
12 13

企業

弊社は製材所です。山から切り出された丸太を製材
し、乾燥させ、仕上げを行い、皆様に使って頂ける建
築用材料として提供しております。
また、プレカット工場も併設しており、ご依頼を頂きま
したら、製材された木材を住宅部品となるまで加工を
行い、建築現場では組み立てるだけで済むような製

造までも行っております。
製品精度の良さ、乾燥品質の高さを高く評価され、農
林水産大臣賞を計１０回、３年連続受賞、昨年開催さ
れました第５７回農林水産祭においては日本農林漁
業振興会 会長賞の栄誉に輝きました。

山下木材株式会社

企業DATA【代表者】山下　豊【担当者】山下  昭郎【住所】〒719-3203　岡山県真庭市富尾218【電話番号】0867-42-1100【メール】maniwa@yamashitamokuzai.co.jp
【ホームページ】http://www.yamashitamokuzai.co.jp/【主要業務】建築用資材の販売、加工【得意分野】

事業活動を永続するには適切な森林の持
続可能な管理が必須となります。
また弊社が提供する建築用資材は、人々の
暮らしに安心安全な住宅の提供の一助にな
ると確信しております。
弊社では事業活動、地域活動を通じて社会
貢献を行うとともにＳＤＧｓの理念に沿った開
発目標の達成にも貢献します。

杉と桧、美作材のふるさと真庭

企業�

昭和３７年に中国コンクリート工業（株）として設立以来、コンクリー
ト製品の生産販売による地域の基盤整備に貢献し、地元の皆様の
ご愛顧を頂き、お陰さまで第５８期を迎えることが出来ました。
平成４年にＣＩを導入し「育」の理念を掲げ、「先進のトータル技術で
人と自然を育む心をカタチにする」を企業使命としてランデス株式

会社に社名変更致しました。自然豊かな真庭市の企業として、オオ
サンショウウオの生息用護岸「はんざき」や小動物保護側溝「ハイ
ダセール」等の自然と共生する製品を開発しています。

最近ではＣＯ２を吸収して強度を出す「ｃｏ２―ｓｕｉｃｏｍ」や、構造物
の長寿命化を実現し、国土開発技術賞を受賞した超耐久性コンク
リート「ハレーサルト」を開発し、全国への普及を推進しています。
また、建設現場の生産性向上のための製品開発や、西日本豪雨
災害の早期復旧への貢献など、人々の安全安心と持続可能で豊

かな社会の実現に向けて、社員一同取り組んでおります。

企業DATA【代表者】大月　隆行【ホームページ】https://www.landes.co.jp/【主要業務】プレキャストコンクリート製品の研究開発・生産・販売
【得意分野】土木構造物において、

生物多様性保全としての河川の生態系保全
に資する製品や道路側溝を生産販売すると
共に、資源循環型社会に役立つ、製鉄所か
ら鉄鋼副産物であるスラグを５０％以上使用
したコンクリート製品の開発や、二酸化炭素
を吸収して固まる の製品化に取
組んでいます。元来、自然を対象として人々
の生活を守る技術として発展してきたコンク
リート製品に、自然との共生の価値観を加
えた製品での事業展開に注力しています。

企業�

弊社は昭和３０年に水道屋として創業致しました。創業した年は戦後
１０年が経過し、日本経済が飛躍的に成長を遂げた神武景気と言わ
れる時期でした。日本人の食生活は向上する中、地方の水事情は
大変に不衛生な状態でした。『安全で安定した水道水』の供給が生
きて行くうえで必要不可欠と思った先代創業者がこの年に事業を開

始いたしました。 
平成２３年には『顧客満足』の目的でISO9001；2008（品質マネジメン
トシステム）・ISO14001；2004（環境マネジメントシステム）を認証取得
しました。更なる技術力の向上と環境保全の為の行動を全社員で

日々生かし、誠実で誠意ある仕事提供を今後も続けて参りたいと考
えています。 
創業時からの山本水道工業所→㈲山本設備→山本設備工業㈱→ワ
イテック工業㈱と社名を変更し、業種も電気・機械・土木・舗装・建築
外の各種業種分野にも拡大しましたが、弊社の創業信念であります

『水』は生きる上での『源』の考えは不変であります。 
これからも『安全で豊かな生活環境づくり』の為に頑張ってまいりま
す。

ワイテック工業株式会社

企業DATA【代表者】山本　美智夫【住所】〒716-1411　岡山県真庭市上水田3130-1【電話番号】0866-52-2888【メール
【ホームページ】http://www.yamamoto-s.com【主要業務】総合建設業【得意分野】

ワイテック工業㈱は、２０１２年からＣＳＲの取組
を始め、企業活動を通じて市民や地域、社会の
要請に対し積極的に貢献すべきとするＣＳＲの
考えに、弊社も環境保護、社会に貢献した活動
を進めていき、地域に根付いた会社でありたい
と願いエコ活動、ボランティア活動、安全衛生活
動、地域貢献活動を続けています。
　『水・衛生』、『都市・生産消費』、『エネルギー』、
『陸上資源』のＳＤＧｓ目標達成に貢献いたしま
す。

安全で豊かな生活環境づくりのため、
何事にも真面目に一生懸命！

企業�
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真庭市立天津小学校
人材育成の拠点となる学校づくりを進めます。

企業DATA
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岡山県建設業協会真庭支部

岡山県建設業協会真庭支部は、真庭圏域の土
木及び建築業者３５社で構成されている団体で
す。 

真庭市と大規模災害時における応急対策業務
に関する協定を締結しており、災害時には迅速
な対応をすべく努力しております。

市民の皆様の安全・安心を守ります

企業DATA【代表者】平田　謙太郎【住所】〒717-0013　岡山県真庭市勝山609-4【主要業務】官公庁と会員との仲立ち【得意分野】建設業 

災害時の速やかな復旧のため、会員相互

　

14 15

団体

団��

岡山県栄養士会真庭支部�
人々の食の営みを支え、「よりよく生きる」を応援します�

企業DATA

団��

一般社団法人岡山県建築士会真庭支部�
真庭で建物の設計等を行う技術者集団�

企業DATA
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参画まにわ

本会は、「真庭市男女共同参画推進条例」第３条、７
つの基本理念に基づき、男女が共に認め合い、助け
合い、協力してつくる男女共同参画社会の実現のため、
各種研修・学習活動の充実・他団体との交流などに積
極的に取り組むこと、また、市民の意識の改革と社会

的能力を培うための実践的な取組を展開することを目
的としています。会員は、真庭市に住所または勤務先
を有し、男女共同参画の実現に賛同する男女で構成
されており、会員は現在７２名、結成は平成２１年４月
で、１０年以上にわたり活動しています。

男女共同参画で心豊かに生きて行こう

企業DATA【代表者】池田　久美惠 

特に、ＳＤＧｓ目標の⑤（ジェンダー平等を
実現しよう）の達成に向け、各種研修・学習
活動の充実・他団体との交流などに積極的
に取り組み、ＳＤＧｓの達成に貢献します。
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団体
団��

岡山県小学校長会真庭支部
新たな知を拓き　人間性豊かな社会を築く日本人の育成を目指す小学校教育の推進

企業DATA

団��

岡山県中学校長会真庭支部
新たな時代を切り拓き、よりよい社会を作り出していく日本人を育てる中学校教育

企業DATA

団��

真庭市立河内小学校
生き生き　かがやく　河内の子

企業DATA
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中高年から始める
らくらくピアノサークルinまにわ

「気軽・喜び・集い」の音楽を！

企業DATA
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真庭市立月田小学校
学び続け，豊かな心を持ち，たくましく生きよう

企業DATA
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大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムのもとで成り立
つ社会の中で、私たちは、たくさんのモノに支えられた便利で
豊かな生活を送っています。その結果、世界中が天然資源の

枯渇、環境破壊、廃棄物処分場の不足などの大きな問題に直
面しています。 

私たちは大きな問題を解決するのは小さな1人から、と考え１
人１人の心と行動を変え、将来のために取り組む仲間の連鎖

を広げることを目指した活動をしています。 
一つの取組として、子どもの心と体を育む事業として、子ども達
の遊び場つくりや食育事業の中で命を育むプログラムを実施、

子ども時代に心と体の土台を作る活動を実施しています。また、
高齢化社会の中ですべての人が健康で、暮らし続けることの

できる、お互い様の地域を次世代に残すための取組も行って
います。

NPO法人真庭あぐりガーデンプロジェクト

企業DATA【代表者】有元　美都子【担当者】藤原　友規子【住所】〒719-3115 　岡山県真庭市中396-1【電話番号
【メール】npo-info@maniwa-agurigarden.com【ホームページ】

1.  真庭市内の子ども達が地球のことを考えた
標語を募集し、真庭ＳＤＧｓとる（すでじっと
る）かるたを作成。かるたを地域の高齢者の
通いの場や、教育機関等で活用、普及啓発
に努めています。

2.  子ども向けのイベントの中で、ブースでの体
験を通じてＳＤＧｓや循環型社会作りに必要
な学びを深める工夫をし、まずはＳＤＧｓ自
体の認知をしてもらい、そこからＳＤＧｓの開
発目標を意識できるように心がけています。

地域の将来のために、地域の困りごとに向き合いたい

���
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団体
団��

津山人権擁護委員協議会真庭地区�
人権意識醸成のための啓発活動と人権擁護のための相談活動をしています�

企業DATA
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岡山県立真庭高等学校

机に向かうだけでなく、地域をフィールドに活動する、それが真
庭高校です。 
２０１４年９月ユネスコスクール加盟承認 

２０１９年５月真庭ＳＤＧｓパートナー参加 
【落合校地普通科】

行動する普通科！少人数でわかりやすい指導！２年時からは
進路に合わせた類型選択！２１世紀を生き抜くための「新しい
学力」を育み、あなたの夢を咲かせます！ 

【落合校地看護科・専攻科】
看護師資格取得への最短コース！５年一貫教育で目的意識を
持って看護の専門知識を身に付け、看護の心を育てます！ 

【久世校地生物生産科】
緑を育み、人とふれあい、社会貢献活動を通して、社会で輝く

実践力を身に付けます！ 
【久世校地食品科学科】
地産地消を実現する”職のスペシャリスト”を目指します！ 

T��������������A�����������
『真庭高×地域』動かすのは、ペンだけじゃない

企業DATA【代表者】赤松　一樹【担当者】中山 順充（落合） 【住所】落合校地：〒719-3144　岡山県真庭市落合垂水
久世校地：〒719-3202　岡山県真庭市中島143 【電話番号】落合校地：0867-52-0056　久世校地：
【ホームページ】http://www.maniwa.okayama-c.ed.jp/【主要業務】

【学校全体】こちら高校市民課防災係『通称こち防』
で地域と協働した防災活動 
【普通科・看護科】真庭トライ＆リポート（通称『ＴＲ』）

（総合的な探究の時間）の取組を通して、ＳＤＧｓに
ついて学び、高校生にできることを地球的な視野で

考え、地域で行動 
【生物生産科・食品科学科】真庭市と連携・協働して、
ジビエを活用した商品開発やバイオ液肥実証研究 

☆真庭市内２校４校地で真庭いきいきテレビ
『ＳＤＧｓって何？』

校舎、

　

団��

一般社団法人真庭観光局

「真庭観光局」は、真庭地域（真庭市・新庄村）の観光産業によ
る地域の活性化と、地域経済の発展向上を目的に事業展開を
しています。変化の速い観光のトレンドに即応できる組織として、

観光プロモーション、マーケティングはもちろん、広域連携や外
国人旅行者の受け入れなど幅広い役割を担っています。また、

個人旅行へと旅行形態も変化している中で、地域特有の文化

の体験などをゆっくり楽しむニーズに応えるため、「滞在交流
型」の観光商品や特産品開発も進めています。観光を手段に
地域の様々な課題解決にも取り組みながら、市民にとって「誇

らしく、住み続けたいまち」、観光客にとっては、「何度も訪れた
いまち」の実現を目指し、「住んでよし、訪れてよし」の観光地域

づくりに取り組み、豊かな地域づくりに貢献します。 

“住んでよし、訪れてよし”の観光地域づくりにより、
笑顔あふれる真庭へ

企業DATA【代表者】佐山 修一【担当者】中村 政三【住所】〒717-0013 　岡山県真庭市勝山654【電話番号】0867-45-7111【メール】info@maniwatrip.jp
【ホームページ】https://www.maniwa.or.jp/　 http://biomass-tour-maniwa.jp/【主要業務】観光サービス業全般
【得意分野】真庭地域を対象にした、

バイオマス産業杜市「真庭」の取組を紹介する、「バ
イオマスツアー真庭」を企画運営。産官学、そして
市民も一丸となり、持続可能な暮らしへのチャレン

ジを地域全体で取り組んでいる様子にツアー客か
らも評価をいただいています。近年では海外からの

参加者も増加しています。ツアーを通じて理解を深
めていただくことで、地球と地域の将来を考え、新た
な中山間地域での暮らしを提案し、持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献します。
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真庭市愛育委員会
心とからだの健康づくりを推進します

企業DATA
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団体
団��

公益財団法人真庭エスパス文化振興財団�
誰も文化や情報から置き去りにされない社会の実現を目指します�

企業DATA 719-3214 17-1 0867-42-7000 espace@kuse-espace.jp 
http://kuse-espace.jp/

④⑦⑪⑯⑰
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社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

本会は、誰もがいつまでも安心して暮らし続け
ることのできる地域社会を作っていくために、
様々な取組をしています。 
地区社協と連携した地域の見守り活動や、
「ふれあい・いきいきサロン」「子育てサロン」な

どの地域の居場所づくり、子育て支援の取組を

行っています。 
また、権利擁護関係では、法人後見事業・日常
生活自立支援事業の実施。介護事業や福祉車
両・車いすなどの貸出しを実施しています。 

すべての市民が安心して暮らせる
地域社会の実現をめざします。

企業DATA【代表者】松浦　躬行【主要業務】地域福祉の推進 

手助けが必要な方の見守り活動の実施、子
ども・一人暮らし高齢者・子育て中の親がふ
れ合い集える場づくり、様々な介護サービス
の実施等、子どもから高齢者まで誰もが安
心して暮らし続けることのできる地域を目指
すと共に、福祉活動の推進に努めています。

���

真庭市栄養改善協議会

真庭市栄養改善協議会は、７支部（北房、落合、久世、
勝山、美甘、湯原、蒜山）で構成しており、健康寿命の
延伸と生活の質の向上を目標に、健康づくり・食育活
動を積極的に展開しております。
食を通じた家庭・地域のコミュニケーションを深め、

健康づくりを支える地域のボランティアとして、「元気で
希望のわく真庭」を推進しており、委員から家族、そし
てお隣さん、お向かいさんへと働きかけ、仲間とのふ
れ合いの楽しさを通じて、地域ぐるみのよりよい健康
づくり活動を広めております。

私たちの健康は私たちの手で

企業DATA【代表者】片岡　貞枝【主要業務】食育、生活習慣病予防 

食育活動として、園や学校、地域と連携し、
朝ごはんの大切さ、共食、ふるさとの食文化
や郷土料理の伝承、健康づくりのための家
庭料理の普及について取り組んでおります。
また、生活習慣病予防活動として、野菜摂
取の大切さ、減塩、栄養バランスのとれた食
事の普及などにも取り組んでおり、さらに近
年、問題になっている高齢者虚弱（フレイ
ル）予防にも取り組み始めました。

���

真庭歯科医師会

健康な歯でいること、年齢を重ねてもお口の健
康を維持することは、食事が楽しく、会話も弾み、
表情も豊かになり、全身の健康につながります。

本会は、お口の健康管理を通して、みなさんの
健康への第一歩をお手伝いします。 

わが町の歯医者さんは、“笑顔”と“健口長寿”をめざします！

企業DATA【代表者】池元　由通【主要業務】公衆衛生・歯科保健の啓発と健康福祉の推進 

新聞・テレビ等での歯科啓発活動の実施、
真庭市との協同事業 
「マイナス１歳からの妊婦歯科健康診査」の
実施、８０歳になっても２０本以上自分の歯
を保つ「８０２０運動」の推進に努めています。
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真庭市�ル�ー人材�ンター�
キャリアを生かして、地域を支える�

企業DATA
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真庭市電水協同組合

企業DATA

真庭市内の電気と水は電水協におまかせを！

���

まにわ・しめ山プロジェクト

真庭市・落合小学校区の中心に位置し、かつて子ども達が駆け
回って遊んだ「注連山（しめやま）」。「まにわ・しめ山プロジェク
ト」は、この里山を活用して、子どもから大人まで楽しめる持続

可能な空間を創造し、地域のつながりと価値を発信するととも
に、地域の活性化・コミュニティ推進に向けたさまざまな活動を

行っています。

•  注連山（しめやま）を活用した、子どもから大人まで楽しめる
散策やフォトラリーの実施

•  真庭高校落合校地の総合学習プログラムと連携した地域課

題検討活動
•  新元号への切り替え当日の地域イベント「平成から令和へ

ジャンプ」の実施
•  空き家を活用したコミュニティスペース「落合 」の開

設・運営 

落合発・真庭の未来づくりプロジェクト

企業DATA【代表者】池田　昌弘【担当者】吉原　啓介【住所】〒719-3144　岡山県真庭市落合垂水183-6【電話番号
【メール

•  街なかの空き家、空き店舗を活用するこ
とで人の流れを生み出し、賑わいの取戻
しを図り、もともとの住民と移住者が融和
した住みやすいまちづくりを実現する。

•  真庭高校落合校地における総合学習プロ
グラムや地域学生団体「ゆーまにわ」との
協業で課題解決に取り組むことにより就
学世代に地域の課題やポテンシャルにつ
いての気づきを促し、将来、地元に戻るた
めの動機づけにつなげる。
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真庭市民生委員児童委員協議会

平成２９年に民生委員制度創設１００周年を迎えまし
た。真庭市民生委員児童委員協議会は、旧町村単位
９支部あり、民生委員児童委員１５０名、主任児童委
員１９名で構成されています。

私たち民生委員・児童委員は、日頃の「見守り・発見・
つなぐ」活動を通して、住みよい地域づくりへ一定の役
割を果たしていますが、これからは今以上に、地域福
祉に関わる団体・組織との連携を大切にして、地域福
祉を支えるネットワークの主要な一員として貢献してい
きます。

地域福祉活動の推進と民児協組織・活動の強化

企業DATA【代表者】三船　昌行【主要業務】

民生委員信条と先人が志した済世の心を胸に、地域住
民に寄り添いながら相談に応じ、地域社会の一員として
支えあいの輪を広げていくことが求められています。 
誰もが住み慣れた地域で安心して生活を続けていくため
には、地域の中で、行政をはじめ関係する機関・団体が

一つとなり、今まで以上に協働による事業展開や住民参
画による活動が必要とされています。 
本会では、民生委員・児童委員が地域で活動しやすい
環境づくりに向け、市域のネットワークを活かし、社協を
はじめ関係機関・団体と連携・共同のもと、地域のみん
なで支えあう安全で安心な福祉のまちづくりに向けて事

業に取り組みます。 

集合写真、
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真庭市ＤＶ被害者サポーター

平成２９年度にＤＶ防止啓発講座(兼)ＤＶ被害者サ
ポーター養成講座を受講し真庭市に誕生しました。平
成３０年度からサポーターとして活動しています。活動
目標は「虐待や暴力のない安全安心な地域をつくるた
め、ＤＶの理解と防止を市民に呼びかける」「ＤＶで
困っている人を、適切に相談機関につなぐ橋渡し役と

なる」ことです。ＤＶ防止の象徴であるパープルリボン
を作成し、配布したり、ＤＶで悩んでいる人を、適切に
相談機関につなげるような支援をしています。市民と
近い立場に立って活動をすることで安心を届けること
により、ＤＶの被害が一件でも少なくなること、被害者
が一人でも多く救われることを願っています。 

ＤＶ防止啓発活動

企業DATA【主要業務】DV防止啓発活動 

真庭市ＤＶ被害者サポーターは、下記の活動を通じ
てジェンダー平等、また平和と公正な社会の実現に
貢献します。

•  虐待や暴力のない安全安心な地域をつくるため、
啓発活動を通じてＤＶの理解と防止を市民に呼

びかける
•  ＤＶで困っている人を、適切に相談機関につなぐ

橋渡し役となる

•  研修等に参加し知識を深め、地域の見守り役と
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商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お
互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う
団体です。 

また、国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及事業）
の実施機関でもあり、小規模事業者のみなさまを支援するため

に様々な事業を実施しています。
 

もちろん小規模企業施策だけでなく、様々な中小企業施策も実
施しています。 
商工会は、法律（商工会法）に基づいて、主に町村部に設立さ

れた公的団体で、全国に１，６７９の商工会があります。 
また、各都道府県には商工会連合会があり、広域的なテーマ

や専門的なテーマについて、みなさんを支援いたします 

地域に貢献する商工会

企業DATA【代表者】山下　豊【住所】〒719-3214　岡山県真庭市鍋屋6【電話番号】0867-42-4325【メール
【ホームページ】http://www.maniwasci.or.jp/【主要業務】事業者の経営支援及び地域の発展【得意分野】

多彩な真庭の豊かな生活の実現のためには、地域
内の企業が安心して経営できる環境づくり、真庭の
豊かな地域資源を活用した商品・サービスの創出と、

地域内に人を呼びこみ、資金が循環する仕組みを
構築することが重要です。 

真庭商工会は地域唯一の総合経済団体として、地
域資源を活かした「回る経済」の礎をつくるとともに、
地域内企業の積極的な販路開拓や商品化を実現

し「外貨を獲得できる企業」へと成長を促す支援を
行っています。 

���

真庭市老人クラブ連合会

9 ●

健康・友愛・奉仕

企業DATA

団��

③あらゆる人に健康的なスポーツの場を提供し、福祉を
推進する活動を支援する。
④生涯スポーツの場として個人や団体、大学との連携を
図り、市内のスポーツ教育の発展育成に取り組む。
⑩障がい者と健常者が一緒に運動・スポーツの出来る環

境づくりを推進し、地域を挙げて障がい者スポーツを盛り
上げる機運を高めていく。
⑪真庭市の魅力を発信し、継続的に活動できる環境づく
りと住み続けられるまちづくりを推進する。
⑰こうした活動を通し、市民や団体等との相互連関を活
用し、グローバルなパートナーシップを活性化します。

一般財団法人真庭スポーツ振興財団

企業DATA【代表者】梅井  康司【担当者】山上  敦史【住所】〒719-3143　岡山県真庭市下市瀬586-3【電話番号
【メール】atsushi_yamaue@shiraume-park.jp【ホームページ】http://www.shiraume-park.jp/【主要業務】施設の維持管理・運営、

（一財）真庭スポーツ振興財団は、スポーツを「する・
みる・支える」をコンセプトに、日常的にスポーツ（運
動）を楽しむ機会を提供し、市民生活にスポーツの浸
透を図ることで、健康づくりや生き甲斐づくりにつなげ、
市民のスポーツを通じた交流のある「まちづくり」を目
的に事業展開しています。連携と循環による「つなが

り」、「する・みる・支える」スポーツ参画人口の拡大、
公共施設の効果的な活用と人材・場の充実による「一
体感の醸成」、施設の特性を踏まえた「安心安全」な
維持・管理運営に取り組み、スポーツが創る真庭の未
来～ ～を目指します。

スポーツを通じた持続可能な真庭市民のライフスタイルの共創

　

団��

真庭�林組合�

企業DATA

地域の山を守り育み持続可能な林業を目指す�
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●持続可能な森林づくり、 
●生ごみ資源化 
●マイクロ・小水力発電の推進 

＜取組課題＞ 
地域資源を活用した 
「回る経済」の確立 

＜取組課題＞ 
環境に配慮した経済活動を 
行うことのできる人材育成 

●木質バイオマス発電の推進 
●CLT活用等木材需要の拡大 
●資源循環・環境保全型農業の推進 
●観光地域づくり 

三側面をつなぐ統合的取組 

永続的発展に向けた 
地方分散モデル事業 

環境 

経済 社会 
●経済及び環境における 
　学習機会の創出 
●グローバル人材育成 
●資源の分別の推進 

バイオ液肥散布状況 

バイオマス発電所 

＜取組課題＞ 
地域エネルギー自給率100%、 

木質資源活用によるCO2排出量削減 

木質資源 

地域エネルギー 

人材育成 

農業 
観光 普及啓発 

屋内運動場（北房小学校） 

環境学習（水辺の教室） 

���

真庭地区保護司会

令和元年１０月現在３８名の保護司が保護観察者の
立ち直り・再犯防止・地域の犯罪予防等に取り組んで
います。主な内容は対象者の保護観察指導、生活環
境調整などで保護司の今までの経験や職種を生かし
ながら対象者の更生を願い対応しております。また
「社会を明るくする運動」等の活動では、行政・各種団

体や地域の皆様のご支援、ご協力を得て更生保護活
動に取り組んでいます。 
平成３１年２月には「更生保護サポートセンターまに
わ」を岡山県美作県民局附属棟２階に開設し、保護司
間の連携、対象者面接、各種会議等、真庭の更生保
護の拠点となれるよう願って活動の場を広げています。 

企業DATA【代表者】高橋　正延【住所】〒717-0013　岡山県真庭市勝山591　更生保護サポートセンターまにわ【電話番号
【主要業務】

犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処
遇することで再犯を防ぎ、非行をなくし、立ち
直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の
予防活動に貢献していきたい。
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団体 「ＳＤＧｓ未来杜市」　岡山県真庭市
と      し

真庭市のSDGsの取組を地域内・外の個人、企業など様々なステ
ークホルダーとパートナーシップにより行う制度で、真庭市の
SDGsの取組に賛同し、パートナー宣言をされた企業、団体等とホ
ームページの相互リンクを実施。

ＳＤＧｓパートナー

ＳＤＧｓ関連の取組

地方創生の一層の推進
新たなパートナーシップの構築

HP紹介
相互リンク

真庭市のＳＤＧｓの取組
中山間地域における地方分散型のモデル地域を目指し、人口減少の抑制と年齢構成の偏在の解消に向け、既に効果が発
現している地域エネルギー100％に向けた取組を強化。地域資源を活用したＣＬＴ等の木材需要拡大、バイオ液肥を活
用した農業推進、独自の観光事業の促進など循環型の「回る経済」を確立する。

真庭ＳＤＧｓパートナー制度（随時募集中！）

真庭ＳＤＧｓパートナー宣言書

企業・団体名 
代 表 者 名  

次のとおり真庭市とともに持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献することを宣

言します。

１ 関係するＳＤＧｓ目標（ゴール） （○を入れてください。）複数選択可
(①貧困) (②飢餓） (③保健) (④教育)

(⑤ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ) （⑥水･衛生） (⑦ｴﾈﾙｷﾞｰ) (⑧成長･雇用)

(⑨ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ) (⑩不平等) (⑪都市) (⑫生産･消費)

(⑬気候変動) (⑭海洋資源) (⑮陸上資源) (⑯平和)

(⑰実施手段)

２ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献する内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業・団体の事業等において、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成にどのように貢献するか、１

で○を入れたＳＤＧｓ目標(ゴール)の達成にどのように貢献するかなどを記載してください。

人
市役所

企業
団体

申込

登録
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