
「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。 

 

【岐阜県医療ひっ迫防止対策強化宣言】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/265083.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＞ 
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■「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進セミナー 業種別＜建設業編＞ 参加者募集 

  

 昨年度実施した業種別セミナー「製造業編」、「農業編」に続き、今年度は 

新庁舎ミナモホールにて「建設業編」を、下記の通り開催します。 

 建設業におけるＳＤＧｓの取り組み方について、先進的に実践している県 

内企業のお二人から、具体的な事例を交えてお話しいただきます。是非ご参 

加ください。 

 

【日 時】令和 5年 2月 9 日(木) 14:00～16:30（受付開始 13：30） 

【場 所】岐阜県庁（新庁舎）1階 ミナモホール（岐阜市薮田南 2-1-1） 

【主 催】岐阜県 

【参加費】無料（事前申込制） 



【内 容】（1）女性の活躍から働き方改革、そしてＳＤＧｓへ 

         ～ＳＤＧｓで会社は生まれ変わる～ 

       講師：SUNSHOW GROUP 三承工業株式会社 

          代表取締役 西岡 徹人 氏 

     （2）地域と企業のマッチングしたＳＤＧｓ経営 

       講師：株式会社長瀬土建 代表取締役 長瀬 雅彦 氏 

         （3）県の取組み紹介 

       (第 2期 岐阜県ＳＤＧｓ未来都市計画について) 

【申込期限】令和 5年 1月３１日（火） 

【申込方法】下記「参加申込フォーム」からお申込みください。 

       https://logoform.jp/form/T8mB/194149 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330936.pdf 
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■登録制度創設に向けた事前アンケートについて  

                          

 平素より、本県のＳＤＧｓ達成に向けた取組みの推進にあたり、格別の 

ご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 県では現在、事業者のＳＤＧｓ取組実績（達成度や貢献度）を「見える化」 

する新たな登録制度の創設に向け検討を進めているところです。 

 今回、本登録制度の評価項目等の設定に向け参考にさせていただくため、 

アンケート調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。 

 

【アンケート URL】https://logoform.jp/form/T8mB/185622 

         ※こちらの URLよりご回答お願いいたします。 

 

【回 答 期 限】令和５年１月２０日（金）    

 

【問い合わせ先】ＳＤＧｓ推進課 企画連携係 

        ＴＥＬ：058-272-8251 
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《２》＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ 7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 

■第１回かかみがはらＳＤＧｓパートナー交流会を開催 



                             ＜各務原市＞ 

  

 かかみがはらＳＤＧｓパートナー同士の交流の機会を設け、連携してＳＤ 

Ｇｓに取り組んでいくため、登録パートナーを対象とした交流会を開催しま 

した。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330449.pdf 
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■恵那市ＳＤＧｓ推進キックオフセミナー 

                             ＜恵那市＞  

 

 企業や団体、地方公共団体など、それぞれの立場で何ができるのか、どの 

ようなことが必要になるのかを考えるきっかけづくりとして、三承工業株式 

会社（岐阜市）の神田純代氏と恵那市・日本ガイシ・中部電力ミライズの三 

者により設立した恵那電力（恵那市）の村本正義氏に講演をしていただきま 

した。 

   

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330451.pdf 
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■「読売わたしの KODOMO 新聞コンクール」SDGs 出前授業 

                       ＜日本水機工株式会社＞   

 

 SDGs取り組み事例を通して、SDGsの理解を深めていただくため、クイ 

ズや実験を交えて 45分の出前授業を行いました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330455.pdf 
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■ペットボトル回収２ 

                       ＜羽島市立竹鼻中学校＞  

 

 昨年度よりペットボトルキャップの回収を行っています。今年度は、地域 

の企業（株式会社スーパーメイト様:supermate.co.jp）よりお声掛けをいた 

だき、回収したペットボトルキャップをショッピングバスケットの原材料の 



一部にすることでＣＯ２排出の削減に貢献、またその売り上げの一部をＪＣ 

Ｖに寄付することで、ポリオワクチンの寄付をするという活動を始めました。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330456.pdf 
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■信州大学農学部 ドイツ林業勉強会 

                        ＜株式会社長瀬土建＞  

 

 「壊れない林道」と従来の林道にはどのような差があるのか、その差の要 

因はなにか、ドイツ林業から学んだことはなにか、どうして林業に関わろう 

と思ったのか、それらについて勉強会を開催しました。  

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330457.pdf 
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■現場に掲げるＳＤＧｓシート 

                        ＜株式会社長瀬土建> 

 

 現場に掲げるＳＤＧｓシートを作成し、様々な現場に掲示して意識高揚に 

つなげるとともに、地域の皆様に取組を発信していきます。  

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330458.pdf 
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■インターンシップの実施 

                  ＜昭和コンクリート工業株式会社> 

 

 弊社・建設・製造業界に興味を持ってもらうきっかけとして、就学生を対 

象にインターンシップを行いました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/330461.pdf 
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《３》県からのお知らせ ＜３件＞ 
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■岐阜県公共図書館協議会 共通テーマ資料展示「ＳＤＧｓ」を開催 

                    ＜県図書館・ＳＤＧｓ推進課＞ 

 

 県公共図書館協議会（事務局：県図書館）では、加盟する県内公共図書館 

等 36館が、所蔵資料の中から「ＳＤＧｓ」に関連した資料を紹介する共通 

テーマ資料展示を開催します。 

 

【日時】 令和 5年 1月 5日（木）～1月 26日（木） 

      平日   10：00～20：00 

      土日祝日 10：00～18：00 

      ※休館日 月曜日（祝日のときは翌日） 

【場所】 岐阜県図書館 １階 閲覧室 

     （岐阜市宇佐 4-2-1） 

【内容】 ・ＳＤＧｓに関する書籍及び関連パンフレットの設置 

     ・県作成ＳＤＧｓパネルの展示 

     ・県内で作られているＳＤＧｓ関連グッズの展示 

＜参考＞ 

県図書館以外の県公共図書館協議会に加盟する図書館・図書室においても、 

それぞれが所蔵する「ＳＤＧｓ」関連資料を展示します。会期、展示内容、 

開館時間、休館日は各館によって異なるため、詳細は各図書館等へお問い合 

わせください。 

  

 詳細はこちら 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/264003.html 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■【参加者募集】落合陽一氏が登壇！「清流の国ぎふ DX推進フォーラム」 

                       ＜デジタル戦略推進課＞ 

  

 県では、県内のＤＸ推進に向けた機運醸成を図るため、下記のとおり、 

「清流の国ぎふＤＸ推進フォーラム」を開催します。 

 メディアアーティスト「落合陽一」氏を迎え、基調講演のほか、県内の優 

良事例を発信するトークセッションを行います。 

 新県庁舎をご覧いただける機会にもなります。 

 SDGｓやＤＸに取り組む皆様のご参加をお待ちしております。 

 



【日時】令和５年１月３０日（月）１３時３０分から１５時００分まで 

【場所】新岐阜県庁舎 １階「ミナモホール」（岐阜市薮田南２－１－１） 

【内容】①基調講演：落合 陽一（メディアアーティスト） 

      サステナビリティと中日本 

      ～デジタルネイチャー（計算機自然）と持続可能性～ 

     ②トークセッション 

        ・吉田 香央里（ヤマガタヤ産業株式会社 取締役） 

      ・瀧 康洋（一般社団法人下呂温泉観光協会 会長） 

     ・横山 隆光（岐阜女子大学 文化創造学部長 教授）他３名 

     ・阿部 修二（岐阜県清流の国推進部デジタル推進局 副局長） 

【申込】下記チラシに記載の申込フォームまたはＦＡＸ、メールから応募 

     ※１名ずつ応募願います。 

     ※定員等 ５００名（先着順、参加無料） 

【問合先】清流の国ぎふＤＸ推進フォーラム事務局（岐阜新聞社内） 

     058-264-1158 dx-gifu@gifu-np.co.jp 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

 チラシ：https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/329716.pdf 

 Ｈ Ｐ：https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/263042.html 
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■【参加者募集】「清流の国ぎふ健康づくりフォーラム」を開催します 

                           ＜保健医療課＞ 

 

 県民の皆様の健康づくりを応援するため、地域での主体的かつ積極的な健 

康づくり活動を行った団体及び自治体等や、従業員の健康づくりに顕著な取 

組みを行った企業を表彰するとともに、乳がんをテーマとして講演を実施し 

ます。オンライン配信も予定しておりますので、是非御参加ください。 

 

 【日 時】令和 5年 2月 18日（土）13：30～15：30 

      ※開場は 13：00～ 

 【場 所】新県庁舎 ミナモホール（岐阜市薮田南 2-1-1） 

 【参加費】無料 

 【定 員】会場 150 名、オンライン 200名 

 【申込期限】令和 5年 1月 31日（火） 

 【申込方法】申込みフォーム  https://logoform.jp/form/T8mB/176138 

       E-mail      c11223@pref.gifu.lg.jp 



       （①氏名（フリガナ）、②郵便番号・住所、③電話番号、④参 

        加形式の希望（会場又はオンライン））、⑤E-mailアドレス 

        ⑥年齢 を明記してください。） 

 【問合せ先】岐阜県 健康福祉部 保健医療課 健康増進係 

       TEL：058-272-8497（直通） 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/329927.pdf 
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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  058-278-3519 

      Email c11123@pref.gifu.lg.jp  
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