
（別添資料２）平成23年度３Ｒ推進地方大会概要一覧

事  務  所  等 大　　会　　名 開催時期 開 催 場 所  内            容 環境配慮の内容 備　　考 事務所等連絡先

10月22日（土）
イオンスーパーセンター三笠店
（三笠市岡山1059-1）

１）展示・体験コーナー
①事業者、団体等の取組、②パネル展示、③普及啓発資料配付
２）３Ｒをテーマにした環境学習、リサイクル講座など

・会場設営備品はレンタル品を調達する。
・会場の照明は必要最小限度の使用にする。
・会場内でのごみは分かり易く分別収集し適正に処理する。
・印刷物は再生紙・エコインクを使用する。

(同時開催等）
3R推進北海道大会2011inみかさ

11月11日（金）
札幌駅前通地下歩行空間　北３条交差点広場
（札幌市中央区北３条西４丁目）

１）３Ｒコミュニティ・カフェ
　①高校生と作るエコレシピ　②環境講談「もったいない善兵衛」③「グリーン購
入」　④「ポロクル（自転車シェアリング）」
２）循環型社会イメージ体験コーナー
　①コミック「廃貴物」パネル展示　②ポロクル　③エコレシピ　④廃食油バイオ
ディーゼル　⑤グリーン購入
３）３Ｒ情報コーナー
　①クイズラリー＆アンケート　②パネル展示　③普及啓発資料配付

・会場設営備品はレンタル品を調達する。
・会場の暖房温度は適切に設定する。
・会場の照明は必要最小限度の使用にする。
・来場者には環境負荷の少ない公共交通機関の使用を呼びかける
とともに、マイカップ・マイボトル持参者にはフリードリンクを
提供する。
・会場内でのごみは分かり易く分別収集し適正に処理する。
・印刷物は再生紙・エコインクを使用する。

北海道経済産業局、北海道農政事務
所、北海道、札幌市（共催・後援予
定）

東北地方環境事務所 ３Ｒ推進福島大会 10月23日（日）
会津若松市鶴ヶ城体育館
（福島県会津若松市城東町14-51）

1)３Ｒトークショー
2)３Ｒ及び環境をテーマにした体験・出展・展示など

・会場内でのごみの発生抑制
・ごみの分別回収の徹底
・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
・マイカー利用抑制のためのシャトルバスの運行

（同時開催行事等）
第19回環境フェスタinあいづ

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

平成23年10月30日（日）
厚木中央公園
（神奈川県厚木市寿町３－424－１）

1）３Ｒ関連の環境省の取り組み紹介
2)環境省関東地方環境事務所の活動紹介
3)マイボトル限定給水コーナー＆マイボトル自慢スナップ
4)アンケート・ノベルティ配布
5)３Ｒまなびあいブック配布

・ごみの発生抑制の分別
・来場者に３Ｒ関連知識や３Ｒへの取組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）
「“がんばろう、日本！”2011あつ
ぎ環境フェア」

平成23年11月5日（土）～
11月6日（日）

さいたまスーパーアリーナ
（埼玉県さいたま市中央区新都心８）

1）３Ｒ関連の環境省の取り組み紹介
2)環境省関東地方環境事務所の活動紹介
3)マイボトル限定給水コーナー＆マイボトル自慢スナップ
4)アンケート
5)３Ｒまなびあいブック配布

・ごみの発生抑制の分別
・来場者に３Ｒ関連知識や３Ｒへの取組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）
「コープフェスタ2011～つなげよう
笑顔～」

9月18日（日） 久屋大通公園（愛知県名古屋市中区栄３丁目）

【ステージプログラム】
①食品リサイクルの取組に関する愛称「めぐりふーど」のシンボルマークの発表
②食品リサイクルの取組などを呼び掛けるトークショー
③フェアトレード＆エシカルファッションショー
【ブースでの展示等】
①３Ｒの取組、特に食品リサイクルの取組を紹介するパネルなどの展示
②食品リサイクルにより生まれた食品の試食
③食品リサイクルの認知度などに関するアンケート

（同時開催行事等）
環境デーなごや2011中央行事

11月15日（火）
名古屋銀行協会大ホール（愛知県名古屋市中区丸の
内２-4-2）

【シンポジウム】
①食品リサイクルに先進的に取り組んでいる事業者による基調講演
②食品リサイクル関連事業者などによるパネルディスカッション
③再生利用事業者などによる自社の業務を説明するコーナーや行政による支援制度の
紹介コーナーの設置
④「めぐりふーど」シンボルマークの制作者の表彰式

－

近畿地方環境事務所
平成23年度３Ｒ推進近畿ブロッ
ク大会

①平成23年9月20日～24年3
月16日
②平成23年9月23日～10月
30日
②平成23年10月28、29、30
日
③平成23年12月4日

①、②近畿管内全域
③京都勧業館みやこめっせ（京都市左京区）
④大阪城公園（大阪市中央区）

①本大会を「ＬＩＶＥ３Ｒキャンペーン」として展開し、フリーペーパーの誌面、管
内にあるＪＴＢ西日本の各支店店頭等での本大会ＰＲチラシの配付による普及啓発を
行う。
②期間中、協賛企業（パナソニックサイクルテック、象印マホービン他）の協力を得
て「マイボトルでどこでもカフェスタンプラリー」を実施する。
③「第６回３Ｒ推進全国大会京都市環境展」において、「京都市ごみ減量推進会議」
の協力を得て「メンテナンスコーナーもっぺん出張所」を開設するのをはじめ「循環
型社会形成の取組事例の紹介」、「３Ｒ関連パネルやグッズ等の展示」を行うととも
に、②で実施する「マイボトルでどこでもカフェスタンプラリー」の抽選会を行う。
④「第４回スウィーツマラソンin大阪」において、参加者、関係者、来場者が会場内
で使用するドリンクカップを従来の紙コップからリユースカップに換える取組を実施
し、使い捨てカップをなくして「ごみ」を減らすという「３Ｒ」の実施体験の場を提
供する。

②第２回スウィーツマラソンin大阪において、給水時に使用する
容器を紙コップからリユースカップに換える。
③第６回３Ｒ推進全国大会京都市環境展（仮称）において、主催
者が定めた環境配慮事項を遵守する。

（同時開催行事等）
第６回３Ｒ推進全国大会京都市環境
展
第２回スウィーツマラソンin大阪

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

平成23年度３Ｒ推進中国四国地
方大会 in 倉敷

10月2日（日）
倉敷市児島リサイクル推進センター多目的広場
（岡山県倉敷市児島小川町３６９７－４）

①地元中学生による吹奏楽の演奏
②環境問題をテーマとしたキャラクターショー
③アクロバット自転車ショー
④３Ｒ推進パネルの展示

・ゴミの分別（イベント会場内でのゴミの分別）
・イベント会場への搬入及び搬出に当たって、車両のアイドリン
グストップ等の実施
・イベントスタッフのマイボトル及び弁当持参によるゴミの発生
抑制

（同時開催行事等）
リサイクルフェアinくらしき2011

平成23年度３Ｒ推進中国四国地
方大会 in カンスタ

10月23日（日）
ｋａｎｋｏスタジアム
（岡山県岡山市北区いずみ町2-1-11）

①スタジアムビジョンで３Ｒの啓発広告
②３Ｒアンケートでタンブラーの配付
③オリジナルエコバック工作体験
④３Ｒ推進パネルの展示

・ゴミの分別（イベント会場内でのゴミの分別）
・イベント会場への搬入及び搬出に当たって、車両のアイドリン
グストップ等の実施
・イベントスタッフのマイボトル及び弁当持参によるゴミの発生
抑制

（同時開催行事等）
サッカーＪ２
ファジアーノ岡山VS愛媛FC

中国四国地方環境事務所

環境省中国四国地方環境事務
所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL:086-223-1584

北海道地方環境事務所 ３Ｒ推進北海道大会2011
環境省北海道地方環境事務所
環境対策課
TEL: 011-299-1952

中部地方環境事務所
平成23年度３Ｒ推進中部地方大
会

・ごみの発生抑制と分別
・会場設営備品はレンタル品を調達する。
・印刷物は再生紙を使用
・イベント会場への搬入及び搬出に当たって、車両のアイドリン
グストップ等の実施

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

関東地方環境事務所 第６回３Ｒ推進関東大会
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
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中国四国地方環境事務所

高松事務所

平成23年度３Ｒ推進中国四国地
方大会 in まんのう公園

10月23日（日）
国営讃岐まんのう公園
（香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12）

① キャラクターと一緒に３Ｒクイズ大会
② エコ粘土工作体験
③ キャラクターバルーンを人力で膨らませよう！
④ ３Ｒクイズラリー＆アンケート
⑤ ３Ｒ推進パネル展示

・ゴミの分別（イベント会場内でのゴミの分別）
・イベント会場への搬入及び搬出に当たって、車両のアイドリン
グストップ等の実施
・イベントスタッフのマイボトル及び弁当持参によるゴミの発生
抑制

（同時開催行事等）
まんのう町かりん祭り

環境省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

九州地方環境事務所

平成23年度３Ｒ推進九州ブロッ
ク大会
―びんリユースを見直そう―
（仮称）

平成23年11月～平成24年2
月

鹿児島、熊本、福岡の各県

【食の祭典及び焼酎試飲会】
・主催者と協賛し酒造メーカーへの働きかけ及び消費者へのリユース取組への普及啓
発

【環境フェアでの出店】
・リユースびん利用を呼び掛けるキャラバン隊を編成し、九州の南から北への利用意
識拡大を呼び掛ける

びんリユースに関する啓発事業を中心にプログラムを構成する。
・ステージイベント
　子ども達に人気のヒーローがクイズを通してびんリユースの存在や意義を紹介。ま
た事業に取り組んできた事業者、団体等に対する表彰を行う。
・体験・展示イベント
　びんリユースに関する各種展示、酒造メーカーの環境への取組紹介、びんリユース
に関するアンケートの実施、ヒーローとの握手会、写真撮影会の実施を行う。

・ゴミの発生抑制と分別
・来場者に、リユースびんの利用を呼びかける
普及拡大において流通業者・消費者を巻き込む仕組み作りを提案

（協力予定団体等）
九州経済産業局（調整中）
主催各県（調整中）
九州硝子壜商組合等

（同時開催行事等）
福岡県内で開催される民間実施の
食・焼酎の祭典にて調整中
（平成24年1月又は2月）

鹿児島・熊本・福岡の各県が実施す
る環境フェアを中心にキャラバン隊
形式にて参加

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


