
令和 4 年 6 月

各  位

 「環境デーなごや」実行委員会 委員長

「環境デーなごや 2022」
中央行事のご案内と参加募集について（依頼）

 日頃は、名古屋市の環境行政に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、「環境デーなごや」は、市民・事業者・行政の協働のもと、環境問題をともに考

え、行動するきっかけとするため、2000 年以降毎年開催している名古屋市内最大級の

環境イベントでございます。

23 回目となる今年の環境デーなごやのテーマは「藤前干潟ラムサール条約登録 20 周

年～つなげよう！ 命の輝き いきもののつながり～」です。埋立処分場計画を断念し

守られた藤前干潟は、重要な渡り鳥の飛来地として、2002 年にラムサール条約の登録

湿地になりました。登録 20 周年を契機に生物多様性についてあらためて考え、持続可

能な未来に向けて一人ひとりが取り組むきっかけとしたいと思います。 

つきましては、本イベントの趣旨をご理解いただき、ご参加賜りますようお願い申し

上げます。

記

1 「環境デーなごや 2022 中央行事」の概要

   別添 1「環境デーなごやの概要」及び別添 2「環境デーなごや 2022 中央行事開

催概要」のとおり

2 ご出展について

   別添 3「環境デーなごや 2021 ブース出展要項」をご覧いただき、「出展申込書」

により、6 月 30 日（水）までに事務局あて電子メールまたは FAX にてお申し込み

ください。

市民団体、NPO 等非営利活動団体の方は、出展料は免除になります。出展料内

の基本仕様は別添 2「環境デーなごや 2022 ブース出展要項」のとおりです。それ

以外の備品や工事については、各自でご負担ください。

出展は 1 団体 1 ブースとさせていただきます。

3 新型コロナウイルスの感染拡大による中止等の判断

  愛知県に緊急事態宣言が発令された場合等、久屋大通公園でのイベントの開催が難

しいと実行委員会が判断した場合は、12 月頃にオンラインのイベントを実施しま

す。



4 悪天候による中止の判断ついて

久屋大通公園でのイベントは小雨決行です。大雨などイベントの開催に支障が生

じると主催者が判断した場合、やむを得ずイベントの一部または全部を中止するこ

とがあります。

【お問い合わせ・お申し込み先】

「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 内）

 担当：岩田、濱田  電話：052-972-2684 FAX：052-972-4134 
電子メール：a2661-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

各種様式はこちらからダウンロードください。 

【環境デーなごや202２中央行事のご出展・ご協賛について】 

URL：http://www.kankyoday.com/chuogyoji/



環境デーなごやの概要

１ 主催   

「環境デーなごや」実行委員会 

（名古屋市長（名誉委員長）、環境局所管副市長（委員長）をはじめ、各種団体   

や行政の代表者１５名で構成。平成１２年４月設置） 

２ 目的 

「パートナーシップで創ろう“環境首都なごや”」をテーマに、環境問題をともに考

え、理解や関心を深め、市民・事業者・行政の協働のもと、よりよい環境づくりに向

けて具体的行動を実践する契機とする。 

３ 特徴 

環境問題に取り組むＮＰＯ、市民団体及び事業者が多数参加し、行政との協働によ

り実施する名古屋市内最大級の環境イベント。 

別添１

地域行事

６月４日を中心に実施 ※秋ごろまでに実施

・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       等 

環境デーなごや 

中央行事

年度       参加人数 

令和 元年度   約 14万人

令和 ２年度   約 1.1万人

令和 ３年度   約 7000人

（２，３年度はオンラインイベ

ントを実施） 

参加人数 

パートナーシップ事業

区民まつり（環境デーコーナー）

９月17日（土） 

久屋大通公園一帯で実施 

ただし、愛知県に緊急事態宣言が発令さ

れた場合等、久屋大通公園でのイベント

の開催が難しいと実行委員会が判断した

場合は、12月頃にオンラインのイベン

トを実施します。 



環境デーなごや 2022 中央行事開催概要

■今年度の重点的な取り組み 

・藤前干潟のラムサール条約登録 20 周年を契機にした生物多様性の普及啓発

  ・SDGs達成に向けた行動の促進 

■テーマ 

 藤前干潟ラムサール条約登録20周年～つなげよう！ 命の輝き いきもののつながり～

■イベントの内容 

原則「（１）久屋大通公園でのイベント」の通り実施しますが、新型コロナウイル

ス感染症拡大により開催が難しい場合は、「（２）オンライン等のイベント」の通り実

施します。 

（１）久屋大通公園でのイベント 

日 時：令和４年９月１７日（土） 午前１０時～午後４時 

    （午後 4時～出展者参加による一斉清掃を行う予定です。） 

場 所：久屋大通公園一帯（ミツコシマエヒロバス、エンゼル広場、エディオン久屋

広場） 

会 場：出展依頼の対象場所は、下記の２会場です。

・エンゼル広場（みんなつながる環境ひろば）

・エディオン久屋広場（エコライフひろば） 

  出展ブース：１０5ブース 程度（エディオン久屋広場５5、エンゼル広場50）

※予定数を超える場合は抽選となります。落選された方には、 

令和 4年 7月 7日（木）までにご連絡いたします。 

 来場予定者数：９万人程度 

別添２

みんなつながる環境ひろば

●生物多様性を中心とした活動の 

紹介・情報発信 

エコライフひろば

●３Ｒの推進、ＣＯ₂削減などの

取り組みの紹介を通して、環

境にやさしいライフスタイ

ル・ビジネススタイルを提案



（２）オンライン等のイベント 

久屋大通公園でのイベントが中止の場合、オンライン等でのイベントを12月頃

に実施 

※オンライン等でのイベントは、久屋大通公園でのイベントの出展申込みをされた方

のみが対象となります。 

※久屋大通公園でのイベントにご応募いただいて、落選された方も対象となります。 

※オンライン等でのイベントに変更する場合は後日ご連絡いたします。 

 予定内容：①動画の配信、②オフライン企画 

オンライン等でのイベントに変更になった場合は、改めて出展内容の照会を

いたします。 

①動画の配信 

中央行事の「ステージ」や「ブース」で展開している内容を動画で配信

する。 

②オフライン企画 

オンラインの環境がない方にも、参加いただける企画を実施する。 

 参加予定者数：1万人 

〇ステージ 

＜内  容＞久屋大通公園で行うステージの内容と同じものを動画で撮影し、

配信する。 

＜時  間＞各１０分～３０分程度 

＜動 画 数＞５本程度 

〇ブース 

＜発信内容＞事業者、団体、行政により「３R」「省エネ・低炭素」「エコカー」

「生物多様性」「プラスチックごみ削減」「フェアトレード」など

取組を発信 

＜時  間＞１本あたり１分～５分程度 



■感染対策 

 ・密閉、密接、密集を避け、マスク着用を必須とし、政府決定の新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針や政府・愛知県・名古屋市の各種通知等に従い実施し

ます。 

 ・来場者様に感染対策の事前告知をします。 

 ・ステージと観客席は距離を空けます。 

・各入り口にて検温し入場いただきます。 

 （出展者様については、事前に検温いただきます） 

・飲食スペースは設けず、会場内での食事を禁止します。 

・出展者様各１ブースとし、ブース出展数を例年の７割程度に減らし、３ブース以

上並ばないよう配置します。 



環境デーなごや 2022（久屋大通公園でのイベント） ブース出展要項

（1）出展料

  出展料は免除いたします。

（2）ブース基本仕様

 ビニールテント（右記図のとおり）

（間口 3,600mm、奥行 2,700mm）

（側幕有）

 長机 2 本、椅子 4 脚

 テント看板（出展者名及び SDGs ゴールのアイコン）

※SDGs のアイコンは、「出展申込書」に SDGs のゴール選択を記載してください。）

※上記以外の追加備品や電気工事、水道工事などは別途自己負担となります。

（3）出展条件

 ・環境デーの目的に賛同し、環境問題をともに考え、環境問題の解決に向け来場者が

行動するきっかけを促す出展をしてくださること。

 ・「環境デーなごや 2022 ブース出展要項」の内容を遵守し、留意点についてご理解い

ただけること。

(4) 出展会場

ご提出いただきます「出展申込書」を参考に、本実行委員会が配置いたします。

■エディオン久屋広場「エコライフひろば」

 3R の推進、CO2削減などの取組に関する出展者を配置します。 

■エンゼル広場「みんなつながる環境ひろば」

生物多様性に関する出展者を優先に配置します。

(5)  出展形態・内容について

感染対策から以下の点に配慮した内容としてください。 

 ・ブース内のレイアウトは、人が過密にならないよ

うにしてください。

（例：右記のように、机をブースの前面に置き、

人と接触距離を確保できるような形）

  ・体験などは長時間の滞在を避けるようにしてくだ

さい。（例：組み立てに 10 分以上を要する工作）

 ・調理を伴う飲食物の提供をご遠慮ください。

  飲食物を提供する場合はすでに調理されている

テイクアウトできるものに限定します。

（飲食スペースはありません）

3,600mm 2,700mm 

別添３



（6）チラシや啓発品等の配布に留意点

 ・チラシや啓発品等を配布する場合は、環境デーの目的に沿ったチラシや啓発品を

配布してください。

 ・プラスチックごみの発生抑制を推進する観点から、チラシ等をプラスチック製の

袋に入れて配布しないようにしてください。（なお、来場者に向けてはマイバック

の持参を呼びかける予定です。）

・啓発品を作成する場合は、プラスチックごみの発生抑制を推進する観点から、ワ

ンウェイのプラスチック製の製品や容器包装を使用しないようにしてください。

（参考：「名古屋市啓発物品の調達に係るプラスチックごみの削減に関する方針」 

          http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000116240.html） 

  ※衛生のため必要な包装は使用可能です。 

（7）飲食・物販に関する留意点

・飲食物を提供される場合は、調理済みのものに限ります。

・飲食物の販売等をする場合は、環境デーの目的に沿う内容のＰＲに付随して行う

場合に限ります。営利目的の販売はご遠慮ください。

・営利目的以外でも、内容によっては販売をご遠慮いただく場合があります。

・飲食物を取り扱う場合、保健所の指導により手洗い設備やテーブルクロス等の設

備・備品が必要となりますので、その場合、各自ご用意いただくか、後日案内する

設営業者の窓口で追加の備品をお申込みください。

・プラスチックごみの発生抑制を推進する観点から、極力プラスチックの使用はお

控えください。

(8) 感染対策

（準備）

・従事者、来場者の皆様に会場での検温があること、マスク着用が必須であること

などを事前に周知をお願いします。

・従事者、搬出搬入をする皆様についても、必ず連絡が取れるよう名簿等を作成し、

最低３週間保管し、万が一感染が発生した場合は保健所など関係機関に提供でき

るようご準備をお願いします。

・ブースレイアウトやブースの内容は、接触を控えるような内容とし、通常よりス

ペースに余裕をもたせてください。

・各自ブース内で必要な感染対策を行ってください（消毒液の配置、パーテーショ

ンの設置等）

・接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービスのインストール、稼働の確認

を行ってください。



（当日）

・従事者、搬出搬入をする皆様は必ずマスクを着用してください。また、頻繁な手

洗いや手指消毒を徹底してください。

・大声での呼び込みや会話は控え、ソーシャルディスタンスを来場者に促してくだ

さい。

・体調不調の方は来場しないようにしてください。

・多くの者が接触する部分についてはこまめに消毒を行ってください。

・当日従事者を管理し、必ず当日の朝検温してください。

（後日）

・ブース従事者等に感染者が出た場合は、速やかに事務局に報告してください。

※その他実行委員会が指示する内容があれば、ご協力ください。

※万が一濃厚接触者に該当した方がいる場合は、健康観察期間中のイベントへの参

加・従事はご遠慮ください。

※新型コロナウイルス感染者が発生するなどの理由により、ブース出展が難しくな

った場合は速やかに事務局にご連絡ください。

（9）その他の留意点

・テーマ「藤前干潟ラムサール条約登録 20 周年～つなげよう！ 命の輝き いきも

ののつながり～」を意識した出展をしてください。 

・実行委員会の指示に従って出展をしてください。 

・公序良俗に反する行為や法令違反を行った方には退去いただくことがあります。

・公園に損傷を与える行為を行わないでください。使用後は原状回復をしてくださ

い。

・環境デーなごやの会場内は禁煙とします。 

・営利目的の活動や宗教勧誘等、環境デーの趣旨に反する行為は行わないでくださ

い。

・出展者説明会を令和４年 8 月下旬に行いますので、ご参加ください。

・出展者で出したごみについては、すべて持ち帰っていただき、各自分別をして適切

に処理してください。 

イベント終了後に出展者の皆様と会場内の「一斉清掃」を行いますので、

ご協力ください。



（10）申込み方法、期限

申込方法：「出展申込書」により、事務局あて電子メールまたは FAX にてお申し込

みください。

申込期限：令和 4 年 6 月 30 日（木）まで

【お問い合わせ・お申し込み先】

「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 内）

 担当：岩田、濱田  電話：052-972-2684 FAX：052-972-4134 
電子メール：a2661-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

環境デーでは 

プラスチックごみの削減に取り組んでおります 

プラスチックごみによる海洋汚染をはじめ、プラスチックに関わる様々な問題

を解決するため、名古屋市含め世界中で官民を問わず取り組みが広がっていま

す。 

 環境問題を考え、よりよい環境づくりに向けて具体的な行動を促す「環境デー

なごや」においても、プラスチックごみの削減に向けた取り組みを行いますの

で、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

＜出展の当落＞ 

 出展応募者数が予定数を超える場合は抽選となります。 

落選された方には、令和４年7月7日（木）までにご連絡いたします。 


