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SDGsまちづくりプロジェクト



まちづくりプロジェクトの概要

 錦二丁目をモデル地区に、なごや環境大学と、地域、企業等の協働によ
り、地域課題の解決とSDGs達成に向けた活動に取り組み、持続可能なま
ちづくりを推進



名古屋駅 栄

名古屋城

丸の内駅

伏見駅

錦二丁目

・三大繊維問屋街として興隆
90年代繊維産業衰退に伴い
人口減少・ｺﾐｭﾆﾃｨ衰退
・ビジネス街、留学生も多い
→昼間人口約2万、夜間人口約400
地域のつながりの希薄化、
まちの関心をもつ機会がない
・まちづくり協議会を立ち上げ、
地域一体でまちづくりに取り組む
・7番街区再開発が2022年春オープン

アート

長者町ゑびす祭り

錦二丁目について

木質化ストリートウッドデッキ



ワーキンググループ（9月～1月）
Ａ SDGsな50年後の錦二丁目の姿
Ｂ 人×多様性×活躍
Ｃ 環境にやさしいライフスタイル発信
Ｄ 快適・安全な暮らしを支える生活インフラを考える
Ｅ スポーツチームと大学の連携でSDGsに取り組もう

オンラインワークショップ（2020年8月）

 企業、地域団体等多様な主体が参加し、地域課題の解決とSDGs達成につながる取
組について、５つのワーキンググループに分かれ検討

全部で24企業
・団体が参加
（計27回開催）

プロジェクト1年目（1/4）



Ｂ 人×多様性×活躍

Ａ SDGsな50年後の錦二丁目の姿

長者町コットンビル

プロジェクト1年目(2/4)
ワーキンググループでの検討（9月～1月）

エコパルなごや 常瑞寺

常瑞寺

オンラインのほか錦二丁目内のコワーキング
スペース、お寺、アーティストの拠点となっ
ているビルなど錦二丁目内の施設を活用



Ｃ 環境にやさしいライフスタイル発信

プロジェクト1年目(3/4)
ワーキンググループでの検討（9月～1月）

長者町コットンビル

Ｃ 繊維 Ｃ 土・緑



Ｅ スポーツチームと大学の連携でSDGsに取り組もう

プロジェクト1年目(4/4)
ワーキンググループでの検討（9月～1月）

Ｄ 快適・安全な暮らしを支える生活インフラを考える

コワーキングスペース
「ＩＭＯＭ」



ワークショップで提起されたアイデア

レポートは、
なごや環境大学HPで
ご覧いただけます！



 道路を活用し、SDGsが描く未来の暮らしを体感できるマルシェを11月に初開催
 約20ブースの出展、700名が参加

みちにわSDGsマルシェ2020

食べられる器やスプーンを使用した飲食
メニューの提供によりごみの削減

地元繊維問屋による風呂敷販売・ワーク
ショップによりレジ袋削減へ

燃料電池自動車MIRAIで発電した電気を利用



ワークショップから実践へ

プロジェクトの様子は
なごや環境大学YouTube
でご覧いただけます！



▲スターキャット・ケーブルネット
ワーク㈱主催のSDGs映画祭

新たな取り組みへの波及

▲名城大学CleanGreenによる
コンポストのクラウドファンディング



憩いの場となるステー
ションの設置・活用

プロジェクト2年目 ‒アイデアの実現へ－

2022年3月に
イベントも
開催予定！

まちまるごと
SDGs体験
in錦二丁目

錦二丁目に関わる多様な人
材が気になる話題を話す
「にちょくら」の開催

SDGsWEEKsで
３講座を実現！

バスケットゴールを設置し交流

マルシェで実現！

緑のベンチ
として実現！

アイデア

アイデア

アイデア

錦2丁目SDGsWEEKsとして実現！
錦二丁目地区がSDGsで埋め尽くされる２週間
を展開

アイデア



錦２丁目SDGs WEEKs(1/4)
 地域・企業等が連携してSDGsに関する多彩なプログラムを展開し、
錦二丁目がSDGs色に染まる「錦2丁目SDGs WEEKs」を開催

 約50団体の協力により、2２の企画と3つの連携イベントを実施



錦２丁目SDGs WEEKs(2/4)

環境学習in長者町
（日本体験学習）

アップサイクル・デザイン・ワークショップ
（ユネスコ＋ブイヨン＋ナカダイ）

スモールゼミ
（EPO中部）

■ＳＤＧｓを体験するワークショップ

すごろくづくりワークショップ
（凸版印刷＋野村不動産）

糸つむぎ体験
（長者町コットンプロジェクト＋豊島㈱）

フラワーベースづくり
（大ナゴヤ大学＋TAIYOFLOWER）



錦２丁目SDGs WEEKs(3/4)

■ＳＤＧｓを学ぶトークセミナー

ネパール料理店で屋上菜園を学ぶ
（凸版印刷㈱＋ゴダワリ）

アップサイクル・デザイン・トーク
（ユネスコ＋ブイヨン＋ナカダイ）

女性活躍セミナー
（ハローワーク）

人×多様性×活躍 国際交流会
（凸版印刷㈱＋グローバル愛知＋ミッツコーヒースタンド）

コットン育成プロジェクト・トーク
（長者町コットンプロジェクト＋豊島㈱）

SDGsを学ぶオンライントーク
（大ナゴヤ大学＋錦二丁目エリアマネジメント）



錦２丁目SDGs WEEKs(4/4)
■ＳＤＧｓを楽しむイベント・展示

アップサイクル 展示
（ユネスコ・デザイン都市名古屋＋Bouillon＋ナカダイ）

日本銀行見学特別プログラム
（日本銀行）

■ＳＤＧｓにつながる実証・プロモーション

地上器を活用したSDGsの取組発信
（エリマネ＋中電興行＋豊島㈱＋大日
本コンサルタント＋日本トリム）

モビリティ・アプリを活用した
連携イベントとの回遊実証
（㈱neurt+NewOrdinary）

アートファーミングTV
世界のトイレからSDGsを考える
（長者町スクールオブアーツ）

連携イベント
をつなぐ！



 錦２丁目SDGs WEEKsの最後には、1年目に引き続きマルシェを開催
 規模を拡大し、27ブースの出展 2,500名の来場者

みちにわSDGsマルシェ2021



みちにわSDGsマルシェ2021
SDGs映画祭

VINTAGE BATON

ハロフェス
コットン展示



株式会社サンゲツ 株式会社NTTファシリティーズ東海 株式会社マルワ 株式会社博展 中部営業所
凸版印刷株式会社 一般社団法人 SDGs アクションラボ 一般社団法人グローバル愛知
株式会社ファーストステップ CECILIA ＭＯＤＥＣＯ 株式会社JTB 有限会社ヒットプロジェクト
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 Clean Green なごや環境大学ユースクラブ 東邦ガス株式会社
ブラザー工業株式会社/ブラザー販売株式会社 サンエー電機株式会社 日本街路灯製造株式会社
日本たばこ産業株式会社 佐川急便株式会社 名古屋営業所 南洋アスピレーション株式会社
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社 名城大学社会連携センターPLAT
CHOJAMACHIBA弁当（錦二丁目） every denim（ITONAMI）FLAME For シティーズ LIVERAL
LULU MAKANA MOYACO N style Engineer neuet株式会社 NewOridnary noix NUNOUS
Okazaki Micro Hotel ANGLE the chord - ザコード TOUTEN BOOKSTORE V ドラック ハローワーク
ミッツコーヒー 長者町コットンプロジェクト μ’s Rawell アジア車いす交流センター（WAFCA） ゴダワリ シヤチル
空色勾玉 パーラーイムオム ちろり家（長者町地下街） ひょうたんカフェ ポポダモン� レッツ・コーポレーション
河文&ハニカム計画 海洋プラスチックアクセサリー sobolon 吉田商事 山の花 山陽製紙株式会社
和装小物の大善 思考するボタニカルブランド Verseau� 勝川ランドリー 椙山女学園大学 八木兵
長者町スクール・オブ・アーツ 都市の木質化（錦二丁目） EPO中部 IKIKI MUZON BERYL VINTAGE
CHARACT konashi 古着屋まっぺん OWLS vintage “enough” +ordinary_ 豊島株式会社
ユネスコデザイン都市名古屋 Bouillon 株式会社ナカダイ 一般社団法人日本体験学習 でんきの科学館
日本銀行 野村不動産 TAIYO FLOWER 東京海上日動 大ナゴヤ大学 株式会社R-pro
大日本コンサルタント株式会社 錦二丁目まちづくり協議会 錦二丁目エリアマネジメント株式会社

参加協力企業・団体一覧 ※順不同



多様な主体の参画

SDGsの自分ごと化

まちの変化

→企画者、参加者、出展者、
全ての人に「気づき」と「つながり」

プロジェクトを通じた成果


