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（株）愛研
（社）愛知県エルピーガス協会
愛知県環境輸送事業協同組合
愛知県古紙協同組合
愛知県再生繊維協同組合
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（社）食品容器環境美化協会
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新日鉄エンジニアリング（株）
新明和工業（株）中部支店
（財）水道サービス
（株）スズケン
（株）静環検査センター 名古屋支店
（株）セントラルビデオ
（株）タクマ 中部支店
（株）竹中工務店名古屋支店
（株）ダンロップスポーツ中部
中外テクノス（株）中部支社
（株）忠京
（株）チューコン
（株）中部ウエルボーリング社
中部重環オペレーション（株）
中部製紙原料商工組合
（財）中部電気保安協会
中部電力（株）
中部リサイクル（株）
中菱エンジニアリング（株）
（株）テクノ中部
（株）テクノ菱和 名古屋支店
（財）東海技術センター
東邦ガス（株）
東和不動産（株）
（株）富山環境整備
トヨタ自動車（株）
（株）トラスト
（株）中西
中日本建設コンサルタント（株）
中日本高速道路（株）
なごミスト設計（有）
（株）名古屋交通開発機構
名古屋港木材倉庫（株）
名古屋市一般廃棄物事業協同組合
（財）名古屋市建設事業サービス財団
名古屋市浄化槽協議会
（財）名古屋市リサイクル推進公社

（財）名古屋都市整備公社
（財）名古屋都市センター
なごや農業協同組合
名古屋プラスチック・ハンドリング（株）
名古屋リサイクル協同組合
名古屋リサイクル推進協議会
鳴海製陶（株）
南海鋼材（株）
（株）日展 名古屋支店
日本施設保全（株）
日本電気（株）東海支社
日本電話施設（株）
日本特殊陶業（株）
（社）日本塗装工業会 愛知県支部
（株）二友組
（株）服部組
早川工業（株）
（財）東山公園協会
（株）福島製作所
不二サッシ（株）
藤田電機工業（株）
富士電機システムズ（株） 中部支社
富士ホイスト工業（株）
ブラザー工業（株）
（株）ペトロ二十一
（株）松坂屋 
（株）丸榮
(株）三越
三菱重工環境エンジニアリング（株）
ミナミ産業（株）
宮崎精鋼（株）
（株）村上金属興業
名工建設（株）
名鉄協商（株）
（株）名鉄百貨店
（株）メルファム東海支社
（株）ヤマキン
（株）山田組
（株）山武ビルシステムカンパニー中部支社
（株）友和製作所
リゾートトラスト（株）
リンナイ（株）

環境デーなごや2009 協賛団体（50音順）環境デーなごや2009 協賛団体（50音順）

この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

環境デーなごや実行委員会事務局
（環境局環境都市推進課）

TEL.052-972-2661
FAX.052-972-4134

中央行事では、グリーン
電力証書を活用し、会場
で使用した電力をグリーン
電力でまかないました。

毎月8日は環境保全の日



ご あ いさつ
　藤前干潟の貴重な自然を壊したらいかん。私は、当時、国会議員として一番

最初に表明しました。それから藤前干潟のごみ処分場計画の断念、大幅なごみ

減量へと進み、そんな中で「環境デーなごや」が開催されることとなったと聞いていま

す。その「環境デーなごや」も今回で１０回を数え、約４５万人もの方に参加していた

だきました。これまでの名古屋市民の自然を大切にするという想いが、今年１０月の

生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）の開催に繋がったと思います。

　環境デーなごや２００９では、たいへん多くの市民の皆さんがＣＯＰ１０の盛り上げ

に向けて頑張ってくれたと思っています。

　６月の地域行事の１つ、全市一斉クリーンキャンペーンには、私も参加しました。

きれいなまちでＣＯＰ１０の来訪者を迎えるためにも、これからも各地域で地道にやって

いかないかん活動だと思います。他にも、地域環境イベントなどの自然観察会では、

緑地や川、干潟などで、親子連れが見慣れない生き物を見つけては歓声を上げて

いました。

　また、９月の中央行事では、園児と保護者が、昨年５月頃の田植えから自然の

恩恵と命の営みを感じながら育てたバケツ稲を６００個、中区の久屋大通公園に

集めて田んぼを作りました。稲穂が風で揺れる様子をじっと見つめる子どもたちの

まなざしが印象的でした。

　これらの気づきの積み重ねが、市民に生き物との暮ら

しのつながりを意識し、大切にしていくための行動を促し

ていくと思います。こうしたことを通じて、名古屋の生物多

様性をまもる活動の輪を拡げ、ＣＯＰ１０を成功させたい

と考えています。そして、自然と共に歩み、日本の風土を

生かした「環境首都なごや」を目指してまいります。

　「環境デーなごや」の開催にあたりまして、ご尽力

いただきました皆様、ご出展、ご協賛いただきました

皆様に、心から感謝いたします。 河村 たかし

環境デーなごや実行委員会　
名誉委員長（名古屋市長）
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ともにめざそう“環境首都なごや”
基本コンセプト・実施フレーム

地域行事
全市一斉クリーンキャンペーン・なごや2009
環境バザー
地域環境イベント
環境学習ウィーク・トライ＆アクション
環境学習講座
トワイライトスクール等環境体験学習
身近な自然体験会
市民・事業者エコキャンペーン
環境デー区民まつり編

中央行事
もちの木広場
エンゼル広場
久屋広場
光の広場

収支決算
「環境デーなごや」実行委員会

環境デーなごや2009 協賛団体



1

環境デーなごや2009  基本コンセプト環境デーなごや2009  基本コンセプト

ともにめざそう“環境首都なごや”

市民・事業者・
行政の協働

ともに学び、ともに行動する積極的な取り組み
○生物多様性市民ムーブメントの形成
　（生物多様性の保全に向けた市民意識の向上、市民行動の盛り上げ）
○低炭素社会を見据えた市民・事業者ムーブメントの始動
○さらなるごみ減量に向けた3R（発生抑制、再使用、再生利用）の取り組みの推進
○安心･安全で快適なまちづくりのための実践活動の促進

自然との共生

＜2010年10月生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）開催に向けて＞

’09年度の主な環境面での動き

○2009年「国際生物多様性の日」記念行事を５月に開催
○生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）の開催１年前記念行事を10月に開催

サブテーマサブテーマ

テーマテーマ

脱温暖化社会への
転 換

安心･安全･快適な
まちづくりの推進

循環型社会の
実 現

実施フレーム実施フレーム

地域行事地域行事 中央行事中央行事
環境デー
区民まつり編

6月6日（土）中心（環境月間）
全市一斉

クリーンキャンペーン・
なごや2009（各区）

環境学習講座
（各区）

環境学習ウィーク・
トライ＆アクション

（全市立小中特別支援学校）

トワイライトスクール等
環境体験学習

身近な自然体験会 市民・事業者
エコキャンペーン

地域環境イベント
（各区）

環境バザー
（各区）

5月～11月
各 区

 9月20日（日）
久屋大通公園



全市一斉クリーンキャンペーン・なごや2009全市一斉クリーンキャンペーン・なごや2009

地域行事

　市民、事業者、行政がパートナーシップのもと、全市全学区で清掃活動を実施するとともに、放置自転車追放

活動、路上禁煙啓発活動、違法看板追放活動、交通安全啓発活動なども併せて実施し、“安心・安全で快適な

まちづくり”を推進しました。

　各区の女性会が中心になって、リユース（再使用）を促進し、物を大切にする意識を啓発するため、環境バザーを

実施しました。
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各区安心・安全で快適なまちづくり協議会、町を美しくする運動学区推進委員会・学区連絡協議会、
名古屋都市美化連盟、市民経済局、環境局、各区役所、関係局・公所

多くの市民の参加に感謝する市長 多くの方々に清掃活動に参加していただきました。

港区会場の様子

環境バザー環境バザー
各区地域女性団体連絡協議会、教育委員会、各区役所

開 催 場 所
区役所講堂
区役所講堂
区役所講堂

区役所講堂・山田地区会館
区役所講堂

生涯学習センター
区役所講堂
区役所講堂
区役所講堂
区役所講堂
区役所講堂
区役所講堂
区役所講堂
区役所講堂

生涯学習センター
区役所講堂

6月19日（金）
6月28日（日）
6月  6日（土）
6月14日（日）
6月21日（日）
6月  6日（土）
6月13日（土）
6月14日（日）
6月13日（土）
6月  6日（土）
6月20日（土）
6月  9日（火）
6月  7日（日）
5月30日（土）
6月  6日（土）
6月  6日（土）

開 催 日区 名
千 種
東
北
西
中 村
中
昭 和
瑞 穂
熱 田
中 川
港
南
守 山
緑
名 東
天 白



取り組み例

環境美化活動
環境集会等の環境学習

自然観察
リサイクル工作
環境発表会
など

○ＣＯ２削減を目指す地域での「もういちど！」大作戦
　日常生活での環境にやさしい自主的な行動を促すため、

　地域での実践活動を実施しました。

○生物多様性保全の普及啓発
　市民レベルでの身近な自然とのふれあいの推進を

実施しました。

○循環型社会構築に向けた地域での３Ｒ推進活動
　循環型社会をめざして、３Ｒ（リデュース〈発生抑制〉、

リユース〈再使用〉、リサイクル〈再生利用〉）の推進を

通して循環型社会の構築を進めました。
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風呂敷講習会（瑞穂区） 自然観察会（熱田区）

環境学習ウィーク・トライ＆アクション環境学習ウィーク・トライ＆アクション

 6月1日から6月12日の2週間を「環境学習ウィーク」とし、各学校で環境学習プログラムを作成し、児童生徒が環境学習に

主体的に取り組み、地域へ積極的に発信する機会としました。

教育委員会、ＰＴＡ、全市立小中特別支援学校

清掃活動の様子（赤星小学校）

地域環境イベント地域環境イベント
各区・各学区保健委員及びその他地域組織、環境局、各環境事業所、各保健所

区 名 内　　容
マイバッグ推進店頭キャンペーン
東山動植物園 希少生物発見隊（魚類・両生類・爬虫類編）
みんなで考えよう生物多様性と地球温暖化 ～映画「ミーアキャット」の上映会～
マイバッグ持参推進店頭キャンペーン
エコライフコーナー
環境保全講演会
家庭から始めよう、みんなでエコライフ
（レジ袋削減キャンペーン、生ごみ資源化キャンペーンなど）
環境保全キャンペーン
環境局施策PRキャンペーン
「緑のカーテン」栽培講座
～もったいないを家庭から～の提案（Ｔシャツで布草履作り）
映画「アース」上映会～地球環境を考える～
エコライフ推進キャンペーン
自然観察会
３Ｒ 身近なことからはじめよう！！
環境デーみずほ２００９ ～身近なことから始めよう～
マイバック推進キャンペーン
自然観察会
エコドライブ＆ＣＯＰ１０・ごみ減量キャンペーン
CO2削減・ごみ減量・生物多様性保全キャンペーン
マイバッグ推進キャンペーン
生き物どうしのかかわりと自然観察会
事業者による加福地区一斉清掃
地域環境イベント
エコドライブキャンペーン
みんなで学ぼう～こどもエコライフ教室～
ごみと資源の分別バスケット
わたしのまちの自然発見 ～貴船学区ネイチャーゲーム～
地域３R実践活動「裂き編み教室とふろしき包み方教室」
ＣＯＰ１０啓発展示
環境保全講習会

天 白

名 東

緑

守 山

南

港
中 川

熱 田

瑞 穂

昭 和

中

中 村

西

北

東

千 種



　市民が環境について考え、意識を高める講座を開催しました。
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環境学習講座環境学習講座
教育委員会、各区役所、各生涯学習センター

区 名 事　業　名
残り物すっきりエコ・クッキング ～材料丸ごと使いきり・簡単・省エネ料理～
「ジュースソムリエ」に挑戦！ ～食の安全と身近な環境を考えよう～
①生ごみ減量・アスパ無料配布
②「金色（こんじき）の輝き！ ～ヒメボタルの神秘～」
①講演会「なごやの『さとやま』に生き物をおって」
②生ごみ処理講習会 生ごみを有機肥料にする『アスパ』の使い方
親子でマイ箸をつくろう！
子ども向け人形劇　エコレンジャーpartⅢ他 ～緑の地球を守るため新たな仲間参上！～
発見！川名公園 ～森の始まりとビオトープにふれよう～
生物多様性って？ ～ＣＯＰ１０に向けた取り組み～
親子でおしゃれエコ ～マイ箸・箸袋づくりに挑戦～
まるまる一日名古屋港 ～海から学ぶ自然と環境～
生ごみ堆肥を使った花の寄せ植え体験～美しく保つコツを教えます～
環境にやさしいガーデニング
空の不思議を実験で考えてみよう ～竜巻を作ってみよう！～
明るい未来を子どもたちに残すために ～一人ひとりができることを見つけ・やってみよう～
①地球にやさしい土づくり ～アスパで生ゴミを有機肥料にしよう～
②手打ちうどん作りでナチュラルフードを体験しよう ～カラダにも環境にも「安心・安全な食」を選んで～
素材を使い切り！まるごとクッキング ～親子でいっしょに～天 白

名 東

緑
守 山
南
港
中 川
熱 田
瑞 穂
昭 和
中
中 村

西

北

東
千 種

残り物すっきりエコ・クッキング（千種区）

　子どもたちが環境について考える機会となる環境体験学習をトワイライトスクール及び放課後子どもプランモデル事業

実施校253校で行いました。

トワイライトスクール等環境体験学習トワイライトスクール等環境体験学習
子ども青少年局、各トワイライトスクール及び放課後子どもプランモデル事業実施校

区 名 小　学　校
内山、春岡、千種、高見、大和、田代、上野、東山、自由ケ丘、千石、富士見台、星ヶ丘、宮根、
千代田橋、見付
旭丘、筒井、東桜、矢田、山吹、東白壁、葵、明倫、砂田橋
飯田、大杉、清水、杉村、名北、金城、城北、六郷、楠、光城、東志賀、味鋺、西味鋺、楠西、如意、
宮前、川中、六郷北、辻
榎、幅下、栄生、上名古屋、城西、児玉、枇杷島、南押切、江西、那古野、庄内、稲生、山田、平田、
比良、大野木、浮野、比良西、中小田井
中村、牧野、米野、日比津、柳、稲葉地、日吉、岩塚、六反、豊臣、千成、諏訪、稲西、八社、ほのか
名城、栄、新栄、松原、橘、平和、老松、大須、正木、千早、御園
鶴舞、吹上、村雲、松栄、御器所、広路、八事、白金、川原、滝川、伊勝
弥富、御劔、堀田、汐路、高田、瑞穂、井戸田、穂波、豊岡、陽明、中根
高蔵、旗屋、千年、船方、白鳥、野立、大宝
広見、露橋、愛知、八熊、昭和橋、常磐、八幡、荒子、正色、篠原、戸田、豊治、千音寺、長須賀、
万場、野田、明正、中島、玉川、西中島、五反田、春田、赤星、西前田
東築地、中川、大手、港西、小碓、西築地、高木、南陽、港楽、成章、明徳、稲永、東海、野跡、当知、
正保、神宮寺、西福田、福田、福春
豊田、明治、呼続、白水、桜、道徳、笠寺、大生、大磯、千鳥、菊住、宝、柴田、伝馬、星崎、春日野、
笠東、宝南
大森、小幡、守山、廿軒家、鳥羽見、瀬古、志段味東、志段味西、白沢、本地丘、天子田、二城、
森孝東、森孝西、西城、大森北、小幡北、吉根
鳴海、平子、鳴海東部、東丘、鳴子、有松、大高、緑、片平、戸笠、太子、旭出、浦里、黒石、長根台、
桶狭間、相原、桃山、南陵、大高北、徳重、滝ノ水、大清水、常安、小坂、熊の前
猪高、藤が丘、香流、猪子石、高針、西山、名東、梅森坂、蓬莱、本郷、貴船、上社、豊が丘、引山、
極楽、平和が丘、前山、北一社、牧の原
天白、野並、八事東、表山、平針、山根、相生、大坪、原、平針北、植田北天 白

名 東

緑

守 山

南

港

中 川

熱 田
瑞 穂
昭 和
中
中 村

西

北

東

千 種

周辺の美化活動（東築地小学校）
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名古屋堀川ライオンズクラブ、守山リス研究会、名古屋自然観察会、なごや東山の森づくりの会、
水源の森と八竜湿地を守る会、戸田川みどりの夢くらぶ、大将ヶ根ざわざわ森クラブ、てんぱくプレーパークの会、
藤前干潟を守る会、滝ノ水緑地公園愛護会、相生山緑地オアシスの森くらぶ、環境局

トンボ池の整備と竹林の除伐（相生山緑地）滝ノ水緑地でイキイキ森づくり

身近な自然体験会身近な自然体験会

ザリガニ池（ジャブジャブ池）かいぼり（天白公園） 干潟であ・そ・ぼ♪（藤前干潟）ざわざわ森の生物多様性（大将ヶ根）

八竜湿地をもっと知って、あそぼうよ なごや西の森と戸田川の生き物調べなごや東山の森できこり体験

リス・ムササビの生息する東谷山を知り、守る 庄内川で生きものウォッチング船から発見！ 私たちの堀川

　多数の市民が身近な自然と関わり、行動を通して自然や環境問題を考える契機とする体験会を実施しました。
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市民・事業者エコキャンペーン市民・事業者エコキャンペーン
6月6日またはその前後に市内の市民グループ・事業者が「環境デーなごや」の趣旨に沿った取り組みを各地域で実施しました。

区 名

瑞 穂

昭 和

中

中 村

西

北

東

千 種

団体・事業者名 行 事 名 実 施 時 期
（財）東山公園協会 クリーンキャンペーン 6月25日（木） 12：00～12：30
リコーエレメックス（株）技術センター 通勤路クリーンアップ 6月  5日（金） 10：00～11：30
名古屋市元古井公設協同組合 クリーンキャンペーン 6月  6日（土）   9：30～10：00
（株）大塚屋 地域美化活動 毎日    8：15～  8：45
セクダム（株） 清掃・省エネ活動 6月  5日（金）～6月  6日（土） 8：30～20：00
日本空調システム（株） 530（ゴミゼロ）運動 5月26日（火）   8：30～  9：00
コカ・コーラセントラルジャパン（株） 地域美化活動 6月17日（水）   9：00～11：00
中京コピー（株） 地域美化活動 6月10日（水） 12：15～12：40
愛知大学 ecoB・G 車道クリーンアップ大作戦 6月28日（日） 13：30～15：00
三協熱研（株） 会社周辺の地域清掃 6月  1日（月） 13：00～14：00
（株）メルファム東海支社 クリーンキャンペーン 6月  8日（月）   8：00～  9：00
名工建設（株） 名工エコキャンペーン 6月  4日（木）   9：00～10：00
大成建設（株）名古屋支店  5月29日（金）～6月26日（金）の毎週金曜日
（仮）アルカンシエルリュクスマリアージュ作業所 

作業所近隣道路の一斉清掃
 13：00～13：20

そよかぜ届け隊 エコ生活を楽しみませんか!!＊布ぞうり作りで＊ 6月10日（水）・6月24日（水） 13：00～15：00
（株）コスモ環境衛生コンサルタント 地域美化活動 6月  6日（土）   9：00～10：00
新大門商店街振興組合（有）鳥勝 大門エコキャンペーン 6月  4日（木）～6月  6日（土） 9：00～19：00
名古屋鉄道（株） 名駅をきれいにする名鉄グループの会 6月  8日（月）   9：15～  9：30
三菱化学（株）名古屋事業所 名古屋事業所周辺清掃活動 6月  1日（月） 12：20～12：50
三菱重工業（株）岩塚工場 工場周辺美化清掃活動 6月  3日（水） 17：00～18：00

名古屋駅地区街づくり協議会
 中村区クリーンキャンペーンへの参加

 （地域美化活動） 
6月  6日（土） 10：00～

（株）丸総 堀川沿遊歩道のごみ拾い 6月  1日（月）   8：40～  9：00
 ①環境講演会 ①5月20日（水）・6月3日（水）・6月17日（水）9：00～9：30
東和不動産（株） ②地域美化活動 ②毎月第一、第三水曜日の9：00～9：30
 ③グリーン商品購入運動 ③通年 

エコクラブ本陣
 エコ講座

 あまり布でサンバイザー 
6月  4日（木）・6月18日（木） 13：00～15：30

「ヒメボタルサミットiｎ愛知」実行委員会 名古屋城外堀ヒメボタル観察会＆紙芝居 5月30日（土） 22：00～23：00

名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち
 「“名古屋城外堀ヒメボタル”

 竹内さんのお話と絵本そして蛍とともに」 
5月23日（土） 22：00～23：30

東朋テクノロジー（株） 地域美化活動 6月  2日（火）   7：30～8：00

（社）名古屋建設業協会
 （社）名古屋建設業協会

 第15回ボランティア活動 
6月  6日（土）   8：00～11：00

森林を守るバナナくらぶ 鶴舞公園100周年記念事業 花まつり 5月  4日（月）～5月  6日（水） 10：00～15：00

手あみ生涯学習グループ
 

～もったいないは家庭から～
　 

6月  1日（月）～6月30日（火）（土曜・日曜日を除く） 
 
名古屋市高年大学鯱城学園環境学科 ｢全市一斉クリーンキャンペーンなごや2009」 6月  6日（土）   9：15～11：30
（株）東京設計事務所名古屋支所 地域美化活動 6月11日（木）   9：30～10：30
中日本建設コンサルタント（株） 地域清掃活動（堀川をはじめとした清掃活動） 6月  8日（月） 13：30～14：30
昭和建物管理（株） エコキャンペーン清掃 6月  5日（土）   7：30～  8：00
名古屋市科学館理工館・天文館改築工事 白川公園周辺の一斉清掃竹中・土屋・ヒメノ特別共同企業体 職長会  

6月  6日（土） 13：00～13：30

（株）松坂屋 名古屋店
 

マツザカヤエコフェスタ
 ①6月  3日（水）～  9日（火）

  ②6月  3日（水）～16日（火）
（財）中部電気保安協会 本部 地域美化活動 6月12日（金） 11：30～12：00
アルファエネック（株） アルファエネック環境デー 6月  6日（土）   9：00～10：00
大成建設（株）名古屋支店
セントライズ栄新築工事作業所 工事現場の周辺環境との一体化 6月  1日（月）～6月30日（火）

加藤建設（株） 環境デーなごや2009　地域美化活動 6月  8日（月） 17：00～18：00
中部復建（株） 地域文化活動 6月  2日（火）～6月30日（火）
（株）拓工 地域の清掃 6月20日（土）   8：30～  9：30
（株）シーテック　 鶴舞公園清掃活動 6月  6日（土） 10：00～11：00

（株）名古屋グランパスエイト
 名古屋グランパス 

 ホームスタジアムクリーンキャンペーン 
6月20日（土） 17：50～18：50

ブラザー工業（株） 第18回ブラザーグリーンキャンペーン 5月29日（金）   9：00～10：00
瑞穂通商店街振興組合 地域美化活動 通年
陽明フリーマーケット実行委員会 陽明フリーマーケット 6月  7日（日） 12：30～15：00
ゆうゆう木工クラブ エコワークショップ 6月13日（土） 10：00～15：30
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7

　各区で開催する区民まつりのテーマの一つとして「ともにめざそう

“環境首都なごや”」を掲げ、ＣＯ２削減、自然との共生、３Ｒの推進等の

環境をテーマにしたイベントやブース出展等を実施しました。
オリジナル

「エコバック」作り
（西区）

環境デー区民まつり編

内　容
ちくさ自然発見事業工作教室、プラバンキーホルダー作り、てんぷら油の回収とバイオディーゼル車の展示 など
環境にやさしいライフスタイル、エコ工作、環境保全キャンペーン
きれいなまちづくりコーナー、生物多様性PRコーナー、マイバック持参推進キャンペーン、環境コーナー
環境保全サッカーゲーム、生物多様性ドミノ・クイズ、走る昆虫教室（ファーブル号）の展示、オリジナル「エコバック」作り など
空き缶リサイクルアート体験、フリーマーケット、観て・作って・感じよう～生物多様性～、環境事業所PRコーナー
ごみ分別クイズ大会、CO2削減啓発、ごみの分別収集啓発

記念手形づくり、路上禁煙地区のPR、さがそう！自然？不自然？、エコドライブ宣言、ネイチャーゲームで自然体験など
プラ板工作、自然を生かした工作体験、エコライフチャレンジの募集　など
COP10魚釣りゲーム、エコドライブ宣言の募集、ファーブル号の展示、資源とごみの分別ゲーム、リサイクル工作教室など

エコドライブキャンペーン、エコライフキャンペーン、生物多様性キャンペーン、マイバック宣言、発泡手形づくり、資源分別ゲーム
リモネン手形工作、ミニ環境展（自然を生かした工作教室、自然観察会、緑区に生息する昆虫標本の展示など）
盛り上げよう!COP10、エコドライブの推進、ごみと資源の分別バスケット
ふろしき包み体験、CO2削減キャンペーン、ファーブル号の展示、リサイクル工作教室 など

  9月27日（日）
10月  4日（日）
10月18日（日）
10月18日（日）
10月24日（土）
10月18日（日）
　　中　止
  9月27日（日）
10月18日（日）
11月  3日（火・祝）
　　中　止
  9月27日（日）
10月17日（土）
  5月10日（日）
10月25日（日）

開 催 日区 名
千 種
東
北
西
中 村
昭 和
瑞 穂
熱 田
中 川
港
南
守 山
緑
名 東
天 白

名 東

緑

守 山

南

港

中 川

熱 田

名古屋トヨペット（株）本社 社外清掃活動 6月  6日（土）   8：30～  8：50
（株）ヤマキン 地域美化活動の実施 6月  6日（土）   8：00～  8：30
（株）シーピーアール 中京エコキャンペーン 6月12日（金）   8：30～  9：00
中京陸運（株） 中京エコキャンペーン 6月12日（金）   8：30～  9：00
（株）昭和 清掃活動 6月  8日（月）   8：40～  9：20
（株）東海八嶋 社屋近辺の清掃 6月  2日（火） 13：00～13：30
（株） 大和工芸 地域ボランティア清掃 5月30日（土） 10：00～11：00
一柳通商店街振興組合 総出で清掃デー 6月18日（木）   8：00～  9：00
（株） 山田組 地域美化活動 6月  6日（土） 12：30～13：30
恒川建設（株） 地域美化活動 6月  8日（土） 16：00～17：00
環境21期会（イー・ツー・ワン） 西の森（戸田川緑地）清掃 6月14日（日） 10：00～11：30
名港11号地親和会 地域一斉清掃（第14回） 6月12日（金） 12：10～13：00
フジトランスコーポレーション 周辺地域の環境美化活動 6月  4日（木） 14：00～15：00

大同大学 学生環境サミット活動報告 5月30日（土）・5月31日（日） 11：00～15：00
 周辺地域の美化活動 6月13日（土） 10：00～12：00

名鉄産業（株）
 「NO！レジ袋スタンプカード」による、

 記念品進呈キャンペーン 
6月  1日（月）～6月30日（火）

熱田神楽保存会 丹ハ山公園清掃 6月  7日（日） 8：00～9：00
  ①6月13日（土） 10：00～15：00
名古屋おもちゃ病院「とんかち」 おもちゃの無料修理 ②6月21日（日） 10：00～15：00
  ③6月13日（土） 13：30～16：00
アサヒビール（株） 名古屋工場 川田公園クリーン活動 5月25日（月） 15：00～16：30
フルタ工業（株） 地域周辺の一斉清掃 6月  9日（土）   9：00～11：00
鳴海製陶（株） 新海地公園クリーンキャンペーン 5月29日（金） 12：45～13：15
大高緑地の湿地を復元する会 湿地復元作業 6月14日（日）   9：00～11：30
グループはてな 水・暮楽しっく（みず・くらしっく） 6月  7日（日） 14：00～15：30
大成・東急・福田JV 東名阪自動車道
滝ノ水工事作業所 

現場周辺一斉清掃・草刈 6月  3日（水） 15：30～17：00

森林を守るバナナくらぶ 環境デーなごや2009
 バナナの茎を用いた紙すき体験 6月13日（土） 10：00～15：00

（株）小池建設 地域美化清掃活動 5月  6日（木）   9：00～11：00
（株）山林 エコキャンペーン2009 6月13日（土） 13：00～15：00

環境デー区民まつり編環境デー区民まつり編
各区区民まつり実行委員会、環境局、各区役所、各保健所、各環境事業所



　中央行事では、市民・事業者・行政のパートナー

シップにより、各ブースで日頃の環境活動の成果を

発信し、新しいライフスタイルやビジネススタイルの

提案・実践を行いました。

　今年は、来年の生物多様性条約第10回締約国

会議（COP10）の開催に向けて、生物多様性につ

いて楽しく学べるステージイベントやブース展開を

行いました。
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久屋大通公園（もちの木広場、エンゼル広場、久屋広場、光の広場）
環境デーなごや実行委員会

9月20日（日） 10:00～16:00【 日    時 】

【 会    場 】

【 主    催 】 151団体【 ブース出展団体数 】 約17万人【 参加者数 】

栄
バスターミナル
（噴水南）

広小路通

錦通地下鉄栄駅

もちの木広場 なごや環境大学のひろば

なごや
カーフリーデー2009

エンゼル広場 循環と生活のひろば

久  屋  広  場 地球環境ひろば

光  の  広  場 リユースひろば、エコカーひろば

環境局ステージ

○バケツ稲の田んぼ
園児と保護者が、命の営みを感じながら育てたバケツ稲が600個大集合しました。秋の実りの田んぼを
都心に作り、私たちの暮らしが生物多様性の恩恵で成り立つことや生物資源の大切さを発信しました。

○環境局ステージ
 ドライミストや遮熱塗料などを使った「環境おもしろ実験」や、「チェリッシュ」の地球だいすき！ トーク、
《愛・地球博》記念市民合唱団による歌のステージなどを通じて、未来の子どもたちに美しい地球を
贈り渡す「きっかけ」となるメッセージを会場のみなさんに伝えました。

○ＥＸＰＯエコマネーセンター出張所
会場内で環境にやさしい行動をしてＧＲＥＥＮシールを集め、ＥＸＰＯエコマネーセンター出張所で
ＧＲＥＥＮシール10枚を「ＥＸＰＯエコマネー」10ポイントに交換。また、会場で5ポイント以上を
植樹に寄附した方にはモリゾー・キッコロピンバッチをプレゼントしました。

特別企画

中央行事

バケツ稲の田んぼ
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    堀川太鼓の演奏 堀川太鼓を普及する会

    エイサーと沖縄民謡 わしたユンタクまいふなエイサー

    ドジラと藤前干潟の
　 生きものたちによるＣＯＰ１０の紹介 劇団シンデレラ

もちの木広場もちの木広場

感じるエリア

COP10と藤前干潟のPR

知るエリア４つのテーマを巡り、私と生き物とのつながりを学ぶアトラクションです。

芝生のステージ芝生のステージ

エコベジ・マーケット（朝市）開催エコベジ・マーケット（朝市）開催

生物多様性パーク生物多様性パーク

    地元の新鮮野菜販売コーナー

    岐阜県加子母の物産品販売コーナー  等

～生き物とのつながりを楽しく学ぶ体験型手作りテーマパーク～

特別プログラム特別プログラム
    自然観察ツアー「いきものみっけ」

    渡り鳥になって鳥の気持ちを体験「渡り体験ゲーム」

    オープントーク＆カフェスタイルで対話を楽しむ「ワールドカフェ｣
    テーマ「自然エネルギー」「身近ないきもの」「愛知の食」

    感じるエリア ～生き物のいる心地よい空間～

    見るエリア ～生き物の視点で見た世の中～

    知るエリア ～世界を結ぶ渡り鳥～ 名古屋と世界のつながり

    考えるエリア ～私にできることは何だろう？～
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22

33

44

かしもヒノっキオネットワーク
動物園から考える会
名東自然観察会
マザーズハーブ
NPO法人 持続可能な伝統文化を守る会
NPO法人 生態教育センター

（社）日本山岳会東海支部 猿投の森づくりの会
 グッドニュース・ジャパン
（社）名古屋建設業協会
 NPO法人 藤前干潟を守る会
 そよかぜ届け隊
 エコクラブ本陣

大将ヶ根ざわざわ森クラブ
手あみ生涯学習グループ
和ロハスの会
i-café
カフェ&ベーカリー マイルポスト
大塚製薬（株）名古屋支店

なごや環境大学のひろば

【 参加団体 】



    3R（リデュース、リユース、リサイクル）の取組
紙のリサイクル・アニマルペーパークラフト展

古着のリサイクル
循環型社会の実現にむけて
魚アラのリサイクル
エコキャップ活動って？
使用済み携帯電話の回収及びリサイクルの紹介
ガラスびんリサイクル
「おかえりやさい」の紹介・「おかえりやさい」サポーターの募集
不用おもちゃのリサイクルステーション・無償提供と交換
空容器のリサイクル
PETボトルのリサイクル
住宅リユース
リサイクルでエコライフ!
壊れたおもちゃは直して使おう～無料修理～
リユースびんを知っていますか？=飲んでぐるぐるビン・カエル=
ごみのリサイクルへの取組み
学ぼう！エコ建築から始める地球環境保護
エンジョイしようよ エコライフ！
守ろう地球環境、広げよう食品リサイクル
パソコンの再資源化紹介
「カートカン」飲んで気軽にエコ参加
みんなのエコパートナー
建設泥土の分級処理から生まれたリサイクル素材
5Rを推進して低炭素社会を作り環境と生計を守ろう！

…………………………………… 愛知県古紙協同組合・名古屋リサイクル協同組合
中部製紙原料商工組合・（財）古紙再生促進センター

………………………………………………………………………………………… 愛知県再生繊維協同組合
…………………………………………………………………………… （社）愛知県産業廃棄物協会

 ……………………………………………………………………………………………… （財）魚アラ処理公社
………………………………………………………………………………………………………… ecoB・G

………………………………………………………… （株）NTTドコモ 東海支社
………………………………………………………………………………………………… （有）大原硝子店

…………………………………………… おかえりやさいプロジェクト
……………………………………………… おもちゃの銀行はっぴーらびっと

…………………………………………………………………………… コカ・コーラ セントラル ジャパン（株）
…………………………………………………………………………………………… （株）シーピーアール

……………………………………………………………………………………………………… 太洋基礎工業（株）
………………………………………………………………………………… 経済産業省 中部経済産業局

…………………………………………………………… 名古屋おもちゃ病院とんかち
…………………………… なごや環境大学リユースびんプロジェクト

…………………………………………………………………… 名古屋市一般廃棄物事業協同組合
……………………………………………………………………… 名古屋市住宅都市局

……………………………………………………………………… 日本チェーンストア協会 中部支部
 ……………………………………………………（株）熊本清掃社 バイオプラザなごや

……………………………………………………………………… 一般社団法人 パソコン3R推進協会
……………………………………………………………………… （株）ポッカコーポレーション

………………………………………………………………………………………………… ミナミ産業（株）
………………………………………………………………… （株）ムラアーカム
…………………………………………………………… もったいないビレッジ

エンゼル広場エンゼル広場

日本チェーンストア協会 中部支部名古屋市一般廃棄物事業協同組合

循環と生活のひろば循環と生活のひろば

■ 出展いただいた事業者の皆様
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（株）ポッカコーポレーション ミナミ産業（株） （株）ムラアーカム

愛知県古紙協同組合
名古屋リサイクル協同組合
中部製紙原料商工組合

（財）古紙再生促進センター

（財）魚アラ処理公社 （株）NTTドコモ 東海支社 コカ・コーラ セントラル ジャパン（株）

（株）シーピーアール （株）熊本清掃社 バイオプラザなごや 一般社団法人 パソコン３Ｒ推進協会太洋基礎工業（株）

（有）大原硝子店（社）愛知県産業廃棄物協会

循環型社会に向けた市民・事業者の知恵を学び実践するひろばと、
生活の中から環境への取り組みを学び考えるひろば



センスオブワンダー ヴィレッジ2009  環境デーをもっとおもしろく市民の広場企画委員会

人力と自然エネルギーの遊園地

特別企画

    スローライフのすすめ
エコでピースなくらし方
天然資源をめぐって起こる環境破壊と人権侵害

名古屋をフェアトレード・タウンにしよう！
“目指せ環境首都”みんなでつくる住みよい自治体
緑・水暮楽しっく！
ケナフで地球のことを考えよう
未来のために「お金」でできること
バナナの茎から紙ができる！
“世界寺子屋運動”書き損じはがきキャンペーン

学生環境サミットCASE、リサイクルフラワーボトル工房

環境にやさしいフェアトレードの商品展示と販売
森のエビフライって知ってる？
ドイツ環境の最新とドイツビールを楽しむ
健康都市・食育・なごや健康体操・なごや食フェスタPR
バス乗って 地下鉄乗って みんなで減らそうCO2
住まいル（^o^）エコ住宅
あおなみ線・ゆとりーとライン・リニモ パークアンドライドで行こう!

エコについて考えよう！！エコ商品・エコソングの紹介
自然の中で生かされてる私たち「くらし方をみなおそう！！」

家族で作ろう 資源ゴミからエコトーイ
ものづくりの楽しさを子どもたちに伝え未来に繋ぐ輪と和を広げよう

エコボランティアのすすめ
廃棄物を有効利用しての「もったいない」精神を育む機会をつくる

ワークショップやモノ作り

…………………………………………… アースネット・なごや

………………………… （社）アムネスティ・インターナショナル日本“わや”グループ
……………………………… GAIAの会

………………… 環境市民・東海
…………………………………………………… グループはてな

 …………………………………… ケナフネットワーク
……………… コミュニティ・ユース・バンクmomo

……………………………… 森林を守るバナナくらぶ

……………………………………………… “世界寺子屋運動”名古屋実行委員会

…………………………………………… 大同大学工学部 都市環境デザイン学科
……… 中部フェアトレード振興協会

…………………… ツリーハガーズ・インターナショナル
……………………………… ドイツの仲間

……… 名古屋市健康福祉局
………………… 名古屋市交通局

…………………… 名古屋市住宅都市局・住宅供給公社

………………………………………………………………… 名古屋市住宅都市局
 …日本国連環境計画ファンデーション

…………………………………… めいきん生協（名古屋勤労市民生活協同組合）
 ……………………………………“遊”研究会

……………………………… ゆうゆう木工クラブ（愛・地球博ボランティアセンター）
…………… 連合愛知名古屋地協・てとてボランティア会

…………………………………………………………… NPOわくわくFRIEND’S
…………………………… わんぱく会ボランティアサークル

    名古屋市の取組
守ろう！名古屋のルール～ごみの分別と路上禁煙～
「歴史の里」基本構想についてのPR
なごやの街並木にふれてみよう
環境対応技術の紹介
「環境に配慮した道づくり」施工ワーキング

人力と自然エネルギーの遊園地

2Rスタイルなオープンカフェ
●容器のリデュース・リユースでGREENシールを集めよう
●環境デーなごや給水スポット

グリーンエネルギー
●自然エネルギーワークショップ
●グリーンlight X’mas 2009に参加しよう！
●MAKE the RULEキャンペーン

リユースステーション
●リユースステーションゆずりあうしくみの紹介とリユース品販売

小型家電リサイクル
●小型家電の分解作業の体験

グリーンコンシューマー
●グリーンコンシューマー買い物ゲーム「どっちを買う？」

グリーンマップ
●「あなたのお気に入りの場所は？」

…………… 名古屋市環境局
……………………… 名古屋市教育委員会

…………… （財）名古屋市建設事業サービス財団
……………………………………… 名古屋市工業研究所

………………… 名古屋市緑政土木局
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いらない雑誌で生きものづくり

多くの来場者でにぎわいました

リサイクルについて学ぶブース



    地球環境を守る事業所の役割
アサヒビールの環境保全活動
「暖（だん）と涼（りょう）をとる。」太陽熱エネルギーを体感しよう！
環境共生住宅で快適な暮らしを！
焼却灰から枯渇資源回収！！
石炭灰の有効利用の紹介
東邦ガスの環境への取り組み
高速道路における環境への取り組み
遮熱塗料でECO宣言 クイズに答えて 景品GET!
地球環境にやさしい舗装土の紹介

久屋広場久屋広場

なごミスト設計（有）

アサヒビール（株） 中部総括本部

地球環境ひろば地球環境ひろば

…………………… アサヒビール（株）中部統括本部
 … OMソーラー（株）・阿部建設（株）

 ……… 一般社団法人環境共生住宅推進協議会
 …………………………………… 中部リサイクル（株）
 …………………………………………（株）テクノ中部
……………………………………… 東邦ガス（株）

……………………… 中日本高速道路（株）
… （社）日本塗装工業会 愛知県支部

…………………………………… （株）服部組
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東邦ガス（株）一般社団法人 環境共生住宅推進協議会

（財）東山公園協会（株）服部組（社）日本塗装工業会 愛知県支部

中部リサイクル（株）

（株）いけうち

OMソーラー（株）・阿部建設（株）

中日本高速道路（株）

（株）テクノ中部

    地球環境を守る市民・NPOの役割
沙漠に緑を
堀川の清流をよみがえらせよう
市女性会ふれあいエココーナー
資源を大切に
堀川を清流に！
みんなの秘密基地！
名水（名古屋の水）のふるさと
環境サポーターの活動紹介
水源基金をつくろう
環境サポーターの活動紹介

……………………………… 名古屋産業大学 緑の協力隊実行委員会
…… 名古屋市高年大学23期環境学科水質運営委員会
……………… 名古屋市地域女性団体連絡協議会

…………………………………………… なごや消費者団体連絡会
……………………………………… 名古屋堀川ライオンズクラブ
……………………………… なごやユニバーサルエコユニット

………………… NPO法人日本ジャパンフード協会
……………………………… 「三環の会」と仲間たち

……………… NPO法人 みたけ・500万人の木曽川水トラスト
………………………………………… ロッキーサロン

    語ろう！冷暖房のいらない街ナゴヤにチャレンジ！
 　  協力：阿部建設（株）、（株）いけうち、ＯＭソーラー（株）、なごミスト設計（有）、（社）名古屋建設業協会、（社）日本塗装工業会 愛知県支部

    ともに考えよう！生物多様性
教えて「生物多様性・せいぶつ たようせい」
知ってる？どうぶつたちのこと
ワクワク・ドキドキ かすがい東部丘陵自然観察会にようこそ！
クイズ！「わたしたちも救われる生物多様性」
おやこで自然をたのしもう、自然体験プログラムの展示紹介
2010年COP10開催に向けて
みんなで調べよう残そう名古屋の自然
戸田川ってどんな川？
なごや西の森の恵でクラフトづくり
環境にやさしい名古屋港をめざして
子ガメと触れ合おう
生物多様性への脅威～エイリアン大集合～
生物多様性について、ゲームをしながら学ぼう！
海の生き物ロボットとふれあおう！！
走る昆虫教室 ファーブル号
みんなで調べよう残そう名古屋の自然

… NPO法人愛知環境カウンセラー協会
……………………………………… ALIVE名古屋

… かすがい東部丘陵自然観察会
………… 環境省中部地方環境事務所

…… こどもエコクラブ 自然の楽校
… 生物多様性条約第10回締約国会議支援実行委員会

……………… 生物多様性調査プロジェクト
………………………………………………… 戸田川発見隊

………………………… 戸田川みどりの夢くらぶ
…………………………… 名古屋港管理組合

……………………………………………… 名古屋港水族館
………… 名古屋市環境科学研究所
………………… 名古屋市環境局

………………………………… 名古屋市環境局
…………………………… 名古屋市生活衛生センター

………………………… 名古屋自然観察会

市長と市会議長による開会宣言

歌のステージ

手づくりエプロン等の販売

生物多様性の保全や自然との共生について、体験し学べるほか、CO2削減など地球環境
保全のための先進的なライフスタイル、環境産業の取り組みなどを体験するひろば

■ 出展いただいた事業者の皆様



光の広場光の広場

リユースひろばリユースひろば

エコカーひろばエコカーひろば

    ともに考えよう！生物多様性
木曽川水源の森を育てよう
名古屋城ヒメボタルの発信
東山動植物園～みんなで秋まつりに行こう！～
生き物お宝探し！！
みんなでやろまい！なごやの森づくり
東山の森の恵みでクラフトづくり
くまともりとひと
地球にやさしく、動物にやさしいものづくり体験
藤前干潟から学ぶ生物多様性
スローライフと里山資源
野生のニホンリスの保全と緑の回廊の形成活動の紹介
山崎川の生き物と問題点

    名古屋市の取組
みんなでへらそうCO2！
水の環復活2050なごや戦略の紹介
育む水の環
名古屋開府400年祭PR
Let’s Go! カーフリーデー♪
環境とデザイン

………………………………………… おんたけ休暇村
…………… 名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち

………… 名古屋市東山動植物園
………………………… 名古屋ため池生物多様性保全協議会

…… なごやの森づくりパートナーシップ連絡会
……………………… なごや東山の森づくりの会

…………………………………………… 日本熊森協会 愛知支部
……………… （財）東山公園協会

……………………… NPO法人藤前干潟を守る会
……………………………… NPOマルベリークラブ中部

………… 守山リス研究会
…………………………………… 山崎川グリーンマップ

…………………………………………… 名古屋市環境局
…………………………… 名古屋市環境局

………………………………………………… 名古屋市上下水道局
………………………………………… 名古屋市総務局
……………………………………… 名古屋市総務局

…………………………………………………… 名古屋市立大学

東邦ガス（株）（社）愛知県エルピーガス協会

13

    シンプルライフで 地球も幸せ わたしも幸せ
ジュンちゃんの3R体験ラリー
循環型社会をめざす名古屋のマスコットキャラクター「シャチのジュンちゃん」の
お面をかぶって、ごみ減量を楽しく学ぶ体験ラリーに出発！

「シンプルライフで 地球も幸せ わたしも幸せ」
使われずに捨てられた食品ごみやバーチャルウォーターを通して、
「地球」も「わたし」も幸せになる方法を考えよう！

リサイクル工作教室「親子で楽しくリサイクル！」
3Rサポーターといろいろな素材（牛乳パックなど）を使って、おもちゃや小物入れを作ろう！

ミニステージ
ふろしきを使った「ふろしき七変化」やエコまんがを使ったコンテストを実施するよ！

フリーマーケット
家庭の不用品をリユース！

（財）名古屋市リサイクル推進公社

リユース（再利用）を体験するひろば

エコカーやエコドライブを楽しく学ぶひろば

電気自動車や天然ガス自動車、LPガス自動車など環境にやさしいクルマが大集合！
環境にやさしい交通行動に関するクイズやアンケートに参加してスタンプを集めて、
エコドライバーグッズをゲットしよう。
「エコカー」「エコドライブ」のキャラクター缶バッジを作ろう!

独立行政法人環境再生保全機構

近くなら「徒歩」「自転車」
遠くなら「バス」「電車」

「エコドライブ10のすすめ」

選ぶポイントは
「★マーク」「燃費」

エコドライバー３か条エコドライバー３か条
環境にやさしい交通行動をする人

様々なエコカーが展示されました

フリーマーケット

３R体験ラリー

食器洗浄車「アラウくん」

生物多様性を楽しく学びます
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収支決算収支決算

1.収支の部

項　　　 目

名古屋市負担金

企業協賛金等

預金利子等

29,822,334

9,282,789

197

39,105,320

金    額

合　　　 計

項　　　 目 金    額

全市一斉クリーンキャンペーン・なごや2009 3,263,801

地域環境イベント 4,541,306

環境学習ウィーク・トライ＆アクション 3,674,130

環境バザー 1,840,000

環境学習講座 565,085

トワイライトスクール等環境体験学習 967,763

身近な自然体験会 577,672

中央行事 20,264,371

環境デー区民まつり編 2,913,106

一般管理費 498,086

39,105,320合　　　 計

2.支出の部

単位：円

単位：円
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「環境デーなごや」実行委員会「環境デーなごや」実行委員会

企業・団体名個人名

名誉委員長

委員長

河村　たかし 名古屋市長

役職

山田　雅雄 名古屋市副市長

委員

監事

岩田　正也 日本チェーンストア協会中部支部　事務局長（ユニー株式会社）

加藤　玲子 名古屋市地域女性団体連絡協議会　会長

鬼頭　正男 名古屋市区政協力委員議長協議会　議長

熊田　光男 名古屋市立小中学校PTA協議会　会長

鈴木　邦尚 市民経済局長

斯波　薫 環境局長

新海　洋子 環境省中部環境パートナーシップオフィス　チーフプロデューサー

高須　由紀夫 名古屋市立小中学校長会　会長（前津中）

津田　千代二 中区長

坪井　明治 名古屋市商店街振興組合連合会　理事長

藤野　賢吉 名古屋市保健委員会　会長

和喜田　恵介 中部リサイクル運動市民の会　事務局長

紅村　重直 名古屋市会計管理者

※名簿は、五十音順で敬称は省略させていただきました。

［平成22年3月末現在］



環境デーなごやの軌跡
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環境デーなごやの経緯
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環境の日
事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、
積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるために、環境の日を設ける。

（環境基本法第10条第1項）

藤前干潟の貴重な自然を守ろう ～ごみ非常事態宣言～
　名古屋市のごみ処理量は一貫して右肩上がりで増え続
け、平成１０年度には年間１００万トンに迫り、焼却能力・埋立
容量の両面で限界を迎えつつある状況になってました。
　藤前干潟に次期埋立処分場を建設する計画を進めていま
したが、渡り鳥の重要な飛来地であったため、このまま進めて
いいのか各方面で議論が沸騰しました。

　ごみを埋める所がなくなる！そんな切羽詰まった状況の中で
「ごみ非常事態」を宣言し、「２年間で２割、２０万トン」という
誰もが自信の持てない厳しいごみ減量目標を掲げました。
　この目標達成に向け、市民に訴え、理解を得て、ごみ減量と
いう行動に結びつけていく必要がありました。

環境デーなごや開催に至る本市の状況

指定袋制の導入 容器包装の資源収集

以前の愛岐処分場

藤前干潟

藤前干潟（ハマシギ） ©森井 豊久

古紙回収システムの充実

名古屋市は自然との共生を選択し、
平成１１年１月に、埋立計画を断念して
藤前干潟を保全することにしました。



　平成12年8月、「紙製・プラスチック製容器包装」の
新資源収集開始など様々なごみ減量施策を打ち
出しました。市民からの苦情や問い合わせが２ヶ月
間に１０万件、市役所に殺到しました。
　ごみ減量施策を市民に周知するため、町内単位
での地域説明会を昼夜・曜日を問わず開催しました。
２,３００回の説明会に、２１万人の市民が参加しました。
　こんな時に、全市を対象に環境問題を市民・事業
者・行政でともに考え、理解や関心を高めるため環
境デーなごやを開催することとなったのです。

環境デーなごや開催

19

「環境デーなごや」は、「環境にやさしいライフスタイルへの転換」をキーワードに、
来て、見て、知るだけの“one way”イベントでなく、

環境をテーマとした「参加実践型」のコミュニケーションイベントを目指します。

環境デーなごやの経緯

地域説明会

環境に配慮したライフスタイルの転換 パートナーシップの強化

　平成１１年７月18日（日）に名古屋
国際会議場（白鳥センチュリーホー
ル・イベントホール）にて“ごみ減量”
に関する市民レベルでの連帯感の
醸成をめざし開催しました。

　環境問題を身近に感じ
「環境に配慮した生活」を
実践するきっかけとして、
平成3年度から実施して
いる、楽しく環境問題を考
える参加型イベントです。

　市民・事業者・行政が一体と
なった快適な生活環境をつくり
だすために、昭和34年から、美
化・緑化・ごみ減量意識の普及
啓発活動を実施するものです。

町を美しくする運動ごみ減量市民大集会

平成11年に開催した「ごみ減量市民大集会」、平成3年から開催している「環境フェア」、
昭和34年から実施している「町を美しくする運動」の各取り組みを融合・発展させることにより、
環境デーなごやの開催につながりました。

環境フェア
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環境デーなごやの取り組みと成果
　環境デーなごや地域行事では、全市一斉クリーンキャンペー
ン、地域環境イベント、環境バザーの開催にあたり、区政協力委
員、保健委員、女性会を始め様々な方々にご協力いただき、市
民・事業者・行政の協働により、行事を実施しております。その他
にも、各種NPOや団体のご協力をいただき、身近な自然観察
会、市民・事業者エコキャンペーン、環境学習講座、環境学習
ウィーク・トライ＆アクション、トワイライトスクール等環境学習なども
実施しています。
　環境デーなごや中央行事では、各種NPO、事業者、行政が
市内中心部の久屋大通公園を会場に、およそ150ほどブース出
展し、お互い協力し合って行事を盛り上げています。
　環境デー区民まつり編では、市民団体、事業者、行政が協働
して地域に根ざした行事を実施しております。

地域環境イベント

環境バザー

身近な自然体験会

中央行事

市民・
NPO等

事業者行政

　平成11年のごみ非常事態宣言後、ごみを埋める所
がなくなる危機感から市民・事業者・行政が力を合わせ
てごみ減量に取り組もうという共通意識が芽生えまし
た。そして、それぞれの役割分担の下に連携して取り
組む「協働」が生まれました。この協働のもとに、大幅な
ごみ減量という成果をあげました。
　環境デーなごやは、環境への取り組みの成果をお互
い持ちより、交流を深めることで、ごみ問題を克服してき
た「協働」の取り組みを育むとともに、社会に広く発信
する役割を担ってまいりました。

環境デーなごやの経緯



　今後は、自然との共生や低炭素社会の実現に向けて、さらに市民・事業者・行政が協働して取り組
んでいく必要があります。環境デーなごやは、その原動力として期待されています。

環境デーなごやのこれから

　平成22年10月にCOP10開催
　2002年、藤前干潟が国際的に重要な湿地として、ラムサール条約に登録されたことは、名古屋市に
とって大きな出来事でした。
　藤前干潟には、世界から多くの渡り鳥が飛来します。鳥たちは、干潟に生息するゴカイやアナジャコ
などの底生生物をエサにしています。そして底生生物は、私たち人間が川に流した有機物を食べるこ
とで、水を浄化してくれています。
　こうした生き物のつながりがもたらす恵みは、たとえば水や食べ物などとして、私たちの暮らしを
支えています。しかし、モノを大量に消費する今の私たちの暮らしが、世界各地の生き物たちのつ
ながり“生物多様性”に影響を与えているのです。
　生物多様性の保全と持続可能な利用について話し合う場が、2010年10月に名古屋市で開催
される生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）です。COP10には、世界193の国と地域か
ら約8,000人が参加すると予想されています。
　このCOP10の開催を契機として、生物多様性なごや戦略では、2050年のビジョン「多様な生物と生
態系に支えられた豊かな暮らしが持続していく都市なごや」の実現を目指していきます。

◆自然との共生に向けて

～2050年までに温室効果ガス8割削減に挑戦します！～
　石油などの化石燃料枯渇の懸念や気候変動による自然災害や食料問題への影響の深刻化等、
地球温暖化問題を解決するために、化石燃料消費の少ない低炭素社会の構築に向けた国際的な
議論が活発化しています。
　2008年のG8（主要国首脳会議）では、世界全体の温室効果ガス排出量を半減させることが合意
されました。世界の人々が平等に負担を分かち合う視点に立つと、日本は、現在の一人あたりCO2排
出量を8割削減することが必要となります。
　名古屋市では、将来も快適で安全な暮らしをしてくために「低炭素都市2050なごや戦略」を策定
しました。この戦略では、2020年までに温室効果ガスを25％削減、2050年までに8割削減に挑戦する
目標を掲げ、3つの生活像を提案しています。そのライフスタイルは、歩いて暮らせる「駅そば生活」、
身近な自然に囲まれた「風水緑陰生活」、そして、超省エネ機器と自然を上手に組み合わせた「低炭
素｢住｣生活」です。私たちの力を集結して低炭素な生活を構築し、なごやの自然や風土を活かした
まちづくりを目指しています。

◆低炭素で快適な都市なごやの実現にむけて

21

環境デーなごやの経緯
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　人類が、大量生産・大量消費型の社会経済活動を続けると、資源の枯渇や廃棄物を受け入れる環
境容量の制約に突き当たることになり、社会経済の持続可能な発展に支障を来たすおそれがあります。
そこで、天然資源の消費抑制と環境負荷の低減を目指した循環型社会の実現が必要になります。
 名古屋市は、これまでの取り組みを通して根付いた分別文化をさらに発展させることで、「ごみか資
源か」という分別・リサイクルの取り組みにより大きな成果をあげた第１ステップから、「天然資源の投
入」と「環境負荷の排出」がともに少ない循環型社会をめざす第２ステップへと踏み出すため、名古
屋市第４次一般廃棄物処理基本計画を平成20年5月に策定しました。
　循環型社会の実現に向けて、今後は、「ごみも資源も、減らす、生かす」を基本方針に、「まず、
①発生抑制（元から減らす）」、「次に、②分別徹底（分けて生かす）」、「そして、③循環処理（素材
に応じて生かす）」という優先順位に基づいて施策を展開し、2020年度挑戦目標として、さらに2割の
ごみ処理量の削減を掲げて取り組んでいます。

◆循環型社会の実現に向けて

出典：低炭素都市2050なごや戦略　画：吉村直樹

今後も、環境デーなごやを通しての広報・啓発を進め、市民のみなさまに
さらに広く環境についての関心と理解を深めていきます。

環境デーなごやの経緯
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○○○○○○

 これ以降、2005年を除き、中央行事は久屋大通
公園で行われることとなりました。
　9月2日に行われた中央行事では、シャチのジュ
ンちゃんのお披露目もありました。
　区民まつり編でも、環境をテーマにしたイベントを
行い、年間を通してエコライフの実践にむけた意識
の高揚や行動へのきっかけづくりが進みました。

【概　要】

もちの木広場
（中央行事）

久屋広場ステージ
（中央行事） 町を美しくする運動

シャチのジュンちゃんのお披露目
（中央行事）

環境学習講座
（リサイクル工作教室）

　「環境にやさしいライフスタイル」とは何か？
　そんな疑問に答えるために、6月3日に「環境デー
なごや」を開催しました。
　主なイベント会場は鶴舞公園、大須商店街、ＪＲ
名古屋駅前です。
　地域を支える各種団体の皆さんのご協力によ
り、「クリーンキャンペーン2000」「リサイクルステー
ション」「環境バザー」などを実施しました。

ごみ減量先進都市をめざして
約33万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2000
【概　要】

環境先進都市なごやをめざして
春の行事：約23万人 中央行事：約10万人 総数：約33万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2001

市民大集会 PartⅡ

環境イベント in 鶴舞公園

子ども市民大集合

リサイクルステーション環境イベント in 鶴舞公園



　春の行事に「事業者エコキャンペーン」が加わり
ました。
　中央行事の特別企画として、飲み物の容器に
「リユースカップ」を利用する社会実験や、10月から
始まる「エコクーぴょん」の体験会を行いました。
　環境デーなごやの会場（久屋大通公園）と低公
害車フェアなごやの会場（鶴舞公園）を、天然ガス
シャトルバスで結び、相互のイベントを連携させて開
催しました。

【概　要】

エコクーぴょんのPR
（中央行事）

市女性会ステージ
（中央行事）

人力エコ遊園地
（中央行事）

　環境デーなごやの実施方向として、ごみ減量か
ら発生抑制へ、さらにはＣＯ２の削減など、一人ひ
とりのエコライフの実践をめざすことになりました。
中央行事では、発生抑制として脱レジ袋宣言のＰ
Ｒを行いました。
春の行事に「トワイライトスクール環境体験学習」
が加わりました。
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環境先進都市なごやをめざして
春の行事：約24万人 中央行事：約13万人 総数：約37万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2002
【概　要】

環境先進都市なごやをめざして
春の行事：約24万人 中央行事：約14万人 総数：約38万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2003

脱レジ袋宣言のPR
（中央行事）

トワイライトスクール環境体験学習
（廃油を利用した石けんづくり）

環境デー区民まつり編
（こども工作教室）

市民団体のブース出展
（中央行事）

地域環境イベント
（エコクッキング教室）

環境学習講座
（観察・クラフト・ネイチャーゲーム）

開会式（鼓笛隊）
（中央行事）
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○○○○○○

　中央行事は「愛・地球博」（3月～9月）の開催に
合せて、「愛・地球博 ささしまサテライト会場」にて6
月～9月に開催しました。
中央行事のテーマ：6月19日「リユース文化・地産
地消」、7月24日「自然との共生」、8月21日「グリー
ンコンシューマー、グリーンカンパニー」、9月11日
「市民環境力とスローライフ」
6月4日～9月25日の間、ＣＯ２とごみを減らすため、
日常生活を見直し、エコライフを実践していただく
チャレンジ企画「２２０万市民のもういちど！大作戦」
を実施しました。

【概　要】

フリーマーケット
（6/19 リユース文化・地産地消）

なごやエコキッズステージ
（9/11 市民環境力とスローライフ）

市民団体のブース出展
（8/21 グリーンコンシューマー、グリーンカンパニー）

打ち水大作戦
（7/24 自然との共生）

エコライフ行動を社会還元した植樹
（220万市民のもういちど！大作戦）

　モデル学区で行っていたクリーンキャンペーンを
この年から全市一斉に行うことになりました。
　春の行事に「身近な自然体験会」を開始しまし
た。中央行事の特別企画として、地球にやさしい行
動をポイント化し、ポイントに応じた特典を与える「エ
コマネー」の１日体験、「ベロタクシーと人力車の乗
り比べ」及び「食器洗浄車を活用したリユースカッ
プの利用」を行いました。

環境首都なごやをめざして
春の行事：約24万人 中央行事：約17万人 総数：約43万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2004
【概　要】

環境首都なごやをめざして
春の行事：約25万人 中央行事：約9万人 総数：約37万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2005

シギ・チドリ類ネットワーク参加認定証授与式
（中央行事）

低公害車フェアなごや
（中央行事）

食器洗浄車
（中央行事）

身近な自然体験会全市一斉クリーンキャンペーン



　中央行事の久屋広場特設ステージでは、タレント
の矢野きよ実さんも出演して、COP10に向けて日常
生活と密接な関わりのある「生物多様性」について、
市民のみなさんとともに考えました。
　また、レジ袋有料化促進モデル事業の実施事業
者との協定書締結セレモニーなどを行いました。
「なごやカーフリーデー2007」と連携し、ゲームラリー
などを行いました。
　市民のエコメッセージを満載した「ベロタクシー」が
環境デー会場とカーフリーデー会場を結びました。

【概　要】

身近な自然体験会ベロタクシー
（中央行事） 全市一斉クリーンキャンペーン

　中央行事の久屋広場特設ステージでは、「愛・
地球博」に登場した「未来の子ども」からのメッ
セージを通して、地球の未来を考えるためのショー
とエコソングの合唱などを行ないました。
　久屋広場に「出張ＥＸＰＯエコマネーセンター」
を設置し、当日のエコライフ宣言者やブースでの
ワークショップ参加者などにもポイントが付与され
る仕組みを取り入れました。
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ともにめざそう“環境首都なごや”
春の行事：約27万人 中央行事：約17万人 総数：約45万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2006
【概　要】

ともにめざそう“環境首都なごや”
春の行事：約28万人 中央行事：約17万人 総数：約46万人

【 テ ー マ 】

【参加者数】2007

なごやエコキッズステージ
（中央行事）

自然について学ぶブース
（中央行事）

市民団体のブース出展
（中央行事）

なごや環境大学のひろば
（中央行事）

出張EXPOエコマネーセンター
（中央行事）

レジ袋有料化促進モデル事業
協定締結セレモニー
（中央行事）

環境局ステージ
（中央行事）
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　中央行事の久屋広場に生物多様性関連の
ブースが集合し、名古屋港水族館によるウミガメと
触れ合うコーナーなどが出展されました。
　もちの木広場で「生物多様性まちなか発見隊」
として、いきもの探検ツアーが行われました。
　久屋広場特設ステージでは、レジ袋有料化拡大
に伴う実施事業者との協定書締結セレモニーなど
を行いました。

ともにめざそう“環境首都なごや”
春の行事：約28万人 中央行事：約18万人 総数：約47万人

キャラクター等の紹介

シャチのジュンちゃん
平成18年7月に策定した、
第2次名古屋市地球温暖化防止行動計画で、
本市独自の温室効果ガス排出量
「10%削減」目標を達成するための啓発ロゴ

循環型社会をめざす名古屋から生まれた
名古屋市の環境マスコットキャラクター

エッコ
なごや環境大学のキャラクター。
市の木であるクスノキから産まれた
エッコは、名古屋市民のエコ・ゴコロに
住む愛いっぱいの妖精。
兄妹は8人いるとか・・・。

コパ
環境について楽しく学べる、
名古屋市環境学習センター
（エコパルなごや）の
マスコットキャラクターで、
環境を考えるかわいいおばけ。

生物多様性条約第10回締約国会議
（ＣＯＰ10）の開催を愛知県名古屋に誘致し、
ＰＲするためのＣＯＰ10啓発用のロゴ

【 テ ー マ 】

【参加者数】2008
【概　要】

レジ袋有料化協定締結セレモニー
（中央行事）

地域環境イベント
（自然観察会）

なごやエコキッズステージ
（中央行事）

トワイライトスクール環境体験学習
（なかよし花だん）

いきもの探検隊（もちの木広場）
（中央行事）
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