
「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》事務局からのお知らせ ＜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 

■清流の国ぎふＳＤＧｓ推進フォーラムの開催について【参加者募集中】 

  

 ２０１５年にＳＤＧｓが国連で採択されて７年が経過し、２０３０年までの 

目標達成に向けて、いよいよ来年には「折り返し地点」を迎えます。 

新型コロナウイルス感染症等の影響により社会経済のあり方やライフスタイルが 

大きく変わった昨今、改めてＳＤＧｓの本質に迫り、一人ひとりの努力をどのよ 

うに「持続可能な世界」の実現につなげていくかについて探る「ＳＤＧｓ推進 

フォーラム」を下記のとおり開催しますので、是非ご参加ください。 

 

【日 時】 令和４年１０月４日（火）１３：３０～１５：３０ 

【場 所】 ぎふ清流文化プラザ２階「長良川ホール」 



      (岐阜市学園町３－４２) 

【参加費】 無料（要申込） 

【定 員】 ２５０名（先着順） 

【内 容】  

第１部「基調講演」 

 テーマ：肝心なのは「つながる・つなげる」こと 

     ～一人ひとりの努力を「持続可能な世界」に 

                 向けた大きな流れにしていくために～ 

 講  師：稲場 雅紀 氏 (ＮＰＯ法人アフリカ日本協議会 共同代表 

              政府「ＳＤＧｓ推進円卓会議」構成員) 

第２部「パネルディスカッション」 

   テーマ  ：わたしたちの考えるＳＤＧｓのカタチ 

 パネリスト：篠田 花子 氏(一般社団法人ヒトノネ 代表理事) 

       神田 浩史 氏(ＮＰＯ法人泉京・垂井 副代表理事) 

       松永 宗憲 氏(坂下小水力発電株式会社 代表取締役) 

       三島 愛 氏、瀧 朋花 氏 

       (郡上北高校３年生 食品ロス減らし隊リターンズ) 

       ※稲場氏はパネルディスカッションにも参加 

   進  行  ：平松 亜希子 氏(フリーアナウンサー) 

 

  詳細はこちらをご覧ください。 

   HP：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94353.html 

  チラシ：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/316361.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■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 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

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 

《１》＜ＳＤＧｓのお知らせ情報  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 

■【啓蒙・学習イベント】第 3 回 SDGs こどもミーティング   

                         ＜和光会グループ＞ 

 

 「SDGsの主人公は、SDGs のゴール年である 2030 年に社会の中心と 

なって活躍している今のこどもたちではないか？」。そんな視点から、今の 

こどもたちにこそ地域の未来について考え、学んでいただきたいと、「SDGs 

こどもミーティング」を今年も企画、開催します。現在、参加頂ける小学生を 

募集しています。 

 

【日 時】 令和４年１０月１６日（日） １０時～１１時４５分 

【場 所】 和光会グループ・ナーシングケア寺田 

      （住所：岐阜市寺田 7 丁目 85 番地）【Zoom 発信】 

【参加費】 無料 

【内 容】  

今年は「チャレンジ！でてくる？つくる♪リサイくる↻」がテーマ。 

リサイクル、食品ロスといった SDGs の 12 番ゴール「つくる責任、つかう 

責任」にフォーカスする内容を企画中です。リボベジ〈リボーンベジタブル、 

再生野菜〉を使った料理を紹介したり、「脱プラ」の一環として木製の 

「MYスプーンづくり」のワークショップを行ったりします。また、SDGsに 



関するプチセミナーのほか、岐阜市立則武小学校の児童による学習発表や SDGs 

クイズなども予定しています。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  ＨＰ：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/315489.pdf 

 チラシ：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/315519.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■【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 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

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 

《２》＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ  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 

■社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会×サンメッセ株式会社  



 SDGs連携と協力に関する包括協定を締結 

                        ＜サンメッセ（株）＞ 

  

 2022年 8月 11日（木・祝）、大垣市情報工房にて開催された「令和 4年度 

大垣市福祉大会」において、社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会と当社は、 

SDGs連携と協力に関する包括協定を締結しました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/315493.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■大垣市社会福祉大会において 

 「ＳＤＧｓ宣言」と「サンメッセ（株）とのＳＤＧｓ協定」、講演会を実施  

                 ＜社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会>                                        

  

 「ＳＤＧｓ」の活動は、まさに社協事業、特に本会が提唱する「誰もが安心 

して暮らすことができるまち」に必要なコンセンサスと考え、事業計画の基本 

指針に位置付けています。令和４年度大垣市社会福祉大会において、ＳＤＧＳ 

啓発を踏まえた様々なアプローチを市民の方々に展開しました。  

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/315752.pdf 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/315498.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■子どもの居場所づくり 

       わくわく サマ―スクールでＳＤＧｓバランスボールに挑戦！ 

                 ＜社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会>   

  

 コロナ禍、より子供の居場所や活動する場が少ない状況下、学習支援を通 

じた子どもの居場所づくりを目的にサマースクールを開催しました。今回は、 

ＳＤＧｓの学習として、ＳＤＧｓを広げる（株）フェライズさんに「バランス 

ボール」を活用したプログラムで実施しました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/315502.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 



■廃棄もやしの飼料転用 

                       ＜三宝化学工業株式会社>   

  

 廃棄もやし＝産業廃棄物を、環境ベンチャー企業と連携して、工場内に  

もやしの水分調整を行う機械を導入、固液分離の上 pH 調整を行うことで、  

家畜の飼料として転用した結果、産廃処分の低減を行いながら、環境への  

配慮を行う事ができました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/315500.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

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 

《３》県からのお知らせ ＜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 

■「障がい者雇用推進セミナー」参加者募集について 

                           ＜労働雇用課＞ 

 

 県では、障がい者雇用を推進するため、9月の障がい者雇用支援月間に 

合わせて、企業等の経営者や人事担当者向けのセミナーを開催します。 

是非ご参加ください。 

 

【日  時】 令和４年９月１６日（金）１３：３０～１５：３０ 

【場  所】 岐阜県図書館 1階 多目的ホール（岐阜市宇佐 4-2-1） 

【内  容】 第１部：令和 4年度障がい者雇用優良事業所等表彰式 

       第２部：障がい者雇用推進セミナー 

       (1) 「障がい者の雇用の現状と障がい者雇用施策の動向」 

          講師：岐阜労働局職業安定部職業対策課 

             地方障害者雇用担当官 吉田 恵 氏 

       (2) 「先進事業所における障がい者雇用の取組紹介」 

          講師：社会福祉法人 杉和会 理事長 若山 宏 氏 

【定  員】 ７０名（先着順） 

【申込方法】 FAXまたは下記ホームページ記載の申込フォームより申込 

【申込期限】 令和４年 9月９日（金） 

【参 加 費】 無料 

 

 



詳細はこちらをご覧ください。 

  ＨＰ ：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/172275.html 

 チラシ：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/313367.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■「清流の国ぎふ女性の活躍推進フォーラム」の参加者募集について 

                 ＜男女共同参画・女性の活躍推進課＞ 

 

 本県と県内経済団体等で構成する「清流の国ぎふ女性の活躍推進会議」では、 

女性活躍に向けた企業の取組みを促進するため、「清流の国ぎふ女性の活躍推進 

フォーラム」を開催します。 

 本フォーラムでは、「ぎふ女のすぐれもの」の認定式を行うとともに、「女性 

の活躍が生み出す新たな価値」をテーマに、トークセッションを行います。 

多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。 

 

【日  時】 令和４年１０月８日（土）１５：３０～１６：４０ 

【場  所】 関ケ原ふれあいセンター（不破郡関ケ原町大字関ケ原 894-29） 

【内  容】 ①「ぎふ女のすぐれもの」認定式 

       ②トークセッション テーマ「女性の活躍が生み出す新たな価値」 

        登壇者：佐藤 美加 氏(司会) 

            坪内 知佳 氏 

            古田 肇岐阜県知事 

       ※坪内氏は、漁業の世界に女性一人で飛び込み、漁師集団を企業 

        に転換し、六次産業化を実現した経験の持ち主です。坪内氏を 

               モデルにした、日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストペンギン！』 

               が１０月にスタート予定です。（毎週水曜日 午後１０時～） 

        https://youtu.be/MUYYZaQSzW4 

【定  員】 １５０名（先着順） 

【申込方法】 下記「チラシ」裏面に必要事項をご記入の上、メール、FAX 

       または郵送にてお送りください。 

【申込期限】 令和４年 9月２２日（木） 

【参 加 費】 無料 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

  ＨＰ ：https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/104675.html 

 チラシ：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/314505.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



■令和 4年度「清流の国ぎふ健康経営優良企業」の表彰企業募集について 

                          ＜保健医療課＞ 

 

 県では、働き盛りの県民の健康づくりを推進するため、平成 30年 9月に 

「清流の国ぎふ健康経営推進事業」を創設し、県内の企業による従業員の健康 

に配慮した経営を促進しています。 

 こうした中、健康づくりについて優良な取組みを行い、県内企業の目標とな 

る企業を表彰するために、下記のとおり募集します。 

 

【 募集対象 】・「清流の国ぎふ健康経営推進事業」において、 

              「清流の国ぎふ健康経営宣言企業」として登録された企業 

             ・令和 4年 9月 8日（木）までに上記登録の申請をした企業 

【表彰企業数】大規模企業部門、中小規模企業部門 各 3社程度 

【 募集期間 】令和 4年 8月 22日（月）～9月 22日（木）17時 15分 

       （簡易書留、メールで提出の場合は期限までに必着） 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/240452.html 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

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 

■ 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 

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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