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３Ｒ推進月間における主要イベント等の詳細 

全国 

行事等の名称 2020 年度３Ｒ推進ポスターによる３Ｒ啓発キャンペーン 

行事等の概要 

３Ｒ推進月間に、３Ｒについて広く啓発し、オフィスや工場などの人々に３Ｒの推進を呼びか

けるために啓発ポスターを製作している。 

 ポスターのデザインはコンテストを開催（公募）し、最優秀賞に選ばれたものを基にしてい

る。コンテストを通じて、多くに人が「３Ｒとは何か」について考え、様々なアイデアで３Ｒを呼び

掛ける作品を応募していただいている。 

 出来上がったポスターは、３Ｒ推進月間に合わせて関係者に配付すると共に、協議会のホ

ームページから自由にダウンロードして、冊子やちらしなど様々な形で利用し、みんなで３Ｒを

推進できるツールとして提供している。 

主催者等 リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 

開催日時 
10 月を中心に年間 

（令和 2 年度の３Ｒ推進ポスターデザインコンテストは、2～6 月に募集） 

会場  － 

問合せ先 03-5209-7704 

 

 

 

行事等の名称 海の日を記念する全国一斉海浜清掃月間 

行事等の概要 
全国漁協女性部連絡協議会と全国漁青連の部員が、毎年７月全国一斉に共通の活動とし

て海浜清掃取り組んでいるもの。 

主催者等 全国漁協女性部連絡協議会と全国漁青連との共催 

開催日時 毎年 7 月に実施だが、令和 2 年度は年間を通して実施できる所のみ実施する事とした。 

会場 全国の浦浜 

問合せ先 03-3294-9617 
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行事等の名称 令和２年度資源循環技術・システム表彰（第 46 回） 

行事等の概要 

本表彰は、廃棄物の発生抑制（リデュース）、使用済み物品の再使用（リユース）、再生資

源の有効利用（リサイクル）に寄与し、高度な技術又は先進的なシステム的特徴を有する優

れた事業や取組を広く公募・表彰し、その奨励・普及を図ることにより、循環ビジネスを振興す

ることを目的としています。「３Ｒ先進事例発表会」では、各賞の受賞講演も行われます。 

主催者等 一般社団法人産業環境管理協会 

開催日時 10 月 16 日（金曜日） 

会場 － 

問合せ先 03-5209-7704 

 

 

 
 

行事等の名称 令和２年度リサイクル技術開発本多賞（第 25 回） 

行事等の概要 

本表彰は、長年、廃棄物リサイクル分野に携わってこられた故 本多淳裕先生（元 大阪市

立大学工学部教授、元（財）クリーン・ジャパン・センター参与）が、自らの著書出版印税を３Ｒ

関連技術開発に従事する研究者・技術者等へ提供し、研究及び技術開発を奨励する制度と

して提案され、平成８年度に創設された表彰制度です。「３Ｒ先進事例発表会」では、受賞講

演も行われます。 

主催者等 一般社団法人産業環境管理協会 

開催日時 10 月 16 日（金曜日） 

会場 － 

問合せ先 03-5209-7704 
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行事等の名称 令和 2 年度 3Ｒ先進事例発表会 

行事等の概要 

経済産業省の基調講演、リサイクル技術開発本多賞受賞者、資源循環技術・システム表

彰受賞者による受賞講演が催され、最新の先進的で高度な資源循環、３Ｒ技術・システムに

ついてご紹介いただきます。 

主催者等 一般社団法人産業環境管理協会 

開催日時 10 月 16 日（金曜日） 13 時 00 分～15 時 15 分 

会場 オンライン発表会 

問合せ先 03-5209-7704 

 
 
 

行事等の名称 令和２年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰式 

行事等の概要 

経済産業省の基調講演、リサイクル技術開発本多賞受賞者、資源循環技術・システム表

彰受賞者による受賞講演が催され、最新の先進的で高度な資源循環、３Ｒ技術・システムに

ついてご紹介いただきます。 

主催者等 リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 

開催日時 10 月 27 日（火曜日） 

会場 － 

問合せ先 03-5209-7704 
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関東 

 

行事等の名称 
３Ｒ推進月間キャンペーン 

「アルミイベント缶（ナチュラルウォーター めぐる水 3 年保存 ボトル缶）プレゼント」 

行事等の概要 

一般の応募者に飲料を充填したアルミ缶 i 飲「ナチュラルウォーター めぐる水（3 年保存）」

ボトル缶 1 ケース（24 本）を進呈する。予定当選者数は、500 名とする。応募にあたっては、当

協会 HP を参照の上、アルミニウムに関する指定の事項への回答を条件とする。ＨＰには、ア

ルミニウム全般の情報のほか、アルミ缶は、①「軽くて加工しやすく、熱伝導性に優れた飲料

缶の優等生である」こと、②「リサイクルが簡単で、省資源・省エネルギーに貢献している」こと

等が事例とともに掲載されている。   

主催者等 一般社団法人日本アルミニウム協会 

開催日時 10 月 1 日（木曜日）～10 月 30 日（金曜日） 

会場 インターネットＨＰ上に掲載 

問合せ先 03-3538-0228 

 
 
 

行事等の名称 土サミット 

行事等の概要 

「土サミット」は、建設発生土、建設汚泥、汚染土壌等土砂物の浄化やリサイクルを進める

全国の組合や土に携わる各業界団体を対象に土の有効活用、それらを取り巻く問題や今後

の課題を話し合う、各業界団体の垣根を越えた情報交換の場として開催されます。 

主催者等 サミット事務局 共催：（一社）泥土リサイクル協会 

開催日時 10 月 16 日（金曜日） 13 時 30 分～16 時 30 分 

会場 ホテルニューオータニ東京 

問合せ先 0587-23-2713 

 
 
 
  



（別添） 

5 
 

 

行事等の名称 第 8 回食品産業もったいない大賞表彰式・事例発表会 

行事等の概要 

食品産業の持続可能な発展に向け、「省エネルギー・CO2 削減」、「廃棄物削減・減容化」、

「リデュース・リユース・リサイクル」等の観点から、顕著な実績を挙げている食品関連事業者

並びに食品産業によるこうした取組を促進・支援している企業、団体及び個人を表彰し、世の

中に周知することで、地球温暖化・省エネルギー対策等を促進することを目的とする「食品産

業もったいない大賞」の表彰式及び受賞者による事例発表会。※新型コロナウイルスの影響

を考慮して開催方法について検討中。 

主催者等 公益財団法人食品等流通合理化促進機構 

開催日時 1 月 22 日（金曜日） 

会場 内幸町ホール 

問合せ先 03-6744-2067 

 
 

行事等の名称 漁業・養殖業、漁場環境保全研修会 

行事等の概要 
漁場環境の保全と、安全な食品の生産・供給等について啓発・普及することにより、各会員

の活動に資することを目的に、漁業・養殖業、漁場環境保全研修会を開催する。 

主催者等 全国漁場環境保全対策協議会・全国漁連海面魚類養殖業対策協議会 

開催日時 2 月下旬～3 月上旬予定 

会場 都内 

問合せ先 03-3294-9617 

 
 

行事等の名称 全国青年・女性漁業者交流大会 

行事等の概要 

青年・女性漁業者の研究・実践活動が水産業・漁村の発展と活性化に大きな役割を果たす

ことが期待されている。本大会は、全国の青年・女性漁業者が、日頃の研究・実践活動の成

果を発表するとともに、参加者間の交流により知識や情報を共有・進化させることで、水産

業・漁村の発展と活性化に資することを目的として開催する。 

主催者等 全国漁業協同組合連合会 

開催日時 3 月 2 日（月曜日）～3 月 3 日（火曜日） 

会場 ホテルグランドアーク半蔵門 

問合せ先 03-3294-9617 
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中部   

行事等の名称 オンライン研修（Web セミナー） 

行事等の概要 

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの企業では出張業務あるいは県を超える移動

を伴う業務に制限を設けるなど、これまで当たり前に行ってきたことができない状況となって

おり、弊会においてもイベントや講習会、勉強会等ができない状況。そこで本年度は、オンラ

インにより建設汚泥リサイクルに関する基礎知識等の研修会を開催する。 

主催者等 一般社団法人泥土リサイクル協会 

開催日時 
10 月下旬 隔週 

火曜日または木曜日 16 時 00 分～17 時 00 分 

会場 Zoom 会議室 

問合せ先 0587-23-2713 

 
 

 

近畿   

  
行事等の名称 令和 2 年度家電リサイクル法の普及啓発に向けた環境イベントへの出展 

行事等の概要 

 平成 13 年 4 月の家電リサイクル法施行以降、家電 4 品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯

機）のリサイクルは制度の改善により着実な成果を上げています。しかしながら、一部の小売

業者や一般消費者の認知度・理解度は未だ十分でなく、無許可の不用品回収業者により廃

家電が回収されている実態があります。 

 そこで、適正なリサイクルを推進することを目的に、令和 2 年 9 月に兵庫県で開催される「国

際フロンティア産業メッセ２０２０」にブース出展し、家電リサイクル法の更なる周知・広報を強

化します。 

主催者等 近畿経済産業局 

開催日時 9 月 3 日（木曜日）10 時 00 分～9 月 4 日（金曜日）17 時 00 分 

会場 神戸国際展示場 

問合せ先 06-6966-6018 
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四国   

行事等の名称 愛媛の３R フェア 

行事等の概要 

愛媛県資源循環優良モデル認定事業で認定した優良リサイクル製品や優良循環型事業

所等の取組のほか、県民が身近に取組める３R 活動等についての紹介を行う展示会を開催

することにより、県民の３R 活動の普及・促進を図る。 

主催者等 愛媛県 

開催日時 10 月 3 日（土曜日）10 時 00 分～17 時 00 分、4 日（日曜日）9 時 00 分～16 時 00 分 

会場 エミフルＭＡＳＡＫＩ 

問合せ先 087-811-8532 

 
 
 
 

 

九州   

 

行事等の名称 ふくおかプラごみ削減キャンペーン 

行事等の概要 

ふくおかプラごみ削減協力店の協力のもと、１０月をプラごみ削減強化月間として「ふくおか

プラごみ削減キャンペーン」を実施し、県民・事業者のワンウェイプラスチックの使用削減等の

取組みの促進及び意識醸成を図る。 

主催者等 福岡県 

開催日時 10 月 1 日（木曜日）～10 月 31 日（土曜日） 

会場 福岡県全域 

問合せ先 092-643-3371 
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行事等の名称 食品ロス削減月間ロビー展示 

行事等の概要 
食品ロス削減月間中に、食品ロス削減に係る本県の取組みについて、パネル展示を実施

する。 

主催者等 福岡県 

開催日時 10 月１日（木曜日）～10 月 30 日（金曜日） 

会場 福岡県庁行政棟 1 階ロビー 

問合せ先 092-643-3381 

 
 

行事等の名称 マイバッグキャンペーン 

行事等の概要 

推進店・県民・行政の連携のもと、レジ袋の削減に積極的に取り組み、ごみの減量化やリ

サイクルに対する意識高揚を図るために 10月の 1か月間「マイバッグキャンペーン」を実施す

る。 

各市町、関係団体、推進店等に対してチラシを配布し、県民への周知・啓発を図る。 

主催者等 佐賀県 

開催日時 10 月１日（木曜日）～10 月 31 日（土曜日） 

会場 佐賀県全域 

問合せ先 0952-25-7078 

 
 

行事等の名称 ながさきマイバッグキャンペーン 

行事等の概要 

廃プラスチックの削減を推進するため、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。小売店舗等がレジ袋の削減を目指した取

組内容（レジ袋辞退者へのポイント還元等の特典制度、ポスター掲示、店内放送、レジ袋不

要カードの作成など）を登録し、10 月の強化月間中に県内一斉に行動。 

主催者等 長崎県 

開催日時 10 月 1 日（木曜日)～10 月 31 日(土曜日) 

会場 マイバッグキャンペーン一斉行動参加店（県下全域） 

問合せ先 095-895-2373 
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行事等の名称 「鹿児島県マイバッグキャンペーン」 

行事等の概要 

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，ごみの減量化の推進を

図るため，「鹿児島県マイバッグキャンペーン」を通年で実施し，10 月を強化期間とする。                                  

各市町，関係団体，参加店等に対してポスターを配布し、県民への周知・啓発を図る。 

主催者等 鹿児島県 

開催日時 通年（強化期間：10 月１日（木曜日）～10 月 31 日（土曜日） 

会場 
マイバッグキャンペーン一斉行動参加店 

（鹿児島県内の 19 企業 948 店舗（令和 2 年 7 月 13 日時点） 

問合せ先 099-286-2594 

 
 
 

 

行事等の名称 長崎県食品ロス削減推進フェスタ 

行事等の概要 

県民運動として食品ロスの削減を推進していくため、「長崎県食品ロス削減推進フェスタ」を

開催し、食べ物を大事にするという意識の醸成を図る。 

イベントでは、フードドライブや小中学生を対象としたポスターコンテストの表彰式、フードバ

ンク団体関係者のセミナー、パネル展示を実施する。 

※なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況次第では中止の可能性もある。 

主催者等 長崎県 

開催日時 10 月 17 日（土曜日）14 時 00 分～16 時 00 分（予定） 

会場 長崎県庁１階エントランスホール 

問合せ先 095-895-2373 

 


