
（別添資料２）平成21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

北海道地方環境事務
所

３Ｒ推進北海道大会2009 10月18日（日）
サッポロファクトリー
　　　（札幌市中央区北２条東４丁目）

１）講演会（３Ｒ推進マイスター・消費生活アドバイザー/和田由
貴）
２）事例発表
３）パネルディスカッション
４）３Ｒ関連パネル・商品展示コーナー
５）３Ｒ実演・体験コーナー（オリジナルアートＴシャツ・トート
バッグ制作/手描きＴシャツ・
　　手描きエコバッグ体験/オリジナルアートアンブレラ体験/アト
ラクションラリー/
　　体験エコ教室）
６）レアメタル回収普及コーナー

・会場設営備品はレンタル品を調達する。
・会場の冷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。
・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。
・環境に配慮した業務実施のため環境保全担当者を設
置する。

・北海道開発局、北海道経済産
業局、北海道、札幌市（共催・
後援予定）

環境省北海道地方環境
事務所
環境対策課
TEL: 011-299-1952

東北地方環境事務所 ３Ｒ推進秋田大会 9月5日（土）
秋田県総合生活文化会館「アトリオン」
（秋田県秋田市）

1)環境トークショー（生島ヒロシ）
2)活動体験発表（NPO団体、小学校による３R活動発表）
3)トークセッション「地域循環圏あきたを目指して」（地元秋田の
企業・住民・有識者代表）
4)楽しく学ぶブース（ソッポさんのeco実験と３Rまなびあいブック
で楽しく遊ぼう、AKT秋田テレビのエコ・プロジェクト、こでん回
収）
5)エコクッキング教室（食材をまるごと使ったごみを出さないレシ
ピを伝授）

・会場内でのごみの発生抑制（レジ袋等を配布しな
い、資料は希望者のみ配布、料理試食で使用する箸は
持帰り用マイ箸、不要な資料は回収等）及びごみの分
別回収の徹底
・会場内で使用する電気はグリーン電力を購入し使用
・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

(同時開催)
第9回あきたエコ＆リサイクル
フェスティバル

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４回
３Ｒ推進関東大会
ｉｎちば

10月16日（金）～18日
（日）

千葉ポートアリーナ
（千葉県千葉市）

1)ジャグバンド演奏（家庭用品、来場者の手作り楽器作成）
2)ヒーローショー（来場者が３Ｒの重要性を感じ取れる構成で展
開）
3)体験コーナー（買い物・分別体験ゲーム、マイバック作り、ワー
クショップ）
4)３Ｒ解説コーナー・パネル展示（３Ｒワンポイント講座、地域取
組事例、クイズ形式にて展示）
5)３Ｒチャレンジ宣言（参加者が実践項目にチャレンジ宣言）
6)アンケート回答者、クイズ回答者に記念品贈呈

・ごみの発生抑制の分別。
・来場書に新たな知識や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）
第４回３Ｒ推進全国大会
中央環境審議会循環型社会計画
部会
ちばし環境展

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

中部地方環境事務所
平成２１年度３R推進長野大
会

①松本市野球場におけ
るイベント
9月11日（金）18時～
②ＪＲ東日本長野駅中
央通路における懸垂幕
掲示（10月1日（木）～
31日（土））及びパネ
ル展示（9月30日（水）
～10月4日（日））

①長野県松本市浅間温泉１－９－１　松本市
野球場
②長野県長野市大字栗田　ＪＲ東日本長野駅

①信濃グランセローズ対福井ミラクルエレファンツのＢＣリーグ戦
において、マイカップ及びふろしき配布、外野フェンスを利用した
３Ｒに関する普及啓発活動を行う。
②長野駅中央通路において、３Ｒ推進月間ＰＲの懸垂幕を掲示する
とともに、３Ｒ推進パネルの展示を行う。

　この大会では、地元プロ野球球団とタイアップして
実施するイベント等を通じて、「３Ｒ」の推進を幅広
い層に訴えかけることにより、循環型社会の実現に向
けた国民各層の取組の一層の推進を図ることを目的と
する。

（同時開催行事等）

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

中部地方環境事務所
平成21年度「３Ｒについて語
ろうin福井」

10月16日（金）14時～
17時

福井県福井市手寄１丁目４　ＡＯＳＳＡ 研
修室601

ごみ減量に関する講演会、パネルディスカッション及びパネル展示

　この行事では、一歩先を行くごみ減量のための取組
に関する講演や今後のごみ減量についてのパネルディ
スカッションを行うことにより、循環型社会の実現に
向けた取組を推進することを目的とする。

福井環境フェア

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

近畿地方環境事務所
平成21年度３Ｒ推進
 近畿ブロック大会

1）メインイベント
9月20日（日）

2）サテライトイベント
10月3日（土）～4日
（日）

１）メインイベント
　京セラドーム大阪
  （ｵﾘｯｸｽﾊﾞﾌｧﾛｰｽﾞ ﾎｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
　住所：大阪市西区千代崎３丁目中２番１号

２）サテライトイベント
　・京橋中央商店街
　　　住所：大阪市都島区
　・天神橋３丁目商店街
　　　住所：大阪市北区

１）メインイベント（9/20）
　① リユースカップの試験的導入
  ② 電光掲示板及びマスコットキャラクターによる３Ｒの普及啓発
  ③ ブース展示等

２）サテライトイベント（10/3～4）
　① 各商店街の「エコ商店街宣言」
  ② ちんどん屋パフォーマンス
  ③ ３Ｒ体験講座「エコ遊び」
  ④ ブース展示等

・ドリンクコーナーでリユースカップを試験的に導入
するなど、３Ｒを体験してもらうことによりライフス
タイルを見直すきっかけづくりとしてもらう。
・環境関連パネル展示・パンフレットの配布
・ブースパネル・看板等の使用素材・処理方法
  等について環境に配慮
・ごみの減量・適正処理

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２１年度３Ｒ推進中国四
国地方大会 in 倉敷

10月11日（日）
倉敷市児島リサイクル推進センター
及び多目的広場

【ステージイベント】
①倉敷市児島地区学校の吹奏楽の演奏
②人気キャラクターショーによる３Ｒにチャレンジコーナー
③来場者を対象とした３Ｒクイズ大会
④環境団体出展ゾーンの参加団体による取組の紹介
【環境団体出展ゾーン】
国、自治体、企業及び市民団体によるブース展示
【３Ｒ推進コーナー】
３Ｒ推進クイズラリー

・ゴミの発生抑制
・ダストゾーン（ごみの分別）によるごみの回収
・来場者に対する３Ｒ推進への呼びかけ

（同時開催行事等）
「暮らしとごみ展インクルクル
センター2009」倉敷市主催

平成２１年度３Ｒ推進中国四
国地方大会 in 岡山

10月21日（水） 岡山県総合グランド陸上競技場

地元サッカーチーム「ファジアーノ岡山」（Ｊ２リーグ）が行うＪ
２公式リーグ戦（対東京ヴェルディ戦）において、以下の３Ｒに関
する普及啓発イベントを実施。
①ハーフタイムを利用し、３Ｒに関するＰＲ活動
②来場者に対し、３Ｒについてのアンケート調査を実施

・ゴミの発生抑制
・来場者に対する３Ｒ推進の呼びかけ

中国四国地方環境事
務所

  高松事務所

３Ｒ推進四国大会 11月15日（日） さぬきこどもの国

①３Ｒマイスターによるワークショップ
②参加型３Ｒ普及活動ステージイベント（予定）
③ふろしき展示＆体験
④３Ｒポスター展示
⑤環境ブース展示
⑥エコお買いものゲーム

・会場内での分別によるごみの回収
・エコバック利用の推進
・リユース食器の利用

（同時開催行事等）
こどもわりばしサミットinかが
わ

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

平成21年度３Ｒ推進
九州ブロック大会

10月26日～27日 福岡市　アクロス福岡
１）生ごみ対策・食品リサイクルに関するシンポジウム
２）生ごみ対策・食品リサイクルに関する自治体、事業者の展示
３）参加者との交流イベント

・ゴミの発生抑制と分別
・来場者に、食品リサイクルによる肥飼料を利用した
食材の購入を呼びかける。

（同時開催行事等）
・生活と環境全国大会

リユースびん利用促進シンポ
ジウム（仮称）

11月20日（金） 鹿児島県内
１）リユースびんに関する基調講演
２）リユースびんに関する事例発表

・来場者に、リユースびんの利用を呼びかける。

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

九州地方環境事務所

環境省九州地方環境事
務所
廃棄物・リサイクル対
策課
TEL：096-214-0328


