
「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員各位 

 

本メールマガジンでは、「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員の 

皆様へ関連情報を提供しています。 

是非、県内でＳＤＧｓに取り組まれている企業・団体の皆様へもご周知ください。 

 

【「第 7波」感染急拡大継続への対応 ～岐阜県 BA.5対策強化宣言～】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/240741.html 

 

【岐阜県公式ホームページ(ＳＤＧｓ)】 

   https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26370.html 
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《１》＜ＳＤＧｓのお知らせ情報  ２件＞ 
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■「Nakatsugawa Sustainable Day (なかつがわ サステナブル デイ)」 

  (ＳＤＧｓ体験イベント)   

                          ＜中津川市役所＞ 

 

 ＳＤＧｓを自分事として捉えもらい、日常生活での意識向上を図るために、 

中津川市を中心にＳＤＧｓにつながる取り組みをしている方をお招きし、体 

験・展示・販売などを通じて、ＳＤＧｓをより身近に感じてもらう体験型の 

イベントを開催します。 

 

【日 時】 令和 4年 9月 11日（日） 10時～15時 

【場 所】 中津川市都市緑地公園、ルビットタウン中津川店屋外駐車場 



【内 容】 ・体験ブース：ＳＤＧｓゴールに関連する体験ブースを設置 

        例.児童向けのプログラミング体験など 

      ・マーケット：ＳＤＧｓ、地産地消につながる商品の販売 

        例.地元食材、オーガニック食材を使用したお菓子など 

【参加費】 無料 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/312400.pdf 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/312402.pdf 
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■【講演会】第 3回「SDGsを知ろう！in イオンモール各務原」 

                            SDGs 講演会 

                   ＜株式会社ＴＫ事業開発研究所> 

  

 イオンモール各務原で開催される SDGs イベントの一つです。岐阜県下の 

皆様に「SDGsを知っていただく機会をご提供する」という開催目的のもと、 

SDGsを各業界の有識者による経験と視点でお話しいただく講演会です。 

 

【日 時】 令和 4年 9月 14日（水） 15時～16時 30分 

                  （開場は 14時 30分） 

【場 所】 イオンシネマ各務原 

      （各務原市那加萱場 3-8 イオンモール各務原 3F） 

【内 容】 SDGs の取組み事例をあげるどなたにもわかりやすい講演 

      ・清流の国ぎふ SDGs 推進ネットワーク・リーディング会員 

       としての取組み（東京海上日動火災保険株式会社） 

      ・クレヨンでつなぐ、『もったいない』こころ～企業と地域で 

       取り組める SDGs アクション～（株式会社リリフル） 

      ・各務原市役所が取組む SDGs（各務原市） 

      ・女性活躍から働き方改革、そして SDGsへ～働きやすさと 

       働きがいの両立へ～（三承工業株式会社） 

【参加費】 無料 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/313293.pdf 
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《２》＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ  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 

■ 夏休みだよ！全員集合♪「マーブルクレヨンマルシェまつり」 

                        ＜株式会社リリフル＞ 

  

 マーブルクレヨン作りや、地域と企業が一体となった音楽会やマルシェを 

開催し、「もったいない」を考えるきっかけ作りを行いました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/312404.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■封筒や見積書表紙に森林認証紙（FSC 認証紙）を採用    

                       ＜株式会社安部日鋼工業>                                        

  

 当社は適切に管理されていると認めれた森林から生産された木材やその他 

適切な森林資源の使用につながる原材料を使用した製品（FSC 認証紙）を  

封筒や見積書などに採用することで持続可能な自然資源の利用に取り組んで 

います。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/312405.pdf 
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■環境ボランティア ぎふロードプレーヤー実施 

                         ＜株式会社長瀬土建＞ 

  

 ぎふ・ロード・プレーヤーの一環で、県道沿い久須母橋周辺のゴミ拾いや 

除草作業など道路維持・美化活動を行いました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/312406.pdf 
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《３》県からのお知らせ ＜２件＞ 
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■「オール岐阜・企業フェス」出展企業募集のご案内 

                          ＜産業人材課＞ 



 

 岐阜県では、県内最大級の出展企業数を擁する合同企業展「オール岐阜・ 

企業フェス」を平成２８年度から実施しております。今年度は 3年ぶりの 

対面形式とＷＥＢ形式のハイブリッド型で開催します。 

 ついては出展企業を募集しますので、是非ご応募ください。 

 

【今年度の特徴】 

・「業界サプライチェーンと岐阜のしごと」を開催テーマとし、一般消費者の 

 知名度が低くなりがちな、ＢtoＢ（企業間取引）、ＯＥＭ（他社ブランド生産） 

 等に携わる中小企業が果たしている重要な役割や、製造、建設、福祉、小売り 

 など様々な業界及び経済の成り立ちを学ぶことができる就活イベント。 

・開催場所を交通のハブであるＪＲ岐阜駅周辺にすることにより、名古屋方面 

 への通勤・通学者にも参加を呼び掛ける。 

・高校生、保護者、教員に限定した「高校生の日」を設ける。 

・対面開催に先駆け、出展企業の情報を掲載した専用ＷＥＢサイトを開設。 

【開催日時・場所】 

・一般開催日 令和５年２月２１日（火）～２月２４日（金） 

       じゅうろくプラザ 

・高校生の日 令和５年３月１１日（土）      

       ソフトピアジャパンセンター 

【出展企業募集期間・出展企業募集数】 

  ８月８日（月）～９月２日（金） ４００社程度 

【申込方法】以下の県ホームページの専用ページより確認ください。 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=618 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/110688.html 
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■岐阜県子どもの居場所応援センター『応援サポーター』の登録について 

                          ＜子ども家庭課＞ 

 

  県では、「子どもの居場所」に対する企業等からの食料支援等のマッチ 

ングや、居場所運営についての情報発信・相談支援などを通じ、県内全域の 

「子どもの居場所」を総合的にサポートする、「岐阜県子どもの居場所応援 

センター」の運営を、本年度より岐阜県社会福祉協議会に委託しました。 

 当センターでは、食品等の寄贈やボランティアとして「子どもの居場所」 



を支援したい企業や団体や、食料等支援や相談支援を受けて活動したい「子 

どもの居場所」を運営する団体を、子どもたちの『応援サポーター』として、 

登録してもらうことにより、サポート業務を進めていきます。 

 ついては、8月 1日から、県内の企業や団体、「子どもの居場所」に対し、 

広く『応援サポーター』として登録いただくよう、募集を開始しますので 

お知らせします。 

 

【概要】 

下記①・②として登録 

 ①「子どもの居場所」の活動を支援するする団体や企業 

 ②「子どもの居場所」を運営する団体 

 ※子どもの居場所を応援する方法 

  ・食品や日用品、衛生用品、学用品等の寄付 

  ・ボランティアとしての協力（居場所のスタッフ、支援物資の運搬等） 

【登録方法】 

岐阜県子どもの居場所応援センターホームページを参照の上、 

申込フォームより登録 

ホームページ：https://www.winc.or.jp/contents/volunteer/kiocenter/ 

申込フォーム：https://forms.gle/PPD6v958RbQnXYmb8 

 

  詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/239161.html 
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《４》事務局からのお知らせ ＜２件＞ 
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■「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進セミナー（現地見学会） 

 

 令和 4年度に実施するＳＤＧｓ推進セミナーの第２弾として、下記のとおり 

開催します。今回は、リコージャパン株式会社 岐阜支社との共催により、 

現地見学を通じて、脱炭素社会の実現に向けた取組みなど、社内の実践事例を 

実際に目で見て体験できる初の試みとなりますので、ぜひご参加ください。 

 

【日 時】 令和４年 9月 5 日(月)  14：00～16：00（13：30 受付開始） 

【場 所】 リコージャパン株式会社 岐阜支社（岐阜市鏡島南 2丁目 13番地 3） 

      ※現地に直接集合していただきます 



【主 催】 岐阜県、リコージャパン株式会社 岐阜支社 

【参加費】 無料（事前申込制） 

【内 容】 【１】座学（ＳＤＧｓの達成に向けた取組みの説明） 

           【２】現地見学（社内での実践事例の紹介） 

      【３】質疑応答・意見交換会  

【申込期限】令和４年８月２３日（火） 

【申込方法】①ウェブでのお申込み 

       ※こちらの「参加申込フォーム」をご利用ください。 

              https://logoform.jp/form/T8mB/128202 

            ②E-mail、ＦＡＸによるお申込み 

            ※こちらの「参加申込書」をご利用ください。 

              https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/311767.docx 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/311751.pdf 
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■令和４年度「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク連携促進補助金 

 二次募集について 

 

 この度、「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークの会員が実施する 

「ＳＤＧｓの普及啓発」に資する事業に対する支援として、ＳＤＧｓ推進 

ネットワーク連携促進補助金の二次募集を開始していますので、ぜひご活用 

ください。 

 

  【補助事業】①イベント開催事業 

        ②情報発信事業 

        ③人材育成事業 

        ※①～③いずれかを選択して申請してください 

  【補助事業者】「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員 

        ※個人、県関係機関を除く 

        ※市町村は、別メニュー有り（HP参照） 

  【補助金の額】・補助率  

          補助事業①～③いずれも 1/2以内 

         ・補助限度額 

           補助事業① 上限 50万円、下限 5万円 

          補助事業② 上限 30万円、下限 5万円 



          補助事業③ 上限 20万円、下限 5万円 

  【申請期限】令和 4年 9月 30日(金) 

 

 補助金交付要綱や様式等、詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/239453.html 
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■ 配信先（＝連絡先）メールアドレスの変更は、 

  事務局（ c11123@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 
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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  
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      岐阜県清流の国推進部ＳＤＧｓ推進課 ＳＤＧｓ推進係内 

      TEL  058-272-8251（直通） FAX  058-278-2562 

      Email c11123@pref.gifu.lg.jp  
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