
「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》会員の活動紹介≪お知らせ情報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 

■ ＳＤＧｓこどもミーティング 

  ～未来のみんなのために、今、私たちに出来ること～ 

  関連するゴール：【3】【4】【5】【7】【8】【11】【12】【13】【17】 

  ＜和光会グループ＞ 

  関連 URL https://www.wakokai.or.jp/news/event/p5149/ 

  【日時】令和 2年 12月 5日(土)午前 10 時～12時 

  【場所】北方みなみ子ども館 

     （住所：本巣郡北方町高屋分木 2丁目 20番地の 1） 

  【対象】小学 3年生～6 年生（会場後方に保護者用の席を設けます。） 

  【参加費】無料 

   

  申込方法等、詳細はこちらを参照ください。 

  資料 1(PDF:312KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216713.pdf 

  資料 2(PDF:3.79MB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216714.pdf 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ 第二回 フードドライブ開催 

  関連するゴール：【1】【3】【10】【11】【16】【17】 

  ＜一般社団法人 Benefit＞ 

  関連 URL http://target-boxing.com 

  【日時】令和 2年 12月 20 日(日) 11：00～16：00 

  【場所】女性専用パーソナルボクシングジム TARGET 

     （住所：岐阜市福住町１-２１ 田中ビル１F） 

  【参加費】無料 缶詰ひとつからでもご寄付をお願いします 

https://www.pref.gifu.lg.jp/】
https://www.wakokai.or.jp/news/event/p5149/
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216713.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216714.pdf
http://target-boxing.com/


  【内容】 

   食品ロス削減運動「家庭の“隅っこ食”を子供達の“幸せ食”に」 

   前回、令和元年 3月に中部地区初！ボクシングジムで開催した 

   フードドライブでは、総重量約 300kgの食品寄付を頂きました。 

 

  申込方法等、詳細はこちらを参照ください。 

  資料 1(PDF:155KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216715.pdf 

  資料 2(PDF:356KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216716.pdf 

  資料 3(PDF:246KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216979.pdf 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ ＳＤＧｓ×地方創生×Withコロナ 

  関連するゴール【8】【11】【17】 

  ＜不易流行 THE実学実践会＞ 

  関連 URL https://fuekiryuko.jp/category/lecture/ 

  【日時】2020年 11月 27 日（金） 

   開場：13:00 開始 13:30～終了 16:00 

   第一部：13:30～14:20 With コロナの中での地方創生について 

   第二部：14:20～15:00 東京海上日動の地方創生の事例 

   第三部：15:10～16:00 不易の会×伊勢志摩研究所×東京海上日動 対談 

  【場所】大垣市情報工房 5 階 セミナー室 

      岐阜県大垣市小野 4丁目 35番地 10 

  【内容】 

   持続可能な地域と自社を創るために、日本の地方創生を牽引してきた 

   東京海上日動火災保険株式会社と全国の地方創生を支援している 

   地方創生コンソーシアムの地方チャレンジクラブと不易流行 THE実学実践会の 

   3者がコラボして、持続可能な地域と自社を創るヒントをお伝えする講演会です。 

  【参加費】無料 

  

  申込み方法等、詳細はこちらを参照ください。 

  資料 1(PDF:157KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217480.pdf 

  資料 2(PDF:614KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217481.pdf 
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■ 「ＳＤＧｓ ｄｅ 地方創生カードゲーム」体験会 

  関連するゴール【8】【11】【17】 

  ＜石徹白地区地域づくり協議会＞ 

  関連 URL https://note.com/takuyaonishi/n/n031af1d694c4 

  【日時】2020年 11月 25 日（水）午前 9時～12時  

  【場所】白鳥ふれあい創造館視聴覚室 

     （郡上市白鳥町白鳥 359 番地 26）※304号室 

  【内容】 

   ◆地方創生とは？◆SDGs（持続可能な開発目標）とは？◆ルール説明 

   ◆カードゲーム体験◆ふりかえり 

   ◆SDGsの視点をまちづくりやしごと、日々の暮らしで活かすために。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216715.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216716.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216979.pdf
https://fuekiryuko.jp/category/lecture/
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217480.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217481.pdf
https://note.com/takuyaonishi/n/n031af1d694c4


   講座で知識を学ぶのではなく、ゲームとして遊びながら中学生～大人が 

   対等に対話できます。 地域や世代、立場や垣根を超えた関わりが産まれ、 

   未来像を共に育むきっかけになります 

  【参加費 1 回】 

   郡上市民 2000円、一般 3500円（通常一般 4000 円） 

 

  申込み方法等、詳細はこちらを参照ください。 

  資料 1(PDF:192KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217488.pdf 

  資料 2(PDF:1.1MB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217489.pdf 
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《２》会員の活動紹介≪ＳＤＧｓの取組みＰＲ２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の達成に向けて街全体で取り組むフードドライブ開催！！ 

  関連するゴール：【1】【3】【10】【11】【16】【17】 

  ＜一般社団法人 Benefit＞ 

  関連 URL http://target-boxing.com 

  ボクシングを通じ、子どもを含む貧困世帯の方々に対し、食事、運動に 

  対する知識と場を提供することで、健康で誰もが笑って暮らせる楽しい 

  社会の実現を目指し活動しています。 

  令和元年 3 月に開催したフードドライブでは、総重量 300kgの食品を提供 

  していただき、各福祉施設・団体に寄付をしました。 

  資料 1(PDF:158KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216981.pdf 
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■ 自転車とファッションを融合したサスティナブルブランドの展開 

  関連するゴール：【3】【5】【12】【13】【14】【15】 

  ＜ヒロタ株式会社＞ 

  近年、自転車での移動は、環境への配慮やコロナ禍での感染リスク低減にも 

  効果があることから、注目を高めています。ブランドを通じて、環境への 

  意識や地域への愛着を拡げるべく、自転車とファッションを融合した 

  ユニセックスアパレルブランド「ＫＥＴＴＡ（ケッタ）」を展開します。 

  今後、アパレル企業として、環境や健康に配慮した新しいライフスタイルの 

  流行を後押していきます。 

  資料 1(PDF:153KB) 

  関連 URL https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217479.pdf 
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《３》マッチング支援体制≪リクエストシート 1 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 

■ 竹林コントロール事業（代替プラスチック事業ほか） 

  ＜牧田まちづくり協議会＞ 

  【概要】竹林コントロールによる防災（減災）、景観美化、共存 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217488.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217489.pdf
http://target-boxing.com/
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216981.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/217479.pdf


  【目的】 

   放置された竹林の分布拡大が著しく、生態系への影響も懸念されます。 

   そのため、竹林の間伐、駆除、有効活用を検証し、竹林との共存を 

   図ります。ゆくゆくは、脱(減)プラスチックに向け、 

   代替プラスチックとしての活用を検証します。 

  【提案を求めたいサービス・アイディア等】 

   竹林による影響を受けるライフラインなどの企業や、すでに竹林に 

   関する研究を実施している機関などに、具体的な手法を求めます。 

 

  様式(PDF:109KB) 

   https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216719.pdf 
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《４》県からのお知らせ≪商工労働部／外国人活躍・共生社会推進課≫ 

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 

■ 岐阜県 IOT コンソーシアム IOT・イノベーション創出セミナーのご案内 

  ＜商工労働部＞ 

  慶應義塾大学の研究員として全国各地で DXの実現に取り組む 

  オークツ株式会社代表の大江貴志氏と、本年 4月に東証一部上場を果たした 

  トビラシステムズ株式会社代表取締役社長の明田篤氏をお招きして、 

  取組みをご講演いただきます。いつの時代にも普遍的に求められる 

  イノベーションの取組みの参考としていただくセミナーです。 

  【日 時】令和 2年 12月 8日（火） 13：00～15：50 

  【会 場】 

   1.オンライン（Zoom ウエビナー）（定員 100名） 

      2.サテライト会場 ソフトピアジャパンセンター 11F 

                       セキュリティセンター（定員 16 名） 

  【スケジュール】 

     13：00～13：10 挨拶 

     13：10～13：50 講演１「今こそ知っておきたい『地域と企業を活かす DX』とは？」 

    14：10～14：50 講演２「テクノロジーで社会課題の解決に挑む」 

     15：10～15：40 パネルディスカッション 

     15：40～15：50 お知らせ 

  【受講対象者】 

   岐阜県 IOTコンソーシアム会員 

     ぎふ IT・ものづくり協議会会員 

      県内製造業・IT 企業・サービス業の経営層 

      デジタル化／DX／IoT 推進を担当される方  

  【参加費】 

   無料（どなたでもご参加いただけます） 

  【申込方法・詳細】 

   下記サイトより申し込み下さい。 

      https://gifuiot.softopia.or.jp/event20201208/ 

      （締切後に視聴用の URLなどの情報をメールにてお知らせします） 

  【お問い合わせ】 

      岐阜県 IOTコンソーシアム事務局(公益財団法人ソフトピアジャパン内） 

      URL：https://gifuiot.softopia.or.jp/ 

      Tel：0584-77-1188    Fax：0584-77-1107   

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/216719.pdf
https://gifuiot.softopia.or.jp/event20201208/
https://gifuiot.softopia.or.jp/


      E-mail：gifuiot@softopia.or.jp 
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■ 外国人とのコミュニケーションに使える「やさしい日本語講座」 

  ＜外国人活躍・共生社会推進課＞ 

   県内５圏域で各１回開催します。 

   •11/20（金）9:30～11:30 美濃加茂市生涯学習センター 

   •12/4（金） 13:00～15:00 飛騨総合庁舎 

   •1/15（金） 13:00～15:00  東濃西部総合庁舎 

   •1/19（火） 13:00～15:00 西濃総合庁舎 

   •1/26（火） 14:00～16:00  長良川スポーツプラザ 

  

  「やさしい日本語」とは、外国人が理解しやすいよう言い換えた簡単な 

  日本語のことです。在住外国人の 76％がやさしい日本語による情報発信を 

  希望しているという調査結果もあり、多国籍化する外国人との 

  コミュニケーション手段として活用が期待されています。 

  この講座では、地域社会における外国人受け入れについての理解を 

  深めるとともに「やさしい日本語」の使い方を学びます。 

  コツをつかめば誰でも使うことができますので、職場での外国人社員 

  とのコミュニケーション促進のために、「やさしい日本語」を 

  取り入れてみませんか。 

 

  お申込み・詳細は以下をご覧ください。 

  （各回開催日の前日まで受け付けています） 

  関連 URL: https://www.pref.gifu.lg.jp/page/109059.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/page/27133.html 

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ー 
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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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