開催報告書
～ 20回記念版～

シャチのジュンちゃん

毎月８日は環境保全の日

ごあいさつ
「環境デーなごや2019」の開催にあたり、ご尽力いただいた皆様ならびに出展・
協賛いただいた皆様に、心から感謝します。
「環境デーなごや」は、平成11年の「ごみ非常事態宣言」を契機にスタートした
もので、この開催で20回目となりました。
今回の「環境デーなごや」は、
「つながる つくる なごやのみらい」をテーマに、
20年を振り返るとともに、なごやの未来を思い描き、一人ひとりが今行動すべきこ
とを考えるきっかけとなるよう、分野や主体、世代を超えて交流する場や、環境に
ついて学び合える場を提供しました。
地域行事では、地域の皆様のご協力のもと、全市一斉クリーンキャンペーンをは
じめ、ごみ・生きもの・緑などをテーマにした身近な自然体験会や環境学習講座な
どの様々なイベントを行いました。
中央行事では、148団体がブースを出展し、日ごろの環境への取り組みを発信し
たほか、環境デーなごや20回目を記念した企画や「国連生物多様性の10年」の最終
年に向けてステージを行うなど、身近なエコ活動や、生物多様性について多くの方
に理解していただくきっかけとなりました。また、SDGs（国連サミットで採択され
た持続可能な開発目標）について皆様に知っていただく企画も行いました。
さらに、出展者の皆様と協力し、ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの使用の
自粛を行い、来場者の皆様にはエコバッグをご持参いただくなど、多くの方と一緒
にプラスチックごみの削減に取り組みました。
名古屋市は令和元年７月に SDGs 未来都市に選定されました。経済・社会・環境
が調和した持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいりますが、そのためには、
市民の皆様一人ひとりが環境問題を自分ごととして捉え、身近なところから環境に
配慮した行動をとることが不可欠です。
ごみ減量、CO₂の削減および生物多様性の保全などの分野で継続的に活動されて
いる市民、事業者の皆様には、今後も本市の取り組みにお力添えをいただきますよう、
よろしくお願いします。
令和２年３月
環境デーなごや実行委員会
名誉委員長（名古屋市長）

河村 たかし

目

▶基本コンセプト
的

●環境問題をともに考え、理解や関心を深める。
●市民・事業者・行政の協働のもと、よりよい環境づくりへの具体的行動の契機とする。

ともにめざそう “ 環境首都なごや ”

自然との共生に向けた
地域づくりの推進

低炭素社会の
実現

循環型社会の
実現

安心 ･ 安全 ･ 快適な
まちづくりの推進

市民・事業者・行政の
協働

（快適な生活環境づくり）

（ともに学び、ともに行動する積極的な取組）
●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
●「自然との共生」に向けた取り組みの継続・浸透
●環境にやさしいライフスタイル・ビジネススタイルの定着
●安心・安全で快適なまちづくりのための実践活動の促進

テーマ

つながる つくる なごやのみらい
20年を振り返るとともに、なごやの未来を思い描き、一人ひとりが今行動すべきことを考え
る契機とするため、分野や主体、世代を超えて交流することで、環境について学び合える場をつ
くる。
重点的な取り組み

●環境デーなごや20周年 ● COP10から10年に向けた取り組みの促進 ● SDGs の普及啓発

▶行事概要

地域行事
６月１日土を
中心に実施

P. １～ P. ３

パートナー
シップ事業

●全市一斉クリーンキャンペーン・なごや（各区）P. １
●地域環境イベント（各区）
P. １
●環境バザー（各区）
P. ２
●環境学習講座（各区）
P. ２
●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）
P. ３
●身近な自然体験会
P. ３

中央行事

６月１日土を
中心に実施

９月14日土
に実施
（久屋大通公園）

P.4

P. ５～ P.16

区民まつり

（環境デーコーナー）

20回記念

５月～11月
に実施
（主に10月）

環境デー
なごやの軌跡

P.17

P.18 ～ P.27

地域行事

全市一斉クリーンキャンペーン・なごや 2019
主催

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

市民・事業者・行政のパートナーシップのもと、全市全学区で清掃活動を行い、町美意識の高揚を図り
ました。併せて、“ 安心・安全で快適なまちづくり ” を推進するため、放置自転車追放活動、路上禁煙啓発
活動、違反広告物対策活動なども実施しました。

セレモニー

清掃活動

清掃活動

地域環境イベント
主催

期

各区・各学区保健環境委員会及びその他地域組織、環境局、各環境事業所、各公害対策室

テーマは「自然との共生に向けた普及啓発」
「エ
コライフの実践に向けた啓発」「循環型社会構築
に向けた地域での３R 推進活動」「フェアトレー
ドの理念の普及啓発」の４つ。緑のカーテン講習
会、自然観察会、エコライフ推進キャンペーン、
リサイクル工作教室、ごみ分別クイズなど、それ
ぞれのテーマにちなんだイベントを開催しました。

間

６月１日●
土を
中心に活動
会
場
各区・各学区

緑のカーテン栽培講座

東
北

※北区、西区、中村区、中区と合同開催

きちんと分別！資源・ごみ分別コーナー
緑のカーテン栽培講座 ※中区と合同開催
親子エコ工作教室
※北生涯学習センター共催

庄内緑地夏休み昆虫教室

※東区、西区、中村区、中区と合同開催

名城公園夏休み昆虫教室

環境事業所

※東区、北区、中村区、中区と合同開催

夏休み親子エコ工作教室 ※西図書館共催
名城公園夏休み昆虫教室
※東区、北区、中村区、中区と合同開催

エコライフ推進キャンペーン

緑のカーテン栽培講座 ※中村図書館共催
庄内緑地夏休み昆虫教室
夏休み親子エコ工作教室 ※中村図書館共催
名城公園夏休み昆虫教室

名東

※東区、北区、西区、中区と合同開催

※東区、北区、西区、中区と合同開催

エコ・クッキング教室

緑のカーテン栽培講座 ※北区と合同開催
庄内緑地夏休み昆虫教室
※東区、北区、西区、中村区と合同開催

名城公園夏休み昆虫教室

※東区、北区、西区、中村区と合同開催

天白

中

西区
公害対策室

緑のカーテン栽培講座
庄内緑地夏休み昆虫教室

緑

中村

西区
公害対策室

資源・ごみの分別及びごみ減量キャンペーン

守山

環境事業所

※東区、西区、中村区、中区と合同開催

南

西

西区
公害対策室

環境事業所
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港

西区
公害対策室

名城公園夏休み昆虫教室

中川

環境事業所

※北区、西区、中村区、中区と合同開催

熱田

西区
公害対策室

ごみと資源の分別バスケットゲーム

瑞穂

環境事業所

容

エコなふろしき活用教室

昭和

千種

期間中、子どもから大人まで誰でも気軽に参加できる

エコイベントを各区や学区単位で開催しました。「自

然との共生」「環境に優しいライフスタイルの定着」「さ

らなるごみの減量」「安心・安全で快適なまちづくり」

について参加者たちは、よりよい環境づくりに向けて、

ともに学び、行動しました。

名東区
公害対策室

内

毛糸でかわいい『エコたわし』づくり＆エコラ
イフキャンペーン
緑のカーテンづくり講習会
エコライフキャンペーン
エコ教室
お絵描きごみ収集車と分別クイズ、フードドラ
イブコーナー
緑のカーテン栽培講座 ※東図書館共催
庄内緑地夏休み昆虫教室

お絵描きごみ収集車

区

区

実施主体
環境事業所

自然観察会

資源・ごみ分別クイズ

実施主体

環境事業所
名東区
公害対策室
環境事業所
南区
公害対策室
環境事業所
港区公害対策室
港区公害対策室
環境事業所
港区公害対策室
港区公害対策室
環境事業所
港区公害対策室
港区
公害対策室
環境事業所
南区
公害対策室
環境事業所
名東区
公害対策室
環境事業所
南区公害対策室
環境事業所
名東区
公害対策室
環境事業所
南区
公害対策室

内

容

エコライフ推進キャンペーン

おうちでミニトマトをつくってみよう！
緑のカーテンづくり講習会
公共施設における緑のカーテンづくり
エコ教室

環境デーみずほ2019 〈エコライフ推進キャンペーン〉

環境デーみずほ2019 〈パネル展示・クイズコーナー〉
緑のカーテン栽培講座
エコなふろしき活用教室 &
みんなで減らそう！ CO₂
緑のカーテンづくり講習会
エコライフキャンペーン
緑のカーテンづくり講習会
エコライフ推進キャンペーン
緑のカーテンづくり講習会
藤前干潟生きもの観察会

みんな集まれ！わくわくエコひろば
緑のカーテン栽培講座
自然観察会
加福地区一斉清掃

全市一斉クリーンキャンペーンなごや2019
緑のカーテンづくり講習会
エコライフ・フェアトレードキャンペーン
ふろしきと緑のカーテンでエコライフ
ごみと資源の分別バスケットゲーム

緑のカーテンづくり講習会
公共施設における緑のカーテンづくり
本郷学区本郷公園子ども自然発見！隊
環境デーコーナー〈ごみ分別クイズ〉

環境デーコーナー〈緑のカーテンクイズ〉
緑のカーテン栽培講座

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

主催

リユース（再使用）を促進し、物を大切に長
く使うことを考える機会とするため各区の女性
会が中心になって、不用品等を販売するバザー
を開催しました。

区

名

開

催

日

開

催

場

所

区

名

開

催

日

開

千種

6月21日（金）

区役所講堂

熱田

6月15日（土）

区役所講堂

東

6月23日（日）

区役所講堂

中川

6月 1日（土）

区役所講堂

北

6月 1日（土）

区役所講堂

港

6月22日（土）

区役所講堂

西

6月 9日（日）

区役所講堂、支所講堂

南

6月11日（火）

区役所講堂

中村

6月16日（日）

区役所講堂

守山

6月 1日（土）

区役所講堂

中

6月 8日（土）

中生涯学習センター

緑

5月25日（土）

区役所講堂

昭和

6月 8日（土）

区役所講堂

名東

6月15日（土）

区役所講堂

瑞穂

6月 9日（日）

区役所講堂

天白

6月 1日（土）

区役所講堂

催

場

所

環境学習講座
主催

教育委員会、各区生涯学習センター

エコクッキング、自然観察会、生ごみリサイクル、エコ工作など、市民が環境について考え、意識を高めることを目的としたさまざ
まな講座を開催しました。
区

名

千種

名

食べて学習！省エネルギー
地球にやさしい調理実習！食 de エコ！

北

えっ！これでスイーツができちゃうの！？～まだ使える食材、生かしましょう！～

中村
中

生ごみ処理講習会「アスパ」で生ごみを有機肥料に！～使い方を学んで、ごみ減量～
紙で作ろう！立体・生き物王国～新聞チラシでリサイクル工作～
食材を無駄なく使う「使い切りクッキング」～おいしく作って「食品ロス」削減～
子ども向け人形劇「おねがいエコぞうⅡ」ほか

瑞穂

親子で協力！食品ロス、ゼロをめざして！

熱田

親子で大満足！ LED ランプ作り～わかりやすく学べます～

中川

生き物観察とお花のリース作り～親子でみつけた！戸田川の魅力～

港

育てて楽しむ！港区の花、ハイビスカス～眺めても、飲んでも味わえるその魅力～

南

はちみつを使って石けんを作ろう

守山
緑

生き物観察とお花のリース作り

業

東

西

親子で協力！食品ロス、ゼロをめざして！

事

どうして蛍は光るのか～発光生物について～
親子で楽しく自然の恵みを収穫！～地産地消の大切さを学ぼう～

名東

思い出を形にして残そう～古着を活用したエコリースづくり～

天白

相生山緑地の森でヒメボタルを観察しよう！

※昭和区は悪天候のため中止
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地域行事

環境学習ウィーク・トライ＆アクション
主催

全市立小中特別支援学校、PTA、教育委員会

５月27日（月）～６月７日（金）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。

児童生徒の
主体的な環境学習

環境学習の成果を
地域へ発信

（取組例）

・ごみ分別学習
・河川水質調査、大気汚染調査
・自然観察
・リサイクル工作
等

環境に関わる体験学習

（取組例）

・校内外の清掃活動
・花いっぱい運動
・環境ポスター、標語の掲示
等

（取組例）

・環境局による授業
・上下水道局による授業
・民間企業による授業

等

出前講座

幼児と緑化活動

清掃活動

身近な自然体験会
市民が身近な自然と関わり、体験・行動を通して、自然の大切さや環境問題を考える契機としました。
事

3

業

名

開

催

場

所

協

力

名東区で田植え体験！

名東区

猪高緑地

親子でガサガサ体験（親子で生き物探し）

守山区

小幡緑地・白沢川・竜巻池

愛知守山自然の会

湿地の生物の生態を調べよう

天白区

島田緑地自然生態園

白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会

ヒメボタルのすむ外堀を知ろう

中

桜華会館／名古屋城外堀

名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち

ビーティンネット（たたき網）で昆虫採集

千種区

なごや東山の森（くらしの森）

なごや東山の森づくりの会

ヒメボタルが舞う森を体感しよう＆美化活動

天白区

相生山緑地オアシスの森

相生山緑地自然観察会

大高緑地自然探検～森の宝物を見つけよう～

緑

区

大高緑地

大高竹の会

八竜緑地を楽しもう

守山区

八竜緑地

水源の森と八竜湿地を守る会

竹を知る・竹を伐る・竹で遊ぶ

天白区

天白公園

天白公園整備クラブ

湿地の整備と「トンボを守ろう！ザリガニ釣り」

緑

大高緑地・花木園

大高緑地湿地の会

東谷山山麓の水辺で生き物を探そう！！

守山区

上志段味東谷山山麓大矢川上流

名古屋自然観察会

なごやで体験！二ホンリスを調べ・守る活動を。

守山区

東谷山

守山リス研究会

森で木を伐ってマイバッジづくり

緑

滝ノ水緑地

滝ノ水緑地の里山と湿地を育てる会

トンボ池の草刈りとヤゴの観察（ザリガニ退治）

天白区

相生山緑地オアシスの森

相生山緑地オアシスの森くらぶ

船から発見！！私たちの堀川

熱田区

白鳥公園乗船場

名古屋堀川ライオンズクラブ

区

区

区

名東区で田植え体験！

親子でガサガサ体験

八竜緑地を楽しもう

竹を知る・竹を伐る・竹で遊ぶ

井堀の棚田

猪根の森

名東自然倶楽部

ビーティンネット
（たたき網）で昆虫採集

なごやで体験！
二ホンリスを調べ・守る活動を。

大高緑地自然探検
～森の宝物を見つけよう～

船から発見！！私たちの堀川

実施内容等

パートナ ーシップ事業

行

事

名

地域美化活動
地域美化活動
名古屋城周辺美化活動
清掃活動
地域清掃活動
環境デーなごや2019
地域美化活動

街角清掃
地域美化清掃活動
「落書き消し隊」活動
地域清掃活動
地域美化活動
クリーンキャンペーン
事業所周辺の清掃活動
地域美化活動
周辺地域の美化活動
場外清掃
地域美化活動
エコ・ミッション21

６月１日●
土を
中心に活動

名

（公財）愛知県都市整備協会
（株）アクアス
（株）エコトップ
（株）大増コンサルタンツ
長田電機工業（株）
加藤建設（株）
（株）神田設計
（株）小池建設
栄東まちづくりの会
佐藤工業（株）名古屋支店
三協熱研（株）
（株）シーテック
新星工業（株）
第一塗工（株）
大同大学
太陽・近鉄グループ
（株）ダイワ
（株）大和工芸

行

事

名

団

体

（株）ベルグリーンワイズ

周辺清掃道路

（株）保坂工業所

環境デーなごや2019
地域美化活動

松井建設（株）
名古屋支店

事業所近隣地域の
美化活動

ユニオン電商（株）

環境をテーマとした
図書の展示

熱田図書館

かんきょう実験スクール
なごや環境大学
共育講座
生物多様性カフェ
生物多様性ユースひろば

環境局
環境科学調査センター
環境局
環境企画課

堀川クルーズと
環境局
水質モニタリング体験会 地域環境対策課
トワイライトスクール等に
子ども青少年局
おける環境に関する体験活動 放課後事業推進室
名古屋市消費生活フェア 市民経済局
消費流通課
2019

ボランティア清掃

中部電力（株）
名古屋支店

「なごや水フェスタ」
鍋屋上野浄水場の開放

地域美化活動

中部復建（株）

木曽川さんありがとう

上下水道局
広報サービス課

なごや生物多様性サマー
スクール2019
なごや生物多様性保全活動
なごや生きもの一斉調査 協議会
2019

木曽三川流域
ビジネス商談会2019

クリーンアップアクション NPO 法人久屋大通発展会
地域美化活動
福田道路（株） 中部支店

環境をテーマとした
図書の展示

鶴舞中央図書館

出張！藤前干潟水族館
干潟のゆかいな仲間たち

名古屋メダカ里親
プロジェクト

東山総合公園

環境をテーマとした
本の展示

山田図書館

愛鳥週間イベント
秋の野鳥イベント

緑政土木局
都市農業課

藤前干潟ふれあい事業
実行委員会事務局

名

STOP ！フードロス
キャンペーン2019

中部電力（株）
中村電力センター

ひがたにくるトリ、
どんなトリ？

間

体

事業所周辺ごみ拾い
活動

干潟体験とごみ処理
工場見学

期

（50 音順）
団

サマーとりっぷ
in 木祖村

上下水道局
経営企画課

サギサギサミット
“ タマゴ式 ” 鳥絵塾

活動の様子

環 境 デ ー なごやを盛り上げていくため、

市 民・ 事 業 者・ 行 政 が 環 境 デ ー な ご や

の趣旨に沿った取組みを地域で実現し

ました。

4

３R の推進、CO₂の削減などの取組みの紹介を通じて、環境にやさしいライフスタイル・
ビジネススタイルの提案

ステージ
オープニングセレモニーにて登壇者による「MY SDGs 宣言」を行ったほか、環境デーなごや20回を記
念した SKE48による ECO クイズを行うステージや、お笑い芸人「マシンガンズ」によるゴミから考える
エコについてのトークステージを開催しました。
その他 COOL CHOICE 特別ステージなど多彩なプログラムを開催しました。

間

９月14日●
土
10:00～16:00

会

場

市立東星中学校吹奏楽部

オープニングセレモニー

市女性会エコステージ

エコ事業所表彰式

SKE48と ECO クイズバトル！

ゴミから考えるエコ！

久屋大通公園
エンゼル広場
エディオン久屋広場
光の広場

ブース 出展数
173（148団体）

参加者数
約14万人

主

催

「環境デーなごや」実行委員会
中央行事では、市民、事業者、行政の協働のもと、環

回を振り返るとともに

境についてともに学び、行動するきっかけとするイベ

ントを開催しました、また、

会場では１７３のブース出展やステージイベント等に

なごやの未来を思い描く契機となる企画を行いました。

多くの人たちが集まり、大変にぎわいました。

20

生物多様性× SDGs

啓発映像紹介ステージ

エコキッズステージ

5

錦通 地下鉄栄駅

広小路通

エンゼル広場

エディオン久屋広場

エコライフひろば

光の広場

若宮大通

中央行事
期

エディオン久屋広場

N

COOL

CHOICE 特別ステージ

エンディング

エコカーコーナー
燃料電池自動車や電気自動車、天然ガス自動車、LP
ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーン
ディーゼル自動車などのエコカーを展示したほか、来場
者にエコカーに関するクイズに参加してもらい、エコカー
について楽しく学んでいただきました。
また、自動車から電気を取り出す外部給電器を用いて、
燃料電池自動車からの電気でミスト扇風機を稼働させま
した。

会場の様子

～ワンウェイ（使い捨て）プラスチックごみの削減の取り組み～
今年の環境デーなごやは、ワンウェイ（使い捨て）プラスチックごみの発生抑制を推進する観点から、出展者の協力を得て、ワ
ンウェイプラスチック（パンフレット等を入れる袋、飲食物用の皿、コップ、啓発品類の包装など）の使用を極力控えるなど削減
に取り組みました。その他下記のような取り組みを行いました。

～シェアエコバッグ～（２Ｒ推進実行委員会・名古屋市ブース）～
「シェアエコバッグ」という不要
なエコバッグを提供してもらい、必
要とする来場者にお譲りする取り組
みを行いました。

リユースカップでの名水の提供
（名古屋市役所上下水道局）

金鯱水によるなごやの水道水
の提供をリユースカップで行い
ました。

カートカンの自動販売機

（ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱）
ペットボトルではなく、カート
カン（飲料用紙容器）での飲料の
提供を行いました。

6

錦通 地下鉄栄駅

広小路通

エンゼル広場

エディオン久屋広場

みんなつながる環境ひろば

光の広場

若宮大通

中央行事

エンゼル広場

N

生物多様性の保全を中心とした活動紹介・情報発信

ステージ
「国連生物多様性の10年」の最終年に向けて、MAG!C ☆ PRINCE と生物多様性とプラスチックゴミを学ぶステージや、高
校生による生物多様性に関するステージ発表等を行いました。

オープニング

MAG!C ☆ PRINCE と学ぼう！生物多様性とプラスチックごみ

■高校生による生物多様性ステージ発表／出展 PR

県立木曽川高等学校

総合実務部

名古屋大谷高等学校

県立明和高等学校

県立佐屋高等学校

7

化学部

SSH 部生物班

文鳥プロジェクト

東邦高等学校

科学研究部

市立名古屋商業高校

県立佐屋高等学校

商品開発研究班

作物専攻

MY 行動宣言
生物多様性を守るために、私たちにできる５つのアクション「MY 行動宣言」を
環境デーで学べるようにブースを配置しました。また、MY 行動宣言紹介コーナー
では、MY 行動宣言について説明するパネルを通じて来場者の理解を深められるよ
う、展示しました。

MY 行動宣言連携イベント（オアシス 21）

オーガニックファーマーズ朝市村
MY 行動宣言の１つ
「ACT1. たべよう」に
関連して地元の野菜を
販売するオーガニック
ファーマーズ朝市村と
連携し、環境デーなご
やを盛り上げました。

エコめしチャレンジ！
MY 行動宣言の１つ「ACT1. たべよう」に関する高校生の出展を行い地産地消の大切さを PR しました。

県立愛知商業高等学校
ユネスコクラブ

県立佐屋高等学校

県立三谷水産高等学校

Society5.0 ゾーン
「狩猟社会」「農耕社会」「工業社会」「情報社会」に続く、新たな社会「Society5.0」に向けて、企業や学生の新しい技術で環境問
題等に取り組む事例を紹介しました。

ロボットトラクター
（ヤンマーアグリジャパン（株））

HAL®
（CYBERDYNE（株））

アイガモロボ
（日産自動車（株））

高校生が環境問題にチャレンジ！
（愛産大工業高校）

8

中央行事

WATSUKA MONO Village（ワッカモノビレッジ）
次世代を担うワカモノと一緒に “ 未来を創るチカラ ” を育むため、なごや環境大学の企画・運営により、WATSUKA
MONO Village（ワッカモノビレッジ）を展開しました。

●タピオカジュースから環境について学ぼう！

タピオカジュースからプラスチックのごみ問題、キャッ
サバと環境の意外なつながりを紙芝居やクイズなどで
伝えました。
クイズに正解した方には参加賞をお渡ししました。

●外来種について知ろう！

クイズを通じて外来種について考えました。
クイズに答えていただいた方にはオリジナルステッカー
をお渡ししました。

●間伐材でエコ DIY しよう！

間伐材を使ってコースター、写真立て、ガーランドな
どを作るワークショップを行いました。

会場の様子

9

錦通 地下鉄栄駅

広小路通

エンゼル広場

エディオン久屋広場

フェアトレードひろば

フェアトレード
タウンまつり

光の広場

秋の

若宮大通

光の広場

N

ファッションショーやマルシェ、高校生・大学生等による取組みを通じて、フェアトレードの理念を紹介

ステージ
今年は名古屋テレビ塔下から光の広場に会場を移して、高校生・大学生のフェアトレードに関する取組みの発表や、フェアトレード・
ファッションショーなどを行いました。

オープニング

みんなの
フェアトレード・ファッション・ステージ

みんなでやろみゃあ！ フェアトレード！
with 河村市長

アコーディオン＆ギターライブ

フェアトレード・マルシェ・トーク

ファッションからフェアトレードを考えよう！

高校生のフェアトレードステージ

フェアトレード＆
エシカル・ファッションショー

フェアトレード SDGs ビンゴ大会

10

中央行事

みんなで一緒にワークショップ！

フェアトレード×環境を守るリサイクル×地元の伝統・産業

●リサイクル・愛知の産業

「アップサイクルデニム小物入れアクセサリー」
廃棄予定のデニムパンツから、世界に一つだけの素敵なオリジナルアイテムを
（タキヒヨー（株））
つくろう！

●リペア修繕・リデュース・リユース

「セルフリペア～より愛着のある一着に～」
環境負荷を抑える一つの手段は既に所有するものを長く大切に使うこと。
自分で修理することができれば、想い出と共に、より愛着のある一着となります。


（パタゴニア名古屋）

●フェアトレード・オーガニック・児童労働から守る・伝統工芸

「エシカル T シャツを作ろう！『Peace India Cotton』オーガニックコットン
×有松絞り」
児童労働を廃止したインドのコットン畑からのオーガニックコットン製 T シャ
ツに、名古屋の伝統工芸「有松絞り」でデコレーションしよう！


（P.I.C（認定 NPO 法人 ACE）＆椙山女学園大学

会場の様子

11

村上心研究室）

環境デーなごや20周年企画
●環境デーなごやの20年のあゆみをパネルで紹介♪（エンゼル広場）
2000年６月３日に始まった第１回の「環境デーなごや」から第19回までをパネルで振り返りました。

●未来へつなげ！環境デー de エコチャレンジ！！
５つのチャレンジを達成された方にエコグッズを差しあげました。

●地球と一緒に写真を撮ろう！
＃環境デーなごや
「エンゼル広場」にある地球のモニュメン
トと写真を撮って SNS に投稿した方に、
「ミ
ニ地球風船」をプレゼントしました。

SDGs シールラリー
各会場のブースを巡り SDGs アイコンを活用したシールを集める「SDGs シールラリー」を開催しました。
ゴールでは、自分で選択した SDGs のシールを活用したオリジナル缶バッジを作成していただき、多くの方に
SDGs の普及啓発を行いました。
●インフォメーション

●ゴール（缶バッジの作成）

12

中央行事

エコライフひろば

エディオン久屋広場

災害に強いまちづくりを支える LP ガス自動車

「エコでハッピーな暮らし」支える街づくり
紙のリサイクル

～紙製容器包装のゆくえ～

古着のリサイクル

次世代型モバイルエネルギーステーション
肉を減らしてエコアクション☆

エネルギー削減には雨水利用と緑化で取組む
ガラスびんのリサイクル

リサイクル素材で動くおもちゃ作りアート
いっしょに eco

未来に残そう大切な羽毛
クールチョイス！

オリジナル缶バッジ作り！

気候変動（地球温暖化）対策について

（一社）愛知県建設業協会

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／（公財）古紙再生促進センター
愛知県再生繊維協同組合

（株）Acalie

認定 NPO 法人アニマルライツセンター
NPO 法人

雨水利用と緑化を進める会

（有）大原ガラスリサイクル

おもちゃの銀行はっぴーらびっと

花王グループカスタマーマーケティング（株）
河田フェザー（株）
環境省

中部地方環境事務所

（一社）環境創造研究センター

木曽川の源流木祖村を知ろう！

木曽川源流の里・信州木祖村

世界の若者は、気候変動に立ち向かっている！

Climate Action Nagoya

城から名古屋の歴史と環境を考える

家電・PC のリサイクルについての展示説明
国連難民支援キャンペーン

堀川を命豊かな川に・賑わいの川に！
中高生が発信する環境問題

持続可能な若者たち Sus-Teen !

G20参加国の国旗の缶バッジを作ろう！
化粧品から環境保全活動！
環境にやさしい学校給食

子どもにより良い学校環境の創造を

まなぼう、自動車リサイクルのこと。
火災防止！プラごみ分別徹底のお願い
リサイクルで地球にやさしいくらし方
リサイクルフラワーボトル・風車工房

きた・ふる里探索の会

グリーンサイクル（株）
特定非営利活動法人

国連 UNHCR 協会

特定非営利活動法人

こども NPO

鯱城・堀川と生活を考える会

Sus-Teen ! - 名古屋国際中学校・高等学校 G20愛知・名古屋外務大臣会合推進協議会

（株）シーボン

自治労名古屋学校支部
自治労名古屋学校支部

給食部会
用務部会

（公財）自動車リサイクル促進センター
神鋼環境メンテナンス（株）
生活協同組合コープあいち

大同大学 情報学部 総合情報学科 経営情報コース （大東研究室）

ダスキン「クリーンアップマイタウン」

（株）ダスキン

Risa の脱プラ！トートバックづくり

（株）中日メディアブレーン

みつばちとハニースイーツ

〜いのちのサイクルのお話〜

リスクマネジメント～マモルくん～

食品リサイクル（飼料化）＆リサイクルループ
ゼロエミッションとは？

家庭に眠る不用品をリユースで活かそう！

2R（リデュース・リユース）を推進しよう！
楽しく作って楽しく遊ぼう！

地球にやさしい天然ガス自動車
こわれたおもちゃの無料修理

地球ハグ倶楽部

高校生ユニット kinokobito&Honey yuna
環境情報紙 Risa

中部大学 ESD エコマネーチーム
中部有機リサイクル（株）
中部リサイクル（株）
認定 NPO 法人

中部リサイクル運動市民の会

2R 推進実行委員会・名古屋市
とうかいグッドトイ委員会
東邦ガス（株）

名古屋おもちゃ病院「とんかち」

まかせて安心！地元なごやのエコまちづくり

（一社）名古屋建設業協会

緑のリサイクル

（公財）名古屋港緑地保全協会

環境にやさしい快適で安全な道路河川空間の創出をめざして

～刈草、剪定枝を原料に堆肥を作っています～

マイクロプラスチックを探してみよう
守ろう！名古屋のルール

～資源・ごみの分別と路上禁煙～

食品の寄付を受け付けます！
小型家電の回収と解体体験！
そうだったのか！
エコカーコーナー

ごみ処理工場

なごや水の環ミュージアム

緑のカーテンにチャレンジ！なゴーヤ隊
なごや COOL CHOICE 大作戦

スポーツ施設の ECO って？

『バス乗って

地下鉄乗って

みちまちづくり

「名水」を飲んでみよう
市女性会エココーナー

みんなで減らそう CO2』

～上下水道と環境～

デザインの力で地球を救う＆あなたが見つけて考える SDGs
堀川を清流に！

リサイくんのおもしろ体験広場
チャレンジ！生ごみダイエット

環境に配慮した快適な暮らしを創造します。
未来につながるパッケージ
名古屋市民は木曽川に感謝

リュースは環境型社会のキーワード

リユース・エコライフスタイルの再考！
水は天の恵み
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（一社）愛知県 LP ガス協会

（公財）なごや建設事業サービス財団
名古屋市環境局減量推進室
名古屋市環境局作業課

名古屋市環境局資源化推進室
名古屋市環境局資源化推進室
名古屋市環境局施設部工場課

名古屋市環境局大気環境対策課

名古屋市環境局地域環境対策課 / 名古屋市上下水道局下水道計画課
名古屋市環境局低炭素都市推進課

名古屋市環境局低炭素都市推進課

（公財）名古屋市教育スポーツ協会
名古屋市交通局

名古屋市住宅都市局交通企画課
名古屋市上下水道局

名古屋市地域女性団体連絡協議会
名古屋市立大学

名古屋堀川ライオンズクラブ
名古屋リサイクル推進協議会
生ごみ出さないプロジェクト

服部組グループ（株）服部組／桜和設備（株）／（株）南部企業

（株）ベルグリーンワイズ

NPO 法人「みたけ・500万人の木曽川水トラスト」
もったいないビレッジ
リユースプロジェクト

連合愛知名古屋地域協議会

出展いただいた主な事業者の方々

エディオン久屋広場

（一社）愛知県 LP ガス協会

（一社）愛知県建設業協会

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／（公財）古紙再生促進センター

愛知県再生繊維協同組合

（株）Acalie

（有）大原ガラスリサイクル

花王グループ
カスタマーマーケティング（株）

河田フェザー（株）

（一社）環境創造研究センター

グリーンサイクル（株）

神鋼環境メンテナンス（株）

生活協同組合コープあいち

（株）ダスキン

（株）中日メディアブレーン
環境情報紙 Risa

中部有機リサイクル（株）
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中央行事
中部リサイクル（株）

東邦ガス（株）

（一社）名古屋建設業協会

名古屋リサイクル推進協議会

服部組グループ （株）服部組／
桜和設備（株）／（株）南部企業

（株）ベルグリーンワイズ

みんなつながる環境ひろば

エンゼル広場

協働、連携のための横糸を目指して

特定非営利活動法人 愛知環境カウンセラー協会

チェーン除草機による水田環境の保全と米作り

愛知県立佐屋高等学校

作物専攻

広がれ！弥富文鳥でつなげる幸せの輪

愛知県立佐屋高等学校

文鳥プロジェクト

みんなでめざそう
国の天然記念物

循環型社会の構築！

（一社） 愛知県産業廃棄物協会

木曽川のイタセンパラの保護につながる活動

明和高校 SSH 部生物班の活動報告

愛知県立明和高等学校

総合実務部
SSH 部生物班

守ろう！かけがえのない動物たちの「いのち」

ALIVE 名古屋

伊勢湾再生に向けた取り組みについて

伊勢湾再生海域検討会 事務局（国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部）

遊んで学ぼう！食物連鎖ボーリング！

「命をつなぐ PROJECT」学生実行委員会

楽しく学ぶ里山体験
カトケン探検隊

かすがい里山自然楽校

～こんな生きもの見たことある？～

きれいな海を守る心を広げたい

（株）加藤建設
環境ボランティアサークル亀の子隊（伊勢湾流域圏再生ネットワーク）

「みんなではじめよう身近な環境改善」

NPO 法人

グラウンドワーク東海（伊勢湾流域圏再生ネットワーク）

想いでつなごう！おりがみアクション

国際自然保護連合日本委員会 想いでつなごう！おりがみアクション事務局

森へ行こう！

猿投の森づくりの会

身近な生物蜘蛛の不思議

中部蜘蛛懇談会

知ろう！楽しもう！！身近な自然

特定非営利活動法人東海自然学園

東邦高校周辺におけるブルーギル捕獲と透明標本制作

東邦高等学校

戸田川ってどんな川

戸田川発見隊

イシガメの繁殖を目指して
まちじゅうがキャンパス！

科学研究部

名古屋大谷高等学校
なごや環境大学

みんなで作る！ WATSUKA MONO Village

化学部

「なごや環境大学」実行委員会
「なごや環境大学」WATSUKA MONO Village

環境に配慮した名古屋港を未来に

名古屋港管理組合

環境保全の活動についての取組み

名古屋産業大学

ごみ減量・リサイクルへの取組

名古屋市一般廃棄物事業協同組合

みる・きく・ふれる

名古屋市環境科学調査センター

～都市の環境問題～

エコレク部

知ろう！学ぼう！なごやの生きもの

名古屋市環境局環境企画課

ふれてみよう！つなげよう！なごやの自然

名古屋自然観察会（愛知県自然観察指導員連絡協議会名古屋支部）

採れたて新鮮！なごやさいマルシェ！

名古屋市都市農業振興協議会

みんなで行こう！東山動植物園

名古屋市東山動植物園

「行こうよ公園！

～絶滅危惧種について知ろう～

～あなたにぴったりの公園を見つけよう～」

外堀ヒメボタルのきらめき
なごやのいろいろな植物を知ろう！
Let’s

make

Ashibuenjoy! ～ よし！

緑と水の豊かな自然共生都市をめざして
みんなで港や川をきれいにしよう

なごや生物多様性センター
朝市・青空市部会

（公財）名古屋市みどりの協会
名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち

－帰化植物とは？－

なごやの農業
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愛知県立木曽川高等学校

葦笛、作ろう !! ～

名古屋市立大学システム自然科学研究科附属生物多様性研究センター
名古屋市立名古屋商業高等学校
名古屋市緑政土木局都市農業課
名古屋市緑政土木局緑地部
（公社）名古屋清港会

商品開発研究班

外来種ブラックバスの試食コーナー

なごや生物多様性保全活動協議会

市民調査から見えた今のなごや

なごや生物多様性保全活動協議会

みんなでやろまい ! なごやの森づくり !

なごやの森づくりパートナーシップ連絡会

竹切り・竹割り体験 森の紙芝居

NPO 法人 なごや東山の森づくりの会

ウミガメからのメッセージ

公益財団法人

～名古屋港水族館の取り組み～

名古屋みなと振興財団

名古屋港水族館

幼児の自然体験型環境学習

ネイチャークラブ東海

伊勢湾ごみ流出防衛最前線！豊かな川・海！

藤前干潟クリーン大作戦実行委員会＆
中部大学ボランティア ･NPO センター（伊勢湾流域圏再生ネットワーク）

君も藤前干潟の生きものに変身！ペーパーキャップ作り＆コパとお絵かき

藤前干潟ふれあい事業実行委員会 名古屋市環境学習センター（エコパルなごや）

藤前干潟から「いのちのつながり」を伝える

NPO 法人 藤前干潟を守る会

カートカン

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）

飲んで育てる日本の森林

健康に活かそう！先人に学ぶ桑のチカラを！

NPO 法人マルベリークラブ中部

ヒノキの間伐材でうちわを作ろう！

NPO 法人

間伐材は森の恵み

みどりのまちづくりグループ（伊勢湾流域圏再生ネットワーク）

猪高緑地保全活動の紹介と竹クラフト

名東自然倶楽部

安心・安全な野菜を食べて環境と健康を守ろう

NPO 法人メダカの学校

やろう名古屋のリス等を調べ守る活動を！

守山リス研究会

ユースラムサールジャパンの活動紹介

ユースラムサールジャパン

よみがえれ長良川

よみがえれ長良川実行委員会

水とみどりを愛する会

出展いただいた主な事業者の方々

（一社）愛知県産業廃棄物協会

光の広場

エンゼル広場

（株）加藤建設

名古屋市一般廃棄物事業協同組合

フェアトレードひろば

「社会貢献型アイス」で レッツエシカル！

愛知県立商業高校 ユネスコクラブ

フェアトレードで世界に光を灯そう！

愛知県立南陽高等学校 Nanyo Company 部

お買い物でできる国際協力

愛知大学国際協力団体 SEED

昔ながらの手仕事の優れものから生産者に思いを馳せ使っていただきたい

アジアの風

カホン発祥ペルー産、本格カホン体験！

アテンポ

FT& オーガニック／自然栽培・無農薬珈琲

移動 cafe 工房ソラモト

環境保護農業と子供食堂、シングルマザー支援

FTB ドリームファクトリー

一杯のコーヒーからできること

小川珈琲（株）

フェアトレードの食材とジンバブエのンビラ

小川真喜子スパイス＋モリンガ＆名古屋ンビラ部

皆で食べよう！フェアトレードバナナクレープ！

クレープショップ SARU

インドに触れよう‼︎オシャレを通して世界に貢献 !

CROW

パイルキャップスマイル

TeamApop

人と地球にやさしいアロマ化粧品とクッキーの販売

パーカッション

ジャパン

TeamApop（チーム・アポピ）
（有）チェリッシュ企画

国内フェアトレードでみんなの人生を豊かに

社会福祉法人

世界に笑顔を届けよう！

日本福祉大学付属高校

名古屋市身体障害者福祉連合会

伝統的な麻（ヘンプ）の手仕事による自然と共にある暮らし

ヒマラヤンマテリアル

国際協力部

おからドーナツ・焼き菓子・手織り製品

ひょうたんカフェ

みんなでやろみゃあ！フェアトレード！一番身近なお買い物から始めてみよう！

NPO 法人フェアトレード名古屋ネットワーク（FTNN）

ラオスの手仕事による手紬ぎ草木染め手織布

Pray to nam（プレイ

アジアのフェアトレード、エシカル雑貨

ほほほ（大醐）

手紡ぎの実演と、自然栽培綿製品の販売

トゥ

ナム）

（株）益久染織研究所

★なかまたちの手作りほうせい販売コーナー★

みなと福祉会

オーガニックコットン商品販売村上メリヤス

村上メリヤス

イルカ作業所

障がいのある人と一緒に作る “ からだにやさしいおいしいおやつ ” と
“ ユニークさいっぱいの雑貨 ” のお店

MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT!

木材を使った家具や小物

木工土屋保徳

手づくりご当地肉まんで心も体もホッカホカ！！

わーくす昭和橋
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区

（環境デーコーナー）

区民まつり
期

間

５月～11月
に実施
（主に10月）

会
場
各区・各学区
主

催

各区民まつり実行委員会
中区安心・安全・快適な
まちづくり推進協議会
市民経済局
各区役所
各公害対策室
各環境事業所
各区で開催する区民まつり等では、
「ともにめざ

そう環境首都なごや」を掲げ、生物多様性保全、

削減、３Ｒの推進等の環境をテーマにしたイ

ベントやブースの出展等を行いました。
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CO2

名

開催日

開催場所
平和公園

千種

10月６日（日）

東

10月20日（日）

北

10月20日（日）

中村

10月26日（土）

中村公園一帯

中

９月28日（土）

オアシス 21

昭和

10月27日（日）

鶴舞公園

瑞穂

８月３日（土）

熱田

10月13日（日）

中川

10月27日（日）

港

11月３日（日・祝）

南

11月10日（日）

緑

10月26日（土）

大高緑地

名東

５月11日（土）

牧野ヶ池緑地

守山

９月29日（日）

三菱電機守山グランド

天白

10月27日（日）

天白公園

メタセコイア広場
建中寺公園・
建中寺境内
北区役所・

八王子中学校

パロマ瑞穂野球場前
広場

名古屋国際会議場

内
○リサイクル工作コーナー

○環境施策 PR コーナー

○燃料自転車及び軽電気自動車の展示

○リサイクルステーション

○生物多様性に関するパネル展示
○外来種に関するパネル展示

○外来種に関するパズルゲーム

○ふろしき教室

○エコライフクイズ

○名古屋市環境行動促進アプリ「なごっちゃ」に関する絵合わせゲーム
○資源・ごみ分別クイズ

○フードドライブコーナー

〇オーガニックコットンハンカチの草木染

〇環境事業所ＰＲコーナー

〇エコライフクイズに挑戦！
○小型家電リサイクルの案内
○ごみ分別クイズ

○ゴミ収集車の工作

○ごみ分別案内

○フェアトレードの啓発

○魚釣りゲーム

○魚釣りゲーム

○フェアトレードの啓発

○発泡スチロール板で手形づくり
〇マイはし・マイバックの啓発

○燃料電池車の展示

○ごみ及び資源の分別 PR

○あなたの反射神経は何歳くらい？

〇「安心・安全で快適なまちづくり推進協議会」のＰＲ
○会場内清掃活動

露橋小学校

○次世代自動車の展示

○ごみの分別クイズ

○フェアトレードの啓発

○ごみ分別啓発

○生物多様性魚釣りゲーム

名古屋港

○生物多様性魚釣りゲーム

南文化小劇場、

○環境クイズ

○生物多様性釣りゲーム

○手がた作り

○資源・ごみの分別に関するクイズ

ガーデンふ頭

大磯小学校

○ごみ分別の啓発

○ごみの分別収集

○発砲スチロールで手形作り

露橋公園、

露橋スポーツセンター、

容

○資源とごみの分別ゲーム

○次世代自動車展示
○ごみ収集車の展示

○フェアトレードに関する普及啓発

○木などの自然素材を使った工作教室
○いきものカードゲーム

○エコカーの展示

〇フェアトレードの啓発

○フェアトレードクイズ

○ごみと資源の分別バスケットゲーム

○環境局の取組みの紹介・啓発等

○環境エコ工作（発泡スチロール手形作り）
○フードドライブ

○ゴミ収集車展示

○謎解きゲーム（セイロン瓜や緑のカーテン、フェアトレード）
○フードドライブ

○ふろしき包み体験

○リサイクル工作教室（手形づくり）
○一斉清掃

※西区は悪天候のため中止

※中区は「中区安心・安全・快適なまちづくりフェスタ 2019」として開催
※熱田区は悪天候のため、規模を縮小して開催

オーガニックコットンハンカチの草木染

エコカーの展示

ふろしき包み体験

手形づくり

ごみ収集車の展示

フェアトレードクイズ

環境デーなごやの軌跡
「環境デーなごや」の開催まで
藤前干潟の貴重な自然を守ろう ～ごみ非常事態宣言～
1990年代、当時の名古屋市はごみが右肩上がりで増え続けており、
平成10年度（1998年度）には年間100万トンに迫り、ごみの最終処
分場である愛岐処分場（多治見市）はあと数年でいっぱいになってし
まうような状況でした。
そのため、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、埋立中止を求める市民の声が次第に広がりました。

渡り鳥か
市民生活か

当時の埋め立ての様子（愛岐処分場）

「市民生活」と「渡り鳥」のどちらが大切か、名古屋
中で大論争が起こり悩んだ末、どちらも大切という結論
に達し、平成11年（1999年）１月、ついに藤前干潟の

1999年１月

埋立計画を断念

藤前干潟を保全することを選択

1999年２月「ごみ非常事態宣言」発表
「２年間で２割、20万トン」という大幅な
ごみ減量目標を掲げた

埋め立て計画の中止を決断しました。
しかし、毎日出され続けるごみをどうするのかという
大きな問題に直面した名古屋市は、「ごみ非常事態宣言」
を発表し、「２年間で２割、20万トン」という大幅なご
み減量目標を掲げ、市民・事業者の方々とごみ減量の取
り組みを始めました。
この目標達成に向け、目標を市民に訴え、理解を得て
ごみ減量という行動に結びつけていくため、環境デーな
ごやを開催することとなったのです。
当時名古屋市は、昭和34年から実施している「町を

2000年６月「環境デーなごや」の開催

美しくする運動」や、平成３年から開催している「環境

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ため開催

など既に色々な環境に関する取り組みを行っていたので、

フェア」、平成11年に開催した「ごみ減量市民大集会」
各取り組みを融合・発展させることにより環境デーなご
やを開催することとしました。

これまで多くの方にご参
加・ご協力いただき開催さ
れてきた環境デーなごやは、
平成12年（2000年）６月
に第１回を開催してから毎
年欠かさず開催され、令和
元年（2019年）に20回を
迎えることができました。
市民・
NPO 等
行政

事業者

ごみ減量市民大集会

環境フェア

町を美しくする運動

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。

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

「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した。
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「環境デーなごや」
開催から20年

名古屋の環境に関する主なできごと

環境デーなごやは、その時々の環境に関する話題について多くの方の関心と理解を深められるよう、さまざまな
テーマを取り扱ってきました。
名古屋の環境に関する主なできごとを振り返ってみましょう。

2000年

環境デーなごや第１回開催

2005年

愛知県で愛・地球博（愛知万博）の開催

2010年

名古屋市で COP10（生物多様性条約第10回締約国会議）の開催
2010年10月、生きもののつながり「生物多様性」の保全と持続可能な利用について話し合う
国際会議 COP10が名古屋市で開催されました。
会議には180の国と地域から13,000人以上が参加し、
生物多様性を守るための世界目標など
が採択されました。
COP10の開催を契機に、多様な主
体による取り組みが活発に行われ、生
物多様性に対する理解と認識は大変深
まりました。

2014年

名古屋市で「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するユネスコ世界会議」の開催
2014年11月、名古屋市で「持続可能な開発のための教育
（ESD）に関するユネスコ会議」が開催されました。
会議には153の国と地域の方々が参加し、限りある地球の
資源に目を向け、今生きている自分たちのことだけではなく、
未来のことなども考え行動することのできる「持続可能な社
会を支える担い手づくり」の方策などについて議論がなされ
ました。

2015年

名古屋市が日本で２番目に「フェアトレードタウン」に認定
2015年９月、名古屋市が日本で２番目の「フェアトレードタウン」に認定されました。
フェアトレードは、開発途上国
の産品を適正な価格で継続的に購
入することにより、生産者の生活
改善と自立を目指すもので、その
理念は環境問題をはじめとした地
球規模の課題解決に貢献します。
まちぐるみでフェアトレードの
理念を支持し、運動の輪を広げる
ために取り組むフェアトレード
タ ウ ン と し て、 環 境 デ ー な ご や
2015で認定を受け、「国際フェア
トレードタウンなごや宣言」を行
フェアトレードタウンなごやを
いました。
応援するロゴマーク
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2019年

ごみ非常事態宣言から20年
（万トン）
70

70%

67%

紙製容器包装

（1年間）

約

461㎏

39万トン

40

ごみ袋に置き換えると185袋 63袋減！

約

305㎏

23%

ごみ袋に置き換えると122袋 79袋減！

40
30

20

20

10

10

0
0
平成 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29（年度）

ごみ非常事態宣言当時

平成29年
平成10年から

29万
トン

30

平成19年
平成10年から

60

45% 50

資源化率

ごみ量

資源化率

50

一人あたりで見てみると‥‥
平成10年

（%）
70

資源化量
プラスチック製容器包装

60

資源化量

ごみ非常事態宣言からこの20年で、大幅にごみ処理量、
埋立量を減らすことができました。しかし、20年が経過
したことで、宣言自体を知らない人も増え、社会情勢や
ライフスタイルや価値観が変化しており、最近は資源化
率が低下しています。また、海洋プラスチックごみや食
品ロスなど、新たな課題も発生しており、今一度、ごみ
減量・リサイクルの推進を図っていく必要があります。

約

と比べると…

ごみ処理量

264㎏

約4割減

21㎏

約8割減

ごみ袋に置き換えると106袋

埋立量

埋立量
（1年間）

約

121㎏

平成10年から

約6割減！

約

46㎏

平成10年から

約8割減！

約

となりました。

〈プラスチックごみ〉

プラスチックごみによる海洋汚染は、地球規模の環境問題として国際
的にも対策を求める気運が高まっています。これからはプラスチックと
ライフスタイルの関わりや賢い付き合い方を考えていく必要があります。

名古屋市が SDGs 未来都市に選定
SDGs（Sustainable Development
Goals）は、2015年９月の国連サミット
で採択された持続可能な社会の実現を目
指して世界全体で取り組むべき17の開発
目標です。
この目標は、健康や教育、経済成長、
気候変動に関するものなど多岐にわたり、
市民・事業者・行政など地球で暮らすす
べての人が取り組むことが求められてい
ます。
名古屋市は2019年７月、内閣府より SDGs 達成に向けた優れた取り組みを提案する自治体
「SDGs 未来都市」に選定され、経済・社会・環境が調和した持続可能なまちづくりに取り組ん
でいます。

環境デーなごやのこれから
これまで環境デーなごやは、ごみの減量、CO₂の削減、生物多様性、フェアトレー
ド、SDGs など様々な環境に関する話題を取り上げてきました。
最近では、海洋プラスチックごみ、食品ロスなど新たな課題も発生しています。
また、気候変動への対応など様々な環境について具体的な行動が求められています。
これからも環境デーなごやは、こうした環境に関する話題に関心をもっていただ
けるよう、さまざまな企画を行い、市民・事業者・行政の交流の場を提供し、多く
の方に環境に対する具体的な行動を促していきます。
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環境デー
なごや

2000

ごみ減量先進都市をめざして

「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まのご協力によ
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。

リサイクルステーション

環境イベント in 鶴舞公園

参加者数

名古屋の環境に関すること

2000年４月 学区協議会方式による集団資源回収実施団体の登録開始
		 事業系ごみ全量有料化の実施
８月 プラスチック製・紙製容器包装及びペットボトルの収集を開始

環境デー
なごや

2001

約33万人

環境先進都市なごやをめざして

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。
シャチのジュンちゃんのお披露目
（中央行事）

もちの木広場（中央行事）

参加者数

名古屋の環境に関すること
2001年７月 不燃ごみ収集を各戸収集に変更
８月 「なごやか収集」開始

環境デー
なごや

2002

総数

約33万人

春の行事 : 約23万人

中央行事 : 約10万人

環境先進都市なごやをめざして

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 PR 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。
脱レジ袋宣言 PR（中央行事）

市民団体のブース出展（中央行事）

参加者数

名古屋の環境に関すること

2002年３月 エコ事業所認定制度創設
５月 「脱レジ袋宣言」を発表
11月 藤前干潟がラムサール条約に登録
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総数

約37万人

春の行事 : 約24万人

中央行事 : 約13万人

環境デー
なごや

2003

環境先進都市なごやをめざして

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。

リユースカップ

エコクーぴょんのＰＲ（中央行事）

参加者数

名古屋の環境に関すること

2003年５月 自治体環境グランプリで「環境大臣賞」と「グランプリ」を220万市民
		 と名古屋市が連名で受賞
10月 市内共通還元制度「エコクーぴょん」を開始（2009年３月終了）

環境デー
なごや

2004

総数

全市一斉クリーンキャンペーン

食器洗浄車（中央行事）

参加者数

名古屋の環境に関すること
2004年４月 「地球温暖化対策計画書制度」を開始
８月 リユースカップ事業開始

2005

中央行事 : 約14万人

環境首都なごやをめざして

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。

環境デー
なごや

約38万人

春の行事 : 約24万人

総数

約43万人

春の行事 : 約24万人

中央行事 : 約17万人

環境首都なごやをめざして

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。
中央行事のテーマを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」
として開催。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。

打ち水大作戦（自然との共生）

エコライフ運動を社会還元した植樹
（220万市民のもういちど！大作戦）

参加者数

名古屋の環境に関すること
2005年３月 なごや環境大学開講
		 愛・地球博の開幕

総数

約37万人

春の行事 : 約25万人

中央行事 : 約 9万人
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環境デー
なごや

2006

ともにめざそう “ 環境首都なごや ”

中央行事の久屋広場ステージでは、「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。
なごやエコキッズステージ（中央行事）

出張 EXPO エコマネーセンター（中央行事）

参加者数

名古屋の環境に関すること
2006年４月 ドニチエコきっぷの販売開始
		 ※土・日・休日及び毎月８日（環境保全の日）に利用可能

環境デー
なごや

2007

総数

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）

ベロタクシー（中央行事）

参加者数

名古屋の環境に関すること

環境デー
なごや

オーストラリア・ジロング市と湿地提携を締結
緑区で「レジ袋有料化促進モデル事業」開始

2008

中央行事 : 約17万人

ともにめざそう “ 環境首都なごや ”

中央行事の久屋広場ステージでは、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。

2007年５月
10月

約45万人

春の行事 : 約27万人

総数

約46万人

春の行事 : 約28万人

中央行事 : 約17万人

ともにめざそう “ 環境首都なごや ”

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。
いきもの探検ツアー（中央行事）

レジ袋有料化協定締結セレモニー（中央行事）

参加者数

名古屋の環境に関すること
2008年

レジ袋有料化を東部８区に拡大

総数

約47万人

春の行事 : 約28万人
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中央行事 : 約18万人

環境デー
なごや

2009

ともにめざそう “ 環境首都なごや ”

環 境 デ ー な ご や の10回 目 の 節 目 の 年 で、
翌 年 の「 生 物 多 様 性 条 約 第10回 締 約 国 会 議
（COP10）」開催に向けて、中央行事では久屋
広場に園児と保護者が命の営みを感じながら育
てた稲を600個集め、秋の実りの田んぼを都心
につくり、生物多様性の恩恵や生物資源の大切
さを発信しました。
人力と自然エネルギーの遊園地

バケツ稲の田んぼ

参加者数

名古屋の環境に関すること
2009年４月

レジ袋有料化を全市に拡大

総数

約45万人

地域行事 : 約28万人

環境デー
なごや

2010

感じよう！いきもののつながり

COP10パートナーシップ事業として、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）」に向けた機運の
盛り上げを図るため、中央行事のもちの木広場
で「生物多様性屋台村」を開催しました。
久屋広場にも生物多様性の保全や自然の共生
について、体験し学べる「生物多様性ひろば」
をつくり、多くの出展者とともに、生物多様性
について発信しました。

生物多様性屋台村

生物多様性屋台村オープニング

参加者数

名古屋の環境に関すること
2010年10月 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が名古屋で開催

総数

約47万人

地域行事 : 約28万人

環境デー
なごや

2011

中央行事 : 約17万人

中央行事 : 約19万人

踏みだそう‼地球のあしたへ

中央行事の久屋広場に「“ 生物多様性 ” 横丁」
などを開催し、
「生物多様性条約第10回締約国
会議（COP10）
」の成果の継承を意識した取
り組みを行いました。
また、2011年３月に発生した東日本大震災
を受け、被災地を応援し、名古屋から日本を盛
り上げていくため、
「東日本大震災復興支援コー
ナー」を展開しました。
東日本大震災復興支援コーナー

“生物多様性”横丁

参加者数

名古屋の環境に関すること

2011年４月 プラスチック製品を不燃ごみから可燃ごみへ区分を変更。
		 プラスチック製容器包装を各戸収集に変更
９月 なごや生物多様性センター設立

総数

約46万人

地域行事 : 約29万人

中央行事 : 約17万人
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環境デー
なごや

2012

はじめよう！未来へのアクション

2014年11月に名古屋市で開催される「持続
可能な開発のための教育（ESD）に関するユネ
スコ世界会議」に向け、開催地として機運を盛
り上げるため、中央行事のエンゼル広場にスタ
ンプラリーやクイズなど楽しみながら ESD を
学び、体感してもらう「ESD コーナー」を設
けました。ブース出展者には、
「わたしたちの
ESD」と題したメッセージボードに取り組みを
掲示し発信してもらいました。また環境デーな
ごやの趣旨に沿った取り組みを地域で事業者・
行政が行うパートナーシップ事業を開始しました。

ESDコーナー

参加者数

名古屋の環境に関すること
2012年７月 「名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例」施行

総数

約42万人

地域行事 : 約31万人

環境デー
なごや

2013

つなげよう！未来へのかけ橋

「持続可能な開発のための教育（ESD）に関
するユネスコ世界会議」に向け、ESD につい
ての理解を深めていただくとともに、未来をつ
くる子どもたちが楽しく学べるように、中央行
事のエンゼル広場に「ESD・子ども広場」を設
けました。
さらに、「未来へのかけ橋ワークショップ」
として、ESD について子どもたちができること、
こんな未来にしたい等の声を集めたメッセージ
ボードを作成しました。

ESD・子ども広場

ESD メッセージボード

参加者数

名古屋の環境に関すること
2013年３月

ＰＭ2.5注意喚起情報、光化学スモッグ注意報等のメール配信開始

総数

約43万人

地域行事 : 約31万人

環境デー
なごや

2014

中央行事 : 約11万人

中央行事 : 約12万人

広げよう！未来へつながる ESD

「持続可能な開発のための教育（ESD）に関
するユネスコ世界会議」の開催都市として、
ESD について楽しく学ぶ「ESD・未来ステージ」
や「ESD コーナー by なごや環境大学」などを
行い、ESD の身近な取り組みや情報を分かり
やすく紹介しました。
また、特別企画として「ESD シンポジウム」を
アルピニスト野口健さんを招いて開催しました。
ESD・未来ステージ

ESD シンポジウム

参加者数

名古屋の環境に関すること

2014年２月 小型家電の回収を開始
４月 バイオディーゼル燃料化事業を開始
11月 「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するユネスコ世界会議」開催
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総数

約47万人

地域行事 : 約33万人

中央行事 : 約14万人

環境デー
なごや

2015

つながる人の輪

中央行事では、「なごや環境大学」実行委員
会の10周年企画として、次世代を担うワカモ
ノと一緒に “ 未来を創るチカラ ” を育むため、
「WATSUKA MONO Village」を展開し、学
生が自ら発案、制作、運営を行いました。
また、2015年９月19日に名古屋市がフェア
トレードタウンに認定されたことから、ステー
ジで「フェアトレードタウンなごや」認定式を
行いました。

つなげる取り組み

WATSUKA MONO Village

「フェアトレードタウンなごや」認定式

参加者数

名古屋の環境に関すること
2015年９月

フェアトレードタウンなごやの認定

総数

約46万人

地域行事 : 約32万人

環境デー
なごや

2016

一人ひとりの ECO が未来を変える

中央行事では、名古屋市がフェアトレードタ
ウンに認定されたことを受け、名古屋テレビ塔
下に新たに「フェアトレードひろば」を設置
し、ファッションショーや学生の取組み等を通
じフェアトレードの理念を紹介しました。
また、１人ひとりが自ら“ECO（エコ）”を意識
しながら行動できるよう、
「WATSUKA MONO
Village」ではワカモノたちがさまざまな企画
を通じて ECO アクション等を提案しました。

フェアトレードステージ

WATSUKA MONO Village

参加者数

名古屋の環境に関すること
2016年11月 30・10（さんまるいちまる）運動の推進開始

総数

約46万人

地域行事 : 約31万人

環境デー
なごや

2017

中央行事 : 約14万人

中央行事 : 約15万人

身近なエコが未来へ続く

中央行事では、
「WATSUKA MONO Village」
で、SNS を活用したエコなメッセージや情報
の発信を学生の企画・運営で行いました。
また、「フェアトレードひろば」では、学生
だけでなく子どもたちによるフェアトレード
ファッションショーを行いました。

フェアトレードファッションショー

WATSUKA MONO Village

参加者数

名古屋の環境に関すること
2017年１月
５月

環境学習センター（エコパルなごや）で公害学習開始
フードドライブ常設拠点（環境学習センター）の開設

総数

約39万人

地域行事 : 約30万人

中央行事 : 約9万人
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環境デー
なごや

2018

ごみ非常事態宣言から20周年

中央行事では、1999年２月に「ごみ非常事
態宣言」発表してから2019年に20年を迎える
にあたり、ごみの減量・分別リサイクルに取り
組んできた歩みをパネルやインフォグラフィッ
ク等で振り返りました。
また、各会場共通企画として、国連サミット
で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の
普及啓発を目的に SDGs シールラリーを実施し
ました。

未来へつなぐ協働のバトン

SDGsシールラリー

インフォグラフィック

参加者数

名古屋の環境に関すること
2018年５月

環境学習センター（エコパルなごや）のリニューアルオープン

総数

約43万人

地域行事 : 約32万人

環境デー
なごや

2019

つながる

つくる

中央行事 : 約11万人

なごやのみらい

中央行事では、環境デーなごやの20回を振
り返るとともに、生物多様性、フェアトレード、
持続可能な開発目標（SDGs）をテーマにワン
ウェイ（使い捨て）プラスチックごみの削減に
関する取り組みなど、新たな環境に関する課題
に取り組みました。

環境デーなごや20周年企画

シェアエコバッグ

環境デーなごやをもっと楽しもう！
◆ twitter ◆

◆

環境デーなごや
◆
web サイト

環境デーなごやの思い出は
＃環境デーなごや で発信！
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環境デーなごやの
新しい情報は
こちらで
確認してね

「環境デーなごや」実行委員会
氏

委員名簿

（平成31年４月１日現在）

名

所

属

名誉委員長

河村

たかし

名古屋市長

委

長

堀場

和夫

名古屋市副市長

員

児玉

剛則

環境省中部環境パートナーシップオフィス

永田

秀和

特定非営利活動法人

神野

英之

名古屋市区政協力委員議長協議会

坪井

明治

名古屋市商店街振興組合連合会

加藤

玲子

名古屋市地域女性団体連絡協議会

中村

剛

名古屋市保健環境委員会

会長

坂野

幸彦

名古屋市立小中学校長会

会長

清水

敬介

名古屋市立小中学校 PTA 協議会

岡山

正浩

日本チェーンストア協会中部支部

水野

裕之

名古屋市環境局長

中田

英雄

名古屋市市民経済局長

竹内

道夫

名古屋市中区長

渡邊

正則

名古屋市会計管理者

委

監

員

事

中部リサイクル運動市民の会

代表理事

議長
理事長
会長

会長
事務局長

※団体名の五十音順で敬称は省略させていただきました。

収支決算
1．収入の部

単位：円

科
負担金収入

目

名古屋市負担金収入

決

算

額

29,508,096

企業協賛金収入

6,393,000
合

計

35,901,096

2．支出の部

単位：円

科

目

決

算

額

地域行事
全市一斉クリーンキャンペーン・なごや2019

2,297,254

地域環境イベント

2,108,168

環境バザー

1,840,000

環境学習講座

397,932

環境学習ウィーク・トライ＆アクション
身近な自然体験会

3,487,835
855,612

中央行事

22,548,977

区民まつり（環境デーコーナー）

2,112,787

事務局一般管理費

252,531
合

計

35,901,096
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協賛団体
（株）愛研
愛知県環境輸送事業協同組合
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／（公財）古紙再生促進センター
愛知県再生繊維協同組合
（一社）愛知県産業廃棄物協会
（一社）愛知県自動車会議所
愛知県鉄屑加工処理協同組合
愛知服育研究会
（株）Acalie
（株）アクアス
（株）朝日工業社名古屋支店
（株）石川マテリアル
石塚硝子（株）
伊藤工業（株）
（株）浦野設計
（株）エコトップ
（株）エコペーパー JP
（株）エステム
NEC 東海支社
NDS（株）
大池建工（株）
（有）大原ガラスリサイクル
花王グループカスタマーマーケティング（株）
（株）加藤建設
川崎重工業（株） 中部支社
河田フェザー（株）
（株）木津工務店
国豊積算（株）
グリーンサイクル（株）
（株）コメ兵
（株）サクラダ
三協熱研（株）
（株）三祐コンサルタンツ
JFE エンジニアリング（株）
施設総業（株）
（公財）自動車リサイクル促進センター
（株）シブヤメンテル
重環オペレーション（株）
昭和造園土木（株）
（公社）食品容器環境美化協会 愛知地方連絡会議
神鋼環境メンテナンス（株）
新明和工業（株）
シンワ空調サービス（株）
（株）静環検査センター 名古屋支店
（株）第一電力
（株）ダイセキ
（株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店
（株）
タクマ 中部支店

（株）ダスキン
中央電気工事（株）
中京塗装（株）
中日新聞社
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
（一財）東海技術センター
東邦ガス（株）
東和不動産（株）
トヨタ自動車（株）
豊田通商
（株）
／豊通ファッションエクスプレス
（株）
／福助（株）／ TB ユニファッション（株）／信友（株）
／東洋棉花（株）
（株）中西
中日本建設コンサルタント（株）
（一社）名古屋建設業協会
（公財）なごや建設事業サービス財団
（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
名古屋鉄道（株）
名古屋リサイクル推進協議会
鳴海製陶（株）
南海鋼材（株）名古屋事業所
（株）西山商店
日鉄エンジニアリング（株）
日本ヒューム（株）東海支社
ノザキ（株）
早川工業（株）
（株）ピーオーテクノサービス
（株）福島製作所
福田道路（株）中部支店
富士電機（株）中部支社
富士ホイスト工業（株）
フルエング（株）
（株）ベータテック
（株）マルセイカンパニー
（株）マルワ
三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
（株）三菱 UFJ 銀行
宮崎精鋼（株）
（株）名邦テクノ
山北産業（株）
（株）ヤマキン
（株）友和製作所
リゾートトラスト（株）
リンナイ（株）

（50音順）

「環境デーなごや」実行委員会（事務局：名古屋市環境局環境企画課）
ＴＥＬ

052-972-2684 ＦＡＸ 052-972-4134 ＵＲＬ http://www.kankyoday.com/
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