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業務目的・概要

札幌市では、持続可能な都市の実現に向けた取組として、気候変動対策や国連「持続
可能な開発目標（SDＧｓ）」などをテーマとした中高大学生などの若い世代や企業、行政
など年代や所属を超えた対話の場づくりを通じて、それらの主体による持続可能なま
ちづくりへの自主的参加を促し、その主体と連携した活動の実施を進めている。
その対話の場として2０19 年度より「札幌市みんなの気候変動SDＧｓ ゼミ・ワークショ
ップ」事業を展開し、ワークショップ形式で気候変動やSDＧｓ について学び、持続可能
な社会の実現に向けて様々な主体がどのような関係性の中で行動していくべきかにつ
いて考え、実行していく取組を行った。
本業務は、本事業の中で企画として参加者から提案があった、企業とユースが持続可
能な社会の形成に向けて協働して取組を進めるための対話の場を、オンラインワークシ
ョップ形式で実施するための運営補助業務を行うものである。

業務の内容

⑴ ワークショップの概要
気候変動対策及びSDＧｓ をテーマとした企業とユースによるワークショップを計８
回実施した。
ワークショップは、気候変動対策及びSDＧｓ を推進していくために企業が抱える課
題に対してユースとともに解決の糸口を探ることを目的とし、１回あたり２社を対象
とし、各社２回に亘る対話の場を設けた。（２社１組×２回の合計８回［企業数は８社］）
対話を通じて提案された取組については、対象企業とユース間で調整を行い、実施
につなげている。

開催日 参加企業
ユース
参加者数

第
1
回

初 日 2０21/1０/1（金） ・石屋製菓（株）
・（株）アレフ

25

2日目 2０21/1０/８（金） 22

第
2
回

初 日 2０21/11/1８（木） ・エア・ウォーター北海道（株）
・（株）テックサプライ／
ＮＰＯ法人SDＧｓ村・北海道

１７

2日目 2０21/11/25（木） １３

第
3
回

初 日 2０21/12/15（水） ・北海道コカ・コーラボトリング（株）
・ナチュラルスクールランチアクション
さっぽろ（ＮSＬＡさっぽろ）

８

2日目 2０21/12/23(木) １０

第
4
回

初 日 2０22/2/2８(月) ・北海道テレビ放送（株）（ＨＴＢ）
・ラッシュジャパン合同会社（ＬＵSＨ）

１３

2日目 2０22/3/15(火) ８

＜各回共通＞
・SDコンの開催時間は1８:3０～2０:3０
・メインファシリテーター 任意団体ｓｎｕｇ 代表 長谷川友子 氏
・配信会場は札幌市役所12階環境局会議室
・参加者は企業・ユースともにオンラインのみの参加
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(2) ワークショップの準備
事前の調整
ワークショップ開催の2時間前から準備・運営を行った。

＜開催当日のスケジュール＞
16:3０ 機材持込、配信準備
17:００ ファシリテーター・サブファシリテーター・グラフィッカー・札幌市担当者と

事前のMＴＧをＺｏｏｍにて実施
1８:００ 本番用Ｚｏｏｍ立ち上げ
1８:3０ SDコン開始
21:００頃 Ｚｏｏｍ終了、撤収

尚、準備、運営の際は、手指用アルコール消毒液の使用、マスクの着用、窓の開放による
換気の実施等、新型コロナウイルス感染症の拡大対策を講じて行った。

参加者募集チラシの作成
参加者募集用・企業募集用のチラシのデータを制作した。

参加者（ユース）募集チラシ 企業募集チラシ
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(３) ワークショップの実施（運営補助）

ワークショップの運営補助・オンライン開催に必要な機材の調達等

ワークショップ用のＺｏｏｍの設定、ワークショップ中のチャット投稿、投票機能の表示等
の運営補助を行った。また、配信に必要となるポケットＷｉ－Ｆｉを用意した。

ワークショップの記録作成

Ｚｏｏｍのレコーディング機能で各回の録画データを保存して別データにて提出した。
また、各回の記録を次ページ以降に取りまとめた。
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各回の記録 第１回ＳＤコンー１日目①

第1回SDコン（初日）
開催日時：2０21年1０月1日（金） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：石屋製菓㈱ 4名 ㈱アレフ 3名

ユース：25名

プログラム

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター自己紹介
・主催挨拶
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆

1８:44 ユースと企業の交流

・企業からの参加者の自己紹介
・ユースから企業への質問☆
・お互いのニーズについて話す☆
・全体共有

19:47 SDＧｓについて深堀り

SDＧｓぶっちゃけトーク☆
・全体共有
・SDＧｓとは（主催より）
・第2回への課題出し

2０:19 振り返り
・グラフィッカーより振り返り
・今日の感想、気づいたこと、この場から持ち帰りたいこと、
次回してみたいことを共有

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆はブレークアウトルームに分かれて実施

5



各回の記録 第１回ＳＤコンー１日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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各回の記録 第１回ＳＤコンー２日目①

第1回SDコン（２日目）
開催日時：2０21年1０月８日（金） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：石屋製菓㈱ 4名 ㈱アレフ ３名

ユース：22名

プログラム

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター自己紹介
・主催挨拶
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆
・初日の振り返り

1８:57 ユースと企業の交流
・企業の悩みを知ろう
・企業の悩みを深堀りしよう
・全体共有

19:39 コラボを生み出すために
・ユースと企業に分かれて作戦会議☆
・テーマを出して話し合う☆
・やろー・やってみたいことを共有

19:44 振り返り ・振り返り

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆マークはブレークアウトルームに分かれて実施
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各回の記録 第１回ＳＤコンー２日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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各回の記録 第２回ＳＤコンー１日目①

第2回SDコン（初日）
開催日時：2０21年11月1８日（木） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：エア・ウォーター北海道㈱4名 ㈱テックサプライ ３名

ユース：17名

プログラム

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター自己紹介
・主催者挨拶
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆
・第1回の振り返り

1８:51 ユースと企業の交流
・企業からの参加者の自己紹介
・ユースから企業への質問☆
・全体共有

19:26 コラボを生み出すために

・SDコンでやってみたいことを話し合う☆
・企業がSDＧｓに取り組むことについて
ぶっちゃけどう思う？☆
・全体共有

2０:1０ 振り返り
・振り返り
・結局SDＧｓってなんなの？

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆マークはブレークアウトルームに分かれて実施
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各回の記録 第２回ＳＤコンー１日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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各回の記録 第２回ＳＤコンー２日目①

第2回SDコン（２日目）
開催日時：2０21年11月25日（木） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：エア・ウォーター北海道㈱4名 ㈱テックサプライ ３名

ユース：13名

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター・主催者のトーク
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆
・初日の振り返り
・アンコンシャスバイアスについて知る

19:０3 ユースと企業の交流
・企業の悩みを知ろう
・企業の悩みを深堀りしよう
・全体共有

19:46 コラボを生み出すために
・テーマを出して話し合う☆
・やろー・やってみたいことを共有

2０:25 振り返り ・振り返り

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆マークはブレークアウトルームに分かれて実施

プログラム
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各回の記録 第２回ＳＤコンー２日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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本ワークショップ中にユースが提案したＦＣＶ試乗会が
2０22年1月31日（月曜日）に開催された。

当日は燃料電池自動車（トヨタ「MＩＲＡＩ」）の試乗の他、燃
料電池自動車に水素を供給する水素ステーションの見学
や、2人乗りの超小型電気自動車の「Ｃ+ｐｏd」や1人乗り
の3輪電気モビリティ「Ｃ+Ｗａｌｋ」の展示や、交通安全に
関するＶＲ体験などを通じ、約2０名の中高生・一般参加
者が水素エネルギーや燃料電池自動車、電気自動車への
理解を深めた。



各回の記録 第３回ＳＤコンー１日目①

第３回SDコン（初日）
開催日時：2０21年12月15日（水） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：北海道コカ・コーラボトリング㈱ 4名

ナチュラルスクールランチアクションさっぽろ 2名
ユース：８名

プログラム

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター自己紹介・スタッフ紹介
・主催挨拶
・SDコンってなあに
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆
・アンコンシャスバイアスについて知る
・第1回・第2回の振り返り

1８:5８ ユースと企業の交流

・企業からの参加者へ自己紹介
・ユースから企業への質問☆
・SDコンに求める出会いについて話す☆
・全体共有

19:36 SDＧｓについて

・SDＧｓぶっちゃけトーク☆
・企業がSDＧｓに取り組むことで社会にどのような影響を与えら
れる？☆
・全体での対話

2０:24 振り返り ・グラフィッカーより振り返り

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆マークはブレークアウトルームに分かれて実施
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各回の記録 第３回ＳＤコンー１日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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各回の記録 第３回ＳＤコンー１日目③

グラフィックレコード
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各回の記録 第３回ＳＤコンー２日目①

第３回SDコン（２日目）
開催日時：2０21年12月23日（木） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：北海道コカ・コーラボトリング㈱4名

ナチュラルスクールランチアクションさっぽろ ３名
ユース：1０名

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター自己紹介・SDコン説明
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆
・初日の振り返り
・参加者それぞれの違いを知る
・アンコンシャスバイアスについて知る

19::０８ ユースと企業の交流
・企業の悩みを知ろう
・企業の悩みを深堀りしよう
・全体共有

19:46 コラボを生み出すために
・テーマを出して話し合う☆
・やろー・やってみたいことを共有

2０:25 振り返り
・グラフィッカーより振り返り
・ユース運営メンバーの募集

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆マークはブレークアウトルームに分かれて実施

プログラム
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各回の記録 第３回ＳＤコンー２日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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各回の記録 第３回ＳＤコンー２日目③

グラフィックレコード
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各回の記録 第4回ＳＤコンー１日目①

第４回SDコン（初日）
開催日時：2０22年2月2８日（月） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：北海道テレビ放送㈱3名 ラッシュジャパン合同会社 3名

ユース：13名

プログラム

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター自己紹介・SDコン説明
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆
・アンコンシャスバイアスについて知る
・これまでの3回の振り返り

19:０1 ユースと企業の交流

・企業からユースへ自己紹介
・ユースから企業の方へ質問☆
・全体共有

19:41 休憩

19:44 コラボを生み出すために
・SDコンで求めている出会いについて☆
・SDＧｓについてぶっちゃけどう思う？☆
・全体共有

2０:16 振り返り ・次回話したい企業のお悩みの共有

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆マークはブレークアウトルームに分かれて実施
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各回の記録 第4回ＳＤコンー１日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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各回の記録 第4回ＳＤコンー２日目①

第４回SDコン（２日目）
開催日時：2０22年３月15日（火） 1８:3０～2０:3０
参加者 ：企 業：北海道テレビ放送㈱3名 ラッシュジャパン合同会社 3名

ユース：８名

時間 内容 詳細

1８:3０ チェックイン

・ファシリテーター自己紹介・SDコン説明
・目的・流れ・過ごし方の説明
・ここにいる私たちを知る☆
・参加者それぞれの違いを知る
・初日の振り返り

1８:59 ユースと企業の交流
・企業の悩みを知ろう
・企業の悩みを深堀りしよう☆
・全体共有

19:46 コラボを生み出すために
・テーマを出して話し合う☆
・やろー・やってみたいことを共有

2０:25 振り返り ・ファシリテーターより振り返り

2０:3０ 終了
・放課後タイム（交流タイム）
・Sｌａｃｋの案内

☆マークはブレークアウトルームに分かれて実施

プログラム
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各回の記録 第4回ＳＤコンー２日目②

ワークショップの様子

グラフィックレコード
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各回の記録 第4回ＳＤコンー２日目③

グラフィックレコード
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今後に向けて（提言）

計８回に渡って開催された気候変動対策及びSDＧｓをテーマとした
企業とユースによるワークショップ（SDコン）では、多くのユース（中
高大学生等）が参加し、企業の参加者とともに持続可能な社会の実
現に向けて対話を通じて自らができることについて考える機会を醸
成した。

その結果として、燃料電池自動車（ＦＣＶ）の試乗会の開催という具体
的なアクションにつながった事例もあれば、今後、「自分の地域や学
校でSDコンを開催したい」というユースの声も出てきたところであ
る。

普段、企業で働く大人と中高大学生等のユースが対等に対話をする
機会は皆無であるが、持続可能な地域を創るためには、自分が居住
する地域で働く大人がどのような課題感を持って仕事に取り組んで
いるのかをユースが学ぶ場を創ることは、将来、その地域を支える人
材の育成にもつながることから、今回のような企画は今後も継続し
て実施していくことが望ましいと考えられるとともに、今回参加した
企業やユースへの継続的なフォローも必要と思われる。


