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1. 「環境フェア in KOBE」開催にあたり1. 「環境フェア in KOBE」開催にあたり

開催主旨

1997年、深刻化する地球温暖化問題を解決するために、具体的な温室効果ガスの削減目標が締結された

京都議定書。この中で日本は、2008年から2012年の間に温室効果ガス排出量を1990年に比べ、6％削減す

る目標を掲げましたが、逆に6.4％増加しており、目標数値を達成するためには現状から大幅に削減する必

要に迫られています。

開催主旨

2008年は京都議定書の第一約束期間がスタートする年であり、同年7月には、環境問題を主要テーマとする

主要国首脳会議（G８サミット）が、日本が議長国となって北海道洞爺湖で開催されます。

G８環境大臣会合は、このG８サミットに先立ち、2008年5月24日（土）～26日（月）に神戸で開催され、主要な

環境問題について討論し、その結果をG８サミットに反映させる重要な位置づけの会合です。

開催都市である神戸では、兵庫県・神戸市・神戸商工会議所などが「環境大臣会合等兵庫県推進協力委員

会」を設置して、G８環境大臣会合に向けて多岐にわたる準備を進めています。

G８環境大臣会合開催と同時期に、官民連携による「環境フェア in KOBE」を開催することにより、県民をはじ

め多くの方々に環境について認識を深めていただき、環境に関する様々な施策の展開につなげていきます。

地球の未来を担う世代が中心となって、今後の環境政策について国際的な議論を深めるシンボリックな対話

交流の機会となるような実り多い場を目指し、神戸から日本中に、そして世界に向けて発信してゆくイベント

にします。

■政府による日本の最先端環境技術プレゼンテーション

政府によるテーマゾーンを設け、環境に関する日本の最先端技術を紹介するプレゼンテーション展示を行い

ます。G8環境大臣会合のテーマと連携し、「地球温暖化防止」「生物多様性への対応」「３R（リデュース、リ

「環境フェア in KOBE」のポイント

ます。G8環境大臣会合のテ マと連携し、 地球温暖化防止」 生物多様性 の対応」 ３R（リデュ ス、リ

ユース、リサイクル）」を中心に、広く環境問題について認識を深め、環境問題の重要性を相互に提言・学習し

ていただく場を設けます。

■北海道洞爺湖サミットに向けたG8環境大臣会合に伴う公式行事として開催

国、兵庫県、神戸市、神戸商工会議所ほか関係団体、そして企業が一体となった、北海道洞爺湖サミットに

向けたG8環境大臣会合に伴う環境啓発のための公式行事のひとつとして開催されます。日本国内、更には向けたG8環境大臣会合に伴う環境啓発のための公式行事のひとつとして開催されます。日本国内、更には

世界中のメディアなどからの高い関心を集める貴重な場となります。

■G8環境大臣会合の参加大臣、各国の環境省関係者が来場予定

同時期に開催されるG8環境大臣会合に参加する各国の環境大臣ならびに環境省関係者が、本会場に来場

することを予定しています。貴社の環境技術等を展示や配布物等を通してアピール出来る絶好の機会です。

また 国内外メディアによる幅広い情報発信が期待できます
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また、国内外メディアによる幅広い情報発信が期待できます。



2. 開催概要2. 開催概要

開催概要

●開催日程 2008年5月23日（金）～26日（月） 4日間

●開催会場 神戸市立中央体育館

●開催テーマ “神戸発で、日本全国へ、世界へ！

環境についての理解と認識を深める参加体験フェアを開催し、発信しよう！”

●サブテーマ 1.地球温暖化防止を支える環境技術

開催概要

2.自然環境に対応した環境技術

3.「３Ｒ」技術・ノウハウ

●主催 「環境フェア in KOBE 」実行委員会

●委員会メンバー 環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、兵庫県、神戸市、神戸商工会議所、

財団法人ひょうご環境創造協会、財団法人兵庫県環境クリエイトセンター、

グローブジャパン

●共催 環境大臣会合等兵庫県推進協力委員会

●後援（予定） 日本経済団体連合会、日本商工会議所

●入場料 無料

●予想来場者数 30,000人

●専用サイト http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/2008G8/fair/index.html 

※主旨に賛同いただいた皆様には、出展料をご負担いただき、展示ブースを出展いただきます。

ブースはそれぞれの展示テーマに合ったゾーン配置を予定しています。全体広報は実行委員会が行い、フェア

開催期間中の集客促進を図ります。

※実行委員会は、G8環境大臣会合参加の各国大臣、関係者、およびメディア関係者に対し、フェア開催を案内し、

見学いただくことを予定しております。

※JR神戸駅前地下街「デュオこうべ」、ハーバーランドセンタービル地下１階の「スペースシアター」においても、展

示ゾーンを設ける場合があります示ゾ ンを設ける場合があります。

開催会場のご案内

神戸市立中央体育館

〒650-0017 神戸市中央区楠町4-1-1

電話 078-341-7971 FAX 078-341-7974

http://www.kobecg.jp/
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競技場 第一体育室



3. 出展概要3. 出展概要

出展対象

「環境フェア in KOBE」は、「最先端の技術・活動」「日本独自の技術・活動」「開催地に関連の深いこと」を重視し

た展示とし、加えて「市民の方々が身近に関心・理解」をしていただけるような活動・取り組みも紹介します。

●出展対象 環境に関わる技術開発や啓発活動に積極的に取り組む企業、研究機関、市民団体

●展示構成（案） 展示ゾーン1 地球温暖化防止を支える環境技術

展示ゾーン2 自然環境に対応した環境技術

出展対象

展示ゾ ン2 自然環境に対応した環境技術

展示ゾーン3 「３Ｒ｣技術・ノウハウ

※上記に加え、主催者展示として「テーマゾーン」を設け、日本の環境への取り組みを

紹介していく予定です。

G8環境大臣会合

＜展示コンテンツ１＞

地球温暖化防止を支える技術

「美しい星50」を支えるシンボル技術

＜展示コンテンツ２＞

自然環境に対応した技術

様々なフィールドの「いのちのつながり」＜テーマゾーン＞

G8環境大臣会合

例）

●ＣＯ２封じ込め技術

●バイオエネルギー技術

●バイオプラスチック技術

●ハイブリット技術

●再生可能エネルギー技術

●原子力・エネルギー技術 など

例）

●「緑」のフィールド

●「海」のフィールド

●「食」のフィールド

●「水」のフィールド

など自然再生技術、自然活用技術

●身近な森や川を守る活動 など

＜テ マゾ ン＞

日本の環境への取り組み
【政府・自治体による展示】

公害を乗り越えて

●高度成長期からの公害問題への

取り組み

●今、市民ができること

自動車使用や電気の無駄使いを減

らす工夫など

＜展示コンテンツ３＞

「３Ｒ」技術・ノウハウ

「MOTTAINAI」の実践シンボル

例）

●リサイクル技術

（繊維、家電、古紙）
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●リデュース

●リユース

●レジ袋削減の勧め、エコバック活用



4. 出展募集概要4. 出展募集概要

出展料出展料

スタンダードスペース

※２小間以上の申込者のみ、独立小間でスペース渡し

＜１小間＝５ｍ×５ｍ＝２５㎡＞

１小間あたり ￥997 500（税込 予価）出展料
展示スペース

１小間あたり ￥997,500（税込、予価）

【本体価格 ¥950,000】

出展料

出展場所 ： 神戸市立中央体育館 2Ｆ競技場 床面でテープ区画

※申込小間数は、1、2、4、6小間単位を原則とします。これを超える小間数をご希望の出展者様は別途ご相談ください。
また、締め切り後、全体構成を考慮し、主催者により申込小間数を調整させていただく場合があります。

※本スペースのご使用にあたり、システム壁面のご利用を希望される出展者は別途お申し込みください。

スタンダードブース

※１～２小間以下の申込者、背面・側面の壁面パネル付き

＜１小間＝３ｍ×３ｍ＝９㎡＞

１小間あたり ￥189,000（税込、予価）

【本体価格 ¥180 000】

出展料 2,700mm

リユース対応の
システム壁面パネル（白）

小間番号プレート

【本体価格 ¥180,000】

出展場所 ： 神戸市立中央体育館 1Ｆ第一体育室

※出展料・仕様などは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

出展料に含まれるもの 出展料に含まれな も

3,000mm3,000mm

出展料に含まれるもの 出展料に含まれないもの

・基本小間設営費 ※スタンダードブース申込時

・単相100V0.3kwまでの電気幹線工事費

・共用施設工事費および維持費

・広告宣伝費 （招待状、ポスター等）

・来場者サービスに関わる費用

（ガイドブック、会場案内など）

・展示会場の安全管理費、運営要員費および警備費

・展示小間の装飾費、運営費

・単層100V以外及び単相100V0.3kwを超える電気工事費、使用料

・ガイドブック広告掲載料

・出展機器に付保した損害保険料

・展示、搬入出時の対人障害などの事故にかかる費用

・法令および展示規則に基づく展示装飾などの改修費用

・その他、出展小間料に含まれない費用

●小間位置 小間位置は、申込順位・出展テーマ・出展品・実演プログラムの有無などを考慮し、主催者が決定します。

●実演 出展物の実演は、事務局の事前承認が得られた場合のみ、小間内または指定場所で操作・実演すること
が可能です。

●その他供給 各出展ブース内へのガス・給排水の供給は、原則として行いません。ガス・給排水が必要な場合は、別途
ご相談ください。使用できる場所に制約があります。尚、ガス・給排水に必要な費用は、出展者の負担とな

その他
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ご相談ください。使用できる場所に制約があります。尚、ガス 給排水に必要な費用は、出展者の負担とな
ります。



会場レイアウトイメージ会場レイアウトイメージ

【２F】 競技場

・スダンダードスペースでの提供とさせていただきます。

※本レイアウトはイメージです。全体構成を考慮し、主催者により
配置を調整させていただく場合があります。

【１F】 第一体育室

・スダンダードブースでの提供とさせていただきます。

※小間の色分けは、展示テーマに沿った
ゾーニングのイメージ例です。
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屋外出展に関して屋外出展に関して

会場正面にある屋外広場エリアを用いた屋外出展も承ります。

エコカーを始め再生可能エネルギー発電システム、その他環境機材展示などの展示用途にご利用ください。

神戸市立中央体育館

正面出入口

屋外出展スペース

※神戸市立体育館前の広場エリアでの屋外出展

＜１小間＝５ｍ×５ｍ＝２５㎡＞

１小間あたり ￥199,500（税込、予価）

【本体価格 ¥190,000】

出展料

出展場所 ： 神戸市立中央体育館 正面玄関前広場

展示スペース

床面でテープ区画

※本フェアは、雨天等の天候条件に関わらず開催を行います。いかなる天候条件の場合でも、当日の出展キャンセル等は承れませんので、
ご了承ください。

※申込締め切り後 全体構成を考慮し 主催者により申込小間数を調整させていただく場合があります※申込締め切り後、全体構成を考慮し、主催者により申込小間数を調整させていただく場合があります。
※本スペースのご使用にあたり、屋外用テントその他（オプション料金）等をご希望の出展者様は、別途事務局までご相談ください。

出展料に含まれるもの 出展料に含まれないもの

・単相100V0.3kwまでの電気幹線工事費

・共用施設工事費および維持費

・広告宣伝費 （招待状、ポスター等）

・来場者サービスに関わる費用

・展示小間等の装飾費、運営費

・単層100V以外及び単相100V0.3kwを超える電気工事費、使用料

・ガイドブック広告掲載料

・出展機器に付保した損害保険料
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（ガイドブック、会場案内など）

・展示会場の安全管理費、運営要員費および警備費

・展示、搬入出時の対人障害などの事故にかかる費用

・法令および展示規則に基づく展示装飾などの改修費用

・その他、出展小間料に含まれない費用



５. 「環境フェア in KOBE」出展要項５. 「環境フェア in KOBE」出展要項

出展のお申込み・ご注意

●申込方法 出展申込書に所定事項をご記入の上、株式会社電通テック内の環境フェアin KOBE実行委

員会事務局宛に、ファックス（FAX番号 03-5551-9491）にてお送りください。

事務局担当者：大久保（携帯番号 090-5441-1265）

●申込締切日 2008年2月29日（金） ※但し、満小間になり次第、申し込みを締め切ります。

●出展承認 主催者審査に基づき、出展申込の承認を行います。出展のご希望に添えない場合もございま

出展のお申込み・ご注意

すので、予めご了承ください。

●規約 出展申込の承認後は、出展申込書に記載された規約に従って頂きます。万が一、規約に違反し

た場合は理由の如何に関わらず、出展をお断りすることがあります。

●出展料請求 主催者による出展申込承認の後、ご請求させていただきます。

●支払い期限 2008年4月15日（火）まで

●払込み先 三井住友銀行 神戸営業部 普通預金 口座番号：№９３２４３６８

口座名義：環境フェアin KOBE 実行委員会 事務局長 小寺 隆

●小間位置 小間位置は、申込順位・出展テーマ・出展品・実演プログラムの有無などを考慮して、主催者が

決定します。

●申込の解除 出展申込み後の取り消し、解約は原則としてできません。万一、出展申込者の都合により出展

を取り消す場合、下記の解約料を申し受けます。

2008年3月31日（月）までに書面による解約申込みを受理した場合＝出展料の50％

2008年4月1日（火）以降、書面による解約申込みを受理した場合＝出展料の100％

●お問合せ ＊環境フェア in KOBE 実行委員会事務局 大塚 関口

（神戸商工会議所産業振興部内 TEL. 078-303-5806

〒650-8543 神戸市中央区港島中町6-1）

＊環境大臣会合等兵庫県推進協力委員会事務局 森安 大西

（兵庫県健康生活部環境政策局環境政策課 TEL. 078-361-8602

〒650-0004 神戸市中央区下山手通6-1-1神戸総合庁舎6F）

出展者説明会、出展に関するスケジュール出展者説明会、出展 関

●出展者説明会 出展者説明会は、展示会全般の企画概要、各小間位置、出展ブースの施工規定、環境配慮の
ガイドラインなどに関する説明を行うものです。

2008年3月19日（水）に、神戸商工会議所（予定）で行います。後日ご案内をお送りしますので、
ご参加をお願いします。

●主なスケジュール●主な ケジ ル

2月29日（金） 出展申込み締切り

3月19日（水） 出展者説明会

4月15日（火） 出展料入金締切り

4月上旬～中旬 各種提出書類締切り （提出書類は出展者説明会にて配布します）

5月21日（水）・22日（木） 搬入・設営日
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5月21日（水）・22日（木） 搬入・設営日

5月23日（金）～26日（月） 会期



６. 関連主要催事６. 関連主要催事

●開催日 2008年5月24日（土）～26日（月） 3日間

●開催場所 神戸ポートピアホテル

〒650 0046 神戸市中央区港島中町6丁目10 1

2008 Ｇ８環境大臣会合

〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目10-1

TEL.078-302-1111(代表） FAX.078-302-6877

http://www.portopia.co.jp/

●アクセス
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●リレーシンポジウム（平成１９年１０月から順次開催）

県内に立地している国際機関等が、「地球温暖化」「生物多様性」「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）」等の環
境問題をテーマとして、連携してシンポジウムを開催

●瀬戸内海里海シンポジウム（５月２１日 県公館）

瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するための新たな法整備に向けた活動や環境大臣会合のテーマの１つで

2008 Ｇ８環境大臣会合の主な関連事業

瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するための新たな法整備に向けた活動や環境大臣会合のテ マの１つで
ある「生物多様性」の確保をはじめとする閉鎖性海域の自然再生に向けた先進事例の発表、意見交換等を行うシン
ポジウムを開催（基調講演、報告、パネルディスカッション等）

●コウノトリシンポジウム（５月２２日 豊岡市民プラザ）
国連の定めた「生物多様性の日（5月22日）」に、環境大臣会合で議論される生物多様性について、コウノトリ野生復

帰における関係機関の研究成果の発表等を通じ、環境優先社会の形成に向けて実践する契機となるようシンポジ
ウムを開催（基調講演、パネルディスカッション、活動展示等）

●ひょうご地球環境国際シンポジウム（５月２２日 県公館）

コウノトリ野生復帰、エメックスなど環境面での県の先導的な取組やリレーシンポジウムの成果等を踏まえ、地球規
模の環境問題に対して地域社会が担う役割について広く内外に発信（基調講演、報告会、パネルディスカッション、
ポスターセッション等）

●学生環境フォーラム（５月１７日 神戸大学）

次代を担う学生が知恵と活力を結集し、これまでの人類の行為の検証や反省のもと、これからの持続可能な社会に
向けて、自らの役割について話し合い、行動を起こす契機とするフォーラムを開催（基調講演、プレゼンテーション
等）

●ひょうごの環境学習・教育実践発表会（５月２１日 神戸国際会議場）

「自然を知る」「自然とのつながりを理解する」等をテーマに、幼児期から児童期における「ひょうごの環境学習」の取
組について、園児・児童等が主体となった実践発表会を実施

●ひょうご・こども環境会議（５月１８日 県公館）

環境に関する様々な経験や意見を持ち、地球規模で考え、それぞれの地域で積極的に行動するこどもの育成をめ
ざ た会議を開催（基調講演 クシ プ 全体会等）ざした会議を開催（基調講演、ワークショップ、全体会等）

●名水サミット（５月１６日～１７日 神戸国際会議場）

全国水環境保全市町村連絡協議会が主催者となり、「名水百選」所在市町村による幹事会、全国大会とともに、一
般の方にも参加いただけるシンポジウムを開催する。

●エコカーワールド（５月１７日～１８日 メリケンパーク）
オープニングセレモニーに引き続き、低公害車の展示・試乗、エコドライブに関する普及啓発等を実施

●子ども環境サミットin Kobe（５月２２～２４日 神戸芸術センター）

Ｇ８を中心とする世界の国々から次代を担う子どもたちが集まり、環境問題の重要性を学習するとともに、子どもの
視点からの環境メッセージを国内外に発信（ワークショップ、全体会等）

● NGO・NPO交流の場（５月２３～２５日 神戸国際会議場等）
国内外のNGO・NPOが集まり、地球温暖化防止対策をはじめとした環境問題や課題について議論し、NGO・NPO
や市民としての活動方針等を打ち出し、大臣会合への提言や世界へのアピールを行うためシンポジウムを開催
また NGO・NPOが自由に意見や研究成果等を発表できる場を設定
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また、NGO・NPOが自由に意見や研究成果等を発表できる場を設定

●G8環境大臣会合記念特別シンポジウムー気候変動と水ー （５月２３日 神戸国際会議場）
昨年ノーベル賞を受賞した国際気候変動政府間パネルの議長ラジェンドラ・K・パチャウリ氏を招いて、基調講演に
引き続き、国内外の専門家とともにパネルディスカッションを実施



環境フェア in KOBE 実行委員会
連絡先 ＊環境フェア in KOBE 実行委員会事務局 大塚 関口

（神戸商工会議所産業振興部内)（神戸商工会議所産業振興部内)
〒650-8543 神戸市中央区港島中町6-1
TEL. 078-303-5806    FAX.  078-306-2348

＊環境大臣会合等兵庫県推進協力委員会事務局 森安 大西
（兵庫県健康生活部環境政策局環境政策課）
〒650-0004 神戸市中央区下山手通6-1-1神戸総合庁舎6F）
TEL. 078-361-8602 FAX. 078-361-8535



環境フェア in KOBE 出展申込書

必要事項（太枠）をご記入の上、FAXで下記へお送りください。 申込み締切り日 2008年2月29日（金）

【１】 出展者様についてご記入ください。

ご出展

団体名

TEL. （ ） －

FAX. （ ） －

ご住所 ご担当者名ご住所 ご担当者名

【２】 ご希望の出展方法をお選びの上、必要な小間数をご記入ください。

スタンダード・スペース

１小間 ： ５ｍ×５ｍ＝２５㎡
※２小間以上の申込者のみ 独立小間でスペ ス渡し

ご希望の小間数を
ご記入ください。

小間

※２小間以上の申込者のみ、独立小間でスペース渡し

スタンダード・ブース

１小間 ： ３ｍ×３ｍ＝９㎡
※１～２小間の申込者、背面・側面の壁面パネル付き

屋外出展スペース

１小間 ５ ５ ２５㎡

ご希望の小間数を
ご記入ください。

小間

ご希望の小間数を
ご

小間１小間 ： ５ｍ×５ｍ＝２５㎡
※１～５小間の屋外出展の申込者、独立小間でスペース渡し

【３】 ご希望の出展ゾーンをお選びください。

ご記入ください。
小間

詳しい出展内容を伺った後、他に相応しいテーマのゾーンがある場合は事務局よりご提案させていただく場合がございます。

４ 省 ネルギ 技術１ バイオ関連技術

●展示ゾーン１ 「地球温暖化防止を支える技術」

出展ご希望のゾーン４ 省エネルギー技術
５ 環境ビジネス
６ その他、同展示ゾーンに関わるもの

１ バイオ関連技術
２ エネルギー関連技術
３ ハイブリット技術

７ 「緑」「海」「食」「水」などの自然再生・活用技術
８ 身近な森や川を守る活動など
９ その他、同展示ゾーンに関わるもの

●展示ゾーン２ 「自然環境に対応した技術」

出展ご希望のゾ ン
（番号を記入）

ご要望や特記事項があれば
ご記入ください。

【４】 下記へ送付のうえお申込みください。

１０ ３R（リデュース、リユース、リサイクル）
１１ レジ袋削減の勧め、エコバック活用など
１２ その他、同展示ゾーンに関わるもの

●展示ゾーン３ 「３Ｒ技術・ノウハウ」
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環境フェア in KOBE 実行委員会事務局
（株式会社電通テック内 担当：大久保）

FAX. 03-5551-9491
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