
「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」リバウンドの阻止】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/254268.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 ＜１件＞ 
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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 

 三次募集について 

 

 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三次募集を開始しますので、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 11月 30日(水) 

 

  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/255064.html 
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《２》＜ＳＤＧｓのお知らせ情報 ３件＞ 
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■【イベント】ぎふウィメンズフェスタ 2022 における企業出展者募集 

                        ＜NPO法人クローバ＞ 

  

 岐阜にかかわる女性が活躍を発信できる場として、また子育て世代のコミュ 

ニケーションや居場所作りを行う場としてイベントを開催しますので、出展 

希望者を募集しています。出展企業同士や出展者と企業の協働が出来る場と 

してぜひご活用ください。 

 

【日 時】 令和４年１１月１１日（金）・１２日（土）  

【場 所】 マーサ 21内マーサスクエア（トイザらス前） 

【出展料】 問い合わせ要 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323865.pdf 

    https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323904.jpg 
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■山を楽しむ 親子木工教室 in 四国山 



                             ＜山県市＞ 

  

 山（自然）への愛着と山（自然）への理解を深めることや自然豊かな地に 

住んでいることへの喜びを感じてもらうことを目的とし、小学生を対象に、 

山登りや間伐材を使用した木工教室を行います。ぜひご参加ください。 

 

【日 時】 令和 4年１１月１３日（日） 

【場 所】 四国山香りの森公園（香りドーム） 

      山県市大桑 726-1 

【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/323818.pdf 

   https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323819.pdf 
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■SDGs体験イベント in 大垣 

               ＜JPコーチ＆コンサルティング株式会社＞ 

  

 「SDGsの認知普及啓発活動」「企業、団体における SDGsの取組への 

きっかけづくり」「SDGsイベントでつながるコミュニティづくり」を目的と 

し、大垣市での SDGsの取組みを知って体験いただくイベントを開催します。 

3 社（大垣西濃信用金庫・東海海上日動火災保険・JP コーチ＆コンサルティ 

ング）共同イベントになりますので、是非ご参加ください。 

 

【日 時】 令和４年１１月２３日（水・祝）１０：００～１６：００ 

【場 所】 大垣公園 城西広場 

      (大垣市郭町 2丁目 53番地) 

【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/323842.pdf 
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《３》＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ ４件＞ 
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■「第 3回 SDGsこどもミーティング～チャレンジ！ でてくる？ つくる♪ 

   リサイくる↻ ～」を開催 



                         ＜和光会グループ＞ 

  

 SDGsの主人公は 2030年の社会で活躍する今のこどもたち。自分の身近 

なテーマから SDGsを学び、その先の未来のこども達へバトンを渡すために、 

SDGsに取り組むきっかけにしていただきたいと願い、昨年に続いてイベント 

を開催しました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323821.pdf 
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■高山市立久々野保育園現場見学会 

                         ＜株式会社長瀬土建＞  

 

 道路建設の工事作業の様子等を直接見ることにより、建設業の仕事を知って 

もらい、学習の機会を提供しました。 

   

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323822.pdf 
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■高山市立久々野小学校現場見学会 

                         ＜株式会社長瀬土建＞  

 

 豪雨災害による復旧工事作業の様子等を直接見ることにより、建設業の仕事 

を知ってもらい、さらに防災への意識を高める機会を提供しました。 

   

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323823.pdf 
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■アルミ缶回収 

                        ＜羽島市立竹鼻中学校＞  

 

 生徒会でアルミ缶回収を行い、環境負荷の減少に貢献しています。 

また、アルミ缶回収の収益で、自分たちの学校生活に役立つものを購入し、 

学校の環境整備も行っていこうと考えています。   

  

 詳細はこちらをご覧ください。 



  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323824.pdf 
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《４》マッチング支援 ＜リクエストシート２件＞ 
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■廃材を利用した工作教室「ものづくりワークショップ」の開催 

              ＜世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ＞ 

 

【事業の概要】 

 世界淡水魚園水族館にご来館いただいたお客様を対象に工作教室「ものづくり 

ワークショップ」を開催（土日祝日）しています。 

生き物をテーマとした工作を作ることで、生き物への興味を高めることを目的 

としています。 

【提案を求めたいサービス・アイディア等】 

・県内産の間伐材や和紙や織物の端切れ、陶器やタイルの破片、その他、 

 工作の材料となりそうなものの募集 

・ご提供いただける材料を活かした工作のアイディアの募集 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323826.pdf 
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■「ボトルキャップバスケット」（ペットボトルキャップ回収活動） 

                        ＜(株)スーパーメイト＞ 

 

【事業の概要】 

 お客様からペットボトルキャップを回収し、買い物カゴの材料として再 

利用することで SDGs実現を目指します。 

【提案を求めたいサービス・アイディア等】 

・ペットボトルキャップの回収を協働していただける企業、団体様の募集 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/323827.pdf 
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《５》県からのお知らせ ＜2件＞ 
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■岐阜県 ＳＤＧｓ未来都市計画（第２期）素案 に対する 

  県民意見募集（パブリック・コメント） 

                         ＜ＳＤＧｓ推進課＞ 

 

 県では、令和２年８月にＳＤＧｓ達成に向けた主な取組みをまとめた 

「ＳＤＧｓ未来都市計画（令和２～４年度）」を策定し、「オール岐阜」で 

ＳＤＧｓの推進に取り組んでいます。 

 今年度、この計画が終期を迎えることから、外部有識者等からなる 

「『清流の国ぎふ』ＳＤＧｓ推進会議」を３回開催し、ご意見を伺いながら、 

「岐阜県 ＳＤＧｓ未来都市計画（第２期）」の策定に向けた検討を進めてお 

ります。 

 このたび、素案がまとまりましたので、皆様からのご意見を募集します。 

 

【募集期間】～2022年 11 月 25日(金)まで 

【計画の閲覧方法等】https://www.pref.gifu.lg.jp/page/252979.html      

【問合先】岐阜県 清流の国推進部 ＳＤＧｓ推進課 企画連携係     

     メール：c11123@pref.gifu.lg.jp  

      電話：058-272-1111（内 2248） 
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■「2022 ぎふ ものづくり × DX フェス｣を開催(11 月 24日) 

   大人気 ものづくり系 YouTuber「ものづくり太郎」氏による DXセミナー 

           ～ 参加者募集中!! ～ 

                       ＜産業デジタル推進課＞ 

 

 県内製造業・ものづくり企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に 

取り組むきっかけにしていただくため、ものづくり系大人気 YouTuber｢もの 

づくり太郎｣氏による講演をメインプログラムとする、｢2022 ぎふ ものづく 

り× DX フェス｣を開催しますので、ぜひご参加ください。 

 

【日 時】2022年 11月 24日(木) 11:00～17:30 

【会 場】テクノプラザ本館 4階 プラザホール 

      岐阜県各務原市テクノプラザ 1-1 

      https://www.gifu-techno.jp/      

【内 容】 

①DXセミナー（事前申込制） 



 パート１ ものづくり系 YouTuber ものづくり太郎氏  

      講演『Digitize or Die』 

 パート２ 県内製造企業による DX事例紹介 

 パート３ ものづくり太郎氏と県内製造企業によるパネルディスカッション 

②DXミニ EXPO（フリー入場制） 

 製造業・ものづくり企業の DXをサポートする企業等が出展し、DXに取り 

 組むためのマッチングの場として活用いただける展示･商談会です。 

  ※詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/251720.html 

【参加方法】 

 参加費は無料です。ただし、DXセミナーのみ、事前申込制となりますので、 

 以下のアドレスから、申込みフォームにアクセスいただきお申込みください。 

  ※締切り：11月 14日(月) 

  https://www.tpdx.pref.gifu.lg.jp/event/ 

【問合先】事務局(事業受託者) (株)VRテクノセンター     

     メール：tpdx@vrtc.co.jp 電話：058-379-2235 

     主催者 岐阜県 
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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  

      〒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  
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