し

ていることを改めて認識した。課

題を解決するために学び続けた

い」と意欲を示した。

（狩俣悠喜）

「怒り」の感情に

ついて悩みや意見

を交換する発達障

がいに関心を持つ

人や当事者ら＝５
日、那覇市久茂地
のオキナワイノベ
ーションラボ

　ＤＯ－ＥＲＡ　松永眞之さん　事業の一

環として再生可能エネルギーの普及促進に

取り組んでいる。今後は小中学生が再生可

能エネルギーの理解を図るための課外授業

を予定している。

　新報トラストやんばる営業所　桝田栄一

郎さん　やんばるの世界自然遺産の森の中

で電気バスを走らせている。参加者が１人

１本でも外来植物を抜き、持続可能な地域

作りに役立ちたい。

　ＮＨＰソリューション沖縄支店　森田祐

介さん　ＬＥＤから始まった会社で品質の

高い蓄電池の開発もしている。再エネを活

用したエネルギーマネジメントシステムで

環境問題に取り組みたい。

　トランスコスモス　當間行一郎さん　小

禄中の総合学習、本部高の総合探求の授業

に協力している。社員４千人の力を生かし

て本年度、各家庭の余剰食材をこども食堂

に寄贈する予定。

　ネクストワン・パートナーズ沖縄支社　

佐藤修さん　今年３月にデパートリウボウ

にエシカルのセレクトショップを開店、４

月にアースデイ沖縄２０２２を開いた。皆さん

とつながってさらに面白いことをしたい。

　日本トランスオーシャン航空　土屋淳さ

ん　環境、人、地域を３本柱とする「結∞

ＡＣＴＩＯＮ」で、二酸化炭素排出やプラ

スチック使用の削減、企業や漁協と共にサ

ンゴの再生などに取り組む。

　

　沖縄ガス　岡田邦宏さん　高効率ガス機

器の普及等の省エネ、家庭用燃料電池エネ

ファームの普及の創エネ、太陽光・バイオ

ガス等による発電の再エネをキーワードに

低炭素化活動を推進する。

　近畿日本ツーリスト沖縄　平安座秀人さ

ん　自分たちは物や形を持たない。コロナ

禍はビジネスモデルの転換期。人が当社の

武器であり、ＯＳＰを若手育成の場として

前に進みたい。

　すこやかホールディングス　坂本政文さ

ん　�店舗の薬局や老人ホーム、保育園な

どを展開する。コロナ禍では薬局ＰＣＲ検

査を実現し、医薬品ロスにも取り組む。地

域の健康寿命を延ばしたい。

　西自動車商会　津嘉山匠さん　�年以上

前、日本初のマイカーリースの先駆者とし

て「スーパー乗るだけセット」を発売した。

経済的に新車を買えない問題を解決しよう

と、貧困問題解決に寄与してきた。

　リコージャパン沖縄支社　糸数健一郎さ

ん　ＳＤＧｓを経営の中心に据え、デジタ

ルサービスの会社として事業との同軸化を

図り、社会課題解決を起点に新たな価値を

創造していく。

　日本旅行　三浦次朗さん　ビーチだけで

はなくアースクリーンとして特に八重山諸

島でごみ拾いをし、ペットボトルなどを別

の生活品等に再生させて資源を循環させる

プログラムを開発中。

　�日に開かれたキックオフプログ

ラムには、ＯＳＰに参加するパート

ナー企業やボランティアの大学生ら

約�人が参加した。２０２０年に始まっ

たＯＳＰの活動は３年目。発足時に

�社だったパートナー企業は�社に

増え、業種も拡大している。各企業

や団体が知恵を出し合い、それぞれ

の得意分野を効果的に結びつけなが

らＳＤＧｓの達成を目指す動きが生

まれている。

　通信業や金融業、食品関係、運輸

業、観光業、薬局など多様な業種の

従業員らがそれぞれの視点で提案し

ていく。琉球新報ホールで開かれた

キックオフプログラムでは、各社が

持つ商品・資源やサービス、店舗ネ

ットワークなどを融合させて社会課

題の解決に活用していくために活発

な意見交換が行われた。

　例えば、キックオフプログラムの

ワークショップでは、通信会社のＩ

ＣＴ（情報通信技術）を活用し、Ｓ

ＤＧｓの達成につなげる仕組みづく

りをする提案が上がった。子育て中

の親たちが悩みを共有する場として

県内各地にある薬局の店舗を活用す

るアイデアも出た。

　参加した人材育成コンサルタント

の浦崎千秋さん（�）は「これまでは、

自社の商品をどう売るのかなどを中

心にした考えにとどまってしまいが

ちだった」と話す。キックオフプロ

グラムでの議論を通して「単なるコ

ラボレーションではなく、（沖縄の

社会全体の課題など）大きなことの

ためにできることを感じた」と意義

を強調した。 （古堅一樹）

　�日に開かれたＯＳＰのキック

オフプログラムでは、参加者が７

～８人ごとにグループを作り、２

部構成のワークショップを開い

た。ワークショップ１は「頭から

離れない、心から離れない課題は

ありますか」というテーマ。参加

者それぞれが感じる社会的な課題

をグループのメンバーに共有し

た。その上で、課題が解決された

未来の沖縄社会を想像し、「見出

し」をつけて表現した。

　各自が感じている課題として

「コロナ禍の子どもの成長」や「Ｓ
ひ ぼう

ＮＳにおける誹謗中傷」「飼料価

格の高騰」など、多様な社会事象

が挙がった。

　日本トランスオーシャン航空の

土屋淳さんは、リサイクルのため

に県内で集めたプラスチックごみ

（プラごみ）が、県外や国外のリ

サイクル施設に運ばれて処理され

ていることに触れた。飛行機など

でプラごみを運搬することで、運

搬費や二酸化炭素排出量の増加な

どの影響もあることについての問

題意識を挙げた。

　土屋さんは、県内にリサイクル

工場を建設するなどして「プラご

みの処理を県内で完結できない

か」と提案した。ワークショップ

では、課題が解決された未来を想

像し「沖縄でプラごみゼロ社会達

成」との見出しをつけた。

　ウクライナ侵攻で多くの犠牲が

出ていることも、多くの参加者が

社会課題に挙げた。観光業が多い

沖縄の特性を生かしてウクライナ

避難民らを受け入れ、助け合う社

会づくりを進めることで、より住

みやすい沖縄にすることをイメー

ジしたユニークな見出しも登場し

た。 （金盛文香）

　コンピューターから人の手に動作を伝達する

装置「ポゼストハンド」で米ＴＩＭＥ誌の「世

界の発明�」に選ばれた琉球大工学部教授の玉

城絵美さんの講演会（共催・沖縄受験ゼミナー

ル、ジュンク堂書店那覇店、琉球新報社）が８

日、オンラインで実施された＝写真。身体感覚

を遠隔地と共有する技術「ボディーシェアリン

グ」を専門とし、この技術が発達していけば、

例えば農作物を遠隔で収穫できるようになり、

農家数の減少や高齢化といった「問題解決がで

きる」と展望を語った。

　玉城さんは、人間には視覚や聴覚などのいわ

ゆる「五感」以外にも、さまざまな感覚があると

説明。外出先の映像や写真を見るだけでは、一

緒に出掛けたような「能動的な体験をすること

は、視聴覚情報では難しい」と指摘した。

　ボディーシェアリング技術で用いる、重さや

抵抗といった物体に作用する「固有感覚」を共

有することで「実際に体験している感覚を得ら

れる」と新技術の狙いを説明した。

　ボディーシェアリングが広まると農業以外の

分野でもリモートで働くことが容易になり、東

京圏一極集中や、障がい者の社会参画機会が制

限されていることなど、さまざまな社会課題の

解決につながるとした。貧困解消など、国連が

提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の項

目五つにも合致すると意義を語った。

　家にこもるのが好きだといい、研究を始めた

のも家の中にいながらにして「世界中の体験を

共有できないか」という自身の〝欲〟を実現さ

せたいと思ったことがきっかけだ。沖縄に求め

られる人材像を問われ「自分の欲を抑えてしま

う人が多い。自分の欲をどうしたいのか能動的

に動ける、利己主義と利他主義の両方を持って

いる人材がいるといい」と期待した。

　講演会は「復帰�年～沖縄から未来人材・イ

ノベーションを」と題しＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＤ

Ｇｓ　プロジェクト（ＯＳＰ）の関連イベント

として開催された。 （知念征尚）

　「ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＤＧｓプロジェク

ト」（ＯＳＰ）は�日に開いたキックオフ

プログラムの中で、２０２２年度の主な活動計

画についても確認した。

　ＳＤＧｓの達成に向けて３回のカンファ

レンス（会議）を開くのに加え、年１回のフ

ォーラム（公開討論）なども計画している。

　一般参加者とカンファレンスの内容を深

めるスピンオフ（関連企画）も随時、企画

する。
でこ ぼこ

　８月には多様性をテーマにした「凸凹星

人」企画や、脱炭素社会を目指し「ゼロカ

ーボンシティ」を推進するイベントを予定

している。３月�日に開く「年次フォーラ

ム」は、幅広く一般の来場者も募る。

（１５） 第３種郵便物認可 ２０２２年（令和４年）６ 月２５日 土曜日 特 集 （１４）


