（別添２）平成20年度３Ｒ推進地方大会等概要一覧
事 務 所 等

本

省

北海道地方環境事務所

大

会

名

第3回
３Ｒ推進全国大会

３Ｒ推進
北海道大会2008

開催時期

開催場所

10月23日（木）～26日（日）

山形国際交流プラザ（山形ビッグウィング）

10月6日（月） 札幌会場

エルプラザ（札幌市北区北8条3丁目）札幌会場

10月15日（水） 帯広会場

とかちプラザ（帯広市西4条南13丁目）帯広会場

10月20日（月） 旭川会場

旭川市民文化会館（旭川市7条通9丁目）旭川会場

内

容

環境配慮の内容

備

考

①式典日時：10月24日（金） １３：３０～１６：３０
(同時開催) 山形県
会場：山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）
もったいないやまがた780大会
式典 １）大臣表彰 ２）3R活動推進フォーラム 小宮山会長（東大総長） 特別講演 ３）
【かえっこバザール＆環境科学体験コー
・容器類の使用削減及び再生利用に向け、徹底した分別を実施。環境に配慮
俳人 黛まどか氏 記念講演
ナー】
した容器の使用やマイバッグ持参等の取組みにより、容器類の減量化に向け
②やまがた環境展：10月24日（金）～26日（日）
10月25日（土）～26日（日）
た普及啓発を図る。
会場：山形国際交流プラザ 多目的集会展示場ほか
会場：山形国際交流プラザ 交流サロン
・会場内には出来るだけごみ箱を設置せず、ごみの発生抑制を図る。
③地域循環圏を考えるシンポジウム：10月23日（木） 午後
【３R推進シンポジウム】
・来場者が気軽に参加できる体験コーナーを設けて３Ｒを実践してもらい、従
会場：ホテルメトロポリタン山形
10月26日（日）午後
来のライフスタイルを見直すきっかけづくりを行う。
④エコツアー：10月25日（土）
山形国際交流プラザ 大会議室
会場：最上地域コース、山形市内コース
・ごみ減量化に向けた取組みの紹介に加え、省エネルギーや環境保全につ
【こどもエコクラブ交流会inやまがた】
⑤環境映画・ビデオ上映会：10月25日（土）
いて紹介するコーナーを設置し、環境に対するトータル的な意識啓発を図る。
10月25日（土）午後 山形国際交流プラザ
会場：山形国際交流プラザ 大会議室
【こども環境学習教室】
⑥その他３Ｒの普及に関する啓発事業
10月26日（日） 山形国際交流プラザ
「ごみゼロくん」が３つのＲを実践している姿を描いたＰＲポスターを配布

１）講演会（札幌会場のみ）
２）先進事例発表
３）パネルディスカッション
４）パネル展示コーナー
５）体験講座・相談コーナー（札幌会場のみ）

・会場内での分別によるごみの回収
・ポスター、チラシに再生紙を利用
・マイバッグ利用の呼びかけ
・ポスター、チラシに再生紙を利用

事務所等連絡先

第3回３Ｒ推進全国大会実行委員会
事務局
TEL: 023-630-3044

環境省北海道地方環境事務所
※北海道経済産業局、北海道農政事務
所、北海道、札幌市、旭川市、帯広市の共 環境対策課
TEL: 011-251-8702
催

東北地方環境事務所

３Ｒ推進岩手大会

11月1日（土）～2日（日）

いわて県民情報交流センター（アイーナ）

1)環境トークショー（ダニエル・カール）
2)３Ｒ活動に関する啓発（ごみゼロ推進先進事例展示等）
3)キッズ向けの啓発企画（３Ｒ紙芝居、小学生３Ｒ推進活動展示他）
4)体験コーナー（マイバッグ作成、エコキャンドル手作り教室、エコわらじ手作り教室、木
の粘土鉛筆作り等）
5)フリーマーケット

・会場内でのごみの発生抑制（リユース食器使用、レジ袋等を配布しない、チ
ラシ裏面をアンケートに利用等）
(同時開催)
・ごみの分別回収の徹底
「いわて環境王国展」
・使用機材等はリース、レンタル等により調達
・印刷物は再生紙利用

環境省東北地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL: 022-722-2871

関東地方環境事務所

第3回
３Ｒ推進関東大会
ｉｎやまなし

10月18日（土）～19日（日）

山梨県小瀬スポーツ公園芝生広場
（山梨県甲府市）

１）エコトークショー＆ミニコンサート（柏原収史と３Ｒ推進テーマでトーク）
２）エコファッションショー（小道具等に「３Ｒ」要素披露）
３）３Ｒミュージカル
４）体験コーナー（「３Ｒ」のうち、特にリデュースに着目）
５）３Ｒ商品の展示（商品を見て触れて関心を高めるコーナー）
６）パネル展示（①地域の「３Ｒ活動」紹介②クイズ出題、解答者に記念品贈呈）

・ゴミの発生抑制と分別
・来場者に新たな知識や３Ｒへの取組のモチベーションを持ち帰ってもらう。
・３Ｒのうち、特にリデュース、リユースに焦点を当てる。

（同時開催行事等）
「山梨県ふるさと特産品フェア」

環境省関東地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL: 048-600-0814

9月27日（土）

長野オリンピックスタジアム

プロ野球北信越リーグの信濃グランセローズ対群馬ダイヤモンドペガサス戦において、
以下の３Rの普及啓発イベントを行う。
① マイカップ及びふろしきの配布
② スコアボードを利用した３RのPR
③ 場内アナウンスを利用した３RのPR
④ 外野フェンスに３R推進月間をPRする横断幕の掲示

① ごみの持ち帰り
② 飲料水販売売店におけるマイカップの使用
③ 会場機材のリース、レンタル等による調達

9月29日（月）～10月3日（金）

JR長野駅中央通路

JR長野駅中央通路において以下の３Rの普及啓発活動を行う。
① ３R推進月間をPRする懸垂幕の掲示
② 中部地方環境事務所、長野県、長野県内NPO団体等による３R
推進に関するパネル展示

○ 会場機材のリース、レンタル等による調達

ー

環境省中部地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL: 052-955-2132

ホテルグリーンパーク津

① ３Rマイスター平野次郎氏の講演
① 会場機材のリース、レンタル等による調達
② 三重県内の団体等による３R推進事例紹介
③ 中部地方環境事務所、三重県、三重県内NPO団体等による３R推進に関するパネル ② 紙による広報の削減
展示

３R推進長野大会
中部地方環境事務所

３Rについて語ろうin三重 10月21日（火）

１）メインイベント
9月20日（土）
近畿地方環境事務所

中国四国環境事務所
高松事務所

中国四国環境事務所

九州地方環境事務所

平成20年度３Ｒ推進
近畿ブロック大会

平成20年度３Ｒ推進
中国四国地方大会

エコまつり
環（わ）ッハッハ
inよしじま

平成20年度３Ｒ推進
九州ブロック大会in佐賀

２）サテライトイベント
11月29日（土）～30日（日）

11月1日（土）～3日（月）

１０月１２日（日）

10月30日（木）
～11月3日（月・祝）

１）メインイベント（9/20）
①ウルトラマンコスモスミニショー＋撮影会
②ふろしき体験ミニ教室
③おもちゃかえっこバザール
④地元環境ＮＰＯによる親子体験教室
・ 割り箸を使ったランプシェードづくり
・ 古新聞を使ったエコバックづくり
・ 親子科学実験
⑤フードコート＆リユース食器体験
⑥クイズラリー
⑦ブース展示
２）サテライトイベント（11/29～30（予定））
①ふろしき展示ギャラリー
②３Ｒクイズ

・もったいない風呂敷の配布・利用の呼びかけ
・分別ゴミ箱（飲食コーナーのみ設置）によるごみの
回収
・飲食コーナーでリユース食器使用
・ブースパネル・看板等の使用資材の素材・処理方法
等について環境に配慮
・公共交通機関（鉄道）利用の呼びかけ

（同時開催行事等）
１）メインイベント
「環境フェア」 奈良県等主催
２）サテライトイベント
「エコな～らフェスタ ストップ
温暖化広場｣ 奈良県地球温暖化
防止活動推進センター主催

環境省近畿地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL: 06-4792-0702

藍場浜公園・徳島そごう
（徳島県徳島市）

①環境戦隊ステレンジャーショー
②環境絵画展
③環境活動報告展
④地球温暖化パネルの展示
⑤環境ブース展示
⑥リユースオークション
⑦リユース・リサイクル商品フリーマーケット
⑧NPO等団体によるワークショップ

・会場内での分別によるごみの回収
・飲食コーナーでリユース食器使用
・エコバック利用の推進

（同時開催行事等）
「阿波の狸まつり」

中国四国環境事務所
高松事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL: 087-811-7240

広島市環境局中工場（広島市）

１）中工場（清掃工場）見学
２）エコマネー（ゴミを減らす工夫の実行によって、参加者に交付される会場内通貨）利用
によるリサイクルマーケット、飲食物等の提供
３）あそび・体験ゾーン
４）エコ忍者クイズライブラリー
５）エコアシス（芝生）におけるオープンカフェ
６）環境展示
など

・エコマネー（ゴミを減らす工夫の実行によって、参加者に交付される会場内
通貨）による各種イベント・サービス（クイズ、出店等）の取組
・当イベントで排出された最終処分せざるをえない廃棄物の量を計測し、公表
予定。
・最終処分される廃棄物について、「もったいないおばあちゃん」の講演がある
予定。
・本イベントは４Ｒを体感してもらうことを目的としており、リデュース、リサイク
ルを体感できる分別回収・再資源化コーナー、容器包装を断りやすい環境（リ
フューズ）を体感できるコーナー、フリーマーケットでの再利用現場を確認（リ
ユース）等、４Ｒを直に体感できるよう工夫を施している。
・公共交通機関（鉄道）利用の呼びかけ
・各ブース参加者に、廃棄物の排出抑制を依頼

（主催）
エコまつり環ッハッハinよしじま実行委員会 中国四国環境事務所
（中国四国事務所参画。その他実行委員と 廃棄物・リサイクル対策課
して、広島県環境保健協会、広島市等も参 TEL: 086-223-1584
加。）

佐賀県佐賀市 嘉瀬川河川敷
「2008佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」会場

１）３Ｒ活動を実践している著名人によるステージイベント（予定）
２）佐賀県内から応募のあった３Ｒポスター加工物の展示
３）マイバッグ展の開催
４）参加体験型イベント（講座）の開催
・マイバッグデザイン
・マイ箸製作
５）啓発パネル展
６）佐賀県内の環境関係団体による展示

・グリーン購入法に基づく物品の調達
・廃棄物の発生を抑える
・電力使用を抑える
・来場者に公共交通機関の使用を呼び掛ける
・著名人の選定に当たっては、３Ｒの実践若しくは環境保全対策を実践してい
る者を選定
・出展団体の選定に当たっては、３Ｒの実践若しくは環境保全対策を実践して
いる団体を選定

１）メインイベント
奈良県広域地場産業振興センター（インテクノ奈良）
住所：奈良県大和高田市幸町2-33
２）サテライトイベント
イオンモール橿原アルル１階SUN SHINE COURT
住所：奈良県橿原市曲川町7-20-1

（同時開催行事等）
・佐賀県クリーンエネルギー自動車展示会
（佐賀県）
・環境展（佐賀市）

九州地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL: 096-214-0328

