
「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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《１》事務局からのお知らせ 
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■ 「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進セミナー（飛騨圏域）開催のお知らせ 

                                                  ＜事前申込制＞ 

  5 圏域で開催するＳＤＧｓ推進セミナーの第 5弾として、 

  高山市内において、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するとともに、会場収容人数の制限により、 

    「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークの会員のうち、「飛騨圏域」に 

    拠点を置く方「限定」で開催したいと考えております。 

  ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

   

  【日 時】令和 2年 11月 12 日(木) 13:30～16:00 受付 12:30～ 

  【場 所】高山市民文化会館 4階大会議室(高山市昭和町 1-188-1) 

  【主 催】岐阜県、高山市、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 

        「ｗｉｔｈコロナ時代のＳＤＧｓ 

              ～国際協力及び地方創生の観点から～」（仮） 

        講師：青木 信彦氏 (独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣＡ) 

中部センター企業連携課 課長補佐) 

       ・ＳＤＧｓ取組み紹介 

        ≪事例 1≫「村半～若者によるまちの未来づくり～」 

              講師：高山市 

        ≪事例 2≫「飛騨地区におけるＳＤＧｓへの取組み」 

              講師：飛騨ＳＤＧｓ研究会 

        ≪事例 3≫「気が付いたらＳＤＧｓに取り組んでいた！」 

              講師：笠原木材株式会社 

https://www.pref.gifu.lg.jp/】


        ≪事例 4≫「ＳＤＧｓを使って面白い学びを作る！」 

              講師：株式会社 Edo 

        ＜第 2 部＞ 15:15～16:00 

               ・ＳＤＧｓ相談会 

         対応：ＪＩＣＡ、岐阜県ほか 

         ※ＪＩＣＡ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/uploaded/attachment/210018.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 10月 16日(金)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/uploaded/attachment/210024.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≪ＳＤＧｓの取組み事例 4 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 

■ スタッフが長く働き続けられ、個々の可能性を最大化するためのサポート 

  関連するゴール：【4】【5】【8】【10】 

  ＜株式会社 サイバーインテリジェンス＞ 

  関連 URL https://cyber-intelligence.co.jp/ 

  弊社では「性別」「国籍」「年齢」「学歴」「働き方」他、様々な違いに 

  関わらず人間らしさを最大限に発揮し、活躍できる風土および制度の 

   整備を推進し、ダイバーシティ、ワーク・ライフ・バランスに 

   取組んでいます。 

 【取組み内容】 

  ・案件管理ソフトを導入し、担当者の複数制を目指す。 

  ・在宅勤務や時短勤務、休暇制度など福利厚生面についてアンケートを実施。 

   ・事業規模拡大中につき、採用選考の実施および選考基準の見直しを行う。 

   ・試用期間中のスタッフ、また在職スタッフ教育の充実。 

  資料 1(PDF:239KB) 

   https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208855.pdf 
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■ アートをより身近に、生活の中に取り込む「webアートフェア」の開催 

  関連するゴール：【4】【8】 

  ＜株式会社 偕拓堂アート＞ 

   関連 URL https://kaitakudo.co.jp 

   弊社では、気軽にアートに触れる機会を創出して人々の生活の中にアートを 

  取り込んで欲しい、アーティストにとって気軽に作品を発表できる場を 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/210018.pdf
mailto:c11122@pref.gifu.lg.jp)宛にメール、ＦＡＸ又は郵便にて提出ください
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/210024.docx
https://cyber-intelligence.co.jp/
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208855.pdf
https://kaitakudo.co.jp/


  提供したいとの思いから、「web アートフェア」を開催してきました。 

  2018年、2019年と 2回に亘り「ネオジャポニズムアートフェア」を開催 

  しました。今後は、2021 年 5 月に「webアートフェア」を開催するべく、 

  動き出します。 

  資料 1(PDF:60KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208854.pdf 
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■ 地震などの災害の時にも安全な、軽くて手軽な壁面装飾「かる軸」の開発 

  関連するゴール：【11】【13】 

   ＜株式会社 偕拓堂アート＞ 

  関連 URL https://kaitakudo.co.jp 

   弊社では、住む人へ安らぎを届け、未来に向けて快適に過ごせる住環境を 

  構築するべく、軽さを追及した新たな壁面装飾「かる軸」を開発しました。 

   従来の額縁と比較すると、その重さは 15 分の 1程度であり、 

   地震の揺れにより作品が落下した際の被害を最小限に抑えることができます。 

  資料 1(PDF:76KB) 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208853.pdf 
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■ 朝日大学×サンメッセ株式会社 

  ＳＤＧｓ包括連携と協力に関する包括協定の締結 

   関連するゴール：【2】【4】【5】【6】【7】【9】【11】【12】【13】【17】 

   ＜サンメッセ株式会社・朝日大学＞ 

   関連 URL① https://www.sunmesse.co.jp/news/20200908113236.html 

   関連 URL② https://www.asahi-u.ac.jp/topics/2020/7567/ 

  朝日大学が有する高大連携活動、医療を中心とした健康増進活動と、 

   サンメッセ株式会社が有する地域連携ネットワーク、ＳＤＧｓ推進における 

  ノウハウを共有することで、持続可能な地域社会の形成に寄与して参ります。 

 【業務目標】 

  01 教育や生涯学習を通じた地域活性化に関すること。 

  02 災害に強く安全な暮らしへの対応に関すること。 

   03 環境と自然が調和するまちづくりへの貢献に関すること。 

   04 魅力と活力にあふれる人材育成に関すること。 

   資料 1(PDF:174KB) 

   https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208852.pdf 

   資料 2(PDF:173KB) 

   https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/209594.pdf 
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《３》県からのお知らせ 
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■【オンライン相談会】 IoT専門家による IoT導入・活用無料相談会を開催 

   新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中、デジタル技術の活用が 

   注目されているところです。 

   このたび、生産性向上や事業継続に向け、ＩｏＴ導入・活用を検討している 

   県内企業等を対象に、専門家によるオンライン無料相談会を開催します。 

   ウェブ会議（Zoom、Google Meet）に繋がる環境があれば、どこからでも 

   参加いただけます。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208854.pdf
https://kaitakudo.co.jp/
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208853.pdf
https://www.sunmesse.co.jp/news/20200908113236.html
https://www.asahi-u.ac.jp/topics/2020/7567/
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/208852.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/209594.pdf


  【日時】令和２年１０月２０日（火）９：３０～１６：２０ 

  【場所】オンライン開催（ウェブ会議） 

  【内容】下記時間帯のうち、１社１コマの相談となります。 

     相談１  ９：３０～１０：３０ 

     相談２ １０：４０～１１：４０ 

     相談３ １３：００～１４：００ 

     相談４ １４：１０～１５：１０ 

     相談５ １５：２０～１６：２０ 

  【相談員／得意分野】 

   dp3 南 敏彰／最小コストの IoTによる生産性の改善 

   (株)ＶＲテクノセンター 横山 考弘／ロボットや IoT 導入による生産カイゼン 

   岐阜県産業技術総合センター 平湯 秀和／画像処理、三次元計測、AI、IoT 

  【対象】 IoT導入・活用を目指す県内中小企業等 

 【参加料】 無料 

 【定員】 ５社（先着順） 

 【申込期限】令和２年１０月２日(金)必着 

 【詳細】 詳細・お申込は下記 URLをご参照ください。 

      http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11352/IoT-sodankai2020.html 

 【問合せ】岐阜県商工労働部産業技術課 IoT導入支援係 担当：加藤・古藤 

      ＴＥＬ:058-272-8379    ＦＡＸ:058-278-2679 

      Ｅメール：koto-ayano@pref.gifu.lg.jp 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ 岐阜県ヘルスケア産業推進ネットワークへの登録について 

   岐阜県では、新型コロナウイルスと共生する「新たな日常」への 

   対応が求められている中、医療、福祉、健康分野の関連団体と、 

   県内モノづくり企業等との連携による課題の解決及び新たなビジネス機会を 

   創出するため、下記のとおり「岐阜県ヘルスケア産業推進ネットワーク」を 

   設置し、登録者を募集しています。 

   

  【目的】 

    新型コロナウイルスと共生する「新たな日常」への対応が 

    求められている中、医療、福祉、健康分野の関連団体と、 

    県内モノづくり企業等との連携による課題の解決及び新たな 

   ビジネス機会の創出を目的とします。 

  【取組内容】 

    県庁ホームページやメールマガジンにより、ヘルスケア関連の 

    情報の発信・共有、登録者間の連携等を推進します。 

  【登録対象者】 

    県内でヘルスケア産業を推進している者又はヘルスケア産業に 

    関心を有する県内に本社または事業所等を有する者。 

   ・医療・福祉・健康分野の関連団体 

   ・法人又は個人事業者 

   ・大学・公設試験研究機関 

   ・金融機関 

   ・行政機関 等 

 

  ご興味を持たれた法人・個人事業者、団体等の方におかれましては、 

   登録料無料となっておりますので、積極的に下記より 

   お申込みいただきますようお願いいたします。 

http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11352/IoT-sodankai2020.html
mailto:koto-ayano@pref.gifu.lg.jp


   関連 URL : https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/seicho-

sangyo/11353/healthcarenetwork.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/page/94353.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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