横 浜 市 記 者 発 表 資 料
令 和 ３ 年 1 2 月 ８ 日
温暖化対策統括本部ＳＤＧｓ未来都市推進課

ヨコハマSDGsデザインセンター新拠点
みなとみらい「横濱ゲートタワー」に12/17（金）オープン！
横浜市は SDGs 未来都市として、市民・事業者の皆様との連携により、SDGs 達成に向けた様々な取組を進め
ています。その一環として、皆様から SDGs に関するご相談をお寄せいただき、皆様とともに SDGs に取り組む中間
支援組織「ヨコハマ SDGs デザインセンター」（以下、「デザインセンター」という。）を民間事業者 4 者(株式会社エ
ックス都市研究所、合同会社サスティナブル・デザイン都市戦略研究所、凸版印刷株式会社、株式会社日本総
合研究所）と協働で運営しています。
この度、デザインセンターを中区尾上町から、みなとみらい 21 地区 58 街区「横濱ゲートタワー」（令和 3 年 9
月竣工、令和 4 年 3 月まちびらき予定）へ移転することとなりましたのでお知らせします。
これは、「横濱ゲートタワープロジェクト」を推進する鹿島建設株式会社、住友生命保険相互会社及び三井住友
海上火災保険株式会社の３社と横浜市が、7 月 14 日付で締結した連携協定書に基づき、行われる取組です。
新拠点では、デザインセンターが多様な主体の皆様と連携して取り組んでいるプロジェクトについて動画等で紹介
し、皆様が SDGs を学び感じ、取り組むきっかけを提供するとともに、SDGs に関するイベント等の開催を通じ、
SDGs に取り組む国内外の主体との更なる連携強化に取り組みます。
なお、開所に際しまして、12 月 17 日（金）に開所式を開催いたします。

1

ヨコハマ SDGs デザインセンター 新拠点 概要

場所：
「横濱ゲートタワー」 低層棟 3 階
営業日時： 平日 11:00～16:00
※御来訪の際は、可能な限り事前にデザインセンターにメールでご連絡ください。
E-mail：contact@yokohama-sdgs.jp

▲右上・左上：
新拠点内イメージパース
◀左下：
「横濱ゲートタワー」全景
新拠点所在地
（低層棟 3 階）

◀右下
「みなとみらい 21 地区」
地図（抜粋）

裏面あり
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新拠点における取組

（１） 相談窓口・コンサルティング
デザインセンター会員（登録無料）からの相談を受け付け、会員の取組を支援します。多様な主体のマッチングを
行うとともにセンター自身も主体として参加し、イノベーションを創出します。
（２） SDGs に関する学習活動の支援
SDGs の取組を行おうとしている学校関係者の相談を受け付けるとともに、学校と事業者のマッチングを行います。
また、市内外の学校からの視察・講演依頼等に対応することにより、SDGs 達成のための次世代育成を行います。
（３） イベント開催等による情報発信
デザインセンター会員と連携し、SDGs に関する各種イベントを開催します。オンラインの活用により、国内外へ横浜
市内の SDGs の取組を発信するとともに、広域的な連携を強化します。
（４） SDGs の取組展示
デザインセンターが多様な主体の皆様と連携して取り組んでいるプロジェクトについて動画等で紹介し、来訪した方
が SDGs について身近に感じ取り組めるきっかけを提供します。
※新拠点の一部の家具は IKEA 港北「Circular Hub」にて再販されている家具からデザインセンターに寄贈を
いただきました。(横浜市とイケア・ジャパン(株)は持続可能な社会に向け連携協定を結んでいます。)
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開所式 概要

日時： 令和 3 年 12 月 17 日（金）14:00～15:00
場所： 式典会場
現地会場

ビジネスエアポート横浜
（「横濱ゲートタワー」3 階）
ヨコハマ SDGs デザインセンター新拠点 （同上）

出席者（予定）：
主催者
横浜市
山中 竹春 市長
ヨコハマ SDGs デザインセンター
信時 正人 センター長
来賓
内閣府地方創生推進事務局長
青木 由行様
横浜市会議長
清水 富雄様
鹿島建設株式会社執行役員開発事業本部長（横濱ゲートタワー代表企業）塚口 孝彦様 他
当日の流れ：
開会（14:00）
【式典会場】主催者挨拶 山中市長、信時センター長
来賓挨拶
内閣府、横浜市会、鹿島建設株式会社
※式典会場から現地会場に移動（徒歩 1 分）
【現地会場】テープカット
内覧（プレスツアー）
閉会（15:00）
取材について：
取材希望の方は、①会社名、②取材者名、③人数、④撮影の種類（動画・静止画等）を記入の上、12 月 14 日
（火）17 時までに、下記連絡先までご連絡ください。
Fax: 045-663-5510
Tel: 045-671-4371
【連絡先】e-mail: on-mirai@city.yokohama.jp

お問合せ先
温暖化対策統括本部 SDGs 未来都市推進課担当課長 田村 康治

Tel 045-671-2477

ヨコハマ SDGs デザインセンター
Event Schedule

※詳細や調整中の内容について、ヨコハマ SDGs デザインセンターホーム
ページで随時ご案内します。
URL:https://www.yokohama-sdgs.jp/

（2021 年 12 月 8 日現在）

2021 December

12/22
（水）

12/23
（木）

Love Local Life Lab. SDGs イベント
環境に優しい暮らしを応援するマルシェ＆ワークショップを開催しま
す。リサイクル食器やアップサイクルな壁紙パネル、お茶やはちみつなど
の神奈川県産マルシェで、SDGs を身近に楽しんでみませんか。
主
催：
Love Local Life Lab.
開催時間：
10:30～15:00
事前申込：
不要
脱炭素社会を生き抜くために！いま、企業に求められる「SDGs×脱炭素経営」
社会の潮流を、自社のチャンス・リスクととらえ、「SDGs 経営」
「脱炭素経営」に舵を切る企業が増えています。本セミナーでは、
「SDGs×脱炭素経営」の取り組み方について解説します。
主
催：
三井住友海上火災保険株式会社
開催時間：
14:00～16:00
事前申込：
要

2022 January

1/21
（金）

新しい働き方から始める、SDGs の推進
「子育て」か「フルタイム就業」か、のどちらかではなく、”自分のスキルや
経験を活かした自分らしい働き方“が選択できる社会づくりとは。
SDGs の推進を新しい働き方の視点から考えていきます。
主
催：
ヨコハマ SDGs デザインセンター
共
催：
ソフトバンク株式会社
開催時間：
14:00～15:20
事前申込：
要

2022 February

日程
調整中

２/19
（土）

コーヒーセミナー
スターバックスのコーヒーを片手に、SDGs 達成に向けてできそうな
ことや、SDGs を身近に感じるアイディアをお話してみませんか。普段
何気なく飲んでいるコーヒーをヒントに、楽しいひとときを過ごしましょう。
主
催：
スターバックスコーヒージャパン株式会社
調整中
開催日時：
キッズチャレンジエキスポ in YOKOHAMA SDGs
子どもたちが様々な地域企業の仕事を体験し、働く事の意義と
共に地域理解を深め、また企業の SDGs 施策から、SDGs の
理解も深める事ができる体験型イベントのプレイベントを実施します。
主
催：
株式会社スカラパートナーズ
共
催：
一般財団法人 仁泉指導会
ヨコハマ SDGs デザインセンター
開催時間：
14:00～17:00
事前申込：
要

