
（別添資料４）平成21年度３R推進月間都道府県・政令市行事等一覧

都道府県・政令市名 行　事　名 開催時期 開 催 場 所  内            容 主催者 連絡先 備考

北海道 ３Ｒ推進パネル展
10月1日（木）～2
日(金）

道庁１Ｆ道政広報コーナー
３Ｒ推進に関するパネル展示を行い、道民の意識高揚を図
る。

北海道環境生活部循環型
社会推進課

北海道環境生活部環境局
循環型社会推進課
TEL:011-204-5197

北海道 バス車内広告
10月1日（木）～31
日（土）

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推進に関する普及啓
発を行う。

北海道環境生活部環境局
循環型社会推進課

北海道環境生活部環境局
循環型社会推進課
TEL:011-204-5197

北海道
第１５回えさし・くらしのフェスティ
バル

9月27日（日） 江差町役場本庁舎
リサイクル展示コーナー(パネル展示)でエコバッグの実演
に併せて、エコバッグを配布する。

江差消費者協会　協賛・
後援は北海道檜山支庁外

江差消費者協会事務局
TEL:0139-52-6720

　

北海道 平成21年度第3回そらち移動ｴｺﾗｳﾝｼﾞ
10月2日(金）～3日
(土）

岩見沢市コミュニティプ
ラザ
2階　多目的ホール　A・
B・C

第38回「環境とくらしを守るみんなの消費生活展」の特設
コーナーとして出展し、リサイクル工作の実施、環境行動
に関するパネルの展示等を行う。

空知支庁
空知支庁地域振興部
環境生活課
TEL:0126-20-0047

北海道 平成21年度第4回そらち移動ｴｺﾗｳﾝｼﾞ
10月15日(木）～16
日(金）

芦別市総合福祉ｾﾝﾀｰ大
ホール

第36回消費生活展(芦別市）の特設コーナーとして出展し、
リサイクル製品の普及啓発資材の配布や環境行動に関する
パネルの展示等を行う。

空知支庁
空知支庁地域振興部
環境生活課
TEL:0126-20-0047

北海道 再生品利用キャンペーンパネル展 10月中 網走合同庁舎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展示
する。

網走支庁
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14日（水）～
23（金）

日高合同庁舎１階道民
ホール

３Ｒ推進に関するパネル展示を行い、道民の意識高揚を図
る。

日高支庁
日高支庁地域振興部
環境生活課
TEL:0146-22-9252

北海道 ３Ｒ推進パネル展 11月5日（木） 浦河町総合文化会館
浦河町消費者協会が開催する「うらかわ消費生活展」にお
いて、３Ｒ推進に関するパネル展示を行い、道民の意識高
揚を図る。

日高支庁
浦河消費者協会

日高支庁地域振興部
環境生活課
TEL:0146-22-9252

北海道
再生品利用拡大フェア（ノーレジ袋等
運動）

10月1日(木)～31日
(土)

・支庁地下売店
・ローソン浦見店

支庁売店及び支庁隣りにあるローソン釧路浦見店にてノー
レジ袋等（レジ袋、おしぼり）運動を実施。この両店は一
般客のほか支庁職員の利用する頻度が高いため、支庁職員
が自ら率先して実行することで取組の輪を広げる。

釧路支庁
釧路支庁地域振興部
環境生活課地域環境係
TEL:0154-43-9152

北海道 環境行動キャンペーン２００９・秋
10月1日（木）～31
日（土）

北海道内
環境行動の呼びかけ、キャンペーンの周知 北海道

環境道民会議

北海道環境生活部環境局
環境政策課
TEL：011-204-5190

北海道 ねむろ３Ｒパネルリレー（仮称） 10月中
根室支庁管内の市町庁舎
等、根室支庁庁舎

３Ｒに関するパネル展をリレー方式で実施する。パネル展
ではリサイクル製品を配付する。

根室支庁、根室市、別海
町、標津町、中標津町、
羅臼町

根室支庁地域振興部
環境生活課
TEL:0153-23-6820

青森県
もったいない・あおもり県民運動推進
フォーラム

10月10日（土） アピオあおもり

昨年度から全県的に展開している県民運動の輪をより広げ
ていくため、ごみ排出者である県民や事業者等を主なター
ゲットとして、ごみの減量やリサイクルの取組を促すため
のフォーラムを開催する。ごみ減量やリサイクルに関する
先進事例紹介や、リサイクルワークショップの開催、各種
展示等を行う。

青森県

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

岩手県 いわて環境王国展
11月7日（土）～8
日（日）

いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）

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、著名人によるトーク
ショー、エコキャンドルや手づくりアクリルたわし教室な
ど環境にやさしい体験教室、環境紙芝居、環境関連企業に
よる展示など。

いわて環境王国展実行委
員会

岩手県環境生活部
環境生活企画室
TEL：019-629-5323

岩手県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（木）～10
月31日（土）

岩手県内

10月の一ヶ月間にわたり、県内の市町村や事業者と連携
し、流通から消費の段階でごみとなるものの発生を抑制す
る取り組みを推進するため「環境にやさしい買い物キャン
ペーン」を実施する。
期間中10月5日～9日まで県庁において環境関連の企画展示
を行う。

岩手県
岩手県環境生活部
資源循環推進課
TEL：019-629-5380
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秋田県
第９回あきたエコ＆リサイクルフェス
ティバル

9月5日（土）～6日
（日）

買物広場大屋根「ビッグ
ルーフ」、アゴラ広場、
ぽぽろーど

県民１人ひとりが省エネルギーに取り組むとともに、資源
を有効に循環させながら、新エネルギーを積極的に取り入
れたライフスタイルへ転換するための情報発信を行うイベ
ント。

第９回あきたエコ＆リサ
イクルフェスティバル実
行委員会

秋田県生活環境文化部
環境エネルギー推進課
TEL：018-860-1574

３Ｒ推進秋田大会と同時
開催

宮城県 マイ・バッグ・キャンペーン
10月1日（木）～31
日（土）

県内全域

・みやぎレジ袋使用削減取組協定参加団体，事業者，市民
団体，市町村への協力依頼
・ラジオスポットＣＭの放送
・県政テレビ番組の放送
・メールマガジンの発行
・エコプロダクツ東北2009への出展
・県ホームページ等の広報
・庁内パネル展等
・公用車での普及啓発

宮城県
宮城県環境生活部
資源循環推進課
TEL：022-211-2656

山形県 ごみゼロやまがたキャンペーン

①6月1日(月)～4日
(木)
②5月30日(土)～6
月30日(火)

山形県内
①街頭で水きりの徹底等生ごみの減量運動の啓発
②ポスター掲示によるマイバッグ持参の啓発

ごみゼロやまがた推進県
民会議

山形県文化環境部
循環型社会推進課
TEL：023-630-2322

山形県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日(木)～31日
(土)

山形県内
ポスター掲示によるマイバッグの持参や、省エネ商品購入
等環境に配慮した買い物の啓発

ごみゼロやまがた推進県
民会議

山形県文化環境部
循環型社会推進課
TEL：023-630-2322

山形県 ごみゼロやまがた環境展 ’０９
10月31日(土)～11
月1日(日）

山形国際交流プラザ
「ビッグウィング」

３Ｒをはじめとする環境とライフスタイル・ビジネススタ
イルの関りについて広く情報を発信し、ごみゼロ社会の実
現や循環型社会の形成促進を目的に、環境配慮型製品や
サービスの普及、販促、情報の発信、交流の機会を提供す
るもの。

山形県
山形県文化環境部
循環型社会推進課
TEL：023-630-2322

福島県 ごみ減量化コンクール 9月・10月 －

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２１年と平成２２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、取組内容を加味
しながら削減率の高い事業所を表彰。
《市町村部門》
平成２１年と平成２２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
福島県生活環境部
一般廃棄物課
TEL：024-521-7249

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。
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。

福島県
福島県生活環境部
一般廃棄物課
TEL：024-521-7249

茨城県 レジ袋削減運動

通年（ただし，３
Ｒ推進月間にあわ
せ啓発物品等を配
布）

県内全市町村，スー
パー，ドラッグストア，
ホームセンター等

参加店舗において，ポスター掲示をはじめ，店内放送，新
聞チラシ，レジでの声かけなどを実施するとともに，市民
団体や市町村等が連携しながら，店頭キャンペーンの実施
など，幅広い運動を展開する。

茨城県，環境保全茨城県
民会議，大好き いばらき
県民会議

茨城県
環境政策課
TEL：029-301-2940

茨城県
ごみ散乱防止と３Ｒを進めるためのポ
スター・標語コンテスト

募集：9月
入賞作品展：11月
17日（火）～25日
（水）

入賞作品展：茨城県立図
書館

環境美化・環境保全に対する意識の高揚を図るとともに，
今後の普及啓発に用いるため，児童・生徒を対象としたご
み散乱防止と３Ｒの推進をテーマとしたポスター・兵庫の
コンテストを行う。

茨城県
茨城県
廃棄物対策課
TEL：029-301-3020

栃木県 マイ・バッグ・キャンペーン

通年
（強化期間：10月1
日（木）～31日
（土））

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

栃木県環境森林部
地球温暖化対策課
計画推進担当
TEL：028-623-3187

栃木県

“エコ・もり”フェア２００９
～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10日（土）～
11日（日）

わくわくグランディ科学
ランド

環境問題や森林づくりに関する県民意識の高揚を図るた
め、活動団体や企業等の参加を得て、参加体験型のイベン
トを開催する。

栃木県エコ・もりフェア
実行委員会

栃木県環境森林部
地球温暖化対策課
環境学習・保全活動担当
TEL：028-623-3297
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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。

栃木県・市町

栃木県環境森林部
地球温暖化対策課
環境学習・保全活動担当
TEL：028-623-3297

群馬県 ぐんま環境＆森林フェスティバル 10月25日（日） 金山総合公園こどもの国
環境・森林関連のイベント、展示、飲食物や物品の販売。
県民の皆様とともに環境や森林について見つめ直す機会と
して開催。

ぐんま環境＆森林フェス
ティバル実行委員会

群馬県
環境政策課
TEL：027-226-2815

埼玉県 マイバッグ・ウィーク

10月～3月の第2週
（集中キャンペー
ン：10月1日（木）
～31日（土））

県内
循環型社会の構築と地球温暖化防止に向け、マイバッグ持
参によるレジ袋削減の必要性をキャンペーン等の実施によ
り、地域住民や事業者に広く呼びかける。

埼玉県・市町
埼玉県環境部
資源循環推進課
TEL:048-830-3106

埼玉県 事業系ごみ削減キャンペーン
10月1日（木）～31
日（土）

県内

県、市町村及び清掃関係一部事務組合が、事業系ごみの減
量化及び再資源化の推進を目的に「排出事業者向けリーフ
レットの作成・配布」や｢事業者に対する立入検査」などに
より、全県キャンペーンを実施する。

埼玉県・市町村等
埼玉県環境部
資源循環推進課
TEL:048-830-3106

千葉県
３Ｒ推進シンポジウム
～ちばエコスタイルのススメ～

10月17日（土） 千葉ポートアリーナ

県民を対象とした県全域でのレジ袋削減の取組である「ち
ばレジ袋削減エコスタイル」、家庭や飲食店等での食べ残
し等により発生する廃棄物の削減と、県民一人ひとりのラ
イフスタイルを循環型社会の構築に向けたものへと転換す
ることを目的とした「ちば食べきりエコスタイル」、２事
業をメインとしたシンポジウムを開催する。

千葉県
千葉県環境生活部
資源循環推進課
TEL：043-223-2760

東京都
「東京都消費者月間事業
交流フェスタ」への出展

10月16日（金）～
17日（土）

新宿駅西口イベント広場
容器包装の減量化を積極的に進めている「八都県市容器包
装ダイエット宣言」企業の紹介、「八都県市マイボトル宣
言」の取組紹介などを行う。

東京都
東京都環境局廃棄物対策部
資源循環推進課
TEL：03-5388-3577

八都県市事業として実施

神奈川県 パネル展 10月
神奈川県庁新庁舎１Ｆ展
示室

３Ｒや不法投棄防止の取り組みを推進するため、パネルの
展示、パンフレットの配布を行い、普及啓発を実施する。

神奈川県

神奈川県環境農政部
廃棄物対策課
廃棄物企画・調整班
TEL：045-210-4149

神奈川県 県広報誌掲載 10月 神奈川県内

・「３Ｒ推進月間」をテーマに、毎月全世帯に配布してい
る「県のたより１０月号」に記事を掲載
・「県レジ袋削減の取組宣言」や「３Ｒ推進月間」をテー
マに、県民向け広報誌「くらしのジャーナル」に記事を掲
載

神奈川県

神奈川県環境農政部
廃棄物対策課
リサイクル推進班
TEL：045-210-4151

神奈川県
地球環境イベント「アジェンダの日２
００９」

10月31日（土）、
11月1日(日）

日本大通り

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、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。

「地球環境イベント・ア
ジェンダの日２００９」
実行委員会（東京電力
㈱、東京ガス㈱、㈱神奈
川新聞社、㈱テレビ神奈
川、かながわ地球環境保
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）

神奈川県環境農政部
環境計画課
アジェンダ推進班
TEL：045-210-4065

　

神奈川県
キャラバン隊によるレジ袋削減の普及
啓発（予定）

10月～3月（予定） 神奈川県内各地

「神奈川県におけるレジ袋の削減に向けた取組の実践に関
する宣言」に賛同したスーパーや商店街、通勤・通学時間
帯の駅前など県内各所で、「キャラバン隊」による普及啓
発活動を実施する。

神奈川県

神奈川県環境農政部
廃棄物対策課
リサイクル推進班
TEL：045-210-4151

神奈川県
かながわゴミゼロクリーンポスター・
標語コンクール

・募集：9月
・表彰：11月21日
（土）

神奈川県立地球市民かな
がわプラザ（表彰式）

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３Ｒに関するポスター、標語コンテストを実施。

神奈川県

神奈川県環境農政部
廃棄物対策課
廃棄物企画・調整班
TEL：045-210-4149

新潟県 ３Ｒキャンペーン月間 10月中 新潟県内

・県内消費者団体等の協力で、３Ｒに関する啓発アンケー
トを実施
・レジ袋削減に積極的に取り組むスーパー店頭で、３Ｒ啓
発イベントを開催
・３Ｒ啓発パネルの展示　等

環境にやさしい買い物運
動実行委員会
(事務局：新潟県 県民生
活･環境部 県民生活課)

新潟県県民生活･環境部
県民生活課
TEL：025-280-5135

新潟県
平成２１年度新潟県ごみの散乱防止と
３Rを進めるためのポスター・標語コン
テスト

募集：7～9月
審査・表彰：10～
11月

新潟県内
ごみの散乱防止及び３Ｒの推進を図るため、その啓発活動
の一環として、県内の小学生、中学生及び高校生を対象に
ポスター・標語のコンテストを実施

新潟県
新潟県県民生活・環境部
環境企画課企画調整係
TEL：025-280-5149

新潟県
新聞広報掲載
（新潟日報）

9月27日（日） 新潟県内 レジ袋削減県民運動の参加を呼びかける内容の広報を掲載 新潟県
新潟県県民生活・環境部
廃棄物対策課
TEL：025-280-5160



都道府県・政令市名 行　事　名 開催時期 開 催 場 所  内            容 主催者 連絡先 備考

新潟県
テレビ広報
（新潟放送「週刊県政ナビ」）

10月11日（日） 新潟県内
県が取り組むレジ袋削減県民運動推進事業のねらいや概要
をお知らせし、環境に配慮したライフスタイルへの理解と
協力を呼びかける。

新潟県
新潟県県民生活・環境部
廃棄物対策課
TEL：025-280-5160

山梨県
環境にやさしい買い物キャンペーン
（マイバッグキャンペーン）

10月1日（木）
　　　～31日
（土）

県内 県内各事業者・市町村等にポスターを配布し啓発する。 山梨県

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

静岡県
めざせごみゼロポスター・標語コンテ
スト

・募集：7～9月
・表彰：10月24日
（土）

ツインメッセ静岡
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、標語コン
テストを実施。

静岡県

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：10月24日
（土）

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

静岡県

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22日（木） 静岡市民文化会館

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

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1日（木） 静岡県内
「ごみ減量」をテーマに、クイズを含めながらわかりやす
くＰＲする。

静岡県

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（予定） 静岡県内
「ごみ減量」や「３Ｒ推進月間」をテーマに、県民向け広
報を実施。

静岡県

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

富山県 とやま環境フェア2009
10月24日（土）～
25日（日）

富山県産業展示館
（テクノホール）

エコライフと３Ｒの実践をテーマに、環境に配慮した製品
の展示・販売・体験や、エコドライブ、マイバッグ作成の
体験コーナーなど、各種イベントを行う。

とやま環境フェア2009開
催委員会
（富山県、富山市、環境
とやま県民会議、（財）
とやま環境財団）

富山県
環境政策課
TEL：076-444-9618

富山県 富山県ごみゼロ推進県民大会 10月24日（土）
富山県産業展示館
（テクノホール）

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。

環境とやま県民会議
富山県
環境政策課
TEL：076-444-9618

石川県 第２２回中小企業技術展
5月21日（木）～23
日（土）

石川県産業展示館２号館
中小企業技術展にリサイクル認定製品の展示・ＰＲの実
施。

石川県
石川県環境部
廃棄物対策課
TEL：076-225-1471

石川県 第２０回いしかわ環境フェア
8月22日（土）～23
日（日）

石川県産業展示館３号館
いしかわ環境フェアにリサイクル認定製品の展示・ＰＲの
実施

石川県
石川県環境部
廃棄物対策課
TEL：076-225-1471

石川県 とやま環境フェア２００９
10月24日（土）～
25日（日）

富山テクノホール 富山環境フェアにリサイクル認定製品の展示・ＰＲの実施 石川県
石川県環境部
廃棄物対策課
TEL076-225-1471

石川県 テレビ特別番組放送 12月 石川県内
ゴミ減量化や３Ｒの普及、ＣＯ２削減などの環境保護を意識

したライフスタイルの実践を呼びかける番組を放映
エコ～るキャンペーン実
行委員会、石川県

石川県環境部
廃棄物対策課
TEL：076-225-1471

石川県 ラジオ番組放送 1月8日（金） 金沢市内 ３Ｒ推進について番組を通じてＰＲの実施。 石川県
石川県環境部
廃棄物対策課
TEL：076-225-1471

石川県 ３Ｒ推進講習会 2月 金沢市内
排出事業者を対象として３Ｒ、廃棄物管理に関する現場診
断の成果等について、講習会を通じて普及啓発を行う。

石川県
石川県環境部
廃棄物対策課
TEL：076-225-1471

福井県 ふくい環境フェア
10月16日（金）～
17日（土）

アオッサ（福井市）

環境に関するシンポジウムや展示、体験（修理コーナー・
古本市・３Ｒ推進メッセージ優秀作品表彰等）を通して、
県民一人ひとりが楽しみながら人間と環境との関わりにつ
いて理解を深め、地球温暖化の防止や循環型社会の形成に
向けた取組みなどの環境にやさしい暮らしを実践していく
契機とする。

環境ふくい県民会議、環
境ふくい推進協議会、福
井県地球温暖化防止活動
推進センター

環境ふくい推進協議会事務局
（福井県安全環境部循環社会
推進課リサイクル推進室内）
TEL：0776-20-0382
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長野県 信州環境フェア２００９
8月22日（土）～23
日（日）

長野市ビッグハット

テーマ「ストップ温暖化！未来へつなげ 地球の命」
企業、団体、行政、大学、高校などが地球温暖化防止や環
境保全に関する取組を展示、ＰＲ。
長野県ブースにおいて３Ｒの普及啓発を行う。
・レジ袋削減県民スクラム運動（パネル、のぼり旗）
・食べ残しを減らそう推進事業（パネル、ドギーバッグ）
・信州リサイクル製品の展示
・３Ｒパネル
・信州エコポイント事業
・クイズ実施　１日5回　１回50人　計500人
（５問全問正解で、ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ＆ながのけんリサ
イクルキャラクタークルるんデザインのオリジナルタオル
ハンカチをプレゼント）

実行委員会（長野県は構
成団体）

実行委員会事務局（信濃毎日
新聞社開発部内）
TEL：026-236-3355

来場者数　16,433人
（対20年度　＋158人）

長野県 ３Ｒ推進長野大会 9月11日（金） 松本市野球場

ＢＣリーグ戦（信濃グランセローズ対福井ミラクルエレ
ファンツ戦）において３Ｒの普及・啓発を行う。
①　マイカッププレゼント
試合開始前に、スタジアム入場口において、環境省中部地
方環境事務所、長野県及び信濃グランセローズが共同で作
成したマイカップを、先着500名にプレゼント。
②　ふろしきのプレゼント
信濃グランセローズ選手がスタンドの観客に向けてカラー
ボールを30個投げて入れ、それを受け取った観客に、中部
地方環境事務所作成ふろしきに信濃グランセローズ選手の
サインを入れてプレゼント。
③　その他の普及・啓発
場内アナウンス、外野フェンスに横断幕設置。

中部地方環境事務所と長
野県の共催

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
長野県廃棄物対策課
TEL：026-235-7181

8月28日（金）プレスリ
リース

長野県 ３Ｒ推進長野大会
9月30日（水）～10
月4日（日）

ＪＲ長野駅中央通路
３Ｒの内容や３Ｒの取組について紹介する「みんなではじ
めよう、３Ｒパネル展」を開催する。

中部地方環境事務所と長
野県の共催

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
長野県環境部廃棄物対策課
TEL:026-235-7181

8月28日（金）プレスリ
リース

長野県 横断幕展示
10月1日（木）～31
日（土）

ＪＲ長野駅
長野県庁東庁舎
長野県松本合同庁舎

横断幕内容「10月は3Ｒ推進月間です　みんなではじめよう
リデュース・リユース・リサイクル」

長野県

長野県環境部
廃棄物対策課
TEL：026-235-7181
長野県松本地方事務所
環境課
TEL：0263-40-1941

長野県 県庁展示
10月5日（月）～9
日（金）

長野県庁ロビー

３Ｒの普及啓発を行う。
・レジ袋削減県民スクラム運動（パネル、のぼり旗）
・食べ残しを減らそう推進事業（パネル、ドギーバッグ）
・信州リサイクル製品の展示
・３Ｒパネル

長野県
長野県環境部
廃棄物対策課
TEL：026-235-7181

長野県 長野県循環型社会推進大会 10月15日（木） 松本市Ｍウイングホール

県民一人ひとりへ経済活動や暮らしの中において３Ｒの実
践を呼びかける。
○知事表彰表彰式
○事例発表
　①伊那テクノバレー「オフィスの紙ごみの循環」
　②信州ｅループ事業協同組合「食品残渣の循環」
○環境漫才
　林家ライス・カレー子さん「レッツ３Ｒ　思いは地球規
模　行動は足元から」
○レジ袋削減パネルディスカッション
　「レジ袋削減から生活全般へ３Ｒを広げよう」
　消費者３、事業者１、行政１
　コーディネーター　信州大学工学部教授　高木直樹氏

長野県
信州豊かな環境づくり県
民会議

長野県環境部
廃棄物対策課
TEL：026-235-7181

長野県 環境にやさしい買い物キャンペーン 10月 長野県内
買い物を通して環境に配慮した行動を実践することを呼び
かける。

長野県
長野県環境部
環境政策課
TEL：026-235-7022

長野県
統一ＮＯ・レジ袋デー店頭キャンペー
ン

10月5日（月）
長野県内
（10地方事務所で一斉実
施）

レジ袋削減県民スクラム運動の一環として、毎月５日は統
一ＮＯ・レジ袋デー店頭キャンペーンを、県下10地方事務
所単位で、消費者・事業者・行政が協力して一斉に実施。
10月は強化月間として実施。
・のぼり旗の提出
・啓発用花の種を配布しながら呼びかけ
・店内放送、マイバッグの配布　など

長野県
長野県環境部
廃棄物対策課
TEL：026-235-7181
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岐阜県 ごみ減量化フォーラム 2月 岐阜市内
ごみ減量に取り組む地域の担い手となる市民団体等を対象
に、講演やごみを減らす手法のモデル事例の成果発表等を
行い、ごみ減量の手法を学ぶ場とする。

岐阜県
岐阜県環境生活部
廃棄物対策課
TEL：058-272-8214

愛知県 ごみゼロ社会推進あいち県民大会 10月27日（火） 名古屋市中区役所ホール

循環型社会の形成に向け、３Ｒ（リデュース、リユース、
リサイクル）を推進するため、「ごみゼロ社会推進あいち
県民大会」を開催する。
　①レジ袋削減取組優良店の表彰
　②小型家電のリサイクルに関する講演
　　 講師：崎田裕子さん（環境カウンセラー）

ごみゼロ社会推進あいち
県民会議

愛知県環境部
資源循環推進課
TEL：052-954-6234

滋賀県 環境にやさしい買い物キャンペーン 1月～2月頃 滋賀県内

環境にやさしい買い物やライフスタイルの定着を図るた
め、県内各地で啓発イベント・店頭啓発を行い、広く消費
者へ買い物袋持参や環境配慮型商品の購入、簡易包装への
協力、レジ袋削減についてを呼びかける。

滋賀県、市町、滋賀県地
球温暖化防止活動推進セ
ンター、滋賀県小売店環
境保全連絡会、滋賀グ
リーン購入ネットワー
ク、買い物ごみ減量推進
フォーラムしが

滋賀県琵琶湖環境部
循環社会推進課
TEL：077-528-3472

京都府 京都環境フェステｨバル2009
11月21日（土）～
22日（日）

京都府総合見本市会館
（パルスプラザ）

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
暖化防止活動推進セン
ター、京都グリーン購入
ネットワーク、財団法人
自治総合センター

京都府文化環境部
環境政策課
TEL：075-414-4731

京都府 買い物でエコ！　キャンペーン2009
10月1日（木）～12
月31日（木）

京都府内の企業、団体、
市町村等

キャンペーンに参加する企業等の従業員が期間中に環境配
慮型製品を購入するなど、一人一人が買い物を通じて地球
温暖化防止対策に取り組む。キャンペーン終了後、事務局
が温室効果ガスの削減量を試算する。

京都府・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
クTEL：075-241-4664

大阪府 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（木）
～31日（土）

大阪府内全域

府下の事業者等にご協力いただき、レジ袋の削減や環境配
慮型商品の販売、簡易包装や量り売りなどを行い、府民、
事業者が環境への関わりを深く認識し、環境に配慮した生
活・経済活動を実施する契機とする。

・豊かな環境づくり大阪
府民会議
・大阪府リサイクル社会
推進会議
・大阪府

大阪府環境農林水産部
みどり・都市環境室地球環境
課
環境活動推進グループ
TEL：06-6944-6710

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・バッグ・
キャンペーン」を県民（消費者）及び事業者（流通業者）
に呼びかけ、それぞれの立場で実践活動を行うことによ
り、ごみ減量化の推進を図る。

各地域循環型社会づくり
推進会議、ひょうごレジ
袋削減推進会議、兵庫県

兵庫県
環境整備課循環型プロジェク
ト係
TEL：078-362-3280

兵庫県
わが家（わが社）の省資源・省エネ
キャンペーン

10月～12月
県内５か所の大型商業施
設

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

兵庫県
環境整備課循環型プロジェク
ト係
TEL：078-362-3280

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。

奈良県 「不法投棄ゼロ作戦」推進大会 11月13日（金） 大和郡山城ホール
「不法投棄ゼロ」の環境を目指して、不法投棄の撲滅と環
境を自ら守る意識を醸成する。

不法投棄ゼロ作戦推進
キャンペーン実行委員会

奈良県
廃棄物対策課
TEL：0742-27-8747

11月30日（月）～
12月4日（金）

県民ホール(奈良県庁内)

12月7日（月）～11
日（金）

県政情報サロン（地場産
業振興センター内）

和歌山県
レジ袋無料配布中止に係る店頭キャン
ペーン

10月中 県内新規実施店舗 レジ袋の無料配布中止に伴う、店頭キャンペーンを実施
「わかやまノーレジ袋推
進協議会」

和歌山県
循環型社会推進課
リサイクル推進班
TEL：073-441-2696

和歌山県
環境にやさしい買い物キャンペーン
マイバッグキャンペーン

10月中 県内
県内の事業者等にご協力頂き、店内にキャンペーンポス
ターを掲示し、消費者に対して、環境にやさしい商品の購
入やマイバッグの持参などの呼びかけを行う。

環境省
経済産業省
３Ｒ活動推進フォーラム
和歌山県

和歌山県
環境生活総務課
温暖化対策推進班
TEL：073-441-2690

岡山県 おかやま・もったいない運動推進大会 10月17日(土) 岡山県総合福祉会館

もったいない精神や地球温暖化防止を広く普及するため、
講演会を開催する。
また、併せて小学生を対象とした「岡山県もったいない運
動推進ポスター」、「おかやま・もったいない！小学生
チャレンジコンテスト」の表彰式を開催する。

岡山県
岡山県
循環型社会推進課
TEL：086-226-7306

岡山県ごみゼロ社会プロ
ジェクト推進会議ほか２
団体との共催及び環境省
中国四国地方環境事務所
ほか１６団体から後援い
ただいている。

奈良県 「不法投棄ゼロ作戦」啓発ポスター展 不法投棄防止啓発ポスター入選作品の展示
不法投棄ゼロ作戦推進
キャンペーン実行委員会

奈良県
廃棄物対策課
TEL：0742-27-8747
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岡山県 おかやまエコ＆フードフェア２００９ 11月1日(日) コンベックス岡山
地球温暖化対策や循環型社会の形成、食料自給率の向上等
をテーマとした「環境」と「食」の総合イベントを開催す
るもの。

岡山県

岡山県
環境政策課
TEL：086-226-7298
農政企画課対外戦略推進室
TEL：086-226-7404

岡山県地球温暖化防止プ
ロジェクト推進会議ほか
６団体との共催

岡山県 巡回エコ製品等普及展示会

①8月15日(土)
　 ～16日(日)
②8月18日(火)
　 ～19日(水)

①デオデオ倉敷本店
②岡山一番街

岡山県エコ製品、岡山エコ事業所、マイバッグ運動等の普
及啓発のための展示を行うとともに、廃油ローソク作り、
マイバッグ作りなどの体験イベントを開催する。

岡山県
岡山県
循環型社会推進課
TEL：086-226-7306

広島県
広島県におけるマイバック等の持参と
レジ袋削減推進に関する協定締結式

8月27日（木） 県庁
県民（消費者団体），事業者（小売業者），行政（県，市
町）の間で，10月よりレジ袋の無料配布の中止について，
協定締結

広島県
広島県環境県民局環境部
環境政策課
TEL：082-513-2952

広島県 県広報誌掲載 9月 広島県内
毎月全世帯に配布している「県民だより9月号」にマイバッ
グの使用をよびかける記事を掲載。

広島県
広島県環境県民局環境部
環境政策課
TEL：082-513-2952

広島県
県広報番組放送「元気でステーショ
ン」

9月6日（日），9月
27日（日）

広島県内

10月から県内のスーパーマーケット等でレジ袋の無料配布
を中止し，ごみの減量化，地球温暖化防止を推進。取組を
通じて県民1人1人のライフスタイルの見直しを呼びかけ
る。

広島県
広島県環境県民局環境部
環境政策課
TEL：082-513-2952

山口県 やまぐちいきいきエコフェア
10月17日(土)
～18(日)

山口きらら博記念公園

企業・団体出展
体験教室
エコ工作教室
リサイクル等活動紹介

山口県
山口県
廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対策課
TEL：083-933-2992

徳島県 第４回マイバッグ作品コンテスト

募集期間：7月13日
(月)～9月15日
(火）
表彰：10月27日
作品展示：10月19
日(月)～11月6日
(金)

県内全域
県内一般公募：一般の部（中学生以上）、親子の部（小学
生以下とその親）

徳島県、とくしま環境県
民会議

徳島県
環境整備課ゴミゼロ室
TEL:088-621-2266

徳島県 ３Ｒ推進セミナー 11月9日（月） 徳島東急イン

テーマ「マイバッグ推進とレジ袋削減」
・マイバッグ作品展示
・事例報告
・講演

とくしま環境県民会議、
徳島県

徳島県
環境整備課ゴミゼロ室
TEL:088-621-2266

愛媛県 愛媛の３Ｒ企業展
9月5日（土）～6日
（日）

エミフルＭＡＳＡＫＩ
エミフルホール

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「優良エコショッ
プ」の３Ｒに係る活動状況の紹介

愛媛県
愛媛県県民環境部環境局
循環型社会推進課
TEL：089-912-2360

福岡県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日（木）～31
日（土）

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し
て、県民参加のもと１０月に一斉行動し、ごみの減量化を
推進する。

福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県

福岡県環境部
循環型社会推進課
TEL：092-643-3371

福岡県 ３Ｒ推進フォーラム 12月12日（土） 福岡市
講演、事例発表、ごみ減量化・リサイクルポスターコン
クール表彰等を行う。

福岡県、特定非営利活動
法人エコ・テクル

福岡県環境部
循環型社会推進課
TEL：092-643-3371

佐賀県 エコチャレンジコンテスト
6月～8月
9月～11月
12月～1月

県内全域

・家庭でできる身近なエコ（マイバッグを使うなど）に期
間中の任意の10日間チャレンジするエコチャレンジ運動を
実施。
エコ川柳やエコアイデアも募集している。
チャレンジ結果を報告いただき、県でまとめて、どれだけ
のCO２が削減できたか発表する。

佐賀県
（佐賀県地球温暖化防止
活動推進センター委託に
よる協働実施）

佐賀県くらし環境本部
地球温暖化対策課
TEL：0952-25-7474

佐賀県
緑のカーテン、打ち水　フォトコンテ
スト応募作品の展示

10月25日（日）
佐賀城本丸歴史館
（佐賀市）

・緑のカーテン、打ち水のフォトコンテストの展示を行
い、イベント来場者に投票をしていただく。
（本体イベントは「エコで賞in佐賀」（一村一品知恵の輪
づくり事業））

佐賀県
（佐賀県地球温暖化防止
活動推進センター委託に
よる協働実施）

佐賀県くらし環境本部
地球温暖化対策課
TEL：0952-25-7474

佐賀県 ラジオ放送による３R推進のPR 10月2日（金） 県内全域
・5分間のラジオ番組において、３Rやマイバッグに関する
PRを行う。

佐賀県
（佐賀県地球温暖化防止
活動推進センター委託に
よる協働実施）

佐賀県くらし環境本部
地球温暖化対策課
TEL：0952-25-7474

佐賀県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日（木）～31
日（土）

九州7県（佐賀県一円）
九州各県が協力してマイバッグキャンペーンを共同で実施
する。募集した標語の最優秀賞を掲載したポスター、ス
テッカーの配布、HPでの店舗のPR等。

九州各県（佐賀県）
佐賀県くらし環境本部
地球温暖化対策課
TEL：0952-25-7474
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佐賀県 さがエコ環境展
10月30日（金）～
11月3日（火）

2009佐賀インターナショ
ナルバルーンフェスタ会
場内

展示パネルや体験イベント等を通じて来場者に、３Ｒや地
球温暖化に関する啓発を行う。
※なお、会場である2009佐賀インターナショナルバルーン
フェスタで使用する電力を佐賀県産の太陽光発電でまかな
う予定（グリーン電力証書の活用）
（グリーンエネルギーキャラバン対象イベント）

佐賀県
佐賀県くらし環境本部
地球温暖化対策課
TEL：0952-25-7474

佐賀県 エナジーひろば2009
10月10日（土）～
12日（月）

吉野ヶ里歴史公園
ふれあいうまかもん市会場内において、「だれでもエナ
ジー検定」、「エコで遊ぼう 体験教室」と題してイベント
を実施する。

佐賀県
（佐賀県地球温暖化防止
活動推進センター委託に
よる協働実施）

佐賀県くらし環境本部
原子力安全対策課
TEL：0952－25－7081
地球温暖化対策課
TEL：0952－25－7474

長崎県
美しい森林（もり）に囲まれた人と環
境にやさしいふるさと推進大会

11月3日（火）
大村市民会館
（大村市東本町５７４番
地）

環境美化（散乱ごみ対策、緑化、ごみの減量化及びリサイ
クルの推進）、地球温暖化防止、ふるさとの森づくりにつ
いて県民の関心と理解を深めるため、「第14回長崎県美し
いふるさと推進大会」、「第4回長崎県もったいない運動推
進大会」及び「第33回全国育樹祭開催記念事業」を合同で
開催する。

長崎県、長崎県保健環境
連合会、長崎県地球温暖
化対策協議会、長崎県緑
化推進協会、第33回全国
育樹祭長崎県実行委員会

長崎県
未来環境推進課
TEL：095－895－2511
E-mail：
s09050@pref.nagasaki.lg.jp

未来環境推進課ホーム
ページ
http://www.pref.nagasak
i.jp/kankyo/mirai/
ゴミゼロホームページ
http://www.pref.nagasak
i.jp/gomi4r/

長崎県
マイ・バッグ・キャンペーン
（買い物袋持参運動）

10月1日（木）～
31日（土）

長崎県内全域
買い物袋持参運動を推進することにより、ごみ問題に対す
る消費者の意識高揚を図り、ごみの減量化を推進する。

長崎県、ゴミゼロながさ
き推進会議、市町及び趣
旨に賛同する事業者及び
消費者

長崎県
未来環境推進課
TEL：095－895－2511
E-mail：
s09050@pref.nagasaki.lg.jp

未来環境推進課ホーム
ページ
http://www.pref.nagasak
i.jp/kankyo/mirai/
ゴミゼロホームページ
http://www.pref.nagasak
i.jp/gomi4r/

熊本県
平成２1年度熊本県ごみゼロ推進県民大
会

10月1日（木）
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、循環型社会の構築を推進するた
め、マイバッグキャンペーン標語の表彰、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。

熊本県
熊本県ごみゼロ推進県民
会議

熊本県
廃棄物対策課
TEL：096-333-2277

熊本県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日（木）～31
日（土）

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みを行
う店舗）によるごみ減量化
（３）各種広報媒体を使った啓発活動
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
熊本県ごみゼロ推進県民
会議

熊本県
廃棄物対策課
TEL：096-333-2277

熊本県
循環型社会情報誌「ばってんリサイク
ルくまもと」の発行

2月 －

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）
○県の廃棄物処理計画や各種リサイクルに関する法律の解
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 など

熊本県
熊本県ごみゼロ推進県民
会議

熊本県
廃棄物対策課
TEL：096-333-2277

大分県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日（木）～31
日（土）

県内全域
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。

大分県
大分県生活環境部
地球環境対策課
TEL：097-506-3124

宮崎県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日(木)～31日
(土)

県内の各店舗

一斉行動参加店６３３店舗において、マイバッグキャン
ペーンに関する取組を実施。
県は、各種媒体でこれをＰＲし、レジ袋削減の取組を推進
する。

九州ごみ減量化推進協議
会
宮崎県
宮崎県４Ｒ推進協議会

宮崎県
環境対策推進課
TEL：0985-26-7083

鹿児島県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日(木)～31日
(土)

県内一円

九州７県で，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「九州
統一マイバッグキャンペーン」を実施。
(１)ポスター，標語によるごみ減量化とマイバッグの普及
啓発
(２)一斉行動参加店によるレジ袋削減の取り組み
(３)県の広報紙によるマイバッグキャンペーンの広報

鹿児島県
（九州７県合同）

鹿児島県環境部
廃棄物・リサイクル対策課
TEL：099-286-2594

沖縄県 ３Ｒ！環境パネル展
9月24日（木）～10
月3日（土）

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り、
意識啓発を図る。

沖縄県
沖縄県
環境整備課
TEL：098-866-2231



都道府県・政令市名 行　事　名 開催時期 開 催 場 所  内            容 主催者 連絡先 備考

札幌市
エコイベント「まつりだ、環っ！」秋
穫祭

10月4日（日） 札幌市リユースプラザ

・家庭で不用なった家具類を再活用（リユース）
・４Ｒのパネル展示
・絵描きデザイン布バッグづくり
・家具廃材を利用した木工工作
・牛乳パックによる再生はがき（紙すき体験）
・環境クイズ
・安心安全、地産地消などをテーマとした札幌近郊農家に
よる旬の野菜の直売
・フリマーケット
などを障がい者団体・市民団体・学生などによる協働イベ
ント形式として楽しみならごみ減量の啓発をする

札幌市リユースプラザ 札幌市リユースプラザ
TEL：011-375-1133

札幌市環境局ごみ減量推
進課、ごみ減量実践活動
ネットワークが共催して
実施

札幌市
第4回　定山渓温泉ぐる～りエコ収穫祭
2009

9月19日（土）

札幌市南区
定山渓温泉東４丁目

定山渓スポーツ公園

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オリジナルエコバック作成体験

定山渓地区生ごみ堆肥化
推進事業実行委員会

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課
TEL：011-211-2928

札幌市
札幌中央卸売市場開設50周年記念市場
祭（仮称）環境展

10月11日（日）

札幌市中央区
北12条西20丁目

札幌中央卸売市場

予定
①3Ｒ啓発リサイクル家具等販売
②生ごみ堆肥プレゼント
③エコパネル展

札幌中央卸売市場自治連
合会開設50周年記念事業
実行委員会

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課
TEL：011-211-2928

さいたま市 第９回さいたま市環境フォーラム

展示会：10月23日
(金)～24日(土)
講演会：10月29日
(木)

展示会：さいたま新都心
駅東西自由通路
講演会：さいたま市民会
館おおみや　小ホール

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場、市民、
事業者、市がそれぞれの立場で行っている環境保全の取組
を知り、これらの情報を交換するために開催する。

さいたま市環境フォーラ
ム実行委員会・さいたま
市・さいたま市教育委員
会

さいたま市環境総務課
TEL:048－829－1325

さいたま市 マイバッグ運動の啓発
10月23日(金)、24
日(土)

第９回さいたま市環境
フォーラム
さいたま新都心駅東西自
由通路

環境フォーラム参加者にマイバッグを配布し、マイバッグ
運動の啓発を行う。

さいたま市環境フォーラ
ム実行委員会・さいたま
市・さいたま市教育委員
会

さいたま市環境局
環境共生部廃棄物政策課
TEL：048-829-1336

さいたま市
３Ｒ普及促進事業 10月1日（木）～

31日（土）
埼玉県、千葉県、神奈川
県、東京都の全域

３Ｒ普及促進の一環として、コーヒーショップなどの事業
者と連携し、マイボトルの使用を呼びかけ、特にリデュー
ス・リユースについての意識啓発を図る。主な啓発方法と
して、域内を広域的かつ長期間にわたり広報が可能な電車
広告（車内及び車体）を実施する。

八都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会
（事務局：さいたま市）

さいたま市環境局
環境共生部廃棄物政策課
TEL：048-829-1336

さいたま市 容器包装発生抑制事業
10月1日（木）～
31日（土）

埼玉県、千葉県、神奈川
県、東京都の全域

容リ法に定める特定事業者の容器包装に係る発生抑制や減
量化に対する自主的取組を支援し、容器包装のより一層の
減量化等を促進するため、「容器包装ダイエット宣言」に
ついて、認知度の向上と事業者の取組促進を図るため、効
果的広報活動として、域内を広域的かつ長期間にわたり広
報が可能な電車広告（車内及び車体）を実施する。

八都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会
（事務局：さいたま市）

さいたま市環境局
環境共生部廃棄物政策課
TEL：048-829-1336

千葉市 第４回３Ｒ推進全国大会
10月16日(金)～18
日(日)

千葉ポートアリーナ
ホテルグリーンタワー千
葉（式典）　他

「循環型社会形成に関する知識・経験の交換の場」や「自
らライフスタイルを見直す機会」の提供
①大会式典･･記念講演や循環型社会形成推進功労者及び３
Ｒ促進ポスターコンクール表彰　等
②ちばし環境展･･企業や市民団体等の出展や各種環境講座
の開催　等
③３Ｒ推進関東大会･･体験型ワークショップやパネル展示
等

第４回３Ｒ推進全国大会
実行委員会[環境省・環境
省関東地方環境事業所・
千葉市・３Ｒ活動推進
フォーラム・千葉商工会
議所・千葉市大型店会・
千葉市地域婦人団体連絡
協議会・ＮＰＯ法人環境
カウンセラー千葉県協議
会・社団法人千葉県産業
廃棄物協会・社団法人千
葉県環境保全協議会]

第四回３Ｒ推進全国大会実行
委員会事務局（千葉市環境局
環境管理部ごみ減量推進課）
TEL：043-245-5603

横浜市 環境にやさしい買い物キャンペーン

10月1日（木）～11
月9日（月）までう
ち、各区指定する
日にち

市内全域のＧ30エコパー
トナー協定店等のうち各
区実施希望店舗

・マイバックの持参・簡易包装の呼びかけ
・ポスターの掲出等の啓発
・実施店舗でアンケート調査
・市職員による店頭でのＰＲ活動、相談コーナーの設置等
・エコパートナー周知パネル、リーフレット

・Ｇ30エコパートナー協
定店
・横浜市

横浜市資源循環局
減量・美化推進課
TEL: 045-671-2549

横浜市 ナイト・マイバッグキャンペーン
8月31日（月）
18：00～20：00

港北区内のＧ３０エコ
パートナー協定店舗（１
６店舗）

・区・資源循環局職員による店頭での「ごみ分別相談コー
ナー」の設置およびＰＲ活動
・環境事業推進委員、３Ｒサポーターによる啓発物品の配
布およびアンケートの実施
・店舗店頭におけるキャンペーン時間帯にＰＲ内容を店内
に放送

・港北区に店舗を有する
「Ｇ３０エコパートナー
協定」締結事業者（１６
店舗）
・港北区役所
・資源循環局
・環境事業推進委員
・３Ｒサポーター

横浜市港北区役所
TEL：045-540-2244
横浜市資源循環局
減量・美化推進課
TEL：045-671-2563

今年は、八都県市首脳会
議（埼玉県、千葉県、東
京都、神奈川県、横浜

市、川崎市、千葉市、さ
いたま市）の事務局を本

市が担当している。



都道府県・政令市名 行　事　名 開催時期 開 催 場 所  内            容 主催者 連絡先 備考

川崎市
ポイ捨て禁止及び路上喫煙防止啓発
キャンペーン

9月27日（日）

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
合ヶ丘）

主要駅の周辺地域において、ポイ捨て禁止・路上喫煙防止
の呼びかけ及び清掃活動の実施

川崎市
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３２回かわさき市民祭りフリーマー
ケット

10月31日（土） 川崎競輪場
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ケットを
実施

川崎市
川崎市環境局生活環境部
廃棄物政策担当
TEL：044-200-2580

新潟市 平成２1年度リサイクルフェスティバル 10月4日（日）
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，各種体験や実演コー
ナー，リサイクル作品の展示コーナー等を設け，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
　（エコープラザ）

新潟市資源再生センター
TEL：025-270-3009

静岡市 第７回ごみリサイクル展
10月17日(土)～18
日(日)

静岡市役所前
葵スクエア

・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

静岡市環境局廃棄物対策部
廃棄物政策課
TEL:054-221-1361

静岡市 「わが家のごみダイエット自慢」募集
7月17日(金)～9月
10日(木)

静岡市全域
各家庭でごみの減量に取り組んだ内容を募集し、市広報紙
やイベント開催時に紹介

静岡市環境局
廃棄物対策部廃棄物政策
課

静岡市環境局廃棄物対策部
廃棄物政策課
TEL：054-221-1361

浜松市 マイバッグ・マイバスケット持参運動
強化期間
10月1日（木）～31
日（土）

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、浜松市
の三者が自主協定を締結し、レジ袋の無料配布を中止す
る。

市内スーパー事業者等、
浜松市消費者団体連絡
会、浜松市

浜松市環境部
資源廃棄物政策課
TEL：053-453-6192

浜松市 ３Ｒ推進展
10月15日（木）～
23日（金）

浜松市役所

・３Ｒ啓発パネル展示
・ごみゼロポスター入選作品展示
・リサイクル過程品展示
・夏休み親子リサイクル見学会参加者感想文展示
・環境体験施設えこはまのＰＲ
・マイバッグ配布

浜松市
浜松市環境部
資源廃棄物政策課
TEL：053-453-6192

浜松市
フリーマーケット、リユース工房、お
もちゃ病院

10月11日（日）ほ
か

西部清掃工場

リユースの推進と啓発を図るため、フリーマーケット、リ
ユース工房公開抽選会、おもちゃ病院を開催する。
・フリーマーケット　10月11日（日）
・リユース工房公開抽選会　月１回（日程未定）
・おもちゃ病院　月１回（日程未定）

浜松市・西部清掃工場
浜松市・西部清掃工場管理棟
（えこはま）
TEL：053-440‐0150

浜松市
西部清掃工場管理棟（えこはま）環境
エコ講座

10月1日（木）～31
日（土）

西部清掃工場・管理棟
（えこはま）

３Ｒを啓発・実践するための講座等を実施します。
・段ボール式コンポスト講習会　10月7日（水）
・生ごみ堆肥を使った野菜作り　10月7日（水）
・ビーチコーミング初級編　10月11日（日）
・リフォーム講座　10月14日（水）
・傘布でマイバックづくり　10月14日（水）
・包丁研ぎ講座　10月15日（木）
・布ぞうりづくり　10月21日（水）
・和綿で綿繰りしようよ！！　10月28日（水）
・マイはし袋づくり　10月28日（水）

浜松市・西部清掃工場
浜松市・西部清掃工場管理棟
（えこはま）
TEL：053-440‐0150

名古屋市 環境デーなごや２００９
①春の地域行事：6
月
②中央行事：9月

①市内各所
②久屋大通公園

①6月6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。

環境デーなごや実行委員
会

名古屋市環境局
環境都市推進課
TEL：052-972-2661

大阪市
ごみ減量フェスティバル「ガレージ
セール・イン・ＯＳＡＫＡ　ＴＯＷ
Ｎ」

10月10日（土）
11:00～15:00
（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
ため、ガレージセールのほか、リサイクル工作教室などを
開催する。

大阪市
大阪市環境局環境施策部
家庭系ごみ減量担当
TEL：06-6630-3259

大阪市 ごみとリサイクルの流れ市民見学会
10月17日（土）
9：40～12：10
13：20～15：50

鶴見リサイクル選別セン
ター・鶴見工場

分別の必要性やリサイクルの流れについて理解していただ
くため、資源ごみのリサイクル選別施設やごみ焼却工場の
見学会を開催する。

大阪市
大阪市環境局環境施策部
家庭系ごみ減量担当
TEL:06-6630-3259

大阪市 レジ袋削減協定参加事業者募集
8月12日（水）～10
月23日（金）

大阪市内
レジ袋削減に向けた協定への参加事業者を公募
（協定締結は１２月上旬を予定）

大阪市
大阪市環境局環境施策部
事業系ごみ減量担当
TEL：06-6630-3271



都道府県・政令市名 行　事　名 開催時期 開 催 場 所  内            容 主催者 連絡先 備考

広島市
エコまつり
環（わ）ッハッハ
inよしじま

10月11日（日）
広島市環境局中工場（広
島市）

１）中工場（清掃工場）見学
２）３R推進マイスター等によるリレー講演会
３）環境学習体験コーナー
４）自転車の利用促進
５）あそび・体験ゾーン
６）環境展示　など

（主催）
エコまつり環ッハッハin
よしじま実行委員会（中
国四国事務所参画。その
他実行委員として、広島
県環境保健協会、広島市
等も参加。）

エコまつり環ッハッハinよし
じま実行委員会
TEL：082-246-4121

北九州市 「北九州市３Ｒ活動推進表彰」表彰式 10月17日(土)
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
北九州市環境局
環境首都政策課
TEL：093-582-2187

北九州市
北九州市エコライフステージ２００９
「エコスタイルタウン」

10月17日（土）～
18日（日）

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、市民
の環境意識の醸成や環境行動の促進・強化を目指すもの。

北九州市エコライフス
テージ実行委員会

北九州市環境局
環境学習課
TEL：093-582-2784

福岡市 環境フェスティバルふくおか2009
10月24日（土）～
10月25日（日）

市役所西側ふれあい広場
市役所北側緑地
市役所市民ロビー

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，環境に優しい行動の輪を広げて
いくための普及・啓発を目的とした楽しみながら学べる参
加体験型のイベントを開催している。

環境フェスティバルふく
おか２００９実行委員会

福岡市環境局環境政策部
環境政策課
TEL：092-733-5381

福岡市

福岡市リサイクルプラザにおける
３Ｒ講座，フリーマーケット，リユー
ス家具の提供等
〔通年実施事業〕

10月1日（木）～31
日（土）

西部リサイクルプラザ
ミニリサイクルプラザ
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。
フリーマーケットの開催及び市民から引き取った家具など
の不用品を必要とする市民に提供・販売することでリユー
スを推進する。

西部リサイクルプラザ
ミニリサイクルプラザ
臨海リサイクルプラザ

西部リサイクルプラザ
TEL：092-882-3190
ミニリサイクルプラザ
TEL：092-585-0598
臨海リサイクルプラザ
TEL：092-642-4641

福岡市
「生活と環境全国大会」へのブース出
展

10月26日（月）～
27日（火）

アクロス福岡

リデュースを推進するため，「生活と環境全国大会」の展
示ブースに，NPOと共同で，傘布を使ったマイバッグやその
作り方パネルを展示する。また，マイバッグ推進市民の
会，事業者，福岡市の三者が連携して取り組んでいる『マ
イバッグ持参からはじめるレジ袋削減の取組み』を紹介す
る。

財団法人日本環境衛生セ
ンター

福岡市環境局
家庭ごみ減量推進課
TEL：092-711-4346


