
資 料

報道機関への資料配布日時 令和３年２月１０日（水）１０時００分

タイトル 「ＳＤＧｓ×北海道 交流セミナー2021」の開催について

内 容

（目的・趣旨）

○ この度、道では、SDGs の取組を広げていくため、北海道大学と協力し「SDGs×北海道 交流セ

ミナー2021」を開催することといたしました。

１ 日 時 令和３年（2021 年）２月 10 日(水) 14:00～16:30

２ 開催方法 オンライン（Zoom を使用） 参加費無料

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）

※最大４００人（先着順）

４ 内 容 （１）開会挨拶（ビデオメッセージ）

鈴木 北海道知事、 寳金 北海道大学総長

（２）基調講演「SDGs で動くコロナの先の世界」

→（変更後）北海道の未来を変える 17 の目標「SDGs」

講 師：蟹江 憲史 氏

→（変更後）高木 超 氏

（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授）

→（変更後）（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授）

（３）SDGs に関する取組等の紹介

①「SDGs 達成に向けた北海道大学の貢献」（北海道大学）

②「今、高校生が伝える SDGs」（北海道名寄産業高等学校）

③北海道内の SDGs の進捗状況について（北海道）

（４）オンラインポスターセッション

※ウェブサイト上に SDGs の取組等をＰＲするポスター等を掲示し、意見

交換等を行います。

５ 申込先 URL https://forms.gle/ESPzuLBqGv4WG1hw9

※セミナーの詳細については、別添のチラシをご参照ください。

参考

報道解禁

■なし

☐あり

報道（取材）に

当たってのお願い

・SDGs に対応した世界大学ランキング 2020 で国内１位である北海道大学と共

催し、幅広い層への SDGs の普及啓発を図ります。

・SDGs の国内の第一人者である慶應義塾大学蟹江氏

→(変更後)地域における SDGs の推進に取り組む慶應義塾大学高木氏

の講演や道内の SDGs の取 組を紹介するセミナーですので、参加者の募集に

ついて積極的な報道をお願いいたします。(申込受付終了)

道政記者クラブ

との同時発表

☐なし

■あり

所管課・係

後志総合振興局地域創生部地域政策課 担当 主査（地域創生） 青木

〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北１条東２丁目

TEL ０１３６－２３－１４１９ FAX ０１３６－２２－０９４８

テレビ・ラジオ・インターネット 月 日（ ） 時以降

新聞 月 日（ ） 刊以降

訂正 1月 22 日(金)16:00 配布分 基調講演講師の変更

https://forms.gle/ESPzuLBqGv4WG1hw9


主催 北海道  ／ 共催 北海道大学 

協力 北海道大学 北極域研究センター・国際連携機構・人材育成本部 L-Station・URA ステーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム（予定） 

14:00 開会   

ビデオメッセージ 鈴木 直道 北海道知事 

寳金 清博 北海道大学総長 

14:10 基調講演「SDGs で動くコロナの先の世界」※ 

講師：蟹江 憲史氏  

（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授） 

15:20 ＳＤＧｓに関する取組等の紹介※ 

     ・北海道大学 

     ・北海道名寄産業高等学校 

16:10 北海道内のＳＤＧｓの進捗状況について※ 

          （北海道総合政策部政策局計画推進課） 

16:20 オンラインポスターセッションの案内 

16:30 閉会 

※チャットによる講師、発表者との質疑の時間を設けます。 

■講師 蟹江
か に え

 憲史
の り ち か

 氏 

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表、国連 

大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） 

非常勤教授。北九州市立大学助教授、東京工業大学 

大学院社会理工学研究科准教授を経て、2015年より現職。専門は国

際関係論、地球システム・ガバナンス。国連におけるSDGs策定に、構想段

階から参画。SDGs研究の第一人者であり、研究と実践の両立を図ってい

る。日本政府SDGs推進本部円卓会議構成員、内閣府地方創生推進

事務局自治体SDGs推進評価・調査検討会委員などを務める。近著に

「SDGs（持続可能な開発目標）」中公新書（2020年8月刊行）があ

る。国連Global Sustainable Development Report (GSDR)の

2023年版執筆の独立科学者15人に選ばれている。 

博士（政策・メディア）。 

日時：令和3年（2021年）２月10日（水） 

１４：００～１６：３０（13:30から入室可） 

会場：オンライン（Zoomを使用しての配信となります） 

対象：どなたでもご参加いただけます。 

定員：４００名（先着順／申込み期限：2月3日(水)） 

申込み方法：下記の申込みフォームに必要事項を記入のうえ、お申し込みしてください。 

【申込みフォーム】 https://forms.gle/ESPzuLBqGv4WG1hw9 

※お申し込みいただいた方には後日事務局から当日の参加方法等に関するメールを送付します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本セミナー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 主査（ＳＤＧｓ推進） 

連絡先：011-206-6798 担当者：相馬・管野 

昨年の交流セミナーで好評だったポスター展示交流会を今年度はオンラインで実施します！ 

自らの取組をＰＲしたい方、連携先をお探しの方などの積極的なご参加をお待ちしております！ 

展示のお申し込みについては道庁ウェブサイト（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/koryu-

seminar2021.htm）をご覧ください。 

～ＳＤＧｓに関する取組等の紹介～ 

「SDGs達成に向けた北海道大学の貢献～課題解決の最前線から」（北海道大学） 

北海道大学は、大学の社会貢献度を SDGs の枠組みを使って可視化した「THE大学インパクト 

ランキング」における 2020 年度ランキングで国内第１位に選出された。本セミナーでは、高評価の

要因となった北海道大学の主要な取り組みを解説すると共に、北海道をフィールドに、気候変動によ

る生態系への影響評価の最前線で研究を行う若手外国人研究者による最新の研究成果と、その

社会への還元状況をわかりやすく伝える。 

「今、高校生が伝える SDGs」（北海道名寄産業高等学校 酪農科学科・農業クラブ） 

農業の視点から SDGs の理解を深める活動に取り組んでおり、主に学校農場を活用した 

ESD開放講座〔なよろ ESD ファーム〕や、SDGs ワークショップの開催に取り組んでいる。 

〔2019 年 10 月に農業クラブ顧問教諭が「2030SDGs」公認ファシリテーターに認定〕 

■SDGs に関する受賞歴・研修の実績（最近の活動） 

◎第１回 SDGs Quest みらい甲子園北海道エリア大会 北海道 SDGs アクション大賞 受賞〔2020 年 8 月〕 

◎北海道名寄産業高等学校 名農キャンパスが地域 ESD 拠点に登録〔2020 年 9 月〕 

◎教職員を対象とした研究会や、民間企業から依頼を受けて SDGs ワークショップを開催〔2020 年 10 月〕 

◎北海道主催の「SDGｓセミナー in 道北」（開催地：名寄市）における講師を担当〔2020 年 12 月〕 

〈ポスター展示者〉 

ポスター作成 
・自身の取組の紹介 
・連携希望事業の提案 など 
 

〈セミナー参加者〉 

〈ウェブサイト閲覧者〉 

北海道（主催） 

〈計画推進課〉 

質問・連携希望等の連絡調整 

申込み 

【オンラインポスターセッションのイメージ】 

・展示者への質問 
・連携希望の連絡 など 
 

当事者同士で直接連絡調整いただくことも可能 

ウェブサイトの作成・管理 質問等 

・質問への回答 
・連携に関する調整 
 

・連携に関する調整 
 

自身の取組のＰＲや連携先探しに 
どなたでもご質問等いただけます 

 

 

北海道大学 

北極域研究センター・准教授 

ホルヘ ガルシア モリノス氏 

 



申込み方法等につきましては、裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＳＤＧｓ×北海道 オンラインポスターセッション」 

令和3年（2021年）2月10日（水）から道庁ウェブサイトにて公開※ 

申込み対象：北海道SDGs推進ネットワーク会員※ 

出展料：無料 

申込み期間：令和３年１月１２日（火）～２月３日（水） 

※令和3年（2021年）2月10日（水）に道が開催（オンライン開催）する 

「北海道 × ＳＤＧｓ 交流セミナー2021」に併せて公開します。 

令和 3 年 2 月 10 日に北海道がオンラインで開催する「北海道×ＳＤＧｓ

交流セミナー2021」に併せ、皆様の取組等を紹介する特設ウェブサイトを

設置し、参加者との交流、意見交換に繋げるためのオンラインポスターセッ

ションを実施します。 

自らの取組をＰＲしたい方、マッチングの相手をお探しの方など、皆様の

積極的なお申し込みをお待ちしております！ 

展示資料はポスターではない既存の資

料やレポート資料などでも構いません。 

ただし、容量は 2MB までとしてください！ 

また、ファイルの形式は自由ですが、HP

掲載の際には全て PDF に変換します。 

※北海道ＳＤＧｓ推進ネットワークについては、下記ホームページをご参照ください。 

■ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/network.htm 



お問い合わせは、北海道 総合政策部 政策局 計画推進課（011-206-6798）まで 

 

 

「ＳＤＧｓ×北海道 交流セミナー2021」 ポスター展示申込書 

企業・団体・自治体等名称  

ご担当者 職・氏名  

ご担当者連絡先 
電 話： 

E-mail： 

「北海道ＳＤＧｓ推進ネットワ

ーク」への登録状況  

登録済     未登録 

（未登録の場合は、２月３日までに登録申込書をご提出ください。） 

自身の取組の紹介文※  

取組に関連するＳＤＧｓのゴール  

ホームページのURL 

（ない場合は不要です） 
 

※特設サイトに皆様の取組を掲載する際の紹介文となります。スペースに限りがありますので、１００文字 

以内で記載していただきますようお願いします（１００文字を超える場合は字数内に収まるよう当方で 

修文・一部削除させていただきます。）。 
   ※上記の申込内容は担当者職氏名、連絡先電話番号、ネットワークへの登録状況を除き、展示ページへの

掲載を予定しております。掲載を希望しない項目がありましたら、事前に事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

申込み方法：下記のポスター展示申込書及び掲載するポスターのデータ（２ＭＢ以内）を

添付のうえ、以下の提出先にメールにて提出してください。 

【申込書提出先】 北海道 総合政策部 政策局 計画推進課 

keikaku.suishin@pref.hokkaido.lg.jp（受付はメールのみ） 

※ポスターの作成につきましては、ＳＤＧｓロゴマークの使用方法、写真等の肖像権・著作権等にご留意ください。 

（展示内容に関するトラブル等については当方では責任を負いかねます。） 

〈ポスター展示者〉 

ポスター作成 
・自身の取組の紹介 
・連携希望事業の提案 など 
 

〈セミナー参加者〉 

〈ウェブサイト閲覧者〉 

北海道（主催） 

〈計画推進課〉 

質問・連携希望等の連絡調整 

申込み 

【オンラインポスターセッションのイメージ】 

・展示者への質問 
・連携希望の連絡 など 
 

当事者同士で直接連絡調整いただくことも可能 

ウェブサイトの作成・管理 質問等 

・質問への回答 
・連携に関する調整 
 

連携に関する調整 
 

自身の取組のＰＲや連携先探しに 
どなたでもご質問等いただけます 

mailto:keikaku.suishin@pref.hokkaido.lg.jp

