
「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 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2022/9/15 

      「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク 

        会員向けメールマガジン［第 54号］ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

＝≪目次≫＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

《１》事務局からのお知らせ ＜２件＞ 

《２》会員の活動紹介 ＜ＳＤＧｓのお知らせ情報  １件＞ 

《３》会員の活動紹介 ＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ  ５件＞ 

《４》県からのお知らせ ＜３件＞ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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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。 

なお、ご来場者様にはノベルティもご用意しております。 

 

【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 

《２》＜ＳＤＧｓのお知らせ情報  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 

■女性デジタル人財育成プロジェクト 

              ～企業×受講者をつなぐマッチング交流会～ 

                 ＜NPO法人こどもトリニティネット＞ 

  

 出産や育児でブランクのある女性を対象に、女性のデジタル人財育成プロ 

ジェクトと題しスキルアップ講座を実施。社会や企業が求める課題抽出の 

マインドスキルや、デジタルツールの設計スキルを身に着けた受講者と企業 

とのマッチング交流会を行います。 

 

【日 時】 令和４年１１月３０日（水）１３：００～１５：００  

【場 所】 みんなの森ぎふメディアコスモス(岐阜市司町４０番地５) 

【内 容】 岐阜市×NPO 法人こどもトリニティネット×十六銀行×岐阜市 

           女性センターの連携事業で開催する、『デジタル人財育成プロ 

           ジェクト』～未来をつくるデジタル入門～（全 10 回）における 

           マッチング交流会を実施 

【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/318147.pdf 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/318148.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》＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ  ５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 

■環境ボランティア活動 ぎふロードプレイヤー 

                   ＜昭和コンクリート工業株式会社＞ 

  

 ぎふロードプレイヤーの一環で本社付近の歩道のゴミ拾いと除草作業を行い 

ました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/317935.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■技術発表会  

                   ＜昭和コンクリート工業株式会社＞                                         

  

 社員が日頃、業務遂行のために悪戦苦闘し解決・対応した技術、事例、手法 

などを他の社員に知ってもらい今後の業務に生かすため、15 名の技術職社員 

が製品製造に於ける手法の改善、設計解析方法、製品据え付け工事に於いての 

工法紹介とその改善策を発表しました。 

   

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/317936.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■子ども食堂への収穫野菜寄付 

                        ＜羽島市立竹鼻中学校>  

  

 本校では，今年度より給食の残飯を有効活用するために，コンポストを利用 

した肥料づくりに取り組んでいます。そこでできた肥料を使って，７月から 

野菜作りに挑戦しました。このたび，収穫できた野菜（今回はミニトマト）を 

地域の子ども食堂（はしま竹のこ会主催たけはな子ども食堂）へ届けました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/317937.pdf 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■こども参観日 

                  ＜昭和コンクリート工業株式会社＞   

  

 従業員のお子さん（小学生）を対象に親が働く現場を見学してもらい、親 

の仕事への理解、上司・同僚による子育てへの理解、家庭でのコミュニケー 

ションの促進を図りました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/317938.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■＜高齢者の生活を支える活動＞安全安心な地域づくり 

                  ＜株式会社ハートコンサルタント＞   

  

 ひるがの高原に白山と別山を眺めながら別荘のように過ごせる「有料老人 

ホーム おひさまの大地」、「グループホーム おひさまの大地」を開設しました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/317939.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 

《４》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 

■Dearぎふジョ！プロジェクト「マインドアップ講座」開催について 

                  ＜男女共同参画・女性の活躍推進課＞ 

               （男女共同参画・女性の活躍支援センター) 

 

 県では、仕事と家庭の両立、再就職への不安など様々な悩みを抱える女性を 

支援し、その活躍を応援する事業「Dearぎふジョ！プロジェクト」を展開して 

います。 

このたび、仕事と家庭の両立などに悩みながらも再就職を目指す女性を対象に、 

様々な悩みの解決に向けた「マインドアップ講座」を開催します。 

 

【日 時】令和４年９月２９日(木)、１０月１３日(木)、１０月２７日(木)、 

          １１月１１日(金)、１２月１日(木) 

          いずれも１０：００～１２：００  



          オンラインと対面参加の同時開催 

【対象者】再就職を希望する女性、再就職に不安を抱える女性 

【定 員】各回定員４０名 

         （オンライン２０名＋対面２０名・定員に達した場合は抽選） 

【参加費】無料（事前申込要） 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  チラシ：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/312949.pdf 

  Ｈ Ｐ：https://gifujo.pref.gifu.lg.jp/event/2022/08/dear-15.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 

■Dearぎふジョ！プロジェクト「働くママ・パパ応援講座」開催について 

                 ＜男女共同参画・女性の活躍推進課＞ 

               (男女共同参画・女性の活躍支援センター) 

  

 県では、仕事と家庭の両立、再就職への不安など様々な悩みを抱える女性 

の活躍を応援する事業（Dearぎふジョ！プロジェクト）を展開しています。 

 このたび、女性の継続就業の支援を目的に、育児休業取得後の職場復帰に 

ともなう不安を解消し、仕事と家事・育児の両立のコツをお伝えする「働く 

ママ・パパ応援講座」を開催します。 

 

【日 時】令和４年１０月８日（土）、１０月１９日（水） 

     いずれも１０：００～１２：００ 

     （第１回）対面＆オンラインのハイブリッド   

      (第２回）オンライン 

【対象者】育児休業中の方とそのパートナー 

     （育児休業中の方だけの参加も可能） 

     企業の経営者・人事担当者 

【定 員】(第１回) 対面１５名、オンライン１５名 

      (第２回) オンライン３０名 

【参加費】無料（事前申込要） 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

 チラシ(表)：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/313649.pdf 

 チラシ(裏)：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/313650.pdf 

 ＨＰ：https://gifujo.pref.gifu.lg.jp/event/2022/08/dear-18.html               

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



■「岐阜県温室効果ガス排出削減 業種別実務セミナー」開催について 

                        ＜脱炭素社会推進課＞ 

 

 県では、県内の事業者の皆様の温室効果ガス排出削減への取組みを支援 

するため、「窯業・土石製造業」、「機械製造業」、「卸売業・小売業」、「鉄鋼、 

非鉄・金属製品製造業」の４分野の業種別実務セミナーを開催します。 

 

【日時】当日の対象業種と異なる業種の事業者様のご参加も可能です。 

・窯業・土石製造業：令和４年９月２０日（火）１４：００～１６：００ 

・機械製造業：令和４年１０月１２日（水）１４：００～１６：００ 

・卸売業・小売業：令和５年１月～２月予定（※） 

・鉄鋼、非鉄・金属製品製造業：令和５年１月～２月予定（※） 

 （※決まり次第、改めて配信します） 

【実施方法】 

Web会議システム「Zoom」によるオンライン開催 

【内容】 

 ・国の動向や中小事業者に期待すること 

 ・脱炭素事例：脱炭素を進めた経緯（サプライチェーンとしての必要性）や 

   具体的な取組み 

 ・業種別の温室効果ガス削減方法について 

 ・クレジット再エネ証書について 

【参加費】無料 

【参加方法】 

脱炭素社会推進課の HP（URL：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26115.html) 

内に、各分野の Zoomウェビナー登録 URLを掲載いたします。セミナー開始 

５分前までに Zoomウェビナー登録 URLから以下の必要事項の登録をお願いします。 

①企業・団体名 ②部署 ③役職 ④お名前 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス 

登録後、Zoom参加 URLを記載したメールが届きます。 

セミナー視聴後、簡単なアンケートがあります(Web上で入力します)。 

【問合せ先】 

会社名：中外テクノス株式会社 

担当者名：武鎗(タケヤリ)、加藤(カトウ) 

電話番号：03-6374-2228 

メールアドレス：gifu_ghg@chugai-tec.co.jp 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

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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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  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 


