
（様式１）平成26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

（同時開催行事等）
事務所等連絡先

北海道地方環境事務所 平成26年度３Ｒ推進北海道大会 平成27年2月21日（土）
さっぽろ地下街オ－ロラタウン オーロラプ
ラザ
（札幌市中央区大通西2丁目）

（１）講演：絵本作家　真珠まりこ 氏
（２）パフォーマンス：エコパフォーマー　ＲＩＯ 氏
（３）３Ｒ事例発表：(株)エコノス　代表　長谷川勝也　氏ほか
（４）３Ｒの方向性を体験するコーナー
　　　・３Ｒワークショップで参加者が３Ｒを体験
　　　・３Ｒブースで小型家電・携帯電話等の回収を体験
（５）３Ｒをみて知るコーナー
　　　・パネル展示をみて答える”クイズラリー”を開催

・来場者に対して来場の際の公共交通機関の利用促進、車
の相乗り等環境配慮を促す広報に努めること。
・各種印刷物は、必要最小限とすること。
・レジ袋・使い捨て容器等を極力使用しないこと。
・搬入・搬出にあたっては、車のアイドリングストップ等
の地球温暖化防止対策を積極的に行うこと。
・展示ブース内等の照明は、適切に調整すること。
・排出されるごみを極力抑制し、発生したごみについて
は、請負者又は出展者が可能な限り持ち帰り、法令等に従
い適切に処理すること。

（同時開催行事等）
なし

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推進東北大会inせんだい
2014

第一弾

平成26年9月7日(日)
仙台市勾当台公園　市民広場

(宮城県仙台市青葉区)

1) ステージイベント「あそびうたコンサート」(3Rやエコにちなんだ歌
と体で覚える体操など)
2) ブースイベント(3R及び環境をテーマにした体験・クイズ・展示コー
ナーなど)
3) ワークショップとして、暮らしに役立つふろしき包み、折り紙など
の体験コーナー。
4) 小型家電リサイクル及び無料回収業者対策に関するPR活動

・会場内のごみ発生抑制
・ごみ分別回収の徹底
・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、公共交通機関利用を事前PR

同時開催：
「エコフェスタ2014」

東北地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL.022-722-2871

東北地方環境事務所

ユアスタ仙台　エコ体験ブース

(３Ｒ推進東北大会inせんだい
2014 第二弾)

平成26年10月5日(日)

ユアテックスタジアム仙台

(宮城県仙台市泉区七北田字柳78)

地元プロサッカー球団の試合会場のエントランスのサイドにおいて「エ
コ体験ブース」を設けて、試合観戦来場者が集まる時間帯から試合開始
時間までの間に、来場者に対して3Rや小型家電リサイクルについて、模
型(携帯電話、デジカメ)、パネル展示、パンフレット配布でPRし、ま
た、3Rに関するクイズにチャレンジしていただく、という展開。不用品
回収業者への引き渡し防止に関するPR活動(クリアファイルに入れたパ
ンフレット配布)も併せて展開。
当事務所の他、自治体(仙台市)とNPO団体(MELON)が同一ブース内で普及
啓発活動を展開。

・会場内のごみ発生抑制
・ごみ分別回収の徹底
・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、公共交通機関利用を事前
PR(常時スタジアムHPにて案内)

主催:
東北地方環境事務所・株式会社ベガルタ
仙台・公益財団法人みやぎ・環境とくら
し・ネットワーク(MELON)
協力:
仙台市環境局廃棄物事業部ごみ減量推進
課
後援:
仙台プロスポーツネット

東北地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL.022-722-2871

第９回３Ｒ推進関東大会
平成26年10月19日
（日）

相模原市立相模原麻溝公園 水の広場・緑の
広場
（相模原市南区麻溝台2317-1）

・関東地方環境事務所の紹介展示コーナー
・３Ｒ解説コーナー
・小型家電リサイクル制度普及啓発コーナー
・３Ｒに係るクイズラリー実施
・３Ｒを学ぶゲームコーナー
・３Ｒに係るワークショップ（体験型講座）実施
・アンケートの実施

・各種印刷物は、必要最小限とする
・レジ袋・使い捨て容器等は極力使用しない
・搬入・搬出時のアイドリングストップ等、地球温暖化防
止対策の推進
・ブース内照明を適切に調整
・廃材・屑等の廃棄物の持ち帰り・適切な処分

（同時開催行事等）

相模原市リサイクルフェア2014

関東地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL: 048-600-0814

第９回３Ｒ推進関東大会
平成26年10月29日
（水）

相模原市杜のホールはしもと
（相模原市緑区橋本3-28-1）

・関東地方環境事務所の紹介展示コーナー
・３Ｒ解説コーナー
・小型家電リサイクル制度普及啓発コーナー

・各種印刷物は、必要最小限とする
・レジ袋・使い捨て容器等は極力使用しない
・搬入・搬出時のアイドリングストップ等、地球温暖化防
止対策の推進
・ブース内照明を適切に調整
・廃材・屑等の廃棄物の持ち帰り・適切な処分

（同時開催行事等）

第９回３Ｒ推進全国大会

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26年度
３Ｒ推進中部地方大会

メイン
平成27年2月1日（日）

東邦ガス
クッキングサロン今池
（名古屋市千種区今池1-8-8　今池ガスビル
４Ｆ）

めぐりふーどやその他循環型資源などの食品リサイクルによって作るこ
との出来る食材を使った調理レシピを一般公募し、その優秀作品を調理
実習やレシピの広報により実際に使ってみることによって事業者登録の
拡大だけでなく、消費者の底辺拡大を図るもの。

・レシピ公募（10/1-11/24）→審査・表彰
・親子料理実習の場（メイン日）において優秀レシピを再現する調理実
習・試食会を実施
　　（実習においてエコクッキング優秀者へ表彰）
・レシピ集を作製し広報（2/1-）することによる消費者・事業者の拡大
及び啓発

※大会としての位置付けは、メイン日を中心に今年度中展開していくこ
ととなります。

・調理実習時における、エコな調理体験
・教室から排出される残飯等のゴミ処理の適正処理推進

（同時開催行事等）

東邦ガス「親子エコクッキング教室」と
の共同開催

※エコクッキングは、東京ガス㈱の登録
商標です。

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26年度３Ｒ推進近畿ブロッ
ク大会

10月18日（土）
万博記念競技場
（大阪府吹田市千里万博公園５－２）

ガンバ大阪（Ｊ１リーグ）ホームゲームの試合会場において、３Ｒに関
する普及啓発活動を実施。
①スタジアム内の大型ビジョンと会場アナウンスによる３Ｒの啓発
②試合開始前、ハーフタイム時に３Ｒに関する横断幕を掲示
③特設ブース「３Ｒサテライト」を設置し、来場者に対し３Ｒの啓発
④スタジアム周辺に「のぼり、ポスター」を掲出し、来場者に対し３Ｒ
の啓発
⑤スタジアム内の売店でリユースカップを導入し、利用者に対し３Ｒの
啓発

・リユースカップ使用によるごみ（紙コップ等）の発生抑
制
・スタジアム内で発生するごみの分別

（同時開催行事等）
サッカーＪ１リーグ
ガンバ大阪ＶＳ川崎フロンターレ

近畿地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
TEL:06-4792-0702

中国四国地方環境事務所
平成26年度３Ｒ推進中国地方大
会

11月８日（土）～９日
（日）

コンベックス岡山
（岡山市北区大内田675）

①３Ｒクイズや普及啓発等のステージイベント
②飲食コーナーでのリュースカップの導入
③レトロタイルでオリジナル小物作り等の３Ｒ体験
④３Ｒアンケートでオリジナル３Ｒグッズ配布

・公共交通機関の利用促進等の啓発。
・各種印刷物は必要最小限とする。
・レジ袋、使い捨て容器等を極力使用しない。
・車のアイドリングストップ等の地球温暖化防止対策の実
施。
・廃材、くず等の廃棄物は必ず持ち帰り適正に処理。

（同時開催行事等）
お祭りキングダムＲＫＣ秋フェス2014

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

中国四国地方環境事務所

高松事務所

平成26年度３Ｒ推進四国地方大
会

11月1日 香川県立丸亀競技場

① メーカーへの働きかけ及び消費者へのリユースカップ取組への普及
啓発
② ３Ｒアンケートでリユースカップの配付
③ ３Ｒ推進パネル展示

・来場者に環境負荷の少ない公共交通機関の使用を呼びか
け
・印刷物は再生紙利用し必要最小限度の使用
・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
・会場の照明は必要最小限度の使用
・イベントスタッフのゴミの発生抑制及び適正処理

（同時開催行事等）
サッカーＪ２
カマタマーレ讃岐VSギラヴァンツ北九州

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26年度３Ｒ推進九州ブロッ
ク大会

平成26年10月26日
（日）

長崎市総合運動公園（かきどまり）　長崎市
柿泊町2210番地

（J.LEAGUE Division 2　第38節「Ｖ・ファーレン長崎 ｖｓ ロアッソ
熊本」）
①大型ヴィジョンでの３Ｒ啓発映像の放映
②３Ｒクイズ＆アンケート
③環境関連親子体験講座
④Ｖ・ファーレン長崎マスコットキャラクターとのタイアップ３Ｒ普及
啓発
⑤パネル展示コーナー
⑥ゴミステーションでの啓発活動

・来場者には、来場の際に公共交通機関の利用促進や、車
の相乗り等の啓発を促す広報に努める。
・各種印刷物は、必要最小限とし、余ったものは再利用す
る。
・レジ袋及び使い捨て容器等を極力使用しない。
・搬入・搬出にあたっては、車のアイドリングストップ等
の地球温暖化防止対策を積極的に行う。
・展示ブース内等の照明は、適切に調整する。
・廃材、屑等の廃棄物は施工者、出展者が必ず持ち帰り適
正に処理する。
・会場内にごみ箱は原則設置しない。（分別ごみ箱のみは
設置可能）

（同時開催行事等）

サッカーＪ２
Ｖ・ファーレン長崎 ｖｓ ロアッソ熊本

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

関東地方環境事務所


