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令和２年度 進捗状況に係る相談対応等について 

 

１．令和２年度 相談対応一覧（令和２年 12 月末日現在） 

№ 月 方法 相談者属性 事業区分 相談内容 

1 4 対面 一般 中間支援 道南地域における環境業務求人情報の照会 

2   メール等 NPO/NGO 人材育成 SDGs 勉強会の開催に係る講師依頼 

3   メール等 企業 中間支援 環境イベント実行委員会委員候補の紹介依頼 

4   メール等 学校教育関係者 人材育成 SDGs カードゲームの実施者の紹介依頼 

5   メール等 学校教育関係者 人材育成 共催事業の報告内容の確認依頼 

6   メール等 学校教育関係者 人材育成 高校生対象環境活動表彰制度の情報提供依頼 

7   電話 NPO/NGO 中間支援 環境関連業務の情報発信依頼 

8   電話 学校教育関係者 人材育成 SDGs をテーマとした講演の相談 

9   メール等 行政 協働取組 環境保全活動の成果報告会の企画協力依頼 

10   電話 行政 協働取組 企業によるユース活動支援方策について 

11   電話 企業 人材育成 経済団体の学習会に係る講師情報の提供依頼 

12   対面 NPO/NGO 中間支援 環境学習施設の利用について 

13   FB ユース 中間支援 札幌近郊の環境保全型農場について 

14   メール等 NPO/NGO 協働取組 オンラインイベントの開催判断について 

15   メール等 NPO/NGO 協働取組 「国立公園誘客等推進事業」に係る助言依頼 

16 5 電話 NPO/NGO 中間支援 道内環境学習施設等の新型コロナ対策について 

17   対面 企業 中間支援 「国立公園誘客等推進事業」情報提供依頼 

18   メール等 行政 人材育成 小学生向け SDGs 学習に係る相談 

19   メール等 企業 人材育成 企業における SDGs の推進に係る相談 

20   メール等 NPO/NGO 中間支援 助成金事業の記載方法に係る相談 

21   メール等 NPO/NGO 中間支援 道内の体験観光等の先進的な取り組みについて 

22   メール等 行政 中間支援 市内街路樹を守る活動に対する助成金について 

23   メール等 学校教育関係者 人材育成 大学生を対象としたインターン受入の可否 

24   メール等 NPO/NGO 中間支援 「国立公園誘客等推進事業」の内容について 

25   メール等 企業 協働取組 道内のアウトドアガイドの動きについて 

26   メール等 学校教育関係者 協働取組 「国立公園誘客等推進事業」の内容について 

27   電話 NPO/NGO 中間支援 オンライン説明会の開催方法について 

28   メール等 企業 協働取組 国立公園内の清掃活動に係る資金造成について 
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29 5 メール等 NPO/NGO 協働取組 「国立公園誘客等推進事業」に係る助言依頼 

30  電話 NPO/NGO 協働取組 「国立公園誘客等推進事業」に係る助言依頼 

31   メール等 NPO/NGO 人材育成 企業向けの気候変動学習教材等について 

32 6 電話 企業 協働取組 「国立公園誘客等推進事業」の内容について 

33   メール等 行政 協働取組 「国立公園誘客等推進事業」に係る助言依頼 

34   電話 行政 人材育成 総合計画改定に係る SDGs 職員研修の講演依頼 

35   メール等 学校教育関係者 人材育成 大学生を対象としたインターン受入先について 

36   メール等 企業 協働取組 地域における環境保全の活動推進体制について 

37   メール等 学校教育関係者 人材育成 道内における表彰イベントの開催有無について 

38   メール等 企業 中間支援 環境分野における求人状況について 

39   対面 企業 協働取組 「国立公園誘客等推進事業」に係る助言依頼 

40   電話 企業 人材育成 企業経営者に向けた SDGs 講演依頼 

41   メール等 一般 中間支援 道内環境 NPO 等の求人状況について 

42   電話 企業 中間支援 地熱に関わる研究者の紹介依頼 

43   メール等 企業 協働取組 パブリックコメントワークショップについて 

44   メール等 企業 協働取組 再エネ調達実践ガイドに係る情報提供依頼 

45   電話 行政 人材育成 町内会を対象とした SDGs 研修講師紹介依頼 

46   メール等 一般 人材育成 高校生向け SDGs 学習教材の情報提供依頼 

47   対面 企業 人材育成 ジオパーク活動主体の紹介依頼 

48   メール等 企業 人材育成 グリーン・リカバリー等に係る講師紹介依頼 

49 7 メール等 学校教育関係者 協働取組 発行冊子の出典確認依頼 

50   メール等 NPO/NGO 人材育成 地域の小中学校、高校における SDGs 講演依頼 

51   対面 NPO/NGO 中間支援 環境汚染に係る環境省資料の照会 

52   メール等 NPO/NGO 協働取組 札幌市環境プラザ運営協議会の委員就任依頼 

53   メール等 NPO/NGO 協働取組 オンライン研修の進め方に係る助言依頼 

54   対面 行政 協働取組 「体験の機会の場」認定制度に係る助言依頼 

55   対面 行政 人材育成 SDGs 推進団体認証制度の設計に係る助言依頼 

56   対面 行政 協働取組 自治体における SDGs 推進に係る協力依頼 

57   メール等 行政 協働取組 生物多様性ユースアンバサダーに係る助言依頼 

58   メール等 一般 中間支援 エゾシカ処理施設に係る有識者の紹介依頼 

59   対面 行政 協働取組 道内国定公園に係る人材情報等の提供依頼 

60   その他 行政 協働取組 環境基本計画の指標の見直しについて 

61   メール等 行政 人材育成 SDGs の達成に資する森林活用教材の作成 
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62 8 対面 企業 協働取組 新型コロナ後の持続可能な観光振興について 

63  対面 NPO/NGO 人材育成 教育旅行プログラムの開発と受入体制について 

64  メール等 NPO/NGO 中間支援 道内パーマカルチャー実践者の紹介依頼 

65   電話 行政 人材育成 中高生を対象とした SDGs に係る講演依頼 

66   対面 NPO/NGO 協働取組 環境基本計画の改定に係る助言依頼 

67   メール等 企業 協働取組 企業活動への SDGs の導入について 

68   対面 ユース 人材育成 森林保全に係る大学生の活動の展開方策 

69   メール等 NPO/NGO 人材育成 食育と SDGs の関わりに係る情報提供依頼 

70   対面 企業 人材育成 ネットワーク団体の SDGs 環境活動について 

71   電話 学校教育関係者 人材育成 中学生を対象とした SDGs に係る講演依頼 

72   電話 行政 人材育成 環境保全に係る有識者派遣制度の照会 

73 9 メール等 NPO/NGO 中間支援 道内で活動するユースの照会 

74   メール等 企業 人材育成 企業人を対象とした SDGs に係る講演依頼 

75   対面 行政 協働取組 ジャパン SDGs アワードへの申請について 

76   メール等 NPO/NGO 人材育成 自治体職員を対象とした SDGs 研修の依頼 

77   メール等 行政 人材育成 ガイド研修における交流プログラムについて 

78   対面 企業 協働取組 環境省 SDGs 関連事業の成果物の提供依頼 

79   対面 行政 協働取組 地域循環共生圏に係る情報提供について 

80   メール等 学校教育関係者 人材育成 「食」関連の SDGs プログラム情報提供依頼 

81 10  対面 NPO/NGO 中間支援 SDGs 推進に取り組む道内企業・NPO 照会依頼 

82   メール等 企業 協働取組 美容業と関わる資源循環の取り組みについて 

83   メール等 中間支援 NPO/NGO SDGs ポスターの利用について 

84   対面 行政 人材育成 環境教育プログラムに関する助言依頼 

85 11 対面 企業 協働取組 マイボトル運動の展開について助言依頼 

86   対面 学校教育関係者 協働取組 天売島ノネコ対策の取り組み経過等について 

87   メール等 行政 人材育成 ガイド講習会講師の紹介依頼 

88   対面 NPO/NGO 人材育成 登別周辺における自然体験活動団体について 

89   メール等 企業 協働取組 業種別の SDGs の有無について 

90   メール等 NPO/NGO 人材育成 オホーツク圏での SDGs 研修講師情報の照会 

91   電話 行政 協働取組 環境省地域循環共生圏 PF 事業について 

92   メール等 企業 協働取組 SDGs に係る研究会の講演講師紹介依頼 

93   対面 行政 協働取組 町議会委員会に対する SDGs 情報提供依頼 

94   対面 企業 協働取組 企業活動における SDGs の実装について 
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95 12 メール等 NPO/NGO 中間支援 寄付月間ポスターを掲示について 

96   メール等 NPO/NGO 中間支援 ウエブサイトに係る指標の取り方の照会依頼 

97  メール等 ユース 人材育成 環境教育におけるキャリア形成について 

98  メール等 企業 人材育成 SDGs に係るアワードの広報等について 

99  メール等 行政 人材育成 ウェブコラム寄稿依頼 

100   メール等 NPO/NGO 協働取組 地域の協働推進の手法について 

101   電話 NPO/NGO 中間支援 フードロスの講師照会 

102   対面 学校教育関係者 中間支援 EPO 北海道の取組について 

103   電話 企業 協働取組 リターナブル瓶を活用した事業モデルについて 

104   メール等 企業 協働取組 企業での SDGs 取り組み方法について 

105   メール等 行政 人材育成 町民対象の SDGs 勉強会の講師情報の照会 

106   電話 NPO/NGO 人材育成 地方センターの後援依頼について 

107   メール等 NPO/NGO 中間支援 参加イベントの詳細について 

108   メール等 学校教育関係者 中間支援 SDGs 関連団体の照会 

109   メール等 NPO/NGO 人材育成 SDGs 対談企画の候補者情報の照会依頼 

 
※事業区分や相談者属性、活動地域による割合 
 
① 事業区分    ③ 相談者活動地域  

区分 件数 （％）  区分 件数 （％） 

（事業群１）協働取組 42 39  空知 6 6  

（事業群２）人材育成 40 37  石狩 55 50  

（事業群３）中間支援 27 25  後志 5 5  

計 109 100  胆振 2 2  

    日高 1 1  

② 相談者属性    渡島 5 5  

区分 件数 （％）  檜山 0 0  

NPO/NGO 34 31  上川 2 2  

企業 29 27  留萌 3 3  

行政 25 23  宗谷 0 0  

学校教育関係 14 13  オホーツク 4 4  

ユース 3 3  十勝 8 7  

一般 4 4  釧路 1 1  

計 109 100  根室 2 2  

    道外 15 14  

    計 109 100 
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２．令和２年度 相談対応等に基づいた出講等一覧（令和２年 12 月末日現在） 

No. 事業名 主催者 開催日等 開催地 
参加者数

（人） 

1 

連続講座・わたしからはじ

める社会変革 アドボカ

シーのいろはを学ぼう 

特定非営利活動法人さ

っぽろ自由学校「遊」 
4/15（水） オンライン 20 

2 
札幌東ロータリークラブ例

会卓話 

札幌東ロータリークラ

ブ 

6/18（木） 

11/12（木） 

札幌市 

（２回） 
162 

3 
本別町職員SDGs研修／本

別町総合計画策定審議会 
本別町 7/16（木） 

本別町 

（３回） 
111 

4 
札幌大通倫理法人会モーニ

ングセミナー 
札幌大通倫理法人会 8/1（土） 札幌市 23 

5 
天売焼尻トーチナイト 

2020 

一般社団法人天売島お

らが島活性化会議 

8/22（土） 

8/23（日） 

羽幌町 

（３回） 
61 

6 SDGs 学習会 株式会社カーチ 9/15（火） 上士幌町 10 

7 気候変動、待ったなし！ 
特定非営利活動法人さ

っぽろ自由学校「遊」 
9/15（火） オンライン 21 

8 環境政策事例研究 
北海道大学公共政策大

学院 
10/9（金） 札幌市 14 

9 SDGs 研修旅行事前学習会 北広島市立西部中学校 10/16（金） 北広島市 165 

10 
総合計画の改定に向けた職

員研修 
西興部村 10/21（水） 西興部村 47 

11 
北広島環境市民の会 

学習・懇談会 
北広島市 10/24（土） 北広島市 58 

12 岩内青年会議所例会 岩内青年会議所 11/12（木） 岩内町 9 

13 
ジュニアリーダーコース

Hokkaido in 森 

北海道立青少年体験活

動支援施設ネイパル森 
11/21（土） 森町 18 

14 
音更町議会総務文教常任委

員会 

音更町議会総務文教常

任委員会 
11/27（金） オンライン 12 

計 19 回 732 人 

 


