
環境広場
さっぽろ２０１9

2019年 8月 12日（月・祝） 13日（火） 10時00分～ 17時00分

札幌ドーム （札幌市豊平区羊ケ丘1番地）

環境省北海道地方環境事務所､経済産業省北海道経済産業局、国土交通省北海道運輸局、林野庁北海道森林管理局、北海道、
北海道市長会、北海道町村会、北海道経済連合会、札幌商工会議所、北海道産業廃棄物協会、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、
読売新聞北海道支社、日本経済新聞社札幌支社、北海道新聞社、NHK札幌放送局、HBC北海道放送、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ、
UHB北海道文化放送、TVhテレビ北海道、STVラジオ、AIR-G’エフエム北海道、FMノースウェーブ

後援／

アオトプラス（株） 、（株）アスカ、石屋製菓（株）、（株）内池建設、（株）エコノス、花王グループカスタマーマーケティング（株）、
（株）札幌エネルギー供給公社、（株）JTB、（株）シー・ピー・アクト、ジャパンフリトレー（株）、（株）書峰社書道、シャトレーゼガトーキングダム札幌、
（株）須田製版、（株）セコマ、（一社）ゼブラ社会貢献支援協会、（株）セラヴィ、ダスキンレントオール、（株）DOS、長田広告（株）、（株）ナンシンデザイン、
（株）バンダイナムコアミューズメント、（株）ピエトロ、（株）ピコトン、（株）北海道熱供給公社、（公社）北海道トラック協会、（株）よしもとエリア・アクション、
よつ葉乳業（株）、（株）リアプロ、NETDOOR（株）

協賛／

札幌市

主催／

開催テーマ ：環境と S D G s

開 催 報 告 書

（株）アドバコム

特別協力／

札幌市 環境局環境都市推進部環境計画課

060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目
TEL 011-211-2877 さっぽろ市

01-J02-19-2058
31-1-146
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は じ め に

札幌市では、2008年６月に世界に誇れる環境都市を目指す「環境首都・札幌」を宣言し、

昨年６月には10周年の節目を迎えました。同じく昨年６月には、2015年に国連で採択された

SDGs（持続可能な開発目標）に率先して取り組む自治体を政府が選定する「SDGs未来都

市」に、全国29都市の一つとして札幌市も選定されるなど、次世代の子どもたちが笑顔で暮ら

せる持続可能なまちを目指し、取組を進めているところです。

気候変動をはじめとする地球規模での環境問題は年々深刻化しており、札幌でも今年、

68年ぶりに10日間連続の真夏日を記録しました。本州では大型台風が上陸したり、ゲリラ豪

雨とも呼ばれる突然の大雨が発生したりと、その影響は私たちの生活にも及んでいます。

このような環境問題を解決し、持続可能な社会を企業や団体、市民の皆さまとともに築い

ていくため、今年の「環境広場さっぽろ2019」は、テーマを「環境とSDGs」として、新たにSDGs

ゾーンを設けるなど、多くの市民の皆様に、豊かな札幌の環境や持続可能なまちづくりについ

て今一度考えていただく機会となるよう、開催いたしました。

特に、地球の未来を担う子どもたちには、ワークショップや職業体験、スポーツ体験などを

通して、楽しみながら環境やSDGsについて学ぶことができる場となるよう、ご出展いただいた多

くの企業・団体の皆さまにご協力いただきました。

地球環境を守るためには、様々な分野における研究や技術革新と共に、一人一人が環境

について考え、行動していくことが大切です。私たちが暮らすこの豊かな札幌のまちを、子ども

たちにしっかりとつないでいくためにも、是非皆様のご協力をお願いいたします。

結びになりますが、ご出展ご協力いただきました企業・団体の関係者の皆さまに重ねて

御礼申し上げます。

札幌市環境局長 平木 浩明

26,088名 （12日／16,635名、13日／9,453名）

入場者数／

255企業・団体

出展企業・団体数／
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オープニングセレモニー

2019年8月12日（月・祝） 9時45分 ～ 10時00分

日時／

札幌市環境局ブース付近

場所／

北海道放送株式会社 常務取締役 松本 哲也 様
株式会社札幌ドーム 常務取締役 吉田 圭吾 様
札幌市 環境局長 平木 浩昭
（株）アドバコム 代表取締役 臼井 純信 様

参列者／

主催者代表 札幌市 環境局長 平木 浩昭
運営事務局 （株）アドバコム 代表取締役 臼井 純信 様

挨拶／

会場マップ
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KA1∼3 全国通運連盟/JR貨物

環境に優しい鉄道コンテナ輸送の仕組
みや特徴を紹介しました。

KA4
生きものたちの

北海道プロジェクト

“自然”に多くを捧げてきた探究者たち
が綴るメッセージを展示しました。

日本CCS調査（株）

地球温暖化対策の一つとして注目され
ている技術CCSについて紹介しました。

岩倉化学工業（株）

建築用断熱材(発泡スチロール)を実験
とクイズで紹介しました。

（公財）自動車リサイクル
促進センター

循環型社会に向けた自動車リサイクル
の取組や成果を紹介しました。

（株）マテック

「I♥RECYCLE」マテックの取組を紹介し
ました。

札幌市管工事業協同組合

環境に優しい札幌の水道についてクイズ
で紹介しました。

（一財）札幌市
環境事業公社

パネル展示やクイズをとおしてリサイクル
の大切さを紹介しました。

（公社）北海道森と緑の会

子どもたちに森や木の大切さ、楽しさを
伝える木育ひろばを開催しました。

札幌市豊平区

「魅力発見 ほ～！へ～！カルタ」を使っ
て、楽しく豊平区の魅力を伝えました。

札幌市COOL CHOICE

COOL CHOICEで地球を守ろう！をテーマ
に省エネ・エコを学びました。

北ガスの電気 とどけ隊

カンタン5分で電気代が安くなる！無料
相談を実施しました。

環境ＺＯＮＥ

5 6

（合）エゾプロダクト

北海道の環境とエゾシカ…エゾシカレ
ザーで色々なものを作りました。

エシカル・タイム

サステナブルな毎日の提案やエコ雑貨・
フェアトレード商品の販売をしました。

旭山動物園×BCTJ

オランウータンやゾウの未来を考える展示
をしました。

札幌市博物館活動センター

札幌の自然や植物・昆虫を知る工作
体験をしました。

札幌市水道局

水の味の違いを当てる「きき水」体験で
水道水の美味しさを体験しました。

北海道 環境生活部
気候変動対策課（水素）

将来のエネルギー「水素（すいそ）」に
ついて楽しく学びました。

北海道 環境生活部
気候変動対策課（エコドライブ）

みんなでエコ＆セーフティドライブを体験
しました。

環境省
北海道地方環境事務所

楽しく学ぼう「COOL CHOICE」を体験しま
した。

「地球はひとつ手をつなごう
プロジェクト」

バーチャルスタジオでキャスター体験や
不思議なレントゲンで体の仕組みを体験
しました。

（株）札幌ドーム

クイズとカードを使って環境とSDGsにつ
いて楽しく学びました。

北海道 環境生活部
循環型社会推進課（海ゴミ）

海洋ゴミ（海洋プラスチック）問題を学
びました。

北海道 環境生活部
気候変動対策課（認定リサイクル製品）

北海道リサイクルブランド・認定リサイク
ル製品を紹介しました。

KA5

KA6 KA7・8 KA9・10

KA11∼13 KA14∼16 KA17・20・51

KA18・19 KA21・22 KA23・28

KA24 KA25∼27 KA29

KA30 KA31・32 KA33・34・36・37

KA35 KA38 KA39∼42

KA43 KA44 KA45



KA46
北海道 環境生活部

生物多様性保全課

北海道の豊かな自然環境と野生生物
について学びました。

KA47
北海道 環境生活部

アイヌ政策課

北海道が誇るアイヌ文化の魅力を紹介
しました。

北海道 環境生活部
縄文世界遺産推進室

自然と共生する心を学ぶ、世界遺産を
目指す縄文遺跡群を紹介しました。

（公財）さっぽろ青少年
女性活動協会

環境や野生動物についてクイズや
ワークショップで楽しく学びました。

札幌市清田区

地元のきよたスイーツやしいたけを使っ
た地産地消体験で、清田区の魅力を
伝えました。

北海道ノマドレンタカー（株）

災害時にも役立つキャンピングカーと
エコグッズを展示しました。

親と子の地球環境
フェスティバル

地球環境や再エネについて、見て・知っ
て楽しく体験しました。

HBCもんすけパーク

海ごみなどのHBCの環境への取り組み
を楽しく学びました。

北海道ガス（株）

キタガスクールでエネルギーについて
楽しく学びました。

札幌市環境局
循環型社会推進課

札幌市のごみの現状や家庭で手軽に
できるごみ減量をクイズで紹介しました。

札幌市環境局事業廃棄物課

「食品ロスの削減」「ポイ捨てなどの防止」
についてのパネル展を実施しました。

リサイクルプラザ宮の沢

不用になった食器を持ち帰れるリユース
食器市を行いました。

環境ＺＯＮＥ
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リユースプラザ

家具の廃材を使ってうちわを作りました。

札幌市環境局環境計画課

水素を使った燃料電池自動車のエネル
ギーで環境について楽しく遊びました。

札幌市環境局
エコエネルギー推進課

太陽光で充電して光る自分だけのぺット
ボトルエコライトを作りました。

札幌市環境プラザ

まちがいさがしやクイズに挑戦して、エコ
マスターを目指しました。

札幌市環境局環境対策課

石けん作りをとおして、水環境の大切さ
について学びました。

札幌市環境局
環境共生担当課

さけ科学館職員の解説を聞きながら水辺
の生き物や外来種・在来種について学び
ました。

CISEネットワーク

北海道の生き物の毛皮や頭骨に触って、
被って体験し、生き物について学びました。

NPO法人
北海道省エネまちづくり協会

「手のひら」と「氷」での発電体験や「塩と
水を使う燃料電地」の展示などを行いま
した。

NPO法人
北海道グリーンファンド

冷蔵庫や風の力などのエネルギーについ
て学びました。

NPO法人 ひまわり会

ひまわり会の「一人一人の生活環境を
大切に」を紹介しました。

（公社）札幌消費者協会

ごみの分別体験と環境クイズで3Rや
省エネについて楽しく学びました。

嫌われものの
雪と氷を利用しよう！

厄介ものの雪と氷を自然冷熱エネル
ギーとして利用する方法を紹介しました。

KA48

KA49 KA50 KA52

KA53 KA54 KA55

KA57-1 KA57-2 KA57-3

KA57-4 KA58-1 KA58-2

KA58-3 KA59-1 KA59-2

KA59-3 KA60-1 KA60-2

KA60-3 KA60-4 KA60-5



KA61-1
環境ワークショップ
(むかわ町）

穂別博物館が所蔵する化石のレプリカ
づくりを体験しました。

KA61-2
環境ワークショップ
（足寄町）

石をけずると本ものの化石がでてくる、
北海道名物ミニ発掘体験を実施しました。

環境ワークショップ
（沼田町）

石の塊から自分の手で発堀する本物の
化石体験を行いました。

環境ワークショップ
（エトゥナンカラ）

自然素材を利用したアイヌ民族の弓矢
体験や民具展示・雑貨の販売を行いま
した。

環境ワークショップ
(北海道・北海道木材利用推進協議会）

北海道の木に触れて感じる、木工体験
を行いました。

環境ＺＯＮＥ
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KA61-3

KA61-4 KA61-5

フードＺＯＮＥ

岩見沢産小麦粉（キタノカオリ）で作る
オリジナルカレーパンを販売しました。

FO5 FO6
岩見沢市観光協会
（岩見沢カレーパン販売）

道産小麦で作ったお菓子や道産フルーツ、
ボリューム満点なお弁当を販売しました。

FO7・8 甲殻類倶楽部

古代小麦とグラスフェッドチーズ、有機
食材による石窯ピザを販売しました。

FO9 バルナヤ・Olha2号

「美味しいをお届けする」をテーマに
肉料理からアジア料理を販売しました。

フードトラック マンハッタン号FO10

ノースキッチン

味噌ラーメン、チャーシュー丼などを販売
しました。

FO11 麺処 そめいよしの

小さなお子様連れでも、お気軽に楽しめる
フードラインナップで販売しました。

FO12∼13 炭リッチ FO14

ケバブや削りイチゴ、タピオカドリンクを
販売しました。

ゴーゴーイレブン

道産牛を使用したローストビーフなどを
販売しました。

話題の厚皮めろんぱんを販売しました。

FO1∼4 まるやまめろん



キャリア教育ＺＯＮＥ

（株）ピエトロ

デコドレ体験で、楽しくピエトロドレッシング
をデコレーションしました。

個別指導Axis

ブロックを組み立てて、自分で作った
プログラムを動かしました。

札幌大谷中学校・高等学校

昆虫のクワガタにさわり、生き物から
学ぶ札幌大谷を紹介しました。

11 12

立命館慶祥中学校・高等学校

立命館慶祥中高での取り組みを紹介し
ました。

タミヤロボットスクール

タミヤのカムロボを使ったプログラミング
体験をしました。

CA1・2 CA3 CA4

CA5 CA6・7・10・11
中和興産（株）

ふしみの森めぐみ保育園

7月の開園を紹介。アンケートご記入で
お菓子をプレゼントしました。

CA8 エコチル

楽しくて簡単なワークショップ（工作）や
抽選会を実施しました。

CA21
レゴ・スクール

運営会社イマージュ

レゴ社認定インストラクターと楽しく学び
ました。

CA12-2
体験セミナー
木工工作教室（12日、13日）

木やまつぼっくりで、思いを形にしました。

CA22

CA23・24 ワールド・ファミリー（株）

英語教育について紹介・体験をしました。

星槎もみじ中学校

赤ちゃんの人形を使った保育士体験や
謎解きクイズを行いました。

CA9
はたらくクルマ
（公社）北海道トラック協会

トラックに乗り、交通安全について学び
ました。

CA12-1

はたらくクルマ
陸上自衛隊 第11旅団

オートバイに乗ったり、制服を着たり、ブルーインパルスのVR体験で、自衛隊のお仕事について学びました。

CA12-1

はたらくクルマ
北海道警察

パトカーなどに乗り、警察の仕事について楽しく学びました。

CA12-1

はたらくクルマ
札幌市消防局

防火服を着たり、放水ノズルを持って、
消防士になりきりました。

CA12-1

はたらくクルマ
札幌市環境局業務課

ごみ収集車「GO!ミエール号」にごみを
積み込む体験をしました。

CA12-1

体験セミナー
デザインシンキング体験（12日）

アイディアの生み出し方を楽しく身につけ
ました。

CA22
体験セミナー
お菓子な街づくり体験（13日）

お菓子を使って自分だけのまちを作りました。

CA22

体験セミナー
SDGｓゲームとワークショップで
世界の問題を体験しよう（13日）

ゲームを通してSDGｓについて楽しく学び
ました。

CA22

体験セミナー
親子で一緒にグローブ作り（13日）

本格的なグローブを親子で楽しく作りました。

CA22



化石クリーニング体験
むかわ町恐竜ワールドセンター

エディブルフラワーデコレーション体験
パティスリー空香（（株）ジューブル）

ロボットプログラミング体験
（株）GKI

簡単マジック教育マジシャン体験
（株）Green magic

YouTuber体験
（株）ハッピーアロー

13 14

キングムー・DJ体験
（株）ケイエムプロジェクト

道民の森のベンチを「札幌の景観色」
レンガ色に塗装してみよう！体験
和信化学工業（株）

CA13 CA14

CA16 CA17 CA18

CA19 CA20

お仕事体験

8 月 1 2 日 （ 月 ・ 祝 ）

お花屋さんアレジメント体験
NPO法人ほっかいどう

花育ネットワーク
CA15

チョコレート学び体験
石屋製菓

北海道観光おもてなし体験
キャリチル

ビューティーサロン体験
ReReve☆maamlush

CA13 CA14 CA15

お仕事体験

8 月 1 3 日 （ 火 ）

ロボットプログラミング体験
（株）GKI

モノマネ芸人体験
健幸エンターテイメント（株）

YouTuber体験
（株）ハッピーアロー！

CA16 CA17 CA18

森のイラストレーター体験
キャリチル

歌手のお仕事体験
きらめき★voice

CA19 CA20
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教諭研究団体コラボ研修
教諭スキルアップセミナー
(10:00～14:00)

テクノスポーツ体験
HADO

SP7 SP8

スポーツ能力測定会
（一社）スポーツ能力発見協会

さっぽろっ子「なわとび甲子園」
札幌市教育委員会SP9 SP10

SP7

スポーツチャンバラ
どさんこスポチャンクラブ
(14:00～17:00)

2020年第7回
スペシャルオリンピックス日本
冬季ナショナルゲーム・

北海道実行委員会

2020年2月21日より3日間、開催する
冬季大会を紹介しました。

（株）DOS

フレシャスウォーターサーバー富士山の
天然水を試飲体験しました。

札幌市教育委員会

さっぽろっこスキーリサイクルの取組を
紹介しました。

メディフィット
コンディショニングラボ

コンディショニング体験として、呼吸×
姿勢×動きで健康になる体験をしました。

SP1 SP2・3 SP4

SP5・6

SP7

ウインタースポーツ体験
札幌市スポーツ局企画事業課
(10:00～17:00)

パラスポーツ体験
（一社）ソーシャルスポーツ

マネジメント

テクノスポーツ体験
HADO

SP8 SP9

スポーツ体験

8 月 1 3 日 （ 火 ）

札幌大谷スポーツ体験
大谷中学校・高等学校

SP10

スポーツＺＯＮＥ スポーツ体験

8 月 1 2 日 （ 月 ・ 祝 ）



ENPITSU PROJECT

世界の子どもたちに文房具を届ける
エンピツプロジェクトを紹介しました。

（株）DOS

ユニセフマンスリーサポートプログラムに
ついて紹介しました。

(株)オルタナ

SDGs/CSRで社会との関係を雑誌を
通じて紹介しました。

17 18

（株）メディア・マジック

バスロケや観光アプリ、MaaSへの取り組
みを紹介しました。

Youth Econet

これからの地球をYouthの手で。地球に
優しく、愛し、守る取り組みを紹介しました。

ＮＰＯ法人
猫と人を繋ぐツキネコ北海道

北海道内の飼い主がいない猫を保護、
譲渡する活動を紹介しました。

AIR-G'（安部礼司）

ラジオドラマNISSANあ、安部礼司スペ
シャル公開イベントのPRブースを展開し
ました。

AIR-G'エフエム北海道

ラジオDJ体験の実施。収録した音声は
8/27AIR-G'で放送しました。

日本赤十字 北海道支部

子どもの心肺蘇生法・AEDの使い方を
学びました。

北海道森林管理局

漫画で学ぼう！森林・林業・木材産業
の魅力を紹介しました。

フェアトレードタウンに認定された札幌市
内の取組や商品を紹介、販売をしました。

SDGs未来都市・
札幌コーナー

SDGs未来都市である札幌市内の活動
や高校生の取組などを紹介しました。

SD1・2 SD3・4 SD5

SD６ SD7

SD9・10 SD11・12・16・17 SD13

SD14

SD19・20 SD21-2

SDGsパネル展

SDGs達成に向けて取り組む企業や
団体を紹介しました。

SD22

SD21-1 フェアトレードコーナー

北海道新聞社（find H）

北海道のクラウドファンディグ「find H」の
ＰＲブースを展開しました。

SD８

（一社）JBRC
(有)ハシエンダ

インターナショナル
SD18SD15

小型充電式電池の回収・リサイクルに
関する紹介をしました。

ゾンビのクマちゃんゾンベアーが会場内
を回遊し、PRしました。

S D G s ＺＯＮＥ
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●ＨＢＣ少年少女合唱団
ジュニアクラス

歌が大好き！みんなで歌うともっと楽しく
なる合唱を披露しました。

●PPAP流SDGsをみんなで踊ろう♪
（モノマネ芸人 ピ小太郎）

SDGsを覚えよう！ PPAP流SDGsダンス
で！踊って！笑って！楽しいステージ
を展開しました。

●お笑い芸人 かまいたち
SDGsトークショー

かまいたちと一緒に、みんなで楽しく
SDGsについて学びました。

●音楽コース発表会
（大谷中学高等学校）

札幌大谷の生徒たちによる音楽発表会
を行いました。

●シンガーソングライター
ほしのしほ ステージライブ

自身の曲の他、映画やアニメソングで
会場を盛り上げました。

●省エネクイズ大会
（北海道ガス（株））

てん太くんと北ガス社員の楽しい◯×
クイズを行いました。

●NISSAN あ、安部礼司
「チーム安部礼司の真夏の大出張

2019 in 札幌ドーム」（Air-G'）

AIR-G'放送中の“NISSAN あ、安部礼司”
が登場！LIVEでの“NISSAN あ、安部礼
司”を展開しました。

●緑の妖精やまちゃんマジックショー
（グリーンマジック）

緑の妖精が魅せる不思議と笑いの
ステージを披露しました。

●カッコー先生の生き物クイズ
（札幌市環境共生担当課）

生き物に関する簡単な二択クイズ大会
を行いました。

●きらめきvoice
☆佐脇 由佳ステージライブ

Disneyソングを中心にステージを披露。
歌手体験に参加した子ども達も登場し
ステージを盛り上げました。

●札幌市児童会館ステージ
（さっぽろ青少年女性活動協会）

● PPAP流SDGsをみんなで踊ろう♪
（モノマネ芸人 ピ小太郎）

●清田区アーティスト
（札幌市清田区）

White Explosion（ホワエク）のライブで
会場を盛り上げました。

●SDGs紹介コーナー
（札幌市環境局環境計画課）

SDGs達成に向けた札幌市の取り組み
を紹介しました。

●ARIGATO
（ENPITSU PROJECT）

エンピツプロジェクトによる活動報告＆
トークショーを行いました。

●省エネクイズ大会
（北海道ガス（株））

●エシカルファッションショー
（子育て相互支援団体かえりん）

“あなたもできるエシカル”をファッション
ショーで秋の着こなしを披露しました。

●緑の妖精やまちゃんマジックショー
（グリーンマジック）

●カッコー先生の生き物クイズ
（札幌市環境共生担当課）

●オリンピアントークショー
（スポチル）

オリンピック、パラリンピックで活躍した
アスリート達のトークショーを行いました。

●旭山動物園からのメッセージ
（旭山動物園）

旭山動物園からのメッセージでオラン
ウータンやゾウの未来を考え、学びました。

児童会館で日々練習しているYOSAKOI
ステージ等の披露しました。

SDGsを覚えよう！ PPAP流SDGsダンス
で！踊って！笑って！楽しいステージ
を展開しました。

てん太くんと北ガス社員の楽しい◯×
クイズを行いました。

緑の妖精が魅せる不思議と笑いの
ステージを披露しました。

生き物に関する簡単な二択クイズ大会
を行いました。

ステージＺＯＮＥ

8 月 1 2 日 （ 月 ・ 祝 ）

ステージＺＯＮＥ

8 月 1 3 日 （ 火 ）
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1．あなたご自身について

●性別
●年齢

●住まい

●職業

●環境について興味はあるか ●SDGsを知っているか

2．イベントについて

●環境広場に来たのは何回目か

●過去と比べてどうか

ｎ = 1020

来場者アンケート結果
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ｎ = 1020

●何で知ったか？

●来場目的

●どう思ったか？
●気づいたことはあったか？

環境広場さっぽろ２０１９公式ＨＰにて事前に来場予約をしていただいた方に
出展・協賛各社さまからのご協賛品のプレゼント企画を実施しました。

配布数／
2,000個 （12日／1,000個、13日／1,000個）

事前募集／

広報実施内容／

■HBCラジオ

■三角山放送局

■FMアップル

■HBC

■北海道新聞

■札幌市HP

■運営事務局HP

■ポスター

■ガイドブック

■エコチル北海道版

■ DOME NEWS

■ DOME PRESS

■札幌ドーム地下鉄額面広告

■札幌ドーム近隣配布チラシ

など

7月12日～8月12日
8月12日

7月29日

8月7日
8月8日
8月9日
8月11日

20秒CM
生中継

出演告知

出演告知

出演パブ
出演パブ
ストレートパブ
ストレートパブ

今日ドキッ！
Hit.com night
金曜ブランチ
サンデードキッと！

来場者アンケート結果 事前募集／広報実施内容

環境広場さっぽろ2019ガイドブック 裏

環境広場さっぽろ2019ガイドブック 表

環境広場さっぽろ2019ポスター
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出展一覧


