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

（エスエスケイフーズ株式会社充填） 

行事等の概要 
アルミ缶リサイクルに関するエピソード・標語等を募集し、抽選で 200 名にアルミニ

ウムを使ったボトル缶入り飲料用水（1 ケース、24 本入り）をプレゼントします。 

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（土）～10 月 31日（月） 

会場 HP 開催 https://www.aluminum.or.jp/box/junkan/3R/index.php 

問合せ先 03-3538-0229 

  

行事等の名称 2022 東京国際包装展 ／ TOKYO PACK 2022 

行事等の概要 

TOKYO PACK は様々な業界で利用される包装資材・容器、包装機械を中心に、調達か

ら生産、流通、販売、消費、廃棄、リサイクルに至るまでのあらゆる分野を網羅したア

ジア最大の国際総合包装展です。 

主催者等 公益社団法人日本包装技術協会 

開催日時 10 月 12 日（水）～14 日（金） 10:00-17:00 

会場 東京ビッグサイト 東１～３・東６ホール 

問合せ先 03-3543-1189 

  

行事等の名称 令和４年度資源循環技術・システム表彰（第４８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 14 日（金） 

会場 機械振興会館 

問合せ先 03-5209-7704 

 

  



 

2 
 

行事等の名称 令和４年度リサイクル技術開発本多賞（第２７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 14 日（金） 

会場 機械振興会館 

問合せ先 03-5209-7704 

  

行事等の名称 令和 4 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 14 日（金） 

会場 機械振興会館（オンライン対応あり） 

問合せ先 03-5209-7704 

  

行事等の名称 令和４年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 表彰式 

行事等の概要 

 資源循環・３Ｒに率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕著な実績を挙げている

個人・グループ・学校・事業所・地方公共団体等を表彰することによりこれらの活動を

奨励し、サーキュラーエコノミーの実現や循環型社会の形成の推進を図ることを目的と

しています。 

この表彰制度は平成４年度からスタートし、今年で 31 回目の開催を迎えます。 

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 24 日（月） 

会場 KKR ホテル東京 

問合せ先 03-5209-7704 
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東北 

行事等の名称 令和４年度家電リサイクル施設見学会 

行事等の概要 

家電リサイクルの必要性と実態について、リサイクルの現場を見学することを通じて

理解いただけるように一般消費者や家電小売店などを対象にした見学会です。家電のみ

ならず、自動車がリサイクルされる様子も見学対象に含めています。 

主催者等 東北経済産業局 

開催日時 8 月 9 日（火）13：30～15：00 

会場 株式会社釜屋 リサイクルセンター 

問合せ先 022-221-4930 

  

  

  

中部   

行事等の名称 建設技術フェア in 中部 

行事等の概要 

建設技術フェアは、産学官の技術交流の場を提供し、技術開発や新技術導入の促進を

図るとともに、建設分野を専攻している学生との交流や一般の方々に建設技術の魅力と

社会資本整備の必要性を広く紹介することを目的に開催され、弊会は環境・リサイクル

の分野で泥土リサイクル促進について啓発しました。 

主催者等 建設技術フェア in 中部運営委員会 

開催日時 10 月 4 日（火）～10 月 5日（水） 

会場 ポートメッセなごや 第 3 展示館（名古屋市港区金城ふ頭二丁目 2 番地） 

問合せ先 0587-23-2713 

 
  

近畿   

行事等の名称 「国際フロンティア産業メッセ２０２２」への出展 

行事等の概要 

 適正なリサイクルを推進することを目的に、令和 4 年 9 月に兵庫県で開催された「国

際フロンティア産業メッセ２０２２」に出展し、家電リサイクル法の更なる周知・広報

を行いました。 

主催者等 国際フロンティア産業メッセ実行委員会 

開催日時 9 月 1 日（木）～9 月 2 日（金） 

会場 神戸国際展示場 

問合せ先 06-6966-6018 
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行事等の名称 令和４年度家電リサイクルプラント見学会 

行事等の概要 
 家電リサイクル制度に対する消費者への普及啓発を目的に、家電リサイクルプラント

見学会を実施します。 

主催者等 近畿経済産業局 

開催日時 10 月 28 日（金） 

会場 パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社 

問合せ先 06-6966-6018 

 

行事等の名称 「大阪府消費者フェア 2022」への出展 

行事等の概要 

 家電リサイクル制度について消費者に理解、協力いただき、適正なリサイクルを推進

することを目的に、「大阪府消費者フェア 2022」にて、リサイクル現場の先進的な取

組を取材した当局制作動画「家電、プラスチックのリサイクルをご紹介！」を配信しま

す。 

主催者等 大阪府消費生活センター・大阪府消費者フェア 2022実行委員会 

開催日時 11 月 5 日（土）～12 月 9日（金） 

会場 ウェブ開催 

問合せ先 06-6966-6018 

 
  

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・促進を図りました。 

主催者等 愛媛県 

開催日時 10 月 1 日（土）、2 日（日） 10:00～17:00 

会場 エミフルＭＡＳＡＫＩ 

問合せ先 087-811-8534 

 

  



 

5 
 

九州   

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、パネル展示等を

実施します。 

主催者等 福岡県 

開催日時 10 月 17 日（月）～10 月 31 日（月） 

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 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ります。 

主催者等 福岡県 

開催日時 10 月 1 日（土）～10 月 31日（月） 

会場 福岡県 

問合せ先 092-643-3371 

  

行事等の名称 県産リサイクル製品ロビー展示 

行事等の概要 県産リサイクル製品（ふくくる）のサンプル等を県庁１階ロビーに展示します。 

主催者等 福岡県 

開催日時 10 月 20 日（木）～10 月 31 日（月） 

会場 福岡県庁行政棟 1 階ロビー 

問合せ先 092-643-3372 
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行事等の名称 食品ロス削減推進啓発イベント 

行事等の概要 

食品ロス削減月間である 10 月に、一般消費者を対象に、県内 5 ケ所のショッピング

センター等で食品ロス削減推進啓発イベントを行います。 

・公開ラジオ放送 

・パネルクイズ、アンケート、啓発グッズ配布 

・フードドライブ実施 

主催者等 佐賀県 

開催日時 
10 月 2 日(日）10：00～16：00(以下同じ）、10 月 9 日(日）、10 月 16 日(日）、10 月

23 日(日）、10 月 30 日(日） 

会場 
フレスポ鳥栖、モラージュ佐賀、ゆめタウン佐賀、スーパーモリナガ唐津店、ゆめタウ

ン武雄 

問合せ先 0952-25-7069 

 

行事等の名称 「プラスチック スマート Life さが」普及啓発イベント 

行事等の概要 

プラスチックごみ削減に向け、県民運動として展開している「プラスチック スマー

ト Life さが」（プラスマ Life さが）の普及啓発を行います。プラスマ Life さがの趣

旨でもある、県民・企業・CSO といったあらゆる主体と連携してプラスチックごみ削減

を呼びかけます。 

主催者等 佐賀県 

開催日時 10 月 8 日(土)、10 月～11月（日時は各図書館による） 

会場 ゆめタウン佐賀、県内図書館 

問合せ先 0952-25-7078 

 

行事等の名称 手前取りキャンペーン 

行事等の概要 
県内の食品小売店に協力してもらい、すぐに食べないものは消費・賞味期限の近い食

品からの購入を消費者に促す「手前取りキャンペーン」を実施します。 

主催者等 大分県生活環境部うつくし作戦推進課 

開催日時 10 月 

会場 大分県内全域 

問合せ先 097-506-3123 
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行事等の名称 大分県内フードドライブ 

行事等の概要 

大分県内の企業等に協力してもらい、県内全域でフードドライブ（家庭の食品ロスを

削減するため、各家庭で余っている食品を持ち寄り、フードバンクなどを通じて子ども

食堂の運営者など、食品を必要とする人々に寄付する活動）を実施します。 

主催者等 大分県生活環境部うつくし作戦推進課 

開催日時 10 月 

会場 大分県内全域 

問合せ先 097-506-3123 

 

行事等の名称 おおいたうつくし感謝祭 

行事等の概要 

環境への関心が低い層が環境保全の大切さに気づく機会になることを目的に、楽しく

学び考えるイベントとして開催し、県民の環境保全意識の醸成及び促進を図ります。ま

た、県内で環境活動を行っている団体・事業者の活動紹介の場とし、それぞれの活動に

ついて理解し、連携を強化することで、うつくし作戦のさらなる発展を図ります。 

主催者等 大分県 

開催日時 10 月 29 日（土） 

会場 大分いこいの道広場北側広場 大分駅南口駅前広場 

問合せ先 097-506-3034 

 

行事等の名称 泥土リサイクルスキルアップ勉強会 （建設汚泥の再資源化から再生材の活用へ） 

行事等の概要 

泥土リサイクル協会は、制度面について環境法務アドバイザーとともに関係法令等の

考え方を整理するとともに、これまでに個別指定を実施するために、発注機関と自治体

環境行政に提言し、中間処理業者に申請書類作成や再資源化処理の実施計画等を支援し

ております。 

今回のスキルアップ勉強会では、行政機関に向けて泥土リサイクルの現状を認識して

いただくとともに、これまでの個別指定の実績を踏まえて制度面に特化したカリキュラ

ムで勉強会を実施いたします。 

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 19 日（水） 

会場 鹿児島中央駅付近会議室 

問合せ先 0587-23-2713 
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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

とします。 

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・啓発を図り

ます。 

主催者等 鹿児島県 

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

会場 
マイバッグキャンペーン一斉行動参加 

（鹿児島県内の 18 企業 948 店舗（令和 4 年 8 月時点）） 

問合せ先 099-286-2594 

 

 


