
2022.2.18 令和３年度 第２回 北海道環境パートナーシップオフィス運営協議会 

1 

 

相談対応一覧（令和３年４月～令和４年１月） 

 

No. 対応月 方法 相談者属性 業務区分 相談内容・テーマ 

1 2021.4 メール等 学校教育 ESD センター プラスチック汚染・SDGs に係る講師紹介 

2  メール等 NPO/NGO ESD センター 学校や NPO を対象とした SDGs 講演相談 

3  メール等 行政 地域循環共生圏 湿地に関わる資料館等の紹介依頼 

4  電話 学校教育 拠点推進 自治体や企業のクールビズの取り組み状況 

5  電話 企業 地域循環共生圏 まちづくり計画策定に向けた協議の進め方 

6  メール等 企業 ESD センター 環境省の名義後援の依頼方法 

7  メール等 学校教育 拠点推進 道内における SDGs カリキュラム実施状況 

8  電話 NPO/NGO 拠点推進 地球環境基金評価に係る人材の紹介 

9  メール等 NPO/NGO ESD センター 道内幼稚園等における ESD 活動実践事例 

10  対面 企業 ESD センター 企業における SDGs 推進方策 

11  電話 一般 ESD センター 小学校における NPO 実施事業の支援 

12  メール等 行政 拠点推進 環境情報を記載したオンライン地図 

13  電話 NPO/NGO 拠点推進 団体機関紙の特集記事・執筆者紹介 

14  メール等 企業 地域循環共生圏 SDGs 講師の紹介依頼 

15  電話 NPO/NGO 地域循環共生圏 中立的な情報発信方策について 

16  対面 企業 ESD センター 海洋プラスチック汚染に関わる動画 

17  メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 自然公園の国立化に伴う地域の関わり方 

18 2021.5 対面 NPO/NGO 拠点推進 道内でのナッジ事業推進に係る意見交換 

19  電話 NPO/NGO 地域循環共生圏 道内における SDGs 推進連携体の構築 

20  メール等 NPO/NGO ESD センター 団体内の勉強会での SDGs 情報提供依頼 

21  メール等 企業 拠点推進 環境保全に取り組む道内企業の紹介 

22  メール等 企業 ESD センター SDGs に係る企業研修 

23  メール等 企業 ESD センター SDGs 学習会の情報提供者の紹介依頼 

24  メール等 一般 地域循環共生圏 エネルギー関連資料の請求 

25  メール等 行政 地域循環共生圏 ジビエをテーマとした SDGs 事業協力依頼 

26  メール等 NPO/NGO ESD センター 地域の高校における SDGs 講演依頼 

27  メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 国際連携事業実施に向けた団体紹介依頼 

28  オンライン 企業 地域循環共生圏 国内外のスキー場の脱炭素の取り組み 

 

参考資料１ 
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No. 対応月 方法 相談者属性 業務区分 相談内容・テーマ 

29 2021.6 メール等 行政 ESD センター 自治体における SDGs 講座の出講依頼 

30  メール等 企業 地域循環共生圏 地域企業の環境経営支援事業 

31  メール等 学校教育 拠点推進 生物多様性保全ツール開発の資金調達手法 

32  メール等 企業 ESD センター 道内中学校における ESD 取り組み状況 

33  電話 学校教育 地域循環共生圏 環境省補助事業の照会依頼 

34  対面 NPO/NGO 地域循環共生圏 道内自治体における環境課題や地域特性等 

35  メール等 NPO/NGO ESD センター SDGs 各ゴールの解説資料照会 

36  対面 企業 地域循環共生圏 道内の地域振興の取り組み情報 

37  対面 企業 地域循環共生圏 EPO 北海道事業の説明及び情報交換 

38  対面 企業 地域循環共生圏 バイオガスプラント及び海焼け防止情報 

39  電話 学校教育 ESD センター ESD アドバイザー派遣制度の利用 

40 2021.7 電話 ユース ESD センター 小学生向けの企画コンテンツ 

41  対面 行政 地域循環共生圏 道内における SDGs 推進の取り組み 

42  メール等 企業 ESD センター 地球温暖化を体感できるプログラム 

43  オンライン NPO/NGO 地域循環共生圏 アウトドア団体の活動支援 

44  対面 NPO/NGO 拠点推進 イベント情報のサイト掲載依頼 

45  対面 行政 地域循環共生圏 環境保全や観光振興に係る道内の動向 

46  対面 NPO/NGO 拠点推進 環境汚染や SDGs に関する資料の提供 

47  メール等 企業 ESD センター SDGs をテーマに集まる高校生の支援 

48  電話 学校教育 拠点推進 環境省補助事業の照会依頼 

49  電話 企業 ESD センター SDGs をテーマとした教育旅行の情報 

50  電話 NPO/NGO 地域循環共生圏 環境省事業会合の進行支援依頼 

51  対面 企業 ESD センター ESD センターと環境教育施設の連携方策 

52  メール等 企業 地域循環共生圏 SDGs に関する住民向けの説明動画 

53 2021.8 メール等 行政 ESD センター 地域の消費者協会における SDGs 講演依頼 

54  メール等 行政 拠点推進 温暖化対策に関する補助金の問い合わせ 

55  メール等 NPO/NGO ESD センター 地方自治体における SDGs 講演者紹介 

56  メール等 学校教育 ESD センター 全国環境カウンセラー研修の講師依頼 

57  メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 環境パートナーシップ研修協力のお願い 

58  メール等 企業 地域循環共生圏 企業における SDGs の導入方策及び支援策 

59  電話 NPO/NGO ESD センター 全国教育ネットワーク団体への参画依頼 
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No. 対応月 方法 相談者属性 業務区分 相談内容・テーマ 

60 2021.8 電話 学校教育 ESD センター 体験学習への SDGs の観点導入に係る支援 

61  メール等 学校教育 ESD センター 行政における委員会委員の推薦 

62  電話 企業 ESD センター 道内外の気候変動教育の先進的事例の照会 

63  メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 地元漁港のプラスチック汚染対策 

64  メール等 一般 地域循環共生圏 漁業者を巻き込んだ海岸清掃活動 

65  メール等 企業 地域循環共生圏 森林吸収量の算出手法やインセンティブ 

66  メール等 NPO/NGO 拠点推進 緊急事態宣言中の来館者対応について 

67 2021.9 メール等 企業 ESD センター 北海道メジャーグループ・プロジェクト 

68  電話 NPO/NGO 地域循環共生圏 SDGs と観光をテーマとした講演者情報 

69  メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 EPO 事業及び全国 EPO ネットワークの紹介 

70  メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 国内の廃棄物系バイオマス活用の動向 

71  対面 企業 拠点推進 SDGs に係る EPO 北海道の取り組みについて 

72  メール等 企業 地域循環共生圏 SDGs に係る講演依頼 

73  対面 企業 ESD センター 地域 ESD 拠点制度に関する情報照会 

74  対面 企業 地域循環共生圏 気候変動適応に関する資料の照会 

75  メール等 NPO/NGO ESD センター 北海道メジャーグループ・プロジェクト 

76  メール等 行政 ESD センター 子どもの権利に関する講演候補者の照会 

77  電話 行政 拠点推進 地域おこし協力隊の意見交換支援について 

78  メール等 企業 ESD センター 道内における SDGs 教育旅行の情報照会 

79  メール等 行政 ESD センター 森林環境教育等に関する情報共有依頼 

80  メール等 行政 拠点推進 海浜における体験活動支援について 

81 2021.10 メール等 行政 拠点推進 海浜での車いす利用の支援助成金情報 

82  メール等 行政 地域循環共生圏 十勝管内における先進的な自治体の紹介依頼 

83  メール等 NPO/NGO 拠点推進 新事業開始に活用可能な助成金について 

84  メール等 行政 ESD センター SDGs 及び森林・林業に係る道民意識について 

85  メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 地域循環共生圏づくり PF 構築事業について 

86  電話 一般 拠点推進 環境分野に関する市民団体の紹介依頼 

87  メール等 企業 地域循環共生圏 企業の SDGs 推進の支援可能性について 

88  メール等 NPO/NGO ESD センター 企業協賛等による資金調達の方法について 

89  電話 企業 拠点推進 企業内で使える SDGs 教材の問い合わせ 
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No. 対応月 方法 相談者属性 業務区分 相談内容・テーマ 

90 2021.11 メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 道内自治体の脱炭素推進上の課題について 

91   メール等 NPO/NGO 拠点推進 海浜清掃協力体制の構築方策について 

92   メール等 学校教育 ESD センター SDGs に係るプログラムへの出講依頼 

93   メール等 学校教育 拠点推進 NPO 向け広報講座の企画内容について 

94   メール等 企業 ESD センター 子どもたちと未来を語る WS の開催について 

95   対面 企業 地域循環共生圏 ジオパークにおける地域資源の活用について 

96   メール等 行政 地域循環共生圏 地域における中間システム機能について 

97   メール等 行政 地域循環共生圏 町づくり講演会における講演依頼 

98   メール等 行政 地域循環共生圏 第三期宮島沼保全活用計画の内容について 

99   メール等 一般 ESD センター 小学生を対象とした社会教育・ESD について 

100   電話 NPO/NGO ESD センター 企画開催の協力依頼について 

101   メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 ジビエ振興に係る情報提供依頼 

102 2021.12 メール等 行政 地域循環共生圏 脱炭素に係る講演者の紹介依頼 

103   メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 再生可能エネルギーに係る講演者の紹介依頼 

104   メール等 行政 地域循環共生圏 持続可能な農山村づくりに係る情報提供依頼 

105   メール等 NPO/NGO 拠点推進 道内における被災地支援の情報提供依頼 

106   メール等 企業 地域循環共生圏 バイオ炭に係る情報提供依頼 

107   対面 企業 拠点推進 サステナビリティレポートに対する意見聴取 

108   メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 持続可能な観光に係る情報提供依頼 

109   メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 生物多様性 WS 企画運営の支援可能性について 

110   メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 地域循環共生圏づくり PF 構築事業について 

111 2022.1 メール等 NPO/NGO ESD センター 子ども会全国事業に係る SDGs 会合の進行者 

112   対面 NPO/NGO 地域循環共生圏 再エネ・生物多様性に係る情報提供者の紹介 

113   メール等 企業 ESD センター 地方 ESD 活動支援センターの取組について 

114   メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 EPO 北海道との連携可能性について 

115   メール等 NPO/NGO 地域循環共生圏 EPO 北海道主催事業アーカイブ配信について 

116   メール等 行政 地域循環共生圏 バイオガスプラント設置に係る情報提供依頼 

 


