
「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 

  

 ２月９日に、新県庁舎にてＳＤＧｓ推進セミナーを開催します。 

今回は「建設業編」と題して、建設業で先進的にＳＤＧｓを実践している 

県内企業のお二人に、具体的な事例を交えてお話しいただきます。 

 女性の活躍や企業のＳＤＧｓ経営など、建設業の方はもちろん、建設業 

以外の方にとってもためになる内容となっておりますので、皆様ぜひご参 

加ください。 

 

【日 時】令和５年２月９日(木) 14:00～16:30 

【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） 



【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 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■登録制度創設に向けた事前アンケートについて  

                          

 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ています。現在、70の会員の方からご回答をいただ 

いておりますが、引き続き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》会員の活動紹介 ＜ＳＤＧｓの取組みＰＲ ４件＞ 
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■ペットボトルキャップの回収活動 



                       ＜(株)スーパーメイト＞ 

  

 地域の方々、学校、企業様と協力し、ペットボトルキャップ回収を行うと 

ともに、SDGsに関しての取り組みを知って頂くように呼びかけを行ってい 

ます。 

  

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/332836.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ペットボトルキャップを再利用した買い物カゴ 

                   『ボトルキャップバスケット🄬』 

                       ＜(株)スーパーメイト＞  

 

 ペットボトルキャップを店舗備品（買い物カゴ・ショッピングカートのハ 

ンドル）の材料として再利用することで二酸化炭素排出量の削減を目指すと 

ともに、収益の一部をワクチン供給のために寄付しています。 

   

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/332837.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■マーブルクレヨン作りとＭＯＪＩＢＡ塗り絵 

                           ＜(株)リリフル＞   

 

 「もったいない」を考えるきっかけ作りとしてマーブルクレヨン作りを行 

い、ＭＯＪＩＢＡ塗り絵を楽しみました。 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/332838.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■出前授業 キッズマネースクール（働くってな～に） 

                    子供のころから学ぶお金の教育 

                        ＜(株)中央保険プラザ＞  

 

 長良西小学校 1年生 4クラスを対象に、お店屋さんごっこを通じてお金の 

大切さを学ぶキッズマネースクールを開催しました。 

  



 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/332840.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《３》マッチング支援 ＜リクエストシート １件＞ 
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■インクルーシブ社会について 

                ＜（一財）岐阜県身体障害者福祉協会＞ 

 

 令和 5年 3月 12日（日）の研修会にて、インクルーシブ社会について講 

演いただける方を募集しています。 

 

【日時】令和 5年 3月 12日（日）午前 10時 50分～（予定） 

【場所】ソフトピアジャパン（大垣市） 

    ※オンラインの対応可 

【内容】インクルーシブ社会の概要、課題 

    インクルーシブ社会に向けた具体例 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/332845.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《４》県からのお知らせ ＜４件＞ 
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■【参加者募集】 

     岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業認定式 

                 ＜男女共同参画・女性の活躍推進課＞ 

 県では、誰もが働きやすく魅力的な職場環境づくりを進めるため、従業員 

の「仕事と家庭の両立支援」や「女性の活躍推進」等について、他社の模範 

となる優れた取組みを行う企業を「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エ 

クセレント企業」として認定しています。 

 このたび、令和４年度のエクセレント企業認定式を開催しますので、ご案 

内します。 

 

【日時】 令和 5年２月 13日（月）13:30～16:00（開場 13:00） 

【場所】 岐阜県庁舎１階「ミナモホール」（岐阜市薮田南 2-1-1） 



【プログラム】 

 （１）認定証授与式、渥美由喜氏による講評 13:30～14:30 

 （２）特別講演 14:30～16:00 

    「ワークライフバランス～仕事も家庭も一生懸命～」  

     菊地 幸夫氏（弁護士） 

【お申込み（2月 8日（水）まで）】 

  以下の URLに必要事項記載のうえお申込みください。 

  申込フォーム：https://form.run/@gifu-wlb 

【問合せ先】 

 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業認定式事務局 

 （岐阜新聞社営業局内）  

 TEL：058-264-1158 FAX：058-263-7659 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■「清流の国ぎふ」文化祭２０２４開催記念イベント 

     ＜「清流の国ぎふ」文化祭２０２４実行委員会（文化創造課）＞ 

  

 令和６年秋に岐阜県で開催する「清流の国ぎふ」文化祭２０２４（「第３９ 

回国民文化祭」及び「第２４回全国障害者芸術・文化祭」）の盛り上げを目的 

に、「清流の国ぎふ」文化祭２０２４開催記念イベントを実施しますので、是 

非ご参加ください。 

 

【日時】令和 5年 2月 15日(水) 14:00～15:30（開場 13:00） 

【場所】岐阜県庁舎 1階 ミナモホール（岐阜市薮田南 2-1-1） 

【定員】400名（無料、事前申込制、先着順） 

【内容】○第１部 表彰式 

      ・ロゴマーク及びポスター原画入賞者表彰式 

      ・公式ポスターお披露目 

    ○第２部 トークショー「清流からはじまる物語」 

      出演者：北川 悦吏子（脚本家、美濃加茂市出身） 

          安藤 桃子（映画監督） 

          中村 航（小説家、大垣市出身） 

      ＭＣ：日比野 克彦（「清流の国ぎふ」文化祭 2024開催記念イベ 

         ント総合プロデューサー、岐阜市出身） 

【申込方法】ＷＥＢ又はハガキで申込みください。 

      詳細は特設サイトをご確認ください。 

      https://www.ne-planning.com/kokubun-pr/ 



 

 こちらのチラシもご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/332856.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■【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 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■【参加者募集】「脱炭素社会推進フォーラム」を開催します 

                        ＜脱炭素社会推進課＞ 

 

 県では、2050年「脱炭素社会ぎふ」の実現と気候変動への適応を目指して、 

「オール岐阜」の体制で総合的な気候変動対策に取り組むこととしています。 

 このたび、県内の脱炭素推進に向けた機運醸成を図ることを目的として、 

下記のとおり、「脱炭素社会推進フォーラム」を開催します。 



 具体的な取組み事例を学び「気がつける」自分、「行動できる」企業を目指 

す皆様のご参加をお待ちしております。 

 新県庁舎をご覧いただける機会にもなりますので、ぜひご参加下さい。 

 

【日 時】令和 5年 2月 21日（火）10：00～12：00 

【場 所】新県庁舎 １階 ミナモホール（岐阜市薮田南 2-1-1） 

【内 容】 

〇基調講演 

 テーマ：脱炭素社会の実現に向けて、今取り組むべきこと 

 講 師：伊藤 聡子 氏(フリーキャスター) 

〇リレープレゼンテーション 

 テーマ：今から始める脱炭素！ 

 登壇者：・事業者の CO2排出量の可視化から削減方法について 

       鈴木 修一郎 氏(株式会社ウェイストボックス 代表取締役) 

     ・金属加工業における脱炭素の取組み 

       高橋 克郎 氏(髙橋金属株式会社 専務取締役) 

     ・自動車用部品製造業における脱炭素の取組み 

       鷲崎 純一 氏(株式会社スザキ工業所 代表取締役) 

【定 員】500名 

【参加費】無料 

【申込方法】申込みフォーム：https://logoform.jp/f/XJ0NO 

      ※申込フォームの利用が難しい場合は、リンク先掲載の「参加 

       申込書」をメール又はＦＡＸにてご提出ください。 

        E-mail：c11268@pref.gifu.lg.jp ＦＡＸ：058-272-8407 

【問い合わせ先】 岐阜県 環境生活部 脱炭素社会推進課 

         電話：058-272-8405 

 

 詳細はこちらをご覧ください。 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/266505.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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