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報道発表資料の配付日時 ８月 ９日（金）１４時００分

発 表 項 目 「地域別ＳＤＧｓセミナー」の開催について
（ 行 事 名 ）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

概 要 ○ 昨年６月に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定された道では、「北海道ＳＤＧ

ｓ推進ネットワーク」の設立や「北海道ＳＤＧｓ推進ビジョン」の策定など、

ＳＤＧｓの推進に取り組んでいるところですが、ＳＤＧｓの推進に当たって

は、自治体や企業・団体など多様な主体により、幅広い分野や地域で、様々

な取組が展開されることが必要です。

このため、道では、ＳＤＧｓの取組を広げていくため、道内各地域におい

て「地域別ＳＤＧｓセミナー」を開催することとし、7月30日には、根室地

域で第１回となるセミナーを開催したところですが、この度、下記のとおり、

他地域におけるセミナーについても開催を決定しましたので、お知らせしま

す。

＜「ＳＤＧｓの推進に向けた地域説明会」について＞

１ 開催地域

日高地域・檜山地域・後志地域・留萌地域・宗谷地域・

胆振地域・空知地域

※各開催会場については、別添のチラシをご参照ください。

２ 開催時期

令和元年（2019年）8月～9月

※各開催日時については、別添のチラシをご参照ください。

３ 参加対象

どなたでも参加可能（自治体・企業・団体・個人など）

４ 内容（予定）

（１）ＳＤＧｓに関する講演またはＳＤＧｓカードゲーム

（２）ＳＤＧｓの推進に向けた企業・団体等の取組紹介

（３）ＳＤＧｓの推進に向けた道の取組紹介

参 考 10月以降には、「北海道ＳＤＧｓ推進ビジョン」の進捗状況の共有やネット

ワーク会員の意見交換を目的とした「北海道ＳＤＧｓ推進ネットワーク会議」

を、道内６圏域（石狩・渡島・上川・オホーツク・十勝・釧路）で開催する

予定です。

報 道 ( 取 材 ) 檜山地域の開催について積極的な報道をお願いします。

に 当 た っ て （８月27日開催 詳細は別添チラシのとおり）

の お 願 い

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)道政記者クラブ

と の 関 係 同 時 レ ク 空知・後志・胆振・宗谷総合振興局

日高・留萌振興局

担 当 総合政策部政策局計画推進課ＳＤＧｓ推進グループ（担当者：主幹 渡邉）

（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ダイヤルイン ０１１－２０６－６７９８

内 線 ２３－１３４

檜山振興局地域創生部地域政策課（担当者：課長 東野）

ＴＥＬ ダイヤルイン ０１３９－５２－１２５９

内 線 ２１５０



 

主催 北海道 

【 開 催 日 時 ・ 場 所 】 
ＳＤＧｓセミナー in 日高 

日時：令和元年（2019年）8月 23日(金) 13:30～16:00 

場所：日高振興局地下 1階 会議室（浦河郡浦河町栄丘東通 56） 

ＳＤＧｓセミナー in 檜山 
日時：令和元年（2019年）8月 27日(火) 13:30～16:00 

場所：檜山振興局 4階 講堂（檜山郡江差町字陣屋町 336-3） 

ＳＤＧｓセミナー in 後志 
日時：令和元年（2019年）9月 2日(月) 13:30～16:00 

場所：後志総合振興局 2階 講堂（虻田郡倶知安町北 1条東 2丁目） 

ＳＤＧｓセミナー in 留萌 
日時：令和元年（2019年）9月 12日(木) 13:30～16:00 

場所：留萌振興局 2階 講堂（留萌市住之江町 2丁目 1番地） 

ＳＤＧｓセミナー in 宗谷 
日時：令和元年（2019年）9月 17日(火) 13:30～16:00 

場所：宗谷総合振興局 4階 大会議室（稚内市末広 4丁目 2-27） 

ＳＤＧｓセミナー in 胆振 

日時：令和元年（2019年）9月 19日(木) 13:30～16:00 

場所：胆振総合振興局 3階 大会議室 A 

（室蘭市海岸町 1-4-1 むろらん広域センタービル内） 

ＳＤＧｓセミナー in 空知 
日時：令和元年（2019年）9月 24日(火) 13:30～16:00 

場所：空知総合振興局 4階 講堂（岩見沢市 8条西 5丁目）         
 

 

 

 

「ＳＤＧｓ」とは？ 
国連で採択された「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）」のことであり、

国際社会共通の目標となっているものです。 

その達成に向けた取組は、国内外で広がってお

り、ＳＤＧｓの推進は、今後の時代に合った地域づく

りや企業の経営という点でも、より一層重要となっ

ていくと考えられています。 

■セミナーの内容 
 

 セミナーでは、ＳＤＧｓについてよく知らない方々に

ＳＤＧｓを知っていただくため、ＳＤＧｓカードゲーム

や対談形式の講演などを実施する予定です。 

 また、ＳＤＧｓを推進する企業・団体の取組や道

のＳＤＧｓに関する取組等もご紹介する予定です。 

なお、内容は各会場によって異なりますので、詳

細については、決まり次第、下記ホームページにて

公開いたします。 

【公開先】 

http://www.pref.hokkiado.lg.jp/ss/sks/ 

SDGs/regionalseminar.htm 

参加費は無料です！（要事前申込） 

定員  
各会場５０名
（申込先着順）  
どなたでも参加 
できます！ 



 
地域別ＳＤＧセミナー 参加申込書 

 

参加を希望する会場  

企業・団体等名  

所在地  

ご参加者 職・氏名  

ご担当者連絡先 
電 話： 

E-mail：      
各セミナーの申込書提出先（FAXまたは E-mailにより参加申込書を送付願います） 

ＳＤＧｓセミナー in 日高 
日高振興局 地域創生部 地域政策課 

FAX:0146-22-6542  E-mail:hidaka.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp 

ＳＤＧｓセミナー in 檜山 
檜山振興局 地域創生部 地域政策課 

FAX:0139-52-5781 E-mail:hiyama.chisei13@pref.hokkaido.lg.jp 

ＳＤＧｓセミナー in 後志 

後志総合振興局 地域創生部 地域政策課 

FAX:0136-22-0948  

E-mail:shiribeshi1.shiribeshi@pref.hokkaido.lg.jp 

ＳＤＧｓセミナー in 留萌 
留萌振興局 地域創生部 地域政策課 

FAX:0164-42-2596  E-mail:rumoi.chisei@pref.hokkaido.lg.jp 

ＳＤＧｓセミナー in 宗谷 
宗谷総合振興局 地域創生部 地域政策課 

FAX: 0162-33-2644  E-mail: soya.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp 

ＳＤＧｓセミナー in 胆振 
胆振総合振興局 地域創生部 地域政策課 

FAX:0143-22-5170  E-mail:iburi.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp 

ＳＤＧｓセミナー in 空知 
空知総合振興局 地域創生部 地域政策課 

FAX:0126-25-8144  E-mail:sorachi.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp    
 

説明会の内容に関するお問い合わせは、以下までお願いします。 

北海道 総合政策部 政策局 計画推進課 ＳＤＧｓ推進グループ 

連絡先：011-206-6798 担当者：相馬・森田 



主催 北海道 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和元年（２０１９年）８月27 日（火） 

１３：３０～１６：００［受付 13:00～］ 

場所 檜山振興局 4階 講堂 ＜檜山郡江差町字陣屋町336-3＞ 

参加無料 

（要事前申込） 

■プログラム（予定）  
13:00 受付開始 

13:30 開会 

13:35 ＳＤＧｓカードゲーム 

 講師：高橋 優介 氏 

15:15 ＳＤＧｓの推進に向けた企業・団体の取組紹介 

15:35 ＳＤＧｓの推進に向けた道の取組紹介 

15:50 その他 

16:00 閉会 

定員 ５０名
（申込先着順） 

 

どなたでも参加 

できます！ 

「ＳＤＧｓ」とは？ 

国連で採択された「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）」のことであり、

国際社会共通の目標となっているものです。 

その達成に向けた取組は、国内外で広がって

おり、国ではＳＤＧｓの推進を地方創生に資するも

のとして位置づけるなど、ＳＤＧｓの推進は、今後

の時代に合った地域づくりや企業の経営という点

でも、より一層、重要となっていくと考えられてい

ます。 



    
 

ＳＤＧｓセミナー in 檜山 参加申込書 

企業・団体等名  

所在地  

ご参加者 職・氏名  

ご担当者連絡先 
電 話： 

E-mail：   ※申込期限：８月２３日（金）まで（先着 50名）                          

【申込書提出先】 北海道 檜山振興局 地域創生部 地域政策課 

 ・ＦＡＸでご提出される場合： ０１３９－５２－５７８１ 

・E-mailでご提出される場合： hiyama.chisei13@pref.hokkaido.lg.jp 

ＳＤＧｓカードゲームとは？ 

カードゲーム「2030 SDGs（ニイゼロサ

ンゼロ エスディージーズ）」は、SDGsの

17 の目標を達成するために、現在から

2030年までの道のりを体験するゲームで

す。SDGsの目標を細かく勉強するという

よりは、ゲームを通して SDGsを体験的に

理解していただくということを目的とし

ています。 

そのため、SDGsという言葉を聞いたこ

とがない人やあまり興味関心がない人で

も、ゲームを楽しみながら SDGsの本質を

理解していただくことができます。 

説明会の内容に関するお問い合わせは、以下までお願いします。 

北海道 総合政策部 政策局 計画推進課 ＳＤＧｓ推進グループ 

連絡先：011-206-6798 担当者：相馬・森田 

■講師 高橋たかはし 優ゆう介すけ 氏 
北海道室蘭市生まれ。 

これまで、全国各地の学校や 

企業、行政、地域コミュニテ 

ィなどで、SDGs・社会貢献・ 

自己肯定感に関する授業・ワ 

ークショップを多数実施して 

いる。 

■describe with代表 

■「2030 SDGs」公認ファシリテーター  

 ■「SDGs de 地方創生」公認ファシリテーター  

■日本ファンドレイジング協会 認定 

社会貢献教育ファシリテーター／准認定ファンドレイザー 

■札幌市男女共同参画センター運営協議会 運営委員 

■NPO法人 ezorock非常勤職員／ボランティアコーディネーター 


