
平成24年度３R推進月間都道府県・政令市行事一覧

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 そらちエコラウンジ
10月10日（水）
　～19日（金）

空知総合振興局

リサイクル・不法投棄に関するパネル展を実施するとと
もに、来庁者に３Ｒ啓発資材等を配布し、リサイクル意
識の向上を図る。

空知総合振興局
空知総合振興局
保健環境部環境生活課
TEL：0126-20-0041

北海道 ３Ｒパネル展
10月15日（月）
　～17日（水）

後志総合振興局
リサイクルに関するパネル展示・リサイクル品の展示・
啓発物の提供 後志総合振興局

後志総合振興局
保健環境部環境生活課
TEL：0136-23-1352

北海道 いぶりウォームビズ 11月中 胆振総合振興局

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
保健環境部環境生活課
TEL：0143-24-9575

北海道 ３Ｒ推進パネル展
10月1日（月）
　～5日（金）

渡島合同庁舎

容器包装簡素化の取組を紹介するパネル展を実施すると
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。

渡島総合振興局
渡島総合振興局
保健環境部環境生活課
TEL：0138-47-9437

北海道
ひやまリサイクル工作コンクール
２０１２

9月11日（火）～
10月25日（木）
(予定)

檜山振興局
檜山振興局管内各町

身のまわりの不要品を再利用した工作を通じ、「物をで
きるだけ長く大切に使う」「使えなくなった物は資源に
回す」という意識の普及啓発を図ることで、地域のリサ
イクル活動及び環境行動の実践を推進するため、日頃は
ゴミとして捨てられているものを再利用した作品を管内
の小学生から募集し、展示会を実施する。

檜山振興局
檜山造形教育研究会

檜山振興局
保健環境部環境生活課
TEL：0139-52-6493

北海道 ３Ｒ推進パネル展
10月1日（月）
　～5日（金）

留萌合同庁舎

リサイクルに関するパネル展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。

留萌振興局
留萌振興局
保健環境部環境生活課
TEL：0164-42-8432

北海道 ３Ｒ推進パネル展
10月22日（月）
　～26日（金）

オホーツク合同庁舎
３Ｒに関するパネル及び北海道認定リサイクル製品の展
示を行う。 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：0152-41-0629

北海道
自然の番人による環境行動・学習事業
２０１２

10月22日（月） 釧路市立桜が丘中学校
講演（地球温暖化による地域の自然への影響）・体験学
習（古新聞を利用したエコバッグ作り）

釧路総合振興局
根室振興局

釧路総合振興局
保健環境部環境生活課
TEL：0154-43-9152

北海道 ねむろ３Ｒパネルリレー
9月24日（月）～
10月24日（水）

根室振興局管内の市町庁
舎等
根室振興局

３Ｒに関するパネル展をリレー方式で実施する。回収箱
を設置して、使用済みインクカートリッジの回収を行
う。

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
TEL：0153-23-6821

北海道 エコメッセ２０１２ｉｎねむろ 10月27日（土） 根室市総合文化会館

北海道認定リサイクル製品の展示や環境保全活動に取り
組んでいる団体等の活動の紹介、体験型の環境学習会や
モニタリングステーション見学会を通して、環境保全の
意識を高めてもらうことを目的とし、開催する。

根室振興局
根室市
独立行政法人国立環境研
究所

根室振興局
保健環境部環境生活課
TEL：0153-23-6821

札幌市 容器包装簡素化　市役所ロビー展示
10月10日（水）
　～12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。
また、ロビー展初日に「容器包装簡素化大賞」の表彰を
し、応募商品の展示も行う。

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。
「容器包装簡素化大
賞」：容器包装の簡素化
を実践している商品を
メーカー各社から募集
し、表彰する。

札幌市 雑がみ再資源化工程の見学会 9月21日（金）
王子板紙株式会社　名寄
工場（名寄市)

ごみ減量・リサイクルへの関心を高めることを目的に、
市民を対象に、雑がみが再資源化される工程の見学会を
開催する。

札幌市と札幌市製紙原料
事業協同組合の共同によ
る事業

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課
TEL：011-211-2928

札幌市製紙原料事業協同
組合：札幌市内で古紙等
を集積して選別し、製紙
メーカーへ納品する直納
古紙問屋の組合。
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札幌市 ごみのリサイクル現場見学会 10月30日（火）

・資源選別センター・リ
サイ　クル団地（東区中
沼）
・定山渓生ごみリサイク
ル工場（環生舎）（南区
定山渓）
・佐々木果樹園（南区定
山渓）

ごみ減量・リサイクルへの関心を高めることを目的に、
市民を対象に、家庭から出るペットボトルの生ごみのリ
サイクル現場見学会を開催する。

ごみ減量実践活動ネット
ワーク（さっぽろスリム
ネット）

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課
TEL：011-211-2928

ごみ減量実践活動ネット
ワーク（さっぽろスリム
ネット）:市民・事業
者・札幌市の三者の協働
により、市民の日常生活
や企業の事業活動におけ
るごみの発生抑制、排出
抑制、再利用、リサイク
ル等のごみ減量につなが
る具体的な活動を展開す
ることを目的とした団
体。

富山県 とやま環境フェア2012
10月20日（土）
　～21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2012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20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

富山県
エコ・クッキングレシピコンテスト
（最終審査）

９月29日（土）
日本海ガスショールーム
Prego（プレーゴ）

　環境のことを考えて「買い物」、「料理」、「片付
け」を行う「エコ・クッキング」の正しい理解と実践を
目的として、エコな工夫を凝らした自慢のレシピを広く
募集した。
　書類選考された８名による最終審査（調理実演）を行
うとともに、成績優秀者を表彰する。
　（応募されたレシピは「レシピ集」として取りまと
め、普及啓発資材として活用する。）

富山県、（財）とやま環
境財団

富山県
環境政策課
TEL：076-444-9618

石川県 第２５回中小企業技術展
５月１７日（木）
～
５月１９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

石川県 いしかわ環境フェア２０１２
８月２５日（土）
～
８月２６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CM放送 ８月～３月 石川県内

３R推進についてCMを通じてPRの実施 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 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
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石川県 ラジオ番組放送 １月 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（勝山市産業展） 9月23日(日）
奥越地域地場産業振興セ

ンター

・県民から提供を受けた古本の販売
環境ふくい推進協議会

環境ふくい推進協議会事
務局

℡：0776-20-0317

福井県 おもちゃドクターインターン研修 9月29日(土） 鯖江市舟津児童センター
・おもちゃの修理ドクター養成講座受講生の、おもちゃ
修理の実践を通したスキルアップ研修 環境ふくい推進協議会

環境ふくい推進協議会事
務局

℡：0776-20-0317

福井県
古本市（”やさしさいっぱい”まちな
か夢通り２０１２）

10月7日（日） ＪＲ小浜駅周辺

・県民から提供を受けた古本の販売
・収益は、東日本大震災の被災地へ寄付
・状態の良い絵本等は、被災地に寄付 小浜児童文学会風夢

小浜児童文学会風夢
℡:0770-52-2380

福井県 ふくい環境フェア２０１２
10月12日（金）
～13日(土）

ＪＲ福井駅周辺

・循環型社会形成推進功労者福井県知事表彰
・ダンボールコンポスト実践講座
・おもちゃの病院（修理）
・古本市
・おいしいふくい食べきり運動啓発
・リサイクル認定製品展示

環境ふくい推進協議会
環境ふくい推進協議会事

務局
℡：0776-20-0317

長野県 信州環境フェア２０１２
8月25日（土）
 ～26日（日）

長野市ビッグハット

テーマ「考えよう！美しい地球を引き継ぐために」
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）
・信州リサイクル製品の展示
・３Ｒパネル
・クイズ実施　１日4回　１回50人　計400人

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

長野県 懸垂幕展示
10月4日（木）
 ～31日（水）

長野県庁東庁舎
長野県松本合同庁舎

懸垂幕内容「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

長野県 長野県循環型社会推進大会 10月24日（水）
ホクト文化ホール
（長野県県民文化会館）

県民一人ひとりへ暮らしの中における３Ｒの実践を呼び
かける。
・知事表彰表彰式
・事例発表
　知事表彰者による環境活動発表
・事業発表
　レジ袋削減のための新たな展開
　　長野県全域での「レジ袋無料配布中止」の提唱
　　南信州でのレジ袋無料配布中止の取組
・講演　「地球とおさいふに優しい３Ｒ講座」
　　　　　３Ｒ推進マイスター　和田由貴 氏
・環境保全に関するポスター及び標語の展示

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
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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（金）
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

長野県
長野技能五輪・アビリンピック2012松
本地区併催イベント

10月27日（土）
  ～28日（日）

松本市やまびこドーム南
側広場

・ブース出展
・信州リサイクル製品を中心としたリサイクル製品の紹
介と、3Ｒの啓発
・マイバック作り体験

長野県建設産業団体連合
会、長野技能五輪2012松
本市支援委員会、長野技
能五輪コンソーシアム

長野県環境部廃棄物対策
課
TEL：026-235-7181

長野県 第４回産廃３Ｒフォーラム 10月29日（月） 長野県総合教育センター
環境負荷の軽減に配慮した事業活動を行う排出事業者の
優れた先駆的取組事例を広く広めるとともに、事業者の
排出抑制の意識啓発を図り、もって産業廃棄物の発生抑

長野県
長野県環境部廃棄物対策
課
TEL：026-235-7187

岐阜県
グリーン購入啓発イベント「すすめよ
う！環境にやさしいお買い物」

1月（予定） 岐阜県内
環境にやさしい買い物を県民へ普及するため、環境にや
さしい買い物の考え方や実践方法について学べるクイズ
及び関連展示を実施する。

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２日（金）
ウインクあいち
（名古屋市中村区）

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（表彰式は同時開催の
「第５６回生活と環境全国大会」で実施）
②３Ｒ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
（仮称）伊勢志摩・東紀州ごみゼロ推
進交流会

10月6日（土） 伊勢神宮周辺
尾鷲・伊勢志摩・熊野の各地域で活躍している団体等が
ごみゼロ活動事例を発表し意見交換等を行い、伊勢神宮
の神宮林の見学を行います。

三重県

三重県環境生活部廃棄物
対策局廃棄物・リサイク
ル課：TEL059‐224‐
3310

三重県 ごみゼロ交流会　in  水郷フェスタ 10月14日（日）
木曽三川公園　カル
チャービレッジ

水郷フェスタ２０１２に、ごみゼロをテーマとしたブー
スを出展し、ごみゼロに関するパネル、エコ工作作品等
の展示等や廃ガラスを使ったガラスアート体験を実施し
ます。

三重県

三重県環境生活部廃棄物
対策局廃棄物・リサイク
ル課：TEL059‐224‐
3310

三重県
（仮）循環野菜の収穫体験と生ごみの
堆肥化見学ツアー

10月27日（土） 三重県津市
県内の堆肥化事業者に協力いただき、「生ごみ堆肥化施
設の見学」、「意見交換」、「循環野菜の収穫体験」を
行うバスツアーを実施します。

三重県

三重県環境生活部廃棄物
対策局廃棄物・リサイク
ル課：TEL059‐224‐
3310

三重県 松阪地域エコクッキング 11月17日（土） 三重県松阪市
地域活動栄養士を講師に招き、小学生高学年を対象に
「野菜くずを出さない」「省エネ・節水」などを目的と
したエコクッキング講座を実施します。

三重県

三重県環境生活部廃棄物
対策局廃棄物・リサイク
ル課：TEL059‐224‐
3310

名古屋市
環境デーなごや２０１２　中央行
事

9月15日（土）
久屋大通公園
(エンゼル広場、久屋
広場、光の広場）

環境問題に取り組む市民・事業者・行政がそれぞ
れの取組紹介や情報交流などを行うイベント。
フリーマーケットやリユース・リサイクル工作教
室などを行う３Ｒ体験ゾーンや、マイボトル・マ
イカップ普及・啓発を行う出展ブースなどを展
開。

環境デーなごや実行委
員会

名古屋市環境局
環境推進課
TEL：052-972-2693
減量推進室
TEL：052-972-2398
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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

名古屋市
マイボトル・マイカップ普及キャ
ンペーン

8月1日～11月30
日

市内

マイボトル、マイカップ普及キャンペーンとは、
ごみと資源の排出抑制とリユースするライフスタ
イルへの転換を図る取組みとして、マイボトル・
マイカップの利用を促進し、使い捨て飲料容器の
削減をすすめるためのキャンペーンです。マイボ
トルの販売促進支援のほか、マイボトル・マイ
カップ飲料提供店の紹介やマイボトル用給水機の
モデル設置を行います。

容器・包装３R推進協
議会、名古屋市

名古屋市環境局
減量推進室
TEL：052-972-2398

鳥取県 食のみやこ鳥取県フェスタ
11月10日（土）～
11日（日）

コカ・コーラウエストス
ポーツパーク（鳥取県立
布勢総合運動公園内）

普及啓発展示コーナーにて、パネル展示等によるごみ減
量リサイクルの呼びかけ、生ごみ液肥で育てたサツマイ
モの試食等を通じて生ごみリサイクルの普及啓発を行
う。

食のみやこ鳥取県フェス
タ実行委員会および鳥取
県

鳥取県
循環型社会推進課
TEL：0857-26-7198

「みんなのエコフェスタ
inとっとり」と連携開催

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
（8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：0852-22-6514

島根県 しまねレジ袋削減キャンペーン 10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新
聞による広報活動を行う。
市町村、エコショップ、コンビニ等キャンペーン参画店
舗にのぼり、ポスター等普及啓発資材を配布する。

島根県
島根県
環境政策課
TEL：0852-22-6514

島根県
市のレジ袋有料化取組実施セレモニー
への参加

8月、9月 ２市

有料化の取組を実施する市で開催される有料化実施セレ
モニーに参加をして、アンケートを実施する。
アンケート協力者へ、ゴミ減量化、３Ｒに資するパンフ
レット等を配布する。

各市レジ袋削減協議会
島根県
環境政策課
TEL：0852-22-6514

岡山県 巡回エコ製品等普及展示会

①7月28日(土)
   ～29日(日)

②11月11日(日)

①ライフパーク倉
敷

②岡山コンベン
ションセンター
（ママカリフォー

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。
・ダンボール王ステージショー
・ソーラーカー、収納BOX、マイバッグ作り　等

岡山県
岡山県
循環型社会推進課
TEL：086-226-7306

岡山県
第７回「おかやま・もったい
ない」晴れの国フォーラム

11月11日（日）

岡山コンベンショ
ンセンター（ママ
カリフォーラム）

３Ｒを推進するためのフォーラムとして「おかやま・
もったいない！小学生ポスターコンクール」及び「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」の表彰や「もったいない」をテーマにした
トークショーなどを開催する。
・田中律子トークショー
・アンパンマンキャラクターショー
・エコ積み木、マイバッグ作り、ダンボール工作　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
ジェクト推進会議他２団
体との共催、環境省中国
四国地方環境事務所他15
団体から後援

岡山県 岡山県統一ノーレジ袋デー 毎月10日

「岡山県統一ノー
レジ袋デー」参加
事業者（店舗）

毎月10日を「岡山県統一ノーレジ袋デー」と定め、事業
者、消費者・環境団体、市町村と協働で、買い物の際に
レジ袋を受け取らない「マイバッグ持参」の呼びかける
取組を行っている。 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
ジェクト推進会議との共
催
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広島県
エコ・イノベーションメッセ2012inひ

ろしま
11月22日（木）～
23日（金・祝）

広島県立産業会館

環境総合展「エコ・イノベーションメッセ2012inひろし
ま」において，リサイクル関係のブースを出展し，リサ
イクル製品やリサイクルに関する研究等の紹介を行な
う。

広島県

※メッセの運営について
は，「エコ・イノベー
ションメッセinひろし
ま」実行委員会

広島県環境県民局循環型
社会課
ＴＥＬ　082-513-2951

※メッセの運営について
は，
ＴＥＬ　082-221-2929

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
て県民一人一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
環境政策課
TEL：082-513-2952

広島県 ひろしま環境の日
通年，毎月第１土

曜日
県内

地球温暖化防止のため，県民一人一人のエコ意識を高
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13日～14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

山口県 やまぐち食べきっちょる運動 通年 県内
食品ロス削減の取り組みを実践する旅館・ホテル、飲食
店を｢やまぐち食べきり協力店｣として登録。
※協力店：130店舗（Ｈ24.9.5現在）

山口県食品ロス削減推進
協議会

山口県
廃棄物・リサイクル対策
課
TEL：083-933-2992

山口県 マイバッグ運動 通年 県内

県内のスーパー等でレジ袋の無料配布を中止し、ごみ減
量・省エネに取り組んでいる。
※参加数：178事業者、1,089店舗（Ｈ24.3末現在）
※県内のレジ袋辞退率：91％（Ｈ23年度）

山口県容器包装廃棄物削
減推進協議会

山口県
廃棄物・リサイクル対策
課
TEL：083-933-2992

岡山市 ４Ｒ啓発展
１０月２日（火）
～３日（水）

岡山市役所市民ホール

・普及啓発用のポスター及びパネルの展示（ざつがみ分
別啓発）
・ＢＤＦ製造デモ機及びパネル展示
・生ごみ処理機・創作廃木材細工及びリユース木工製品
の展示
・ごみ分別クイズの実施

岡山市
岡山市
環境企画総務課
TEL:086-803-1292

岡山市エコ技術研究会と
の共催

岡山市
第３回　集まれ！市民のエコライフ＆
テクノロジー

８月７日（火）
岡山大学創立５０周年記
念ホール

・あつまれ！未来のエコ博士！
小学生を対象とした、環境団体等による各種展示
・２Ｒの実践に向けて
行政、環境団体、企業代表による講演及びパネルディス
カッション

岡山大学廃棄物マネジメ
ント研究センター

岡山市
環境企画総務課
TEL:086-803-1292

岡山市は共催として参加

広島市
「衣・食・住」のもったいないキャン
ペーン

10月28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　など

広島市
広島市環境局環境政策課
TEL:082-504-2748

共催：(財)広島市都市整
備公社
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福岡県 マイバッグキャンペーン
１０月１日（月）
～３１日（水）

県内全域
レジ袋の削減に取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
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３日（土）
イオンモール福津２階、
イオンホール

ごみ減量・リサイクルポスターコンクール等の表彰式や
講演、ＮＰＯ団体の３Ｒ活動展示や参加者による３Ｒ体
験を行う。

福岡県、特定非営利活動
法人エコけん

福岡県環境部
循環型社会推進課
TEL：092-643-3371

福岡市 環境フェスティバルふくおか2012
10月20日（土）
　～21日（日）

市役所西側ふれあい広場

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2012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 第6回福岡市環境行動賞表彰式 11月8日（木）
アクロス福岡
地下２階　イベントホー
ル

地球温暖化防止やごみ減量・リサイクルなどに先進的・
継続的に取り組み，環境保全・創造に高い水準で貢献
し，顕著な功労・功績のあった個人・団体・事業者・学
校を表彰している。
また，それらの模範的な活動を広く市民に知らせてい
る。

福岡市
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
ス衣類の提供等
〔通年実施事業〕

10月1日（月）
 ～31日（水）

西部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衣類な
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
臨海３Ｒステーション

西部３Ｒステーション
TEL：092-882-3190
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月中下旬～11月
（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
家庭ごみ対策課
TEL：092-711-4346

北九州市 エコライフステージ２０１２
平成24年10月13日
（土）、14日
（日）

北九州市役所周辺・勝山
公園大芝生広場ほか

市民・ＮＰＯ・企業・学校・行政等の団体が出展し、日
頃から実践しているさまざまな環境活動やエコライフを
提案・発表する。会場では、「ゴミゼロ（リターナブル
食器の利用等）」「電気ゼロ（電気の使用を最大限に抑
えたイベント運営）」など、環境に配慮した会場運営を
行う。

北九州エコライフステー
ジ実行委員会

北九州エコライフステー
ジ実行委員会事務局
093-671-7781

北九州市
「第６回北九州市３Ｒ活動推進表彰」
表彰式

10月13日（土）
北九州市庁舎周辺特設ス
テージ

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。

北九州市
北九州市環境局循環社会
推進課
TEL：093-582-2187

環境イベント「エコライ
フステージ2012」内で開
催

北九州市
カンパスシール事業エコふろしきプレ
ゼントキャンペーン

10月15日(月）
～11月15日（木）

市内全域
レジ袋を断った市民に配布している「カンパスシール」
を使用し、ふろしきが抽選で当たるキャンペーンを実施
する。

北九州市民環境パスポー
ト運営協議会、北九州市

北九州市環境局循環社会
推進課
TEL：093-582-2187

佐賀県
佐賀県マイバック・ノーレジ袋推進店
のＰＲ

通年 県内全域
買い物袋持参、レジ袋削減の取組を推進している店舗を
登録し、ステッカーを交付するとともに、チラシ、県の
ホームページ等によりＰＲする。

佐賀県
佐賀県くらし環境本部
循環型社会推進課
TEL：0952-25-7078

佐賀県 ごみゼロ九州キャンペーン
通年（10月は強化
月間）

佐賀県一円（九州7県）
九州各県が協力してごみゼロ九州キャンペーンを共同で
実施する。募集した標語、シンボルマークの最優秀賞を
掲載したポスターの配布を行い啓発する。

佐賀県（九州各県）
佐賀県くらし環境本部
循環型社会推進課
TEL：0952-25-7078

佐賀県 未来さが環境キャラバン

①9月29日（土）、
30日（日）
②11月3日（祝）、
4日（日）
③12月9日（日）

①ゆめﾀｳﾝさが
②ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾀ会場
③唐津うまか博2012会場

佐賀県環境基本計画の周知を行うとともに、環境全般及
び３Ｒについて啓発を図る。

佐賀県

佐賀県くらし環境本部
環境課、循環型社会推進
課
TEL：0952-25-
7079,0952-25-7078
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佐賀県 テレビ・ラジオ広報

（テレビ）
10月7日（日）及び
10月8日（月）から
10月14日（日）放
送
（ラジオ）
10月4日（木）、5
日（金）放送

県内全域
「環境にやさしいお買い物」というテーマで、買い物に
おける３Rの取組み（買い物袋持参、はかり売りなど）を
周知し、３Rの推進を図る。

佐賀県
佐賀県くらし環境本部
循環型社会推進課
TEL：0952-25-7078

長崎県 ながさきマイバッグキャンペーン
10月1日（月）
 ～31日（水）

長崎県内全域

長崎県内の住民、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。
レジ袋の削減等を行う一斉行動参加店を募集し、５６５
店舗において、県で作成したポスター、ステッカーを掲
示し、レジ袋削減等を実施する。県では、ＨＰ等でその
取り組み内容を周知する。

長崎県、ながさき環境県
民会議

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.nagasa
ki.jp/kankyo/mirai/

長崎県
「ごみゼロ九州キャンペーン」強化月
間

10月1日（月）
 ～31日（水）

長崎県内全域

九州７県で、食べ残しの減少や簡易包装商品・リサイク
ル製品の購入等のごみの減量化に向けた取組を推進す
る。
また、県内全小中高校や生活学校等にポスターを配布
し、ごみの減量化に向けた取組を呼びかける。

福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県

長崎県未来環境推進課
TEL：095-895-2511

熊本県
平成24年度熊本県ごみゼロ推進県
民大会

10月1日（月）
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
取組み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、ごみゼロ九州
キャンペーン標語・シンボルマークの表彰、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 熊本県マイバッグキャンペーン
10月1日（月）～
10月31日（水）

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実施する。
（１）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
（２）啓発ポスターの作成・配布
（３）各種媒体を使った広報活動

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 ごみゼロ九州キャンペーン
10月1日（月）～
10月31日（水）

県下全域（九州７県共
同事業）

県民、事業者、行政が一体となって、ごみの減量
化に向けた取組みを推進するごみゼロ九州キャン
ペーンを実施する。
（１）標語・シンボルマークの募集・表彰
（２）啓発ポスターの作成・配布
（３）各種媒体を使った広報活動

九州ごみ減量化推進協
議会

熊本県廃棄物対策課
TEL：096-333-2277
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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

平成25年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

熊本市 環境フェア「ごみ減量ブース」出展
10月6日(土)･7日
(日)

グランメッセ熊本

ダンボールコンポスト無料配布(生ごみの減量に効果のあ
るダンボールコンポストを普及させ、生ごみ減量を推進
する。）
ごみ減量体験型ゲーム（生ごみに見立てたサンプルをひ
としぼりするゲームをしてもらい、家庭での実践につな

熊本県
熊本市ごみ減量推進課
０９６－３２８－２３６
２

熊本市 イオンモール熊本 10月14日(日） イオンモール熊本
ごみ減量体験型ゲーム（生ごみに見立てたサンプルをひ
としぼりするゲームをしてもらい、家庭での実践につな
げることにより、家庭ごみ減量を図る。）

熊本市
熊本市ごみ減量推進課
０９６－３２８－２３６
２

熊本市 ごみ処理施設見学バスツアー 10月19日(金)
環境工場・埋立処分場・
プラ選別施設等

ごみ処理施設・リサイクル施設の見学バスツアー
（家庭から出されたごみ・資源が実際にどのように処理
されるかを見学することにより、ごみ減量やリサイクル
意識の向上を図る。）

熊本市
熊本市ごみ減量推進課
０９６－３２８－２３６
２

熊本市
ＫＡＢ元気フェスタ「ごみ減量ブー
ス」出展

10月20(土)･21日
(日)

グランメッセ熊本
ごみ減量体験型ゲーム（生ごみに見立てたサンプルをひ
としぼりするゲームをしてもらい、家庭での実践につな
げることにより、家庭ごみ減量を図る。）

ＫＡＢ
熊本市ごみ減量推進課
０９６－３２８－２３６
２

熊本市
熊本市ごみ減量・リサイクル推進ポス
ターコンクール表彰式

10月20日(土) グランメッセ熊本

小中学生を対象に実施したポスターコンクールの受賞者
の表彰
（ポスターのテーマにより、次世代を担う子どもたちの
ごみ減量・リサイクル推進に対する意識の啓発を図
る。）

熊本市
熊本市ごみ減量推進課
０９６－３２８－２３６
２

熊本市
ＫＫＴ夢まちランド「ごみ減量ブー
ス」出展

10月27(土)･28日
(日)

桜町一帯
ごみ減量体験型ゲーム（生ごみに見立てたサンプルをひ
としぼりするゲームをしてもらい、家庭での実践につな
げることにより、家庭ごみ減量を図る。）

ＫＫＴ
熊本市ごみ減量推進課
０９６－３２８－２３６
２

熊本市 秋の町内一斉清掃 10月28日(日) 市内一円
町内の清掃活動
（活動を通し、町内美化意識を高めるとともに、地域コ
ミュニティの形成を図る。）

熊本市
熊本市ごみ減量推進課
０９６－３２８－２３６
２

大分県 ラジオ広報
10月1日（月）～
　　　31日（水）

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
境対策課リサイクル推進
班
TEL：097-506-3124

大分県 ３Ｒ推進新聞広告掲載 10月7日（日） 県内全域
県内主要５紙において、「３Ｒ推進月間」をテーマに、
３Ｒ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
境対策課リサイクル推進
班
TEL：097-506-3124

県内の食品スーパー等で実施している「レジ袋無料配布
中止の取組」により生じた収益金を活用して開催する幼
児向け環境劇。

観劇会場において下記イベントを併催
○使用済み小型家電の回収
○おもちゃ病院（おもちゃ修理）の開設

大分県 幼児向け環境劇ホール公演 10月8日（月・祝）
iichiko総合文化セン
ター（大分市）

大分県

大分県生活環境部地球環
境対策課リサイクル推進
班
TEL：097-506-3124
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大分県
平成24年度第2回ごみゼロおおいた作
戦県民会議

10月16日（火）
県庁舎新館大会議室（大
分市）

環境に配慮した美しく快適な大分県づくりを進めること
を目標に、学識経験者や環境関係の団体、事業所、環境
NPO等の役員で構成する県民会議を開催する。

大分県

大分県生活環境部地球環
境対策課リサイクル推進
班
TEL：097-506-3124

大分県 大分県農林水産祭
10月20日（土）
　　　～21日
（日）

別府公園（別府市）
県内最大級の物産品即売イベントにおいて、マイ箸、マ
イ食器、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
境対策課リサイクル推進
班
TEL：097-506-3124

大分県 秋の120万人県民一斉ごみゼロ大行動
10月28日（日）
　　～11月3日
（土）

県内全域

県内の学校、各事業所、ボランティア団体などに呼びか
け、期間中に学校、職場及び地域で、通退勤・登下校
時、昼休みを利用した県民総参加の美化活動を実施す
る。

大分県

大分県生活環境部地球環
境対策課ごみゼロおおい
た推進班
TEL：097-506-3024

宮崎県 みやざきマイバッグキャンペーン
10月1日(月)
 ～31日(水)

県内の各店舗

協力店舗において、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。
また、１０月１２日にイオンモール宮崎でマイバッグ
キャンペーン等に関する啓発イベントを実施する。

宮崎県
宮崎県４Ｒ推進協議会
みやざきマイバッグ運動
推進コンソーシアム

宮崎県
循環社会推進課
TEL：0985-26-7081

鹿児島県 ごみゼロ九州キャンペーン強化月間
10月1日(月)
 ～31日(水)

県内一円

九州７県共同でごみの減量化に向けた取組を推進する
「ごみゼロ九州キャンペーン」を実施しており，10月を
強化月間としている。
鹿児島県では，次の取り組みを実施する。
(1) 市町村，関係機関・団体等へのポスターの配布・掲
示によるごみ減量化に向けた取組の推進の普及啓発
(2) 消費者（県民）及び事業者のごみ減量化の取組例を
示して，普及啓発
(3) 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，ごみ減量化の推進を図るため，「鹿児島
県マイバッグキャンペーン」を実施

鹿児島県（九州７県共
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 買い物にやさしい買い物キャンペーン
10/1（月）～10/31
（水）

県内

空港、モノレール、県内事業者、市町村等にポスターを
配布・掲示し意識啓発を図る。
ラジオCM、電光広報塔、県HP等による広報。
レジ袋削減協定事業者、市町村に広報協力依頼。

沖縄県
沖縄県
環境生活部環境整備課
TEL：098-866-2231

特に無し

沖縄県 パネル展
10/1（月）～10/5
（金）

沖縄県庁１階ロビー
３Ｒ推進啓発用パネルの展示やパンフレット、マイバッ
グ、プロマーク等を配布し、意識啓発を図る。

沖縄県
沖縄県
環境生活部環境整備課
TEL：098-866-2231

特に無し


