
平成26年度３R推進月間都道府県・政令市行事一覧
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北海道
北海道クリーン作戦「ポイ捨てゼロの
日」＆「３R推進キャンペーン」街頭啓
発

10月9日（木）
札幌市南口広場・太陽の
広場及び地下街アピア

啓発幟の掲揚、「ポイ捨てゼロにご協力ください」等
の声かけを行うとともに、啓発ティッシュ・エコバッ
グ等の配布を行う。

北海道石狩振興局、
（財）北海道地域活動振
興協会

北海道石狩振興局
保健環境部環境生活課
電話　011-204-5822

北海道 2014CAN-ARTフェスティバル
10月3日（金）～5
日（日）

小樽市観光物産プラザ
空き缶を使ったアート展示を行うイベントで、ブース
を借りてパネルの展示、エコグッズの配布を行う。

北海製罐（株）
北海道後志総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0136-23-1352

北海道 知利別川環境学習体験フェスタ2014 10月4日（土）
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、河川環境保全の取り組み
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啓発資材を配付し、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）
電話　0143-43-1239

北海道 うらかわ消費生活展 10月30日（木） 浦河町総合文化会館
リサイクル・地球温暖化等環境に関するパネル展示及
びエコグッズの配布。

浦河消費者協会、浦河町
消費生活センター

北海道日高振興局
保健環境部環境生活課
電話　0146-22-9252

北海道 はこだて・エコフェスタ2014 8月30日（土）
函館港緑の島
（函館市大町１５）

出展する「体験学習コーナー」にて、啓発物品（ポ
ケットテッシュ（空き缶等散乱防止）、チョーク（道
リサイクル認定製品）を配布し、普及啓発する。

環境フェスティバル実行
委員会（出展者：NPO法人
ＮＡＴＵＲＡＳ・渡島総
合振興局）

北海道渡島総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0138-47-9438

北海道 ３Ｒ普及啓発展示コーナー
10月1日（水）～10
月31日（金）

渡島合同庁舎1階道民ホー
ル

環境生活課展示コーナーにて、ポスター（不法投棄防
止）を掲示し、啓発物品（ポケットテッシュ等）を備
え付けし、普及啓発する。

北海道渡島総合振興局
北海道渡島総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0138－47-9438

北海道
ひやまリサイクル工作コンクール2014
展示会

9月24日（水）～26
日（金）

檜山振興局合同庁舎４階
講堂

檜山管内の小学生を対象として身のまわりの不要品を
再利用した工作のコンクールを開催し、応募作品の展
示会を行う

檜山振興局、檜山造形教
育研究会

北海道檜山振興局
保健環境部環境生活課
電話　0139-52-6493

北海道 容器包装簡素化2014受賞商品展示展
11月17日（月）～
11月21日（金）

渡島合同庁舎1階道民ホー
ル

容器包装簡素化商品展示、３Ｒ普及啓発パネル掲示及
び啓発物品（ポケットテッシュ等）を備え付けし、普
及啓発する。

北海道渡島総合振興局
北海道渡島総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0138-47-9438

北海道
エコアンドセーフティー・ドライブ
キャンペーンinあさひかわ

8月31日（日）
旭川地場産業振興セン
ター

旭川地区トラック協会主催の「トラックふれあいフェ
スティバル」内において、交通安全の啓発活動と共
に、エコドライブ関係及び３Ｒの取組について、パネ
ル展や夜光反射材付マイエコバックの作成体験などの
実施した。

北海道上川総合振興局
北海道上川総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0166-46-5920
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北海道
「まなびとくらしのフェスティバル」
への出展

9月27日（土） 士別市勤労者センター
地球温暖化や消費生活、様々なくらしに関する問題に
ついて、情報提供及び３Ｒ推進に係るマイエコバック
作り体験などを実施する。

士別市・士別消費者協
会・士別市ごみ減量化推
進協議会

北海道上川総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0166-46-5920

北海道 「ふらの環境展2014」への出展 9月27日（土） 富良野市立図書館
地球温暖化や３Ｒ等の関心と理解を深めることを目的
とした環境展において、マイエコバッグ・蜜蝋ろうそ
く作り体験及び啓発資材の配布を実施する。

北海道上川総合振興局、
ふらの市民環境会議

北海道上川総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0166-46-5920

北海道
「かみふらの環境フェア2014」への出
展

9月28日（日）
上富良野町社会教育総合
センター

新エネルギーや省エネルギーへの関心を高めることを
目的としたフェアにおいて、３Ｒ推進に係るマイエコ
バック・蜜蝋ろうそく作り体験及び自然エネルギー発
電キットなどの展示を実施する。

北海道上川総合振興局、
上富良野町

北海道上川総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0166-46-5920

北海道 よりみちの駅フェスタ2014 10月5日（日） 留萌振興局庁舎

家庭から日常的に排出されるゴミ等がどのように資源
化され、または処理されるかを地域住民に実感してい
ただき、家庭でのゴミ分別による再資源化の重要性に
ついて理解を深めていただく場とし、排出される家庭
ゴミの資源化・処理工程をパネル展示する。

北海道留萌振興局
北海道留萌振興局
保健環境部環境生活課
電話　0164-42-8432

北海道 ３Ｒパネル展
10月20日（月）～
24日（金）

留萌振興局庁舎
地域住民に環境に対する興味を持っていただき、環境
配慮意識の向上を図るため、３Ｒ関連のパネルを展示
する。

北海道留萌振興局
北海道留萌振興局
保健環境部環境生活課
電話　0164-42-8432

北海道 稚内市消費生活展 10月4日（土） 稚内副港市場
リサイクルに関するパネルを展示するとともに、来場
者へ啓発物品を配布。

稚内市
北海道宗谷総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0162-33-2921

北海道 ３Ｒの３つの理(リ) 10月5日(日)
網走市北コミュニティセ
ンター(網走市北４条西４
丁目６番地の１)

３Ｒパネル展示、３Ｒ啓発グッズの配布、管内のリサ
イクル認定製品の展示、リサイクル粘土工作コーナー

北海道オホーツク総合振
興局(網走市主催「リユー
ス展」との共催)

北海道ｵﾎｰﾂｸ総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0152-41-0629

北海道 とかち・市民「環境交流会」2014 9月20日(土)

とかちプラザ
　アトリウム・ギャラ
リー
（帯広市西4条南13丁目）

十勝を基盤として活動する個人、事業者、行政等が
「環境」をテーマとして集い、講演会や展示・体験
ブースを通して交流及び意見交換を行うとともに、来
場者に３Ｒに関するゲームや子ども向け実験教室を実
施し啓発資材等を配布することで、リサイクル意識等
の啓発を図る。

帯広市環境保全推進会
議、帯広市

北海道十勝総合振興局
保健環境部環境生活課
電話　0155-26-9027

北海道 ねむろ３Rパネルリレー 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し、リサイ
クル製品を配布する。

北海道根室振興局、根室
市、別海町、中標津町、
標津町、羅臼町

北海道根室振興局
保健環境部環境生活課
電話　0153-23-6821
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札幌市 雑がみ再資源化工程の見学会 9月19日（金）

・日本製紙株式会社　北
海道工場　勇払事業所
（苫小牧市）
・道新総合印刷本社工場
「フムフム館」（北広島
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。

札幌市
ごみを減らそう！未来のために。
啓発イベント

10月12日（日）～
13日（月）

札幌駅前通地下歩行空間
生ごみの減量と資源物（紙類・容器プラ）の適正排出
をパネル展示や啓発リーフレット等の配布により呼び
かける。

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課
℡011-211-2928

札幌市 容器包装簡素化　市役所ロビー展示
10月16日（木）～
17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

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
関で構成

札幌市
ごみを減らそう！未来のために。
啓発イベント

11月9日（日）、15
日（土）、22日
（土）、29日
（土）

札幌市内イオン４店舗
苗穂店（11/9）、藻岩店
（11/15）、平岡店
（11/22）、発寒店
（11/29）

生ごみの減量と資源物（紙類・容器プラ）の適正排出
をパネル展示や啓発リーフレット等の配布により呼び
かける。

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課

札幌市環境局環境事業部
ごみ減量推進課
℡011-211-2928

青森県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（水）
　～31日（金）

青森県内
ラジオ広報、新聞広報、ポスター掲示により、マイ
バックの持参や簡易包装への協力等、環境に配慮した
買い物を実践するよう啓発を行う。

青森県

青森県環境生活部環境政
策課
循環型社会推進グループ
TEL:017-734-9249

青森県
ラジオ広報
古紙リサイクル等の各種リサイクル 10月中 青森県内

菓子箱、紙袋などの雑紙リサイクル等のリサイクル意
識の啓発を行う。

青森県

青森県環境生活部環境政
策課
循環型社会推進グループ
TEL:017-734-9249

青森県 エコ料理レシピコンテスト

募集
7月15日（火）
～9月26日（金）
一次審査
10月3日（金）
二次審査
10月17日（金）

青森県内

生ごみと食品ロスの削減を目指し、家庭での、食材を
使いきる、料理を残さず食べきるという取組を促進す
るため、「エコ料理レシピ」を募集する。
受賞作品は、今年度県が作成するレシピ集に掲載し、
県内のスーパーマーケット等で配布する。

青森県

青森県環境生活部環境政
策課
循環型社会推進グループ
TEL:017-734-9249

青森県 シンポジウムの開催 11月～12月 青森県内４地区
３Rに関する講演やパネルディスカッションを行い、
３R推進の機運の醸成を図る。

青森県

青森県環境生活部環境政
策課
循環型社会推進グループ
TEL:017-734-9249

青森県 レジ袋削減の取組み 通年 県内全域

レジ袋削減の取組みを県民が自らのライフスタイルを
見直し、ごみの減量に取り組む契機とするため、事業
者や事業者団体、協力団体、県等で協定を締結し、
「レジ袋の無料配布中止（有料化）」を推進する。ま
た、この取組を通じて県民に対しマイバック持参、レ
ジ袋削減の普及啓発を行う。

青森県

青森県環境生活部環境政
策課
循環型社会推進グループ
TEL:017-734-9249
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岩手県 環境にやさしい買い物キャンペーン
平成26年10月1日～
10月31日

県内全域

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。

岩手県
岩手県環境生活部
資源循環推進課
TEL：019-629-5367

岩手県
岩手県３Ｒ推進キャラクター「エコロ
ル」幼稚園訪問活動

8月～11月 県内の幼稚園

岩手県３Ｒ推進キャラクター「エコロル」が県内の幼
稚園を訪問し、３Ｒ紙芝居やエコロルとのダンスを通
じて「３Ｒ」に関する興味・関心への契機とする。
また、子どもから大人への波及効果による３Ｒの取組
みの浸透を期待するもの。

岩手県
岩手県環境生活部
資源循環推進課
TEL：019-629-5367

宮城県 広報媒体を活用した普及啓発 10月 宮城県全域

３Ｒを普及啓発するラジオＣＭを作成し宮城県内で放
送する。また「県からのお知らせ」として，新聞に３
Ｒを普及啓発する記事を掲載する。ラジオＣＭについ
ては３Ｒ推進月間終了後も放送を継続する。

宮城県
環境生活部循環型社会推
進課リサイクル推進班
022-211-2649

宮城県 環境に優しい買い物キャンペーン 10月 宮城県全域
環境に優しい買い物キャンペーンとして，マイバッグ
の利用や容器包装の削減を呼びかける。

宮城県
環境生活部循環型社会推
進課リサイクル推進班
022-211-2649

宮城県 パネル展示
9月29日から
10月10日まで

宮城県庁２階ロビー ３Ｒに関するパネルを展示し，普及啓発を図る。 宮城県
環境生活部循環型社会推
進課リサイクル推進班
022-211-2649

秋田県
第14回あきたエコ＆リサイクルフェス
ティバル

9月6日（土）
 ～7日（日）

秋田駅前アゴラ広場
買い物広場大屋根「ビッ
グルーフ」
ぽぽろーど

県民一人ひとりが省エネルギーに取り組むとともに、
資源を効果的に循環させながら、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
発信を行うなど、楽しみながら環境について学習でき
る場を提供することを目的とするイベントです。

第14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

山形県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（水）
　～31日（金）

山形県内
ホームページによるマイバッグ持参や、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

山形県環境エネルギー部
循環型社会推進課
TEL：023-630-3044

山形県 やまがた環境展2014
10月25日（土）
　～26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
スタイルの関わ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推進を目的に、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。

やまがた環境展2014実行
委員会

山形県環境エネルギー部
循環型社会推進課
TEL：023-630-3044

福島県 マイバッグ推進デーキャンペーン 9月27日、28日 白河市
ご当地キャラこども夢フェスタにおいて、マイバッグ
の推進のための普及啓発活動を行う。

福島県
福島県環境共生課
TEL　024-521-7248
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仙台市
エコフェスタ2014「みんなのハートで
つなごう　エコの輪を！」

9月7日(日)
勾当台公園市民広場（仙
台市青葉区）

ごみ減量の取り組みや環境にやさしいライフスタイル
について，体験型ワークショップやステージイベント
を通じて学ぶ。企業や学生団体を含む26団体が出展す
るほか，環境省東北地方環境事務所主催の「３R推進
東北大会inせんだい2014」も同時開催となる。

アメニティ・せんだい推
進協議会

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ごみ
減量推進課内）
Tel：022-214-8230

仙台市

平成26年度ごみ減量・分別キャンペー
ン「緊急分別宣言！みなさん，きちん
とワケてますか？」／「秋のワケる強
化期間」

10月1日(水)～11月
30日(日)

仙台市内

ごみの減量・分別の大切さを市民にアピールする各種
施策を秋期強化期間として集中的に実施する。市内大
学やベガルタ仙台ホームゲームでごみ分別に関する相
談会を開催するほか，市内各所に啓発ポスターを掲出
する等。

仙台市
仙台市環境局廃棄物事業
部ごみ減量推進課
Tel：022-214-8230

仙台市 平成26年度包装削減キャンペーン 10月1日～11月30日 仙台市内

業界団体や市民団体の協力を得ながら，市内コンビ
ニ，スーパーマーケット等で包装削減を訴えるキャン
ペーンを行う。店頭ポスターの掲出やレジ横にスタン
ドポップ設置，店内放送での呼びかけ等。

仙台市
仙台市環境局廃棄物事業
部ごみ減量推進課
Tel：022-214-8230

仙台市 平成26年度「ごみ減量・３Ｒ展」 11月8日(土)
葛岡リサイクルプラザ
（仙台市青葉区）

ごみの減量・リサイクルに取り組んでいる市民団体の
活動を紹介する。古紙を利用した小物作り体験や生ご
み堆肥化の見本展示等。

アメニティ・せんだい推
進協議会

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ごみ
減量推進課内）
Tel：022-214-8230

茨城県 レジ袋削減運動 通年
県内全市町村,環境団体
等

レジ袋無料配布中止に取り組む業種や事業者の拡
大を図るとともに，マイバック持参とレジ袋の削
減を推進していくため，環境団体や市町村等と連
携してキャンペーン等を実施する。

茨城県
環境保全茨城県民会議

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・標語コンテスト

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と普及啓
発を図るため，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 ノーレジ袋“エコとちぎ”事業

通年
（マイ・バッグ・
キャンペーン強化
期間：10月１日
（水）～31日
（金））

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
発活動を実施する。
　また、「マイ・バッグの持参」など、「環境に
やさしい買い物」の実践を促進する「マイ・バッ
グ・キャンペーン」を実施し、10月を強化期間と
し、事業者の店頭おけるポスター掲示や市町の各
種イベントにおける県民へのＰＲ活動等の啓発活
動を行う。

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

“とちぎ力”発信！  エコ・もり
フェア2014
 ～ 楽しく体験！ 学んで実感！
「エコとちぎ」づくり ～

10月11日(土） 栃木県子ども総合科学館
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
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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」（市町の自治体における一斉
清掃活動）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及び
中学校の生徒を対象に、ポスターの募集を行いコ
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

群馬県 ぐんま環境フェスティバル 9月27日（土）
ヤマダ電器LABI1高崎
(高崎市栄町)

環境活動に取り組む企業や団体による展示、講演
会など

ぐんま環境フェスティバ
ル実行委員会

群馬県環境森林部環境政
策課環境企画係
TEL：027-226-2815

群馬県
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月まで
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。

○標語コンテスト
　主催：群馬県環境美化
運動推進連絡協議会
　後援：群馬県
○ポスターコンテスト
　主催：群馬県
　後援：群馬県環境美化
運動推進連絡協議会

群馬県環境森林部
環境政策課
環境企画係
TEL 027-226-2815

群馬県 レジ袋削減店頭啓発 強化月間　10月 県内

消費（環境）団体、事業者、行政等が連携し、環
境に配慮した消費行動を促すため、登録店におい
て、ティッシュやチラシを配布し、マイバッグ持
参の呼びかけ運動を実施する。

群馬県環境にやさしい買
い物スタイル普及促進協
議会

群馬県環境森林部環境政
策課環境活動推進係
TEL：027-226-2821

群馬県 ぐんま循環型社会づくりフォーラム 12月（予定） 前橋市内
一般県民、市民団体、事業者等にごみ減量やリサ
イクルの取組に向けた意識啓発や機運醸成を図る
ため、講演会等を実施する。

群馬県
群馬県環境森林部廃棄
物・リサイクル課
TEL：027-226-2852

群馬県 ３Ｒリーダーの派遣 通年 県内全域

県内で３Ｒ活動に取り組み、３Ｒについての知識
やノウハウを持った人材を３Ｒリーダーとして登
録し、学校や職場、地域等の申請に応じて、環境
学習会や講演会などに３Ｒリーダーを派遣するこ
とにより、県民の３Ｒに対する意識を啓発する。

群馬県
群馬県環境森林部廃棄
物・リサイクル課
TEL：027-226-2852

群馬県 ぐんま３Ｒ宣言 通年 県内全域

県民等の３Ｒの取組を支援するために、県環境情
報サイト（ECOぐんま）に、「ぐんま３Ｒ宣言」の
サイトを開設。
　３Ｒ宣言を行うと、氏名や取組内容が記載され
た宣言書をダウンロードすることができる。

群馬県
群馬県環境森林部廃棄
物・リサイクル課
TEL：027-226-2852
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埼玉県
埼玉サイクリングフェスティバル同
時開催イベントでのパネル展示

10月5日（日）
熊谷スポーツ文化公園
（埼玉県熊谷市）

３Ｒの促進を目的として、レジ袋、削減や食品廃
棄物の削減など３Ｒに関するパネル掲示、ＶＴＲ
放映、アンケート・クイズなどを実施する。

埼玉サイクリングフェス
ティバル実行委員会

埼玉県環境部資源循環推
進課
一般廃棄物・リサイクル
担当
Tel：048-830-3106

埼玉県
九都県市３Ｒ普及促進キャンペーン
「食べきりげんまんプロジェクト」
「ごみ減量いいね！キャンペーン」

10月1日（水）～
10月31日（金）

九都県市域内
（埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県の全域）

食品ロスなど生ごみの削減を図るため、外食事業
者と連携してスマイルフォトコンテストを実施す
る。また、レシピサイト「クックパッド」と連携
してエコレシピコンテストを実施する。
容器包装ごみの削減を図るため、小売事業者や製
造事業者と連携して小売店舗等において消費者に
容器包装減量化商品の選択を呼び掛ける。

九都県市廃棄物問題検討
委員会（事務局：神奈川
県）

埼玉県環境部資源循環推
進課
一般廃棄物・リサイクル
担当
Tel：048-830-3106

埼玉県 事業系ごみ削減キャンペーン
10月1日（水）～
10月31日（金）

埼玉県内

事業系ごみの減量化及び再資源化を進めるため、
県内市町村と連携して、排出事業者や廃棄物処理
業者等への啓発、市町村ごみ処理施設における展
開検査などを実施する。

県、市町村及び一部事務
組合

埼玉県環境部資源循環推
進課
一般廃棄物・リサイクル
担当
Tel：048-830-3110

千葉県 ３Ｒ推進シンポジウム 平成26年10月30日
千葉市美浜文化ホール
（音楽ホール）

「リデュース・リユースを重視したライフスタイ
ルの変革」をテーマに、基調講演、事例発表、
トークセッションの３部構成でシンポジウムを開
催する。

千葉県
千葉県環境生活部
資源循環推進課
TEL:043-223-2760

千葉県 ３Ｒ推進月間 10月 千葉県内

・３Ｒ啓発周知のため「県民だより１０月号」に
３Ｒの推進を呼びかける内容の広報を掲載

・ポスター、チラシ等の普及啓発物資を県内市町
村に配布し、市町村が行う３Ｒ推進啓発イベント
等に活用してもらう

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
「東京都消費者月間事業　交流フェ
スタ」への出展

10月10日(金)
　～11日(土)

新宿駅西口イベント広場
食品ロス削減や容器包装ごみ削減等に関するパネ
ル展示やクイズラリーにより、都民の３Ｒへの理
解を深める。

東京都消費者月間実行委
員会

東京都環境局
資源循環推進部計画課
TEL：03-5388-3577

東京都 ３Ｒ推進セミナー（仮） 1月中旬 未定
行政、事業者等による食品ロス削減に関する講演
を予定。

東京都、環境省、３Ｒ活
動推進フォーラム

東京都環境局
資源循環推進部計画課
TEL：03-5388-3577

神奈川県 パネル展示 10月
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、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 神奈川再発見フェア 10月25日（土） イオン大和鶴間店
レジ袋削減を呼びかける普及啓発キャンペーンの
実施

イオンリテール株式会社
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
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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
調整グループ
TEL:045-210-4147

新潟県 ３Ｒキャンペーン月間
10月1日（水）
 ～31日（金）

新潟県内

・３Ｒの啓発のための新聞等による広報。
・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・啓発グッズの配付を実施。
・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26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：6～9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
新潟県レジ袋削減県民運動ステッ
カーキャンペーン

10月～11月 新潟県内

環境にやさしい生活に変えていくためのきっかけ
として、不要なレジ袋を断る「レジ袋削減県民運
動」への参加を呼び掛けるため、地元ラジオ局と
協力してキャンペーンを実施

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 ３Ｒ推進フォーラム 11月～ 新潟県内
広く県民、事業者に向け、３Ｒの意識醸成に向
け、フォーラムを核とした３Ｒキャンペーンを実
施

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（水）
 ～31日（金）

県内全域

消費者、事業者、行政等が連携し、環境に配慮し
た消費行動を促すため、各種広報や県内各事業
者、市町村へのちらしの配布等により、消費者に
対し、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「環境にやさしい買
い物」を実践するよう啓発を行う。

山梨県

山梨県森林環境部
森林環境総務課
環境活動推進担当
TEL:055-223-1657

山梨県 やまなしエコライフ県民運動 通年 県内全域

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
して次の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 環境家計簿運
動

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、
（公財）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
森林環境総務課
環境活動推進担当
TEL:055-223-1657

山梨県 マイバッグ利用推進月間
10月1日（水）
 ～31日（金）

県内全域

事業者、消費者団体、商工団体、行政等が連携
し、レジ袋持参・マイバック持参について県民の
理解を深めるため、テレビ・ラジオスポット放送
などの各種広報活動や街頭啓発、店頭キャンペー
ン等を実施し啓発を行う。

山梨県ノーレジ袋推進連
絡協議会

山梨県森林環境部
森林環境総務課
環境活動推進担当
TEL:055-223-1657
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山梨県 エコライフお絵かきコンテスト
作品募集期間
7月～9月

県内全域

県内の園児や児童、生徒から、マイバッグ・マイ
はし・マイボトル、省エネなど「エコ」に関する
絵を募集し、その製作過程を通じて環境にやさし
い暮らし方を考える機会を持ってもらうことを目
的とする。

環境パートナーシップや
まなし

山梨県森林環境部
森林環境総務課
環境活動推進担当
TEL:055-223-1657

静岡県 資源・リサイクルフォーラム 10月16日（木）
静岡市民文化会館
中ホール

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、３Ｒに関する講演及び事例発表を行う。

静岡県、環境省、静岡県
環境衛生自治推進協会連
合会、３Ｒ活動推進
フォーラム

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：054-221-3349

静岡県 環境にやさしい買い物キャンペーン
10月1日（水）
～10月31日（金）

県内
キャンペーンに参加する事業者を募集し、店頭へ
のポスターの掲示等により、マイバッグの持参や
簡易包装などを呼びかける。

静岡県、静岡県ごみ減
量・リサイクル推進委員
会

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：054-221-3349

静岡県 ごみゼロアイデアコンテスト
募集：7～9月

県民を対象に家庭や学校、オフィスなどにおける
３Ｒ推進に関するアイデア、生ごみの削減に関す
るアイデアを募集する。

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：054-221-2137

静岡県 マイボトルキャンペーン 通年 県内

マイボトルに飲み物を提供している県内の店舗の
一覧（ガイド）を作成し、ホームページでの公開
や掲載店での配架を行うことで、マイボトルの利
用を促進する。

静岡県ごみ減量・リサイ
クル推進委員会

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：054-221-3349

静岡県 ふじのくにエコショップ宣言制度 通年 県内

環境に配慮した取組を行う県内の販売店・飲食
店・宿泊施設を「ふじのくにエコショップ」とし
て登録し、専用ウェブサイト等を通じて広く消費
者に情報を提供している。

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：054-221-3349

さいたま市 第14回さいたま市環境フォーラム
10月10日（金）・
11日（土）

さいたま新都心駅東西自
由通路

市民、事業者、学校、行政などによる環境への取
組に関するパネル展示や活動紹介、体験型ブース
の設置、ミニステージでの環境に関するアトラク
ションなどを行う。

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

さいたま市環境総務課
TEL：048-829-1325
FAX：048-829-1991

さいたま市 小型家電リサイクル　イベント回収
10月10日（金）
　　11日（土）
　　19日（日）

さいたま新都心駅東西自
由通路

10月に開催される市主催のイベント（環境フォー
ラム、消費生活展）において、ブース内に回収
ボックスを設置し、小型家電を回収する。

さいたま市環境フォーラ
ム：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

さいたま市消費生活展：
さいたま市

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
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さいたま市 リサイクル展示販売会
10月29日（水）～
11月３日（火）

さいたま市東部環境セン
ター内リサイクル棟

市民が引っ越しや買い替え等で不要になった家具
や小物類を引取り、手を加えてリサイクル販売を
行う。

さいたま市
さいたま市環境局施設部
東部環境センター
TEL:048-684-3802

さいたま市 リサイクル展示販売会
９月７日（日）～
９月11日（木）

さいたま市岩槻環境セン
ター管理棟

市民が引っ越しや買い替え等で不要になった家具
や小物類を引取り、手を加えてリサイクル販売を
行う。

さいたま市
さいたま市環境局施設部
岩槻環境センター
TEL:048-798-7500

横浜市 ３Ｒ普及促進事業
10月1日（水）
 ～31日（金）

九都県市域内

九都県市域内において、外食事業者等と連携し、
店舗及び家庭における食品ロス削減の必要性や取
組方法の普及啓発を行います。また、エコ宿泊を
推進するため、アメニティグッズの削減に取り組
む宿泊事業者等との連携、マイボトルの使用促進
を図るため、コーヒーショップとの連携により、
廃棄物発生抑制を図ります。

九都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会
（事務局：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

横浜市 容器包装発生抑制事業
10月1日（水）
 ～31日（金）

九都県市域内

九都県市域内において、小売業者、食品等製造業
者と連携し、容器包装ダイエット商品の紹介とと
もに、事業者の取組を効果的に発信することで、
容器包装の削減を図ります。

九都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会
（事務局：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

横浜市
大都市減量化・資源化共同キャン
ペーン

10月８日（水） 京急上大岡駅前

毎年、３Ｒ推進月間に合わせて行っている大都市
減量化・資源化共同キャンペーンに係るイベント
を行います。当日は、分別相談をはじめ現在本市
で注力している食品ロスの削減をテーマにしたク
イズを行うなど、廃棄物発生抑制を中心にした啓
発を図ります。

キャンペーン主催者：大
都市減量化・資源化共同
キャンペーン実行委員会
（事務局：北九州市）
イベント主催者：横浜市
資源循環局３Ｒ推進課

横浜市資源循環局
３Ｒ推進課
TEL：045-671-3593

横浜市 発生抑制事業
10月20日（月）
 ～12月19日
（金）

横浜市関内地区「ｇｏｏ
ｚｓ］

期間中、お弁当等購入時に割り箸・スプーン・
フォーク等の使い捨て品やレジ袋を辞退された方
へ、ポイントを付与し、貯めたポイントを３Ｒ関
連商品やコーヒー等と交換できるキャンペーンを
行い、ごみの発生抑制を図ります。

株式会社スリーエフ
横浜市資源循環局３Ｒ推
進課

横浜市資源循環局
３Ｒ推進課
TEL：045-671-3593

新潟市 環境フェア 10月５日（日） 万代シテイ

市民団体・事業者・行政の環境保全に向けた取り
組みの紹介を行うことで，市民の環境問題に関す
る一層の意識向上を目的としている。
・環境出展ブース，地球温暖化防止啓発コー
ナー，エコスタンプラリー，ごみ分別釣り堀ゲー
ム，サイチョじゃんけん大会，古布・小型家電回
収コーナー，等

新潟市
新潟市環境部環境政策課
TEL:025-226-1363

新潟市 コンポスト容器でたい肥作り 10月４日（土） 資源再生センター コンポスト容器の使い方について学ぶ。
環境をサポートする株式
会社きらめき（指定管理
者）

新潟市環境部廃棄物対策
課
TEL:025-226-1403
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新潟市 ＥＭボカシ容器でたい肥作り 10月５日（日） 資源再生センター ＥＭボカシ容器の使い方について学ぶ。
環境をサポートする株式
会社きらめき（指定管理
者）

新潟市環境部廃棄物対策
課
TEL:025-226-1403

新潟市 風呂敷教室 10月７日（火） 資源再生センター 風呂敷の包み方について学ぶ。
環境をサポートする株式
会社きらめき（指定管理
者）

新潟市環境部廃棄物対策
課
TEL:025-226-1403

新潟市 館長の包丁研ぎ 10月11日（土） 資源再生センター 包丁の研ぎ方について学ぶ。
環境をサポートする株式
会社きらめき（指定管理
者）

新潟市環境部廃棄物対策
課
TEL:025-226-1403

新潟市 環境フェスティバル 10月19日（日） 資源再生センター

ごみの減量やリサイクルの普及・啓発を行うた
め、10月のリサイクル月間にあわせ開催してい
る。
・フリーマーケット
・エコクッキング
・リサイクル工作教室
・パッチワーク作品展示，等

環境をサポートする株式
会社きらめき（指定管理
者）

新潟市環境部廃棄物対策
課
TEL:025-226-1403

静岡市 第12回ごみリサイクル展 10月11日（土）

静岡市葵区呉服町二丁目
青葉緑地Ｂ１・Ｂ２ブ
ロック（青葉シンボル
ロード）

・静岡市のごみ処理の状況等のパネル展示コー
ナー
・電気式生ごみ処理機の展示及び実演コーナー
（製造業者の立会・実演あり）
・クイズスタンプラリーの実施
・紙パック10枚とトイレットペーパーの交換。
・マイグッズ抽選会
・廃食油エコキャンドル作り
・使用済み小型家電の回収など

静岡市環境局
廃棄物対策部
ごみ減量推進課

静岡市環境局廃棄物対策
部
ごみ減量推進課
TEL：054-221-1361

千葉市

千葉市×イオン　「環境フェスタ
2014
～毎日の暮らしから変えていけるこ
とがある～」

10月11日（土）12
日（日）

イオン幕張新都心店

本市とイオン株式会社で締結した包括提携協定事
項「環境対策、緑化推進に関すること」の推進を
図るため、来場者にごみの減量・再資源化をＰＲ
するイベントを実施する。

千葉市
イオンリテール株式会社

千葉市環境局資源循環部
廃棄物対策課
TEL:043-245-5379

川崎市 ３Ｒ推進講演会 10月16日（木）
川崎市総合福祉センター
（エポックなかはら）

地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちを目
指して、ごみ収集体制変更後の1年間の取組結果及
び3Rの推進のための講演会を行う。

川崎市
川崎市環境局生活環境部
減量推進課
℡:044-200-2580

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28日（日）登
戸は30日（火）、
新百合ケ丘は26日
（金）

主要駅周辺（川崎、武蔵
小杉、武蔵溝ノ口、鷺
沼、登戸、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
℡:044-200-2580
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川崎市
第35回かわさき市民祭りフリーマー
ケット

11月1日（土） 富士見球場
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
℡:044-200-2580

相模原市 ３Ｒ推進全国大会 10月29日（水） 杜のホールはしもと

循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰
３Ｒポスターコンクール最優秀賞表彰
基調講演
特別講演
シンポジウム

環境省
環境省関東地方環境事務
所
相模原市
３Ｒ活動推進フォーラム

第９回３Ｒ推進全国大会
実行委員会事務局
（公益財団法人　廃棄
物・３Ｒ研究財団）
電話　03-5638-7161

相模原市 ３Ｒ推進駅頭キャンペーン 10月29日（水） ＪＲ橋本駅前

・分別戦隊シゲンジャー銀河のキャラクターを用
いた相模原ごみDE71大作戦のPR
・声掛け及び啓発品（水切りネット）配布による
啓発活動

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：042-769-8334

相模原市
市制施行60周年記念相模原市リサイ
クルフェア2014

10月19日（日） 市立相模原麻溝公園

・庄野真代さんによるトークショー
・使用済楽器の回収
・リサイクル虫笛づくりワークショップ
・フリーマーケット
・使用済小型家電の回収
・お楽しみ抽選会（リサイクル家具、生ごみ処理
容器）
・分別戦隊・シゲンジャー銀河コーナー
・リサイクル啓発コーナー（市民団体等によるパ
ネル展示、リサイクル品の展示・販売）
・美化ポスター・美化標語コンクール表彰式
・ごみ資源化推進功労団体感謝状贈呈式
・各種リサイクルゲーム（ペットボトル分別ゲー
ム・水切りゲーム）

相模原市リサイクルフェ
ア2014実行委員会

相模原市環境経済局
資源循環部資源循環推進
課
TEL：042-769-8334

相模原市 相模原ごみDE71大作戦キャンペーン 10月1日～12日 市内スーパーなど６店舗

・分別戦隊シゲンジャー銀河のキャラクターを用
いた相模原ごみDE71大作戦のPR
・声掛け及び啓発品（水切りネット及び水切り
器）配布による啓発活動
・ごみコンシェルジュの実施

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：042-769-8334

浜松市 ３Ｒ推進展
10月28日（火）
～10月31日（金）

浜松市役所本庁舎１階ロ
ビー

・ごみ減量に関するパネル展示
・雑がみリサイクル対象品や啓発グッズ展示

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(水）
 ～31日(金）

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8日(水）
・「リメイク」倶楽部　10月8日（水）
・おもちゃ病院　10月12日（日）
・もったいない市　10月12日（日）
・牛乳パックでつくって遊ぶリサイクル工作　10
月25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
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平成26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

富山県 とやま環境フェア2014
10月４日（土）～
　５日（日）

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めざして」をテーマ
に、循環型社会、低炭素社会についての展示・実演・
販売等を通じて、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2014開
催委員会
（富山県、高岡市、環境
とやま県民会議、（公
財）とやま環境財団）

富山県環境政策課
TEL:076-444-3141

富山県 富山県ごみゼロ推進県民大会 10月４日（土）
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、活動報告や事例発
表を行う。

環境とやま県民会議
富山県環境政策課
TEL:076-444-3141

富山県 「とやまエコ・ストア制度」の推進 通年 ―

県民のエコライフ定着・拡大を図るため、レジ袋無料
配布廃止や資源回収、低炭素化等の取組みを行う店舗
を登録する「とやまエコ・ストア制度」を推進する。
今年度は、秋以降、「ポイントラリー事業」、「エコ
な買い物マナーアップ事業」を実施することとしてい
る。

とやまエコ・ストア連絡
協議会、富山県

富山県環境政策課
TEL:076-444-3140

石川県 ビジネス創造フェアいしかわ2014
５月15日（木）～
17日（土）

石川県産業展示館２号館 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2014
８月23日（土）～
24日（日）

石川県産業展示館４号館

県が認定したエコ・リサイクル認定製品を取得してい
る５企業が出店し、「循環型社会の実現に向けて　石
川県エコ・リサイクル認定製品」のタイトルを掲げた
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
５月～３月

石川県内
３Rの基礎知識やペットボトルのキャップを分別・収
集し、キャップを再資源化することにより二酸化炭素
の削減を図るなどの番組を放映

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 ７月、２月 金沢市内、七尾市内 ３Rの推進についてラジオ番組を通じて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 １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 ふくい環境フェア2014
10月11日（土）
 ～12日（日）

若狭総合公園
おいしいふくい食べきり運動パネル掲載
福井県リサイクル認定製品　展示
古本市
他、環境関連イベント

福井県、環境ふくい推進
協議会、福井県地球温暖
化防止活動推進センター

福井県安全環境部
循環社会推進課
℡:0776-20-0317
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平成26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

長野県 長野県循環型社会推進大会 10月14日（木）
ホクト文化ホール小ホー
ル
（長野市）

テーマ『もったいない』を大切にして、信州が誇るラ
イフスタイルを！
・循環型社会形成推進功労者表彰（知事表彰）受賞式
・事例発表
・環境講演
・マイバッグコンテスト
・パネル、リサイクル製品展示

長野県
信州豊かな環境づくり県
民会議

長野県資源循環推進課
TEL：026-235-7181

長野県 第６回産廃フォーラム 10月中に１回 長野県内

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周知するとともに、事
業者の排出抑制の意識啓発を図り、もって産業廃棄物
の排出抑制及び資源化を推進する。

長野県 長野県資源循環推進課
TEL：026-235-7181

長野県 県庁展示（懸垂幕） 10月１日～31日 長野県庁東庁舎 環境月間ＰＲ
長野県 長野県資源循環推進課

TEL：026-235-7181

長野県 県庁展示（ロビー展示）
10月14日（水）
～17日（金）

長野県庁ロビー

３Ｒの普及啓発に関する展示
・パネル展示
　レジ袋削減県民運動
　食べ残しを減らそう県民運動
　３Ｒ啓発
・信州リサイクル製品展示

長野県 長野県資源循環推進課
TEL：026-235-7181

長野県 長野県レジ袋削減県民スクラム運動 通年 県内全域
・レジ袋削減のＰＲ
・マイバッグ等持参率調査
・長野県レジ袋削減推進協議会の開催

長野県レジ袋削減を進め
る県民の会
長野県レジ袋削減推進協
議会

長野県資源循環推進課
TEL：026-235-7181

長野県
食べ残しを減らそう県民運動

宴会たべきりキャンペーン

通年

暑気払い、忘新年
会シーズン

県内全域

・「食べ残しを減らそう」協力店の登録及びＰＲ
・「宴会たべきりキャンペーン」チラシの配布、各種
広報、及びタイアップ等

長野県
長野県資源循環推進課
TEL：026-235-7181

岐阜県 グリーン購入フェア 11月1日、2日、8日
岐阜県内(各務原市、御嵩
町)

環境にやさしい買い物（グリーン購入）の県民への普
及を図るため、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体験プログラム及び関連展示によ
る「グリーン購入フェア」を開催する

岐阜県、東海三県一市グ
リーン購入キャンペーン
実行委員会

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 10月29日(水)
今池ガスホール
(名古屋市千種区)

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、講演等を実施す
る。

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
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平成26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

三重県
多気クリスタルタウンショッピングセ
ンター第７回環境フェスティバル

10月19日（日）
多気クリスタルタウン
ショッピングセンター内
特設会場

（予定）
・地球温暖化関係パネル展示
・環境関係パンフレット配布
・ごみゼロキャラクターぬり絵
・ごみゼロクイズ

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
TEL：059-224-3310

「地域ごみゼロネット
ワーク推進事業」
（松阪）

三重県 氏郷まつり 11月3日（月） 松阪駅前周辺商店街

（予定）
・地球温暖化関係パネル展示
・環境関係パンフレット配布
・ごみゼロキャラクターぬり絵
・ごみゼロクイズ

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
TEL：059-224-3310

「地域ごみゼロネット
ワーク推進事業」
（松阪）

名古屋市 環境デーなごや2014　中央行事 9月13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。
その中で、フリーマーケットや古着・古布のリサイク
ルの普及・啓発を行うブースや、容器・包装削減の取
組を紹介するブースを出展し、３Ｒの推進を呼びかけ
る。

環境デーなごや実行委員
会

名古屋市環境局
環境活動推進課
TEL：052-972-2692
減量推進室
TEL：052-972-2398

京都府 パネル展示
10月28日（火）
　～31日（金）

京都府庁舎
来庁者の方に対し、パネルやポスター等を用いて、廃
棄物の３Ｒに向けた普及・啓発を目的とした展示を行
う。

京都府

京都府文化環境部
環境・エネルギー局
循環型社会推進課
TEL：075-414-4719

京都府 クリーン・リサイクル運動

通年
（ごみ減量・リサ
イクル推進週間や
３Ｒ推進月間等を
中心として）

府内全域

京都府及び府内市町村が中心となり、府民、事業者と
のパートナーシップにより、駅前や街頭等で、３Ｒの
啓発、住民参加のまち美化活動等に向けた取組を実施
する。

京都府、京都府教育委員
会、京都府市長会、京都
府町村会、京と地球の共
生府民会議

京都府文化環境部
環境・エネルギー局
循環型社会推進課
TEL：075-414-4719

京都府 京都環境フェスティバル2014
12月13日（土）
12月14日（日）

京都府総合見本市会館
（京都パルスプラザ）

府内のＮＰＯ等の団体、学校、企業等が実施する環境
保全の取組等に関する出展をとおして、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。

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

京都府文化環境部
環境・エネルギー局
循環型社会推進課
TEL：075-414-4719

奈良県 マイバッグキャンペーン 10月 奈良県内大型商業施設
幟旗の掲揚及び啓発物品（マイバッグ、チラシ等）の
配布を行い、買い物袋の持参を呼びかける。

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22日（土）
香芝市ふたかみ文化セン
ター

「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

奈良県くらし創造部景観･
環境局　廃棄物対策課
TEL:0742-27-8746

1月5日（月）
　～8日（木）

奈良県庁屋上ギャラリー
　　　　(奈良県庁内)

12月15日（月）
 ～12月26日（金）

県政情報サロン
　　(奈良県産業会館内)

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
不法投棄ゼロ作戦推進
キャンペーン実行委員会

奈良県くらし創造部景観･
環境局　廃棄物対策課
TEL:0742-27-8746
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平成26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

12月に各1週間程度
奈良県イオンモール橿
原・郡山

奈良県 県等の広報紙掲載 11月 奈良県内
「県民だより11月号」に不法投棄・使用済家電の適正
処理に関する啓発記事を掲載

奈良県
奈良県くらし創造部景観･
環境局　廃棄物対策課
TEL:0742-27-8663

奈良県 使用済家電の一斉立入 11月 奈良県内
使用済家電の適正処理啓発・指導を目的として、奈良
県内の不用品回収業者に対して、環境省、奈良県、県
内市町村が合同チームで一斉に立入を実施する。

奈良県
県内市町村

奈良県くらし創造部景観･
環境局　廃棄物対策課
TEL:0742-27-8663

大阪市
ごみ減量フェスティバル「ガレージ
セール・イン・OSAKA TOWN」

10月4日（土）
大阪城公園太陽の広場
（大阪市中央区）

ごみの減量・３Ｒ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）、大阪市の取組
み紹介、企業・NPOのごみ減量・３R等に関する取組み
紹介など

大阪市
大阪市環境局事業部
家庭ごみ減量課
TEL：06-6630-3259

大阪市 西区ガレージセール 10月26日（日）
靭公園東園
（大阪市西区）

家庭で不用となった物の有効活用を目的とした地域で
のガレージセールの開催。
開催内容：ガレージセール（112店）、リサイクル教
室など

大阪市環境局
西部環境事業センター

大阪市西部環境事業セン
ター
TEL：06-6552-0901

大阪市 平野区ガレージセール 10月26日（日）
平野区民センター
（大阪市平野区）

家庭で不用となった物の有効活用を目的とした地域で
のガレージセールの開催。
開催内容：ガレージセール（50店）、リサイクル教室
など

大阪市環境局
東南環境事業センター

大阪市東南環境事業セン
ター
TEL：06-6700-1750

大阪市
ごみ減量優良建築物市長表彰式・局長
表彰式

10月28日（火）
大阪市立阿倍野区民セン
ター
（大阪市阿倍野区）

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
大阪市環境局事業部
一般廃棄物指導課
TEL：06-6630-3266

鳥取県 環境にやさしい買い物キャンペーン 平成26年10月 県内全域
・県内のスーパー等におけるポスター、チラシ等によ
る啓発
・ごみ減量化アイデアを募集し取りまとめて情報発信

鳥取県
鳥取県
循環型社会推進課
TEL：0857-26-7198

鳥取県 とっとり食べきり運動 平成26年10月～ 県内
・食品ロス削減に取り組む飲食店等を「とっとり食べ
きり協力店」として登録し、県民への啓発等を実施す
る

鳥取県
鳥取県
循環型社会推進課
TEL：0857-26-7198
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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

島根県 県民への３R普及啓発事業 9月～2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３
R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：0852-22-6743

岡山県 巡回エコ製品等普及展示会

①10月5日
②10月5日
③10月11日
③10月19日
④10月25日

①真庭市
②倉敷市
③岡山市
④玉野市
⑤高梁市

岡山県エコ製品の展示や岡山エコ事業所の制度を
紹介する巡回エコ製品普及展示会を開催する。

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・もったいない運動」推
進フォーラム

①10月5日
②10月19日
③10月25日

①真庭市
②玉野市
③高梁市

「もったいない」をキーワードに、３Rを推進する
イベントを開催する。
講演、事例発表、展示、体験コーナー等

岡山県
（①美作県民局②備前県
民局③備中県民局）

岡山県
循環型社会推進課
TEL:086-226-7306

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」を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

岡山県 ３R推進月間企画展示
9月17日～10月19
日

岡山県立図書館
図書館1階ロビーにおいて、３R推進に関するパネ
ル、関連図書等を展示する。

岡山県
岡山県
循環型社会推進課
TEL:086-226-7306

広島県
エコ・イノベーションメッセ2014inひ

ろしま
11月21日（金）～
22日（土）

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2014in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：181店舗（Ｈ26.9.1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
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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：184事業者、1,149店舗（Ｈ26.3末現在）
※県内のレジ袋辞退率：92％（Ｈ25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

香川県 買い物でエコ！キャンペーン2014 10･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各自啓発活
動を行う。(消費者団体による買い物袋持参率調査、
会員への呼びかけ、レジでの声かけ、協力店舗による
買い物袋持参者に対する特典提供など）

環境にやさしい買い物推
進協議会

香川県危機管理総局くら
し安全安心課県民生活グ
ループ内
TEL：087-832-3175

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

香川県 県政ラジオ「こんにちは香川県です」 10月 県内全域 ＲＮＣ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

香川県 県政テレビ「サン讃かがわ」 10月 県内全域 岡山放送にて、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11日（土）
　～12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」で認定した
リサイクル商品や事業所、店舗の３Ｒの取り組みを展
示。

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（水）
 ～31日（金）

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

高知県
男も（女も）持つぞ！マイバッグキャ
ンペーン

10月1日～11月30日 県内全域
期間中に量販店・コンビニエンスストア等での買い物
の際にレジ袋を断った回数から換算したCO2削減量を
競うキャンペーンを開催する。

高知県地球温暖化防止県
民会議県民部会

高知県地球温暖化防止県
民会議県民部会事務局
（特定非営利活動法人環
境の杜こうち）
TEL：088-802-2201

高知県
スーパーマーケット対抗レジ袋削減コ
ンテスト

10月1日～11月30日 県内全域
県内スーパーマーケット各社がエントリーし、各店毎
のレジ袋の削減率（辞退率）を競うコンテストを実施
する。

高知県地球温暖化防止県
民会議県民部会

高知県地球温暖化防止県
民会議県民部会事務局
（特定非営利活動法人環
境の杜こうち）
TEL：088-802-2201

松山市 みんなの生活展2014
10月18日（土）～
　　19日（日）
10：00～16：00

大街道商店街
（アーケード内）

消費生活のあり方、環境への配慮、心身の健康につい
て、よく考え、市民・行政・事業者がお互い力を合わ
せて、これらの問題に取組み、「安全・安心に暮らせ
る社会」の実現を目的に開催。

松山市清掃課、まつやまＲｅ・再来館、松山市都市環
境学習センターがそれぞれブース出展し、３Ｒ等を啓
発。

〔実施内容〕
　・リサイクル製品やパネルの展示
　・クラフト体験
　　　小石で作るマイ箸置き
　　　廃材で作るストラップ
　・ごみ分別クイズ
　・ごみ分別等の相談受付
　・アンケート　　　　　　　　　など

松山市、みんなの生活展
事務局

◆ブース出展に関するこ
と
　・松山市 清掃課
　　℡ 089-921-5516
　・松山市 環境事業推進
課
　　℡ 089-948-6434

◆イベント全体に関する
こと
　みんなの生活展事務局
　（松山市 市民相談課
　　消費生活センター
内）
　℡ 0089-948-6381
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松山市
「環境モデル都市まつやま」フォーラ
ム

10月18日（土）
13：30～16：30

松山市　総合コミュニ
ティセンター　文化ホー
ル（キャメリアホール）

「松山市環境モデル都市アクションプラン」内の取組
みを周知することで、市民・企業・大学・NPO等の理
解と協力を得て各種施策を積極的に推進していくこと
を目的に開催。

講演やトークセッション、ブース出展を行うことで、
３Ｒを含む、低炭素社会づくりに向けた取組みを啓
発。

松山市
松山市　環境事業推進課
℡　089-948-6960

9月2日（火）
10:20～

清水小学校

9月5日（金）
9:20～

みどり小学校

9月9日（火）
10:30～

河野小学校

9月10日（水）
10:30～

東雲小学校

9月18日（木）
13:35～

味生第二小学校

9月25日（木）
9:30～

生石小学校

9月26日（金）
14:00～

浮穴小学校

9月30日（火）
10:30～

久米小学校

10月1日（水）
10:40～

石井小学校

福岡県 マイバッグキャンペーン
10月1日（水）
 ～31日（金）

福岡県全域
レジ袋の削減に取り組む店舗を募集して10月に一斉行
動するとともに、取組内容を県民に周知して、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 大人のためのリサイクル見学ツアー
9月19日（金）
10月1日（水）

集合場所：天神又は博多
駅

ごみ減量について関心を持ってもらうため、企業が
行っているごみ減量の取組やどのように資源がリサイ
クルされているか等を学ぶバスツアーを実施。

行先：九州大学、糸島市クリーンセンター、㈲会社カ
ノオ醤油味噌醸造元等

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

TEL：特定非営利活動法人
エコけん
092-944-6450

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、店舗名や
取組内容について、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 「九州まちの修理屋さん」事業 通年 県内全域（九州7県）

壊れたものを簡単に捨てず修理して長く使う、ものの
リペア（修理）を推奨する取り組みとして、県内の修
理店や物を大切に使う工夫などを紹介する「九州まち
の修理屋さん」事業を実施。佐賀県内の登録店をHPに
掲載している。

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
「修理して大切に使っているもの」の
フォトエッセイコンテスト

9月：作品募集〆切
10月：受賞作発表

県内全域（九州7県）

修理して大切に使用しているものにまつわるエピソー
ドを、写真（またはイラスト）とあわせて紹介しても
らうフォトエッセイコンテストを実施する。作品は審
査をし、優秀な作品には表彰を行う。

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

松山市 ごみ学習会

市内小学4年生を対象とし、学習会への申し込みの
あった小学校へ赴き、ごみ分別や３Ｒについての講義
を実施。

〔学習会内容〕
・パッカー車による粗大ごみの収集実演
　※映像を上映する場合もある。
・松山市のごみ種・分別、３Ｒ等について講義

松山市　清掃課
松山市　清掃課
℡　089-921-5516
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佐賀県 ３Ｒに関する広報 10月 県内全域
10月の３Ｒ推進月間に合わせて、県政広報テレビ番組
及び県政広報誌において、３Ｒに関する広報を実施す
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

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（水）
 ～31日（金）

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、ながさき環境県
民会議、市町及び趣旨に
賛同する事業者等

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/section/mirai/inde
x.html

長崎県 美しいふるさと推進大会 12月6日（土） 波佐見町総合文化会館

地球温暖化などの地球規模の問題から、身近なごみの
問題まで、私たちを取り巻く環境に関する県民の関心
と理解を深め、「環境にやさしい長崎県」の実現を目
的として開催。今回は、「長崎県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/section/mirai/inde
x.html

熊本県 熊本県ごみゼロ推進県民大会 10月１日（水）
くまもと県民交流館パレ
ア
10階　パレアホール

３Ｒの取組みについて県民の意識向上を図り、循環型
社会の構築を推進することを目的とする。
＜プログラム＞
・基調講演
・パネルディスカッション
・展示（食品廃棄物に関するもの）

熊本県ごみゼロ推進県民
会議、熊本県

熊本県環境生活部環境局
廃棄物対策課
　電話　096-333-2277

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、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
TEL：097-506-3124

大分県 大分県農林水産祭
10月18日（土）～
19日（日）

別府市別府公園

・「マイ食器の利用促進キャンペーン」の実施
　家庭から持参したマイ食器や会場で貸出すリユース
食器で食事をすると図書カードなどが当たる抽選をす
ることができる。
・「使用済小型家電の回収」
　会場で小型家電の回収を行う。協力者は図書カード
などが当たる抽選をすることができる。

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

大分県 ごみゼロおおいたエコライフフェア 11月29日（土）
大分市（トキハわさだタ
ウン）

県が任命している「ごみゼロおおいた推進隊」の活動
をＰＲする場として、また、県民がエコについて楽し
みながら学び考える参加・体験型イベントを開催（Ｃ
Ｏ２削減のエコクッキング等）

大分県
大分県生活環境部地球環
境対策課
TEL：097-506-3024

大分県
修理して大切に使っているもののフォ
トエッセイコンテスト

募集：6月18日～9
月5日
発表：10月

県内全域

修理して長く使うものの修理（リペア）を推奨する取
組として、修理して大切に使用しているものにまつわ
るエピソードを募集。

九州ごみ減量化推進協議
会（九州７県）

大分県生活環境部地球環
境対策課
TEL：097-506-3124

宮崎県 みやざきマイバッグキャンペーン
10月1日（水）
 ～31日（金）

県内の各店舗

協力店において、ポスターの掲示、レジでの声かけ、
レジ袋辞退者へのキャッシュバッグやポイント付与等
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啓発イベントを
実施する。

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
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鹿児島県 鹿児島県マイバッグキャンペーン
10月１日（水）
～31日（金）

県内一円

県民，事業者，行政が一体となって，マイバッグ（買
物袋）を活用し，レジ袋の削減等に取り組むことで，
ごみの減量化の推進を図るとともに，広く県民の意識
啓発を図る。

鹿児島県

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推進月間パネル展
9月29日(月)～10月
3日(金)

沖縄県庁１階　県民ホー
ル

３Ｒ推進啓発用パネルの展示や、パンフレット、マイ
バッグを配布することにより、県民の意識高揚を図
る。

沖縄県

沖縄県環境部環境整備課
一般廃棄物班
担　当：新垣　美由希
ＴＥＬ：098－866－2231

沖縄県 マイバッグに関するアンケート調査
10月1日(水)～31日
(金)

沖縄県内

レジ袋辞退率が低い地域にてマイバッグを持参してい
ない人を対象にアンケート調査を行い、アンケートに
答えてくれた方に沖縄県オリジナルマイバッグを進呈
するこで、マイバッグ持参やレジ袋の有料化に関する
意識調査を行うとともに、普及啓発を図る。

沖縄県

沖縄県環境部環境整備課
一般廃棄物班
担　当：新垣　美由希
ＴＥＬ：098－866－2231

北九州市 エコライフステージ２０１４
平成26年10月11日
（土）、12日
（日）

北九州市役所周辺

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８回北九州市３Ｒ活動推進表彰」
表彰式

10月11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もの。

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2014」内で開
催

北九州市
カンパスシール事業
生ごみ減量化キャンペーン

10月15日(水）
～11月15日（土）

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、「生ごみ水切り器」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

福岡市 環境フェスティバルふくおか2014
10月18日（土）
　　19日（日）

福岡市役所西側ふれあい
広場

市民団体・事業者・行政等の共働により，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
て楽しみながら学べる参加体験型のイベントを開催。

環境フェスティバルふく
お2014実行委員会

福岡市環境局環境政策部
政策経営課
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（水）
 ～31日（金）

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
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 ３Ｒ推進モニター

募集：
10月1日(水)～24日
(金)
モニター期間：
11月～Ｈ27年1月ま
での３ヵ月間

―
家庭で生ごみの水切りやレジ袋削減などの３Ｒの取組
みを実践し，排出したごみ袋の数を３ヵ月計測しても
らう。

福岡市環境局循環型社会
計画課

福岡市環境局循環型社会
推進部循環型社会計画課
電話：092-711-4308
fax ：092-733-5592
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福岡市 生ごみ堆肥を使った菜園講座
10月4日（土）
10月16日（木）

武節ヶ浦埋立場跡地
・生ごみ堆肥の作り方
・できた堆肥を使った菜園づくり

福岡市

NPO法人循環生活研究所
TEL:092-405-5217
福岡市環境局
資源循環推進課
TEL：092-711-4039

福岡市
出前講座「事業系ごみ（一般廃棄物）
の減量・リサイクル」

通年 申込み事業者の会議室等

・事業系ごみとは
・事業者の責務
・本市の事業系ごみの現状
・事業系ごみに対する取り組み
・分別方法とリサイクル
・廃棄物の適正処理

福岡市
福岡市環境局
資源循環推進課
TEL：092-711-4836

福岡市
出前講座「これであなたも３Ｒ名人！
～家庭でできるごみ減量～」

通年
公民館，学校，貸会議室
など

・福岡市における家庭ごみの分別について
・３Ｒの例（マイバック持参，資源物回収，食品ロス
など）
・福岡市のごみ処理の流れについて

福岡市
福岡市環境局
資源循環推進課
TEL：092-711-4039
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