
「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。 

 

【岐阜県医療ひっ迫警戒宣言～かつてない年末年始を避けるために～】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/260300.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 １件＞ 
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■【講演会】大垣市民会館 SDGs 

     「ローカリティと発酵 in 大垣 ＃ただいま発酵中 公開収録」                     

                 ＜公益財団法人 大垣市文化事業団＞ 

  

 大垣市民会館では、敷地内の様々な植物の落ち葉や剪定枝を使った木枠コ 

ンポストの堆肥作りなどを行い、SDGsへの取組みを行っています。講演会 

では、発酵をテーマにしたポッドキャストでおなじみの発酵デザイナー・小 

倉ヒラク氏を講師にお招きし、「♯ただいま発酵中」の公開収録を実施します。 

また、大垣の歴史に詳しいゲスト出演もあり、大垣の文化についてもご紹介 

します。ぜひご参加ください。 

 

【日 時】令和４年１２月１８日（日） １４：００～１５：００  



【場 所】大垣市民会館 大会議室１（管理棟３階） 

     （大垣市新田町 1-2） 

【参加費】500円 

【内 容】東海と近畿の要素が混じり合うまち・大垣を発酵の視点から深堀 

     りし、発酵や微生物を語るのにかかせない博物学者カール・フォ 

     ン・リンネとつながりのある大垣の先賢について 

     ○講師/小倉ヒラク（発酵デザイナー） 

      海外でも発酵文化の伝道師として活動するほか、雑誌、 

      ラジオ、テレビでも活躍 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/327465.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《２》＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ ５件＞ 
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■企画経済委員会委員協議会 

                        ＜株式会社長瀬土建＞ 

  

 地域と企業のマッチングしたＳＤＧｓ経営として取り組んできた活動を 

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/327251.pdf 
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■本社消防・震災訓練 

                   ＜昭和コンクリート工業株式会社＞  

 

 火災・地震時に速やかな、行動や対応が行えるよう中消防署立会のもとに 

消防・避難訓練を行いました。 

   

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/327252.pdf 
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■令和４年度 高山市小中学校長会 講演 

                         ＜株式会社長瀬土建＞  



 

 SDGsとして取り組んできた環境美化ボランティア活動やインターンシッ 

プ、保育園児・小中高校生の現場見学会や講演会など、企業としての活動を 

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/327253.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■第４２回 地域産学官と技術士合同セミナー 

                         ＜株式会社長瀬土建＞  

 

 防災に貢献するために、技術士が今、これからなすべきことを題材にパネ 

ルディスカッションを行いました。保育園児、小中高校生の現場見学会や講 

演会など、地域との連携などについても発表しました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/327254.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■大垣市民会館 SDGsワークショップ 

            「それいけモザイク！大お絵かき」の実施 

                 ＜公益財団法人 大垣市文化事業団＞  

 

 2022年 10月 9日(日)・10日(月・祝)13:00～16:30の 2日間、地域にゆか 

りのある講師を招き、会館にある大垣ゆかりの作家の作品と関連するワーク 

ショップを開催しました。また、制作作品の材料として地元企業から提供を 

受けた廃材を利用し、参加者それぞれの個性を生かした大きな作品を制作す 

るワークショップを開催しました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/327466.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《３》県からのお知らせ ＜４件＞ 
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■LINE「岐阜県＿公式防災アカウント」について 

                             ＜防災課＞ 



 

 県では、コミュニケーションツールとして世代を問わず活用されている 

LINE上に県公式防災アカウントを開設し、平時から災害時まで幅広く防災 

情報を発信しています。 

 令和 4年７月 12日からは、LINE上で「ぼうさい」ポイントを貯めれるよ 

うになっており、一定数貯めると防災グッズ等を進呈していますので、ぜひ 

「友だち登録」の上、ご活用ください。 

 

【内容】・各市町村に応じた気象情報・避難情報の自動配信（市町村の登録が 

     必要です） 

    ・大雨や大雪、火災予防など、随時注意すべき気象情報・防災情報の 

         配信 

    ・防災イベントの開催に関するお知らせの配信 

    ・メニュー画面から「ハザードマップ」「警報・注意報」「避難情報」 

     等の確認が可能。 

 

【登録方法】下記公式アカウント HPの「友達追加ボタン」もしくは二次元 

      コードより追加ください。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  公式アカウント HP：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/209242.html 

  ぼうさいポイント HP：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/210761.html 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■岐阜県プラスチック・スマート事業所「ぎふプラスマ！」の募集 

                          ＜廃棄物対策課＞ 

 

 県では、脱炭素、大気汚染や海洋汚染の防止などを通じた持続可能な社会・ 

自然環境の構築に向けて、事業者、県民、行政が一体となってプラスチック 

資源の循環を促進していくため、令和元年度に創設した「ぎふプラごみ削減 

モデルショップ制度」を「岐阜県プラスチック・スマート事業所『ぎふプラ 

スマ！』」登録制度に全面リニューアルし、プラスチック資源の循環に取り組む 

全ての事業所を対象に、登録事業者を募集します。 

 

【対 象 者】下記取組みを１つ以上行う事業者（業種は問いません。） 

【取 組 み】・使い捨てプラスチックの使用合理化 

       ・再生材や、バイオプラスチックや紙などの再生可能資源への 



        適切な代替を促進 

       ・使用済みプラスチック資源のリサイクル 

       ・その他プラスチック資源循環に資する取組み 

【申込方法】県ホームページ（下記リンク）の「登録届出書」を記入いただ 

      き、郵送、FAX、メールにてお申し込みください。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/258071.html 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■「清流の国ぎふ」文化祭２０２４ 文化団体等事業補助金の募集について 

                      ＜県民文化局文化創造課＞ 

 

 この度、「清流の国ぎふ」文化祭２０２４実行委員会では、「清流の国ぎふ」 

文化祭２０２４（以下「本文化祭」）を通じて、文化団体等が実施する本文化 

祭の基本方針に基づく事業に対して、その事業費の一部を支援するため『「清 

流の国ぎふ」文化祭２０２４文化団体等事業補助金』を募集します。補助金 

を活用した文化事業の実施を希望される場合は、ぜひご応募ください。 

 

【募集期間】 

令和 4年 12月 1日（木）～令和 4年 12月 28日（水） 

※募集要項は令和 4年 10月 31日(月)から令和 4年 12月 28日(水)まで岐阜 

県公式ホームページにて配布中 

【対 象 者】 

平成 29年度から令和４年度までの間において 3回以上の文化活動の実績を 

有し、構成員 3名以上の団体であること。ただし、営利法人、政治活動又は 

宗教活動を主たる目的とする団体は除く。  等 

(その他の要件は募集要項を参照のこと) 

【対象事業】 

本文化祭期間中(令和 6年 10月 14日から 11月 24日までの 42日間)におい 

て、応募者自らが「清流の国ぎふ」文化祭２０２４基本構想に基づき、新た 

に企画し、岐阜県内で実施する事業  等 

(その他の要件は募集要項を参照のこと) 

【補 助 率】 

「補助対象経費」から「入場料、協賛金、参加料等の事業収入」を控除した 

額の２分の１以内 

（上限額については補助要綱等が作成され次第お知らせします。） 



【問 合 先】 

「清流の国ぎふ」文化祭２０２４実行委員会事務局 

メール：kokubun2024@govt.pref.gifu.jp 

電話：058-272-8227 

      

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/253069.html 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■「清流の国ぎふ」文化祭２０２４ 文化団体等連携事業の募集について 

                      ＜県民文化局文化創造課＞ 

 

 この度、「清流の国ぎふ」文化祭２０２４実行委員会では、「清流の国ぎふ」 

文化祭２０２４（以下「本文化祭」）を通じて、文化団体等が実施する本文化 

祭の趣旨に沿った事業と相互に協力し、開催気運の醸成を図るために『「清流 

の国ぎふ」文化祭２０２４文化団体等連携事業』を募集します。事務局との 

連携を希望される場合は、ぜひご応募ください。 

 

【募集期間】 

令和 4年 12月 1日（木）～令和 4年 12月 28日（水） 

※募集要項は令和 4年 10月 31日(月)から令和 4年 12月 28日(水)まで岐阜 

県公式ホームページにて配布中 

【対 象 者】 

これまでに文化活動の実績を有する団体であること。ただし、営利法人、政 

治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体は除く。  等 

(その他の要件は募集要項を参照のこと) 

【対象事業】 

応募者自らが岐阜県内で、本文化祭期間中(令和 6年 10月 14日から 11月 

24日までの 42日間)を含む期間に、「清流の国ぎふ」文化祭２０２４基本 

構想に基づき、企画・実施する事業  等 

(その他の要件は募集要項を参照のこと) 

【連携内容】 

県実行委員会は、公式ガイドブック等により承認した事業の概要を全国に 

向けて発信。また、応募者は、承認された事業を紹介するパンフレット等 

において、「清流の国ぎふ」文化祭２０２４の連携事業であることを発信 

することで、県実行委員会と応募者が連携して広報を行います。 

（詳細は募集要項を参照のこと） 



【問 合 先】 

「清流の国ぎふ」文化祭２０２４実行委員会事務局 

メール：kokubun2024@govt.pref.gifu.jp 

電話：058-272-8227 

      

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/253404.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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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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