
宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

大径木材の住宅への有効活用 

      × 地域資源 × 高付加価値化 

山下木材株式会社 
【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 

山下木材株式会社は製材所です。 

製材所は山から切り出された丸太を製材し、
建築用資材として提供しております。 

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上記の開発目標の達成に
も貢献します。 

昭和２５年に設立した国産材を専門とする製材所、
従業員数４４名 

（主な生産品） 
住宅用の構造材（土台・梁桁・柱）、また構造材
の製造時に出る側材を利用して間柱や筋違い、床
板や壁板、天井板なども生産するほか、生産工程で
出た端材はバイオマスボイラーの燃料として有効活用
してます。 

（PR） 
製材製品は品質の良さを認められ、近年の農林水
産祭では３年連続して農林水産大臣賞を受賞して
ます。 

・安価で取引されている大径木を梁桁材に 

・JAS規格取得による安心安全な商品提供 

・工務店・施主への理解促進 

・新たな木材需要の喚起 

・少しでも高額で購入し山元への還元 

・資源循環による地域の活性化 

大径木丸太を製材、乾燥、仕上
を行い、住宅の梁桁材として利用 地域に先駆けてJAS規格を取得 

（取組背景） 
大径木化してきたスギ丸太は合板材や燃料チップなどの比較的安価な材料としての取引
が殆どなので、その様な材料を少しでも高額で購入し、山元への還元を通して地域循環を
進めていく。 
 （取組内容） 

（取組効果） 

やすらぎとゆとりのある暮らし 



宣言内容  
 
 
 
 
 
 
 

   真庭市月田地区にある児童数44名（令和３年
１月１日現在）の小さな小学校です。 
  教職員は，「学び続ける子」「豊かな心を持つ子」
「たくましく生きる子」をめざし，「教学一如」の精神
をもって，日々取り組んでいます。地域住民の学校
への関心は極めて高く，1927（昭和２）年に設
立された「月田奨学会」を中心に，様々な場面で 
協力をいただいています。 
 校長は月田公民館長を兼務しており， 
学社連携が取りやすくなっています。 
                  月田小ロゴ→ 

団体の概要 

 
（取組背景） 
 ふるさと月田・ふるさと真庭の魅力を体感することこそが，ふるさとへの愛着を生み出す礎です。地域に育
まれてきた児童たちには，地域の魅力を学び体感して欲しいと思います。それこそが，真庭市が推奨する
「郷育」に通ずるものだと考えます。 
 
（取組内容） 
○月田老人クラブ・月田婦人会・椎茸生産組合・特別非常勤講師等地元組織・個人と連携した取組
を進めました（お飾り作り・昔遊び・花植え・椎茸の植菌・あきたこまちの生産）。 
○真庭市環境課と連携した各種環境学習（太陽光・小水力・バイオマス発電等のクリーンエネルギー，
ゴミの分別収集とバイオ液肥，水辺や川に住む生物，エコバッグづくり，バードウォッチング教室等）を年
間指導計画に位置づけて取り組みました。 
○真庭市担当課と連携した福祉学習やふるさと学習の取組を進めました（視覚・聴覚障害者との交流・
認知症サポーター養成講座・介護事業所との交流・郷原漆器） 
○持続可能な地域を目指し，月田地域防災本部・勝山振興局と連携した防災教室を実施しました。 
○このたび「おかやまプラスチック３R宣言事業所」（登録番号16）に登録されたことを機に，プラスチック
の分別を進めています。 
 
（取組効果）               防災教室           小水力発電         お飾りづくり 

○児童へのアンケートでは月田地区への 
愛着を感じている児童の割合は，100 
％で推移しています。 
○保護者アンケート「保護者や地域に 
開かれた学校づくりになるように努めて 
いる」では，100％が肯定的回答をし 
ています。 
 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

ふるさとへの愛着はふるさとの体感から 

      ×地域住民×多世代交流     

真庭市立月田小学校 
【代表者】清友 尚 【担当者】池田 誉 【住所】〒717-0024 岡山県真庭市月田5642 

学び続け，豊かな心を持ち， 

       たくましく生きる子どもの育成 

  

 月田小学校の歩みは，月田奨学会のそれと共に
あり，月田奨学会には90有余年の長きにわたって，
本校教育活動を強力に支えていただいています。 

  「学び続け，豊かな心を持ち，たくましく生きる子
ども」に求める将来像は「ふるさとを愛する子」でもあり
ます。月田で育った児童たちには，一度は外からふる
さとを見てもらうのもよい，願わくばそこで身につけた
知見を携えて，ふるさと月田・ふるさと真庭の発展の
ために活躍してくれる人材に 

なってもらいたいと思います。 

 人こそが持続可能なリソース 

でなくてはなりません。 
  

          令和元年度運動会→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宣言内容 

銘建工業は木材を使い切ることを大切にし、時代が
求める「新しい価値」を先取りしてきました。日本の
木造建築を支える集成材・新しい木質構造材であ
るＣＬＴの製造販売はもちろん、様々な木造建築
に設計から施工まで一貫対応できます。また、製造
過程で出てくる木くずを副産物としてバイオマス発電
を行い、工場の電力の大半を賄っています。利用用
途に困っていた地域の木材資源を燃料として活用
する取組もはじめました。木の持つ可能性を最大限
に活かし、安全・安心で豊かなくらしの基盤づくりと持
続可能な社会に寄与していきます。 

団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

CLT／木質バイオマス利用 

        ×CLT×木質バイオマス利用     

   銘建工業株式会社 
【代表者】中島 浩一郎 【担当者】中島 洋 【住所】〒717-0013 岡山県真庭市勝山1209 

銘建工業が製造販売している集成材・ＣＬ
Ｔの原材料は循環型資源である木材です。
ま た、木材のエキスパートとして、環境性能が 
高く地震にも強い中高層の木造建築を手掛 
け、普及を進めています。製造過程で出てき
た木くずや地域の木材資源を大切に使い切
るバイオマス事業にも携わってきました。これま
で銘建工業が大切にしてきた「木を使い切る」
という企業文化がそのままＳＤＧｓの 取組
へとつながっています。 

地域と未来をつなぎ、 

「木の時代」をリードする 

別添２ 

（CLT） 
中高層建築を木材で可能にするCLT（クロス・ラミネーティッド・ティンバー）の開発、普及
に取り組んでいます。利用する木材はスギやヒノキなどの国産材が中心です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（木質バイオマス利用） 
製造過程では1日200トンの木くずや端材が発生します。これらを木質バイオマス発電のた
めの燃料や、木くずを固形化した木質ペレットにすることで、資源を有効活用しています。 

構造用集成材の
製造では国内 
トップシェア 

金沢駅前の鼓門にも 
銘建の技術が 
いかされている 

スギを使ったCLT、最大サイズは3x12m 

木質ペレットは熱源として利用される 

5階建てCLT建物で十分な耐震性能を確認 

地元の温水プールの熱源としてもペレットは利用 

本社事務所ではCLTの新しい使い方を提示 

工場で利用する電力はバイオマス発電を活用 



宣言内容 

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。  
 
 【落合校地普通科】 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！  

団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

真庭トライ＆リポート（ＴＲ）令和２年度２年生の活動紹介 

       × 高校生 × 地域資源活用    

  岡山県立真庭高等学校 
                            【代表者（校長）】豊田 涼       【担当者】中山 順充 

 【住所】落合校地：〒719-3144真庭市落合垂水448-1 ／ 久世校地：〒719-3202真庭市中島143 

【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、ユネスコス
クールとしてESD（持続可能な社会開発のため
の教育活動）に取り組みます。 
 

【普通科・看護科】真庭トライ＆リポート（Ｔ
Ｒ）SDGsを全体テーマとして、高校生にできる
ことを地球的な視野で考え、地域で行動 します。 
 

【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
実証研究に取り組みます。 

Think Globally Act Locally 
『真庭高×地域』 動かすのは、ペンだけじゃない 

『落合ヒカリプロジェクト』 
 アートでまちを元気に！ 

『子どもの豊かな想像力を育む映像教材』 
 デジタル動画教材の制作と子ども教育 

『国際交流を地域活性化へ』 
 高校生から見た真庭 高校生から見た世界 

『Let’s think!!～考えることの大切さ』 
 水質検査を通して考える！ 

『S定山で Dディスカバる 俺達Guys』 
 アウトドア体験で地域理解・自己理解 

『「真庭」をたずね「私」を知る』 
 真庭市公式インスタグラム活用 

『障がい者と防災』災害時に障がいを抱えた人に役立つコミュニケーション道具開発。 
 ヒノキ素材で真庭高校生みんなのスクールバッグにつけてもらいたい！ 

『海外の食と文化』 
東京オリ・パラ、ホストタウ
ン真庭として、ドイツ選手へ
の応援動画作成と食文化探究 

－総合的な探究の時間－ 



宣言内容 

公共･民間の建築･土木工事を行う総合建
設会社です。 
 
私たちは変化を受け入れる柔軟な発想を持
つと共に本業に徹し、たとえ困難な道であろ
うとも脇道にそれることなく本道を歩みます。
そのためにはお客様第一に徹し、お客様に何
が出来るか常に考え、行動することが基本で
す。 
 
お客様が身を乗り出すような提案が出来る
プロフェッショナルとなるよう感性を磨き、技術
の追求に徹します。 

団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

気持ちよく働ける職場づくり 

       × 気持ちよく働ける職場          

梶岡建設(株) 
【代表者】代表取締役 梶岡 秀成   【担当者】営業部 奥山  【住所】〒719-3141 真庭市上市瀬１６６ 

・社内研修・合同講習会を開催して人材育成を
行い、社員交流会、育児・介護休業など休暇制
度を充実させて働きやすい環境づくりにつとめてい
ます。 
 
・環境に配慮した設計及び施工を行うほか、使用
電力量の抑制、リサイクル品の活用、廃棄物の適
正な処理に取り組んでいます。またクレーム等情
報を共有して将来に生かせる仕組みづくりをしてい
ます。 
 
・社会貢献として献血サポーターに参加し、献血
活動を行っています。 

働きがいと夢のある会社を作ります 

別添２ 

当社事業所で 
年1回献血活動を行っています 

県内在住の小学校4年生から 
高校生までを対象に競技の場を提供し、 
マナーやエチケット、ルールの講習も行っています 

社内研修・合同講習会を開催して 
人材育成を行い、社員交流会、 
育児・介護休業など休暇制度を充実させて 
働きやすい環境づくりにつとめています 



宣言内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成30年に創立70周年を迎えた、公立普通科の 
小規模高等学校です。 
 
（特徴的な教育内容） 
○蒜山中学校との連携型中高一貫教育 
○学校設定教科「蒜山」（地域連携） 
○遠隔教育システムなど、充実したICT環境 
 
（特徴的な教育活動） 
○スキー部、馬術部（国体優勝） 
○蒜山ミライ会議・ドリームミーティング 
 
 

団体の概要 

 
2020.12.5（土）成果発表会（蒜山振興局）  
  
【SDGs班】 
２年生全体でも学習したSDGsについて詳しく発表しました。 
今回のインターンシップのどの班もSDGsに関わっていること、さらに実際に 

真庭市のバイオマス関連施設 を見学に行き、そこで学びを深めた内 
容についても発表しました。 
  
【ハービル（ハーブガーデン）班】 
観光客の皆さんに、より蒜山を楽しんでもらいたいと考え、ハーブガーデン 

に愛犬とともに景色を眺められる展望デッキを作りました。 
 
【はにわの森（木材活用）班】 

はにわの森の間伐材や廃材などを使って、ベンチやカラフルな机を作り、 
披露しました。 
  
【情報発信班】 

蒜山の魅力を伝え、観光に来てもらうための 動画を作成 しました。 
若者層をターゲットとして、「蒜山のハッシュタグ」を見つけるというテーマ 
で作成しました。現在、完成した動画はYouTubeやTikTokに挙げられてい 
ます。Youtubeでは「蒜山・高校生」と検索すると表示されます。 
とても良い動画ができたので皆さんも是非見てください。 
  
【商品開発班（蒜山酪農協同組合と協働）】 
蒜山の乳製品の魅力を伝えるために、新商品の提案を行いました。 

当日は、蒜山産の大根、牛乳、生クリームを使い、お椀に入れた 
パンナコッタ  を作りました。将来は、郷原漆器も使ってみたいです。 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

   学校設定科目「蒜山Ⅱ」 提案型インターンシップ 

      × 教育(発想力) × 地域の力     

  ～高校立てり、野に立てり！ 学びのフィールド「蒜山」～ 

 岡山県立勝山高等学校蒜山校地 
【代表者】影山勝己 【担当者】内田浩文 【住所】〒717-0505 岡山県真庭市蒜山上長田4 

 校地歌の一節「高校立てり 野に立てり」にある、設立
当時から続く学校に対する地域の強い期待に応えるため、
地域になくてはならない学校としてあり続けるための持続可
能性を探求する。 
 
 連携型中高一貫教育や総合的な探究の時間、学校
設定教科「蒜山」など、地域と連携した深い学びを進め、
課題解決型・提案型の活動を行う。 
 
 一層の郷土愛を育み、地域社会との結びつきを深めて、
地域に貢献したいという希望を持つ若者を育てる。 
 
 蒜山地域の活動をモデルとして、中山間地域の活性化
を促し、地元就職やUターンやIターンの可能性を残した進
路選択を実現する。 

地域と連携した深い学びで郷土愛を育み、地域に
貢献する人材を育てる。    
 

団体
ロゴ 

具体的な取組をクローズアップして記載ください。 
 取組背景、取組内容、取組効果は含めていただくこととし、
その他、写真・グラフ等、自由にお使いください。 

SDGsの理念と掛け合わせた分野を記載ください。 

地域資源、高付加価値化、福祉、障がい、農業、
雇用、他分野、多世代交流、地域住民、空き家、
コロナ、アート、制服、女性、テクノロジー 等 



    

宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

食でつなぐ まち・ひと・こころ  

      ×強靭化×生産性向上×付加価値追及     

    株式会社 マルイ 
【代表者】松田 欣也 【担当者】鈴木 豪 【住所】〒708-8505  岡山県津山市上河原209-4 

① 地域貢献の深耕と拡大 

② 環境先進企業としての取り組み 

③ 商品・店舗を通じた安心安全の提供 

④ 食育先進企業としての取り組み 

⑤ 人材育成、教育の充実 

スペシャリティーなお店・会社・
地域づくりを目指します！ 

1931年（昭和6年）岡山県津山市に
「マルイ食料品店」として創業した当社は、
今年90周年を迎えます。「中国地方で一
番支持されるスーパーマーケット」を目指し、
CSR（企業の社会的な責任）を果たし
ながら、豊かな地域・豊かな企業・豊かな
社員づくりをビジョンに取り組んでいます。 

以上の5項目をSDGsの中心に
位置づけ、１７の目標達成に
向けてその課題を整理し、お客
様、取引様、従業員、地域と
強く連携し課題解消に向け活
動を行っていきます。 

地域貢献の深耕と拡大 安心・安全の商品開発  
これまでも これからも 地域とともに 故郷を愛する 

食育事業 
食べることは、生きること 

環 境 
すべてに優しく 

『地域の、豊かで楽しい食卓』の実現を目指し、
地域に豊かさと活力を提案できるよう、地域社
会の一員として、ともに考え、行動しています。 

食を中心とした交流拠
点に加えSDGs情報発
信基地として、自治体
と連携した情報を発信。 

Ziba Platform 

持続可能な社会実
現に向けたフードバ
ンク、子ども食堂の
支援。 

食農体験 

地場野菜コーナー 

地元の野菜を地元で
消費することは地域の
活性化につながります。 

フードバンク窓口 

店舗でのエコアクション21環境活動です。店長
と『環境3人組』が店舗の環境活動を担っていま
す。 

エネルギー担当 店頭回収担当 

廃棄物担当 

「安全・安心・美味し
い」を追求した自社ブラ
ンド『Mam Heart』の
開発を進めています。 



 
 
 
 
・木材製材品は自然の素材を加工したもの   
 です。人や環境にやさしいので健康や周辺   
 環境への影響を最小化できます。 
・建設部は人と環境にやさしい設計と施工、 
 また伝染病や感染症、気象災害等の外 
 的リスクに強い建物を建築することで、人の 
 生活にやさしく、見えない敵に強い街づくり 
 に取り組みます。 
・真庭市の企業として地方都市を存続させ 
 る使命があることを認識し、「真庭バイオマ 
 ス産業杜市構想」の実現に向けて取り組 
 みます。 

宣言内容  
 
 
 
 
 
【会社概要】 
昭和２１年に製材業として創業。 
昭和２４年より建設部スタート 
従業員３７名 
【主な事業】 
・製材業 
 大きいもの小さいものまで製材します。 
・建設業 
 公共から民間、リフォームまで何でもOK。 
・不動産業 

団体の概要 

【取組背景】 
・真庭市は林業・製材業を基幹産業としており、 
 地元の製材所として製材品の需要を高めたい。 
・住宅市場は少子高齢化のほか、大手メーカー 
 からの拍車もあり、苦戦からの脱却を図りたい。 
【取組内容】 
・製材品は様々なサイズに加工することで、用途 
 を増やし、原木の端材を極力少なくし、端材は 
 バイオマス発電所の燃料としてフル活用する。 
・製材品を活用した住宅の普及に努める。 
【取組効果】 
・資源の有効活用と環境への配慮。 
・人にやさしい木材の利用促進と需要喚起。 
・人にやさしく外的リスクに強い住宅施工とまちづくり。  

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

製材所が作る木製品を活用した 

 人にやさしく、見えない敵に強い街づくり 

        ×  地域資源 × 地域住民    

   鳥越工業株式会社 
【代表者】 鳥越 啓史 【担当者】 岩﨑 隼人 【住所】〒719-3224 岡山県真庭市目木1813－1 

「幸せの創造」 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

福祉サービスの提供・開発・開拓 

        × 健康 × 介護      

あなたらしい生活を温かい介護でサポートします 
 

特別養護老人ホーム 千寿荘 
【代表者】 藤井 美知子 【担当者】 小泉 太作 【住所】〒717-0505 岡山県真庭市蒜山上長田28-1 

「私たちは地域社会と共に歩みます 使命感
を持って一歩前へ 向上心を持って一歩前へ 
まごころを込めて一歩前へ」を理念として持っ
ています。 

福祉サービスの提供・開発・開拓を通じて、す
べての人が最後まで安心して、住み慣れた地
域で生活が続けられるよう、持続可能な開発
目標の達成に貢献いたします。 

 

 

地域社会とともに 平成5年4月から事業展開を行っています。 

入所定員 70名 短期入所受入 9名 
従業員 80名で温かな介護を行っています。 

併設施設として 
デイサービス グループホーム 
居宅介護支援事業所があります。 

また、ISO9001を取得しており、業務の品
質管理を行って 
います。 

日常生活の中でのリハビリや体操を
用いて身体機能の維持を行うことで、
在宅や施設で元気に生活が送れる
ように支援しています。 

また、ご本人にあった食事の提供を
行う等のサービスを提供し、健康を
維持した上で、ご本人がやりたいこと
の実現を目指しています。 

質の高いサービスの提供が出来るよう
に、介護技術の向上に施設全体で取
り組んでいます。 

介護が必要になっても、共に笑い、共
に歩むことで最後まで住み慣れた地域
で安心して生活を送って頂けるように
取り組んでいます。 



宣言内容  
 
 
 
 
 
 
平成４年の統合により湯原町立湯原中学校が開
校、平成１７年真庭市立湯原中学校と改称、生
徒数４７名（令和2年度現在） 
           教育目標 
    新しい時代を生き抜く生徒の育成 
        校訓   
   「自律」「向上」「友愛」     
  社会に貢献する人材の育成を目指す 
平成30年度より真庭市が掲げる「郷育」を推進し「湯原
学講座」を開設「持続可能な地域（湯原）の実現」に
向けて取り組んでいる。 

団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

湯原プロジェクト学習 

      ×少子高齢化×地域福祉×自然環境×地域観光×景観町並み×地域に貢献する企業    

  真庭市立湯原中学校 
【代表者】後安 理吉 【担当者】福井 領 【住所】〒717-0405 岡山県真庭市久見105 

地域学（湯原学講座）を通して地域の現状を知り、
現在に至った過去を振り返り、これから先の「持続可
能な地域（湯原）の実現」に向けて提言する。 

  

上記の目標を達成するために3年間を見通した教育
計画を実施、1年生では地域の現状を知り町並み・
自然環境・福祉・ボランティアを中心としたテーマを設
定、2年生では職場体験と連携させ地域の企業への
体験を通してその企業のCMを作成、3年生では課
題を探り「持続可能な湯原の実現」に向けて活性化
するための提言を行っている。 

持続可能な湯原の実現に向けて 

別添２ 

コロナ禍で思うような福祉施設体験学習ができなかった分、地域福祉の現状について、施
設関係の方々へのインタビューを通して理解を深め「出前講座学習」で障害者の立場で考
え自分たちに何ができるか考えることができた。 

観光客の方に気持ちよく砂湯に入っていただきリピーターとして再び温泉地湯原へ 
（露天風呂掃除） 
地元の温泉旅館にて職場体験実施、その後お世話になった事業所をPRするためのCM作
成へ 

1
年
生  

グループごとのテーマで「地域の活性化に向けて提言」しました。 

2 
年
生  

3 
年
生  



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

リフォームショップ事業 

      ×        ×     

志田工業株式会社 
【代表者】志田 崇 【住所】〒716-1411 岡山県真庭市上水田２４６１ 

建設業を通じて地域インフラの維持や頻発す
る災害の対応を行い、地域住民が安全に安
心して住めるまちづくりに貢献します。 

また、リフォームショップ事業を通じて、空き家
問題や都市部とのサービス格差問題に取り
組み、魅力あるまちづくりに寄与します。 

障害を抱えている人や子育て世代でも安心
して働ける職場の確保に努めます。 

人とまちがつながるものづくり 

（取組背景） 

・夏の熱中症や冬の気温低下による健康被害リスクは高く、それが原因の死亡者も多い 

（取組内容） 

（取組効果） 

ワンストップリノベーション 中古住宅・空き家 

・定期的な道具箱訪問による住宅点検や相談受付 

1926年創業の地域に密着した総合建設業 

従業員数24名 

2018年からは住宅リフォームのプロフェッショナ
ルネットワークであるLIXILリフォームショップに
加盟し、リフォーム事業者としても地元の方々
が安心して相談でき品質の高いサービスを提
供できるよう取り組んでいます。 

・少子高齢化などで空き家が増加し、その持ち主も遠方におり管理や修繕に困っている 

・廃棄物排出量削減、CO2排出量削減 

・健康で安心して過ごせる住まいの提供 

・リフォーム・リノベーションの推進(ワンストップサービス) 

不動産会社や設計事務所など地域の各専門家と連携して、ひとつの窓口で住まいの
悩みごと相談を受け、施工後は担当者による継続したアフターケアを実施 

・住まいのお困りごとについて最新の技術や商品を情報提供 

・既存住宅をリフォームしたいが近くでどこに相談したらいいのか分からない 

・空き家の再利用、既存住宅の延命化 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

  社員一人ひとりがSDGsを  
        自分事として考える機会を創出 

      × 人材育成 × パートナーシップ    

【代表者】服部俊也 【担当者】川原洋平 【住所】〒701-0151 岡山市北区平野620 

1818年（文政元年）、現在の瀬戸内市
牛窓で材木商として創業しました。建築・土
木資材の販売や施工、ガソリンスタンド・コンビ
ニの運営、石油製品・自動車の販売等の他、
落合にある山林部で自社林400haを所有し
林業を行っています。関連会社に㈱岡山木
材市場、㈱岡山ガラステクノ、㈱服部パーキ
ングがあります。「おかやまSDGｓアワード
2020」を受賞しました。 

SDGsを通じて 
利他の心をもつ人材の育成と 
持続可能な社会の実現を目指す 

別添２ 

2018年に創業200年を迎え、「正しいこと
を実践し、社員の幸福と、社会の進歩発展
に貢献する」というミッションを共有しました。 
会社と従業員一人ひとりがSDGsに取り組
み、社会との繋がりを強め、地域と共に成長
していくことが、ミッション実現につながると確
信しています。 

・CSR委員会を組織し、外部コンサルタントの協力のもと勉強会開催や
情報共有を行い社内のSDGs浸透に努めています。 

服部興業株式会社 

 環境（森林保全、ゴミの削減、省エネ） 

  ・岡山大学林業インターンシップ 

  ・コンビニエンスストアでのフードロス削減 

  ・ＳＳでのタイヤの空気圧点検 

 社会（健康、安全、地域連携） 

  ・健康優良法人認定の継続 

  ・建設現場での安全パトロールの実施 

  ・ファジアーノ岡山オフィシャルスポンサー 

 経済（働きがいも経済成長も）  

  ・ＢＣＰ（事業継続計画）の策定 

  ・人材育成の強化、資格や免許所得の奨励  など 

・全員が意見を出し合いSDGｓ目標を設定（‘20年度：34項目）。 
CSRレポートにまとめ、社内外へ報告しています。 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

楽しみながら地域と人を元気にする活動 

      ×笑顔×愛あるちゃかし×豊かな日常     

まにワッショイ 
【代表者】岡本 康治  【住所】〒719-3201 岡山県真庭市久世2603 

まにワッショイ 活動五箇条 

まにワッショイは「なつかしの学校給食」の運営や、
古い木造校舎を活用したイベント企画など、岡山
県北の真庭市で地域と人を元気する活動を行って
いる市民団体です。八百屋さん、豆腐屋さん、タン
スやさんなど地域の商店主さんたちが集まりました。
「頼まれごとは試されごと」の言葉を受けて、日々沸
き起こる課題や頼まれごとを楽しくこなす、そんな魅
力あふれる団体です。 

一
、
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ま  ち  づ  く  り  市  民  応  援  団  

地域と人を元気にする私たちの活動の心得です 

◆「なつかしの学校給食」：国重要文化財の木造校舎・旧遷喬尋常小学校で昔懐かしい学校給食を 

 食べることができます。配膳ボーイズは、なつかしの学校給食から生まれたご当地アイドルです。 

◆「くせdeのみ～の」：交流のない個人個人が何らかのつながりを持てるよう、協賛店舗で共通チケット 

 で飲み物や料理をいただく。交流の中から、まちづくりのヒントやアイデアというものも生まれます。 

◆「かげぼうし」：まにワッショイ古民館を拠点とした夏休み子どもたちの居場所づくり。メンバーの多様な 

 職業を生かし、醤油しぼりや豆腐づくり、魚のつかみどりなど普段家にいては体験できない体験をします。 

 子どもたちが安全に遊ぶことができるよう、川原の草刈りを行います。また、小学生や中学生と活動を共  

 にしたり語ったりして、子どもたちの可能性と実行力を開拓しています。 

◆「うちde食べ～の」：コロナ禍で真庭のお店をつなげようと協力店を募り、共通チケットで食事や持ち帰 

 りができるというものです。協力店は80店舗にもなり新しい人のつながりができました。 

◆「わっしょいエリアリノベーション部」：まちには活用されずに眠っている建物がいくつもあります。そんな空 

 き家を改修して「まち」の価値をあげようと「みんなの居場所づくり」が始まりました。乞うご期待！ 

Goal 18 Goal 19 Goal 20 



                

団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

取組の概要図 

    × 地域資源 × 農業 × 地域住民  

十字屋グループ 
【代表者】 牧 一穂  【担当者】 三村 伸行 【住所】 〒719-3145 岡山県真庭市西河内696-43 

真庭市を拠点に一般廃棄物収集運搬・浄化槽維持
管理を主業務とし、環境衛生/エネルギー/販売/飲
食/建築/農業、また教育･福祉･地域文化発展への
出資等を行っています。 

宣言内容 

【創業経緯】 創業105年 

十字屋グループでは「共生」の理念を基
に将来を見据え、人口減少などの様々
な地域課題の解決のために、循環型
社会づくり、環境保全、地域での助け
合い、災害支援、文化発展、福祉支
援などに尽力し、先進的で持続可能な
地方モデルの創造を目指し、真庭市及
び賛同企業や他団体と協働した情報
の発信や地域づくりを行います。 

日本で初めて孤児院を設立した石井十次に商いを行いながら力
を貸す備前香登（かがと）の十字屋商店に感銘を受け、真庭の
地で米屋として開業しました。事業活動は私利私欲のためでなく、
受くるより与えるが幸いなりの言葉の如く、地域社会において共に
生かされている私たちにできることはないか、という「共生」を経営理
念として受け継ぎ、地域社会に必要とされる企業であり続けたいと
考えます。 
 

多生成共生・地域循環のまちづくり 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

まにわSDGsDAY  

        NPO法人真庭あぐりガーデンプロジェクト 

【代表者】有元 美都子 【担当者】藤原 友規子 【住所】〒719-3115 真庭市中396-1 

地域の高齢化、人口減少によってコミュニ

ティが失われていく中で、将来、地域の担い

手となる子ども達の心と体を育む遊び場づくり

や農業体験、食育プログラム、免疫力の秘

密を学ぶ体験型イベント「カラダンジョン」など

のイベントや、高齢化社会の中で「おたがいさ

ま」の地域を次世代に残すための取組などを

行っています。 

地域の将来のために、 
地域の困りごとに向き合いたい 

パートナー宣言に○を記載したゴール以外は削除する 

各団体の基本情報を記載してくださ
い。 

写真等を交えながら紹介をしていた
だければと思います。 

パートナー宣言で宣言した内容を
記載してください。 

その宣言のキャッチフレーズを上段
に記載ください。 

キャッチフレーズは、会社理念等を
参考に検討してください。 

17の目標から関連のある目標を３つ
程度選択してください。 

具体的な取組をクローズアップして記載ください。 
 取組背景、取組内容、取組効果は含めていただくこととし、
その他、写真・グラフ等、自由にお使いください。 

SDGsの理念と掛け合わせた分野を記載ください。 

地域資源、高付加価値化、福祉、障がい、農業、
雇用、他分野、多世代交流、地域住民、空き家、
コロナ、アート、制服、女性、テクノロジー 等 

別添２ 

（取組背景） 

SDGs未来都市に住む私たちですが、「SDGs」という言葉は授業やメディアを通じて何

となく耳にしていても、実際に何をすればいいのか分からず、行動に繋がっていない、という

状況がありました。 

その中でSDGsを「自分ごと」にするために、子どもでも分かるよう、遊びや体験を通じて

学べるワークショップイベントを開催しました。 

（取組内容） 

地域の協賛企業、市役所とも連携し、SDGs

の17のゴールを巡回して学べるワークショップ型

のスタンプラリーを実施。 

マイボトル作りや体を使った遊び、クイズコーナー

などを体験しながら、キーワードを集め、ゴール地

点では1日を通じて感じた内容を「SDGs宣言

書」に残し、廃ペットボトルで作った「SDGsツ

リー」に込めることで、一人ひとりの小さな力が集

まることで大きなものにつながる、というメッセージ

を伝えました。 

      × 地域資源 × 多世代交流 

「つながる ひろがる 循環する」をコンセプトに、大きな問題

を解決するのは一人の小さな動きからと考え、心と行動を

将来のために変え、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。 



宣言内容   

①地域福祉事業                             
市内９カ所の本所・支所で地域での困りごとや福祉相談
の対応、地区社協（助けあい会議・世代間交流など）、
ふれあい・いきいきサロンの推進、福祉車両等の貸出し、権
利擁護事業（法人後見事業・日常生活自立支援事
業）、市からの受託事業（福祉移送サービス、配食サービ
スなど）、小・中・高校生への福祉学習など。 

②介護事業                           
北（湯原）及び南（落合）の介護事業所で居宅介護
支援、訪問介護、訪問入浴、通所介護、特別養護老人
ホームなど。 

 

 
 

 

団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

     × 福祉 × 地域住民    

社会福祉法人 真庭市社会福祉協議会  

【代表者】会長 松浦 躬行 【担当】総務企画課 【住所】〒719-3201 真庭市久世2928 

 真庭市社会福祉協議会は基本理念を「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」とし、
地域福祉活動を展開しています。 

 少子・高齢、人口減少社会の急速な進行や家族関
係の変容、つながりの希薄化など社会環境の変化を背
景に、多様化・深刻化する地域の生活課題やニーズに
対応していくために、子供から高齢者まで地域住民一人
一人が、福祉を自分達の問題として捉え、自分たちの地
域を自ら支え合う「地域共生社会」の仕組みづくりを推
進する地域の福祉力を高めていきます。 

 すべての市民が住み慣れた場所で穏やかに心豊かに
暮らせる持続可能な地域づくりに貢献していきます。 

 

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 

福祉車両 福祉学習 

＜主な取組み＞  
※本会の活動は社協だより（毎月発行・HP閲覧可）やFacebookなどで情報発信しています。 

【地区社協活動】 
 地区社協は自分たちの地域の福祉活動へ自発的に取り組む住民組織です。市内 
３４地区で友愛訪問、世代間・地域間交流、高齢者の集いなどを行っているほか、各地
区で「助けあい会議」を開催して、助けあいマップを作成することで、見守り体制の整備や
支援が必要な方への見守り活動を行っています。 
【ふれあい・いきいきサロン】 
 一人暮らしの高齢者、家に閉じこもりがちな高齢者・障がい者（児）及び子育て中の
親・子ども等の孤立感や不安感を解消し、豊かに暮らせるため、「ふれあいの場づくり」「仲
間づくり」のための活動を行っています。市内で１７５団体のサロンが活動しています（R
３年１月１日現在）。 
【福祉学習の支援】 
 市内小・中・高校の福祉学習へ本会職員の講師派遣や事業費助成などの支援を行っ
ています。  
【福祉車両の貸出し】 
 車いすに乗ったままで移動できる福祉車両（全５台）の貸出しを行っています。 
【日常生活自立支援事業】 
 認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで判断能力に不安のある方が、地
域で安心して生活が送れるよう、日常の金銭管理や福祉サービス利用のお手伝いをして
います。 
【法人後見事業】 
 法人として、成年後見制度における成年後見人、同保佐人、同補助人となり、判断能
力が不十分な方(利用者）の身上保護、財産管理の支援を行っています。 

すべての市民が安心して暮らせる地域社会の実現に向
けて、地域に寄り添った事業を展開しています 

（Facebook） 

（社協だより） 



  
 
 
 
 
弊社は、食品ロスの軽減に努めます。 

  
弊社は、中国経済産業局から事業継続力       
強化計画の認証を受けていることから、近隣で自然
災害が発生した場合には、会社施設を避難場所と
して提供し、炊き出し等の協力を致します。 
  
弊社は、働き方改革を実現し、社員ファーストによ
る働きやすい会社を作ります。 
  
弊社は、省エネに努め化石燃料の削減を致 
します 

宣言内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当社は昭和63年に津山総合卸売市場にて創業、
現在は月産600万食を製造する納豆製造会社で
す。地元岡山県を中心として、中国、四国、関西の
スーパーへ納豆を販売するとともに、プライベートブラ
ンドやOEM生産も行っております。安全・安心で美
味しい納豆づくりに従業員一同、まじめに、誠実に
取り組んでおります。 

団体の概要 

（取組の背景） 
食品ロスの削減は、日本を含め世界的な課題であり、食品製造業を営む弊社としましては、 
最優先に取り組むべき課題と考えております。 

（取組内容） 
「賞味期限の延長+安全、安心で、美味しい」のために 

   大豆浸漬、蒸煮工程の見直しと検討 

   納豆菌噴霧内容の再検討 

   発酵工程に於ける温度、時間、酸素濃度等発酵技術の見直しと検討 

   冷蔵保管に於ける管理の見直しと検討 

   従業員教育を通じての技術の習得と徹底 

   サニテーションの更なる高度化 

   品質管理、検査による賞味期限延長の実証 

を行い賞味期限の延長と品質の安定を実現致します。 

（取組効果） 

賞味期限延長により、保管、流通、販売、消費にゆとりを持たせ、生産者、配送業者、スーパー等流通 

業者、消費者全般に渡り食品ロス削減に貢献できる。 
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賞味期限延長への取り組み 

     地域資源×高付加価値化×環境改善     

蒜山食品加工株式会社 
【代表者】小林紳一 【担当者】光岡賢信 【住所】〒708-0015 津山市神戸149-1 

蒜山食品加工株式会社は、ＳＤＧsが掲げる
持続可能な社会を実現し、地域社会と取引先
の発展と社員の福利向上を目指す事を目的と
致します。 



宣言内容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域創生（若者の地元離れ・市外局番離
れなど）地域・地方の現状と課題を考え、
市外局番をデザインコンセプトに地域の一体
化・活性化のための方策を地域や行政など
と連携を図っております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 
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真庭市の市外局番をデザインコンセプトに掲げたオリジナルブランド 

      × 制服 × 多世代交流     

0867合同会社 
【住所】〒717-0007 岡山県真庭市本郷1756 

ロゴを通じて子どもから高齢者まで町に住む
人たちと関わり合いが生まれ、対話の中で地
域の新しい可能性を発見できる、道具箱のよ
うな役割を0867合同会社は目指しておりま
す。 

オリジナルブランド・郷土愛 

団体の概要 

独自の解釈で地方創生・郷土愛を、常時魅力ある商品を提案・
提供し続け、ものづくりの無限の可能性と未来へ続く新たなる挑戦
をし続けております。 
 



宣言内容 団体の概要 
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循環型社会への取り組み      

       × 地域資源 × 高付加価値化    

   昭和化学工業グループ 
【代表者】石橋 健藏 【担当者】小谷 高枝 【住所】〒717-0505 岡山県真庭市蒜山上長田2270-1 

貴重な資源を活かしたモノづくりで、豊かな明日へ。 

別添２ 

■会社概要 

東証2部上場 

設立：1933年11月 

従業員数：219名 

■昭和化学工業グループ 

 当社グループは各地域に所在する鉱区から産

出する世界的にも良質な鉱物資源「珪藻土」

「パーライト」を採掘し、濾過助剤、建材・充填剤

などの製品としてお客様へ提供しています。 

”天然資源を活用した開発・製造販売メーカー” 

■事業内容 

<濾過助剤事業> 

 1µm程度以上の固体を分離・除去する濾過

工程において食品加工、製薬、化学業界などで

広くご使用いただいています。その他の事業としては、

建材充填材事業、化成品事業、生活関連事業、

環境関連事業などを展開しています。 

 

採掘により現れた地層などは、学術的にも価値があるとされています。地域への開か
れた事業所となるべく、地域社会へ学術の場の提供を推進してまいります。 

プロセス改善による省エネルギー推進、木質バイオマスの活

用、重油・石炭利用の削減などを通じて、 

製造段階でのCO２削減を積極的に推進します。 

採掘場跡地に設置した太陽光発電所からクリーンなエネル

ギーを供給します。 

鉱物資源を採掘し、製品製造を行う企業として、資源が持つ本来の力を最大化

し、より多くの価値を提供するべく取り組みます。更に終掘後は、新たな付加価値

を産む土地活用を行います。 

■製造段階でのCO２削減 

■鉱物資源の高付加価値化と終掘地の復元 

■クリーンなエネルギー作り 

■教育の場としての開放 

■宣言 

 鉱物資源に新たな価値を付加し、その製品を

通じて広く産業を支えている当社グループは、持

続可能な開発目標（SDGｓ）に賛同し、事業

活動を通じ、社会・環境の持続的な発展を目指

してまいります。 



宣言内容 団体の概要 
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エネルギー・成長/雇用・不平等 

        × 職場環境 × 平等    

   ベッド通販セラピス 
【代表者】辻田美紗子 担当者】辻田哲 【住所】〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田1-1-9-201 

ベッド通販セラピスは、障害者やLGBTに対す
る差別や偏見をなくす事を経営理念にしてい
ます。 

 

・障がい者を働きやすくするための寄付を毎年
行います。 

・障害者雇用を積極的に進めます。 

・LGBTが働けるように社内規定を改正します。 

・LGBTに関するセミナー・研修を毎年行いま
す。 

差別や偏見がない社会作り 

17の目標から関連のある目標を３つ
程度選択してください。 

別添２ 

ベッドのインターネット通販専門店。 
女性がトップの事業所で、育児休暇や介護
休暇は男女問わず取得が可能。 
ジェンダーや障害者に優しい事業を目指して
います。 
【PR】 
300以上の圧倒的な商品数と卸直送・送
料無料の低価格を実現！ 

【エネルギー】 
ベッド通販セラピスは、 
・ホワイト物流推進運動 
・おおさか交通エコチャレンジ宣
言 
・ウォータープロジェク 
・クールチョイス 
の認証を得ています。 
 
クールビズやウォームビズを取り入
れて、エコで快適な職場環境で
す。 
また、事業所のエコバッグは従業
員が誰でも使用可能です。 

【不平等】 
障害者・子育て世代・高齢者が
特典を受けられる割引サービスを
実施しています。 

【成長/雇用】 
・男女問わず育児休暇・介護休
暇が取得可能 
・フレックスタイム・在宅ワークへの
切り替えを実施 
 
残業や休日出勤をなくすために、
従来の電話対応からメール対応
へ切り替えました。 



宣言内容 

真庭市立落合小学校 
  全校児童188名（令和2年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体の概要 

ＳＤＧｓをもっと知ろう（4年生） 
 真庭あぐりガーデンプロジェクトの皆さんにご協力いただき、 
 ＳＤＧｓについて考える授業を行いました。 

 今、自分たちの身の回りで起こっている環境問題。 
 ごみ問題、海洋汚染、食品ロス… 自分事として 
 受け止めました。 
 

〈問題を解決していくために〉 
一人ひとりが気をつけることで、ずいぶん変わってくる。 
まずは自分ができることから始めることにしました。 
〈自分たちにできること〉 
ペットボトルキャップ集めに取り組みます。ポスターを作り、全校への呼び  
かけ、家庭や地域へも協力をお願いします。 
集めたキャップで、命を救うワクチンにつなげます。 
自分たちの力で第一歩を踏み出します。 
  

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 
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環境学習から、自分たちにできる取り組みへ 

        × 郷土愛  ×  地域貢献   

 真庭市立落合小学校 
【代表者】白石周二  【担当者】二宗謙次  【住所】〒719-3144 真庭市落合垂水607-2 

 自ら学ぶこの育成  豊かな心・人間性の育成 

 たくましい体の育成 インクルーシブ教育の充実 

 開かれた学校の推進 

  郷土を愛し、未来を切り拓く子どもを育成 

落合小学校にかかわる 

すべての人が幸せになる学校づくり 

各団体の基本情報を記載してくださ
い。 

写真等を交えながら紹介をしていた
だければと思います。 

パートナー宣言で宣言した内容を
記載してください。 

その宣言のキャッチフレーズを上段
に記載ください。 

キャッチフレーズは、会社理念等を
参考に検討してください。 

具体的な取組をクローズアップして記載ください。 
 取組背景、取組内容、取組効果は含めていただくこととし、
その他、写真・グラフ等、自由にお使いください。 

SDGsの理念と掛け合わせた分野を記載ください。 

地域資源、高付加価値化、福祉、障がい、農業、
雇用、他分野、多世代交流、地域住民、空き家、
コロナ、アート、制服、女性、テクノロジー 等 



中山間地域の地域改題解決に
貢献し、地域のみなさまと共に考
え歩みながら持続可能な社会の
実現を目指してラストワンマイル
の輸送サービス社会実装に向け
て取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 

宣言内容 団体の概要 

 
 
 

里山資本主義・真庭スーパーフォレストシティの実現に向けて、
2020年に情報提供団体に登録されました。 

 
 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

真庭スーパーフォレストシティ実現を目指して 

       × 地域資源 × テクノロジー    

株式会社真庭運創研 
【代表者】 小林 一昭 【担当者】 王 秀蓮    【住所】 〒717-0013 岡山県真庭市勝山620-5 

・生きがいや働きがいを感じながら技術向上
やイノベーションを通じた事業に取り組みます。 

・持続可能な輸送システムへのアクセスを提
供する事業に取り組みます。 

・森林の持続可能な経営の実施を促進する
ために先端技術を活用して支援する事業に
取り組みます。 

・知識、専門的知見、技術を共有するマル
チステークホルダー・パートナーシップによって
補完しつつ、持続可能な開発のためのパート
ナーシップの構築に取り組みます。 

真庭にマルチなイノベーション 



宣言内容  
 

おかやまコープは、岡山県を区域とし県下約
40％の世帯を組織する生活協同組合です。 
宅配や店舗での商品供給事業をはじめ、共
済、福祉事業、組合員活動など幅広く取り
組んでいます。 
 
組合員   34万1,020世帯 
総事業高 402億円 
出資金    100億円   

2020年3月末時点 

 

団体の概要 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

 地 域 社 会 づ く り へ の 参 加  
 エシカル消費の推進やくらし応援 

       × 地域資源 × 地域住民     

生活協同組合おかやまコープ 
【代表者】平田 昌三 【担当者】江口 典男 【住所】〒700-0026 岡山県岡山市奉還町一丁目7-7 

生活協同組合おかやまコープは、おかや
まコープのビジョンの実現に向け、エシカ
ル消費やふくしなどに事業と活動および
地域社会との連帯に取り組むことで、持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の
達成に貢献します。 

「つながり育む 笑顔広がる 豊かな暮らし」 

別添２ 

【取り組み背景】 
食糧自給率向上や環境保全につながるようにエシカル消費の輪を広げたり、子
育てや高齢者支援などくらしを応援する取り組みを真庭市ですすめています。 
 
【取り組み内容】 
 ・真庭里海米の普及 
 里海と里山をつなぎ循環型農業の 
 応援をすすめています。 
 
 ・ベビーマッサージ＆お昼寝アート 
 真庭を元気にする活動応援事業に 
 参加し子育て応援をすすめています。 
 
【取り組みの効果】 
・地域再生活動の促進 
・環境保全 
・子育て支援や高齢者の見守り活動 

配送センター 店舗 組合員活動 



宣言内容 

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。 
 
 
 
 
 
 

団体の概要 

 
  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等の実施 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 真庭高校落合校地と連携した 
  「落合ヒカリプロジェクト」 
 
 
                        空き            空き家を活用したコミュニティスペース 
                                       「落合SAKA-e」の運営 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

      ×多世代交流×地域住民           

まにわ・しめ山プロジェクト 
【代表者】池田昌弘 【担当者】𠮷原啓介 【住所】〒719-3155 真庭市落合垂水183-6 

【質の高い教育をみんなに】  
真庭高校落合校地等との協業により、社会課題解
決の実地教育や学習力の向上や広く市内外の情報
を学ぶ機会を創出する。  
【働きがいも経済成長も】  
空き家、空き施設等の活用を図り、事業者誘致・地
域内外からの起業の場を作ることにより新たな仕事の
場を生み出す。  
【住み続けられるまちづくりを】  
しめ山散策等の定例活動の継続、イベント時の催事
参加等を通じて移住者も含めた住民同士が融和し
た住みやすいまちづくりを実現する。  
【パートナーシップで目標を達成しよう】  
落合SAKAI-eを街なか再生事例のひとつとして、市
内他エリアと情報とノウハウの共有化を図る。   

 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

地域交通事業で新しい挑戦を！ 

       × 地域住民 × ニューノーマル 

  有限会社フクモトタクシー 
【代表者】福本 益三 【担当者】福本 和来 【住所】〒717-0013 岡山県真庭市勝山412-7 

‣人々が医療サービスを受ける権利の確保し、健康と 
 医療へのアクセス改善に貢献します。（ゴール：3） 

‣クリーンエネルギー自動車の積極的な採用・省エネ 
 運転の実践を通し、炭素排出量の削減に貢献します。 
 （ゴール：7、13） 

‣資格取得や研修の機会を提供し、交通事業に 
 意欲的な人々の雇用に貢献します。（ゴール：8） 

‣公共交通の改善や充実に取り組み、新たな交通 
 システムの構築・生活基盤の確保に貢献します。 
 （ゴール：9、11） 

‣地元医療機関をはじめ、地域社会に根差した事業者 
 と連携し、SDGs の達成に貢献します。 
 （ゴール：17） 

真庭に残るタクシー会社として、
地元の足となる！ 

各団体の基本情報を記載してくださ
い。 

写真等を交えながら紹介をしていた
だければと思います。 

パートナー宣言で宣言した内容を
記載してください。 

その宣言のキャッチフレーズを上段
に記載ください。 

キャッチフレーズは、会社理念等を
参考に検討してください。 

17の目標から関連のある目標を３つ
程度選択してください。 

具体的な取組をクローズアップして記載ください。 
 取組背景、取組内容、取組効果は含めていただくこととし、
その他、写真・グラフ等、自由にお使いください。 

SDGsの理念と掛け合わせた分野を記載ください。 

地域資源、高付加価値化、福祉、障がい、農業、
雇用、他分野、多世代交流、地域住民、空き家、
コロナ、アート、制服、女性、テクノロジー 等 

別添２ 

フクモトタクシーは真庭市勝山を拠点にタクシー等の
交通事業を行っております。地元の安心・安全な 
公共交通として、お客様にタクシー等のサービスを 
気持ち良くご利用いただけるよう努めております。 
また真庭市コミュニティバスの一部路線やスクールバス
等の運行を担当しております。 

設立は平成9年12月1日ですが、それ以前から2代、
3代と続いてきた事業の継続と発展のため、これからも
新たな挑戦を続けていきます。 

（取組背景） 
モータリゼーションや人口減に伴う交通事業の市場減少、その一方で高齢化による
免許返納等を理由とした潜在的かつ局所的なニーズの発生、そしてコロナ禍の発
生、事業を構造的に見直さないといけなくなった今、新しい社会と向き合うために、
自身の変化に挑戦しています。 

（取組内容） 
・プラグインハイブリットカーの採用、 
 充電環境の構築。 
・新規採用者に対する免許取得の 
 全額補助企画を実施。 
・標準的なバス情報フォーマットでの 
 データ作成に挑戦。 
 
 

（取組効果） 
・炭素排出量の削減に寄与、 
 全タクシー車両がハイブリット化。 
・免許取得者の長期雇用が実現、 
 事業継続のため体制を強化。 
・Googleマップに真庭市コミバス 
 『まにわくん（幹線）』の情報が 
 掲載、Web検索が可能に。 
 他団体への新規提案も挑戦中。 

実際に使用している車両 

燃費は旧車と比べると倍以上 

採用時に免許を取ったドライバーが 

まにわくん幹線にも乗務しています 

バス業界で浸透しつつある情報化に 

先駆けて挑戦しています 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

 住み続けられるまちづくりのための情報発信 

        × 人・暮らし × 情報発信    

一般社団法人 コミュニティデザイン 
【代表者】松尾 敏正 【担当者】藤本 一志 【住所】〒719-3201  岡山県真庭市久世2374-3 

・市外に向けて真庭市の自然・人・暮らし方などの
魅力を発信し、真庭市の関係人口増加や移住・定
住を促します。 

・移住希望者と地域をつなぐ相談対応や、下見のご
案内などをしています。 

・市内の動きとしては、地域内の交流を深め、地域
の活動に人々の共感を呼べるような体制を作ります。 

・地域をもっと元気にするための調査・情報収集をし
ています。 

・真庭市内での様々な活動と連携して、真庭の人と
たちがもっと活躍できる場の提供や企画立案のサ
ポートをしています。 

人と暮らしをつなぐ『プラットホーム』 

真庭市交流定住センターを運営しています。 
 
ワンストップ移住相談窓口の他、市内間・市外との
交流が生まれるイベント「やまびこマーケット」の開催。
地域おこし協力隊のサポート。移住ポータルサイト
「COCO真庭」、イベントサイト「ManiColle」の運営
もしています。 
地域の情報発信のお手伝い、空き家情報バンクの
受付など、地域が元気になる仕事をしています。 

持続可能な地域であり続けるため、関係人口の増
加や移住・定住に繋げる情報発信を中心に取り組
んでいます。 
 
 
市内のSDGsパートナーを取材、WEBサイト
「COCO真庭」で「里山SDGs」として発信して、市
内外との「パートナーシップ」を深めています。 
 
 
また各団体・コミュニティ参加型のホームページも運
営しており、情報発信のハードルを下げることで、
「住み続けられるまちづくり」を行っています。 



宣言内容 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 弊社の事業は、資材として出荷できる状態にまで
に育った樹木の伐採「皆伐」、残された木の成長促
進の目的で行われる間引き作業の「間伐」、次につ
なげるための「植林」、また、伐採した木材を市場ま
で運搬輸送を事業として、平成6年7月に設立した
会社です。 
 現在では山林に放置されていた枝葉や未利用材
をチップ化して資源の利活用にも力を入れて事業展
開しております。 
素材生産業+運送事業+チップ製造の3つの事業
を行い、環境保全に努めております。 
 

団体の概要 

               
                【取組背景】 
              ・山林事業者がいなくなってくる近年、伐採適期         
               となったを木材（資源）を山主に代わって利 
               活用できるよう山を管理する。 
 
                【取組内容】 
              ・管理できなくなった山林を整備し、次の世代に 
               つなげていく。 
              ・地域の美化にも貢献出来るよう                            
               社員で月に一回通学路のごみ拾                   
  （整備された山林）     いを実施しています。 
 
   【取組効果】 
 ・次の世代に森林の豊かな自然環境をつなげていく。 
 ・循環型の資源活用を推進していける。 
 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

100年先の森を守る！を目標に、地域環境を守り、陸の温かさも守ることをゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

  山林 (陸)と海のゆたかさを守る！ 

       ×地域資源の活用× 環境整備        

森の命を守る 

株式会社 三謳 
【代表者】代表取締役 母里 靖浩 【担当者】安田 一 【住所】〒717-0024 岡山県真庭市月田5538番地 

 山を管理・保全することで自然環境を守れ
ると私達は自負しています。 

  ⇒山のめぐみが海を育てる！ 

 自然の循環サイクルを維持することによって、
住み続けられるまちづくり！になると考えていま
す。 

「100年先の森を守る！」を会社のコンセプト
とし、社員一丸となって邁進しています。 

 

山を守り育てることで自然環境を保全する。 

別添２ 



宣言内容  
 
 
 
 
 
道の駅醍醐の里内にある「リユースプラザ醍醐の里」
を拠点に市民からの不用品を受入・譲渡している。 
北房・落合地区の運営ボランティアで構成。 
会員数10名 
（主な活動） 
市民のご家庭から「まだ使えるけど、使わない」不用
品を受入れ、必要とする方へ有償・無償譲渡する。 
リサイクルの推進及びごみの減量化に関連する普及
啓発。リユースマーケットの開催等。 
会の活動向上のための視察研修を実施。 

団体の概要 

あ ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

地域を舞台に３Rの推進 

（取組背景） 
 家庭の再利用可能な不用品をごみとして排出するのではなく、必要とする人に譲渡する
橋渡しの活動を「リユースプラザ醍醐の里」や地域内イベント等で行うことで、ごみの減量化
やリサイクル推進を行う。 

（取組内容） 
 ・不用品受入れ及び出張募集（落合総合センター、北房文化センター） 
 ・リユースマーケットの開催（月2回） 
 ・イベントでの出店（おちあい元気フェスタ等） 
 ・地域団体との連携による3R啓発活動（落合中学校と連携） 
 ・活動向上のための視察研修の実施 

（取組効果） 
 ・ごみの減量化、3Rの普及理解 
 ・地域との交流拡大による地域活性化 

        × 地域資源 × 地域住民  

真庭リユースプラザの会 
【代表者】薬師寺 康昌 【担当者】環境課 植田 健太 【住所】〒719-3152 岡山県真庭市鹿田391-1 

真庭リユースプラザの会は、家庭で不要
となった再利用可能な家具等を受入れ、
必要とする市民に譲渡することで、資源
の有効活用、ごみの減量化及びリサイ
クルの推進を図ります。 

地域の団体と連携し、ごみ減量化、3R
推進を啓発します。 

運営拠点である「リユースプラザ醍醐の
里」を中心にリユース活動を展開し、地
域の交流の場とします。 

リユース活動による資源循環 

パートナー宣言に○を記載したゴール以外は削除する 

各団体の基本情報を記載してくださ
い。 

写真等を交えながら紹介をしていた
だければと思います。 

パートナー宣言で宣言した内容を
記載してください。 

その宣言のキャッチフレーズを上段
に記載ください。 

キャッチフレーズは、会社理念等を
参考に検討してください。 

17の目標から関連のある目標を３つ
程度選択してください。 

具体的な取組をクローズアップして記載ください。 
 取組背景、取組内容、取組効果は含めていただくこととし、
その他、写真・グラフ等、自由にお使いください。 

SDGsの理念と掛け合わせた分野を記載ください。 

地域資源、高付加価値化、福祉、障がい、農業、
雇用、他分野、多世代交流、地域住民、空き家、
コロナ、アート、制服、女性、テクノロジー 等 

別添２ 

リユースマーケットの風景 視察研修 

落合中学校美術部と連携し、 
作成いただいた3R啓発看板 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

自然との共生及び強靭なインフラ構築 

      × 国土強靭化 × 生態系保全 × 脱炭素 

  ランデス株式会社 
【代表者】 大月 隆行 【担当者】 野村 修治 【住所】〒719-3192 岡山県真庭市開田630-1 

ランデス株式会社が取り扱う多様なプレキャス
トコンクリート製品は、強靭でありながら環境
負荷の少ない構造物を実現。 

皆様の安全・安心な生活を守ると共に豊かな
社会を支える社会基盤の構築に役立ちます。 

また、環境負荷の少ない材料の積極的使用、
構造物の維持更新への関与、高炉スラグ細
骨材(BFS)を有効活用した「資源循環型・
低炭素」の超耐久性コンクリート「ハレーサル
ト」製品の普及などを通じて、国土強靭化な
らびにインフラの長寿命化、脱炭素型社会に
貢献します。 

自然と文化のインターフェイスへ 

ランデスは人々の安全安心な生活を支え、持続可能な社会を創ります。 

①耐塩害性５倍 ⇒ 港湾構造物の塩害劣化に強い！ 

②耐凍害性５倍 ⇒ 寒い地域の凍害劣化に強い！  

③耐硫酸性３倍 ⇒ 下水道構造物の硫酸劣化に強い！  

④複合劣化（塩害＆凍害）に対する抵抗性が高い！ 

⑤低炭素 ⇒ 35％以上ＣＯ２削減で地球環境に貢献！ 

⑥資源循環 ⇒ 製鉄の副産物「高炉スラグ」を50％活用！ 

普通コンクリートに比べて・・・ 

ハイダセールは、側溝や水路へ落下した
カメやカエルなどが自力で側溝から容易
にはいだし、脱出できるように斜路(ス
ロープ)を設けた小動物保護側溝です。 

ブリードロックは魚巣から緑化まで多様な
水辺環境に対応し、連続斜路及び階
段状に形成される平坦部は、小動物の
移動を容易にします。 

■ 事業内容_  

 コンクリート製品の企画開発及び製造・販売 

 土木建築工事の設計・施工、その他関連事業 
 
  設 立 ：1962(昭和37)年10月4日 

  売 上 ：65億600万円（2020年8月期） 

 従業員 ：200人 

  拠 点 ：国内6工場・10営業所 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

        × スポーツ × 共創    

一般財団法人真庭スポーツ振興財団 
【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 

スポーツが創る真庭の未来 
～Sports in Life～ 

各団体の基本情報を記載してくださ
い。 

写真等を交えながら紹介をしていた
だければと思います。 

パートナー宣言で宣言した内容を
記載してください。 

その宣言のキャッチフレーズを上段
に記載ください。 

キャッチフレーズは、会社理念等を
参考に検討してください。 

SDGsの理念と掛け合わせた分野を記載ください。 

地域資源、高付加価値化、福祉、障がい、農業、
雇用、他分野、多世代交流、地域住民、空き家、
コロナ、アート、制服、女性、テクノロジー 等 

別添２ 

◆スポーツ×ユニバーサル 

 ＝健康＋福祉の推進 

 

◆スポーツ×（個人＋団体＋大学） 

 ＝教育の発展 

 

◆スポーツ×真庭市の魅力発信 

 ＝継続的に活動＋住み続ける 

 

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 

（取組背景） 
スポーツは若い人がするもの、できる人がするものというイメージがありますが、「健康のため」
「だれでもできるもの」「地域の課題解決のツール」「する・みる・ささえるスポーツ」など様々な
効果、期待があるものとなっています。 

（取組内容） 
・だれもができるユニバーサルスポーツを軸に、障がい者と健常者が一緒に運動・スポーツが 
 できるイベント（フェスティバル、ボッチャ交流大会等）や定期プログラムを実施 
・大学、他のスポーツ組織との連携により、市内でキャンプや各種講習、研修会の開催 
・馬とのふれあい体験や真庭の自然の中を歩くなどイベントを通して魅力発信 
⇒市民生活にスポーツを浸透 

（取組効果） 
・市民の体力づくり、医療費削減、介護予防、だれもが一緒にスポーツができる環境整備 
・市民の豊かな人間性の涵養、スポーツ指導者育成、競技力向上 
・市民の郷土愛の醸成 
⇒健康づくり、生きがいづくり、まちづくり 

【設立年】令和元年 

【目的】市内のスポーツ等の普及振興及び
体力づくり活動の支援のために必要な事業
を行い、市民の心身の健全な発達及び豊か
な人間性の涵養に寄与する。 

【主な事業】 

●スポーツ振興 

●スポーツ施設等の管理運営 



宣言内容 団体の概要 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のありたい姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

『いま、私にできること』 私が起点 

      ×地球にいいこと×今、わたしにできること              

 

岡山トヨタ自動車株式会社 
 【代表者】梶谷俊介  【住所】〒700-0913 岡山市北区大供3丁目2-12 

2018年度 『地域を知る』 

2019年度 『防災』 

2020年度 『地球にいいこと』 

へ取り組みをすすめ、 

『いま、私にできること』私が起点ということ
で、COOL CHOICE宣言し行動に移す
ことを積み重ね、多くの方に共感いただくこ
とをゴールとしています。 

いま、私たちにできること 

 

私たち岡山トヨタ自動車株式会社は、
社会的に責任ある存在であることを自
覚し、法およびその精神を遵守し、オー
プンでフェアな企業活動を通して、地球
環境、地域社会の持続可能な発展に
寄与し、信頼される企業を目指します。 

賢い選択  

COOL CHOICE 

全社員による宣言 

↓ 

行動に移していく 

古着 de ワクチン（東岡山店） 

不用な衣類等を集めて送ることで、開発
途上国の子どもたちにワクチンを届けるとと
もに、現地の雇用にも役立つシステム。 

本システムに賛同し、職員家族の不要に
なった服等を集めて、社会貢献を実施。 



宣言内容 

  
 
 
 
 真庭市の蒜山地区にある児童数１１７名（令
和３年１月１日現在)の学校です。教育目標は、
「やさしく つよく かしこく」。「行きたい学校 行かせ
たい学校 地域に誇れる学校 地域が誇れる学
校」をめざし、地域とともに歩んでいます。 

団体の概要 

（取組背景） 
 地域の魅力を学んだり、地域の方から学んだりすることで、地域への愛着は深まると考えます。学校・家庭・地
域が連携して「みんなが幸せに暮らすことのできる持続可能な八束学区」を目指したいです。 
（取組内容） 
○県教育庁文化財課、真庭市生涯学習課、蒜山郷土博物館と連携し、「八 
 束の宝を学ぶ」学習を参観日に合わせて行いました。 
○地元組織や個人と連携した学習を行いました。（シリゲ・大宮踊り・蒜山登山 
 ・昔遊び・昔語り・トウモロコシ栽培・大根栽培・ジャージー牛の写生・クロスカン 
 トリースキー・アルペンスキー・サマースクール八束塾等） 
○ＰＴＡおよび防災士会と連携し、防災ワークショップを行いました。 
○ＮＰＯ法人真庭あぐりガーデンプロジェクトの方を講師にお迎えし、全校が 
 ＳＤＧｓについて学びました。 
○クライミング体験をしながら、ＳＤＧｓにも通じるバックキャスティング思考につい 
 て５年生が学びました。 
○真庭市林業・バイオマス産業課と連携し、真庭市のバイオマスの取組について 
 出前講座受講、集積地と発電所の見学を５・６年生が行いました。 
○学区にある八束こども園の園児や勝山高校蒜山校地の生徒との交流を行い 
 ました。 
（取組効果） 
○アンケートによると、約９割の児童が「学校以外の人や地域の人との学習は役 
 に立つ」と感じています。 
○保護者アンケート「学校は蒜山の自然や文化を生かした教育をしている」では 
 99％、「参観日や学校行事等を参観する機会を設け開かれた学校づくりに努 
 めている」では100％が肯定的回答をいただいています。 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

地域を学ぶ 地域と学ぶ 

       × 地域資源 × 地域住民            

 真庭市立八束小学校 
【代表者】山本 信子 【担当者】田村 知之 【住所】〒717-0507 真庭市蒜山下見1527 

 「やさしい心、つよい心と体、かしこい判
断」は、より良い未来を創るために必要だと
考えます。八束小学校は、基礎学力に加
え、持続可能な開発についての学習、地
域学習や地域の方との交流等を通して、
地域を愛し地域の発展へ貢献しようとする
児童、心身共に健康で地域の中で明るく
元気に育つ児童の育成をめざします。その
ために、職場内でのOJTを大切 

にし、教職員一人一人の資質 

および能力の向上に努めます。 

やさしく つよく かしこく 

SDGsの理念と掛け合わせた分野を記載ください。 

地域資源、高付加価値化、福祉、障がい、農業、
雇用、他分野、多世代交流、地域住民、空き家、
コロナ、アート、制服、女性、テクノロジー 等 

八束の宝を学ぶ 

防災ワークショップ 

クライミングとＳＤＧｓ 



宣言内容 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

地域の農業とくらしを支える 

        ×   ＪＡ  × 助け合い    

ＪＡ晴れの国岡山真庭統括本部 
【代表者】岡田 茂樹 【担当者】江森 由美子 【住所】〒719-3105 岡山県真庭市落合垂水1064-1 

 一次産業である農業と、それを取り巻く

人々や地域の皆様の暮らしを支えること。

「ゆりかごから墓場まで」を合言葉に、健康

福祉活動や生きがい作り、地域の子どもた

ちへの食農教育も重点的に行い、地域への

貢献活動と暮らしやすい地域づくりに努めま

す。また農業の担い手を育て、未来の真庭

を支える人材の育成にも力を注ぎます。 

  

  

ワクワクする農業と地域の未来を 

別添２ 

団体の概要 

令和２年４月に、県下８ＪＡが合併し、「ＪＡ
晴れの国岡山」が誕生しました。協同の力を結集
し、「共存同栄」の精神のもと、共に助け合いなが
ら、持続可能な地域農業と、豊かで暮らしやすい
地 域 社 会 の 実 現 を 目 指 し て い ま す 。 
ＪＡの総合力を発揮し、地域住民の「農」と「くら
し」を守ることに努めています。 
 
 

ＪＡは、相互扶助の精神のもとに、農家の営農と生活を守り高め、よりよ 
い社会を築くことを目的に組織され、「一人は万人のために、万人は一人のた
めに」を礎に、様々な事業を行っています。 
ＳＤＧｓの目標や「誰一人取り残さない」という理念は、ＪＡの様々な事業 
や取り組みに通じています。 
 
 
 ＪＡグループ岡山では瀬戸内海の牡蠣殻を使った資材で「里海米」を 
栽培、普及しています。 
旭川水系の水源に位置する真庭地域で、水の浄化作用のある牡蠣殻を
積極的に農業に使うことで、下流に、海にきれいな水、そして豊富な栄養
分を返し、海と里を守る循環環境保全型事業を行います。 

 
 生産者組織から子ども食堂などに真庭産米の寄付を行い、食を支えていき
ます。 

 
 直売所の運営により、地産地消を推進し、遠方への運送時に発生する二
酸化炭素や食品ロスの削減につなげています。また出荷者の生きがい作り
にも貢献していきます。 

 
 

 



宣言内容  
 
 
 
 
 
 
 
JA女性組織は、JAをよりどころとして、食や
農、くらしに関心のある女性が集まって活動
する組合員組織です。農家でも農家でない
人も誰でも気軽に参加でき、全国に20代か
ら90代まで約50万人のメンバーがいます。
私たちは様々な活動を通じて、地域の課題
を解決し、次の世代に豊かなくらしをつなげて
いきます。 

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

  地域の食を守る活動 

        × 女性 × 地域     

   JA晴れの国岡山真庭女性部 
【代表者】片岡 典子 【担当者】福原 正恵 【住所】〒７１９-３１４４ 岡山県真庭市落合垂水1064-1 

JA女性 地域で輝け 50万パワー☆ 

別添２ 

JA女性組織メンバーは、JAとともに食と農を基
軸に活動しています。このSDGsの内容は私たち
がこれまでに取り組んだ多くの活動と関連していま
す。 
安心安全な食を守り、食料自給率の向上に向
けた活動、配食サービス活動、手作り石鹸づくり
活動、マイ箸・マイコップ・マイバッグ運動など、私
たちの活動は持続可能な社会を築くことにつな
がっています。 
JA女性組織メンバーの一人ひとりが、相互に助
け合い、仲間とともに支え合う「協同の力」を発
揮して、地域で何が出来るかを考え、協力しあい
ながら今後も活動を続けていきます。 

（取組背景） 
国際交渉による輸入食品の増加が懸念されるなか、安心安全な食を守り、食料自給
率の向上に向けた活動を行う。 

（取組内容） 
・地産地消運動の推進 
 →JA全国女性協企画「どんぶり47プロジェクト」で地域食材たっ 
   ぷりの「蒜山ジャージースタミナ丼」を考案し、岡山県代表に 
   選ばれた。 
・伝承料理の継承活動 
 →女性部員の幅広い世代を活かし、若い世代の部員へ地域の 
   伝承料理教室を開催。 
・食農教育の取り組み 
 →JAが主催している農業体験スクールで昼食づくりや調理実習 
     の講師として参加。 
・食品ロス削減 
 →地域の特産品を使って加工品を作り、食品ロスの削減に繋げ 
     る取り組み。 

（取組効果） 
地域の食の大切さ、それを次世代へつなげていくことの大切さに改めて気づくことができた。 

団体の概要 



宣言内容  
 

 

団体の概要 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

ＳＤＧｓに関する特徴的な取組 

2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール 

ＣＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＷＡ 

岡山県真庭市 

わた しの S D G s宣言  

       × 今日からできる × 自分事      

真庭市役所 
別添２ 

【取り組み内容】 
真庭市役所職員一人一人が身近に 
できるSDGｓの目標達成に向けての 
取組を宣言！ 
 
地球の未来・真庭の未来を守るため、 
自分にできることは何かを一人一人が 
考え実行に移していく。 
 
 
 
  

■人口：44,240人 
  （令和３年１月１日現在住民基本台帳） 

地元産業を学ぶ中学生 ジャージー牛の放牧 

多彩な真庭の豊かな生活 

「真庭ライフスタイル」の実現 

ごみでモニュメン
ト「真庭のシシ」 

制作者 ： 現代アート作家「淀川テクニック」 
       柴田英昭 （真庭市出身） 
材   料 ： 真庭市内の一般家庭から出された「ごみ」 
      （プラスチック、金属類など） 

真庭のSDGsのシンボル「真庭のシシ」 

 
 
 
 
 
 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 

●木質バイオマス発電の推進 
●木材需要の拡大 
●環境保全型農業の推進 
●観光地域づくり 

●持続可能な森林づくり 
●生ごみ資源化 
●小水力発電の推進 

SDGsの自分事化     
【宣言状況】 
●家事の分担 
●耕作放棄地の防止 
●エコバッグの使用 
●徒歩通勤      等 
 
難しく考えずに、普段からSDGsを意識し
て行動し、積み重ねていく 


