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SDGsとは、
「誰一人取り残さない」を理念とし、2030年を年限とする17の国際目標です。

この冊子は真庭市とともにSDGsを達成することを宣言された
企業・団体（真庭SDGsパートナー）を紹介するものです。
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PROFILE

SDGs ACTION

昭和 37 年に旧落合町にて中国コンク
リート工業㈱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、地元の皆様にご愛願
いただき今に至っています。
最近では CO2 排出量を従来のコンク
リートより 35％低減でき、構造物の
長寿命化を実現した超耐久性コンク
リート「ハレーサルト」を開発し、国
土開発技術賞を受賞しました。

生物多様性保全として河川の生態系を
守る製品や製鉄所から発生する鉄鋼副
産物であるスラグが 50％以上入った
コンクリート製品を開発。
全国の会員企業 31 社で工業会を設立
して普及に取り組んでいます。
人々の生活を守り、豊かさを支える技
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
製品で事業展開に注力しています。

【所在地】〒 719-3111 岡山県真庭市開田 630-1、
【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、生物環境に配慮した
製品や建設の生産性向上に役立つ製品

軽金属の未来を担う
Ｍｇ成形、加工、金型のプロフェッショナル

株式会社
藤岡エンジニアリング

PROFILE

SDGs ACTION

マグネシウムのチクソ成形、マグネシ
ウム部品、アルミダイカスト部品の精
密部品製造、樹脂・マグネシウムの射
出成型金型の製造で社会に貢献してい
ます。
製品設計から金型製作、成形・機械加
工・組立までの一貫生産を実現できる
総合力を強みに、高品質の製品をお客
様へお届けし、日本のものづくりを真
庭から支えています。

使用電力量の監視、効率性の高い機械
装置等への更新により温室効果ガス削
減に取り組みます。
適正な雇用を確保し、地域雇用の創出
に取り組み、従業員には各種研修によ
り能力を向上させていきます。
製造においては、化学物質の安全確保、
環境測定監視による環境の安全を確保
します。

【所在地】〒 719-3143 岡山県真庭市下市瀬 1100、
【主要業務】Mg 成形、加工、金型の製作、
【得意分野】マグネシウムの射出成形、異形製品機械加工

真心、感謝、創造の精神で頑張ろう !

株式会社
グリーンピア蒜山

PROFILE

SDGs ACTION

株式会社グリーンピア蒜山は、新しい視
点で総合的な産業振興と観光基盤を整備
して、その効果が地域全体に波及する方
策を確立する為に地域住民と行政が一体
となって株式会社として設立しました。
真 庭 地 域 へ の 来 訪 動 機 の 要 因 と な る 事、
特産品の開発や施設の PR、地域の商工業
者や農家との取引による活性化や生きが
いの場を提供する事などにより、地域に
根差した価値のある会社になる事を目指
しています。

当社は、地域と連携し真庭の気候風土や地
域産品を生かした事業の実施を通じて地域
に貢献します。
三木ヶ原ふるさと特産館は、レンタサイク
ル事業で、観光に健康要素をプラスした提
案。道の駅風の家は、食の安心・安全を第
一に地域産品の販売。そばの館は、そばの
6 次産業化。蒜山ハーブガーデンハービル
は、ハーブの体験メニューの取組。ひるぜ
んベアバレースキー場は、教育旅行誘致の
取組をしています。

【所在地】〒 717-0612
【得意分野】特産品販売
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岡山県真庭市蒜山上徳山 1380-6、【主要業務】小売業、

市内企業
働きがいと夢のある会社を作ります

梶岡建設株式会社

PROFILE

SDGs ACTION

公共・民間の土木・建築工事を請負う
総合建設業の会社です。企業を取り巻
く状況は時代と共に変化しますが、変
化を受け入れる柔軟な発想を持つとと
もにお客様第一に徹し、お客様に何が
出来るか常に考え、行動することを基
本としています。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
求に徹しています。

社内研修・合同講習会などを通じて人
材育成を行うとともに、育児・介護休
暇などを充実させて働きやすい職場づ
くりに努めています。
環境に配慮した設計・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。
社会貢献として、献血サポーターに参
加し、社内一丸で献血活動を行ってい
ます。

【所在地】〒 719-3141

地域に貢献できる喜びを感じながら、
雄大な自然の中でのびのび働く職場

大島技術コンサルタント
株式会社

岡山県真庭市上市瀬 166、【主要業務】総合建設業

PROFILE

SDGs ACTION

大山が目の前に広がる蒜山高原のど真
ん中、冬になると雪が積もりますが、
豊かな自然に囲まれ、いつも心穏やか
に過ごせつストレスとは無縁の環境に
会社はあります。
技術士、ＲＣＣＭ、測量士、建築士な
どの様々な資格を取得した専門家集団
であり、特に基準点測量では高精度な
ＧＮＳＳ衛星観測を行っており、測量
精度が飛躍的に向上しています。

いくら技術が進歩しようともそれを使
い、よりよい成果を出し続けられるの
はやはり人。
当社ではどんどん若返りを図るため、
求人にも力を入れています。公的な人
材紹介機関だけでなく、インターネッ
トを使った民間の人材紹介サイトなど
も複数利用し、雇用の面で持続可能な
会社を目指してまいります。

【所在地】〒 717-0602 岡山県真庭市蒜山上福田 829-1、【主要業務】測量、土木設計、
【得意分野】用地測量、道路設計、河川災害復旧実施設計

ワクワクする農業と地域の未来を

JA 晴れの国岡山
真庭統括本部

PROFILE

SDGs ACTION

昨年 4 月、県下 8JA が合併して誕生し
ました。協同の力を結集し、
「共存同栄」
の精神のもと、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 の持つ総合力を発
揮し、組合員、地域住民の「農」
「くらし」
を守ることに努めています。

牡蠣殻を使って作物を育てる環境保全
型農業で生まれた「里海米」の普及や、
生産組織から子ども食堂へ米を寄付す
るなど、相互扶助の精神のもと、農山
村の営農と生活を支え、よりよい社会
を築くことを目的に様々な取り組みを
行っています。

【所在地】〒 719-3144 岡山県真庭市落合垂水 1064- １、
【主要業務】農産物販売・金融・
共済ほか総合事業、【得意分野】食・農
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100 年先の森を守る！

株式会社三謳

PROFILE

SDGs ACTION

弊社は、資材として出荷できる状態までに
育った樹木の「伐採作業」、残された木の
成長促進の目的で行う「間伐作業」、次に
つなげるための「植林作業」、伐採した木
材を市場まで輸送する「運搬事業」として
平成 6 年に設立ました。
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を行い、
素材生産業 + 運送事業 + チップ製造の 3
つの事業に力を入れ、「100 年先の森を守
る」ことを目標に事業展開しています。

山林作業者がいなくなっている近年、
伐採適期になった木材（資源）を山主
に代わって整備し、次の世代につなげ
ていく。そうすることで地域資源の活
用×山の豊かさを守る×環境整備（防
災面）で住み続けれる社会の貢献の一
助になりたいと思っております。

【所在地】〒 717-0024 岡山県真庭市月田 5538、【主要業務】伐採、間伐、皆伐、作業
道の開設、材木搬出・運搬、山林管理

地域資源の循環に積極的に貢献しています

有限会社
エコライフ商友

PROFILE

SDGs ACTION

われわれは、SDGs が掲げる様々な課題
を解決することで、市民生活の向上を
目指すことが事業の目的であると同時
に事業活動の源であると考えています。
一般廃棄物収集運搬や産業廃棄物収集
運搬・処理、バイオディーゼル燃料の
製造、浄化槽保守点検及び清掃などの
事業を通じて、環境負荷の低減や地域
資源循環の推進、暮らしの豊かさの向
上に努めていきます。

全ての事業がゴール 11「住み続けら
れるまちづくり」と密接に関係してい
ます。
①廃棄物の資源化と再利用②水環境の
保全③快適で衛生的な暮らしのサポー
トを軸に、環境にやさしい、より住み
やすい真庭をつくっていくべく、皆さ
まと共に様々な問題に取り組んでいき
たいと考えています。

【所在地】〒 719-3204 岡山県真庭市惣 84-7、【主要業務】一般廃棄物収集運搬業、産
業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業（中間処理）、浄化槽保守点検業、【得意分野】環
境・衛生、リサイクル

森と地域と未来をつなぎ、「木の時代」をリードする

銘建工業株式会社

PROFILE

SDGs ACTION

木材を大事に使い切ることを追い求
め、時代が求める「新しい価値」を先
取りしてきました。
集成材・CLT の製造販売はもちろん、
価値がつきにくく、利用用途に困って
いた膨大な地域の木質資源を燃料とし
て活用する取組も行っています。
木の持つ可能性を最大限活かし、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。

弊社が製造販売している集成材・CLT の
原材料は循環型資源である木材です。
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
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。
これまで弊社が大切にしてきた「木を
使い切る」という企業文化がそのまま
SDGs の取組へと繋がっています。

【所在地】〒 717-0013 岡山県真庭市勝山 1209、
【主要業務】木質構造材製造（集成材・
CLT）
、木質構造事業、バイオマス事業、木質ペレット製造
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市内企業
「共生」持続可能な循環型社会つくり

十字屋グループ

PROFILE

大正５年に米や食料品、薪炭を扱う十 環境衛生事業では、一般廃棄物の資源
化による持続可能なバイオマスモデル
字屋商店として創業。
事業活動は私利私欲のためでなく、受 として循環型社会づくりへの取組を推
くるより与えるが幸いなりの如く、地 進し、農業の活性化を図るべく、バイ
域の様々な課題解決に力を注ぎ、地域 オ液肥を利用して育てた青果物の販売
社会において共に生かされている私た 拡大など商業の発展にも寄与し、健康
ちにできることはないか、
という「共生」 を守る食の提供や地域のつながりを大
を経営理念として地域の様々な課題解 切にした観光の発展など、持続可能な
決のために、真庭市及び賛同企業や他 循環型社会づくりに取り組みます。
団体と協働しながら地域社会に必要と 「おかやま SDGs アワード 2020」受賞
される企業であり続けたいと考えます。
【所在地】〒 719-3145
飲食業、建設業

~ 人にも自然にも思いやりを ~ 森と人との共生

株式会社アストピア蒜山

SDGs ACTION

岡山県真庭市西河内 696-43、
【主要業務】環境衛生業、小売業、

PROFILE

SDGs ACTION

蒜 山 やつか温泉快湯館、蒜山高原ス
ポーツセンター公園、蒜山なごみの温
泉津黒高原荘などの公共施設の管理運
営を行っており、地域とのつながりを
大切にスポーツ、食事、温泉、休憩な
どの利用提供を通じて地域密着型の事
業展開を行ています。
豊富で魅力ある地域資源である自然を
最大限活用した観光振興を行い多くの
来訪者獲得を目指していきます。

薪ボイラの導入により化石燃料の使用
削減の取組と同時に「地域と人」「人
と人」「森と人」がつながる新しい経
済のつながりによる地域再生の取組に
協力しています。
宿泊施設においては、豊かな自然環境
を活用し、市内外からの学校利用によ
る教育旅行の受け入れを行っており、
自然に愛着を持ち「生物多様性」の保
全保護に関心を持ってもらう取り組み
を行っています。

【所在地】〒 717-0505 岡山県真庭市蒜山上長田 2300-1、【主要業務】公共施設の管理
運営、【得意分野】津黒高原、蒜山高原の自然を活用した体験型宿泊

杉と檜、美作材のふるさと真庭

山下木材株式会社

PROFILE

SDGs ACTION

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、また、要望に
応じて建築現場では組み立てるだけで
済むような製品としてプレカット加工
も行い、皆さまに使っていただける建
築用材料として提供しています。
製品制度の良さ、乾燥品質の高さを評
価され、農林水産大臣賞、日本農林漁
業振興会会長賞を受賞しています。

事業活動が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。
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
になると確信しています。
弊社では事業活動、地域活 動を通じ
て 森 林 保 全 に 努 め て い く と と も に、
SDGs に沿った開発目標の達成にも貢
献していきます。

【所在地】〒 719-3203 岡山県真庭市富尾 218、【主要業務】建築用資材の販売、加工、
【得意分野】国産材無垢材料の販売
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野菜×（作る＋届ける + 食べる）＝ＨＡＰＰＹ

株式会社
HAPPY FARM plus R

PROFILE

SDGs ACTION

真庭市南部の中山間地域の畑から
「HAPPY」な採れたて野菜をお届けす
る農業の会社です。農業の未来を考え、
「農業を通じて幸せになる」「農業を若
い世代につなぐ」ことを目的に設立し
ました。
おいしさを通じて、みなさまに HAPPY
の笑顔をお届けします。

メインゴール 11「住み続けられるまちづ
くりを」
耕作放棄地を利用することで陸の豊かさの
確保ができ、安全で質の高い農作物をお届
けするために栽培技術等の社員教育に力を
いれています。女性の雇用を促進し、子育
て中の女性も働きやすい平等な会社環境を
目指しています。研修生・農業体験の受け
入れを積極的に行い、実際に土や野菜に触
れてもらうことで自然や農業の良さを発信
していきます。

【所在地】〒 719-3155 岡山県真庭市下方 362、【主要業務】農作物の生産・販売、
【得意分野】若手の雇用、明るく元気な職場づくり

真庭に残るタクシー会社として地元の足となる！

有限会社
フクモトタクシー

PROFILE

SDGs ACTION

真庭市勝山を拠点にタクシー等の交通
事業を行っています。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よくご利用
いただけるよう努めています。
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。

確実に事業の継続を実現し、サービス
を提供することで、SDGs の達成に貢
献します。
令和 3 年「新型コロナウイルスワクチ
ン接種推進事業」に参加、タクシー移
動支援を通して健康と医療へのアクセ
ス改善に取り組みました。その他、採
用者に対する免許取得の全額補助企画
を実施し、交通事業に意欲的な人々の
雇用に貢献しています。

【所在地】〒 717-0013 岡山県真庭市勝山 412-7、【主要業務】タクシー運行を中心と
した旅客運送、【得意分野】タクシー、コミュニティバス等運行

空き家のお片付け、住み易い街づくりの一歩

合同会社
PORT-LAIT

PROFILE

SDGs ACTION

弊社は岡山県真庭市で 2018 年 4 月よ
り活動を始めたスタートアップ企業で
す。真庭市から岡山県全域、鳥取全域
と広範囲で活動しており、お客様のお
片づけのお悩みに真剣に取り組み、空
き家の片付けや遺品整理、生前整理か
ら特殊清掃まで請け負っております。
ちょっとした片付けから一軒家丸ごと
のお片づけまで、細かく捜索も行いな
がら効率よく作業を行ないます。

日本では空き家問題があります。核家
族化など様々な理由によってそのまま
放置されている空き家。この空き家が
放置されたままだと、景観への影響か
ら、古くなった建物の倒壊の危険、ま
た犯罪や動物の侵入などにより衛生面
への影響、そういった観点から住み続
けられるまちづくりを作る一つとして
片付けを行い利活用までの提案、また
家財などのリサイクルにも取り組んで
おります。

【所在地】〒 719-3201
消臭消毒業務など
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岡山県真庭市久世 2699-3、
【主要業務】家屋内外お片づけ全般、

市内企業
絆 ~ 社員相互の幸せを達成するとともに企業を
取り巻くステークホルダーへの価値提供 ~

株式会社三木工務店

PROFILE

SDGs ACTION

公共・民間の土木・建築工事を請負う
総合建設業の会社です。昭和 33 年設
立以来、
「地域の皆様と共に」をモットー
に躍進してまいりました。
今後も当社は技術の向上を目指し常に
努力し、地域社会の豊かな繁栄と発展
のためにお役にたてるように考えてい
ます。

・常に新しい技術の革新について研究
を怠らずに努力する
・地元真庭市をより住みやすい「杜市」
となるよう貢献する
・建設業から始まり生産を進め、グルー
プを通じて様々な消費活動を推進する
・建設物等に真庭市の豊かな森林資源
である木材を積極的に取り入れる活
動を更に推進する

【所在地】〒 717-0007 岡山県真庭市本郷 1782-1、【主要業務】総合建設業、
【得意分野】総合建設業（土木・建築工事他）・太陽光発電システム販売・住宅ＦＣ事業

真庭地域の森林資源を活用した電力を供給しています。

真庭バイオマス発電
株式会社

PROFILE

SDGs ACTION

2015 年 4 月に稼働した真庭地域の間
伐材をはじめとした未利用材や製材所
で発生する製材端材などを燃焼し発電
する会社です。
10,000 ＫＷの発電を行い、発電所内
で使用する電力を除く約 9,000 ＫＷを
販売しています。この電力量は一般家
庭 22,000 世帯分の需要量に相当し、
いわゆる FIT 制度を利用して電力会社
に供給しています。

地域の木材を利用し製造した電力の３割
程度を真庭バイオエネルギーを通じて、
真庭市の公共施設、小中学校等に供給し、
電力の地産地消を行っています。

【所在地】〒 717-0013

Survey

of

earth

地球を測ろう

株式会社明日香

岡山県真庭市勝山 1209、【主要業務】電力業

PROFILE

SDGs ACTION

公共事業の円滑化・災害等の復旧・公
祖、公課等の負担の公平化に大きく関
わる地籍調査のスペシャリスト集団と
して、地籍調査を中心に良好な環境の
保全・創造・生活基盤整備に必要な測
量成果の高い価値創造を作り出し、社
会貢献いたします。

測量業（主に地籍調査）を通じて真庭
市の土地の円滑化や土地資産の保全を
図る為、技術・研究を怠らず上記目標
に貢献していきます

【所在地】〒 719-3225

岡山県真庭市中原 20-1
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人と人、人と会社と地域の絆

株式会社
アークコサルタント
真庭営業所

PROFILE

SDGs ACTION

当社は、昭和 44 年に測量会社として ⑧成長・雇用…地域に還元できる会社
を目指し、そのために「人と人、人
創業しました。
と会社」の絆を大切にする
総合建設コンサルタントとして県北地
域を中心に公共事業である社会資本整 ⑨イノベーション…技術革新を図り、
作業効率を高め生産性の向上と原価
備やインフラメンテナンス業務などに
の引き下げのための取組を行う。
携わってまいりました。
これからも地域に密着したコンサルタ ⑪都市…環境に配慮した設計と長寿命
化を考慮した手法を設計に取り入れ
ントとして、地域に貢献できる会社を
ることで頻発する自然災害に強い都
目指し社員一同頑張っています。
市開発、インフラ整備を行う

【所在地】〒 719-3144 岡山県真庭市落合垂水 745、
【主要業務】測量全般、道路・河川砂防・
鋼構造設計、補償コンサルタント業務、【得意分野】測量、各種設計業務、調査開発申請
業務

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！

ワイテック工業
株式会社

PROFILE

SDGs ACTION

昭和 30 年に水道屋として創業しまし 2012 年から CSR の取り組みを始め、
企業活動を通じて市民や地域、社会の
た。
創業時からの山本水道工業所→㈲山本 要請に対し積極的に貢献すべきとする
設備→山本設備工業㈱→ワイテック工 CSR の 考 え に、 弊 社 も 環 境 保 護、 社
業㈱と社名を変更し、業種も電気・機 会に貢献した活動を進めて行き地域に
械・土木・舗装・建築外の各種業種分 根付いた会社でありたいと願いエコ活
野に拡大しましたが、弊社の創業新年 動、ボランティア活動、安全衛生活動、
であります「水」は生きる上での「源」 地域貢献活動を続けています。
『水・衛生』、『都市・生産消費』、『エ
であるとの考えが不変です。
これからも「安全で豊かな生活環境づ ネルギー』、『陸上資源』の SDGs 目標
くり」のために頑張ってまいります。 達成に貢献いたします。
【所在地】〒 716-1411 岡山県真庭市上水田 3130-1、【主要業務】総合建設業、
【得意分野】ライフライン関連の施工・保守管理

貴重な資源を活かしたモノづくりで、豊かな明日へ。

昭和化学工業
グループ

PROFILE
当社グループは、1933 年より真庭市
蒜山の岡山工場を中核工場として、地
域の特産「珪藻土」を濾過助剤や建材、
充填剤等として世界中に販売していま
す。近年では、資源の地産地消と CO2
排出量の削減を目的に、真庭市周辺の余
剰木材を燃料とするバイオマス熱供給炉
を導入。地域社会の一員として環境に配
慮した企業運営を行って参ります。

SDGs ACTION
４：採掘により現れた地層の見学受入
７：木質バイオマス活用など、製造段
階での CO2 削減や省エネルギー
12：天然資源を有効活用、終掘後の新
たな付加価値を産む土地利用
13：太陽光発電によるクリーンなエネ
ルギー提供

【所在地】（本社）〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-14-32 （岡山工場）〒 717-0505
岡山県真庭市蒜山上長田 2270-1、【主要業務】濾過助剤事業、建材・フィラー事業など
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市内企業
安心・安全な農産物を産地直送でお届けします

有限会社竹中商店

PROFILE

SDGs ACTION

有限会社竹中商店は、米の生産拡大を ・自社精米工場で廃棄物として出た米ぬか
を肥料として米の生産に取り組んでいま
目的に昭和 63 年に個人創業し、平成
16 年に法人なりした会社です。弊社は、 す。この米ぬか栽培でできた米を自社ブ
ランド品『一心良米』として増産に努め
SDGs が掲げる持続可能な社会を実現
ています。
し、地域住民の生活向上を目指すこと ・近隣で自然災害が発生した場合には、会
を目的とします。
社施設を避難場所として提供すると共に

自社の所有する米を炊き出しなどに提供
します。
・生活困難者のために、社会福祉協議会へ
米の無償提供を行っています。
・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作りを行っています。

【所在地】〒 719-3156

睡眠から地域の健康づくりを目指して

有限会社富永ふとん店

PROFILE

SDGs ACTION

人生の三分の一とも言われる長い睡眠
の時間を安心して任せられる店づくり
を目指しています。
店舗 2 階では、靴を脱いでゆったりし
た空間となっています。お客様の抱え
る睡眠に対するお悩みを伺い、一人一
人に合った寝具をおすすめし、理想的
な睡眠の方法、ご家庭でのケア方法を
提案しています。

有限会社富永ふとん店は、SDGs が掲
げる持続可能な社会を実現し、作州地
域の発展と地域住民の福利向上を目指
すことを目的と致します。
・弊社では、お客様から回収した寝具等
を、リサイクルセンターに持ち込み
固形燃料に加工し、資源の再利用の
推進に積極的に協力しております。
・働き方改革を実現し、社員ファース
トによる女性でも働きやすい職場づ
くりを行っています。

【所在地】〒 719-3202

地域社会と共に歩み、お客さまの期待に応える
企業グループを目指して

真庭市内郵便局

岡山県真庭市関 22-1、【主要業務】米穀類卸、小売り

岡山県真庭市中島 408

PROFILE

SDGs ACTION

「真庭市内郵便局（22 局）」の属する
日 本 郵 政 グ ル ー プ は、1871 年 に 創
業した郵便事業に端を発し、その後、
1875 年 に 郵 便 貯 金 事 業 を、1916 年
に簡易保険事業をそれぞれ創業し、以
来、 山間部から離島に至るまで全国
津々浦々に存在する約 2 万 4000 局の
郵便局を通じて、お客さま一人ひとり
に寄り添うサービスを提供してきてい
ます。

日本郵政グループは、グループの特性
を踏まえ、特に「地域社会」「地球環
境」「人」の３つを主要テーマに掲げ、
SDGs の各目標と連動して活動を推進
しています。郵便・貯金・保険のユニ
バーサルサービスをはじめ、皆さまの
生活を支えるサービスの提供や、手紙
振興、環境に配慮した配達等により、
SDGs の達成を目指しています。

【所在地】〒 719-3144
物流

岡山県真庭市落合垂水 510-2（落合郵便局）、
【主要業務】金融、
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マルチコプターで真庭にイノベーション！

PROFILE

SDGs ACTION

人口減少や少子高齢化が進展し公共施
設の統廃合や地元商店街の衰退により
不便や苦労を感じる方々が増加してい
ます。
「空の産業革」と言われる無人航空機
の 産 業利用が進展する中で、当社は
「Society5.0」の実現に向けて自律型
無人航空機（ドローン）を活用した各
種技術サービスにより地域課題解決に
貢献します。

・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高
いレベルの経済生産性を達成する事
に取り組みます。
・脆弱な立場にある人々のニーズに配
慮した持続可能な輸送システムの構
築に取り組みます。
・先端技術を活用した森林の持続可能
な経営の支援に取り組みます。
・知識、専門的知見、技術を共有するパー
トナーシップの構築に取り組みます。

【所在地】〒 717-0013 岡山県真庭市勝山 620-5、【主要業務】ドローンを活用した各
種技術サービス、【得意分野】技術サービス、人材育成、観光資源開発

岡山県産材を使用した地域貢献可能な建具を
製造しています。

株式会社村松木工所

PROFILE

当社は、地元工務店や個人顧客から依頼の ・建具の製造から出た端材を、真庭バイオ
あった、襖・障子等の建具製造を生業して マス集積基地に搬送し、チップ化するこ
おります。特化すべきことは、全ての部材 とで、火力発電の燃料としております。
には岡山県産材（スギ・ヒノキ）を使用し 今後も、持続可能な社会の実現に寄与し
ており、地元産材を使った地域貢献可能な て行く所存です。
・岡山県環境保全事業団認定の 3R アドバ
建具を製造しています。
また、当社の一番の強みは、「技術力」、「高 イザ（藤本氏）と連携して、廃棄物資源
品質」、「社員能力の高さ」です。創業以来 の有効利用について推進してまいります。
70 年に亘る技術革新と進取の気象を実践 ・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作りを行ってまいり
して来た賜物と思考しております。
ます。
【所在地】〒 719-3204
障子等の製造

人と暮らしをつなぐ『プラットホーム』

SDGs ACTION

岡山県真庭市惣 131-2、
【主要業務】建具製造、
【得意分野】襖・

PROFILE

SDGs ACTION

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。

【所在地】〒 719-3201 岡山県真庭市久世 2374-3、
【主要業務】移住相談窓口・交流創出・
情報発信、【得意分野】情報発信
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市内企業
リユースとモノづくりからつながる豊かな未来

大和リース株式会社
岡山デポ・岡山工場

PROFILE

SDGs ACTION

プレハブ建築のリーディングカンパ
ニーである大和リースは、建物リユー
スシステムを支える「デポ」と生産拠
点である「工場」とともに事業展開し
ています。
デ ポ・ 工 場 と も ISO9001・ISO14001
認証取得により、環境保全と品質管理を
両立させながら、規格建築事業はもちろ
ん「工場」は流通建築リース事業におけ
る店舗建築の生産も行っています。

①地域の機能を活性化させ、地域経済
全体を発展させ、地域経済全体を発
展させる事業
②再生エネルギーを活用し、地球温暖
化問題を解決する事業
③防災・防犯活動を通じ、安全安心で
快適な暮らしを実現するまちづくり
事業
④国内で培った技術・ノウハウを活用し、
途上国の社会課題を解決する事業

【所在地】〒 719-3211 岡山県真庭市樫西 270、
【主要業務】規格建築事業・流通建築リー
ス事業・リーシングソリューション事業・環境緑化事業

生活に必要なエネルギーを提供し続ける

株式会社道満石油店

PROFILE

当社は、サービスステーション３店舗、 ・ 地域社会や自然生態系に配慮し、汚
染の防止に努めるとともに、環境配
LPG の販売を主に業務を行っております。
慮の推進に努める。
永年、地域の人々に無くてはならない生
活必需品を提供し続けることで、地域一 ・ 廃棄物の削減、省資源、省エネルギー
に積極的に取り組み、環境への負担
円に多くの固定客を有しております。
を低減する。
・ 地域、地球環境を守るため、環境マ
ネジメントを推進する。

【所在地】〒 719-3105
住宅設備機器販売

お役に立てる、地域・業界の
リーディングカンパニーを目指します。

株式会社岡田組

SDGs ACTION

岡山県真庭市西原 70-4、【主要業務】石油類全般、LPG 販売、

PROFILE

SDGs ACTION

昭和 31 年 5 月に創業以来、作州圏域 ・ 近隣で自然災害があった場合には、
会社施設を避難場所として提供し、
の地方公共団体や民間企業からの依頼
による建設工事を生業としております。 炊き出し等の協力を致します。
「地域・業界のリーディングカンパニー ・ 岡山県環境保全事業団認定の３R ア
を目指す」を経営理念として創業以来、 ドバイザと連携して、地域資源の有
効活用を推進します。
「お役に立てるインフラの整備、維持補
修」に携わり、安全第一、高品質・高 ・ 積極的に地域活動に参加することで、
地域の繁栄のために尽力致します。
効率のインフラの確立を目指しており
ます。また規範となるべく 2006 年に ・ 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作りを行い
ISO9001、2010 年には ISO14001 を
ます。
取得し、社員一同研鑚しております。
【所在地】〒 719-3204 岡山県真庭市惣 480、【主要業務】建設・土木工事業等インフ
ラ整備、【得意分野】一般土木工事、舗装工事、塗装工事等
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豊かな生活、心やすらぐ家づくり

有限会社西本建設

PROFILE

SDGs ACTION

当社は、昭和 63 年に在来工法主体の
建築業として創業いたしました。創業
以来、岡山県産材（スギ・ヒノキ）に
特化し、SDGs が掲げる持続可能な社
会の実現に寄与しております。これか
らも、地域ファーストを掲げて邁進し
てまいります。

・ 地域資源である岡山県産材の使用を推進
します。
・ 建築業を通じて、真庭市と協力して持続
可能な社会の実現に尽力致します。
・ 地域活動に積極的に参加する事で、地域
の安全と繁栄に尽力致します。
・ 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作りに尽力します。

【所在地】〒 719-3204
リフォーム

建築・製材を通じて「真庭バイオマス産業杜市構想」
の実現に取り組みます。

鳥越工業株式会社

岡山県真庭市惣 49-1、
【主要業務】建築業、在来工法による新築、

PROFILE

SDGs ACTION

弊社は、昭和 21 年に製材業として創業し ・林業とも一体となって、植林、下草刈り、
枝打ち、間伐、主伐のサイクルを守り、
ました。
長年の「木を知り尽くした製材屋」の技術 森林を管理する仕組みづくりを考えます。
を活かし、地球環境にやさしい木材製品の ・人と環境にやさしい設計と施工、また伝
生産に取り組み、近年の住宅事情と施主様 染病や感染症、気象災害等の外的リスク
のニーズに寄り沿った、納得の家造りを提 に強い建物を建設し、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
案させて頂いております。
当社は地域と地域のみなさまに《幸せの創 みます。
造》を提供し、当社社員とその家族の《幸 ・弊社は建設業及び製材業を通じて、持続
せの創造》へ繋がる企業づくりを目指して 的な地域経済の向上と雇用を創出し、人
口の流出抑制に貢献していきます。
います。
【所在地】〒 719-3224 岡山県真庭市目木 1813-1、【主要業務】製材業、建設業、不動
産業、【得意分野】木材製品は少量でも生産販売できる小回りが利くことと住宅建築

岡山県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「0867」
。

0867 合同会社

PROFILE

SDGs ACTION

地域の一体化・活性化のため市外局番
を母体とし、地方と都会をつなぐ地域
コミュニティ、多世代交流、カルチャー
を通じて交流を図っています。

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、ツールのような役割を目指し
ております。

【所在地】〒 717-0007 岡山県真庭市本郷 1756、
【主要業務】オリジナル商品の開発・製造、
【得意分野】アパレル・デザイン
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市内企業
自然の恵みをとじ込めた人と環境にやさしい石けん

株式会社 MATSURIKA

PROFILE

SDGs ACTION

岡山県真庭市の自然豊かな環境に位置
する化粧品製造工房で、湧き水やハー
ブ な ど、地域の素材を生かした石け
んを作りを行っています。石けんには
植物原材料の 80% 以上をオーガニッ
クのものを使用し、環境負荷の大きい
パームオイルを使用せず、植物の香り
で癒される人にも環境にもやさしい石
けん作りをしています。

・ 植物原材料の 80％以上をオーガニッ
クまたは野生のものを使用します。
・ 環境負荷の大きいパーム油を使用し
ません。
・ 天然素材を使用し川や海に流れても
100％生分解する石けんを作ります。
・ 製造において環境に有害な排水を流
しません。

【所在地】〒 717-0007

人とまちがつながるものづくり

志田工業株式会社

PROFILE

SDGs ACTION

1926 年創業の地域に密着した総合建
設業の従業員数 24 名の企業です。
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。

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。

【所在地】〒 716-1411

２１世紀のコンピュータネットワークを創造する

株式会社ランネット

岡山県真庭市本郷 70-3、【主要業務】化粧品製造業

岡山県真庭市上水田 2461

PROFILE

SDGs ACTION

1993 年 に 創 業 以 来、 来 る べ き「 コ ン
ピュータネットワーク社会をリードし、
地元企業・社会の発展に貢献する」の理
念で、常に顧客視点に立ち、技術力を磨
きながら多くのお客様からご愛顧を頂い
てまいりました。
絶えず変化する経営環境の下で、当社が
さらなる成長・発展を続けていく為には、
過去への感謝の心を忘れる事なく、新た
なる未来への責任を自覚し、将来のあり
たい姿を描き、その実現に向け日々努力
する事が不可欠と考えています。

真庭市を始め、いくつかの教育委員会様に
校務支援システムの開発・導入・運用サポー
トを行っています。今後も現場の声を聞き
ながら、次代の教育が一層質を高め、円滑
に進むよう最善を尽くします。
技術進歩や社会ニーズの変化を敏感に捉え、
デジタル技術を活かした価値あるサービス
の提供ができるよう、日々研鑽します。
皆様とのパートナーシップにより、地元真庭
市の経済・社会に役立つ企業となり、雇用の
確保・拡大に貢献することを目指します。

【所在地】〒 719-3101 岡山県真庭市赤野 409-7、【主要業務】システム開発、機器販売、
サポート・保守、【得意分野】Windows システム
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創る ! 彩る！世界が広がる！

一般社団法人
真庭 GadgetCreations

PROFILE

SDGs ACTION

当団体は、美作屈指の古刹・医王山木
山寺の門前に創業した小さな法人で
す。主に、デジタル技術の活用により、
地域の課題解決・活性化に役立つ事業
を行っています。また、木山寺の「門
前法人」として、木山をはじめとする
地域の文化発信・創造にも取り組み、
木山に集う多様な人々が学び、結びつ
き、新たな価値を創造していく” 共創
の場” づくりを行っています。

私たちは、誰一人取り残さないやさしいデジタ
ル社会の実現を目指し、真庭市及び公益財団法
人エスパス振興財団と連携して地域の高齢者
等を対象とする「ゼロから始めるスマホ教室」
を開催するなど、デジタルディバイド対策に積
極的に取り組んでおります。
また、学芸員等有識者の協力の元、インターネッ
ト上の仮想博物館「木山デジタルミュージアム」
を運営し、木山の歴史文化・自然を主題とする
地域の魅力発信にも取り組んでおります。

【主要業務】デジタル技術を活用した事業全般、【得意分野】デジタル技術を活用した事業
全般

「木で創れないものはない！」

株式会社佐田建美

PROFILE

SDGs ACTION

「木製スーパーカー真庭」を始め、真庭
産の桧を用いたオーダーメイド組子細
工を製造。自社家具ブランド KÖLN32
には新しく真庭産桧使用の「リノリウ
ム家具」をラインナップとして追加。
学校等の教育現場へは組子細工出張
ワークショップも。木工を通して世界
のニーズを先取りし、常に進化し続け
る会社を目指しています。

真庭産の木材を用い様々な木製品を製
造。The Okura Tokyo に 納 入 し た 大
型組子細工欄間を筆頭に組子細工の製
造に力を入れつつ、未経験の若手職人
を全国から採用し育成。家具製造にお
いては、抗ウィルス性を有した 100％
天然素材の最新鋭家具化粧材を真庭産
桧に使用した家具を新たに開発。木工・
家具製造を通して SDGs の達成に貢献
します。

【所在地】〒 719-3155 岡山県真庭市下方 863-1、【主要業務】造作木工事・家具工事・
木製建具工事、【得意分野】組子細工・リノリウム家具・オーダーメイド家具

PROFILE
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SDGs ACTION

市内企業
市内企業
市外企業
お客様の夢を
「ダイバシティグッドデザイン」が叶える

PROFILE
住 宅 販売をメイン事業として、住宅
FC 事業、エネルギー事業、教育ソフ
ト事業、アニメ出版事業など多様な事
業を展開しています。週刊ダイヤモン
ド調査の地方元気企業 300 万社中第５
位、専門誌 TACT では日本一安定した
住宅企業に選ばれました。岡山市に学
べる体験型展示場「家づくり大学」を
開設し、多くの方が学習・納得してか
ら家を建てられています。

SDGs ACTION
地球温暖化防止の取組みとして、大型
ソーラーで大きく発電、熱回収で大き
く節約して、大容量蓄電池に大きく蓄
える、50 年先まで見据えた「光熱費 0
円・自給自足住宅」を提案しています。
また、コロナ禍に立ち向かう「ウイル
ス対策の家」を開発、巣ごもり生活で
も楽しく生活できる面白空間の設置、
経済不安を解決する工夫など、心身共
に健康で豊かに暮らせる住環境の開発
に取り組んでいます。

【所在地】〒 708-0013 岡山県津山市二宮 654-4、【主要業務】住宅販売・住宅 FC 事業・
エネルギー事業、【得意分野】教育ソフト開発・出版アニメ事業

食でつなぐ

まち・ひと・こころ

株式会社マルイ

PROFILE
スペシャリティーなお店・会社・地域づく
りを目指しています。
1931 年津山市で「マルイ食料品店」とし
て創業。「中国地方で一番支持されるスー
パ ー マ ー ケ ッ ト 」 に な る こ と を 目 標 に、
CSR 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活動
しています。

SDGs ACTION
マルイは 5 つの CSR を果たし開発目
標（SDGs）の達成に貢献します。
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
た安全安心の提供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

【所在地】〒 708-8505 津山市上河原 209-4、【主要業務】スーパーマーケット、
【得意分野】美味しいものづくり、地産地消、食育活動、環境活動、地域貢献活動

利他の心を持つ人材の育成と持続可能な社会の実現

PROFILE
建築・土木資材の販売および施工、石油
製品の販売、サービスステーション・コ
ンビニ運営等のほか、落合に約 400ha
の自社林を所有し林業を行っています。
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。社会との繋がりを強め、地
域と共に成長していくために、SDGs に
取り組んでいます。「おかやま SDG ｓア
ワード 2020」を受賞しました。

SDGs ACTION
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。2018 年から作成している CSR
レポートでは、部門毎に話し合って設
定した SDGs 目標を一覧にまとめてい
ます。社会課題を” 自分事として” と
らえ、社員一人ひとりが何をできるか
考える事を大切にしています。

【所在地】〒 701-0151 岡山県岡山市北区平野 620、【主要業務】建築・土木資材の販
売および施工、石油製品の販売、産業用燃料の卸売、山林業、不動産運営、コンビニエン
スストア運営、カーリース事業
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いま、私たちにできること

岡山トヨタ自動車
株式会社

PROFILE
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。

SDGs ACTION
岡山トヨタ自動車株式会社 SDGs 宣言
当社は、国連の提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」
に賛同し、『多様な人々をつなぎ、共に育ち合い、笑顔あ
ふれる安全で快適な地域づくり』に社員一人ひとりが取り
組むことを通して、持続可能な社会の実現に貢献してまい
ります。
お客様と共に
お客様とのパートナーシップを大切にし、安全・安心・快
適なモビリティ社会の実現を目指します。
社員と共に
働きやすい職場づくりを通して、働きがいを感じながら一
人ひとりが活躍できる風土の醸成を目指します。
地域社会と共に
取り巻く地域の皆様と連携しながら当社の資源を最大限に
活用し、より良い環境づくりと地域の活性化を目指します。

【所在地】〒 700-0913 岡山県岡山市北区大供 3 丁目 2-12、
【主要業務】自動車販売・修理・
用品販売・保険、【得意分野】貢献活動

おいしいお米、安心できるお米を、産地から食卓まで。

PROFILE

SDGs ACTION

岡山県産を中心とした米殻の仕入・精 ②お米を安定的かつ手頃な価格での提供に
米・玄米の販売などを行っている会社
より、食料の安定確保と栄養状態の改善
です。
に貢献します。
県内で収穫されたお米の中から「うま ⑥無洗米の販売を促進することで、河川お
い米」を厳選して月替わりで限定販売
よび海洋の汚染防止にも取り組みます。
企画や岡山県独自の取組「里海米」の ⑭牡蠣殻を稲作に活用した「里海米」の販
販売等、JA グループ岡山の組織力を活
売を推進することで、持続可能な漁業の
かした取り組みが強みです。
実現に貢献します。
⑮農薬も肥料も使用しない自然栽培米の普
及に携わることで、生物多様性と農業の
両立に貢献します。
【所在地】〒 719-1176
販売

しなやかな空間づくりで、人々にやすらぎを

有限会社
ファインアートかわばた

岡山県総社市清音柿木 707-3、【主要業務】米穀の仕入・搗精・

PROFILE

SDGs ACTION

創業から 40 年、テント素材（膜材料）による様々な ①若者や障碍者を含むすべての男性および女性
製品を、自社で設計、加工、施工まで一貫して行っ
の、完全かつ生産的な雇用及び働き甲斐のある
ております。工場建物間の屋根テント、荷捌き場の
人間らしい仕事の実現を目指す
開閉式テント、各種テント倉庫、工場内間仕切りから、
シートシャッター、牛舎鶏舎の巻き上げカーテンな ②震災時、建物の中にいる人が極めて安全である
ど、膜を扱う専門家です。
ことを目的に開発した弊社の膜天井を世に広め
また、被災して壊れた屋根を簡単に補修する屋根
ていき、かつより良いものへと開発を続けるこ
シートやテントサウナ、大きいインデアンテントな
とで災害による死者、被災者数を大幅に減少し
ど、地域の皆様のご依頼を受けて試作開発のお手伝
ていく。
いもしています。
東日本の震災以降、不燃材のファイバーシートで ③弊社の膜天井を、今まで天井作成や空間の間仕切
作る膜天井システム「ファイバーシート天井システ
りが困難だった工場や倉庫に施工することによ
ム（MAKUTEN）」を開発して、防災、減災、BCP の
り、空調効率の最適化、職場環境の改善、ゼロエ
対策として社会貢献できるよう、販売、施工してい
ネ化にむけて、脱炭素社会の構築に貢献する。
ます。最近では、倉庫や工場のゼロエネ化に向けて、
この工法なら天井を作ることができることに注目さ
れ期待されています。

【所在地】〒 708-1213 岡山県津山市下野田 387-1、【主要業務】膜構造建築物、
【得意分野】テントを使った快適な空間づくり
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市外企業
工業用・家庭用糸の製造販売会社

PROFILE

SDGs ACTION

当社は国内流通繊維（一部輸入糸）を ・ 中国経済産業局から事業継続力強化計
加工してお客様の要求に応える糸や
画（BCP）の認証を受けていることから、
紐、繊維の特徴をいかした製品などを
自然災害があった場合には会社施設を避
企画・製造・販売しています。使用し
難場所として提供し、炊き出し等の協力
て い る 繊維はポリエステル、ナイロ
を行います。
ン、アラミド、PP、PE などの通常繊 ・ 岡山県環境保全事業団認定の３Ｒアドバイ
維から超高分子量 PE、フッ素、PBO、 ザ（作州地域で１名）と連携して、廃棄物
PPS、導電性繊維などの特殊繊維、絹、 資源の有効利用について推進致します。
綿、麻、竹、大豆などの天然繊維まで ・ 働き方改革を実現し、社員ファーストに
お客様の要望に応じて多岐にわたって
よる働きやすい会社作りを行います。
います。
【所在地】〒 708-0312

県産材を使った別注家具を中心に、オリジナル製
品の企画・製造・全国販売を行っています。

株式会社すえ木工

岡山県苫田郡鏡野町香々美 792、【主要業務】糸の製造販売

PROFILE

SDGs ACTION

当社は、今年で創業 75 年を迎える、家具 ・自然災害があった場合には、会社施設を避難場
製造メーカーです。岡山県津山市の自社工 所として提供し、炊き出し等の協力を行います。
また、製品の供給の継続、又は早期の再開により、
場で、壁面収納家具や県産材を使った別注
お客様への影響を極力少なくできるよう、社内
家具を中心に、オリジナル製品の企画・製 の製造設備の作業工程の標準化を進めるととも
造・全国販売を行っています。また平成 4
に新型の木工機械を導入し、生産量を増強致し
年からは、別業種である RIM 事業部を立 ます。
ち上げ、大型プラスチックの成形・塗装と ・家具製品については、美作材（スギ・ヒノキ）
の利用推進を行います。
いった、一貫生産を行っています。
・ 廃棄物資源の有効利用について推進致します。
・ 働き方改革を実践し、社員に働きやすい職場作
りを推進致します。

【所在地】〒 708-0861 岡山県津山市八出 244-1、【主要業務】家具製造、
【得意分野】県産材を使った別注家具やオリジナル家具の製造

つながり育む 笑顔広がる 豊かな暮らし

生活協同組合おかやまコープ

PROFILE

SDGs ACTION

おかやまコープは、岡山県を区域として 「おかやまコープのビジョン」と国連
県下約 40％の世帯を組織する生活協同組 で採択された「SDGs」は重なりあう
合です。
ものがたくさんあります。
「つながり育む 笑顔広がる 豊かな暮 おかやまコープは、ビジョンに定めた
らし」をビジョンとし、安心感に包まれ、 22 のありたい姿の実現に向け、エシ
夢や希望が持てるくらしを目指して、つ カル消費やなど事業と活動および連携
ながりを大切にしながら地域社会の中で に取り組むことで、SDGs の達成に貢
役割を発揮していきます。
献したいと考えています。
真庭市とは包括連携協定を結び、真庭里
海米普及、真庭バイオマス発電の電気使
用、子育ての企画等すすめています。
【所在地】〒 700-0026 岡山県岡山市北区奉還町 1-7-7、
【主要業務】食品や日用品配送、
店舗、共済、福祉、【得意分野】商品、環境、福祉、地域社会づくり
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「日本の木と技とデザイン」で
上質な住まいの扉を創る

株式会社イマガワ

PROFILE

SDGs ACTION

昭和 24 年の創業以来、家具・建具の 当社は SDG ｓが掲げる持続可能な社会を実
生産を通じて木材の加工技術の研鑽に 現し地域住民の生活向上を目指します。
努めてきました。現在はその経験を活 （1）自然災害が起きた場合は会社を避難場所
かして、美作材（杉と檜）を素材とし
として提供し、炊き出し等の協力を行い
た建具や造作材の製造販売に特化して
ます。
います。日本らしさを基本理念にして、（2）国産材を使った建具製造過程で出る端材
感性豊かなデザインと厳選した日本の
は火力発電の原料に利用します。
木と繊細な職人技を融合し “百年後ま （3）働き方改革を実現し、社員ファーストに
で軽やかに動き続ける建具づくり “を
よる会社作りを行います。
目指しています。

【所在地】〒 708-1126 岡山県津山市押入 895、【主要業務】国産材（スギ・ヒノキ）の
建具および造作材の製造販売、【得意分野】木材の繊細な加工で百年耐久の商品づくりを
目指す

当金庫のビジョンは
「持続可能な作州地域の実現」です！！

津山信用金庫

PROFILE

SDGs ACTION

作州地域に唯一本店のある金融機関と
して、金融機能の提供にとどまらず、
文化、環境、教育といった面も視野に
入れ、広く地域社会の活性化に取組ん
でいます。

2021 年５月に移転新築した勝山支店は、環
境に優しく高性能な CLT を使用しています。
東京都内信用金庫と提携した「地産都消」プ
ロジェクトの実践を通じ、地域内の農産物・
6 次加工品等の東京都内等への販路拡大・人
的交流を図ります。地域の持続的な繁栄とし
て、ビジネスクラブ、マチナカインキュベー
ションハブ等や地域の方々へのこどもマネー
スクール、シニアドライバーセミナー等を開
催。地球環境への保全として、カーボンオフ
セット通帳も導入しています。

【所在地】〒 708-0022 岡山県津山市山下 30-15、【主要業務】金融業（信用金庫法に
基づく）、【得意分野】地方創生、各種補助金申請等

岡山県北部を中心に事業を行う総合森林整備会社

株式会社ツリーサービス

PROFILE

SDGs ACTION

当社は、岡山県北部を中心に事業を行
う総合森林整備会社です。
事業内容は樹木の伐採、間伐、搬出等
の素材生産業、植林、下刈り等の造林
業、山林（立木）買取り、薪や木質チッ
プ等の林産物の販売、植栽管理など多
肢にわたります。
手作業で行っていた業務に高性能林業
機械を導入することにより、安全で低
コストな林業を行っています。

当社は、「合法木材供給事業者認定」
を取得しており、岡山県の木材業者と
して持続可能な社会を実現する為、岡
山県産材の利用促進を図ります。
また、「発電利用に供する木質バイオ
マスの証明に係る事業者認定」を取得
していることから業務上発生している
林地残材をバイオマス発電用の燃料と
して搬出することで、環境保全と災害
防止に役立てます。

【所在地】〒 708-0001
林の間伐事業
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岡山県津山市小原 101-13、
【主要業務】林業、【得意分野】山

市外企業
安全・安心で美味しい納豆が笑顔と健康を応援致します。

蒜山食品加工株式会社

PROFILE

SDGs ACTION

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。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

②飢餓：食品ロスの低減に努めてまい
ります。⑦エネルギー：省エネに努め
化石燃料の低減に努力致します。⑧成
長・雇用：働き方改革に取り組み、働
きやすい環境づくりに努めてまいりま
す。⑬気候変動：自然災害が発生した
場合の避難場所等の協力を致します。

【所在地】〒 708-0015

お客さまや地域社会の課題解決と
SDGs の達成を目指します

株式会社
中国銀行（中国銀行グループ）

PROFILE

SDGs ACTION

「自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼
と卓越した総合金融サービスで、地域社
会とともに発展する」を経営理念に掲げ、
岡山県を中心とする東瀬戸内経済圏を基
盤に営業を展開しています。

ちゅうぎん SDGs 宣言において、重点
課題を「地域経済・社会」
「高齢化」
「金
融サービス」
「ダイバーシティ」
「環境
保全」に設定し取組みを開始しました。
大規模災害や新型コロナウイルス感染
症等の社会問題に対する金融面の支援
や BCP（事業継続計画）対策のノウハ
ウ提供など、地域や社会の課題解決を
目指した取組みを展開しています。

【所在地】〒 700-0823

おいしさ、楽しさ、心地よさ

株式会社
ペブルフードオペレーション

岡山県津山市神戸 149-1、【主要業務】納豆製造

岡山市北区丸の内 1 丁目 15 番 20 号、【主要業務】銀行業

PROFILE

SDGs ACTION

昭和 61 年創業以来、岡山県の郊外に中
華ファミリーレストランを出店してまい
りました。
今では郊外に三店舗（久世店・津山店・
岡山店）を出店するまでに至りました。
また、平成 19 年には自家製麺工房を始
動させ、更なる事業拡大の第１歩を踏み
出しています。

・ 正確な在庫管理により、食品ロスを
無くするよう努力致します。
・ 真庭市と協力し食を通じて持続可能
な社会の実現に努力致します。
・ 食を通じてお客様の健康管理を致し
ます。
・ 働き方改革を実践し、社員ファース
トによる働きやすい会社を作ります。
・ 地域活動に積極的に参加することで、
地域の繁栄のために努力致します。

【所在地】〒 708-0073
トラン

岡山県津山市本町 2 丁目 10、【主要業務】中華ファミリーレス
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「品質保証の体系化」「品質システムの構築」
「安全管理の徹底」を図る技術者集団

PROFILE

SDGs ACTION

道路・河川等の公共工事、一般住宅、 ・ 近隣で自然災害があった場合には、会社
公共施設、商業施設、リノベーション、 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。
鉄筋コンクリ - ト造建築戸数日本一
・ 建設業を通じて持続可能な社会の実現に
の FC ブランド「ユーミーマンション」 尽力致します。
等の事業を行っています。
・ 積極的に地域活動に参加することで、地
域の繁栄に尽力致します。
また、総合建設業として「品質は命・
価格は栄・納期は力」の経営理念を基 ・ 働き方改革を実現し、社員ファーストによ
る働きやすい職場を作りに尽力致します。
に真の技術企業集団となるべく、「品
・「おかやまプラスチック３R 宣言事業所」
質保証の体系化」「品質システムの構
として、プラスチックごみの削減に尽力
築」
「安全管理の徹底」を図っています。 致します。

【所在地】〒 709-3923

「ピリリ。」

PROFILE

SDGs ACTION

岡山県・香川県を放送エリアとする中四
国唯一のテレビ東京系列の放送局であ
り、山陽新聞グループの一員です。従来
からのキャッチコピー「ピリリ。」に加え、
2021 年 4 月に「TSC 魂（スピリット）
で明日の地域に笑顔と元気を！」のミッ
ションを策定しました。
ニュース・情報番組「ななスパ ///」や
経済番組「プライド せとうち経済のチカ
ラ」などの自社制作番組を放送中。

2021 年 5 月、国連の「SDG メディア・
コンパクト」に加盟いたしました。番
組やイベントなどを通じて、社会課題
解決に向けた情報発信や取り組みをこ
れまで以上に推進してまいります。
また、EC サイト「直送！せとうちバス
ケット」は、真庭市の特産品も販売し
ており、持続可能な農業や地産地消に
取り組んでいる生産者の商品を取り扱
うことで SDGs 達成に貢献していきま
す。

【所在地】〒 700-8677
送事業

利他的共感型社会の実現

合同会社
OFFICE HIT-LAB

岡山県津山市加茂町桑原 525、【主要業務】総合建設業

岡山県岡山市北区柳町 2 丁目 1 番 1 号、【主要業務】テレビ放

PROFILE

SDGs ACTION

2010 年教育研修コンサルタントとして
開業、2021 年に合同会社 OFFICE HITLAB を設立、「誰ひとり取り残さない利
他的な共感型社会」実現のために ､ 中四
国 / 関西 / 関東で活動しています。人材
教育、研修 / セミナー、カウンセリング
を通じ、企業 / 団体 / 個人の支援と、近
年は ESD/SDGs に関わる啓蒙活動をして
おります。

基幹事業の「教育研修・人材育成」に
よるサステナビリティ・プログラムを、
産官民の各領域、法人、個人へ提供し
ています。また、CSR コンサルティン
グや教育機関での「ESD プログラム・
SDGs ワークショップ」
、自治体での
「SDGs 取り組み支援・コミュニティへ
の周知支援」
、企業での「SDGs 取り組
み 支 援・ESG 経 営 支 援 」
「CSR 促 進 」
等の活動を通じ、SDGs の達成に貢献
します。

【所在地】〒 700-0822 岡山県岡山市北区表町 1-6-56、【主要業務】人材教育コンサルタ
ント、企業 / 団体等の教育 / 研修 / セミナーの企画 / 開催 / 運営、イベント / ワークショッ
プ / 講演会 / 研修会の企画 / 開催 / 運営、カウンセリング、
【得意分野】組織への支援、コミュ
ニティづくり、気づきと自己変容への支援
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市外企業
当社は、ステンレス加工の
スペシャリスト集団です。

株式会社アイ・エス

PROFILE

SDGs ACTION

当社は、1972 年の創業以来、一貫し
てステンレス加工事業を続けて参りま
した。その間、時代の流れとともに高
精度化・多様化する技術ニーズに対し、
当社独自の高いスキルと最新設備によ
り常にご要望にお応えしてきました。
これからも技術者の立場から製品のク
オリティアップに対する提案も積極的
に行い” 顧客信頼度ナンバー１企業”
を目指します。

当社では、金属加工において発生する
切粉（きりこ）については、リサイク
ル業者に処分を委託することで、資源
の再利用化に努めます。
また、当社では、岡山県子育て応援宣
言の事業所であることから、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。

【所在地】〒 708-0331 岡山県苫田郡鏡野町布原 297-8、【主要業務】25 はん用機械器
具製造業、【得意分野】ステンレス加工

当社は、JIS 認定のコンクリートブロック
製造会社です。

PROFILE

SDGs ACTION

当社は、JIS 認定のコンクリートブロッ
ク製造会社として、製品精度を高めた
製品を提供しております。また、当社
の一番の強みは、創業以来６２年に亘
り蓄積して来た、
「技術力」、
「品質」、
「ノ
ウハウ」です。取引先より、品質（技
術）、納期において高い信頼を得てお
ります。

（１）当社では、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。
（２）当社は、中国経済産業局より事
業継続力強化計画の認定を受けている
ことから、近隣で自然災害があった場
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。

【所在地】〒 708-0856 岡山県津山市西吉田 491-3、
【主要業務】窯業・土石製品製造業、
【得意分野】コンクリートブロック製造

PROFILE

SDGs ACTION
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ピアノで、日常をちょっぴり豊かに！

中高年から始める
らくらくピアノサークル
in まにわ

PROFILE

SDGs ACTION

私たちは、勝山・久世・落合で活動を
しております、キーボードピアノサー
クルです。
主にピアノ初心者の 70 ～ 80 代の方
が在籍し、季節の曲の練習、基礎練習
を使った指のストレッチ、健康管理に
も役立つ「高い低い聴音」などに取り
組んでいます。
「この曲が弾きたい！」と目標がある
と、コロナ禍でも生活に張り合いが出
ます。

ピアノを弾く際の指のバラバラ運動によ
る、脳の活性化や認知症予防、楽器演奏
による免疫力の向上効果を得ることがで
きます。
ピアノ演奏の技術が身に付くだけでな
く、曲の背景なども学ぶことができます。
高齢でお身体が不自由になられても参加
可能ですので、孤独・不安を克服でき
るような、心の繋がりのある学びの場を
作って参ります。

【所在地】〒 717-0024 岡山県真庭市月田 6801-5、
【主要業務】ピアノサークルの運営、
【得意分野】音楽で日常を豊かにすること

誰も文化や情報から置き去りにされない
社会の実現を目指す

公益財団法人
真庭エスパス
文化振興財団

PROFILE

SDGs ACTION

真庭光ネットワーク、久世エスパスセ
ンター、久世図書館などの管理運営を
行っており、これらは市民のみなさん
が情報や芸術文化を日々の暮らしに取
り入れ、多様で心豊かな社会を実現す
るために必要な事業です。
真庭の情報格差を是正し、真庭で生ま
れ育まれた文化や精神を人から人へ伝
え、つなぐ媒体としての役目を果たし
ています。

その設立目的に沿いつつ、真庭ひかりネッ
トワーク、真庭市久世エスパスセンターの
指定管理業務、真庭市立久世図書館の運営
業務で培ったノウハウを有効活用し、真庭
市が掲げる SDGs の目標達成に向け、主に
④⑦⑪⑯⑰について活動していきます。

【所在地】〒 719-3214

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

PROFILE

SDGs ACTION

私たちは高齢者に対して、施設への入所
やショートステイ、デイサービスなどの
サービスを提供している団体です。
介 護 が 必 要 に な っ て も、 利 用 者 様 や
ご家族に安心して生活を送ること
ができる介護サービスの提供を行
い ま す。 ま た、 質 の 高 い 介 護 サ ー
ビスが提供出来るよう職員一丸となって、
介護技術の向上に努めています。

住み慣れた地域でいつまでも生活が続
けられることを目標にしています。入
所施設では、日中はオシメではなくト
イレで排泄を行うことが出来るよう、
また、普通の食事を食べることができ
るようになるための取り組みを行って
います。デイサービスやショートステ
イでは、生活の中でのリハビリを行い
ながら在宅での生活が継続出来るよう
支援しています。

【所在地】〒 717-0505
【得意分野】介護
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岡山県真庭市鍋屋 17-1

岡山県真庭市蒜山上長田 28-1、【主要業務】高齢者介護、

団体
地域の将来のために、
地域の困りごとに向き合いたい

NPO 法人
真庭あぐりガーデンプロジェクト

PROFILE

SDGs ACTION

「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。
地域の担い手となる子ども達の心と体を育
むため、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」などを実施してい
ます。また、高齢化社会の中でお互い様の
地域を次世代に残すための取組なども行っ
ています。

真庭市内の子ども達から地球のためにでき
ることを考えた標語を募集し、市内のグ
ループ・個人がイラストを作成した、真庭
SDGs とる（すでじっとる）かるたや、体
験を通じて社会課題を自分と遠い世界の他
人事ではなく、「自分ごと」として捉えて
行動できるよう、真庭市や地域の協賛企業
と協力し、SDGs をテーマにしたイベント
「まにわ SDGsDAY（すでじっとるデー）」
を開催しました。

【所在地】〒 719-3115

岡山県真庭市中 396-1

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

PROFILE

SDGs ACTION

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。
【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！

【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取り組む ESD（持続可
能な社会開発のための教育活動）
【普通科・看護科】真庭トライ＆リポート（通
称『TR』）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
【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

【所在地】落合校地：〒 719-3144 岡山県真庭市落合垂水 448-1、
久世校地：〒 719-3202 岡山県真庭市中島 143、【主要業務】高校教育

私たちの健康は私たちの手で

真庭市栄養改善協議会

PROFILE

SDGs ACTION

元気で希望のわく真庭の実現を目指
し、食育活動を中心に展開しています。
食 育 活動を通じて、家庭や地域のコ
ミュニケーションを深めるとともに、
健全な食生活の実践できる力を育んで
います。
また、高齢者が住み慣れた地域でいき
いきと生活できるよう、介護予防につ
ながる取組を進めています。

食育活動として、園や学校、地域と連
携し、食の楽しさ・大切さ、共食、ふ
るさとの食文化などの継承に取り組ん
でいます。
また、今後は、高齢者の虚弱（フレ
イル）予防の取組も強化していく予定
です。

【所在地】〒 719-3292
予防、介護予防

岡山県真庭市久世 2927-2、【主要業務】食育推進、生活習慣病
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わが町の歯医者さんは、
“笑顔” と “健口長寿” をめざします！

真庭歯科医師会

PROFILE

SDGs ACTION

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。

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。

【所在地】〒 719-3203
啓発と健康福祉の推進

真庭市愛育委員会

PROFILE

SDGs ACTION

乳幼児から高齢者まで幅広い世代へ心と
からだの健康づくりを推進することで、
明るい豊かなまちづくりを目指し活動し
ています。
戦後の劣悪な生活環境から乳児や妊産婦
をなんとか守らなければという母子保健
活動から始まりましたが、今はがんや生
活習慣病の予防・検診の受診勧奨、認知
症予防、介護予防、児童虐待予防など幅
広い分野での活動を行っています。

地域に根付いた活動として「声かけ」
や「見守り」を継続して実践すること
で、孤立を防ぎ、地域の「絆」を深め
ることを基盤として、心身の健康づく
りを推進しています。

【所在地】〒 719-3292
りの推進

真庭で建物の設計等を行う技術者集団

一般社団法人
岡山県建築士会真庭支部

岡山県真庭市久世 2927-2、【主要業務】心とからだの健康づく

PROFILE

SDGs ACTION

建築士が所属している団体で、各都道
府県単位に一般社団法人の組織があり、
その真庭支部です。
活動内容としては、建築士の知識・技
術向上のための研修会の開催をはじめ、
小学生向けに木工教室により真庭の子
どもに真庭の木を肌で感じてもらい
色々なものを自分でつくる楽しさなど
を体験してもらう活動を行っています。

ユニバーサルデザインに配慮し、全て
の人に優しい建築物を目指す
衛生的な建築環境や快適なトイレ空間
づくりを目指す
省エネルギに配慮した設計施工で化石
燃料の消費を抑える
多様な建築物の設計施工で建築技術の
継承と普及、建築関連産業の活性化を
図る
木材を建築物に使用することで森林資
源の有効活用を図る

【所在地】〒 719-3204
の向上
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岡山県真庭市富尾 97-10、【主要業務】公衆衛生・歯科保健の

岡山県真庭市惣 357、【主要業務】建築士会会員の知識・技術

団体
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

一般財団法人
真庭スポーツ振興財団

PROFILE

SDGs ACTION

当財団は、スポーツを「する・みる・ ・ 障がい者と健常者が一緒に楽しめるス
ささえる」をコンセプトに、
「安心安全」 ポーツ環境づくりに取り組みます。
な維持・管理運営に取り組み、日常的 ・ スポーツを通じて他団体、異業種、大
にスポーツ（運動）を楽しむ機会を提
学と連携し教育の発展に寄与します。
供し、市民生活にスポーツの浸透を図 ・ 真庭の魅力を発信し、継続的なスポー
ることで、健康づくりや生きがいづく
ツ活動によって定住を目指します。
りにつなげ、スポーツが創る真庭の未
来～ Sports in Life ～を目指します。

【所在地】〒 719-3143 岡山県真庭市下市瀬 586-3、【主要業務】スポーツ振興・スポー
ツ施設等の管理運営、【得意分野】スポーツ関連事業

健康・友愛・奉仕

真庭市
老人クラブ連合会

PROFILE

SDGs ACTION

概ね 60 歳以上を対象とした地域を基
盤とする自主組織です。
旧町村単位に９つの支部連合会があ
り、仲間づくりを通じて生きがいと健
康づくりや、生活を豊かにする活動を
行うとともに、その知識や経験を活か
して地域の諸団体と協働するなど、明
るい長寿社会づくりと保健福祉の向上
に努めています。

「伸ばそう健康寿命、担おう地域づく
り」をテーマとし、会員相互の力を合
わせ、研修、スポーツ大会、社会奉仕
の活動を通じて、健康と福祉の推進を
図り、年齢を重ねても地域とのつなが
りを持ち、生き甲斐を見いだせる機会
づくりに努めます。

【所在地】〒 719-3201 岡山県真庭市久世 2928（真庭市社会福祉協議会内）、
【主要業務】
明るく豊かで活力のある超高齢化社会の実現に向けた、各種事業の実施

キャリアを生かして、地域を支える

公益社団法人
真庭市
シルバー人材センター

PROFILE

SDGs ACTION

シルバー人材センターは、豊かな知識と経
験を持った会員が、さまざまな仕事を引き
受けます。
〇仕事の請負、派遣
・ ご家庭や事業所の様々なお困りごとのお
手伝いをします。
・ 人手不足でお困りの事業所の利用をお待
ちしています。
・ 草刈り、剪定などの作業の請負
〇会員募集
・ 60 歳以上で、健康で働く意欲のある方
・ 会員数 487 名（令和 3 年 10 月末現在）

生涯現役社会を実現するため、働きた
いと願う高齢者の就業率を高め、また
健康寿命を延伸することと生きがいを
感じることが重要であり、この担い手
がシルバー人材センターであります。

【所在地】〒 719-3143
【得意分野】軽作業等

岡山県真庭市下市瀬 558-1、【主要業務】請負・派遣作業 、
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岡山県建設業協会真庭支部

PROFILE

SDGs ACTION

岡山県建設業協会真庭支部では、真庭 災害時の速やかな復旧のため、会員相
圏域の土木及び建築業者 35 社で構成 互の連携を強化していきます
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
ています。

【所在地】〒 717-0013
【得意分野】建設業

地域の山を守り育み持続可能な林業を目指す

真庭森林組合

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、

PROFILE

SDGs ACTION

組合員の経済的、社会的の向上並びに
森林の保続培養及び森林生産力の増進
を図ることを目的とする共同組織の森
林組合です。
平成 31 年 1 月には本所事務所が CLT
で移築しました。
森林の経営に関する指導、各種の施業、
林産物の加工と販売、作業道の開設、
林業用種苗の斡旋販売、林業金融事業、
公衆保険機能の用に供する森林の増進
に関する事業を行っています。

小学生を対象に「子ども樹木博士認定
事業」を行い、子どもたちに樹木への
関心を高め、森林や自然に対する理解
を深めています。また、中高生の職場
体験も積極的に受け入れています。
地域の森林の管理主体として、共同の
力で森林を育て守り続け、森林環境保
全と林業発展を通じ国土と水源の保
全、健全な森林環境と良質の木材を国
民に提供しながら、健康で安心で豊か
な住生活を支えています。

【所在地】〒 717-0013 岡山県真庭市勝山 1884-5、【主要業務】組合員を中心にした森
林の経営に関する指導と森林施業、【得意分野】集約化による森林施業

未来の「真庭」を担う人材の育成を地域とともに

真庭市立草加部小学校

PROFILE

SDGs ACTION

学校教育目標「確かな学力と豊かな心を育
み、仲間とともにたくましく生きる児童の
育成」のもと、「か（考える子）が（がんば
る子）や（やさしい子）き（きたえる子）」
を目指す児童像として日々の教育活動を
行っています。地域や保護者の方々の大き
な協力を得て、年間を通じてたくさんの体
験活動を行っています。上学年の児童は下
学年の児童を大切にし、下学年の児童は上
学年の児童を手本とする温かな学び合いも
本校の誇れるところです。

各学年で地域資源を活用した地域学習を
行っています。地域の方との交流を通して、
草加部の人の温かさに触れ、人とつながる
喜びも味わうことができています。低学年
は幼稚園との交流が盛んで、お互いの関わ
りの中からたくさんの学びがあります。3
年生以上の学年では、毎年森林の枝打ち体
験もさせていただき、森を守ることの大切
さを学びます。SDGs についての学習も毎
年全学年で行っており、高学年児童が真庭
高校生との交流学習や真庭市総合政策課の
出前授業等を実施しています。

【所在地】〒 719-3205 岡山県真庭市草加部 538、【主要業務】教育
【得意分野】人材育成、キャリア教育
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団体
夢を育み、未来が育つ学校づくり

真庭市立天津小学校

PROFILE

SDGs ACTION

「学校は人が育つところ」です。子供 ④質の高い教育をみんなに
たち一人一人が昨日より今日、今日よ 教育における人材不足も叫ばれている中、
「人材育成の拠点となる学校づくり」を進め
り明日とよりよく成長を遂げる場にし
ています。
ていきたいと考えています。
・ 岡山大学教育学部と連携し、真庭市で活
「教育は未来を創る営みである」こと
躍する教員の卵を育てています
を深く自覚し、一人一人を大切にした ・ 大学生の教育実習や中高生・高校生の職
場体験やボランティア活動を積極的に受
指導を全教職員が「チーム天津」とし
け入れています
て進め、「子どもにとって学びたい学
・ キャリア教育を推進し、夢や目標を持っ
校」
「教職員にとって働きたい学校」
「保
て生き生きと活動する真庭の子どもを育
護者・地域にとって通わせたい学校」 てます
づくりを進めています。
【所在地】〒 719-3116 岡山県真庭市日名 20-2、【主要業務】小学校教育、
【得意分野】キャリア教育、人材育成

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。

社会福祉法人
真庭市社会福祉協議会

（社協だより）

（Facebook）

PROFILE

SDGs ACTION

市内 9 カ所の本所・支所で地区社協（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、さらに北（湯原）
と南（落合）の介護事業所で訪問介護、
居宅介護、訪問入浴など、様々な地域
福祉事業を展開しています。

市内 34 の地区社協で助けあい会議を開催、
支援が必要な方の把握や情報共有を行い、
関係者による見守り活動等を行っています。
また、市内 175 団体ある「ふれあい・いき
いきサロン」では、家に閉じこもりがちな
方の孤立感・不安感の解消のため、地域の
ふれあいの場づくり・仲間作りを目的に活
動しています。その他、地域に寄り添った
福祉活動を展開しています。
※本会の活動は社協だより・Facebook な
どで情報発信しています。

【所在地】〒 719-3201 岡山県真庭市久世 2928（久世保健福祉会館内）
【主要業務】地域福祉の推進

地域福祉活動の推進と民児協組織・活動の強化

真庭市民生委員
児童委員協議会

PROFILE

SDGs ACTION

旧町村単位に 9 支部あり、民生児童委
員 149 名、主任児童委員 19 名で構成
されています。
わたしたち民生委員・児童委員は、日
頃の「見守り・発見・つなぐ」活動を
通じて、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
より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。

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、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。

【所在地】〒 719-3292
専門機関とのつなぎ役

岡山県真庭市久世 2927-2、
【主要業務】地域の見守り・相談・
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非行をなくし、立ち直りを助ける

真庭地区保護司会

PROFILE

SDGs ACTION

保護観察者の立ち直り・再発防止・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
を願い対応しています。
美作県民局附属棟 2 階に「更生保護サ
ポートセンターまにわ」を開設し、保
護司間の連携、対象者面接等を行い、
真庭の更生保護の拠点となれるよう活
動の場を広げています。

犯罪や非行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。

【所在地】〒 717-0013

人々の食の営みを支え、
「よりよく生きる」を応援します！

岡山県栄養士会真庭支部

岡山県真庭市勝山 591、【主要業務】更生保護活動

PROFILE

SDGs ACTION

私たちは、管理栄養士・栄養士により
組織された職能団体です。食の営みの
よろこびの中、自己実現を求め、健や
かにより良く共に生きるという人々の
願いに応えることを目的に真庭地域で
活動しています。

真庭地域において、栄養指導、生活習
慣病予防の普及啓発、栄養成分を表示
する店の整備などの取組を行っていま
す。

【主要業務】栄養指導、健康相談

地域に貢献する商工会

PROFILE

SDGs ACTION

地域の事業者が業種に関わりなく会員と
なっており、お互いの事業の発展や地域
の発展のために活動を行う団体です。
国や県の小規模企業施策・中小企業施
策の実施機関であり、地域の事業者の
みなさまの支援をするために様々な事
業を実施しています。
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、みなさんを支援しています。

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。
そうすることで、地域内の企業が安心
して経営できる環境が出来上がり、真
庭の豊かな地域資源を活用した商品・
サービスが創出され「多彩な真庭の豊
かな生活」が実現されます。

【所在地】〒 719-3214 岡山県真庭市鍋屋 6、【主要業務】事業者の経営支援及び地域の
発展、【得意分野】事業の持続的発展支援
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団体
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

真庭市立月田小学校

PROFILE

児童数 44 名（令和４年１月１日現在） 真庭市環境課と連携した各種環境学習
の小さな小学校です。教職員は，「学 （太陽光・小水力・バイオマス発電等
び続ける子」「豊かな心を持つ子」「た のクリーンエネルギー，ゴミの分別収
くましく生きる子」をめざし，「教学 集とバイオ液肥，水辺や川に住む生物，
一如」の精神をもって，日々取り組ん バードウォッチング教室等）を，年間
でいます。地域住民の学校への関心は 指導計画に位置づけて取り組んでいま
極めて高く，昭和２年に設立された「月 す。今年度から近隣校と合同で，バイ
田奨学会」を中心に様々な場面で協力 オマス学習の取組を始めました。
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。
【所在地】〒 717-0024

男女共同参画で心豊かに生きていこう

参画まにわ

MANIWA SDGs PARTNER

SDGs ACTION

岡山県真庭市月田 5642、【主要業務】小学校教育

PROFILE

SDGs ACTION

「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み、市民
の意識の改革と社会的能力を培うため
の実践的な取り組みを展開することを
目的としています。
会員は市内に住所または勤務先を有し
ている者で構成されています。

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。

【所在地】〒 717-0403 真庭市下湯原 274

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

津山人権擁護委員協議会真庭地区

PROFILE

SDGs ACTION

法務省の委嘱した 22 名の人権擁護委
員が真庭市内９地区（旧町村地区）で
相 談 活 動 を し て い ま す。 ま た、 委 員
全体の活動としては、広く市民を対象
にして人権尊重意識を養うことを目的
に、啓発行事の開催や啓発活動などを
行っています。

心豊かな生活の実現に貢献するため、以下の活動
を実施しています。
・ 真庭地区小学校で思いやりの心を育てる人権の
花運動、人権スポーツふれあい教室を実施
・ 各振興局単位で相談日を定めて人権に関する特
設相談を実施
・ 市内イベント開催時に併せ啓発物品（相談窓口
等を印刷した花の種等）配布による啓発活動を
実施
・ 保護者や先生に相談できない相談事に対応する
ため子どもの人権 SOS ミニレターの配布・相
談事業を実施
・ 市内高校に出張してのデート DV 出前講座や、
こども園訪問による人権ミニ教室を実施

【所在地】〒 719-3292 岡山県真庭市久世 2927-2、【主要業務】人権啓発活動と人権相
談業務、【得意分野】人権
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TEAM 遷喬・PRIDE 遷喬
～子どもも 教師も 地域も

伸びる学校～

真庭市立遷喬小学校

PROFILE

SDGs ACTION

【学校教育目標】
「心と体を鍛え 共に学び合う子どもの育成」
～知・徳・体の調和～
１ 学び合う子【知】
・意欲的に探究し、確かな学びをつくる。
		「聴ききる」「表現し合う」
２ 支え合う子【徳】
・相互の理解を深め、豊かな心をつくる。
「岡山県一！一人ひとりを大切にする学校」
３ 鍛え合う子【体】
・目標に挑戦し、健やかな心身をつくる。
		「仲間と健康づくり」

★ Open space を生かす（共育） 内に外に開く教育活動
・「教科・教材」の壁を拓く（響育）
生活科、総合的な学習を中心としたダイナミックな学
習展開の創意工夫
「探究的学習」による創造性の向上・「協働的な学び」
による主体性の向上
・「学校・地域」の壁を拓く（郷育）
地域人材の活用による教育活動
ボランティアスタッフによる学習支援
「地域力活用」による学校力の向上
総合実践例
３年「久世はすごい～久世のいいところを紹介しよう～」
４年「知ったらいいじゃん 久世の伝統～未来へ残そう～」
５年「広めよう！木の良さを～木づかいで気づかい～」
６年「スマイル大作戦をしよう」

【所在地】〒 719-3201

市内の電気と水は電水協におまかせを！

真庭市電水協同組合

MANIWA SDGs PARTNER

岡山県真庭市久世 100、【主要業務】小学校教育

PROFILE

SDGs ACTION

市内、電気・通信・上下水道設備業者
でネットワークを組み、日夜がんばっ
ています。電気・通信・上下水道は市
民の生活に欠かすことができないライ
フラインであり、相互扶助の精神に基
づき、協力して工事に取り組むととも
に、技術・能力の向上を図るため、教育・
研修事業にも取り組んでいます。
事業を通じてみなさまのお役に立てる
組合として一致団結してがんばってい
ます。

我々、真庭市電水協同組合では、相互
扶助の精神に基づき、電気・通信・上
下水道の専門技術をいかし、地域のラ
イフラインの建設と維持の一翼を担っ
ています。市内での幅広いネットワー
クにより、エリアをカバーするととも
に、組合員、力を合わせ、安定的な業
務運営をはかると共に、組合員の資質
向上を図るため教育・研修事業にも積
極的に取り組んでいます。

【所在地】〒 719-3106 岡山県真庭市野川 415-1、
【主要業務】電気・通信・管・水道施設・
機械器具設置・土木工事 外工事、【得意分野】主要業務の設計・施工・保守

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

岡山県小学校長会真庭支部

PROFILE

SDGs ACTION

本支部は、真庭市 20 小学校と新庄村
1 小学校の合計 21 校から成り立って
います。全国小学校長会が親組織とな
りますが、岡山県内 384 校が所属する
岡山県小学校長会 19 支部からなる下
部組織の 1 つです。

真庭支部内の各小学校は、学校教育目
標達成へ向けての教育活動を通じて、
地域を愛し、地域の発展に貢献してい
こうとする意識を児童に培う持続可能
な開発目標
（SDGs）の達成に貢献します。

MANIWA SDGs PARTNER

【所在地】〒 717-0007
育成
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岡山県真庭市本郷 1801、【主要業務】教育、【得意分野】人材

団体
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

岡山県中学校長会真庭支部

PROFILE

SDGs ACTION

岡山県中学校長会真庭支部は、真庭市
6 校と新庄村 1 校の計 7 校の校長で組
織されています。全国中学校長会が親
組織であり、岡山県内 156 校が所属す
る岡山県中学校長会 21 支部のうちの
下部組織の 1 つです。

真庭支部内の各中学校は、お互いに連
携して、「地域を愛し、地域の発展に
貢献していこうとする生徒の育成」を
目指して教育活動を推進し、教育（人
材育成）の分野において持続可能な開
発目標（SDGs）の達成に協力します。

MANIWA SDGs PARTNER

【所在地】〒 717-0022
【得意分野】人材育成

楽しい学校 がんばる学校 地域とともにある学校

真庭市立河内小学校

岡山県真庭市三田 190、【主要業務】教育、

PROFILE

SDGs ACTION

真庭市の南東部に位置し、周囲を豊か
な自然に囲まれている小学校です。学
校教育目標「生き生き かがやく 河
内の子」を掲げ、「楽しい学校」「がん
ばる学校」「地域とともにある学校」
を目指しています。また、令和３年度
よりコミュニティ・スクールとなり、
地域の将来の担い手を育む活動を地域
とともに行っています。

教科学習はもとより、地域の自然、もの、
地域内外の人とつながるふるさと学習
等を通じて、地域を愛し、地域を誇り
に思い、地域の発展に貢献しようとす
る意識を児童に培い、持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献します。
また、職員の人材育成に努め、令和の
時代にふさわしい教育環境を整えた質
の高い教育活動の拠点となります。

【所在地】〒 719-3124 岡山県真庭市中河内 2119-1、【主要業務】教育、
【得意分野】各種教育活動、人材育成

“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

一般社団法人真庭観光局

PROFILE

SDGs ACTION

「真庭観光局」は、真庭地域（真庭市・ バイオマス産業杜市「真庭」の取組みを紹介する、
新庄村）の観光産業による地域の活性 「バイオマスツアー真庭」を企画運営。2020 年か
ら真庭市民を対象とした「まにわを知ろう！バス
化と、地域経済の発展向上を目的に事 ツアー」を企画。今までのツアーをブラッシュアッ
業展開をしています。
プし、市民が地域への愛着と誇りの醸成を図るこ
観光を手段に地域の様々な課題解決に とが出来るよう、市内で行っている SDGs の取組
みを見学・体験してもらう「まにわ SDGs ツアー」
も取り組みながら、市民にとって「誇
として実施。
らしく、住み続けたいまち」、観光客 将来的には SDGs を学べるツアーとして県外の
に と っては、「何度も訪れたいまち」 方々にも参加いただくように積極的に展開予定。
の実現を目指し、「住んでよし、訪れ ツアーを通じて理解を深めていただく事で、地球
と地域の将来を考え、新たな中山間地域での暮ら
てよし」の観光地域づくりに取組み、 しを提案し、持続可能な開発目標（SDGs）の達成
豊かな地域づくりに貢献します。
に貢献します。
【所在地】〒 717-0013 岡山県真庭市勝山 654、【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、ツアー企画販売・滞在交流プログラム企画販売
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落合発・真庭の未来づくりプロジェクト

まにわ・しめ山プロジェクト

PROFILE

落合小学校区の中心に位置し、かつて ・ 街なかの空き家、空き店舗を活用す
ることで人の流れと賑わいを取戻
子ども達が駆け回って遊んだ「注連山
し、あらゆる世代が住みやすいまち
（しめやま）」。
「まにわ・しめ山プロジェ
づくりを実現する。
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 ・ 真庭高校落合校地における総合学習
プログラム等との協業で課題解決に
間を創造し、地域のつながりと価値を
取り組むことにより就学世代に地域
発信するとともに、地域の活性化・コ
の課題やポテンシャルについての気
ミュニティ推進に向けたさまざまな活
づきを促し、将来、地元に戻るため
動を行っています。
の動機づけにつなげる

【所在地】〒 719-3144

交通事故防止につながる啓発活動を頑張っていま
す

真庭交通安全協会

SDGs ACTION

岡山県真庭市落合垂水 183-6

PROFILE

SDGs ACTION

真庭交通安全協会は昭和 41 年に設立
し、現在は「ゆっくり走ろう 真庭路」
をスローガンに、市内各地区の支部に
おいて交通安全思想の普及・浸透を図
り、 す べての道路利用者に対し交通
ルールの遵守と交通マナーの実践を推
進することで、真庭地域の交通事故防
止を図っています。

交通安全県民運動期間の街頭指導やテン
ト村の実施、夜光反射材など資材配布の
ほか、普段から交通安全意識高揚につな
がる活動を行っています。とりわけ、子
ども、高齢者の交通事故防止を重視し、
園、学校での交通安全教室開催や交通
ルール読本の配布、高齢者宅への訪問指
導を実施。安全安心のまちづくりに寄与
できるよう、日々頑張っています。

【主要業務】交通安全啓発

校訓：「至誠」〈自主・親和・努力〉
～未来を担う若者を地域とともに～

真庭市立久世中学校

PROFILE

SDGs ACTION

【教育目標】 志を持ち、未来に向かっ
て力強く生きる生徒
～知・德・体の調和がとれ、高い人間
力をもつ生徒の育成～
【３つの力の育成】
１ 自分でものを考える力
２ 他者と対話する力
３ 継続する力
【生徒会スローガン】
「凡事徹底」
～当たり前のことを当たり前に～

地域とともに推進する「キャリア教育」
１年：地域の良さ、職業調べについて等
２年：職場体験学習、地域の課題につい
て等
３年：夢への挑戦、地域課題の解決につ
いて等

【所在地】〒 719-3227
【得意分野】人材育成
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岡山県真庭市台金屋 202、【主要業務】中学校教育、

団体
笑顔あふれる学校

真庭市立湯原小学校

PROFILE

真庭市湯原地区にある児童数 84 名（令 ・
「ふるさと湯原」を発見し、湯原が大好き
和 3 年 12 月現在）の小学校です。平
でそのよさを発信できるような学習を地
成 31 年度に二川小学校と統合しまし
域と共につくり、湯原を誇りに思う児童
た。教育目標を『自ら学び「生きる力」 の育成を目指しています。
を身につけた子どもの育成』とし、
『進 ・縦割り活動や湯原中、湯原こども園との
んで学習する子・やさしく思いやりの
連携活動を推進し、交流から互いに学び
ある子・たくましく元気な子』をめざ
合う持続可能な活動を仕組んでいきます。
し、地域と共に歩んでいます。旧湯原 ・林業、水産業、農業、観光業、福祉、国
町の唯一のこども園と小学校と中学校
際理解など様々な視点で学習に取り組
が近隣にあり、地域と校種間の連携も
み、自分にできることを考え実践してい
深めています。
く力を育んでいきます。
【所在地】〒 717-0405

湯原プロジェクト学習
～持続可能な湯原の実現に向けて～

真庭市立湯原中学校

真庭市立八束小学校

岡山県真庭市久見 70、【主要業務】教育

PROFILE

SDGs ACTION

湯原地区は、県を代表する温泉地であ
ります。しかし、近年観光客の減少、
全国的な少子高齢化の問題等、地域課
題が多く生徒達が自分の生まれ育った
場所が、このような現状であることを
あまり知らないことを危惧し、地域の
現状を地域の方から聞き、地域に出向
きフィールドワークを通して魅力を感
じ、地域の良さを再発見し、地域への
愛着をもつ取り組みを行っています。

③④⑬⑭⑮⑰…１年生対象「地域の町並
み・自然環境・福祉・ボランティア」に
理解を深める。
④⑦⑧⑪⑰…２年生対象「地域の事業所」
がどれほど地域に必要とされているかな
ど職場体験学習を通して理解を進めてい
ます。
③④⑦⑧⑪⑬⑭⑮⑯⑰…３年生対象「地
域の課題を探り活性化のための提言をす
る」～ SDGs の視点で捉える～を学年
テーマに据え活動しています。

【所在地】〒 717-0405
【得意分野】湯原学講座

ONE TEAM ！つながる 八束小！
～持続可能な学校づくり・地域づくり～

SDGs ACTION

岡山県真庭市久見 105、【主要業務】教育活動、

PROFILE

SDGs ACTION

真庭市の北部、蒜山地区にある学校で
す。学校教育目標は、
「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、地域と共に
歩んでいます。地域には、学びとなる
資源が豊富にあり、温かい地域住民の
方々に囲まれて、子どもたちは、安心・
安全な学校生活を送ることができてい
ます。

各教科の学習に加え、SDG ｓ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。具体的な取組としては、外部機関と
も連携して行う「八束の宝を学ぶ」
「防災ワー
クショップ」等や地域と連携して行う「シ
リゲ」「大宮踊り」「サマースクール八束塾」
等があります。

【所在地】〒 717-0507

岡山県真庭市蒜山下見 1527、【主要業務】小学校教育
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明るく

楽しく

美しく

真庭市立落合中学校

PROFILE

SDGs ACTION

学区は真庭市南部に位置し、中国道と
米子道がクロスする交通の要所です。
本校には、学区住民で構成する「教育
後援会」という組織があり、地域をあ
げて学校を応援する環境が整備されて
います。
「共生の心を養い生きる力を育む」こと
を目標に、学校教育を行っています。

教育活動全般で、SDGS を意識した活
動に取り組んでいます。授業において
も「誰一人取り残さない」という大き
な目標のもと、どの教科においても実
践に心がけています。
特に環境に関しては、教科横断的に
学習に取り組み、行政、地元企業とコ
ラボした活動を続けています。

【所在地】〒 719-3155

児童・保護者・地域から信頼される開かれた学校

真庭市立樫邑小学校

PROFILE

SDGs ACTION

樫邑小学校は全校児童 7 名（令和 3 年
12 月現在）の県下有数の極小規模校
です。温かく協力的な地域・保護者の
方々に支えられ、一人ひとりを大切に
し、人とのつながりも重視した教育活
動を職員が一致団結して展開していま
す。また、豊かな地域資源を活用し、
郷育を積極的に進める中で、樫邑地域
への理解と愛情を深められる児童を育
てることにも力を注いでいます。

考えをもつこと、相手意識を持ちわか
りやすく表現・発信していくことを重
視した教育活動を展開しています。少
人数教育の利点を活かしながら、郷育
の推進、ＧＩＧＡスクール構想に基づ
いたＩＣＴ機器の適切な活用等を通し
て、これからの時代を、他者と協働し
ながらたくましく生きていく基盤とな
る力を育んでまいります。

【所在地】〒 719-3211

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

真庭市立落合小学校

岡山県真庭市樫西 3510、【主要業務】教育

PROFILE

SDGs ACTION

落合小学校の教育目標 「自ら学び、心豊 ・令和 4 年度から落合小学校はコミュ
ニティ・スクールになります。地域
かで、たくましい子どもの育成」～知 ･
との連携をより深め、地域とともに
徳 ･ 体のバランスのとれた子を育てる～
教育活動を推進します。そして郷土
めざす児童像…か・が・や・き （かん
がえる子 がんばる子 やさしい子 き 「おちあい」を愛し、地域に貢献でき
る人材を育成します。
たえる子）
めざす学校像…すべての人が幸せになる ・環境・福祉・防災・情報など様々な課
学校づくり、児童が明日も行きたい学校、 題について理解を深め、自分にできる
ことを実践していく力を育みます。
保護者が明日も行かせたい学校、職員が
明日も働きたい学校、地域が誇れる学校

【所在地】〒 719-3144
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岡山県真庭市下方 625、【主要業務】教育

岡山県真庭市落合垂水 607-2、【主要業務】教育

団体
真庭市立富原小学校

PROFILE

SDGs ACTION

真庭市富原地区にある児童数 20 名あ
まりの小学校です。「自分大すき・友
だ ち 大 す き・ 学 校 大 す き 富 原 の 子
～生きる力を身につけた富原っ子の育
成～」を学校教育目標に，地域・保護者・
教職員が力を合わせて，子どもたちの
健やかな成長を育んでいます。

真庭市立富原小学校は，学校教育目標
に向けての教育活動を通じて，地域を
愛し，地域の発展へ貢献していこう
とする意識を児童に培うことを通して
SDGs の達成に貢献します。
・「豊かな心，確かな学力，健やかな心
身」の育成をめざす教育活動を推進
します。
・ 地域のリソースを活用した「ふるさ
と学習」を推進し，ふるさとに誇り
をもつ児童を育てます。

【所在地】〒 717-0741

備えの種をまこう。
安心のネットワーク NOSAI 岡山

岡山県農業共済組合

PROFILE

SDGs ACTION

岡山県農業共済組合は、平成 31 年 4
月に岡山県内の 10 の農業共済組合等
が 組 織統合し設立されました、農家
が組合員となって運営する公益法人で
す。災害その他の不慮の事故によって
組合員が受けることのある損失を補填
して農業経営の安定を図るため、農業
保険法に基づいて農業共済事業と収入
保険事業を行っています。

地球の人口が、やがて 100 億人に達す
ることを念頭に置いて、食料自給率向
上を農業政策の根幹に据えて、国を挙
げて取り組むことが求められています。
岡山県農業共済組合は、農業保険制度
を適正に運営、推進し、農業経営の安
定と農業生産力の発展に資することに
より、微力ながら持続可能な農業の促
進等に貢献していきます。

【所在地】〒 703-8265
入保険事業

～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

岡山県真庭市若代 1948、【主要業務】小学校教育

岡山県岡山市中区倉田 436-2、【主要業務】農業共済事業・収

PROFILE

SDGs ACTION

本校地は、平成 30 年に創立 70 周年 ○学校設定教科「蒜山」
・学校設定科目「蒜山Ⅰ」：社会の仕
を迎えた、岡山県立の小規模普通科高
組みを学ぶ５日間「社会体験活動」
等学校です。校地歌の一節「高校立て
・学校設定科目「蒜山Ⅱ」：蒜山の魅
り 野に立てり」にある設立当時から
力探しの旅「提案型インターンシッ
続く学校に対する地域の強い期待に応
プ」
えるため、連携型中高一貫教育や学校
・学校設定科目「蒜山Ⅲ」：自分の進
設定教科「蒜山」など地域と連携した
路と向き合う「地域活性化の提案」
深い学びを進め、地域に貢献したい若
○蒜山探索ツアー
者を育てています。
○真庭市中高連携推進事業
・馬術実演会、馬術講演会
【所在地】〒 717-0505 岡山県真庭市蒜山上長田 4、
【主要業務】
「持続可能な地域づくり」
を主体的に担う人材の育成、【得意分野】地域と連携した教育
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草澤（くさば）水路の維持管理と
環境美化を行っています

草澤水路組合

PROFILE

SDGs ACTION

真庭市草加部地区を水源として、下流 ・ 草澤水都の維持管理による良質な農産
物の生育に努めます。
の惣地内の草澤地区に田畑を所有する
農家 11 戸にて水路の維持管理と環境 ・ 岡山県環境保全事業団認定の３R アド
バイザと連携し、循環型社会の形成に
美化を行っている組合です。
寄与します。
・ 農家の年寄りを敬い、農業の手助けを
積極的に行います。
・ 水路の環境美化に努めます。

【所在地】〒 719-3204 岡山県真庭市惣 109、【主要業務】水路の維持管理、
【得意分野】美味しい米と野菜の生育

猟友会は、有害鳥獣による
農林業への被害軽減に努めます

岡山県真庭地区猟友会

PROFILE

猟友会は、美しい真庭の里山の維持管 ・ 有害鳥獣による農林業への被害の軽
減に努めます。
理と豊かな農林業の発展に努めていき
・ 真庭市の明るい社会の実現のため、
ます。
無事故無違反に努めます。
・ 美しい真庭の里山の維持管理と豊か
な農林業の発展に努めます。
・ 会員ファーストによる明るく楽しい
会の運営に努めます。

【所在地】〒 719-3204

自己肯定感が大切！

ピタゴラス放課後真庭

岡山県真庭市惣 538-1、【主要業務】有害鳥獣の駆除

PROFILE

SDGs ACTION

2016 年秋に、放課後や休日に障害児が ・ 障害がある子ども達やその家族が、
周りに合わせて暮らしていくのでは
通う放課後等デイサービスという障害福
なく、一人一人が自分らしく生きて
祉事業を実施しています。
いけるまちづくり
支援が必要な子ども達は学校で多くのス
トレスにさらされています。特殊な個性 ・ 障害がある子ども達が、その子にあっ
た学び、成長が出来る環境づくり・
を持つ子ども達にとって重要なのは彼ら
障害がある子ども達が、この地域で
の居場所です。子ども達が長居したいと
成長し、この地域で大人になり、こ
思える空間、いっしょに過ごしたいと思
の地域で暮らしていけるまちづくり
える明るいスタッフと楽しく過ごすこと
に貢献していきたいと考えています
こそが一番の療育です。
そんな思いで日々奮闘しています。
【所在地】〒 719-3201
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SDGs ACTION

岡山県真庭市久世 2669-4

団体
まにワッショイ

PROFILE

SDGs ACTION

まちづくり市民応援団「まにワッショイ」
は下記の活動五箇条を掲げて地域と人を元
気にする活動を行っている市民団体です。
【活動五箇条】
一、 いつも笑っていよう
一、 自らが楽しんで活動しよう
一、 なんでもできると思いこもう
一、 できない理由を考えるよりできる方法
を考えよう
一、 自らが観光資源になろう
配膳ボーイズとして CD も出しています。
youtube にも動画アップしていますので、
良かったらご覧ください。

年間千人を超える方の参加がある旧遷
喬尋常小学校の「なつかし の学校給
食」、夏休みの宿題を見守る「かげぼう
し」、以前は空き家だったものを改修
した「ワッショイ古民館」でのイベン
ト企画、子どもが遊ぶ川原の草刈りな
ど、ヒトとヒトのつながりの中で地域
の課題や頼まれごとを楽しくわいわい
向き合いながら地域を元気し、SDGs
の目標達成に貢献していきます。

【活動地域】久世中心の真庭全域

JA 女性 地域で輝け ５０万パワー☆

JA 晴れの国岡山真庭女性部

PROFILE

SDGs ACTION

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。

地産地消の推進、食品ロス削減の取組
みなど「食を守る☆」活動②⑦⑫⑭⑮
農業情勢の学習・発信、食農教育への
取組みなど「農業を支える☆」活動⑥
⑧⑬、地域の居場所づくり、行事の維
持、防災学習など「地域を担う☆」活
動①③⑪⑰、次代のリーダー育成、世
代間交流など「仲間をつくる☆」活動
④⑤⑩⑯などに取組んでいます。

【所在地】〒 703-8265 719-3144
よい地域社会づくり活動

不用品の譲渡で資源循環やごみ減量化を推進

真庭リユースプラザの会

PROFILE

岡山県真庭市落合垂水 1064-1、【主要業務】住み

SDGs ACTION

真庭リユースプラザの会は、北房・落 家庭で不用となった再利用可能な家具
合地区の運営ボランティアで組織され 等を受け入れ、必要とする市民に譲渡
ており、リユースプラザ醍醐の里を拠 するリユース活動を通じて、ごみの減
点に市民のご家庭から「まだ使えるけ 量化を推進することで持続可能な開発
ど、使わない」不用品を受け入れ、必 目標（SDGs）の達成に貢献します。
要とする市民へ譲渡する橋渡しの活動 地域団体と連携し、ごみ減量化、３Ｒ
を通じて、ものを大切に有効活用し、（リデュース、リユース、リサイクル）
ごみの減量化及びリサイクルの推進を の推進を図ります。運営拠点である「リ
図り、地域住民の交流を目的としてい 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
ます。
とします。
【所在地】〒 719-3152 岡山県真庭市鹿田 391-1、
【主要業務】家庭の不用品の受入れ、
譲渡活動、【得意分野】３Ｒ啓発活動
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不用品の譲渡で資源循環やごみ減量化を推進

リサイクルプラザ
まにわの会

PROFILE

SDGs ACTION

リサイクルプラザまにわの会は、家庭
で不用になった家具、生活関連用品の
リユース品を受入れ、必要とされる方
へ譲渡する仕組みをつくることで、ご
みの減量化及びリサイクルの推進を図
り、工房教室を開催するなど地域住民
の交流を目的としています。

⑦⑪⑫について、ごみ減量化と資源化、
人と環境にやさしい町づくりに貢献して
います。
（リュース品の再利用）
⑭⑮について、
「マイバックを持参して、
レジ袋を断る」行動は、環境への意識改
革です。
リサイクルプラザまにわの会では、会員
及び来客者にマイバック持参を呼びかけ
ています。

【所在地】〒 719-3211

安心安全食品ロスを目指した子育てママの団体です。

ママン maniwa

岡山県真庭市樫西 290、【主要業務】リュース品の販売

PROFILE

SDGs ACTION

地域のお土産づくりを依頼されたのをきっ
かけに加工品を商品化。
ピオーネシロップはシロップの後にできる
実も皮も捨てず業務用アイスにしてカフェ
に納品したり、チーズやほかの加工をされ
ている方に使用していただき商品化してい
ます。
私たちは子育てママたちを中心に活動して
おり、ママ目線で安心安全食品ロスを意識
し日々商品化に取り組んでいます。
また少しずつでも活動によって雇用も生ま
れることを視野にいれて活動しています。

シロップを作った後からでる実や皮を
捨てずにすべてを活用した商品を作っ
ています。
商品は瓶を使いリサイクルしまた使え
ることを意識しています。
自由に働くことが難しい子育てママた
ちが少しでも働ける環境づくりを目指
しています。

【主要業務】6 次産業、【得意分野】フルーツ等の加工品

「We Serve」われわれは奉仕する

落合
ライオンズクラブ

PROFILE

SDGs ACTION

1978 年真庭市内 4 番目のライオンズ
クラブとして結成しました。落合・北
房を中心に皆仲良く、力を合わせ、地
域に密着した幅広い事業を行っており
ます。時代にふさわしいクラブを目標
に活動をしています。

保健福祉事業では真庭市内で実施され
る献血活動への協力、高齢者福祉施設
への慰問を行っています。
また住み続けられるまちづくりとして、
落合大橋の清掃、向津矢堤防の桜の木
の下の草刈りを実施し、環境保全に取
り組んでいます。

【所在地】〒 719-3143 岡山県真庭市下市瀬 1263-7、【主要業務】社会奉仕活動
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団体
「We Serve」われわれは奉仕する

湯原
ライオンズクラブ

PROFILE

SDGs ACTION

ＬＩＯＮＳの意味は、"Liberty, Intelligence, Our
Nation's Safety"（「自由を守り、知性を重んじ、わ
れわれの国の安全をはかる」の頭文字を並べたも
ので、これがライオンズクラブのスローガンです。
モットーは "We Serve"（「われわれは奉仕する」）。
独力ではなく集団の力で、経済力のみならず知恵
と労力をもって奉仕する。世界中で 200 を超える
国におよそ 49,000 のクラブ、140 万人以上の
会員が活動をする世界最大の奉仕団体である。
湯原ライオンズクラブは、1978 年に結成され 43
年の歴史をもっている。また、現在会員数 24 名で
地域に根ざした奉仕活動を行っている。

世界的にはライオンズクラブ国際協会を通じて、
世界中の人々の暮らしに影響を及ぼす人道奉仕と
交付金を通じて、健康と福祉を改善し、地域社会
を強化し、恵まれない人々に支援を提供するとと
もに、平和と国際理解を促進できるよう、力を与
える活動を行う。
また地元では地域に根差した活動を行う。主な活
動は、青少年健全育成事業としてスポーツ少年団
の支援やこども園クリスマス訪問、地域奉仕活動
としてカーブミラー清掃や旭川荘エアコン清掃奉
仕、年２回の献血奉仕など、地域に必要とされる
活動を行っています。

【所在地】〒 717-0402 岡山県真庭市湯原温泉 124、【主要業務】奉仕活動、【得意分野】
奉仕活動

We Serve われわれは奉仕する

蒜山
ライオンズクラブ

PROFILE

SDGs ACTION

蒜山ライオンズクラブは 1981 年に結
成し、クラブ認証 40 周年を迎えまし
た。会員は事業主や企業の役職員、農
業者などさまざまですが、皆で協力し
ながら蒜山の地域に役立つ活動を中心
に行ってい
ます。

③保健福祉事業では、真庭市内で実施
される献血活動への協力、福祉施設へ
の慰問を行っています。
また、⑪住み続けられる街づくりとし
て、協力団体と一緒に蒜山地域の合同
清掃活動の実施、⑯平和について考え
る機会になればと、ライオンズクラブ
国際協会が行う「平和ポスター事業」へ、
地元の小学校・中学校に夏休みの課題
として取り組んでもらうなどの活動を
しています。

【所在地】〒 717-0602 真庭市蒜山上福田 1205-220、【主要業務】社会奉仕活動

SDGs で地域に貢献「We Serve」

真庭旭
ライオンズクラブ

PROFILE

SDGs ACTION

1976 年 真 庭 市 内 2 番 目 の ラ イ オ ン
ズクラブとして発足し、今年で 46 年
目 を 迎えました。久世地区を中心に
ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ の 基 本 理 念「We
Serve」（我々は奉仕する）を実践して
います。また、真庭市内５つのライオ
ンズクラブと合同で真庭市内全体の奉
仕活動にも積極的に参加しています。

不平等解消の観点から、視覚障害者のパート
ナーとして欠かせない盲導犬の育成を支援す
るため、久世・勝山地区のイベントで盲導犬
育成街頭募金活動を行うと共に市内の店舗に
募金箱を設置してもらい定期的に回収を行っ
ている。寄せられた浄財は、毎年中部盲導犬
協会に寄付を行っています。
また、質の高い教育の観点では、青少年健全
育成事業として本クラブが宮芝グランド奥に
整備した「少年の森」
（野外活動広場）の定
期的な維持管理に努めています。

【所在地】〒 719-3201 岡山県真庭市久世 2426-3、
【主要業務】社会奉仕活動、
【得意分野】
広報・啓発活動の補助
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みんなの笑顔と地球のために “We Serve”

真庭
ライオンズクラブ

PROFILE

SDGs ACTION

1964 年 4 月、真庭市で一番初めに結
成 さ れたクラブで歴史は長く、真庭
のクラブでは唯一女性会員が所属し活
躍しているクラブです。勝山エリアを
中心に地域に密着した事業を行ってお
り、地元企業様や団体様と協力しなが
ら活動を行う等、奉仕活動に努めてお
ります。

保健福祉事業として真庭市内で実施さ
れる献血活動への協力、青少年健全育
成事業として勝山エリアの小中学校へ
図書費の贈呈、また、住み続けられる
まちづくりとして、地元の金融団体様、
地元企業様と協力して勝山周辺道路の
清掃活動を行っております。

【所在地】〒 717-0013 岡山県真庭市勝山 357-4、【主要業務】社会奉仕活動

自然のめぐみ 温泉とはんざきと共に生きるまち

一般社団法人湯原観光協会
湯原町旅館協同組合

MANIWA SDGs PARTNER

PROFILE

SDGs ACTION

湯原温泉を中心に、観光業に直接また
は間接的に関わる施設により構成され
た団体。観光振興のため、観光客のニー
ズを踏まえながら、湯原の豊かな自然
と地域性を活かした環境整備、受入体
制の整備、宣伝活動等を積極的かつ計
画的に推進する。住んでよし 訪れて
よしの温泉街を目指す。

千年の古より「温泉」が湧いており、
3 千万年前から姿を変えずに生きてい
る「はんざき」が住む湯原温泉。この
地では当たり前のことだけれども、私
たちがその大切さを認識しなければ当
たり前でなくなってしまいます。この
豊かな自然環境・自然景観を守るため、
持続可能な地域を未来につなげるため
に、活動を行います。

PROFILE

SDGs ACTION

本冊子の作成にあたり、ご協力いただきました関係各位に心より感謝申し上げます。
当紹介冊子は真庭市 HP でも掲載してます
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/3/1051.html
【発行】
2021 年 12 月
【問い合わせ】
真庭市 総合政策部 総合政策課 未来杜市（SDG ｓ）推進室
〒 719-3292 岡山県真庭市久世 2927-2
TEL：0867-42-1169 MAIL：sogoseisaku@city.maniwa.lg.jp
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……………………

真庭ＳＤＧｓパートナー制度随時募集中
人

企業
申込

制度概要や申込様式等は真庭市 HP で確認で
きます
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/3/1092.html

…

……………………

PROFILE
SDGｓパートナー

■真庭市 SDGs の取り組みを地域内・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。
■真庭市とともに SDGs の取り組みに賛同
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 ACTION

団体

地方創生の
一層の推進
新たな
パートナー
シップの構築

SDGs 関連
の取組

登録

市役所

団体

HP 紹介
相互リンク

真庭市のＳＤＧｓの取組（場づくり、人づくり）～真庭ＳＤＧｓパートナーが中心となり推進～
場づくり

真庭ＳＤＧｓ円卓会議

真庭ＳＤＧｓミーティング

マクロ的な真庭市全体の今後１年間の方
向性を共有する場
市民

議会

人づくり

それぞれが具体的なアクションを考え、
取組をブラッシュアップする場

行政

教育

商工業

環境

農業

福祉

…

PROFILE

SDGs ACTION

林業

医療

SDGｓパートナー構成員間の連携等を通じたＳＤＧｓの推進
市民運動への拡大、SDGs の達成
■真庭ＳＤＧｓパートナー（＝円卓会議構成員、ミーティング参加者）
①真庭市のＳＤＧｓの取組に賛同し、パートナー宣言を行った企業・団体、個人
②環境、教育、福祉、医療、産業などあらゆるステークホルダーがパートナーに登録

…………

真庭市のＳＤＧｓの取組（SDGs 未来杜市「真庭」の挑戦） …………

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。
＜取組課題＞
地域資源を活用した
「回る経済」の確立
木質資源
農業
観光

PROFILE

木質バイオマス発電所

●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

SDGs ACTION

＜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

経済

社会

人材育成
普及啓発

●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

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

＜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

バイオ液肥散布状況

バイオ液肥・バイオ
ガス実証プラント

地域エネルギー

●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

43

MANIWA SDGs ACTION

真庭市

