
おかやまSDGsアワード2022応募取組⼀覧表
№ 団体名 取組名 取組概要 所在地 参考HP

1 株式会社エリス
開放型周流水車WaterWeco®を活用した小型
EVのキャンパーたちへの静かな巡回による安
心と良質な睡眠の提供

　地球温暖化問題やエネルギーセキュリティの観点などから、化石燃料に代わる純国産のクリーンエネルギーの必要性が長く
叫ばれてきた。再エネといえば、太陽光、風力が脚光を浴びていたが、それぞれ、雲行きが怪しい。要因として、まず太陽光
は、雨の時は稼働しない、風力に関しては、風が吹かないと発電しない、そうなると蓄電量が予測しずらく予備コストが掛か
る。そのため、ここにきて再度小水力発電に注目が集まりつつある。
　理由は、CO2排出量が最も少ないエネルギーであることや、昼夜年間を通して安定した電力が得られる点などが挙げられ
る。しかしながら、今まで普及が進んでいなかった。
　その小水力の今までの普及阻害要因が今回の研究開発によって解消された。

岡山市南区 https://waterweco.com/

①⾼効率給湯器（エコジョーズ）への交換・Web明細の導⼊・集中監視システムの導⼊によるCO2の削減
　給湯器を従来型から⾼効率なエコジョーズへ交換することで、従来型と⽐べ、CO2の排出量を約13〜15％削減することが
できます。また、ガスの請求書を紙形式からスマートフォンやPCなどで確認するWeb明細システムを導⼊し、紙の削減を積
極的に⾏っています。
　更に、当社では集中監視システムという、お客様宅のガスの情報を⾃動的に当社へ送信するシステムを取り⼊れています。
このシステムを採⽤することで、定期検針の情報が⾃動的に当社へ⼊ってくるので、現地へ向かう⾞輌の排気ガス排出量の削
減をすることができます。当社は、集中監視システムの設置率が70％以上の事業者のみが認定される、岡⼭・広島で唯⼀の
広域ゴールド保安認定事業者に認定されています。
　これらのことは、SDGsの『7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに』、『13.気候変動に具体的な対策を』の⽬標に貢
献しています。

②健康経営アクションの実施
　社員の健康を⾼め、安⼼して働ける職場をつくり、組織の⽣産性や活⼒の向上を⽬指して健康経営アクションに取り組んで
います。定期健診受診率100％、ストレスチェック実施率100％、健康づくり担当者の選任などを⾏っています。これらの
活動は、SDGsの『3.すべての⼈に健康と福祉を』、『8.働きがいも経済成⻑も』、『17.パートナーシップで⽬標を達成し
よう』の⽬標を達成しています。

3 特定⾮営利活動法⼈岡⼭県⾃閉症協会 「アスのワニ プロジェクト」

　本プロジェクトは⼀般参加型の啓発活動である。まず、プロジェクトのモチーフとなるワニのイラストを広く⼀般から募集
した。2021年1⽉14⽇から⽉末までと短い募集期間にもかかわらず県内はもとより広く全国、中には海外から588もの作品
の応募があった。続いて、応募いただいた全作品をシンガーソングライターの⾼橋優さんの楽曲「アスファルトのワニ」
（NHK発達障害キャンペーンのテーマソング）に合わせて構成し、啓発⽤動画を制作した。そして、完成した動画を公式
YouTubeチャンネル上で3⽉18⽇より公開した。https://www.youtube.com/watch?v=iR-YIfyCi-Y
　⾃閉症・発達障害の啓発に繋げるために、動画の概要説明欄には世界⾃閉症啓発デーや⾃閉症・発達障害についての基礎知
識、情報、相談機関のリンク先URLを掲載した。
　また、応募いただいた作品の紹介や⾃閉症・発達障害関連の情報発信のために公式Instagram、Twitter、Facebookを開
設した。

岡山市北区 http://www.kirameki-plz.com/~asj-okayama/

4 株式会社ヒカリホールディングス
岡⼭から全国へ、世界の問題について考え、
⾏動することで⼦どもたちを笑顔にするプロ
ジェクト

　チャリティー⾃動販売機により継続的に寄付⾦を募ることができ、フィリピンのNGOと協働でチャリティープロダクト事
業の開催が実現しました。現地のファームで栽培しているコーヒー⾖や⿊コショウ、現地施設の⼦どもたちが作成したミサン
ガやポストカードなどを⽇本で販売し、その収益を⾃⽴⽀援活動に充てることができています。これにより、就労⽀援や⽣活
改善に繋がり、⼦どもたちが安⼼して笑顔で⽣活できるように改善しています。

岡山市北区 http://hikari-grp.co.jp

5 株式会社廣榮堂 ⾷を通じて地域社会の創造・発展に貢献

①「安⼼安全な菓⼦づくりは素材づくり」から
　創業時の⼿づくりの味にこだわった「むかし吉備団⼦」の主原料であるもち⽶は、岡⼭市⾼松地区の契約農家の特別栽培⽶
を使⽤している。安⼼安全な素材の原点である「かけがえのない⽥んぼ」を守るために、⽥植え・稲刈りの時期には社員が⾜
を運んでいる。
②安⼼安全な菓⼦を「全てのお客様」へお届けする
　お客様に健康と安全、天然の美味しさをお届けする為、北海道産のもち⽶や⼩⾖をはじめ、⿉、⿊糖、海塩などより確かな
国産原材料にこだわ っている。
③地域へのつながり・学びの場に
　毎年年末に地域の⽅を招いた「餅つき」を実施。お⼦様には餅つき体験をしていただくなど⽇本の「⾷⽂化の継承の場」と
なっております。
　また⼯場⾒学も実施しており⼩学校や幼稚園、企業や観光協会など約100団体、2,000人を受け⼊れている。
④⼥性の活躍する職場と様々な働き⽅への理解
　産休取得・育休制度最⼤3年など⼥性の働き⽅への理解。社員数の7割を占める⼥性が、「輝いて働ける」職場環境を整え
ている。
⑤「元気、勇気、きびだんご！」菓⼦の持つ⼒を信じる
　災害時には被災地への寄付、きびだんごを社員直筆のお⼿紙と共に寄贈。新型コロナウイルス感染拡⼤の際には地域の学童
クラブや保育園をはじめへ、医療従事者へ菓⼦の寄付を⾏った。
⑥中納⾔本店にて障がい者「レンタルアート展」を実施
　障がいを持つ⽅のアート作品を展⽰した「レンタルアート展」を実施。個性豊かな作品たちをより多くの⽅々に触れていた
だくことでアーティスト⾃⾝のモチベーションに繋がるとともに、作品のレンタル料が活動⽀援となる。

岡山市中区 https://koeido.co.jp

つばめガスが挑む脱炭素社会の実現つばめガス株式会社2 岡山市南区 https://www.tsubamegas.com/
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6 損害保険ジャパン株式会社岡⼭⽀店
お客さまとともに未来をつくるプロジェクト
「地域貢献プロジェクト」〜⽣物多様性保全
活動「SAVE JAPAN プロジェクト」〜

　⾃動⾞保険等のお客さまにご契約時、「Web証券」や「Web約款」を選択いただいた場合や⾃動⾞事故の修理時にリサイ
クル部品等を活⽤いただくことにより、⾃然環境を守るとともに次世代育成を意識しながら持続可能な社会の実現に向けた取
組みを実施しています。
　その取組の⼀環として展開しているのが⽣物多様性保全活動「SAVE JAPAN プロジェクト」。⽇本NPOセンター、地域
の市⺠活動を⽀援するNPO⽀援センターや全国の環境NPOと協働で市⺠参加型の⽣物多様性保全活動を、全国で⾏っていま
す。2011年度にスタートして、これまで45,000名を超える市⺠の皆さまに参加いただいています。
　このプロジェクトの⼀番の⽬的、それは、地域住⺠の皆さんが環境保全活動に参加するきっかけを提供することです。この
プロジェクトへの参加が、皆さんにとって、地域の⾃然環境への関⼼と、⽣物多様性への理解を深めていただくことにつなが
るものと考えます。私たちは「いきものが住みやすい環境づくり」を⽬指しています。

岡山市北区 https://savejapan-pj.net/

7 陸えびJAPAN株式会社 地域食品資源を利用する食用昆虫生産 加賀郡
吉備中央町

https://www.okaebi.co.jp/

8 株式会社果実⼯房 ハートフォーアートプロジェクト

　障害者が描くアートや⾼齢者が書く⽂字を商品パッケージやPOP、ポスターなどに使⽤することで、新たな働き⽅として
収⼊を⽣みだすことができます。
　また障がい者や⾼齢者は社会とのかかわりが少なくなる中で、⽣活者に役⽴っているという意識により、その家族と共に
⼼⾝の健康を⽣みだすことができます。

勝⽥郡
奈義町

https://www.kajitsukobo.co.jp

9 ⼭陽クレー⼯業株式会社 海洋廃棄物「カキ殻」の再資源化で新事業を
創造・展開

　廃棄カキ殻を当社独⾃の湿式ボールミル製法によって、⾼品質な炭酸カルシウム微粉末“ORGANIC Calcium
MICROPOWDER”に⽣成することに成功した。
　2019年に画材・⼯芸素材として「吉備胡粉」、2022年にスポーツ関連商品として「滑り⽌めチョーク
（SETOUCHIMAGNESHIO）」を商品化した。また、農業・畜産関連（肥料、飼料）での試験を実施しており、キノコ類
の菌床で効果が認められ使⽤していただいている。
　今後は、⼟壌改良関連、バイオマス関連、最終⽬標としてはメディカル・ヘルスケア関連（サプリメント、化粧品、保健医
療）などの分野に順次事業展開を図りたい。

備前市 http://www.sanyou-clay.com

10 with FASHION co. 「ファッション de SDGS」

F1:企業研修
　似合う「ファッション診断」をし、第一印象を良くする。
　自分の魅力を知り外見力がアップし、売上げもアップ。
F2:おしゃれになる講座
　本来の自分の魅力を確認するファッション講座（自己肯定）
　似合うファッションを知って、無駄な購入の減少
　ファッションで予防医療（公民館さんかくウィーク講座）
F3:コンサルティング
　依頼先が、時代の求める企業になるようアドバイス
F4:カラーの知識や魅力の普及
　検定対策講座（大学・個人）
　ユニバーサルカラーの知識を拡げる。
F5:Re デザイン・Re メイク（思い出を大切に）
　創意工夫で、循環型のファッション
F6:サスティナブル（環境・社会・経済の中で、出来る事）
　社会活動：パラ×コレ（障害者×コレクション）サポーター
　介護職員初任者研修を終了（2021）
　瀬戸内市縁結びサポーター（2017～）
　瀬戸内市ひきこもりサポーター（2022～）
　認知症サポーター養成講座受講（2022）

瀬戸内市 http://with-fashion.sakura.ne.jp/

11 ０８６７ 目標３アパレルが変えていく「健康と福祉」

　地域の一体化・活性化のため市外局番を母体とし、文化を通じての多世代交流、地域と連携を図っております。
　お洒落は自分の気分を上げることにつながり、外見を整えれば自然に心も満たされ元気が湧いてくるもの。
　「自分のお洒落が周りのみんなを元気にしていく」「病は気から」「元気は着から」
　アパレルが変えていく「健康と福祉」
　独自の解釈で「健康と福祉」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。

真庭市 https://www.0867.jp/

12 ⼀般社団法⼈コノヒトカン 「フードロス問題」「貧困問題」をソーシャ
ルビジネスで解決！

　⽇本の課題である⼦どもの貧困とフードロス問題。この双⽅の課題解決に向け、⼀⽸でお腹いっぱいになる⽸詰「コノヒト
カン」をSDGsの観点を⽤いて考案し、⼀般社団法⼈コノヒトカンを設⽴。
　「コノヒトカン」をきっかけに⼤⼈も⼦どもも顔の⾒えるコミュニティーで繋がり⼀緒になって地域を動かせる活動を⽬指
しています。

倉敷市 https://www.konohitokan.com/
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13 株式会社ファーストデコ 「ジビエを⾝近にする命の授業」から始める
サーキュラーエコノミー

　昨年発表の環境省によるデータでは、捕獲されるイノシシは68万頭、シカは67万頭と年々増加傾向にある。ジビエ料理と
して利活⽤されるのはそのうち1割程度であり、⽪のほとんどは廃棄物として捨てられている。
　岡⼭市では年間約4,000頭のイノシシが焼却処分されている。⼀⽅で、野⽣動物の⾷⾁加⼯会社は、消費が拡⼤しないため
⾚字体質となっている。そこで、ジビエをもっと気軽に⾷べられる機会をつくり、⾷⾁として加⼯後の⽪は、環境にやさしい
なめし⽅でアップサイクルし、ジビエレザーの商品を製造。⼈間の都合で捨てられる命の⼤切さを伝え、ジビエ関連商品のエ
シカル消費拡⼤を狙いとした活動を産学連携で取り組んでいる。

東京都
千代⽥区

https://firstdeco.co.jp/

14 みのる産業株式会社
固化培⼟エクセルソイルを⽤いた壁⾯・屋上
緑化による⼤気の浄化及びヒートアイランド
現象の軽減

　近年都市部においては反射熱による温度を抑えるために緑地が求められ、特に東京都では新たに建築される建物には決めら
れた緑地⾯積が必要になっており、壁⾯緑化の需要が増しています。また、脱炭素社会における取り組みとしても壁⾯緑化を
することにより室内の気温が下がりエアコンによる電気代の削減につながり、植物⾃体が⼆酸化炭素を吸収するので、トータ
ル的にも⼆酸化炭素の発⽣を抑えられています。みのる産業の原材料は有機物と鉱物の組み合わせでできており、回収すれば
リサイクルも可能な商品となっています。また、森林で派⽣する間伐材など加⼯した⽊材の不要な部分をチップ化し固化培⼟
の原材料にすることにより本来焼却されていたものが都市緑化や園芸資材といった形で再利⽤できています。

赤磐市 https://www.minoru-sangyo.co.jp/

15 岡⼭ダイハツ販売株式会社
地域MaaSへの取り組み〜より軽やかな岡⼭へ
〜「次世代モビリティ産学連携SDGsプロジェ
クト」

　本プロジェクトでは地域MaaSへの取り組みの⼀環として、⾼齢者のみならず⾝体しょうがい者の⽅など、だれもが⾃由に
移動できる未来を実現させるため、電動⾞椅⼦の安全性及び魅⼒の向上を図り、その普及を推進します。具体的には、弊社が
次世代型電動⾞椅⼦「WHILLⓇ」を岡⼭⼤学に提供し、岡⼭⼤学学術研究院⾃然科学学域の野上保之教授が顧問を務めるDS
（データサイエンス）部の学⽣が主体となり、センサー・AIを活⽤した⾃動運転など、「WHILLⓇ」の安全性と魅⼒を向上
させるため、実機を⽤いた研究開発に取り組みます。株式会社ありがとうファームは、障害福祉事業所として⾝体しょうがい
のある当事者の⽬線でアイデア創出やモニタリングで上記研究に協⼒。

岡山市北区 https://okayama.dd.daihatsu.co.jp/

16 岡⼭県⽴岡⼭⼯業⾼等学校化学⼯学科 ⽔酸化マグネシウムを⽤いた⽔の浄化

　この取組は、⽣物にとって安全な⽔の浄化を⽬指し、⼭⼝県の宇部マテリアルズ株式会社製の⽔酸化マグネシウムを使⽤し
て⾏っている。宇部マテリアルズ株式会社には情報及び資材を提供してもらい、情報交換しながら実験を⾏っている。⽔の浄
化の原理は、⽔酸化マグネシウムにより⽔の汚れを集めて沈めることによって浄化する。⽔酸化マグネシウムは⽣物にとって
安全であるというデータもあり、また実際に使⽤してみて問題はなかった。2021年度には、緑に濁った岡⼯のプールの浄
化、伊島⼩の池の浄化に成功し、HPに動画をあげ、宇部マテリアルズのHPニュースリリースでも取り上げてもらった。現在
も実験を兼ねて、近隣の⼩学校の池の浄化に取り組んでいる。

岡山市北区 http://www.okako.okayama-c.ed.jp/okako_chemical.html

17 オーエム産業株式会社 クリーン活動

　環境マネジメント活動及び地域社会貢献活動の⼀環として、会社周辺地域の清掃・ゴミ拾いを毎週2回、30分程度の時間を
使い実施しています。また、お花⾒等のイベント時にも岡⼭駅から会場までの道のりを清掃しながら向かうなど、全社員が⼀
体となって積極的に参加しており、2019年1⽉には、町内会の皆様からご推薦をいただいて、「岡⼭市美しいまちづくり、
快適なまちづくり表彰」をいただきました。周辺地域の美化はもちろん、地域の⽅々とのコミュニケーションの場ともなって
おります。オーエムがかかげるスローガン、「活・喜・挑あふれる会社に」を胸に、清掃活動を通して地域の活性化や笑顔が
あふれる社会に貢献し、⾝近なところから環境問題に挑み続けていきたいと思います。

岡山市北区 http://www.oms.co.jp/
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取組①：製造業が抱えるあらゆる課題に応じた解決と技術⽀援により、地域ひいては世界をより良くすることに貢献する
　「営業⼒」×「技術⼒」×「組織⼒」と、お客様・関係会社様のさまざまな商材や技術を組み合わせることで、新たな付加価
値を提供し、お客様・関係会社様と共に成⻑・⾶躍を実現することで地域経済の活性化や環境配慮型の社会づくりに貢献して
います。
○制御機器、制御システムによる⽣産活動合理化と最適化
○お客様の課題解決の為に、機器の選定・設計・プログラム開発・システム提案によるトータルサポート
○グローバルな観点から新しい技術へのチャレンジ独⾃のネットワークにより、新しい技術、分野、業界を⾒据えながら技術
⼒の向上に取り組むと伴に、各メーカの世界最先端の技術を提供します。
○環境配慮型商品によるエネルギー消費の抑制
　お客様の経営課題について、創エネ・蓄エネ・省エネ等の環境に配慮した商材を提案し、導⼊いただくことで、お客様と⼀
体となって、環境課題・社会課題の解決を⽬指しています。

取組②：社員のやりがい、働きがいを⼤切にする「ビジョン経営」を実⾏する
○ライト思考
　「技術で貢献できる企業」へとレベルアップするためには、社員⼀⼈ひとりがライト電業社員としてどうあるべきなのかを
考え続けるというマインドを持つことを「ライト思考」と定めています。
○成⻑と待遇の実感
　ライト思考のもと、未来のライト電業のありたい姿に向かって、成⻑と喜びを実感しながら挑戦を繰り返す⾵⼟を醸成。個
⼈の成⻑から会社の成⻑へ繋げています。
　良い成果を⽣むためには、社員がリフレッシュする環境を設けることも必要です。また、グローバルな視点を持つ機会とし
て、設⽴当初より58年間（1回/2年）に亘って海外旅⾏を継続しています。これからも、社員の為に出来る環境の整備を模
索し続けます。
○ライフステージに合わせた働き⽅
　・育休、産休取得率の向上
　・⼥性活躍推進
　・時短などの働き⽅制度の整備

取組③：運動機会の提供とともに、地域社会を活性化する
　すべての⼈がスポーツを通じて⼈間性豊かな⼼を持ち、健全な精神、地域友好、地⽅創⽣を含めた環境づくりに尽⼒してい
ます。
　多数の参加者・観衆が⾒込めるスポーツイベントの開催やスポーツを核とした地域活性化に向けた取組を推進します。
　「岡⼭から世界」へをキャッチフレーズに会社を挙げての応援活動に取り組んでいます。
○地域活性化への貢献
　・マラソン⼤会の協賛と地域社会への運動機会提供
　・BMX競技を通じた地域のスポーツ振興と観光の融合
　・ゴルフ観戦の楽しさ、プロの技術や活躍を知ってもらうことで地域外からの経済効果を⽣み出す
　・世界へ⽻ばたく若⼿ゴルファーの育成⽀援により、地域知名度向上

19 株式会社ホテルグランヴィア岡⼭ フードロス削減の徹底

　さまざまな取り組みを通じ、フードロス削減を徹底しています。
・タブレット端末によるオーダーブッフェを導⼊し、お客様からのオーダー制による適量発注・適量調理で、フードロスを抑
制（2021/9〜）
・⾷事を伴う宴席において「3010運動」へのご協⼒をお願いし、フードロスを抑制（2021/4〜）
・フードシェアリングサービス「TABETE」を導⼊し、お店で売れ残ってしまったケーキなどを近くの⽅にレスキュー（テ
イクアウト）していただくことでフードロスを抑制（2022/2〜）
・ホテルから排出された⾷品廃棄物をすべてバイオマス発電
　※事業に提供しクリーンな電⼒発電に貢献、焼却処分（CO2排出）ゼロに（2021/4〜）
　※微⽣物の⼒で⾷品廃棄物を分解・発酵し、発⽣したバイオガスを燃料に発電
　※当事業への参画ホテルは当社のみ

岡山市北区 https://granvia-oka.co.jp/

20 岡山放送株式会社
“誰⼀人情報から取り残されない”
情報のバリアフリー社会の実現を目指した取
組み

　“手話は言語“を理念に、聴覚障害者・手話通訳者・テレビ局の3者で「OHK手話放送委員会」を⽴ち上げ、手話放送「手
話が語る福祉」を1993年から29年間継続。この実績を活かし、慶應義塾大学SFC研究所と情報のアクセシビリティに関す
る共同研究の契約を締結し、学術的な考察も進めている。この他、視覚障害者への情報提供の取組みとして、アナウンサーに
よる音訳活動を⾏っている。
　今年2月、バリアフリーの国際賞「ゼロ・プロジェクト・アワード」を受賞したのを機に、若手社員を中心とした社内プロ
ジェクトを発足。ゼロ・プロジェクトの運営⺟体であるオーストリアのエッスル財団と連携し、「ゼロバリアな世界の実現」
を目指し、アジア太平洋地域での情報発信・啓蒙活動の取り組みをスタートさせた。

岡山市北区 https://www.ohk.co.jp

21 三井住友信託銀行 岡山支店・岡山中央支
店

アントレプレナーシップ養成セミナー

　本セミナーは、岡山大学に通学、勤務されている方々に対して、より起業を身近なものに感じ、同大学内の起業家育成プロ
グラムへの参加やももスタの活用への第一歩となることを目的として、岡山大学と当社で企画を行い、岡山大学が主催、株式
会社角川アスキー総合研究所と当社が運営協力をして開催したものです。2021年12月1日にシリコンバレーで携帯電話事業
を起業した青年を題材にしたオンライン映画上映＆パネルディスカッション、12月10日に参加者をスモールグループに分け
て「ビジネスモデル図を活用した事業分析」にかかる手法等について実際に手を動かしながらリモートで実施しました。2回
のセミナーには、数十名の方々に参加いただき、起業に前向きな声等を多数いただきました。

岡山市北区 https://www.smtb.jp/

18 ライト電業株式会社
技術⼒と熱意で⽇本のものづくりを変えてゆ
く 岡山市南区 https://www.e-light.ne.jp
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22 株式会社ありがとうファーム
ひとり親家庭、⽣活困窮家庭のこどもの思い
出作り。お客様参加型社会貢献イベント「秋
まつりこども商店街」

　表町商店街にて、ひとり親家庭や⽣活困窮家庭、養護施設に通うこども達150⼈を招いて、無料で⾷事やワークショップを
楽しんでもらえるイベント「秋まつりこども商店街」を年に⼀度開催しています。
　「飲⾷グループ共通寄付付きクーポン」を作成し、ありがとうファームが運営する飲⾷店6店舗で働く約30⼈の障がいを
持ったメンバーたちが⼀年中クーポンを配布。1枚クーポンを使ってもらう度に10円を活動資⾦として貯めており、お客様も
クーポンの趣旨を理解し、年間10,000枚以上使⽤されています。2年前は、児童養護施設に現⾦6万円、洗濯機1台、加湿器
5台を贈呈しました。昨年は、岡⼭県内のひとり親家庭、⽣活困窮家庭100⼈を「秋まつりこども商店街」に招待しました。

岡山市北区 https://www.arigatou-farm.com/

23 ⼤和リース株式会社岡⼭⽀店 環境活動の取り組み

　⼤和リース株式会社岡⼭⽀店として環境活動への取り組みとして、下記を実施しています。
・ECO検定の受験（東京商⼯会議所）
・3R・低炭素社会検定の受験（⼀般社団法⼈持続可能環境センター）
・環境家計簿の作成
・⽣物多様性活動の取り組み
・ZEB取得、BELS認証

岡山市北区 https://www.daiwalease.co.jp/

24 株式会社ココピア
「誰もが人生を全うできる社会へ」
　おかやまイキガイプロジェクト
　おかやまリシンクプロジェクト

・孤独死や自死の起きない街作りを目指し、誰もが、いきがいや働きがいを持って働くことができたら孤立死や自殺者の数が
減り、誰一人取り残さない雇用を生めば、社会も変わる！そんな想いを持ち定期的に就労支援A型、B型の利用者さんへの仕
事研修会を行っています。
・遺品整理の現場や片付けの現場で大量の衣服を廃棄する現実があります。まだまだ着れる服も売れずに廃棄されていること
を周知してもらうためのセミナーやイベント、さきおりワークショップ（うちわ、コースターづくりなどリメイク教室を開
催）
・リユースショップを就労支援事業所と協働を目指しています。
・片付けの現場で回収したまだ期限前の食品の提供　→フードパントリー（倉敷市）
・子ども食堂さんへ遺品で回収した衣服を児島市の高齢者の方や、倉敷市の高校生によるリメイクで、手提げバックなどに変
身し提供
・遺品整理で回収した衣服でファッションショー（北木島でのイベントに協力）
　2022年9月19日開催（笠岡市70周年イベント）

岡山市南区 https://www.kokopia.com/

25 株式会社ベティスミス 捨てるデニムをゼロに、人もつながる「エコ
ベティプロジェクト」

　ジーンズの生産時に出る余り生地で作るデニム小物「エコベティ」をはじめ、販売できないジーンズを解体して新たな商品
にする「デニムリボーン」、細かなハギレも破断して再利用する「デニムリサイクル」を行い、生産時に破棄するデニムはほ
ぼゼロだと言えます。また、障害者支援A型事業所で制作したトートを買い物袋として使用したり、オリジナルグッズを販売
することで、消費・生産・雇用にも好循環を生み出しています。
　また、「オーダージーンズ」といったメイドバイオーダーの商品、お客様が自分でパーツを選んで付ける「体験ジーンズ」
など、過剰在庫を減らしてロングユースに繋げる独自の仕組みも確立しています。

倉敷市 https://betty.co.jp

26
リコージャパン株式会社マーケティング
本部岡⼭⽀社

〜地域に根差したリコージャパンだからでき
る〜
地域社会にSDGsを広める活動

　2020年から、岡⼭県内の企業へ訪問（またはオンライン）で、SDGs Webセミナー・ワークショップを開催。企業の
SDGs宣⾔⽀援をしてまいりました。（岡⼭ESDカフェや、倉敷市・⾼梁川流域SDGsパートナーとしても開催してまいりま
した！）
　しかし、SDGs宣⾔をした企業からは、「この後何をしたらいいのだろう」「継続的なSDGs活動って難しい」という声が
多いのが実情。この声に応えたいという思いで、SDGs宣⾔した企業が意⾒交換できる場として、『SDGs講舎』を2021年
6⽉に設⽴しました。
　『SDGs講舎』は、SDGs宣⾔をした企業や団体、オブサーバーとして⾃治体も集まり、垣根を超えて交流を深め、新たな
知⾒を得てSDGs活動に活かせる学びの場。3カ⽉に1回開催中です。
　今後も『SDGs講舎』の輪を広げ、SDGsを地域社会に広めていきます。

岡山市北区 https://www.ricoh.co.jp/sales/branch/okayama/

27
岡山大学SDGsアンバサダー
学生発案講義チーム

【学生発案講義！】岡山大学SDGsコラボレー
ション～企業のSDGs活動を知ろう～

　大学の授業科目は通常は教員が開設しますが、本取組の特異な点は、学生の発案によって授業を開設することです。学生ス
タッフが「企業活動の現場を実際に見たい！他の学生にも紹介したい！」と選んだ企業に交渉し、打ち合わせを行います。
　授業設計は教員の指導のもとで学生スタッフがプロジェクトチームを編成して自らが作り上げるスタイルをとっています。
企業の活動の調査から交渉、打合せ、訪問内容、講義目的など、学生スタッフは貴重な経験を積むことができます。履修者に
とっても、企業のSDGs活動を見る機会が、同じ学生である学生スタッフの手によって企画されていることを実感できる授業
構成です。また企業にとっても、自社の活動を学生に紹介することで、学生の受け止め方や発想に触れ、これからの社会を
担っていく世代の学生とのコミュニケーションを通して、SDGsを多角的な視点からみんなで考えることができます。

岡山市北区
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28 未来をつなぐ⼦どもたちへ Desir 社会貢献できる子どもたちを増やそう！～笑
顔溢れる社会つくりを目指して～

　私は山陽新聞社が運営するコミュニティサイト「LaLaOkayama」に参画。編集者として、食育の講師として、子育て世
代のママさん向けに、食育のレシピをYouTubeで配信開始。レシピが好評なことから、食育の講師として、LaLaセミナーを
行わせていただきました。その後、この食育を子どもたちにも広めたいと思い、岡山市立石井中学校、岡山理科大学附属高等
学校で食育の授業を実施。団体設立後は、先生の要望もあり、岡山理科大学附属高等学校で、生徒たち主体のSDGsに取り組
む提案授業を開始しました。まずは、実際に活動する生徒たちの自信を高める為、自己肯定感をあげる授業を実施。その後、
４団体の代表からSDGs活動の取り組みを学び、２学期後半からは生徒たち自らがSDGs活動に取り組む予定です。

岡山市北区 （作成中）

29 倉敷青陵高校生徒会執行部 アイシティーecoプロジェクト

　使い捨てコンタクトレンズの空ケースのリサイクル運動を始めたHOYA株式会社アイケアカンパニーさんに協力して行って
いるものです。私たちは、倉敷青陵高校の生徒から集めた使い捨てコンタクトレンズの空ケースをアイシティさんに届けてい
ます。今までで2021年の7月、2022年の5月の2回届けて、１回目では、約9.56㎏、２回目では１回目の倍以上の約19㎏
集まりました。
　ecoプロジェクトによる主な社会貢献は、リサイクル業務での障がい者の自立・就労支援や、リサイクルによって得られた
収益の日本アイバンク協会への寄付などと行ったことがあります。

倉敷市 http://www.seiryo.okayama-c.ed.jp/wp/

30 株式会社ビザビ
耕作放棄地における葡萄酒用ぶどうのオーガ
ニック栽培

　一般社団法人おかやま葡萄酒園の法人会員となり、約１反の耕作放棄地を活用して、プロに指導いただきながら葡萄酒用ぶ
どうのオーガニック栽培を行っている。 岡山市北区 https://www.vis-a-vis.co.jp/
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