
9 10

北海道ガス㈱ J：COM

選べるエネルギースクエア
家庭の電力自由化を受けて、各社の取り組みなどを紹介しました。

㈱NTTドコモ北海道支社
携帯電話、スマートフォン等の回収を通して、リ
サイクルに協力していただきました。

※5日（金）のみ

㈱キョクサン
工業用雑布に再生したり、カンボジアの直営店で
リユースするために、会場にて古衣料全般を回
収しました。
※6日（土）、7日（日）のみ

資源回収コーナー
携帯電話や古衣料などの資源回収や、企業の取り組みを紹介しました。

さっぽろ・はたらく車展
実際の工事現場で働く大・小のさまざまな重機や、スケルトンの清掃車など、運転席に座ったり、
写真を撮ったり身近に感じてもらいました。また、ベロタクシーの試乗会を実施しました。

● 出展企業・団体：住友建機販売㈱札幌支店、日立建機日本㈱北海道支社、北海道運搬機㈱札幌営業部
 札幌市環境局環境事業部、キャタピラーイーストジャパン（同）北海道支社
 コマツ建機販売㈱北海道カンパニー、酒井重工業㈱札幌営業所
 デンヨー㈱札幌営業所、北越工業㈱北海道支店、北海道いすゞ 自動車㈱／東北海道いすゞ 自動車㈱
 北海道開発局、北海道警察、札幌市下水道河川局下水道計画課、北海道日野自動車㈱札幌支店
 三笠産業㈱札幌営業所、ヤンマー建機㈱札幌支店、NPO法人エコ・モビリティサッポロ

太陽光発電設備や省エネ型の給湯・暖房機器、断熱窓や断熱壁模型など、省エネにつながる
設備やシステムが勢ぞろいした「省エネ住宅まるわかりハウス」を設置しました。

● 協力： （一社）日本住宅リフォーム産業協会北海道支部、 （一社）北海道エコエネルギー技術協会
 パナソニック㈱エコソリューションズ社、 北海道ガス㈱、 石油連盟 北海道石油システムセンター
 ㈱あかりみらい、北海道木質ペレット推進協議会

省エネ住宅まるわかりハウス
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体験教室 体験教室

水で電気が起きる電池づくり教室
どこにでもある「水」を使って電気を起こし、LED
電球が点灯する実験を体験していただきました。

● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：㈱カナモト

手作りおもちゃ教室・おもちゃの修理
札幌市内において無料でおもちゃの修理を行う
「おもちゃクリニック」のドクターによる「おもちゃ
づくり教室」を行いました。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：おもちゃクリニック

キャンドルづくり・マッチ体験

太陽光発電のヒミツ 楽しい実験でなっトク 電気をたくさんつくっトク

小さくなったろうそくを溶かしてキャンドルづく
り体験やマッチづけに挑戦してもらい、エネルギ
ーと環境問題を学んでもらいました。。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：北海道ガス㈱

太陽電池を使って、環境の違いによる発電量の比
較実験を行いました。晴れの時と曇りの時や温度が
低い時と高い時の比較によって理解を深めました。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：パナソニック㈱エコソリューションズ社

北海道の木を使った工作体験
おが粉と経木を使った作品づくりや、自由に木工
工作を楽しめるトンカチ広場、きぼうのプールづく
りも体験してもらいました。
● 実　施：8月6日（土）～7日（日）
● 提　供：北海道、北海道林業・木材産業対策協議会

鳥のくちばしビンゴ
くちばしの形の異なるシールを使ったビンゴゲー
ムを通して「適応」「多様性」を学んでいただきま
した。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：札幌市環境プラザ

手のひらで？水と塩で？発電体験
身近なもので発電できるエネルギーの仕組みを
学び、発電体験を行いました。

● 実　施：8月6日（土）～7日（日）
● 提　供：NPO法人北海道省エネまちづくり協会

大人も子どもも「たのしくまなぼう! でんきとエネルギー ミニ風車作り」
ミニ風車作り体験を通して、電気とエネルギーに
ついて楽しく学びました。

● 実　施：8月6日（土）～7日（日）
● 提　供：NPO法人 北海道グリーンファンド

リサイクル素材で作るシルバーアクセサリー工作
廃フィルムなどから回収した銀で開発された銀
粘土「アートクレイシルバー」でオリジナルのシル
バーアクセサリー制作体験してもらいました。
● 実　施：8月5日（金）～6日（土）
● 協　力：相田化学工業㈱

ＤＣＭホーマックのエコと住まいのお手入れ教室
エコに過ごす住まいに関することや、手づくりの
浄水器工作体験を通じて、水の大切さを学んで
いただきました。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：ＤＣＭホーマック㈱

「環境かるたのフォトフレーム」作りと「大判かるた大会」
かるたで作ったぬり絵のフォトフレーム作り。そし
て大判かるたで遊びながら、３Rや省エネを楽しく
学びました。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：（公社）札幌消費者協会

コウモリの生態に詳しい写真家
中島宏章氏による生態観察

知らない人が多いけれど、実は札幌にもコウモリは棲んでいる。コウ
モリに詳しい野生動物写真家の中島宏章氏を講師に招き、札幌や北
海道に住むコウモリたちの不思議な生態を学んでいただきました。
● 実　施：8月6日（土）～7日（日）
● 提　供：北海道コカ・コーラボトリング㈱×㈱地域環境計画

大学生による交通エコロジー教室と環境クイズ大会
北海商科大学の大学生を講師に鉄道貨物輸送に焦
点を当て、「環境にやさしい物流」、「北海道の物流に
おいての役割」等について学んでいただきました。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）
● 提　供：国土交通省北海道運輸局・
● 提　供：（公社）鉄道貨物協会北海道支部／北海道通運業連盟

楽しみながら環境について学べる自由研究にも最適な体験教室を開催しました。

補助金&住宅ローン活用 賢くリフォーム
　　～自己負担０円リフォームのしかた～
住宅のエネルギーマネジメント
　　～光熱費削減のヒント～

窓からの快適性向上

パナソニック㈱エコソリューションズ社　東野　遼一

YKKAP㈱開発本部住宅商品開発部北海道SE室　高橋　正人

リノベーションで素敵な暮らしを手に入れよう ㈱アルティザン建築工房　代表 新谷　孝秀

㈱Mr.ルーフマン 　代表取締役 秋山　信介

道産グルメランチストリート
キッチンカーによる多種多様なランチメニューの提供や
物産品等を販売しました。

● 出展団体：カフェパンジ、北小僧、㈱ＣＰＳ、ネザーランド

エコカー試乗・同乗会
水素で電気を生み出す燃料電池自動車トヨタ「MIRAI」の同乗体験や、
クリーンディーゼル自動車の試乗会を開催しました。

● 出展団体：トヨタ自動車㈱、クリーンディーゼル普及促進協議会

● 協力：NPO法人 ひまわりの種の会

● 協力：（一社）日本住宅リフォーム産業協会北海道支部、（一社）北海道エコエネルギー技術協会

住宅エコセミナー
住宅ローンや補助金に関する情報から、光熱費削減のアドバイスまで、
生活に関する役に立つセミナーを開催しました。

環境広場さっぽろエコツアー
出展ブースの展示内容をよりわかりやすく来場者に
ご理解いただくため、はじめてエコツアーを行いました。

● 出展団体：トヨタ自動車㈱、クリーンディーゼル普及促進協議会
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緑の妖精やまちゃんのECOなマジックショー
人気のマジシャン緑の妖精やまちゃんが環境広
場にやってきた。エコをテーマに楽しいマジック
の数々を披露してもらいました
● 実　施：8月5日（金）

ゆるキャラと打ち水大作作戦
札幌市の下水道キャラクターのクリンちゃんの
ほか、出展企業・団体のゆるキャラと一緒に、下水
の高度処理水を使って打ち水をしました。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）

バルーンアーチスト♪あいワークショップステージ
ステージを使ったバルーンアートのワークショッ
プを開催。バルーンアーチストのあいさんを講
師に、みんなで風船でお花をつくりました。
● 実　施：8月7日（日）

キッズダンスパフォーマンス
札幌市内のダンス教室の子どもたちによる元気
いっぱいのダンスステージを披露してもらいま
した。
● 実　施：8月6日（土）・7日（日）

ゆるキャラ大集合！ ECO○×クイズ
出展者から招いたゆるキャラが出演するエコ問
題の○×クイズ大会を開催。最後まで残った正解
者には記念品を贈呈しました。
● 実　施：8月5日（金）～7日（日）

石井ちゃんのLet’sスマートステージ！
さっぽろスマートシティプロジェクトのLet'sスマー
ト！アンバサダー石井雅子さんによるステージ。省
エネ〇×クイズなどで省エネ・節電をPRしました。
● 実　施：8月6日（土）

動物戦隊ジュウオウジャーショー
子どもたちに大人気の特撮戦隊「動物戦隊ジュウ
オウジャー」のキャラクターショーを開催しまし
た。
●実　施：8月6日（土）

特別イベント・ステージイベント
エコ製品大抽選会
液晶テレビや自転車、最新のエコ製品が当たる大
抽選会を実施しました。

● 実　施：8月6日（土）・7日（日）

来場者アンケート結果

Q.1 あなたの年齢は？

Q.4 このイベントに来たのは
初めてですか？ Q.5 このイベントを

何で知りましたか？ Q.6 このイベントに
来場した目的は何ですか？

Q.2 あなたの性別は？

Q.7 このイベントをご覧になって
どう思いましたか？ Q.8 このイベントを通じて

印象に残ったのは何ですか？

Q.3 あなたのお仕事などは？

10歳未満
24%

60歳以上
11%

20～30代
20%

10代
12%

40～50代
33%

女性
59%

男性
41%

いいえ
53%

はい
47%

その他

地下鉄ポスター

出展者の広報

広報さっぽろ

友人・知人から
公式ホームページ

テレビ

施設等のポスター

学校配布のガイドブック

市有施設等のガイドブック

新聞広告 19%

5%

41%

5%

1%

9%
13%

6%

1%

2%

6%

32%

ふつう
19%

良かった
77%

さっぽろ・はたらく車展

道産グルメランチストリート
エコツアー

ゆるきゃら大集合！打ち水大作戦

住宅エコセミナー

さっぽろECO活ラリー

省エネ住宅まるわかりハウス

ステージイベント

体験教室

企業・団体のブース

その他

夏休みの宿題対策のため

気になる企業・団体が出展していたから

気になる催しがあったから

今後のエコライフに役立つ情報を得るため

環境の勉強のため

環境ビジネスのため

会社員
（自営業、公務員含む）

24%

小学生
27%

その他
6%

中学生 3%

主婦
（パート等含む）

32%

高校生 0%

無職　7%

もの足りなかった　4%

大学生（短大・
専門学校含む）
 1%

7%

40%

17%

30%

4%

25%

6%

34%

15%

7%

10%

5%

4%

6%

1%

18%
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新聞広告などのメディアを活用し、出展者募集と開催告知を行いました。

広報実施内容

● 北海道新聞 《開催告知》
 全5段 本社版朝刊

［表面］

［中面］

● ホームページ ● フェイスブック ● フェイスブック広告
 7月11日（月） ～19日（火） 

● 公式ガイドブック（タブロイド版）
 市内全市立小中学校、セコマ等、全20万部配布

 7月21日（木） ～8月4日（木） 

 全3段／4月18日（月）

● 北海道新聞
 テレビ欄下

● フジサンケイビジネスアイ 《出展者募集》
 全5段／3月15日（火）､21日（月）
 全5段／4月5日（火）、27日（水）
 全5段／5月2日（月）､10日（火）
 記 事／4月15日（金） 

● フジサンケイビジネスアイ 《開催告知》
 全5段／7月25日（月）､8月4日（木）
 記 事／8月6日（土）

● ポスター（B3） 《開催告知》
 地下鉄額面／7月29日（金）～8月7日（日）
 その他、各市有施設、出展企業で掲出

● アクセスニュース 《開催告知》
 7月号
 

● 北海道新聞 《開催告知》
 ウェブバナー
 7月7日（木）～8月6日（土） 
 

 全10段／8月2日（火）

● フジサンケイビジネスアイ 《開催報告》
 全10段／8月12日（金）

［表面］
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出展企業・団体一覧
※50音順です。

企業・団体名 電話番号 ホームページアドレスファクス番号

住友建機販売㈱札幌支店

後志地域生物多様性協議会

（公社）食品容器環境美化協会

循環（くるくる）ネットワーク北海道

住宅金融支援機構北海道支店

㈲ジャパンマグネット

シナリー㈱

（一社）JBRC

（公社）札幌消費者協会

札幌市水道局

（一財）札幌市下水道資源公社

札幌市管工事業協同組合

（一財）札幌市環境事業公社

札幌市環境局 ごみ減量推進担当課

札幌市環境局 環境対策課・環境管理担当課

札幌市下水道河川局 下水道計画課

札幌市環境局 環境事業部

札幌市環境局 環境計画課 （スマートシティプロジェクト）

札幌市環境局 環境計画課 （さっスマ × COOL CHOICE）

札幌市環境局 環境計画課

札幌市環境局 エコエネルギー推進課

公立大学法人 札幌市立大学

酒井重工業㈱ 札幌営業所

コマツ建機販売㈱北海道カンパニー

国土交通省 北海道運輸局

クリーンディーゼル普及促進協議会

㈱キョクサン

キャタピラーイーストジャパン（同）北海道支社

環境省 北海道地方環境事務所

環境省J-COF

㈱カナモト

花王カスタマーマーケティング㈱

おもちゃクリニック

小樽市

NTTドコモ㈱北海道支社

岩倉化学工業㈱

NPO法人 エコ・モビリティサッポロ

㈱あかりみらい

0136-72-3374

03-5439-5121

011-375-9392

011-261-8301

0266-57-1523

03-3444-9770

03-6403-5673

011-728-8300

011-211-7014

011-818-3670

011-222-1811

011-219-2053

011-211-2928

011-211-2879

011-211-2877

011-211-2872

011-592-2346

011-846-8455

050-3486-7001

011-290-2726

03-5456-4331

0166-87-3187

011-881-6612

011-299-1952

03-5776-0402

03-5408-5605

011-712-5562

090-9513-8520

011-640-1111

011-876-0820

011-738-0750

011-807-3900

0143-46-5457

011-742-2431

011-892-6920

0155-37-5511

011-781-2122

011-709-1753

011-204-5492

011-882-4358

011-888-2073

011-280-1870

011‒251‒0110

011-222-0234

011-207-2104

011-728-5581

011-758-6060

011-661-0595

011-631-2142

011-222-1122

011-684-7651

0133-64-0198

03-3847-5279

011-722-7039

011-813-5999

011-299-1334

0144-56-3151

011-251-2231

044-548-7693

011-862-1221

011-892-6611

011-522-6882

011-242-7183

011-200-5055

https://www.yanmar.com

http://www.r-p-l.jp/

http://www.mitsuihome-hokkaido.com/

http://www.muroran-it.ac.jp/cedar/

http://www.matec-inc.co.jp

http://www.mikasas.com/japanese/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

http://www.hkd.meti.go.jp/

http://www.hokkaido-hino.co.jp/

http://npohsk.org

http://www.hokkaido.ccbc.co.jp/

http://www.h-greenfund.jp

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/

http://www.hokkaido-gpn.org/

http://www.hokkaido-gas.co.jp

http://ecoene.org/about.html

-

http://himawari.her.jp/wp/

http://www.airman.co.jp/

http://www.hokkaido-isuzu.jp/

http://www.kurinet.co.jp/hcm/

http://www.bandai.co.jp/kids/eco/

http://www.hitachi-kenki.co.jp/

http://hanna-sapporo.net

http://himawari-misono.com/

http://www.jerco.or.jp

http://www.japanccs.com

http://www.toray.co.jp/

http://www.toshiba-tpsc.co.jp/

http://www.homac.co.jp/

http://www.denyo.co.jp/

http://www.taiheiyo-cement.co.jp/

http://www.dos-inc.jp

http://www.paj-hokkaido.jp/

㈱り・ぷらんにんぐ

ヤンマー建機㈱札幌支店

室蘭工業大学  環境科学・防災研究センター

三井ホーム北海道㈱

三笠産業㈱札幌営業所

㈱マテック

北海道日野自動車㈱札幌支店

北海道地域定置用燃料電池システム普及促進連絡会

北海道水産林務部 林務局林業木材課

NPO法人 北海道省エネまちづくり協会

北海道コカ・コーラボトリング㈱

北海道警察

NPO法人 北海道グリーンファンド

北海道グリーン購入ネットワーク／プリプレス・センター

北海道ガス㈱

北海道開発局

（一社）北海道エコエネルギー技術協会

北海道通運業連盟

北海道運搬機㈱札幌営業部

北海道いすゞ 自動車㈱／東北海道いすゞ 自動車㈱

北越工業㈱北海道支店

NPO法人 ひまわりの種の会 ・ GEP

日立建機日本㈱北海道支社

㈱バンダイ

NPO法人 hanna

NPO法人 ひまわり会

（一社）日本住宅リフォーム産業協会北海道支部

日本CCS調査㈱

東レ㈱

東芝プラントシステム㈱

デンヨー㈱札幌営業所

（公社）鉄道貨物協会北海道支部

DCMホーマック㈱

㈱DOS

太平洋セメント㈱

石油連盟 北海道石油システムセンター

0136-72-3316

011-765-3355
011-768-2096

03-5476-2883

011-375-9392

011-271-5609

0266-57-1523

-

03-6403-5683

011-728-8301

011-232-1740

011-818-3683

011-222-3021

011-219-0882

011-218-5108

011-218-5108

札幌市環境保全協議会 （環境に優しい移動方法普及プロジェクト） 011-211-2877
011-218-5108

011-818-3441
011-812-5203

011-218-5108

011-211-2916
011-218-5105

011-211-2877
011-218-5108

011-211-2877
011-218-5108

011-218-5108

011-592-2369

011-846-8422

0133-73-9421

011-290-2716

03-5456-4332

0166-87-3178

011-882-1353

011-736-1234

03-5472-0145

03-3438-4455

011-712-5589

011-640-1114

011-876-0826

011-738-0740

011-898-8088

0143-46-5457

011-752-1531

011-892-6344

0155-38-7185

011‒204‒5492 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/北海道、北海道林業・木材産業対策協議会 011‒232‒1294

011-781-3390

011-726-7474

011-232-1294

011-882-4358

011-888-2040

011-280-1871

-

011-222-0235

011-207-2103

011-709-2311 http://www.hkd.mlit.go.jp/-

011-709-6379

011-758-6060

011-664-3678

011-642-0767

011-222-1129

0133-64-0194

03-3847-5047

011-684-7651

011‒722‒7037

011-813-6299

011-299-1344

0144-56-3177

011-231-2357

044-548-7884

011-860-2343

011-737-2717 https://www.rfa.or.jp011-737-2727

011-892-2164

011-522-6769

011-242-7182

011-200-5056

https://www.facebook.com/shiribeshiikimono/

http://www.sumitomokenki.co.jp/

http://www.kankyobika.or.jp

http://www.jhf.go.jp/

‒

http://www.japanmagnets.net/

㈱ジェイコム札幌 011-857-2801
011-857-2830

http://www.sinary.com/

http://www.jcom.co.jp

http://www.jbrc.com/

http://www.sapporo-shohisha.or.jp/

http://www.sapporo-src.com/index2.html

http://www.city.sapporo.jp/suido/

http://www.sakkankyo.or.jp/

http://www.kankyou-sapporo.jp

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/kyogikai/

http://www.city.sapporo.jp/gesui/

http://www.city.sapporo.jp/seiso/

http://www.city.sapporo.jp/seiso/

https://www.scu.ac.jp/

http://www.city.sapppro.jp/kankyo/energy/

http://www.city.sapppro.jp/kankyo/

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/smartcity/index.html

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/smartcity/index.html

https://www.sakainet.co.jp/

https://www.komatsu-kenki.co.jp

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/

http://cleandiesel.gr.jp

http://www.kyokusan.co.jp

https://www.nipponcat.co.jp/

http://hokkaido.env.go.jp/

http://www.oecc.or.jp/

http://www.kanamoto.co.jp

http//www.kao.com/jp/

0134‒32‒4111
0134‒32‒5032

‒

http://www.city.otaru.lg.jp/kankyo

011‒242‒6830
011‒207‒6868 http://www.nttdocomo.co.jp/

http://omocha-clinic.sakura.ne.jp/db

http://www.iwakura-chem.co.jp

011-788-5480
011-788-5480 http://velotaxi-sapporo.jp/

http://www.akarimirai.com/


