（別添３）平成20年度３R推進月間都道府県・政令市行事等一覧
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連絡先

北海道

環境にやさしい買い物キャンペーン 10月2日（木）～3 本庁１Ｆ
道政広報コーナー
マイバッグキャンペーン
日（金）

北海道

ノーレジ袋強調期間

10月1日（水）～7 本庁Ｂ１コンビニ
別館１Ｆコンビニ
日（火）

北海道環境生活部環境局循環
北海道環境生活部環境局循環型
庁内コンビニ入り口前で、レジ袋の削減協力を求める 型社会推進課、環境政策課、
社会推進課
呼びかけを行う。
石狩支庁地域振興部環境生活
TEL：011-204-5197
課

北海道

バス車内広告

10月1日（水）～
31日（金）

中央バス
（札幌市及び近郊）

バス車内映像広告で、３０秒間の３Ｒ推進に関する普 北海道環境生活部環境局循環
及啓発を行う。
型社会推進課

北海道内

①マスメディアによる環境行動の呼びかけ、キャン
ペーンの周知
②テレビ・パブリシティ
北海道
道民環境の日（１０月１２日）をエコショッピングの 環境道民会議
集中行動日と位置づけ、事業者と連携して行動の実践
を呼びかける。

北海道環境生活部環境局環境政
策課
TEL：011-204-5190

10月1日（水）～
31日（金）

３Ｒ，マイバッグに関するパネルの展示

備考

北海道環境生活部環境局循環
型社会推進課、生活局くらし
安全課

北海道

環境行動キャンペーン２００８・秋

北海道

３Ｒ（リデュース・リユース・リサ 10月6日（月）～
イクル）推進パネル展
17日（金）

留萌合同庁舎１階道民
ホール

ごみゼロ社会実現に向け、３Ｒ（リデュース、リユー
ス、リサイクル）の取り組みを推進するため、普及啓
発を実施する。
留萌支庁
・３Ｒ推進パネル掲示
・啓発資材（マイバッグ、ポケットティシュ等）配布

留萌支庁地域振興部環境生活課
TEL：0164-42-8432

北海道

宗谷支庁エコライフフェア

10月中旬

稚内北星学園大学

稚内北星学園大学学園祭に併せて開催し、「３Ｒの推
進」や「環境に配慮した行動」への関心を高めること
宗谷支庁
を目的に、環境関係パネルの展示、リサイクル工作及
び普及啓発資材の配布等を行う予定である。

宗谷支庁地域振興部環境生活課
TEL：0162-33-2920

北海道

再生品利用キャンペーンパネル展

10月中

網走支庁庁舎１階ロビー

啓発用ポスター、パネル及び管内のリサイクル製品を
網走支庁
展示する。

網走支庁地域振興部環境生活課
TEL：0152-41-0628

北海道

３Ｒ推進パネル展

10月6日（月）～17
日（金）

根室支庁１階道民ホール

３Ｒに関するパネルを展示し、道民への普及啓発を図る。

根室支庁地域振興部生活環境
課

根室支庁地域振興部生活環境課
TEL：0153-23-6821

青森県

「もったいない・あおもり県民運動」
推進大会

10月18日（土）

アピオあおもり

県民、事業者、各種団体、行政など多様な主体によ
る、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リ
ユース）及び再生利用（リサイクル）などの環境への
負荷の少ない活動や取組を、県民総参加のもと全県的
な運動として展開することにより、循環型社会の形成
及び地球温暖化の防止に資するための県民大会の開 青森県
催。
○知事による県民運動宣言
○中田横浜市長による記念講演
○ごみ減量・リサイクル率向上に向けたパネルディス
カッション・その他展示等

岩手県

いわて環境王国展

11月1日（土）～2
日(日）

いわて情報交流センター
（アイーナ）、盛岡市民
文化ホール（マリオス）

岩手県の環境観や環境保全の取り組みを県内外に発信
する目的により実施する。内容は、講演会、映画「不
岩手県環境生活部資源循環推進
都合な真実」の上映、エコキャンドルやエコバッグ作 いわて環境王国展実行委員会 課
りなど環境にやさしい体験教室、環境関連企業による
TEL：019-629-5380
展示、環境関連表彰式など。

秋田県

生ごみ減量化実践活動事業

不定期
（管内市町村の要
望に応じ開催す
る。）

秋田市、男鹿市、潟上
市、五城目町、八郎潟
町、井川町、大潟村

秋田中央地域ごみゼロあきた
秋田地域振興局福祉環境部
管内住民を対象にＥＭ菌を活用した生ごみの減量化に 推進会議
TEL：018-855-5173
関する普及啓発を行う。
（事務局：秋田地域振興局福
FAX：018-855-5160
祉環境部）

秋田県

平成２０年度由利地域不法投棄防止対
策事業

10月10日（金）

由利本荘市立子吉小学校

由利地域不法投棄一掃地域協
小学生と父兄を対象に不法投棄の未然防止及び循環型 議会
社会に関する知識の普及啓発を行う。
（事務局：由利地域振興局福
祉環境部）

青森県環境生活部環境政策課循
環・環境産業グループ
TEL：017-734-9249

秋田県由利地域振興局福祉環境
部
TEL：0184-22-4121
FAX：0184-22-6291

時間：13:00～16:00

３Ｒ推進岩手大会と併催

秋田県

福島県

水切りネット配布によるごみ減量化事
業

ごみ減量化コンクール

9月～12月

雄勝地域振興局管内

平成20年9月・10月
平成21年9月・10月

管内１２０世帯を対象に水切りネット３種類（三角
コーナー用２種類、排水口用１種類）を（各３５枚か
ら５０枚）配布し生ゴミの水分の削減に努めてもら
う。
１月に３０世帯を対象としてアンケート調査を実施
し、結果を全参加世帯に周知する。

湯沢雄勝ごみゼロ秋田推進会
議
（事務局：雄勝地域振興局福
祉環境部）

秋田県雄勝地域振興局福祉環境
部
TEL：0183-73-6157
FAX：0183-73-6156

一般廃棄物総排出量の約３割を占める事業系ごみの削
減を図るため、排出事業所及び市町村を対象として
「ごみ減量化コンクール」を実施するもの。コンクー
ルの内容は以下のとおり。
《事業所部門》
平成２０年と平成２１年の９月、１０月の事業所
から排出される事業系一般廃棄物排出量を比較し、削
福島県
減率の高い事業所を表彰。
また、先進的な取組みを実施して減量化の効果を
上げている事業所は、優秀部門として表彰。
《市町村部門》
平成２０年と平成２１年の９月、１０月の市町村
の一般廃棄物の処理主体としての排出量を比較し、削
減率が高い順にホームページ等で公表。

福島県生活環境部一般廃棄物課
TEL：024-521-7249

福島県生活環境部一般廃棄物課
TEL：024-521-7249

栃木県環境森林部環境森林政策
課 地球温暖化対策室
TEL: 028-623-3187

福島県

「ごみ減量化・リサイクル月間」キャ
ンペーンキャラバン

10月

「ごみ減量化コンクー
ル」参加事業所

一般廃棄物総排出量の約３割を占める事業系ごみの削
減を図るため、「ごみ減量化コンクール」に参加する
事業所を対象としてキャンペーンキャラバンを実施す
るもの。キャンペーンキャラバンの内容は以下のとお
り。
福島県
訪問事業所において、ごみ減量化・リサイクルを勧
める文書を手渡すとともに、ごみ減量化・リサイクル
の取組み目標や決意を寄せ書きに記載してもらう。提
出された取組目標や決意等は、ホームページ掲載等に
より公表。

栃木県

マイ・バッグ・キャンペーン

通年
（強化期間：10月
１日～31日）

県内全域

「マイ・バッグの持参」など、身近な生活の中ででき
る具体的な行動として「環境にやさしい買い物」を実
栃木県
践することにより、ごみの減量化を始めとした環境問
題に関する県民の意識の高揚を図る。

栃木県

“エコ・もり”フェア２００８
～体験・実感・そして行動！！かけが
えのない環境や森林を守り育てるため
に～

10月11日（土）～
12日（日）

わくわくグランディ科学
ランド

栃木県エコ・もりフェア実行委
環境問題や森林づくりに関する県民意識の高揚を図る
員会事務局
栃木県エコ・もりフェア実行
ため、活動団体や企業等の参加を得て、参加体験型の
「栃木県環境森林部環境森林政
委員会
イベントを開催する。
策課 環境企画担当内」
TEL: 028-623-3185

栃木県

とちぎの環境美化県民運動

通年
（県民統一行動
日：５月の最終日
曜日）

県内全域

環境美化活動を通して地域社会における県民の交流や
協力を深め“とちぎの人間力”形成に資するため、県
栃木県・市町
と市町との協力の下、統一行動日における「県下一斉
実施」等を実施する。

茨城県

レジ袋削減運動

7月1日～12月31日 パー，ドラッグストア，

県内全市町村，スー
ホームセンター等

茨城県

地球温暖化防止推進フェア

11月8日（土）～9 霞ヶ浦総合公園（土浦
市）
日（日）

群馬県

マイバッグキャンペーン

9月1日～11月30日 協賛店舗

群馬県内のキャンペーン
スーパー等５５２店舗

埼玉県

マイボトル普及キャンペーン

10月19日（日）～ さいたま新都心地区

栃木県環境森林部環境森林政策
課 地球温暖化対策室
TEL: 028-623-3187

参加店舗において，ポスター掲示をはじめ，店内放
茨城県，環境保全茨城県民会
送，新聞チラシ，レジでの声かけなどを実施するとと
茨城県環境政策課
議，大好き いばらき 県民会
もに，市民団体や市町村等が連携しながら，店頭キャ
TEL：029-301-2940
議
ンペーンの実施など，幅広い運動を展開する。
県民一人ひとりが自らの生活を見直し，環境保全活動
につなげる契機とするため，県内事業者の環境技術や 茨城県，茨城県地球温暖化防 茨城県環境政策課
環境配慮製品，各種団体の環境保全活動，行政などの 止活動推進センター
TEL：029-301-2940
施策を紹介するフェアを開催する。
マイバッグを持参してレジ袋の受け取りを辞退した
事務局
消費者に対し、１回にスタンプ一つを押印。１０回分 群馬県マイバッグ運動推進委 群馬県環境政策課
のスタンプを１口として応募が可能となり、抽選で各 員会
前橋市大手町１－１－１
種賞品を進呈する。（昨年度応募数 １８万６千口）
TEL:027-226-2817
さいたま新都心地区のコーヒーショップ等と協働して
マイボトルの利用を呼びかけ、ごみの発生抑制に取り 埼玉県
組む。

埼玉県環境部資源循環推進課
TEL：048-830-3106

・リサイクルに関する講演会
・ＮＰＯ等活動事例発表
千葉県
・３Ｒのパネル展示、パンフレット等の啓発物資の配
布

千葉県環境生活部環境政策課
TEL：043-223-4139
千葉県環境生活部資源循環推進
課
TEL：043-223-2760

10月12日（日）～ 東京農業大学
「食と農」の博物館及び
13日（月・祝）
けやき広場

食育フェアにおける食品等の販売・試食にリユース食
東京都
器を使用し、ごみの減量と３Ｒを呼び掛ける。

東京都環境局廃棄物対策部計画
課
TEL：03-5388-3577

八都県市事業として実施

10月17日（金）～
新宿駅西口イベント広場
18日（土）

「八都県市ダイエット大賞キャンペーン」イベントと
して、容器包装の減量化を積極的に進めている「容器
包装ダイエット宣言」企業の取組内容を紹介し、容器 東京都
包装ダイエット宣言企業のＮｏ．１を決める消費者投
票を実施する。

東京都環境局廃棄物対策部計画
課
TEL：03-5388-3577

八都県市事業として実施

千葉県

県民環境講座

10月19日（日）

東京都

第２回東京都食育フェア

東京都

東京都消費者月間事業
交流フェスタ

四街道文化センター
会議室２０１，２０２

神奈川県

地球環境イベント「アジェンダの日 11月1日（土）～2
日本大通り
２００８」
日(日）

かながわの環境を保全し、「持続可能な社会かなが
わ」を目指す行動計画である「新アジェンダ21かなが
わ」の周知を図るとともに、喫緊の課題である「地球
温暖化問題」に焦点をあて、１月に県が発信した、地
域からの地球復興を呼びかける「クールネッサンス宣
言」の周知を図り、県民の皆さんが、地球温暖化対策
のために「今、できること」を始める契機となる情報
を提供するイベントを実施。

山梨県

環境にやさしい買い物キャンペーン
10月の期間中
（マイバッグキャンペーン）

内閣府・経済産業省・環境
県内各事業者・市町村等にポスター・リーフレットを
省・３Ｒ活動推進フォーラ
配布し啓発する。
ム・山梨県

山梨県

賞」の受賞作品の展示など３Ｒに関する各種啓発を展
「第３回３Ｒ推進関東大会inやまな
山梨県森林環境部環境創造課
10月18日（土）～ 甲府市 小瀬スポーツ公園内 示等により行う。
山梨県・環境省関東地方環境
ごみ減量化推進担当
し」（主催：関東地方環境事務所）
同日行われる「ふるさと特産品フェア」に併せ、ごみ 事務所
19日（日）
TEL:055-223-1506
の開催に併せて県で出展
の減量化・リサイクルなど「３Ｒ」に関するイベント

県内

「地球環境イベント・アジェ
ンダの日２００８」実行委員
会（東京電力㈱、東京ガス
神奈川県 環境農政部 環境計画
㈱、㈱神奈川新聞社、㈱テレ
課 アジェンダ推進班
ビ神奈川、かながわ地球環境
TEL：045-210-4065
保全推進会議、神奈川県地球
温暖化防止活動推進セン
ター、神奈川県）
山梨県森林環境部環境創造課
地球温暖化対策担当
ごみ減量化推進担当
TEL:055-223-1506

「平成１９年度わたしがつくったマイバッグ環境大臣

を開催する。
「第３回３Ｒ推進関東大会inやまなし」の開催会場で

山梨県

行う。
「ごみの散乱防止と３Ｒを推進する
10月18日（土）～ 甲府市 小瀬スポーツ公園内 県内の小学生、中学生、高校生を対象に、「ごみの散
山梨県
ためのポスター・標語コンテスト」
乱防止と３Ｒを推進するためのポスター・標語コンテ
19日（日）
表彰及び入賞作品展示
スト」を募集したことから、その入賞者を表彰すると

山梨県森林環境部環境創造課
ごみ減量化推進担当
TEL:055-223-1506

ともに作品を展示する。
静岡県

めざせごみゼロポスター・標語コンテ
スト

・募集：9月
・表彰：11月15日

静岡県内

環境美化教育として、小・中・高校生を対象にごみ散
乱防止及びごみ減量・リサイクルに関するポスター、 静岡県
標語コンテストを実施。

静岡県県民部環境局廃棄物リサ
イクル室資源循環スタッフ
TEL：054-221-2426

静岡県

ごみゼロアイデアコンテスト

・募集：7～9月
・表彰：11月15日

静岡県内

県民が家庭や学校、オフィスなどにおいて取組可能な
静岡県
３Ｒ推進に関するアイデアを広く募集。

静岡県県民部環境局廃棄物リサ
イクル室資源循環スタッフ
TEL：054-221-2426

静岡県

資源・リサイクルフォーラム

・10月24日（金）

御殿場市民会館

県民のごみ減量やリサイクルに関する意識の高揚及び
各地域のリサイクル活動の活性化を図るため、ごみの
静岡県
減量化やリサイクルなど３Ｒの推進についての講演や
先進取組事例等を紹介。

静岡県県民部環境局廃棄物リサ
イクル室資源循環スタッフ
TEL：054-221-2426

静岡県

テレビ広報番組の放映

・10月（2本）

静岡県内

「ごみ減量」や「家電リサイクル」をテーマに、クイ
静岡県
ズを含めながらわかりやすくＰＲする。

静岡県県民部環境局廃棄物リサ
イクル室資源循環スタッフ
TEL：054-221-2426

静岡県

ラジオ広報番組の放送

・10月9日（木）

静岡県内

「ごみ減量」や「３Ｒ推進月間」をテーマに、県民向
静岡県
け広報を実施。

静岡県県民部環境局廃棄物リサ
イクル室資源循環スタッフ
TEL：054-221-2426

とやま環境フェア2008

10月25日(土)～26 富山県産業創造センター
（高岡テクノドーム）
日(日)

富山県

とやま環境フェア2008開催委
エコライフと３Ｒの実践をテーマに、環境に配慮した 員会
富山県環境政策課
製品の展示・販売や、エコドライブ、マイバッグ作成 （富山県、高岡市、環境とや
TEL：076-444-9618
の体験コーナーなど、各種イベントを行う。
ま県民会議、（財）とやま環
境財団）

富山県産業創造センター
（高岡テクノドーム）

ごみゼロ・リサイクル運動の普及・発展を図るため、
ごみゼロ・リサイクルの推進に貢献し、他の模範とな
環境とやま県民会議
る個人や団体を表彰するとともに、活動報告や大会宣
言を行う。

石川県地場産業振興セン
ター
新館
コンベンションホール

排出事業者を対象として、３R推進等に関するセミ
ナーを開催する。
石川県
石川県環境部廃棄物対策課
http://www.pref.ishikawa.jp/haitai/recycle/semin （社）石川県産業廃棄物協会 TEL：076-225-1471
er_adv.html

10月1日（水）～
31日（金）

石川県内

身近にできる３R推進活動の実践を呼びかける内容の エコハート・キャンペーン実 石川県環境部廃棄物対策課
テレビスポット放送を実践する
行委員会、石川県
TEL：076-225-1471

10月19日（日）

ショッピングシティベル

ごみ減量化・リサイクルの意識向上のため、３R推進
メッセージ優秀作品の表彰、環境落語、環境学習講
福井県
座、事業者・団体等のパネル展示、フリーマーケッ
ト、おもちゃの病院等を行う。

長野市生涯学習センター
（TOiGO WEST）

○循環型社会形成推進功労者表彰授与式
○事業系一般廃棄物削減活動事例発表
長野県
○レジ袋削減協定実施宣言
長野県環境部廃棄物対策課
信州豊かな環境づくり県民会
○講演会
TEL：026-235-7181
議
「楽しいエコライフ～できることから少しずつ～」
講師 林 マヤ氏
県内主要食品スーパー、消費者団体、長野県の３者に
長野県
よるレジ袋削減協定を締結

長野県環境部廃棄物対策課
TEL：026-235-7181

富山県

富山県ごみゼロ推進県民大会

10月25日(土)

石川県

セミナー
「企業における３R推進と廃棄物リス 9月26日（金）
クの低減に向けて」

石川県

テレビスポット放送

福井県

３R推進大会

10月17日（金）

富山県環境政策課
TEL：076-444-9618

福井県安全環境部廃棄物対策課
リサイクル推進室
TEL：0776-20-0382

長野県

長野県循環型社会推進大会

長野県

「長野県におけるレジ袋削減のため
10月1日（水）
の協定」締結式

長野県庁
室

長野県

レジ袋削減県民スクラム運動店頭
キャンペーン

10月1日（水）
10月5日（日）

長野県におけるレジ袋削
減協定締結店舗店頭

マイバッグ持参・レジ袋削減を来店者に呼びかける。 長野県

長野県環境部廃棄物対策課
TEL：026-235-7181

長野県

新聞広告掲載

9月27日（土）
10月25日（土）

長野県内

レジ袋削減をきっかけとして、県民一人ひとりが環境
に配慮した行動を心がけ、ごみを出さない生活スタイ 長野県
ルへの転換を図ることを呼びかける。

長野県環境部廃棄物対策課
TEL：026-235-7181

シンクタンク庁舎

循環型社会の形成のため、一般廃棄物の発生抑制、資
源・エネルギー回収の推進、住民へのごみ減量化・リ
サイクル意識の啓発など、３Ｒを推進していくため、 岐阜県
各市町村担当者、関係業界団体の方を対象として、講
演会を開催した。

岐阜県環境生活部廃棄物対策課
TEL：058-272-8217

岐阜県

３Ｒ推進会議

岐阜県

環境にやさしい消費生活実践協働事 平成20年8月～平
業
成21年3月

各市町村等

県民を対象に、グリーン購入勉強会と環境配慮活動実
践報告会を開催。
岐阜県及び各市町村
これを契機として県民一人一人が、３Ｒの推進など環
境に配慮した生活を実践することを期待している。

岐阜県環境生活部廃棄物対策課
TEL：058-272-8214

愛知県

中京テレビ
あいち県政ファイル

県内

３Ｒのうちリデュースの取組であるレジ袋削減を広く
愛知県
呼びかける。

愛知県環境部資源循環推進課
TEL：052-954-6234

滋賀県内

滋賀県、市町、滋賀県地球温
環境にやさしい買い物やライフスタイルの定着を図る
暖化防止活動推進センター、 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推
ため、県内各地で啓発イベント・店頭啓発を行い、広
滋賀県小売店環境保全連絡
進課
く消費者へ買い物袋持参や環境配慮型商品の購入、簡
会、滋賀グリーン購入ネット TEL：077-528-3472
易包装への協力等を呼びかける。
ワーク

京都府内

京都府内の企業、自治体、ＮＰＯ等が連携して、地元
野菜やごみの少ない製品、省エネ製品を選ぶことなど
京都グリーン購入ネットワーク
京都グリーン購入ネットワー
「グリーン購入」の実践を呼びかける。また、消費者
事務局
ク
から「環境にやさしい買い物」宣言を募集する。
TEL：075-241-4664
http://www.k-gpn.org/

滋賀県

9月2日（火）

災害対策本部

10月18日（土）

環境にやさしい買い物キャンペーン 10月

京都府

グリーン購入キャンペーン

平成20年10月1日
～平成21年1月31
日

京都府

京都環境フェステｨバル2008

12月13日（土）～ 京都府総合見本市会館
（パルスプラザ）
14日（日）

府内の各地域で環境保全活動に取り組むＮＰＯ等の団
体、学校、企業等の出展を得て、環境について楽しみ
ながら学び考えることができる参加・体験型イベント
を開催する。
http://www.pref.kyoto.jp/kankyofes/

京都府、京と地球の共生府民
会議、 京都府地球温暖化防 京都府文化環境部環境政策課
止活動推進センター、財団法 TEL：075-414-4731
人自治総合センター

京都府

グリーン購入全国フォーラムin京都

平成20年10月24日
ハートピア京都
（金）

グリーン購入の普及に向けて、最新情報の提供や先進
事例の紹介、意見交換等を行う。
・基調講演「地球温暖化防止とグリーン購入」
グリーン購入ネットワーク
グリーン購入ネットワーク事務
・グリーン購入大賞表彰式
京都グリーン購入ネットワー 局
・分科会（1.グリーン購入大賞事例紹介、2.エネル ク
TEL：03-3406-5155
ギーの地産地消、3.グリーン購入で変わる企業と地
域、4.CO2削減とグリーン経済）

大阪府

環境にやさしい買い物キャンペーン

10月1日（水）～
31日（金）

大阪府下全域

・豊かな環境づくり大阪府民
府下の事業者等にご協力いただき、レジ袋の削減や環
会議
境配慮型商品の販売、簡易包装やはかり売りなどを行
・大阪府リサイクル社会推進
い、府民、事業者が環境への関わりを深く認識し、環
会議
境に配慮した生活・経済活動を実践する契機とする。
・大阪府

兵庫県

マイ・バッグ・キャンペーン

10月

兵庫県内全域

買い物の際に、買い物袋を持参する運動「マイ・バッ
各地域循環型社会づくり推進 兵庫県環境整備課循環型プロ
グ・キャンペーン」を県民（消費者）及び事業者（流
会議、ひょうごレジ袋削減推 ジェクト係
通業者）に呼びかけ、それぞれの立場で実践活動を行
進会議、兵庫県
TEL：078-362-3280
うことにより、ごみ減量化の推進を図る。

大阪府環境農林水産部循環型社
会推進室資源循環課リサイクル
事業支援グループ
TEL:06-6944-9223
FAX:06-7944-6209

10月～12月
(実施予定）

兵庫県

わが家（わが社）の省資源・省エネ
キャンペーン

奈良県

「不法投棄ゼロ作戦」推進大会

奈良県

10月５日(土) たつの
市(ダイエー竜野店)
10月15日(水) 豊岡市 県内５か所の大型商業施
(アイティ豊岡店)
設
10～11月
尼崎市
(アルプラザつかしん)
三木市
(三木サティ)
12月５日(金) 淡路市
(淡路サティ)

省資源・省エネによる資源循環の取組を一層推進する
とともに、県民自らの環境に配慮した行動を促すた
め、消費者団体や企業をはじめ、広く県民にアピール
することにより、県民への普及・啓発を図る。特に平 兵庫県
成20年度の主テーマを「レジ袋の削減・マイバック持
参、過剰包装の追放、省エネ家電の普及」とし、店頭
キャンペーンを行う。

兵庫県環境整備課循環型プロ
ジェクト係
TEL：078-362-3280

橿原文化会館

「不法投棄ゼロ」の環境を目指して、不法投棄の撲滅 不法投棄ゼロ作戦推進キャン 奈良県廃棄物対策課
と環境を自ら守る意識を醸成する。
ペーン実行委員会
TEL：0742-27-8747

12月8日（月）～
「不法投棄ゼロ作戦」啓発ポスター展
12日（金）

県政情報サロン（地場産
業振興センター内）

不法投棄防止啓発ポスター入選作品の展示

和歌山県

レジ袋無料配布中止に伴うキャン
ペーン

10月～12月

県内主要スーパー店舗

レジ袋の無料配布中止に伴い、店頭・街頭キャンペー
和歌山県
ンを実施

和歌山県循環型社会推進課
TEL:073-441-2696

岡山県

新エコメッセｉｎおかやま

9月30日（火）

岡山コンベンションセン
ターままかりフォーラム

・出展企業による独自技術の展示会
・木製スーパーカー真庭、最新エコカーの展示
・ＤＯＷＡによる基調講演

岡山県

岡山県産業振興財団技術支援部
TEL: 086-286-9700

徳島県

３Ｒ推進セミナー

10月22日（水）

徳島市「徳島東急イン」

・マイバッグ作品コンテスト表彰
・レジ袋削減に関する講演等

徳島県環境整備課
徳島県，とくしま環境県民会
ごみゼロ推進室
議，グリーン購入徳島ネット
TEL：088-621-2267

愛媛県

愛媛の３Ｒ企業展

11月15日（土）

松山市コミュニティセン
ター
コミュニティプラザ 外

愛媛県資源循環優良モデル認定制度の「優良リサイク
ル製品」の展示、「優良循環型事業所」及び「優良エ 愛媛県
コショップ」の３Ｒに係る活動状況の紹介

愛媛県県民環境部環境局
循環型社会推進課
TEL：089-912-2360

愛媛県

マイバッグ・コンテストの入賞作品の
表彰及び優秀作品の展示

10月下旬～11月上
旬

未定

一般県民から募集した手づくりマイバッグ及びマイ
バッグのアイデアの中から、優れた作品を選考のうえ
愛媛県
表彰するとともに、入賞作品を中心に優れた作品を展
示し、マイバッグのより一層の普及を促す。

愛媛県県民環境部環境局
循環型社会推進課
TEL：089-912-2356

福岡県

九州統一マイバッグキャンペーン
（買い物袋持参運動）

10月1日（水）～
31日（金）

九州全域

九州７県共同で、レジ袋の削減に取り組む店舗を募集 福岡県、佐賀県、長崎県、熊
福岡県環境部循環型社会推進課
して、県民参加のもと１０月に一斉行動し、ごみの減 本県、大分県、宮崎県、鹿児
TEL:092-643-3371
量化を推進する。
島県

11月14日（金）

不法投棄ゼロ作戦推進キャン 奈良県廃棄物対策課
ペーン実行委員会
TEL：0742-27-8747

市、女性団体、消費者団
体、地球温暖化防止活動
推進員ほかと連携して実
施する。

福岡県

３Ｒフォーラム

11月29日（土）

佐賀県

地球をクールに！みんなでエコ展

10月30日（木）～ ナルバルーンフェスタ会
場内（佐賀市嘉瀬川河川
11月3日（月）

福岡市
2008佐賀インターナショ
敷）

ごみ減量化・リサイクルポスターコンクール表彰式、 福岡県、九州グリーン購入
講演、事例発表等３Ｒフォーラムを開催する。
ネットワーク

福岡県環境部循環型社会推進課
TEL:092-643-3371

３Ｒや地球温暖化問題について考えるきっかけとして
いただくため、３Ｒ推進事例展示、地球温暖化防止に
佐賀県
関する身近な体験コーナーなどにより、県民の地球温
暖化対策の意識の高揚を図る。

佐賀県地球温暖化対策課
（温暖化対策担当）
TEL：0952-25-7474

平成20年度3R推進九州ブ
ロック大会in佐賀（同時
開催）

佐賀県地球温暖化対策課
（温暖化対策担当）
TEL：0952-25-7079

九州統一マイバッグキャ
ンペーン

佐賀県

佐賀県マイバッグキャンペーン

10月1日（水）～
31日（金）

県内全域

レジ袋を削減するため、マイバッグ運動を啓発普及す
ることにより、県民のごみ減量化・リサイクルに対す 佐賀県
る意識の高揚を図る。

佐賀県

グリーン購入セミナー

11月6日（木）

クランデはがくれ（佐賀
市）

一般県民を対象にしたセミナーを開催し、環境配慮商
佐賀県地球温暖化対策課
佐賀県、佐賀県環境に優しい
品（グリーン適合品）の購入促進を啓発し、省資源型
（環境情報担当）
県民運動推進会議
のライフスタイルの普及を図る。
TEL：0952-25-7079

地球温暖化防止セミナー（鹿島市） 10月4日（土）

鹿島市生涯学習センター
「エイブル」

一般県民を対象にしたセミナーを開催し、地球温暖化
の仕組みやＣＯ２削減のために一人ひとりができる省
鹿島市、佐賀県、佐賀県環境 佐賀県鹿島市環境下水道課
資源・省エネルギーを分かりやすく解説する。
に優しい県民運動推進会議
TEL：0954-63-3416
「アイドリングストップとエコドライブ 誰でもでき
る省資源・省エネルギー」

佐賀県

２００８佐賀インターナ

佐賀県

10月30日（木）～ ショナルバルーンフェス
タ会場「憩いの広場」内
11月3日（月）

佐賀市環境展

（佐賀市嘉瀬川河川敷）

長崎県

平成20年度
推進大会

長崎県

マイ・バッグ・キャンペーン
（買い物袋持参運動）

長崎県

第3回長崎県もったいない運動推進大
10月18日（土）
会

熊本県

熊本県

長崎県美しいふるさと

10月11日（土）

10月1日（水）～
31日（金）

平成２０年度熊本県ごみゼロ推進県
10月1日（水）
民大会

マイバッグキャンペーン

10月1日（水）～
31日（金）

佐賀の自然や地球温暖化、また身近にできる環境にや
さしい行動など、環境に関する情報を市民に対して広 佐賀市
く提供します。

佐賀県佐賀市環境課
TEL：0952-30-2430
kankyo@city.saga.lg.jp

今年度は九州地方環境事
務所主催の「平成20年度
3R推進九州ブロック大会
in佐賀」と併設の上、九
州地方環境事務所及び佐
賀県と連携して開催

長崎市民会館
文化ホール
（長崎市魚町5番1号）

長崎県 未来環境推進課
環境美化（散乱ごみ対策、緑化、ごみの減量化及びリ
TEL：095－895－2511
サイクルの推進）の推進について、県民の関心と理解 長崎県、長崎市保健環境自治
FAX：095－895－2566
を深めるため、県民参加による美しいふるさと推進大 連合会
E-mail：
会を開催する。
s09050@pref.nagasaki.lg.jp

ゴミゼロホームページ
http://www.pref.nagasak
i.jp/gomi4r/

長崎県内全域

長崎県 未来環境推進課
買い物袋持参運動を推進することにより、ごみ問題に 長崎県、ゴミゼロながさき推 TEL：095－895－2511
対する消費者の意識高揚を図るとともに、ごみの減量 進会議、市町及び趣旨に賛同 FAX：095－895－2566
化を推進する。
する事業者及び消費者
E-mail：
s09050@pref.nagasaki.lg.jp

ゴミゼロホームページ
http://www.pref.nagasak
i.jp/gomi5r/

長崎県 未来環境推進課
長崎ストップ温暖化レインボープランに掲げる取り組 長崎県、長崎県地球温暖化対 TEL：095－895－2512
長崎県立総合体育館
みの柱「自発的もったいない運動」の県民への普及・ 策協議会、長崎地球温暖化防 FAX：095－895－2566
（長崎市油木町７番1号）
啓発と、取り組みの推進を目的として開催する。
止活動推進センター
E-mail：
s09050@pref.nagasaki.lg.jp

くまもと県民交流館パレ
ア

廃棄物の排出抑制（リデュース）・再使用（リユー
ス）・再生利用（リサイクル）という３Ｒの取組につ
いて県民全体の意識の向上を図り、循環型社会の構築 熊本県
熊本県廃棄物対策課
を推進するため、マイバッグキャンペーン標語の表 熊本県ごみゼロ推進県民会議 TEL：096-333-2277
彰、基調講演、市民団体の事例発表を行うとともに、
３Ｒに関連する展示コーナーを設ける。

県下全域

県民、事業者、行政が一体となって、レジ袋の削減等
に取り組み、ごみの減量化を推進するため、マイバッ
グキャンペーンを九州７県共同で実施。
（１） 標語によるごみ減量化の普及啓発
（２） 一斉行動参加店（レジ袋の削減に向けた取組 熊本県
熊本県廃棄物対策課
みを行う店舗）によるごみ減量化
熊本県ごみゼロ推進県民会議 TEL：096-333-2277
（３） 県政テレビ番組の放送
熊本県では、１０月のキャンペーンに向け、ポス
ターの作成等、各種広報媒体を活用しながら啓発活動
を実施。

熊本県

循環型社会情報誌「ばってんリサイ
11月下旬
クルくまもと」の発行

-

３Ｒの取組みを広く県民に啓発するため、様々な事例
を掲載。
○３Ｒの活動事例（県市町村、市民団体、教育団体、
事業者等）
熊本県
熊本県廃棄物対策課
○県の廃棄物処理計画や各種リサイクルに関する法律
熊本県ごみゼロ推進県民会議 TEL：096-333-2277
の解説
○一般廃棄物や産業廃棄物について（県の現状や処理
について）
○わたしたちができるエコライフについて

宮崎県

九州統一マイバッグキャンペーン

10月

県内の各店舗

一斉行動参加店５８１店舗において、マイバッグキャ
九州ごみ減量化推進協議会
ンペーンに関する取組を実施。
宮崎県
県は、各種媒体でこれをＰＲし、レジ袋削減の取組を
宮崎県４Ｒ推進協議会
推進する。

宮崎県環境対策推進課
TEL：0985-26-7083

鹿児島県

マイバッグ・キャンペーン

10月1日（水）～
31日（金）

県内一円

ポスター作成・配布，県の広報番組等を
通じて，マイバッグの普及・啓発を行う。

鹿児島県環境生活部廃棄物・リ
サイクル対策課
TEL：099-286-2594

沖縄県

チバラヤー３Ｒ！環境パネル展
9月24日（水）～
※「チバラヤー」とは「頑張ろう」
10月3日（金）
という意味です。

沖縄県庁１Ｆロビー

３Ｒ推進啓発用パネルの掲示やパンフレット配布によ
沖縄県
り、意識啓発を図る。

第３回 定山渓温泉ぐる～りエコ収
10月5日（日）
穫祭2008

札幌市南区
定山渓温泉東４丁目
定山渓スポーツ公園

札幌市

札幌市ふれあい広場

マイバッグ・３Ｒ関連製品展示

11月11日（火）～ （地下鉄大通駅東西線コ
ンコース内定期券売り場
16日（日）
横）

仙台市

３Ｒ推進キャンペーン
（キャンペーン愛称：「３つのＲでお
買い物キャンペーン2008」）

11月15日(土)
～30日(日)

キャンペーン参加店
（食品スーパー，百貨
店，小売店舗，家電量販
店，ホームセンター，ド
ラッグストア，大学生協
等）

さいたま市

環境フォーラム

講演会：10月28日
(火)
展示会：10月24日
(金)、25日(土)

講演会：浦和コミュニ
ティセンター多目的ホー
ル
展示会：さいたま新都市
駅自由通路

10月2日（木）

埼玉県環境整備セン
ター、彩の国資源循環工
場の３施設（株式会社埼
玉ヤマゼン、株式会社ウ
ム・ヴェルト・ジャパ
ン、株式会社エコ計画）

さいたま市

平成２０年度産業廃棄物処理施設見
学会
11月6日（木）

さいたま市

さいたま市エコライフ講演会2008

11月14日（金）

①エコ野菜・果物直売会
・定山渓温泉の生ごみ堆肥を使って育てた
地場産の野菜・果物の販売
②生ごみ堆肥プレゼント
③エコパネル展
④エコ体験コーナー

沖縄県環境整備課
TEL：098-866-2231

札幌市環境局環境事業部
定山渓地区生ごみ堆肥化推進
ごみ減量推進課
事業実行委員会
TEL：011-211-2928

札幌市環境局環境事業部
①「マイバッグコンテストｉｎ北海道」受賞作品展示 札幌市
ごみ減量推進課
②３Ｒ関連製品、資料等展示
経済産業省北海道経済産業局
TEL：011-211-2928
３Ｒ推進キャンペーン実行委員
会事務局
期間中に参加店で買い物をする際に，３Ｒ行動を実践
（仙台市環境局廃棄物事業部リ
３Ｒ推進キャンペーン実行委
した方に応募券を配布し，その応募者に抽選により賞
サイクル推進課内 〒980-0811
員会
品が当たるキャンペーンを実施。
仙台市青葉区一番町4丁目7-17
小田急仙台ビル10階 TEL：022214-8230）
市民、事業者、市のパートナーシップを効果的に進
め、多様化する環境問題を知っていただく環境学習の さいたま市環境フォーラム実
さいたま市環境総務課
場、市民、事業者、市がそれぞれの立場で行っている 行委員会・さいたま市・さい
TEL:048－829－1324
環境保全の取組を知り、これらの情報を交換するため たま市教育委員会
に開催する。

市民の方に産業廃棄物の発生工程や処理の実態、廃棄
物の減量化・再生利用の様子を理解していただくため
に産業廃棄物処理施設の見学を行う。

日本環境安全事業株式会
社東京事業所、株式会社
高俊興業

浦和コミュニティセン
ター10階多目的ホール

鹿児島県

産業廃棄物指導課
節約アドバイザー・フィナンシャルアドバイザーの丸
山晴美氏を講師に迎え「地球にも家計にもうれしい節
約・エコライフ」をテーマに講演を行います。また、
「産業廃棄物の３Ｒとさいたま市の取組について」を
テーマに市での取組を市民の方へわかりやすく紹介す
る。

さいたま市産業廃棄物指導課指
導係
TEL：048－827-8508

「焼却ごみ１／３削減」に向けて、市民や事業者の
方々に自分たちで何が出来るかを考えていただく契機
とするため、フォーラム（講演とパネルディスカッ
ション）を開催する。

千葉市
千葉市環境局環境管理部環境総
国際連合大学ゼロエミッショ
務課
ンフォーラム
TEL：043-245-5236
※ 共催 環境省

千葉市

ゼロエミッションフォーラム・イ
ン・千葉市

川崎市

ポイ捨て禁止及び路上喫煙防止啓発
9月28日（日）
キャンペーン

主要駅周辺（川崎、武蔵
小杉、武蔵溝ノ口、鷺
沼、向ヶ丘遊園、新百
主要駅の周辺地域において、ポイ捨て禁止・路上喫煙
川崎市
合ヶ丘）
防止の呼びかけ及び清掃活動の実施
※新百合ヶ丘駅周辺のみ9
月26日に実施

川崎市環境局生活環境部廃棄物
政策担当
TEL：044-200-2580

川崎市

第３１回かわさき市民祭りフリー
マーケット

11月3日（月・
祝）

富士見球場（屋外グラウ
ンド）

市民に対し、ごみの減量・リサイクルの取組を啓発す
るため、家庭にある再利用可能な不用品のフリーマー 川崎市
ケットを実施

川崎市環境局生活環境部廃棄物
政策担当
TEL：044-200-2580

横浜市

環境にやさしい買い物キャンペーン

10月1日～11月9日 Ｇ30エコパートナー協定
までのいずれか1日 店等市内全域

・マイバックの持参・簡易包装の呼びかけ
・ポスターの掲出、店内放送の実施による啓発
Ｇ30エコパートナー協定店
・環境にやさしい商品の紹介
横浜市
・市職員による店頭でのＰＲ活動、相談コーナーの設
置等

横浜市資源循環局減量・美化推
進課
TEL: 045-671-2530

新潟市

平成２０年度リサイクルフェスティ
10月5日（日）
バル

新潟市資源再生センター
（エコープラザ）

毎年１０月の３Ｒ推進月間に合せて，市民の皆さまに
リサイクルへの関心を深めてもらうため，各種体験や
新潟市資源再生センター
実演コーナー，リサイクル作品の展示コーナー等を設
（エコープラザ）
け，楽しくリサイクルに触れてもらうことにより，リ
サイクルのさらなる推進を図る。

新潟市資源再生センター
TEL:025-270-3009

静岡市葵区呉服町二丁目
５番地の１４ 葵スクエ
ア他

・静岡市のごみ処理状況の紹介
・不法投棄防止の呼びかけ
・紙すき体験
・サンドブラスト体験
・空き缶バッジ製作
・再生ガラス細工品展示
・産業廃棄物リサイクルの紹介
・吹きガラス体験

静岡市環境局
廃棄物対策部廃棄物政策課
TEL:054-221-1361
FAX:054-221-1361

市内全域

市内スーパー事業者等と浜松市消費者団体連絡会、浜
市内スーパー事業者等、浜松
松市の三者が自主協定を締結し、レジ袋の無料配布を
市消費者団体連絡会、浜松市
中止する。

11月1日（土）

10月18日（土）～
19日（日）

静岡市

第６回ごみリサイクル展

浜松市

マイバッグ・マイバスケット持参運
10月1日（水）～
動

千葉市文化センター

静岡市環境局
廃棄物対策部廃棄物政策課

３Ｒ展

10月15日（水）～
浜松市役所
24日（金）

・３Ｒ啓発パネル展示
・ごみゼロポスター入選作品展示
・マイバッグ配布

名古屋市

環境デーなごや２００８

①春の地域行事：
6月
①市内各所
②秋の中央行事： ②久屋大通公園
9月

①6月7日を中心に、地域環境イベント、環境学習講座
など各地域で約1000のイベントを開催
②環境問題に取り組む市民・事業者・行政が参加して 環境デーなごや実行委員会
取組紹介や情報交流など、それぞれが主体となった出
展・イベントを展開。

京都市

「世界の京都・まちの美化市民総行
動」
11月2日（日）
～楽しくきれいを広げよう～
「京都・まち美化大作戦」

浜松市

京都市

ごみと資源を考える「産廃市民講座 11月7日（金）
見学会」
11月14日（金）

浜松市環境部資源廃棄物政策課
TEL：053-453-6192

浜松市

名古屋市環境局減量推進室
TEL:052-972-2398

京都市役所前広場

市民，事業者，行政との協働により，門掃き，ごみの
京都市環境局循環型社会推進部
ポイ捨て禁止等の呼び掛けや，違反広告物，放置自転 「世界の京都・まちの美化市
まち美化推進課
車等のまちの美観を損なうものの一掃に向けた美化活 民総行動」実行委員会
TEL:075-213-4960
動を実施する。

午前 ㈱京都環境保全公
社 瑞穂環境保全セン
ター
午後 千両松地域エコ協
議会加盟団体産業廃棄物
処理施設

産業廃棄物処理施設の見学を通して，くらしが廃棄物
京都市環境局循環型社会推進部
京都市環境局循環型社会推進
からの資源やエネルギー回収等によって支えられてい
廃棄物指導課
部廃棄物指導課
ることについて理解を深める。
TEL:075-213-0926

大阪市

ごみ減量フェスティバル「ガレージ 10月18日（土）
セール・イン・ＯＳＡＫＡ ＴＯＷ 11:00～15:00
Ｎ」
（雨天中止）

大阪城公園・太陽の広場

家庭の不用品の有効利用を通じて、市民にものを大切
にする意識と、ごみ減量・リサイクルの意識を高めて
いただくことにより、循環型社会の構築をめざすた
め、ガレージセールのほか、ごみ減量・リサイクルに 大阪市
関する啓発コーナーを設置し、リサイクル工作教室や
リサイクル製品の実物展示などを行う。
http://www.city.osaka.jp/kankyojigyo/

大阪市環境局事業部
減量美化担当
TEL:06-6630-3246

北九州市環境局計画課
（北九州市民環境パスポート運
営協議会事務局）
TEL:093-582-2187

北九州市環境局計画課
TEL:093-582-2187

北九州市

カンパスシール２周年記念/大都市減
10月4日(土)～
量化・資源化共同キャンペーン
31日(金)
「マイバッグキャンペーン」

-

平成18年12月から始めた全市共通ノーレジ袋ポイント
シール事業の２周年を記念したキャンペーンの実施。
市内参加店舗で、レジ袋を辞退するともらえるカン
パスシールを10ポイント集めて応募していただいた方 北九州市・
の中から、抽選で1,000名にマイバッグをプレゼント 北九州市民環境パスポート運
するもの。
営協議会
マイバッグ持参を広く呼びかけ、ごみの排出抑制に
つなげる。（マイバッグは大都市減量化・資源化共同
キャンペーンで製作したものを使用）

北九州市

「北九州市３Ｒ活動推進表彰」表彰
10月4日(土)
式

エコスタイルタウンス
テージ
（北九州市庁舎周辺）

廃棄物の発生抑制（Reduce）・再使用（Reuse）・再
生利用（Recycle）の３Ｒ活動に積極的に取り組んで
北九州市
いる個人、市民団体、事業者、学校などを表彰し、こ
れらの活動を奨励するもの。

北九州市

北九州市エコライフステージ２００
10月4日（土）～
８
5日（日）
「エコスタイルタウン」

北九州市庁舎周辺

市民団体・企業による「エコライフ」の提案を行い、
北九州市エコライフステージ 北九州市環境局環境首都推進室
市民の環境意識の醸成や環境行動の促進・強化を目指
実行委員会
TEL:093-582-2787
すもの。

福岡市

レジ袋削減協定締結式

10月22日（水）

福岡市役所

マイバッグ持参によるレジ袋削減を推進するため，レ
福岡市・協定参加事業者・マ 福岡市環境局家庭ごみ減量対策
ジ袋削減協定に参加する事業者と市民団体（マイバッ
イバッグ推進ふくおか市民の 課
グ推進ふくおか市民の会）と市の三者でレジ袋削減協
会
TEL:092-711-4346
定の締結式を実施する。

福岡市

マイバッグキャンペーン

10月25日（土）

福岡市中央区天神一帯及
び協定参加事業者各店舗

市民にマイバッグ持参によるレジ袋削減及び３Ｒ推進
福岡市・協定参加事業者・マ 福岡市環境局家庭ごみ減量対策
を啓発するために，レジ袋削減協定参加事業者，マイ
イバッグ推進ふくおか市民の 課
バッグ推進ふくおか市民の会，市の三者で，マイバッ
会
TEL:092-711-4346
グ及び啓発ちらしの配布を行う。

福岡市

西部リサイクルプラザ３Ｒ講座

10月1日（水）～
31日（金）

西部リサイクルプラザ

３Ｒを市民に啓発するための講座等を実施します。
古布でぞうり作り 10月10日
古着物を利用した作務衣作り 10月13,21,28日
リサイクルハーブ石けん作り 毎週木曜日
紙すきはがき作り 毎週日曜日

福岡市・西部リサイクルプラ 福岡市・西部リサイクルプラザ
ザ
TEL:092-882-3190

福岡市

フリーマーケット

10月13日（月）

西部リサイクルプラザ

リユースの推進と市民啓発を図るため，フリーマー
ケットを開催する。

福岡市・西部リサイクルプラ 福岡市・西部リサイクルプラザ
ザ
TEL:092-882-3190

臨海リサイクルプラザ

３Ｒを市民に啓発するための講座等を実施する。
親子体験 広告紙で首飾り作り 10月5日
家具抽選販売 10月5日
エコクッキング 10月10日
生ごみたい肥作り相談会 10月18日
古布でぞうり作り 10月19日
おもちゃの病院 10月26日
のびのび絵画教室 10月26日
リサイクル石けん作り 10月28日
高機で裂き織り 10月30日
牛乳パックで腰かけ作り，広告チラシでかご作り
随時開催
傘布のリフォーム（マイバッグ作り） 随時開催

福岡市・臨海リサイクルプラ 福岡市・臨海リサイクルプラザ
ザ
TEL:092-642-4641

福岡市

臨海リサイクルプラザ３Ｒ講座

10月1日（水）～
31日（金）

各リサイクルプラザ

市民から引き取った不用家具を必要な市民に提供・販
売することで，リユースの推進と市民啓発を図る。
福岡市・西部リサイクルプラザ
展示・受付
TEL:092-882-3190
西部リサイクルプラザ 第1火曜～第3日曜(14:00ま
福岡市・ミニリサイクルプラザ
で)
福岡市・各リサイクルプラザ
TEL：092-585-0598
ミニリサイクルプラザ 第2火曜～第4日曜(14:00ま
福岡市・臨海リサイクルプラザ
で)
TEL：092-642-4641
臨海リサイクルプラザ 第3日曜～第1日曜(正午まで)
抽選は受付最終日に行います。

福岡市総合図書館

総合図書館の展示スペースに，３Ｒに関するパネルや
リサイクルプラザでの講座の作品を展示することによ 福岡市
り，３Ｒを市民に啓発する。

福岡市

家具抽選販売（ドリームギャラ
リー）

西部 第3日曜
(14:30)
ミニ 第4日曜
(14:30)
臨海 第1日曜
(13:00)

福岡市

３Ｒ啓発パネル展

10月1日（水）～
31日（金）

環境フェスティバルふくおか2008

10月25日（土）～ 市役所北側緑地
市役所市民ロビー
10月26日（日）

市役所西側ふれあい広場

福岡市

イムズスクエア

福岡市環境局家庭ごみ減量対策
課
TEL：092-711-4346

環境問題について市民一人ひとりが考え，その解決に
向けて足下から行動して，環境に配慮したライフスタ
イルへの転換をしていく契機とし，環境に優しい行動 環境フェスティバルふくおか 福岡市環境局総務部環境啓発課
の輪を広げていくための普及・啓発を目的とした楽し ２００８実行委員会
TEL：092-733-5381
みながら学べる参加体験型のイベントを開催してい
る。

