
 

 

各団体の取組み事例 
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ＳＤＧｓの取り組みについて 

富山県中小企業団体中央会 

 

１．ＳＤＧｓの取り組みを推進 

（１）ＳＤＧｓの普及 

  ・本会発行の情報誌でＳＤＧｓの概要並びに富山県ＳＤＧｓ宣 

言の目的、概要、応募方法などについて特集記事を掲載。 

   

 （２）具体的な取り組みに対する支援 

   ・本会会員組合 5 組合を対象にＳＤＧｓの概要、具体的取り

組み方法等について研修会を開催 

 

２．ＳＤＧｓ宣言 

  県内唯一の連携組織支援機関として県内中小企業の振興発展、

ジェンダー平等など多様な人材が活躍できる職場環境の整備、健

康で働きやすい職場環境の整備などを目標として富山県ＳＤＧｓ

宣言。 

また、宣言に合わせて、健康企業宣言 STEP1の認定申請も行う。 
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ＪＡ富山中央会ＳＤＧｓの取り組み 

・第４８回富山県ＪＡ大会決議にＳＤＧｓ紐づけ 

ＪＡ事業はＳＤＧｓとの親和性が高いこともあり、令和 4 年度から 3 ヶ年のＪＡグループ 

取り組み基本方針はＳＤＧｓの目標にリンクさせた形で作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＡ経営者研修会でＳＤＧｓの講演会実施 

３月１日県下ＪＡ役員・管理職を対象に行った「ＪＡ経営者Ｗｅｂ研修会」にて、日本協同組合連携機構 

 代表理事専務 比嘉 政宏氏を迎えて「ＳＤＧｓとＪＡグループ」という講演を行いました。 

   
 

・富山県ＪＡグループＳＤＧｓポスター作製 

JA 事業がＳＤＧｓとの親和性が高いことを、組合員 

および地域住民に理解してもらうことを目的に、富山県ＪＡグループ 

としてＰＲポスターを作製し、県下全ＪＡにて貼付しております。 

 

・富山県ＪＡ女性組織協議会にてフードドライブ実施 

11 月 27 日 令和 3 年度ＪＡ女性大会にてフードドライブを実施しました。 

  

・ＪＡ女性部対象に研修会開催 

各地のＪＡ女性部を対象に「ＳＤＧｓ」についての研修を実施しております。 

  

 

 

 

 

 

・富山県ＪＡグループＳＤＧｓ宣言作成 

1 月 19 日 富山県ＳＤＧｓ宣言作成ワークショップをＪＡグループ職員対象に開催（ 

２３名参加 （４月頃に県の「ＳＤＧｓ宣言」に掲載予定） 
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令和 4年 3月 25日 

 

ＳＤＧsの取組の現状及び今後の予定 

 

富山県内水面漁業協同組合連合会 

 

１ 取組みの現状 

（１） 会員 １０漁協（正会員８、準会員２、組合員 4,110人） 

（２） 職員 2人（事務局長 1人 会計主任１人） 

（３） 令和３年度予算 13,459千円 

（４） 事業 

ア 理事会・総会 

イ 漁業資源対策事業（会員へのヤマメ稚魚、アユ稚魚の漁協への斡旋） 

ウ 情報提供及び連絡調整（会員への内水面漁業に関する最新情報の提供） 

エ 教育情報事業（研修会、ホームページの運営） 

オ 内水面水産資源被害対策事業（令和元年度～5年度） 

(ア) 生態系の保全に係る実践活動事業（カワウ、外来魚に関する啓発普及） 

① 漁協役職員等に対する研修会 

② 漁場監視員等に対する研修会 

③ 広報活動（内水面に関するパンフレット、クリアファイルを作成し、会員へ

配布） 

(イ) 広域連携カワウ・外来魚被害軽減対策事業（会員が実施） 

① カワウ緊急駆除対策（カワウの飛来数等の調査、カワウを銃器による捕 

獲） 

② カワウ被害防止対策（カワウを銃器や糸張りによる追い払い） 

(ウ) 広域連携外来魚被害軽減対策事業（会員が実施） 

オオクチバス、ブルーギル等を刺網、電気ショッカー、投網で捕獲・駆除 

 

活動内容は、一般県民に対する事業はなく、会の運営や会員との連絡調整が

主体であり、敢えてＳＤＧsの取組といえば、普及・啓発活動です。 

 

２ 今後の予定 

自分がＳＤＧs のバッジをつけて、対面した人に、ＳＤＧs の必要性や、富

山県がＳＤＧs未来都市に選定されていること、フォーラムが開催されること、

富山県が一生懸命取り組んでいることなど、を周知します。 
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SDGsの取り組みについて（富山県銀行協会） 2022年3月25日

１．富山県銀行協会の取り組み

(1)取り組みの現状

　・小学生を対象に、実際に銀行業務に触れてお金について知る「夏休み銀行探検隊」の企画（目標④）

　・警察と各金融機関による特殊詐欺・犯罪の現状と対応策に関する協議会開催、特殊詐欺防止の新聞広告を掲載、ATMコーナーでの携帯使用禁止キャンペーン実施（目標⑯）

　・SDGs宣言等、富山県の方策を会員銀行へ周知徹底

(2)課題と今後の予定

　・特殊詐欺被害が依然発生、新聞広告やホームページ掲載では高齢者に行き渡らない

　・町内回覧板などにより特殊詐欺被害の注意喚起を促すなどの手段を検討

２．各行の富山県SDGs宣言「当社の取組み」

富山銀行 富山第一銀行 北陸銀行

当行は、経営理念である「健全経営を維持しお客さまから
信頼されること」、「地域経済の発展とお客さまのご繁栄
を通して社会貢献を図ること」、「創造性、自発性を尊重
し明るい企業文化を創ること」に基づき、国際連合が提唱
する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向け取り組
んでまいります。

富山第一銀行グループは「限りなくクリア（透明）、サウン
ド（健全）、フェア（公平）」の経営理念のもと、国際連合
が提唱する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の主旨に賛同
し、私たちの企業行動を地域の社会的課題の解決と地域経済
の発展につなげ、持続可能な社会の実現に努めてまいりま
す。

北陸銀行は、「地域共栄」「公正堅実」「進取創造」の経営
理念のもと、国際連合が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発
目標）の視点を踏まえたＣＳＲ活動に積極的に取り組むこと
により、地域経済、地域社会のSustainability（持続可能
性）の向上を目指してまいります。

３．各行の取り組み（ニュースリリース2021年4月～2022年2月より一部抜粋）

富山銀行 富山第一銀行 北陸銀行

LGBTに対応した住宅ローンの取扱い開始（4/14）
地域ESG融資促進利子補給事業の指定金融機関に北陸初で
採択（7/8）

寄贈型SDGs私募債による学校等への寄付30件超

南砺市「副業応援」市民ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業の共同実施
（6/1）

高岡市「使用済み年賀はがきリサイクル事業」との連携
（12/8）

ほくぎんsdgs評価ｻｰﾋﾞｽ取扱い開始（5/14）、sdgs宣言策
定支援54件

高岡法科大学における寄付講義（特別講義）実施
（6/8）

富山ﾌｧｰｽﾄﾊﾞﾝｸ社会福祉基金による30先への助成実施
（12/15）

事実婚・同性ﾊﾟｰﾄﾅｰへの住宅ローン対応（7/13）

「ラン♪Run♪Bus」南砺金沢開通支援・仲介（11/2）
南砺市とのSDGｓの推進に関する包括連携協定締結
（1/17）

「特定事業等にかかる投融資ポリシー」の制定及びCO2排
出量削減目標の引上げ（7/30）

井波小学校での出前授業の実施（2/10） 「SDGs取組支援サービス」の取扱い実施（11/19）→5先 乳がん予防啓発「ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」実施（9/30）

企業版ふるさと納税で富山県への寄付実施（2/14） 事業承継M&Aｶﾝﾌｧﾗﾝｽ2021開催（10/6）

金融機関連携型 企業版ふるさと納税支援事業開始
（2/15）

教育用品備品等の寄贈20校、富山県中学校文化祭の後援
（10/29）
富山県女性活躍推進「先進性」モデリング事業費補助金の
交付認定（第一号）（12/2）

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ都市ガスの導入（12/13）

地域ESG融資促進利子補給事業の指定金融機関に採択
（12/29）
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ＡＴＭの近くでは

ご利用料金の支払い

確認が取れておりませ

ん。本日中にご連絡

下さい。

令 和 ３ 年 1 2 月 号
富 山 県 警 察 本 部
生 活 安 全 企 画 課

ホームページ
ＱＲコード

お問合せ先
富山県警察本部 生活安全部 生活安全企画課
犯罪抑止対策係 ☎０７６（４４１）２２１１（代表）

市役所からATMで還付金？それは詐欺！
電話を鵜呑みにせず、市役所や金融機関
に連絡して事実か確認しよう！

突然 や で

今年、県内では、還付金詐欺の被害が多発していま
す。犯人は市役所や金融機関を騙り、「払い過ぎた保険
料を還付します」「今すぐATMで手続きを」などとATMへ
誘導し、犯人と電話を繋いだままATMを操作するよう指
示してきます。市役所等がこんな電話をすることはあり
ません！

こちらもご注意！⇒

全国では、１件で１億６千万円

を超える被害も発生！

・被害を防止するために
「ATMでの携帯電話使用
禁止」をルールとして定着
させよう！
・携帯電話でＡＴＭ操作
する人を見かけた場合は
声掛けをお願いします！

ＡＴＭで電話

もしかして…！

11月下旬、Ａさん（50歳代）の携帯電話に知らない番号から
着信があり、折り返し電話したところ、男から「アダルトサイト
に会員登録されている」「会員料金を支払ってほしい」「このま
ま料金を滞納すれば法的措置をとる」などと言われた。この話
を信じたＡさんは、12月上旬まで複数回にわたり複数のコンビ
ニエンスストアのＡＴＭから、男が指定した口座に合計668万
9,000円を振り込んだ。
その後、高額振込を不審に思った金融機関から連絡があり、
被害が判明した！



県内の令和３年中における特殊詐欺被害は、認知件数49件と２年連続増加し、被害総額は約1億161万円と２

年連続で1億円を超えました。また、被害者の約８割は高齢者であり、多くが高額被害に遭っています。

「自分も騙されるかもしれない」という意識を持ち、防犯対策を始めましょう。

作成元
富山県警察本部生活安全部 生活安全企画課 犯罪抑止対策係
電話：０７６（４４１）２２１１（代表）

令和３年 ご自身で高齢者（65歳以上）の被害割合が
全体の約８割で、特に、還付金詐欺では60歳代の
女性が狙われています。
犯人からの接触方法は電話が約８割であり、犯人
は広く出回っている名簿を悪用し、電話をかけてき
ます。

「自分はだまされない」と思わ
ず、まずは留守番電話や通話録音の
防犯機能付き電話を設置するなど電話
対策を！狙われやすい高齢者世帯は、
今すぐ導入を！

最近、大手携帯電話会社を騙り「携帯料金が未納」などという

ショートメール（ＳＭＳ）に関する相談が多数寄せられていま

す！添付のＵＲＬにアクセスすると、電子マネーで支払い

を要求されます。身に覚えのないお金の要求があれば鵜呑

みにせず、まずは警察や家族に相談しましょう。

【警察相談専用電話 ＃９１１０】

多発する還付金
詐欺被害を防止するため、金融機
関と連携し、「ＡＴＭでの携帯電話使
用禁止」ポスターを制作しました。

県警察では令和３年

安全情報メール

(詐欺電話発生情報)→

年代別被害者

被害件数が２年連続増加!
被害総額も２年連続
１億超えぇ! ((((ﾟдﾟlll)

県内で３年ぶりに認知し
た「還付金詐欺」が多発し、全体の３割を占
めました。市役所や金融機関職員を騙り、
「保険料の還付金があります」「今すぐＡＴＭ
へ行って手続きを」とＡＴＭへ誘導し、携帯
電話で通話しながらＡＴＭを操作させ、現金
を振り込ませる手口が主流ですが、同じ還
付金名目でも、「還付の手続のためにキャッ
シュカードを新しくする必要がある」などとし
て、自宅を訪れた犯人にキャッシュカードを
盗まれる手口も連続発生しました。
また、息子や孫などを騙る典型的なオレオ
レ詐欺の被害が増加しました。

令 和 ４ 年 １ 月 号
富 山 県 警 察 本 部
生 活 安 全 企 画 課

ホームページ
ＱＲコード

オレオレ詐欺

13件 27%

預貯金詐欺

1件 2%

架空料金請求詐欺

12件 24%

還付金詐欺

15件 31%

融資保証金詐欺

1件 2%

交際あっせん詐欺

1件 2%

キャッシュカード詐欺盗

6件 12% 手口

件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額
Ｒ３ 49 101,613,930 13 22,332,000 1 2,000,000 12 50,294,100 15 16,761,166 1 419,664 1 4,000,000 0 0 6 5,807,000
Ｒ２ 48 168,267,509 5 6,243,000 6 9,278,000 23 100,996,761 0 0 2 1,281,554 0 0 1 6,790,784 11 43,677,410

前年比 1 -66,653,579 8 16,089,000 -5 -7,278,000 -11 -50,702,661 15 16,761,166 -1 -861,890 1 4,000,000 -1 -6,790,784 -5 -37,870,410

融資保証金詐欺 ギャンブル詐欺交際あっせん詐欺 キャッシュカード詐欺盗合計 オレオレ詐欺 預貯金詐欺 架空料金請求詐欺 還付金詐欺

これ以上お金を れたくない！ 今年は「防犯機能付き電話」で被害を防ぎ ！

危機感持とう！
富山県民みんなで
詐欺撲滅！

振込型

23件 47%

現金手交型

12件 25%

キャッシュカード手交型

2件 4%

現金送付型

2件 4%

電子マネー型

4件 8%

キャッシュカード窃取型

6件 12%

交付形態

金融機関やコンビニ等のＡＴＭに
掲示し、被害者自身に「詐欺かも？」
と気づかせると共に、
周囲の人へ携帯電話
を使用する人を見か
けた場合の被害防止
の声かけを依頼し、
対策を強化しました。
１月も予兆電話が
続いています！
引き続き注意を！
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２０２２年度公益社団法⼈⽇本⻘年会議所北陸信越地区 

富⼭ブロック協議会 SDGs の取組みの現状 

 
 富⼭県内には９つの⻘年会議所がございます。また富⼭ブロック協議会はその９つの⻘年会議所
から出向したメンバーで構成されています。 
各地⻘年会議所での活動の内容を確認してきましたので、ご確認のほど、よろしくお願いいたしま
す。 
 
●活動内容 
・各事業を開催するにあたり、SDGs のゴールとターゲットを設けており対内と対外ともに意識づ
けをして取り組んでいます。 
・SDGs 推進委員会を設けている⻘年会議所もあります(新川⻘年会議所) 
・市と連携協定をしている⻘年会議所もあります(となみ⻘年会議所 南砺市) 
・となみ独⾃のコミュニティ―単位（福野）でジェンダー平等を考える機会として、ショッピング
センター内で⻩⾊のマカロンの配布を⾏いました。 
 (となみ⻘年会議所) 
・紙資料の削減、資料のデータ化の推進 
 

 
 
 
問い合わせ先 
 
公益社団法⼈⽇本⻘年会議所 
北陸信越地区富⼭ブロック協議会 
事務局 船⽥ 達宏 
TEL：090-2098-9485 
Mail:funada@e-graph.co.jp 
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⼀般社団法⼈ 環境市⺠プラットフォームとやま（PEC とやま） SDGs 取組報告 
 

2021 年度 実績 
17.17 効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを推
進する 
→下記の具体的な課題解決（ターゲット達成）に向けて、多様なステークホ
ルダーでつながる場づくりを実施。 
 

l 神通川流域治⽔ワークショップ：6.5,11.5,13.1 
l 富⼭市 SDGs トークカフェ：DV5.2、児童虐待 16.2、産後うつ 3.1,3.4、不登校

3.4,4.5、性的マイノリティ 10.3 
l 富⼭市 STEP UP ミーティング：17.17 他 

 
4.7 持続可能な開発とグルーバルシチズンシップのための教育 
 
→学校等への SDGs 教育のサポートを実施。 
 

l オンライン学⽣地域リーダー塾 in 射⽔「SDGs で える射⽔の魅⼒と課題」（⼤学
コンソーシアム富⼭） 

l SDGs カードゲーム実施 氷⾒⾼校、中太閤⼭⼩学校、富⼭第⼀⾼校、富⼭県⽴⼤
学 他 

l 講演：富⼭県婦⼈会、富⼭市北部商⼯会⼥性部、新川地区広域圏事務所 他 
 
8.1 持続可能な経済成長率の確保 
 
→企業研修等で持続可能な経営を考えるサポートを実施。 
 

l 企業研修、富⼭県 SDGs 推進事業 他 
 

今後の予定 「みんなで作る富⼭の SDGs ⽬標」プロジェクト 
富⼭にある具体的な課題（主に取り残している課題）を、当事者（⽀援団体等）の声を集め、
SDGs ターゲットと紐付け整理し⾒える化（当団体ホームページ等に掲載）。併せて、つな
がった⽀援団体等と進捗を確認するモニタリング体制を築く。 
例）富⼭の配偶者等からの DV被害率（⼥性）30％（2020年度） 

→SDGs5.2「⼥性・⼥児に対するあらゆる暴⼒や搾取をなくす」 
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№

【主な取組み】

・環境学習会を開催し、六渡寺海岸の保全活動についてご講演いただき学習した。

・6月20日に八重津浜、六渡寺海岸の海岸清掃活動を行ない373名の参加のもと、約300ｋｇのゴミを回収

した。また、マイクロプラスチック調査を実施し6,247個見つかりました。

3

２０２１年度取組目標及び主な取組み

【目標】

エシカル消費について学習会を開催し、自らエシカル商品を購入する富山県民を増やします。

【主な取組み】

・大学生を対象に年３回、体験型のエシカルマイスター養成講座を開催し考える力、選ぶ力を身につけて

いただきました。（講座内容：①パーム油からエシカルを考える②、富山の竹林環境からエシカルを考え

る、③サルベージパーティーからエシカルを考える）

【目標】

組合員へ食品ロスの削減支援と、まだ食べられる食品をフードバンクや地域団体等へ寄贈します。

【主な取組み】

・「ひとり親家族の貧困」についてご講演いただき、フードパントリーについても学習しました

・10月をフードドライブ月間とし関係団体と連携し取り組み96kgの商品が寄せられました。

1

2

富山県ＳＤＧｓ宣言

富山県生活協同組合連合会はＳＤＧｓの達成のため、

以下について取り組むことを宣言します。

当連合会は日本生協連が示す「生協の２０３０環境・サステナビリティ政策」のも

と、「すべての人々が人間らしく生きられる豊かな地球」を次世代へ手渡せるよう、

会員生協および組合員をはじめさまざまなステークホルダーと協働しながらSDGｓの

達成に取り組みます。

【目標】

地域と一体となり海洋ゴミの削減と、若者や子どもたちを対象にした環境教育を実施します。
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自立的好循環・普及展開 ⇒ 南砺版地域循環共生圏の実装

1

健康医療・介護福祉・
防災の充実と自助／共助
（地域包括医療ケア）

未来を創る地域教育
・次世代の育成

・文化と教育の連携

ソーシャルビジネス・
コミュニティビジネス
によるエコビレッジ

事業の推進

農林業の再生と
商工観光業の連携

再生可能エネルギーの
利活用による地域内の
エネルギーの自給と

技術の育成

森や里山の活用と
懐かしい暮らし方の
再評価による
集落の活性化

課題解決
雇用の創出
地域の活性化

付加価値の高い
ものづくり

エネルギーで
自立した
地域づくり

確かな未来は
懐かしい過去
にある

伝統･文化の継承
と交流人口増

安心して
暮らせる
地域づくり

南砺ブランド商品開発支援

クリエーター育成マッチング

オーガニック街道

世界遺産合掌造り家屋の保存
茅場再生

エコビレッジ住宅ゾーン

学校間をつなぐ協働遠隔学習

地域包括ケアシステム

・呉西6市との連携
・友好都市や海外との交流

マイクロプラスチック、
海洋汚染抑制

南砺版地域
循環共生圏

(新たなライフスタイル)

新たな住民自治
(小規模多機能自治)

南砺幸せ未来基金・
ESG地域金融と連携

｢森の学校､森の保育園｣の創設

森林資源エコシステムの構築

自立分散 × 相互連携 × 循環・共生 ＝ 活力あふれる循環共生
(小規模多機能自治･基金) (土徳・地域包括ケア) (エコビレッジ構想) (世界に誇る一流の田舎)
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2

「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化
～域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共生圏の実装～

＜取組課題＞
心豊かで安心して暮らすことができる社会を実現
ひとと出会い、ひとと深くつながるまちを実現

⚫ 「オーガニック街道」の整備

⚫ 伝統産業のリデザイン

「南砺ブランド商品開発支援」

⚫ クリエイター育成マッチング事業

⚫ 森林資源を活用したビジネス再生

産業創出

環境

経済 社会

＜取組課題＞
地域資源を活用・循環させ

ワクワクする「懐かしい未来を実現」

南砺市の土徳文化を次世代に継承する取組みや支え合いによるまちづくりの取組を通して、地域資源の循環や
相互補完が可能となる人材育成プログラムや住民参加による自治組織形成を促進するとともに、これらを基金運営等
により支えることで、SDGsおよび「南砺版エコビレッジ事業」を更に深化させ「一流の田舎」を実現する。

＜取組課題＞
「やりたいこと」が「できる」地域を実現

クリエータープラザ
（ブランド商品開発、クリエーターの拠点）

医療・介護
福祉

⚫ 世界遺産合掌造り家屋の保存、茅場再生

⚫ 地域の助け合いを育む

「地域包括ケアシステム」

⚫ 新たな暮らし方の提案

「エコビレッジ住宅ゾーン事業」

⚫ 小規模校や複式学級すべての人に教育を

「学校間をつなぐ遠隔協働学習」

観光・歴史

住宅

教育

エネルギー ⚫ 森林資源エコシステム構築

⚫ 森里川海の連携「マイクロプラスチック、海洋汚染抑制」

⚫ いのちの森をつなぐ次世代人材の育成

「森の学校」「森の保育園」の創設
人材育成

地域包括ケアシステム（住民主体のミニデイサービスでの軽運動）

人材育成

森林

小規模
多機能自治

住民参加による
真の住民自治の

再構築

土徳文化

文化伝承や
発信による

地域の誇り醸成

南砺幸せ
未来基金

活動資金や
人的ネットワーク等

を支援

相互補完
・循環

文化と教育の連携・住民自治の再構築
コミュニティファンドの創出

森林資源エコシステム
（ペレット工場）

廃棄物

三側面をつなぐ統合的取組
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令和３年度 SDGsの推進につながる取組み ①

なんと未来創造塾の開講

人口減少に伴う空き家や耕作放棄地の増加といっ
た地域課題をビジネスの力で解決する手法を学び、
実践する人材を育成。稼ぐプレーヤーを地域で創出
するとともに、地域が生き残るため、地域の中から
新しい価値を生み出す創業を支援している。

若者の動き

（一社）ジソウラボは「人材輩出のまち井波をつ
くる」をビジョンとして職人マッチングや空き家の
再活用などを実施。（株）ガラパゴスは休止してい
た市営キャンプ場を借り受けて再開させ、通年キャ
ンプなどのアイデアで賑わいを創出している。

地域エネルギー会社の設立

市内企業や北陸電力、南砺市などが共同出資した
地域エネルギー会社「なんとエナジー」を設立。
令和4年4月から電力の販売を開始するほか、今後

電源・熱源開発事業などにも取り組み、エネルギー
の地産地消による地域内経済循環を推進する。

中間支援組織の運営

「住民」と「行政」を繋ぐ「公共」の立場で（一
社）なんと未来支援センターが地域の課題解決をサ
ポート。資金面での支援は（公財）なんと幸せ未来
基金が担い、２つの組織が両輪となって地域の想い
を自ら実現できる仕組みとしている。
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令和３年度 SDGsの推進につながる取組み ②

大学との連携

富山県立大学の学生団体「COCOS」と連携し、
普段の行動がSDGsにつながっていることを楽しく
理解できるボードゲームを制作。富山国際大学の学
生と宝探しに見立てたリーフレットを制作し、市内
の児童に活用いただいている

高校生が創るプロジェクト

「任せる！と青春！」をキーワードに、南砺市が
高校生に1,000万円を託し「やりたい」ことを叶え
るプロジェクト。令和3年10月にはアオハル祭inハ
ロウィンを開催し、コスプレ衣装などが用意された
フォトブースや、花火の打ち上げなどを行った。

出前講座の積極的な実施

令和3年度、60以上の学校・団体等を対象に、
SDGsや環境に関する出前講座を実施した。
地域おこし協力隊SDGs推進担当も講師として参

加。講義形式やゲーム形式など多様な講座を2,000
名以上が受講し、学びを深めていただいた。

なんとSDGsパートナー制度の創設

SDGsのゴール達成につながる取り組みを市内で
実施する企業・団体などを登録。令和4年2月末時点
で76団体を登録し、それぞれの組織においてSDGs
の推進に努めるとともに、市HPなどで登録団体や
取り組みの見える化を図っている。


