
（別添資料４）平成22年度３R推進月間都道府県・政令指定都市行事等一覧

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
知利別川環境学習体験フェスタ２０１
０

9月12日（日）
知利別川らん蘭橋広場
（室蘭市中島町）

環境実験やゲームを通じて、河川環境保全の取組に対す
る理解を深め、身近な自然を大切にすることの重要性を学
んでもらうためのイベントを実施するとともに、来場者に
３Ｒ啓発資材を配布しリサイクル意識の啓発を図る。

ＮＰＯ法人河川環境セン
ター（知利別川を愛する
会）

ＮＰＯ法人河川環境センター
（知利別川を愛する会）
TEL：0143-43-1239

北海道 岩見沢市消費生活展 9月19日（日）

岩見沢市コミュニティプ
ラザ
２階
多目的ホールＡ・Ｂ・Ｃ

｢環境と暮らしを守るみんなの消費生活展｣において、３Ｒ
や環境配慮活動について広く普及啓発を行い、取組のきっ
かけ作り及び意識の向上を図ることを目的に、パネル展を
行う。

岩見沢市消費生活展実行
委員会

北海道空知総合振興局保健環
境部環境生活課地域環境係
TEL：0126-020-0041

北海道
第１６回えさし・くらしのフェスティ
バル

9月26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・
後援は北海道檜山振興局
外

江差消費者協会事務局
TEL：0139-52-6720

北海道 ３Ｒ推進月間ＰＲに向けた街頭啓発 10月2日（土） 稚内副港市場
稚内市内の複合商業施設で開催されるイベントにおいて、
啓発物の配布を通じて３Ｒ推進月間の周知やエコバッグ利
用推進等を呼びかけます。

北海道宗谷総合振興局
北海道宗谷総合振興局保健環
境部環境生活課
TEL：0162-33-2920

北海道 釧根地域における環境行動展２０１０
10月2日（土）

～3日（日）
釧路市観光国際交流セン
ター

釧根地域から地球温暖化防止対策やリサイクルなど地域に
おける様々な環境保全活動等の取組について総合的に情報
発信する目的より実施する。内容はセミナー、ワーク
ショップ、釧根地域の環境関連企業による展示や燃料電池
自動車の工作体験など。

北海道（釧路総合振興
局、根室振興局）

北海道釧路総合振興局保健環
境部環境生活課
TEL：0154-43-9152

北海道 ３Ｒ推進月間普及啓発展 10月3日（日） 留萠合同庁舎
留萌管内の物産展と同時にフリーマーケットを開催し、３
Ｒの普及啓発としてリサイクル認定製品の展示とパネル展
示を行い、啓発資材を配布する。

留萠振興局
留萠振興局環境生活課
TEL：0164-42-8432

北海道 パネル展
10月4日（月）

～8日（金）
オホーツク合同庁舎ロ
ビー

・３Ｒ推進に関するパネル展
・管内リサイクル製品の展示

オホーツク総合振興局
オホーツク総合振興局保健環
境部環境生活課
TEL：0152-41-0628

北海道 ３Ｒ推進月間ＰＲパネル展啓発
10月12日(火)

～19日(火)
宗谷総合庁舎ロビー

パネル展により、３Ｒ推進月間やリサイクル等の仕組等を
周知します。

北海道宗谷総合振興局
北海道宗谷総合振興局保健環
境部環境生活課
TEL：0162-33-2920

北海道 芦別市消費生活展
10月14日(木)

～15日(金)
芦別市総合福祉センター
大ホール

｢芦別市消費生活展｣において、３Ｒや環境配慮活動につい
て広く普及啓発を行い、取組のきっかけ作り及び意識の向
上を図ることを目的に、パネル展を行う。

芦別市生活者会議実行委
員会

北海道空知総合振興局保健環
境部環境生活課地域環境係
0126-020-0041

北海道 ３Ｒ推進フェア(仮称)
10月16日（土）

～17日（日）
ａ.ｓ.ｈアトリウム(旭川
市)

家庭において身近に３Rに取り組んでいる商品(食品、生活
雑貨)を、たくさん集めて展示する。併せて、３Ｒ推進のた
めの体験メニューも行なう。
なお、当該フェアが終了後、使用した展示品は、リレー方
式で各市町村に展示してもらう。
内容は、３Ｒ関連商品の展示、エコキャンドル作りなど環
境にやさしい体験教室など。

北海道上川総合振興局環
境生活課

北海道上川総合振興局環境生
活課
TEL：0166-46-5921

北海道 ３Ｒ推進パネル展 10月26日（火） 浦河町総合文化会館
「うらかわ消費生活展」で、３Ｒ推進に関するパネルの展
示、啓発資材の配付を行う。

日高振興局
浦河消費者協会

日高振興局保健環境部環境生
活課
TEL：0146-22-9252

北海道 ねむろ３Ｒパネルリレー（仮称） 10月中
根室振興局管内の市町庁
舎等、根室振興局庁舎

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。

根室振興局、根室市、別
海町、標津町、中標津
町、羅臼町

根室振興局保健環境部環境生
活課

北海道 いぶりフードマイレージセミナー 12月予定 伊達市（予定）

地球温暖化対策として、家庭で容易にかつ継続的に取り
組むことができ、さらには食育や地産地消にもつながる
「フードマイレージ」の考え方を取り入れ、食からのＣＯ
２排出削減の取組を普及させるイベントを開催するととも
に、来場者に３Ｒ啓発資材を配布しリサイクル意識の啓発
を図る。

胆振総合振興局
胆振総合振興局
TEL：0143-24-9575



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 いぶりウォームビズ２０１１ 1月予定
胆振総合振興局１Ｆホー
ル

地球温暖化パネル展とともにウォームビズファッション
ショーを行い、省エネ・ウォームビズの環境行動実践を呼
びかけるとともに、来場者に３Ｒ啓発資材を配布しリサイ
クル意識の啓発を図る。

胆振総合振興局
胆振総合振興局
TEL：0143-24-9575

青森県
もったいない・あおもり県民運動推進
フォーラム

11月6日（土） 弘前市総合学習センター

平成20年度から全県的に展開している「もったいない・あ
おもり県民運動」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
量やリサイクルに関するパネルディスカッションや活動事
例発表等を内容としたフォーラムを開催する。

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

３Ｒ推進弘前大会と併催

岩手県 いわて環境王国展
11月13日（土）

～14日（日）
いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）

岩手県の豊かな環境を守るとともに、自然との共生とい
う価値観を次世代に引き継いでいくため、地球温暖化防止
対策や３Ｒ、自然保護などの環境に関する先進的な活動事
例等を紹介するとともに、地域とNPO、地域と企業、企業と
行政などの様々な連携による取組を紹介することにより、
県民の意識の醸成とそれぞれの主体が連携した活動の促進
を図ることを目的として開催する。

内容は、石原良純氏講演会、著名人によるトーク
ショー、地域やＮＰＯ・企業等が連携して行う取組事例の
発表、科学体験コーナー、古着のファッションショー、企
業等の環境関連技術や製品、環境保全の取組や環境に配慮
した商品等の展示等。

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：019-629-5329

岩手県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（金）

～31日(日）
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、県庁県民室においてマイ
バッグや風呂敷等の企画展示を行う。

岩手県
岩手県環境生活部
資源循環推進課
TEL：019-629-5380

秋田県
第１０回あきたエコ＆リサイクルフェ
スティバル

9月4日（土）
～5日（日）

秋田拠点センターＡＬＶ
Ｅ、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10回あきたエコ＆リサ
イクルフェスティバル実
行委員会

秋田県生活環境部
温暖化対策課
TEL：018-860-1573

宮城県 マイ・バッグ・キャンペーン
10月1日（金）
～31日（日）

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
・メールマガジンの発行
・エコプロダクツ東北2010への出展
・県ホームページ等の広報
・庁内パネル(３Ｒ，リサイクル製品等)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

宮城県
みやぎの３Ｒ普及啓発事業
「３Ｒラジオドラマコンテスト」

10月17日（日） イズミティ２１

県内の高校以上の学校に通う学生を対象に，３Ｒの普及
啓発を題材としたラジオドラマをコンテスト形式で募集
し，優秀な１０作品程度を県内のＡＭ，ＦＭ両局で放送す
る。

宮城県
宮城県環境生活部
資源循環推進課
TEL：022-211-2656

３Ｒラジオドラマコンテ
スト
http://www.pref.miyagi.
jp/sigen/radiodrama/

山形県 ごみゼロやまがたキャンペーン
5月30日(日)

～6月2日(火)
山形県内 街頭で水きりの徹底等生ごみの減量運動の啓発

ごみゼロやまがた推進県
民会議

山形県生活環境部
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(金)
～31日(日)

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

山形県生活環境部
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2010
10月2日(土)

～3日(日）
山形国際交流プラザ「山
形ビッグウィング」

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。

ごみゼロやまがた環境展
2010実行委員会

山形県生活環境部
地球温暖化対策課
TEL：023-630-2335
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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 ふくしま環境・エネルギーフェア2010
10月2日（土）

～3日（日）
ビッグパレットふくしま

新エネルギー、省エネルギー、廃棄物の減量化・リサイク
ルの推進など環境・エネルギー関連産業の最新技術や具体
的な温暖化対策の取組みを幅広く紹介するとともに、環
境・エネルギーに関するシンポジウム等を開催する。

福島県、地球にやさしい
“ふくしま”県民会議

福島県生活環境部
環境共生課
TEL：024-521-7813

茨城県 レジ袋削減運動
通年（ただし３R推
進月間にあわせ啓
発物品等を配布）

県内全市町村、有料化協
定参加事業所、環境団体
等

参加事業所等において、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
ンの実施するなど、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・
募集：9月
審査会：10月
入賞作品展：2月

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・標語の
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(金）～31日
(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

環境立県元年“エコ・もり”フェア２
０１０
～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9日（土）
～10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、市民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

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：028-623-3262

栃木県
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：9月
審査・公表：10月
～11月

県内

ごみの散乱防止及び３R（リデュース、リユース、リサイク
ル）の推進を図るため、その啓発活動の一環として、県内
の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒を対象に、ポ
スター・標語の募集を行いコンテストを実施する。

栃木県

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：028-623-3262

栃木県 協働による「レジ袋削減」の推進 通年 県内全域

レジ袋削減の取組を環境にやさしいライフスタイルへと変
えるきっかけとし、県民総ぐるみの地球温暖化対策へとつ
なげていくことを目的として、事業者、消費者、行政での
協定締結による「レジ袋無料配布の中止」の取組やレジ袋
削減の普及啓発活動を推進する。
また、普及啓発にあたっては、キャンペーン隊「とちぎレ
ジ袋減らし隊」が県内各地でキャンペーンを実施し、レジ
袋削減を呼びかけていく。

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

群馬県 群馬環境森林フェスティバル 10月24日（日） 県立産業技術センター

環境・森林関連のイベントや展示、飲食物・物品の販売な
ど。
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。

群馬環境森林フェスティ
バル実行委員会

群馬県廃棄物政策課
TEL：027-226-2824

埼玉県 ３R・循環フォーラムin埼玉
10月18日(月）
午後１時～５時

大宮ソニック市民ホール
４階
（埼玉県さいたま市大宮
区桜木町１丁目７番地
５）

①基調講演「循環型社会の形成に向けて」
②分科会：ア）３Rの動向や一般廃棄物会計基準

イ）改正廃棄物法の運用等

埼玉県
３Ｒ活動推進フォーラム

３Ｒ活動推進フォーラム事務
局
FAX：03-5638-7164

募集人員 １８０名
締め切り 10月12日



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

千葉県 ３Ｒイベント（仮） 平成23年1月下旬
Qiball（きぼーる）
13階会議室

３Ｒに関する講演会を予定。 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

「九都県市マイボトル宣言」、「容器
包装ダイエット宣言」、「私はエコ宿
泊宣言」、「廃テレビ適正リサイクル
宣言」

10月1日（金）
～31日（日）

（一部は9月中旬
～）

九都県市域内

３R促進を目的として、コーヒーショップへのマイボトル持
参を呼びかける「九都県市マイボトル宣言」、企業の容器
包装削減の取り組みを周知する「容器包装ダイエット宣
言」、宿泊時のアメニティグッズ持参を促進する「私はエ
コ宿泊宣言」や廃テレビの適正処理を呼びかける「廃テレ
ビ適正リサイクル宣言」を行う。

九都県市首脳会議廃棄物
問題検討委員会

東京都環境局廃棄物対策部
資源循環推進課
TEL：03-5388-3577

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15日(金)
～16日(土)

新宿駅西口イベント広場

九都県市による３Ｒ推進活動である「マイボトル宣言」、
「容器包装ダイエット宣言」、「エコ宿泊宣言」や、使用
済みの小型家電の部品中の「レアメタル」の再生利用を目
的とした、使用済み小型家電の回収事業の紹介などを行
う。

東京都消費者月間実行委
員会

東京都環境局廃棄物対策部
資源循環推進課
TEL：03-5388-3577

東京都
「買うからはじめるエコ」キャンペー
ン

8月～
小売店舗（食品、衣服
等）

消費者に対し、環境情報の認知と、グリーン購入の呼びか
けを行う。また製造事業者や小売事業者に対し、環境配慮
商品の開発、販売を促進する。
具体的には、対象店舗にポスターやのぼり、対象商品の陳
列棚にキャンペーンPOPカードを掲示し、利用客にグリーン
購入の呼び掛けを行う。
利用客への意識調査や対象商品の販売動向の把握から、
キャンペーンの効果測定や表示の仕組みの検討を行う。

・東京都
・グリーン購入ネット
ワーク（GPN)

（事業目的等について）
東京都環境局環境政策部環境
政策課
TEL：03-5388-3429
（店頭実験の詳細について）
グリーン購入ネットワーク
（GPN)事務局
TEL：03-5642-2030

神奈川県
新聞広報掲載
（神奈川新聞）

10月2日（土） 神奈川県内 ３Ｒの実践を呼びかける内容の記事を掲載 神奈川県

神奈川県環境農政局環境部
資源循環課リサイクルグルー
プ
TEL：045-210-4151

神奈川県 ラジオ番組の放送 10月2日（土） 神奈川県内
「県のレジ袋削減の取り組み」や「３Ｒ」「家電リサイク
ル」をテーマにＰＲ 神奈川県

神奈川県環境農政局環境部
資源循環課リサイクルグルー
プ
TEL：045-210-4151

神奈川県 県等の広報誌掲載 10月 神奈川県内
「県のレジ袋削減の取り組み」や「３Ｒ」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』や『ゆめク
ラブ情報ファイル』に記事を掲載

神奈川県

神奈川県環境農政局環境部
資源循環課リサイクルグルー
プ
TEL：045-210-4151

神奈川県 マイバッグキャンペーン 6月～11月 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、駅前、イベント
会場で、『レジ袋削減ＰＲキャラバン隊』による普及啓発

神奈川県

神奈川県環境農政局環境部
資源循環課リサイクルグルー
プ
TEL：045-210-4151

神奈川県 パネル展示 10月

神奈川県新庁舎１階展示
室
神奈川県第二分庁舎県政
情報センター展示コー
ナー

３Ｒ、レジ袋等の容器包装の発生抑制、家電等各種リサイ
クル法、廃棄物不法投棄の未然防止のパネル展示、パンフ
レットの配布

神奈川県

神奈川県環境農政局環境部
資源循環課リサイクルグルー
プ
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

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

神奈川県環境農政局環境部
資源循環課廃棄物企画グルー
プ
TEL：045-210-4149

新潟県 ３Ｒキャンペーン月間 10月中 新潟県内

・県内各地の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。
・マイバッグデザインコンテストの入賞作品を描いたオリ
ジナルマイバッグの配布
・３Ｒ啓発パネルの展示

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･環境部消費者行政課）

新潟県県民生活･環境部消費
者行政課
TEL：025-280-5135

新潟県
平成２２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 企業３Ｒ推進フォーラム 6月3日（木） 新潟県民会館
基調講演、優良リサイクル認定事業所による事例発表、事
業所ＰＲブース展示

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 ＪＲ中吊り広告
6月1日（火）
～30日（水）

新潟県内ＪＲ車輌内 レジ袋削減県民運動の啓発ポスターの掲示 新潟県
新潟県県民生活・環境部
廃棄物対策課
TEL：025-280-5160

新潟県
新聞広報掲載
（新潟日報）

10月中 新潟県内 ３Ｒの推進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

山梨県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（金）
～31日（日）

県内
県内各事業者、市町村等にポスターを配付し啓発する。
テレビ・ラジオスポット放送による広報。

山梨県

山梨県森林環境部
環境創造課
地球温暖化対策担当
TEL:055-223-1506

山梨県
やまなしエコライフ県民運動シンポジ
ウム

10月中旬 県内

県民一人ひとりが環境にやさしいライフスタイルを実現す
るため、県民が参加しやすいエコ活動として７つ運動（レ
インボーアクション）を推進する。
① マイバッグ運動 ② マイはし運動 ③ マイボトル運動
④ リユースびん運動 ⑤ エコドライブ運動 ⑥ 緑のカー
テン運動 ⑦ 環境家計簿推進運動
運動を普及するためにシンポジウムを開催する。

山梨県、環境に関する企
業連絡協議会、環境パー
トナーシップやまなし、
（財）やまなし環境財
団、山梨県地球温暖化防
止活動推進センター、山
梨県ノーレジ袋推進連絡
協議会

山梨県森林環境部
環境創造課
地球温暖化対策担当
TEL:055-223-1506

山梨県
やまなしエコライフ県民運動推進店制
度開始

10月1日（金）～ 県内
やまなしエコライフ県民運動を支援する推進店を募集し
て、ホームページ等で公表し、県民のエコ活動の実践、運
動への参加を促進する。

山梨県、環境に関する企
業連絡協議会、環境パー
トナーシップやまなし、
（財）やまなし環境財
団、山梨県地球温暖化防
止活動推進センター、山
梨県ノーレジ袋推進連絡
協議会

山梨県森林環境部
環境創造課
地球温暖化対策担当
TEL:055-223-1506

山梨県 マイバッグ利用推進月間
10月1日（金）
～31日（日）

県内 ポスター掲示等によるマイバッグ利用を啓発する。
山梨県ノーレジ袋推進連
絡協議会

山梨県森林環境部
環境創造課
地球温暖化対策担当
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：9月
・表彰：10月30日
（土）

ツインメッセ
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

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課資源循環
班
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30日
（土）

ツインメッセ
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

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課資源循環
班
TEL：054-221-2426

静岡県 資源・リサイクルフォーラム 10月21日（木） グランシップ

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

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課資源循環
班
TEL：054-221-2426

静岡県 しずおか環境・森林フェア
10月30日（土）

～31日（日）
ツインメッセ

地球温暖化対策や循環型社会の構築に向けて、環境ビジネ
スの振興と森林整備の推進及び消費者のグリーン購入意識
の醸成を図るため環境・森林分野が一体となったフェアを
開催し、そのブースのひとつとして３Ｒ推進に係る取組を
展示。

静岡県

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課資源循環
班
TEL：054-221-2426

富山県 とやま環境フェア2010
10月30日（土）

～31日（日）

財団法人富山県産業創造
センター 高岡テクノ
ドーム

「水と緑に恵まれた快適な環境を目指して」をテーマに、
循環型社会、脱温暖化社会、自然共生についての展示・実
演・販売等を通して、エコライフの実践事例を楽しみなが
ら見聞・体感する。

とやま環境フェア2010開
催委員会
（富山県、高岡市、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30日（土）
財団法人富山県産業創造
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２３回中小企業技術展
5月20日（木）
～22日（土）

石川県産業展示館２号館
中小企業技術展にエコ・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
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石川県 いしかわ環境フェア２０１０
8月21日（土）
～22日（日）

石川県産業展示館４号館
行政、企業、大学、団体などが循環型社会、低炭素社会や
自然共生社会をテーマに展示・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 テレビ特別番組放送 12月 石川県内
ごみ減量化や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7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 古本市 10月17日（日） アオッサ

大切な資源を有効に活用するライフスタイルに結びつくよ
う、大切にしてきた「本」を「欲しい人に譲る」場として
古本市を開催することによって、良いものを長く使う「リ
サイクル文化」の定着を図る。

環境ふくい推進協議会

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
推進課内）
TEL：0776-20-0317

福井県 ３R推進メッセージ優秀作品表彰式 10月17日（日） アオッサ

福井県では、３Rについての絵手紙・標語を募集しており、
その優秀作品を表彰することにより、県民一人ひとりが人
間と環境との関わりについて理解を深め、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
いくことを推進する。

福井県安全環境部循環社
会推進課

福井県安全環境部循環社会推
進課
TEL：0776-20-0317

長野県 信州環境フェア２０１０
8月21日（土）
～22日（日）

長野市ビッグハット

テーマ「ストップ温暖化！守りたい 緑の自然を いつまで
も」
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県民運動（パネル、ドギーバッグ）
・「食べ残しを減らそう協力店」の募集
・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、長野県限定オリジナルマイバッグや冷
蔵庫マグネットをプレゼント）
・家庭の省エネ ”見える化” 事業の紹介
・省エネ対策支援事業の紹介

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 17,141人
（21年度 16,433人）

長野県 横断幕展示
10月1日（金）
～29日（金）

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4日（月）

～8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県民運動（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 県庁展示
10月12日（火）

～15日（金）
長野県庁ロビー

・信州リサイクル製品の展示
・信州リサイクル製品認定制度への協力団体のリサイクル
製品等展示

長野県
長野県環境部廃棄物対策課
TEL：026-235-7181
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長野県 長野県循環型社会推進大会 10月19日（火） ホクト文化ホール

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知事表彰者による環境活動発表
②事業者による環境活動発表

ユニー株式会社 環境社会貢献部 百瀬則子部長
・講演会

①店舗での食品残さ削減の取り組み
長野県茅野市 レストランエスポワール 藤木徳彦 氏

・環境落語・講演
林家 うん平 氏

・環境保全に関するポスター及び標語の展示
・３Ｒに関するパネル等の展示

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（火）
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

長野県
長野県環境部廃棄物対策課
TEL：026-235-7181

岐阜県 ごみ減量化事例発表会 2月 岐阜県内
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 11月 名古屋市内

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 レジ袋削減取り組み優良店の表彰
② ３Ｒ推進等に関する講演会

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

三重県 ごみゼロフォーラム 2月 三重県津市

県民・事業者・市町等の様々な主体の参画を得て、平成16
年度に策定した「ごみゼロ社会実現プラン」に基づき進め
てきたプラン推進の成果を踏まえ、ごみ減量化の意義や取
組への理解を得るとともに、ごみゼロ社会づくりに向けた
様々な主体のごみ減量化取組の一層の活性化を促すきっか
けとなることをめざして、講演などを行う。

三重県
三重県環境森林部
ごみゼロ推進室
TEL：059-224-3126

滋賀県 環境にやさしい買い物キャンペーン 11月予定 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2010
12月11日（土）

～12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、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2010
10月1日（金）
～31日（金）

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３Ｒ
の行動に取り組む。

京都グリーン購入ネット
ワーク（京都府委託事
業）

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」及び「NO!!レジ袋デー」

10月1日（金）
～31日（日）

大阪府内全域

府内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
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
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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、レジ袋を削減し、買い物袋を持参するよう
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

普及啓発ポスターの掲示

兵庫県
地球環境時代！新しいライフスタイル
展開キャンペーン

10月 兵庫県内全域

県下の消費者団体、事業者等に協力いただき、環境に配慮
した商品の購入、簡易包装による購入、マイバックの持参
等、環境に優しい買い物を中心とした街頭啓発や店舗での
ポスター掲示、学習会などを県内各地で行う。

地球環境時代！新しいラ
イフスタイルを展開しよ
う～新しいライフスタイ
ル委員会 、 兵庫県

兵庫県
環境政策課エコライフ係
TEL：078-362-3156

兵庫県 使用済携帯電話回収促進キャンペーン 10月～11月 県内市町

県や市町が実施する環境イベントにおいて、使用済携帯電
話のリサイクルの取組を促進するとともに、県民自らの環
境に配慮した行動を促すため、回収イベントを通じて広く
県民にアピールすることにより、レアメタル回収の必要性
について県民への普及・啓発を図る。

兵庫県、県内市町

兵庫県
環境整備課循環型プロジェク
ト係
TEL：078-362-3280

市町、携帯電話販売店及
び県内大学等と連携して
実施する。

奈良県 マイバッグキャンペーン 11月1日（月） 奈良市内大型商業店舗
幟旗の掲揚及び啓発物品の配布を行い、買い物の際に買い
物袋を持参するよう呼びかける。

奈良県環境県民フォーラ
ム 資源活用分科会

奈良県
環境政策課
TEL：0742-27-8732

奈良県 「不法投棄ゼロ作戦」推進大会 11月13日（土） 大淀町文化会館
「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15日（月）
～16日（火）

県民ホール
(奈良県庁内)

11月29日（月）
～12月3日（金）

県政情報サロン
(奈良県産業会館内)

和歌山県
「愛車にいつもマイバッグ」キャン
ペーン

10月1日（金）
～31日（日）

和歌山県内
県内自動車関連事業者の方々と連携し、不意なお買い物の
時にも対応できるよう、マイバッグを車に常備していただ
くため、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
資源循環推進班
TEL：073-441-2696

和歌山県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月１日（金）

～31日（日）
県内参加店舗

県内の事業者等にご協力いただき、店内にキャンペーンポ
スターを掲示する等して、消費者に対して環境にやさしい
商品の購入やマイバック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 巡回エコ製品等普及展示会

①7月18日(日)
～19日(月)

②7月31日(土)
～8月1日(日)

①ライフパーク倉敷

②岡山シンフォニーホー
ル

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、楽しみながらエコを
体験できるイベントを開催する。
・エコマジックショー
・廃油を使ったエコキャンドル作り 等

岡山県
岡山県
循環型社会推進課
TEL：086-226-7306

岡山県 おかやまエコ＆フードフェア２０１０
11月6日(土)

～7日(日)
岡山県総合グラウンド

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。
・岡山エコ事業所の取組を展示
・飲食コーナーでの食器リユースの実施 等

岡山県

岡山県
環境企画課地球温暖化対策室
TEL：086-226-7298
農政企画課
TEL：086-226-7408

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、環境省
中国四国地方環境事務所
ほか7団体から後援

岡山県
「おかやま・もったいない」晴れの国
フォーラム

11月20日(土) 岡山県総合福祉会館

３Ｒを推進するためのフォーラムを開催する。
・「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！小学生ファミリーエコチャレンジコン
テスト」等の表彰
・「もったいない」をテーマにしたトークショー 等

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、環境省中
国四国地方環境事務所ほ
か16団体から後援

鳥取県 エコフェスタ２０１０ 10月24日（日） 米子市東山公園内
・パネル展示
・体験コーナー
・３Ｒの啓発のためのアトラクション等

鳥取県
鳥取県
環境立県推進課
TEL:0857-26-7879

環境省３Ｒ推進中国地方
大会との共催

広島県 マイバッグ運動 通年 県内
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

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

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
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広島県 ひろしま環境の日
通年、毎月第１土
曜日（平成22年6月
から実施）

県内

地球温暖化防止のため，県民1人ひとりのエコ意識を高め，
次のような実践行動をする。
①エコドライブ・エコ通勤
②エコな買い物
③省エネ生活

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
2010温暖化ストップフェア in ひろし
ま

10月31日（日）
クレドホール（基町クレ
ド１１Ｆ）及びクレド前
広場

一般県民に温暖化防止に係る情報発信を行うためのイベン
トを開催する。

広島県、中国経済産業
局、中国四国地方環境事
務所、広島市、脱温暖化ｾ
ﾝﾀｰひろしま、広島市地球
温暖化対策地域協議会、
ひろしま地球環境フォー
ラム

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9日(土）
～10日(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

島根県 県民への３R普及啓発事業 9月～11月
県内の各イベント会場
（４会場）

県内で開催される環境イベント等において、県民が３R活動
を体験し、理解を深めてもらうコーナーを設置する。

島根県
島根県
環境政策課
TEL：0852-22-6237

島根県 レジ袋削減キャンペーン 10月～3月 県内全域
買い物の際にエコバック持参の普及啓発を目的として雑誌
やポスターによる広報活動を行う。

島根県
島根県
環境政策課
TEL：0852-22-6237

徳島県
第５回マイバッグ・マイバスケット作
品コンテスト

・募集期間：7月21
日(水)～9月21日
(火)
・表彰式：10月17
日(日)
・作品展示：10月
18日(月)～１カ月
間・県内数カ所

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

徳島県環境首都課
分室：環境首都とくしま創造
センター
TEL：088-664-6015

徳島県 ３Ｒ推進セミナー（講演会等） 9月23日(木・祝日)
鴨島公民館(吉野川市鴨島
町)

テーマ「レジ袋削減による低炭素まちづくり」
・レジ袋削減が地球環境に配慮した取組であることの意識
付けのための講演会
・地元中学校のマイバッグ持参の活動報告 など

徳島県、とくしま環境県
民会議

徳島県環境首都課
分室：環境首都とくしま創造
センター
TEL：088-664-6015

吉野川市「レジ袋ゼロの
日」社会実験プレイベン
ト（吉野川市マイバッグ
持参推進大会）との共同
開催

徳島県
吉野川市「レジ袋ゼロの日」社会実験
プレイベント（吉野川市マイバッグ持
参推進大会）

9月23日(木・祝日)
鴨島公民館(吉野川市鴨島
町)

10月17日(日)社会実験スタートの３週間前に、レジ袋削減
の取組の意義付けと広報を兼ねてプレイベントを開催す
る。
テーマ「レジ袋削減による低炭素まちづくり～小さなバッ
グで大きなエコ～レジ袋ゼロ・アクション！」
・レジ袋削減が地球環境に配慮した取組であることの意識
付けのための講演会
・マイバッグ作品展示
・新聞紙、傘布を利用したエコバッグ作製実演と製作体験
・地元中学校のマイバッグ持参の活動報告 など

徳島県、とくしま環境県
民会議、吉野川市、かも
じま駅前まちづくり会議

徳島県環境首都課
分室：環境首都とくしま創造
センター
TEL：088-664-6015

３Ｒ推進セミナー（講演
会等）との共同開催

徳島県 吉野川市「レジ袋ゼロの日」社会実験
10月17日(日)開
始・以後各月１日
程度の頻度で継続

吉野川市全域

吉野川市内の大型スーパー及び個人商店等の協力店舗で、
10月17日(日)を起点に毎月１日程度「レジ袋ゼロの日」を
設定することにより、消費者にマイバッグ持参を意識づけ
るとともに、実際に消費者にマイバッグ持参を実践させる
趣旨の社会実験を実施することにより、吉野川市内全域に
消費者のマイバッグ持参を定着させる。
10月17日(日)には、協力店舗のうちの一店舗をメイン会場
として、社会実験スタート式典を開催予定。

徳島県、とくしま環境県
民会議、吉野川市、かも
じま駅前まちづくり会議

徳島県環境首都課
分室：環境首都とくしま創造
センター
TEL：088-664-6015

香川県 買い物でエコ！ キャンペーン2010 10月･11月 県内全域

環境にやさしい買い物推進協議会の会員が、キャンペーン
月間の行事として各自啓発活動を行う。（事業者は店内放
送で呼びかけ、職員への周知、再生品の特売等。消費者団
体は地域のイベントやスーパーの店頭でのチラシ配布な
ど）

環境にやさしい買い物推
進協議会

香川県総務部県民活動･男女
共同参画課内
TEL：087-832-3176

香川県
県広報誌「みんなの県政 THEかがわ」
掲載

10月 県内全域
県広報誌10月号に、３Ｒの推進を呼びかける記事を掲載す
る。

香川県
香川県環境森林部
廃棄物対策課
TEL：087-832-3223
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香川県 県政ラジオ「こんにちは香川県です」 10月 県内全域 ラジオ放送にて、３Ｒ推進を呼びかける。 香川県
香川県環境森林部
廃棄物対策課
TEL：087-832-3223

愛媛県 愛媛の３Ｒ企業展
10月16日（土）

～17日（日）
エミフルＭＡＳＡＫＩ
エミフルコート外

愛媛県の「資源循環優良モデル認定事業者」の取組みを紹
介するほか、「３Ｒ企業エコツアー」を実施し、リサイク
ル工場等を見学。

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

愛媛県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（金）
～31日（日）

愛媛県内
キャンペーンに参加する事業者を募集し、店内放送やポス
ターの掲示等により、マイバッグの持参や簡易包装を呼び
かける。

愛媛県
愛媛県県民環境部環境局
循環型社会推進課
TEL：089-912-2356

福岡県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日（金）
～31日（日）

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 11月13日（土） 筑紫野市
基調講演、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 第５回３Ｒ推進全国大会
11月2日（火）

～7日（日）

・グランデはがくれ
・佐賀インターナショナ
ル

バルーンフェスタ会場

国民・事業者・行政が一同に会し、循環型社会形成に関す
るそれぞれの知識や経験を交換するとともに、参加者一人
一人が自らのライフスタイルを見直す機会を提供すること
を通じ、ごみの減量・再資源化などの３Ｒ推進に関する理
解を深め、ごみゼロ社会の実現や循環型社会の形成に向け
た取組みを推進する。

第５回３Ｒ推進全国大会
実行委員会

佐賀県くらし環境本部
循環型社会推進課
TEL：0952-25-7774

佐賀県
ラジオ放送によるマイバッグキャン
ペーンのPR

10月1日（金） 県内全域
・5分間のラジオ番組において、マイバッグキャンペーンに
関するPRを行う。

佐賀県
（佐賀県地球温暖化防止
活動推進センターへ委
託）

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（金）
～31日（日）

佐賀県一円（九州7県）
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。

佐賀県（九州各県）
佐賀県くらし環境本部
地球温暖化対策課
TEL：0952-25-7474

長崎県 長崎県美しいふるさと推進大会 11月6日（土）
西海市大島文化ホール
（西海市大島町）

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）の推進について、県民の関心と理解を深める
ため、県民参加による美しいふるさと推進大会を開催す
る。

長崎県、長崎県保健環境
連合会

長崎県未来環境推進課
TEL：095－895－2511

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（金）
～31日（日）

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

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２２年度熊本県ごみゼロ推進県民
大会

9月28日（火）
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、市民団体等の実
践事例発表、基調講演を行うとともに、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（金）
～31日（日）

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県共同で実施する。
（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



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

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（金）
～31日（日）

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

大分県 ３Ｒ推進新聞広告掲載
10月（期日未定）

県内全域
県内主要５紙において、「３Ｒ推進月間」をテーマに、３
Ｒとは何か、３Ｒの必要性、県民一人ひとりが取り組める
３Ｒ等について広報を実施。

大分県
大分県生活環境部地球環境対
策課
TEL：097-506-3124

大分県 ラジオ広報
10月1日（金）
～31日（日）

県内全域 県政広報ラジオ番組において、３Ｒの周知を図る。 大分県
大分県生活環境部地球環境対
策課
TEL：097-506-3124

大分県 大分県農林水産祭
10月23日（土）

～24日（日）
別府市別府公園

県内最大級の物産品即売イベントにおいて、マイバッグ等
の持参を呼びかける・

大分県農林水産祭実行委
員会

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(金)
～31日(日)

県内の各店舗

一斉行動参加店において、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
循環社会推進課
TEL：0985-26-7081

鹿児島県 九州統一マイバッグキャンペーン
10月1日(金)
～31日(日)

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）

鹿児島県環境林務部廃棄物・
リサイクル対策課
TEL：099-286-2594

沖縄県 ３Ｒ！環境パネル展
9月27日（月）
～10月1日（金）

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
文化環境部 環境整備課
TEL：098-866-2231

沖縄県 沖縄県環境フェアー 10月31日(日) 道の駅「豊崎」
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。

おきなわアジェンダ21県
民会議

沖縄県
文化環境部 環境整備課
TEL：098-866-2231

札幌市
容器包装の簡素化を考えるシンポジウ
ム

10月6日（水）
札幌市生涯学習総合セン
ター

容器包装の簡素化を進めるため、事業者や消費者が一緒に
容器包装について考える場としてシンポジウムを開催す
る。基調講演のほか、各企業の容器包装簡素化に向けた取
組についての事例発表、意見交換を行う。

札幌市リサイクルプラザ
宮の沢・北海道容器包装
簡素化を進める連絡会

札幌市リサイクルプラザ宮の
沢
TEL：011-671-4153

北海道容器包装簡素化を
進める連絡会：道内の市
民団体・事業者・行政機
関の計24団体で構成。

札幌市 容器包装簡素化 市役所ロビー展示
10月13日（水）

～15日（金）
札幌市役所１階ロビー

より多くの市民や道民に対して、容器包装の簡素化への関
心を高め、広げていくため、各事業者等が行っている容器
包装の簡素化の取組について、パネルや容器包装の商品を
展示する。

北海道容器包装簡素化を
進める連絡会

札幌市リサイクルプラザ宮の
沢
TEL：011-671-4153

仙台市 エコフェスタ2010 9月5日（日）
勾当台公園市民広場・い
こいのゾーン

子どもたちが安心して暮らせる未来の地球環境のため，参
加者一人ひとりが楽しみながら自らのライフスタイルを考
え，資源循環型・低炭素社会等の地球環境保全への理解を
深めることを目的とし，市民団体･事業者・仙台市が協働し
てイベントを実施する。

アメニティ･せんだい推進
協議会(市民団体）
仙台市

アメニティ･せんだい推進協
議会事務局
(仙台市環境局廃棄物事業部
リサイクル推進課
TEL：022-214-8230
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さいたま市 第１０回さいたま市環境フォーラム

展示報告会：10月
22日(金)～23日
(土)
講演会：10月29日
(金)

展示報告会：さいたま新
都心駅東西自由通路
講演会：浦和コミュニ
ティセンター 多目的ホー
ル（コムナーレ10階）

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り
組みを知り、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
FAX：048-829-1991

さいたま市 マイバック運動の啓発
10月22日(金)

～23日(土)

第10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

・環境フォーラムに参加し、工夫を凝らし作成したマイ
バッグ並びに各種リサイクル作品の展示等にて啓発活動を
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
資源循環推進部資源循環政策
課
TEL：048-829-1337

さいたま市
ごみ減量・リサイクルの輪を広げよ
う！
～市民・事業者・行政の協働～

10月22日(金)
～23日(土)

第10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

・ブース展示、マイボトル配布等による３Ｒの普及啓発
・インクカートリッジ里帰りプロジェクトへの協力依頼
（キャノン㈱、セイコーエプソン㈱等６社との共同事業）

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
資源循環推進部資源循環政策
課
TEL：048-829-1338

さいたま市
３Ｒ普及促進事業 10月1日（金）

～31日（日）
埼玉県、千葉県、神奈川
県、東京都の全域

電車内、駅構内におけるポスター掲示、Webサイト等によ
り、「九都県市容器包装ダイエット宣言」の認知度向上、
旅館・ホテルのアメニティ削減、廃テレビの適正リサイク
ルを呼びかける。また、人気アイドルユニットを起用した
市民参加型のイベントを実施する。

九都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会
（事務局：東京都）

さいたま市環境局
資源循環推進部資源循環政策
課
TEL：048-829-1338

今年は、九都県市首脳会
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、相模原市）の
事務局を東京都が担当し
ている。

さいたま市 容器包装発生抑制事業
10月1日（金）
～31日（日）

埼玉県、千葉県、神奈川
県、東京都の全域

電車内、駅構内におけるポスター掲示、Webサイト等によ
り、容器包装リサイクル法に定める特定事業者の容器包装
減量化の取組みを支援するため、「九都県市容器包装ダイ
エット宣言」について、認知度の向上、宣言事業者の増加
等を呼びかける。（上記の３Ｒ普及促進事業と同時実施）

九都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会
（事務局：東京都）

さいたま市環境局
資源循環推進部資源循環政策
課
TEL：048-829-1338

さいたま市 第５回容器包装３Ｒ推進フォーラム
10月25日（月）

～26日（火）
埼玉会館（さいたま市浦
和区）他

１日目は、テーマ別に各分科会に別れ、容器包装リサイク
ル制度の在り方、課題などについて、市民・事業者・行政
間において率直な意見交換を行う。また、２日目にはリサ
イクル施設の見学会を行う。

３Ｒ推進団体連絡会（さ
いたま市は後援）

さいたま市環境局
資源循環推進部資源循環政策
課
TEL：048-829-1338

横浜市
～ＡＰＥＣ横浜開催記念～
ウェルカムＡＰＥＣクリーンアップ！

10月23日（土）
横浜駅周辺、桜木町駅周
辺

ＡＰＥＣ横浜開催に向け、会場となる西区や隣接する中区
の区民や事業者の手によって、みなとみらい地区から近接
する横浜駅周辺及び関内地区のクリーンアップを実施し、
会議関係者をおもてなしする。

横浜市
横浜市資源循環局３Ｒ推進課
TEL：045-671-2530

横浜市

「ヨコハマはＧ３０」環境にやさしい
買い物キャンペーン２０１０
（平成22年度大都市減量化・資源化共
同キャンペーン）

10月1日～11月上旬
横浜市内「Ｇ３０エコ
パートナー協定」締結事
業者各店舗

エコパートナー協定締結事業者と横浜市が連携してキャン
ペーンを行い、レジ袋・包装紙等の減量化や包装容器類の
３Ｒについて、市民に協力を呼びかけることで、環境行動
都市の推進と企業のＣＳＲ活動をＰＲする。

横浜市
横浜市資源循環局３Ｒ推進課
TEL：045-671-2530

横浜市
"ヨコハマＲひろば"
キックオフミーティング

10月3日（日）
はまぎんホール
ヴィアマーレ

ごみ減量の取組のキーワードである３Rのうち、もっとも環
境にやさしい「リデュース」の推進体制である「ヨコハマ
Ｒ（リデュース）ひろば」が１０月に発足するため、その
キックオフイベントとして開催。
具体的なリデュース行動のご紹介や、３Rに関する記念講演
等を行う。

横浜市
横浜市資源循環局３Ｒ推進課
TEL：045-671-2530

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26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減量
推進課
TEL：044-200-2580

川崎市
第３３回かわさき市民祭りフリーマー
ケット

10月30日（土） 川崎競輪場
市民に対し、ごみの減量・リサイクルの取組みを啓発する
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減量
推進課
TEL：044-200-2580

相模原市 相模原市リサイクルフェア2010 10月17日（日） 相模原麻溝公園

・リサイクル団体展示コーナー
・フリーマーケット
・シゲンジャー銀河ショー
・資源化推進団体等表彰式
・リサイクル家具等プレゼント
・清掃工場等見学会

相模原市
相模原市美化運動推進協
議会

相模原市環境経済局
資源循環部資源循環推進課
TEL：042-769-8245



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

相模原市
相模原ごみDE７１大作戦スーパーキャ
ンペーン

10月22日（金） 橋本周辺（未定）
・相模原ごみDE7１大作戦のPR
・分別戦隊シゲンジャー銀河のキャラクターによるPR
・ごみよろず相談窓口「ごみコンシェルジェ」の開設

相模原市

相模原市環境経済局
資源循環部資源循環推進課
TEL：042-769-8245

相模原市
相模原ごみDE７１大作戦駅頭キャン
ペーン

10月29日（金）
相模大野駅前（小田急
線）

・相模原ごみDE71大作戦のPR
・分別戦隊シゲンジャー銀河のキャラクターによるPR
・ごみよろず相談窓口「ごみコンシェルジェ」の開設

相模原市

相模原市環境経済局
資源循環部資源循環推進課
TEL：042-769-8245

相模原市
平成22年度相模原まち美化キャンペー
ン

10月30日（土）
相模原駅周辺（JR横浜
線）

・啓発パレード
・散乱ごみの清掃活動
・不法投棄・ポイ捨て禁止の呼びかけ

相模原市美化運動推進協
議会

相模原市環境経済局
資源循環部資源循環推進課
TEL：042-769-8245

新潟市 マイバッグ啓発キャンペーン
9月29日（水）
～10月29日（金）

新潟市ごみ減量化・資源
化協力店

マイバッグの普及・啓発を目的とし，市で作成したグッズ
を配布予定

新潟市廃棄物対策課
新潟市廃棄物対策課
リサイクル推進係
TEL：025-226-1407

新潟市 リサイクルフェスティバル 10月3日（日） 新潟市資源再生センター
市民の方々にリサイクルの関心を深めてもらうため、体験
コーナー（はがき作り・ボトルクラフト等）、リサイクル
作品展示、お楽しみ劇場を実施する。

新潟市資源再生センター
新潟市資源再生センター
TEL：025-270-3009

新潟市 環境フェア 10月3日（日）
万代シテイ通り（新潟市
中央区）

各ブースにおける市民団体，事業者，行政の環境保全活動
の紹介，ステージイベント，体験コーナーや各種展示を通
して市民の環境問題への意識啓発を図る。

新潟市環境部環境政策課
新潟市環境部環境政策課
環境企画係
TEL：025-226-1363

静岡市 第８回ごみリサイクル展
10月9日（土）
～10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
・マイボトル展示コーナー
・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

募集：7月30日
（金）～9月3日
（金）
表彰：10月9日
（土）

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 ３Ｒ推進展
10月14日（木）

～22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
・環境体験施設えこはまのＰＲ
・マイバッグ、マイボトル配布

浜松市
浜松市環境部
資源廃棄物政策課
TEL：053-453-6192

浜松市
西部清掃工場管理棟（えこはま）環境
エコ講座

10月1日(金）
～31日(日）

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。
・布ぞうりづくり 10月6日(水）
・包丁とぎ講座 10月13日（水）
・古着のリメイク、リフォーム講座 10月13日（水）
･牛乳パックで手すき「はがき」を作ろう 10月17日（日）

･段ボール式コンポスト講習会 10月20日（水）
・生ごみ堆肥を使った野菜作り 10月20日（水）
・楽しい工教室 10月24日（日）
・フリーマーケット 10月10日（日）
・おもちゃ病院 10月10日（日）
・リユース工房公開抽選会 10月23日（土）

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



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

大阪市
ごみとリサイクルの流れ見学会＆市民
フォーラム

9月25日（土）
家電リサイクルプラント
及び資源リサイクル選別
センター

リサイクル施設の見学を通じて分別の必要性や本市のリサ
イクルの流れについての理解を深めていただくことを目的
とした見学会の開催。また、大阪市のごみ減量について考
え、実践につなげる手立ての議論を深めるためのごみ減量
市民フォーラムについてもあわせて開催する。

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 ごみ減量強化月間 10月 全市

大阪市において10月を「ごみ減量強化月間」と設定し、広
報板へのポスター掲示、ECOフェスティバル「ガレージセー
ル・イン・OSAKA TOWN」などのイベントを通じて、市民に
ごみ減量・リサイクルの推進を啓発する。

大阪市
大阪市環境局総務部
広報担当
TEL：06-6630-3121

大阪市
ECOフェスティバル「ガレージセール・
イン・OSAKA TOWN」

10月16日（土）
大阪城公園太陽の広場
（大阪市中央区）

ごみの減量・リサイクルおよび環境関連を啓発するための
イベント。
開催内容：ガレージセール（480店）、エコカーの展示、太
陽光発電の普及啓発、大阪市の取組み紹介、企業の環境に
関する取組み紹介、環境落語など

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
インクカートリッジ里帰りプロジェク
ト調印式

10月16日（土）

大阪城公園太陽の広場
（大阪市中央区）
ECOフェスティバル「ガ
レージセール・イン・
OSAKA TOWN」会場にて実
施

家庭用の使用済みインクカートリッジをメーカーと共同回
収・リサイクルを行うにあたり、インクカートリッジ里帰
りプロジェクト参画６メーカーと大阪市が協定書を締結す
る。

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
家庭系ごみ減量担当
TEL 06-6630-3259

大阪市
大阪市マイバッグコンテスト
及び表彰式

募集期間
7月20日（火）～9
月10日（金）
表彰式
10月16日（土）

全市（表彰式 大阪城公
園太陽の広場（大阪市中
央区）ECOフェスティバル
「ガレージセール・イ
ン・OSAKA TOWN」会場に
て実施）

マイバッグ持参に向けた取組みを促進するため、服をリ
フォームしたマイバッグを募集し、優秀作品について表彰
する。

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
家庭系ごみ減量担当
TEL 06-6630-3259

大阪市 西成区ガレージセール 10月24日（日）
玉出西公園
（大阪市西成区）

西成区廃棄物減量等推進員（愛称：ごみゼロリーダー）の
主催による、不用となった物の有効活用を目的としたガ
レージセールの開催。
開催内容：ガレージセール（64店）、リサイクル教室、紙
パックとトイレットペーパーの交換会、ごみ収集車への積
込体験など

西成区廃棄物減量等推進
員

大阪市南部環境事業センター
TEL：06-6661-5450

大阪市
ごみ減量優良建築物市長表彰式・局長
表彰式

10月26日（火）
大阪市公館
（大阪市都島区）

廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持
に顕著な功績を上げている特定建築物を対象に表彰する。

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

大阪市 ごみ減量市民フォーラム 10月30日（土）
クレオ大阪中央
（大阪市天王寺区）

市民・事業者が、大阪市のごみ減量について考え、実践に
つなげる手立ての議論を深めるためのごみ減量市民フォー
ラムの開催。

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
家庭系ごみ減量担当
TEL：06-6630-3259

広島市
『衣・食・住』のもったいないキャン
ペーン

10月24日(日)
広島市西部リサイクルプ
ラザ

・パネル展示＆クイズラリー
・エコクッキングショー
・生ごみ処理機等の展示
・フリーマーケット など

広島市
広島市環境局環境政策課
TEL：082-504-2748

共催：(財)広島市環境事
業公社

北九州市
カンパスシール４周年記念/大都市減量
化・資源化共同キャンペーン
「マイボトルキャンペーン」（仮称）

10月（予定） -

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４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
シールを集め、応募していただいた方の中から抽選でマイ
ボトルをプレゼントするもの。

レジ袋削減を広く呼びかけ、ごみの排出抑制につなげ
る。（マイボトルは大都市減量化・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・
北九州市民環境パスポー
ト運営協議会

北九州市環境局総務課
（北九州市民環境パスポート
運営協議会事務局）
TEL：093-582-2182

北九州市
「第４回北九州市３Ｒ活動推進表彰」
表彰式

10月中旬 北九州市庁舎内

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
北九州市環境局循環社会推進
課
TEL：093-582-2187
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北九州市
北九州市エコライフステージ２０１０
「エコスタイルタウン」

10月16日（土）
～17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2010
10月23日（土）

～24日（日）
市役所西側ふれあい広場
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２０１０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３Ｒステーションにおける
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（金）
～31日（日）

西部３Ｒステーション
ミニ３Ｒステーション
臨海３Ｒステーション

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３Ｒステーション
ミニ３Ｒステーション
臨海３Ｒステーション

西部３Ｒステーション
ＴＥL：092-882-3190
ミニ３Ｒステーション
TEL：092-585-0598
臨海３Ｒステーション
TEL：092-642-4641

福岡市 マイバッグキャンペーン
10月中旬～下旬
（予定）

市内（詳細未定）
市民の会，事業者，本市の三者でマイバッグ持参を呼びか
けるキャンペーンを実施する。

マイバッグ推進ふくおか
市民の会、レジ袋削減に
取り組む事業者、福岡市

福岡市環境局
家庭ごみ減量推進課
TEL：092-711-4346


