
「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員各位 

 

 岐阜県では、地方創生の推進そのものがＳＤＧｓの達成に向けたプロセス 

 であるとの考えのもと、国に先駆けて策定した「第２期『清流の国ぎふ』 

 創生総合戦略」に、ＳＤＧｓの推進について明記し、その達成に向けて 

 各種施策に取り組んでいます。 

 本メールマガジンでは、「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークの会員 

 皆様へ関連情報を提供してまいります。是非ご活用いただき、県内でＳＤＧｓ 

 に取り組まれている関連企業・団体の皆様へもご周知ください。 

 【岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/】 
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      『清流の国ぎふ』ＳＤＧｓ推進ネットワーク 
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《１》セミナー参加者募集開始のお知らせ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■ 「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進セミナー（東濃圏域）参加者募集開始のお知らせ 

    

    5 圏域で開催するＳＤＧｓ推進セミナーの第 4弾として、多治見市内に 

  おいて下記のとおり開催します。 

    なお、当セミナーの開催に際しては、新型コロナウイルス感染症対策を 

  徹底したうえで実施いたします。また、会場収容人数の制限により、 

    「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員のうち、「東濃圏域」に 

    拠点を置く会員「限定」で開催したいと考えておりますので、ご理解と 

  ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

   

  【日 時】令和 2年 8月 3日(月) 13:30～16:00 受付 12:30～ 

  【場 所】バロー文化ホール 小ホール（多治見市十九田町 2-8） 

  【主 催】岐阜県、多治見市、国際連合地域開発センター、ＪＩＣＡ中部 

  【目 的】ＳＤＧｓに興味がある方、これからＳＤＧｓに取り組む方々を対象に、 

       講演や会員の取組み紹介、ＳＤＧｓに関する相談会を実施します。 

        

  【内 容】＜第 1部＞ 13:30～15:00 

        ・講演 

        「コロナ社会を生き抜くＳＤＧｓの在り方」 

        講師：一般社団法人中部ＳＤＧｓ推進センター 代表理事 戸成 司朗 氏 

       ・ＳＤＧｓ取組み紹介 

        ≪事例 1≫「土と太陽の街、多治見へ」 

              講師：株式会社エネファント 

        ≪事例 2≫「アツいまち多治見で取り組む 住みよいまちづくり」 

              講師：多治見まちづくり株式会社、一般社団法人アツいまち 

        ≪事例 3≫「株式会社ＪＴＥＣＴが進めるＳＤＧｓの取組み」(仮) 

              講師：株式会社ＪＴＥＣＴ 

https://www.pref.gifu.lg.jp/】


        ＜第 2 部＞ 15:15～16:00 

               ・ＳＤＧｓ相談会 

         対応：国連地域開発センター、ＪＩＣＡ中部、岐阜県 

         ※ＪＩＣＡ中部では、中小企業向け海外展開の支援スキームを 

          有しているため、海外展開をお考えの方はぜひご参加ください。 

        

       ※詳細はチラシをご覧ください。 

        関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/R20803_seminar.pdf 

 

  本セミナーは、事前申込制です。 

   参加を希望の方は、参加申込用紙に必要事項を記入の上、令和 2 年 7月 20日(月)までに 

   事務局(c11122@pref.gifu.lg.jp)宛にメール、ＦＡＸ又は郵便にて提出ください。 

  【参加申込書 URL】https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/R20803_mousikomisyo.docx 

  ※なお、会場収容人数の制限により、ご参加をお断りさせていただく場合が 

   ございますのでご了承下さい。 

  ※また、本セミナーの開催につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の 

   状況を踏まえて、急遽中止させていただく場合がございます。何卒、ご理解を 

   賜りますようお願い申し上げます。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《２》会員の活動紹介≪お知らせ情報 2件≫ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■ ＳＤＧｓコンセプト導入によるビジネス革新(公開講座) 

  関連するゴール：【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】 

                  【11】【12】【13】【14】【15】【16】【17】 

 ＜岐阜聖徳学園大学＞ 

 関連 URL   http://www.shotoku.ac.jp/regional_contribution/g-sec/extension-lecture-

worker/index.php 

 【日 時】 令和２年１１月７日（土）１０：００～１１：３０ 

 【場 所】 岐阜聖徳学園大学 岐阜キャンパス３号館１階３１３講義室 

             住所：岐阜市中鶉一丁目 38番地 

 【内 容】 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）をいかに業務に取り込むか？ 

        規模の中小や業態などを問わず一緒に考えましょう。 

             ＜講師＞河野公洋（岐阜聖徳学園大学経済情報学部教授） 

                     （岐阜聖徳学園大学地域・社会連携センター長） 

 【こんな方にオススメ】企業、官公庁、医療関係等で働く現役社会人 

 【参加費】 無料 

 【申込方法】岐阜聖徳学園大学ホームページ上の申し込みフォームにて 

        <https://ws.formzu.net/fgen/S42054976/> 

 【注意事項】定員 50 名につき、先着順で受付終了となります。 

 【連絡先】  岐阜聖徳学園大学 地域・社会連携センター事務室 

       （TEL:058-279-6710、FAX:058-279-6415） 

 資料 1(PDF:187KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/R20701_osirase_gifushotokugakuendaigaku_1.pdf 

 資料 2(PDF:820KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/R20701_osirase_gifushotokugakuendaigaku_2.pdf 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/network.data/R20803_seminar.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/network.data/R20803_seminar.pdf
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ 「いのちの授業」を体験的に学ぶ（講座） 

    関連するゴール：【1】【2】【3】【4】【5】【10】【16】【17】 

 ＜主催：ハヤックス株式会社、共催：岐阜聖徳学園大学＞ 

 関連 URL  岐阜聖徳学園大学 HP  http://www.shotoku.ac.jp/ 

       じゅうろくプラザ HP  http://plaza-gifu.jp/  

 【日 時】 令和２年１０月３１日（土）１０：００～１１：３０ 

 【場 所】 じゅうろくプラザ５階小会議室１ 

            住所：岐阜市橋本町１丁目１０番地１１ 

 【内 容】 道徳授業に際しての心得、背景などを「いのちの授業」の 

             模擬授業を通して理解することができる講座。 

           ＜講師＞玉置 崇（岐阜聖徳学園大学 教育学部 教授） 

                 龍崎 忠（同上） 

 【こんな方にオススメ】現役の小学校・中学校教諭、 

            教員就職を希望する大学生 

 【参加費】 無料 

 【申込方法】じゅうろくプラザ（058-262-0150）に電話申し込みにて 

 【注意事項】定員 50 名につき、先着順で受付終了となります。 

 【連絡先】  じゅうろくプラザ（TEL:058-262-0150、FAX:058-262-0151） 

              <http://plaza-gifu.jp> 

             ※講師派遣等：岐阜聖徳学園大学 

             ※会場提供等：ハヤックス株式会社(じゅうろくプラザ指定管理者) 

              「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークに加盟する両者による、 

        「連携事業」として開催します。 

 資料 1(PDF:174KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200707_oshirase_gifushotokugakuendaigaku_1.pdf 

 資料 2(PDF:350KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200707_oshirase_gihushotokugakuendaikaku_2.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《３》会員の活動紹介≪ＳＤＧｓの取組み事例 3 件≫ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■ SMBCグループにおけるサステナビリティ 

   関連するゴール：【1】【4】【7】【8】【9】【11】【13】【17】 

 ＜株式会社三井住友銀行 岐阜支店＞ 

 関連 URL  https://www.smfg.co.jp/sustainability/ 

 SMBCグループは、「SMBC グループサステナビリティ宣言」と、 

  2030年までの 10 年間の計画として「SMBC Group GREEN × GLOBE 2030」を 

  策定し、サステナビリティの実現を目指しています。ステークホルダーからの 

  要請に応え、社会課題の解決に貢献していくために、「環境」「コミュニティ」 

 「次世代」の３つの重点課題を設定し、取り組むべき項目・課題を明確化して、 

  ＳＤＧｓの実現に取り組んでいます。 

 【「SMBC Group GREEN GREEN×GLOBE 2030 」における主な目標 】 

 「環境」 

   •グリーンファイナンス実行額 2030 年までに 10兆円 

   •CO2 排出量を 2030年までに 30％削減 

 「コミュニティ」 

   •社会貢献活動等に関する社会的インパクト評価を実施 

http://www.shotoku.ac.jp/
http://plaza-gifu.jp/
tel:058-262-0150、FAX:058-262-0151
http://plaza-gifu.jp/
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200707_oshirase_gifushotokugakuendaigaku_1.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200707_oshirase_gifushotokugakuendaigaku_1.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200707_oshirase_gihushotokugakuendaikaku_2.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200707_oshirase_gihushotokugakuendaikaku_2.pdf
https://www.smfg.co.jp/sustainability/


 「次世代」 

   •金融経済教育への参加者数 2030年までに 150万人 

 資料 1(PDF:276KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200629_sdgspr_smbc.pdf 

 資料 2(PDF:660KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200629_sdgspr_smbc2.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ 『住みたいまち 住み続けたいまち 都会に近い里山 かみいしづ』に 

   向けた取り組み 

   関連するゴール：【7】【11】【15】 

   ＜上石津まちづくり協議会＞ 

  関連 URL http://kamiishizu.sakura.ne.jp/ 

 ・地域の課題解決に向けた検討及び魅力あるまちづくり事業の 

    実施による地域活性化 

 ・積極的な地域の魅力発信による移住者の獲得 

 ・人口減少（少子高齢化）の抑制による地域コミュニティの維持 

  上記の業務目標を達成するために、自然や歴史文化など上石津地域の 

 魅力を広くＰＲし移住定住の推進を図るとともに、地域公共交通及び 

 小中学校再編の検討、代替（再生可能）エネルギーに関する調査研究や 

 地域の共通課題の解決に向けて地域住民が主体となって取り組んでいます。 

  資料 1(PDF:167KB)  

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200702_sdgspr_kamiishidumachidukurikyogikai.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ LCCMと V2Hで地球の未来と子供の将来を守ろう 

   関連するゴール：【7】【11】【13】 

   ＜トヨタホーム岐阜株式会社＞ 

 関連 URL http://www.toyotahome-gifu.co.jp 

 LCCM住宅の建設、省エネ創エネ設備の普及を基本に事業展開を 

  図ることでＳＤＧｓを推進していきます。 

 【取組内容】 

 ①LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス）住宅の基本性能である 

  躯体高断熱＆高断熱サッシの標準採用 

 ②太陽光発電システムでクリーンエネルギーを創り出す 

 ③高断熱サッシと全館空調システム「スマートエアーズ」で 

    暖冷房費の削減 

 ④車と家庭を結ぶ充給電システム V2Hスタンド、 

  蓄電池でエネルギーを溜める 

 ⑤災害断水時の生活水の確保に役立つマルチアクアの設置 

   資料 1(PDF:216KB)  

   https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.data/20200713_sdgspr_toyotahomegifu.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《４》岐阜県の取組み紹介≪「ぎふ女のすぐれもの２０２０」≫目標【5】【8】 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■ 「ぎふ女のすぐれもの２０２０」～商品及び取組を募集しています！～ 

  ＜岐阜県 健康福祉部 子ども・女性局 男女共同参画・女性の活躍推進課＞ 
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 県では、女性が企画・開発に貢献した商品の中から「ぎふ女のすぐれもの」を 

 認定し、認定商品とともに活躍する女性にも焦点をあて、生き生きとした 

 女性活躍について広く紹介しています。 

 今年度の認定となる、「ぎふ女のすぐれもの」を 8月 31 日まで募集しています。 

 今年度は、商品に加え、新型コロナウイルス感染症による社会変化を受け入れ、 

 頑張る女性の活動にも焦点をあてるため、新たに「取組」を認定対象としています。 

 多数のご応募をお待ちしています。 

  １）応募資格 

   県内に居住する個人又は県内に本社若しくは事業所を有する 

   法人その他の団体のうち、次のすべての要件を満たすもの。 

   (1)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業であること。 

     (個人事業主以外の個人を除く) 

   (2)過去 3年間に、社会的に信頼を失うような法令違反又は 

     事故がないこと。 

   (3)岐阜県が定める「暴排措置に係る照会手続き等に関する要綱」 

     第 3条に該当しないこと。 

   (4)県が実施する女性活躍推進の事業に協力できること。 

 ２）認定対象 

   次の要件をすべて満たすもの。 

   (1)女性が企画・開発に参画し、女性の視点が生かされていること。 

   (2)岐阜の特色が生かされていること。 

   (3)企画・開発・販売にあたり係争中でないこと。 

     また、他の特許・意匠等を侵害していないこと。 

 ３）申請方法・提出先 

   「ぎふ女のすぐれもの２０２０」募集要項を参照し、8月 31日（必着）までに 

   必要書類等一式を男女共同参画・女性の活躍推進課男女共同参画係 

   （メール: c11234@pref.gifu.lg.jp）宛に提出してください。 

   ※詳細はこちらをご覧ください。 

    関連 URL 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kekkon/jyoseikatuyaku/gifujonosuguremono.html 
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ー≪本メールマガジンについて≫ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■ 配信先（＝連絡先）メールアドレスの変更は、 

  事務局（c11122@pref.gifu.lg.jp）へご連絡ください。 

 

■ メールマガジンのバックナンバーはこちら 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/mail.html 
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編集・発行：「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク事務局 

      https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/network.html 

      〒500-8570岐阜市薮田南 2-1-1 

      岐阜県清流の国推進部清流の国づくり政策課地方創生係内 

      TEL  058-272-1840（直通） 

      FAX  058-278-2562 

      Email c11122@pref.gifu.lg.jp 
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