会場：屋外イベント広場

★ 楽しく学ぼう！エコドライブクイズ！

★ やまがた新車フェスティバル

1世帯当たりの自動車保有台数が全国
トップレベルの山形県にとって、自動車
は日々の生活に欠かせません。地球温
暖化が進み自然環境が変化するなか、
山形の美しい自然を守るため、今こそ
「 簡 単に取り組めるエコドライブ！」。
参加記念品もご用意しておりますの
で、
ぜひ楽しく学んでみませんか？

県内国産全メーカーディーラーが参加する展
示試乗会。
「２０５０年カーボンニュートラル」の
実現に向け、
より環境に配慮した自動車（次世
代自動車、等）の普及推進を目指し、各メー
カーにおける革新的な技術の紹介や安全技術
を搭載したサポカーなど、話題の新車展示や
試乗等、
ぜひご体感ください。
主催／一般社団法人日本自動車販売協会連合会山形県支部
NPO法人山形県自動車公益センター

主催／ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター

会場：屋外イベント広場

入場
無料

会場：2階 交流サロン

★「エコカップやまがた2022」

★ マイカー点検フェスティバル2022

カーボンニュートラルやまがたを目指して

15日㈯ 10：00〜16：00
16日㈰ 10：00〜15：00

15日㈯ 13：00〜

あなたの愛車をその場で無料点検します。
さ
らにマイカー相談や自動車の新旧部品の展
示をはじめ、子ども免許証やペーパークラフ
トなど子どもたちも楽しめるイベントをご用
意しています。ぜひご参加いただき、自動車
の安全と点検・整備、保守管理の重要性を再
確認してください。

子ども免許証 がもらえるよ！

みんなでつなぐ環境やまがた

15日㈯ 13：30〜15：00
16日㈰ 10：00〜11：00、13：00〜14：30

15日㈯ 10：00〜17：00
16日㈰ 10：00〜17：00

屋内の入り口ゲート側で

知 って 学 んで すぐ 行 動

会場：１階 受付付近

10/15

「エコカップやまがた」では、県内で
温暖化防止や再生可能エネルギーに
関わる活動を行っている団体の中か
ら、実行委員会より推薦された8団体
の活動事例発表を行います。
主催／
「エコカップやまがた2022」
実行委員会
ごみゼロやまがた
県民運動キャラクター
「ごみゼロくん」

主催／山形県自動車適正管理推進協議会

10:00ｰ17:00

★ 令和4年度やまがた環境展
スポGOMI大会

15日㈯ 13：30〜15：00

参加費無料

どなたでも
参加いただけます

NHK「みんなで筋肉体操」、
フジテレビ「ホンマでっか！？TV」など多数出演

※申し込みは10月13日
（木）
までです。
※当日参加希望の方は、開催１時間前までにブースにてお申し込みください。

主催／山形県、美しい山形・最上川フォーラム

環境省 ナッジ・アンバサダー
たに

至鶴岡

至天童

山形北IC

野呂川

2〜4階

１階
展示場

西

イベント広場

Ｒ
至二口橋

駐車場

至上山

駐車場

駐車場

南

※資料などを入れる封筒は準備しませんので、
マイバッグをご持参ください。
※公共交通機関のご利用、
マイカー相乗り、駐車場でのアイドリングストップにご協力ください。

交通アクセス
山形駅

バス
「県立中央病院行」約20分
JR奥羽本線
約6分

東

羽前
千歳駅

徒歩
約15分

や

令和4年度 第70回

山形県農林水産祭

林業まつり
秋 の 食彩まつり

山形県

15日

14：30〜

10/15
16

11：00〜16：00

9：00〜15：00

会場／山形県総合運動公園特設駐車場（天童市山王1-1）
問い合わせ先

筋肉とエコは裏切らない

林業まつり：山形県林業まつり実行委員会 ☎023-666-4800
食彩まつり：山形県農林水産祭実施協議会 ☎023-630-3085

【プロフィル】1972年生まれ 静岡県出身
順天堂大学スポーツ健康科学部先任准教授。日本オリンピック委員会医科学スタッフ。日本ボディビル連盟医科学委員。大阪
大学工学部卒。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士
（学術）
。国立健康・栄養研究所 特別研究員、東京大学
学術研究員、順天堂大学 博士研究員、近畿大学講師、近畿大学生物理工学部准教授を経て現職。専門は筋生理学、身体運動
科学。著書に
「35歳からのカラダルールBOOK」
（ベースボール・マガジン社）
、
「スポーツ科学の教科書」
（岩波書店）
など多数。

やまがた新車フェスティバル

13
山形市総合
スポーツセンター

講演テーマ

北

国際交流広場

みち

同日開催イベント

トークショー

会場内 MAP

N

至仙台

流通
団地

N

もと

谷本道哉

※催事内容、協賛事業は変更になる場合があります。
※入場制限を行う場合があります。

アクセスMA P

至千歳橋

10:00ｰ16:00

山形国際交流プラザ （山形ビッグウイング）

制限時間内に町のごみを拾いながら集めたごみの量と質でポイントを競
い合う、
どなたでも楽しみながら参加できるスポーツ×環境活動です。
「令
和4年やまがた環境展」
の会場周辺をきれいにしながら楽しく環境問題に
ついて考えましょう。
ご家族やお友達、
サークルなどチーム単位でエントリー
できます。
持ち物も不要、
お気軽にチャレンジしてください。

（山形ビッグウイング）

来場者先着
プレゼント！

山形市平久保100

会場：国際交流広場北側

山形国際
交流プラザ

16

・

山形国際
交流プラザ

（山形ビッグウイング）

※新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮したイベント運営を行います。
ご来場の
皆さまには不織布マスク着用、検温、
手指の消毒などのご協力をお願いします。

主催 ： やまがた環境展実行委員会
（構成：山形県、
一般社団法人山形県産業資源循環協会、
NPO法人山形県自動車公益センター、
山形県環境保全協議会、
山形県商工会議所連合会）
協賛 ：「エコカップやまがた2022」
実行委員会、
山形県自動車適正管理推進協議会、
一般社団法人日本自動車販売協会連合会山形県支部、
美しい山形・最上川フォーラム、
山形新聞・山形放送
後援 ： 環境省東北地方環境事務所、
山形県教育委員会、
山形県市長会、
山形県町村会、
県内各市町村、
県内各市町村教育委員会、
一般社団法人山形県建設業協会、
山形県商工会連合会、
山形県中小企業団体中央会、
山形県農業協同組合中央会、公益財団法人山形県企業振興公社、
公益財団法人山形県産業技術振興機構、
山形県工業会、
一般社団法人日本自動車販売協会連合会山形県支部、公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構、
山形県自動車販売店リサイクルセンター、朝日新聞山形総局、
毎日新聞山形支局、読売新聞山形支局、
産経新聞社山形支局、
河北新報社、共同通信社山形支局、
時事通信社山形支局、荘内日報社、
ＮＨＫ山形放送局、
山形テレビ、
テレビユー山形、
さくらんぼテレビ、
山形大学、東北芸術工科大学、
東北文教大学、東北公益文科大学、
山形県立米沢栄養大学、
山形県立保健医療大学
このイベントに関する
お問い合わせは

山形県環境エネルギー部 循環型社会推進課

〒990-8570 山形市松波2-8-1 TEL023-630-2302

10/15 ・16

やまがた新車フェスティバル

主催：一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 山形県支部・NPO 法人 山形県自動車公益センター

10/15 ・16

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

やまがたSDGsフェスタ
主催：山形新聞・山形放送

令和4年やまがた環境展

検索

＜山形県ホームページ＞ https://www.pref.yamagata.jp/
この事業は、山形県産業廃棄物税を活用して実施しています

協賛事業イベント等も
同日・同会場で開催！
10/15 ・16

マイカー点検フェスティバル
主催：山形県自動車適正管理推進協議会

10/15

エコカップやまがた2022
主催：
「エコカップやまがた2022」実行委員会

10/15

令和4年度やまがた環境展スポGOMI大会
主催：山形県／美しい山形・最上川フォーラム

見て 聞 いて 学 べる イベント
15日

16日

10：15〜

やまがたエコフォト
コンテスト表彰式

◆ ごみゼロやまがた

推進功労者表彰式
主催／ごみゼロやまがた推進県民会議

15日

10：10〜

16日
吉本興業
所属

◆ 環境やまがた大賞

表彰式・事例発表

ランパンプスと

SDGsを学 ぼう
各回会場にて
先着

主催／
やまがたSDGsフェスタ

11：00〜

【プロフィル】
2010年5月結成。NSC東京16期生同士の寺内ゆうき・小林良行の2人で活動。寺内が
小学校・中学校・高等学校の教員免許を所持し、小池百合子東京都知事より、保育の職
場で働くことを目指す人を応援するサポーター
「とうきょうホイクマン」
に任命される。
13年ごろからSDGsをテーマにしたトークイベントやクイズ、小学生までを対象にした
ワークショップ講師としても幅広く活躍中。

カーボンニュートラル
「標語」
「ポスター」
コンテスト表彰式

◆
◆

環境優良事業者登録証 交付式

おもちゃをもちよって、
こうかんしよう！

かえっこバザール

主催／山形県
カーボンニュートラルやまがた県民運動推進会議

16日

◆

会場内で

みんなのおうちに、もう遊ばな
い、いらなくなったおもちゃはあ
りませんか？そんなみんなのお
もちゃが、お友達の宝物になる
かもしれません 。
『 かえっこバ
ザール』におもちゃをもちよっ
て、
こうかんしよう！

フードドライブを

13：30〜 2階大会議室

みんなの電気を
賢く使うセミナー

実施します！

「フードドライブ」
とは、家庭で使い切れない未使用の食
品を持ち寄り、
それらをまとめてフードバンク団体や地
域の福祉施設などに寄贈する活動です。
ご家庭や職場
で余っている食品がありましたら、会場までお持ちくだ
さい。

次 世 代 技 術を活 用した
省エネ・節電などを知って
カーボンニュートラルに
貢献しよう！

●当日「やまがた福わたし」のブースまで食品をお持ちくだ
（例：米、
乾麺、
レトルト食品、
缶詰、飲料、
菓子、
粉ミルクなど）
さい。
●お持ちいただく食品について、以下の点を厳守してください。

主催／山形県

親子で楽しむ

部
学工学
山形大 究室
遠藤研 ップ
ョ
ワークシ

未就学のお子さまから、小、中
学生まで幅広く参加可能な
「ケミカルぬり絵」
「オリジナル
アート」「CO₂の固定」など
の、3Rワークショップを開催
します。学生さんと一緒に、
科学とエコを体験しよう!

マイカー点検
フェスティバル

小型家電回収

客席

席

かえっこ
バザール

出展ブース

SDGsフェスタ

フード
ドライブ

受付
「リサイクルを知る」ゾーン

「環境を考える」ゾーン

「エネルギーを考える」ゾーン

「環境を考える」ゾーン

北

出展者が展開する環境活動や環境問題に
関する周知啓発などを行います

山形県環境保全協議会

協議会の活動紹介、環境保全推進賞受賞団体の紹介、環境・地球温暖化について学べるツールの展示

山形県地球温暖化防止活動推進センター

地球温暖化に関するパネル等の展示、家庭でのカーボンニュートラルアンケートの実施

美しい山形・最上川フォーラム

海岸漂着物問題啓発パネル・動画・標本等の展示、
プラスチックごみ回収体験、
クイズ

鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護センター）

イヌワシの生態を分かりやすく解説したパネル展示、
イヌワシ成鳥実物大ぬいぐるみの展示

一般社団法人やまがた福わたし

フードドライブ（家庭で余っている食品の寄贈）
の実施、
フードドライブに関するパネル展示

東北公益文科大学 Liga食品ロス削減チーム

食品ロス削減活動の紹介、食品ロスに関するアンケート調査

山形大学システム創成工学科

油回収実験装置の展示、油回収体験、研究内容のポスター展示、研究内容に関する動画の上映

近藤研究室

ごみ減量・もったいないねット山形

活動紹介等パネル展示、雑がみ・食品トレーリサイクル分別クイズ、
エコ工作・手芸作品〈作り方〉配布

山形市環境部ごみ減量推進課

使用済み小型家電回収 ■対象者：山形市民の方 ■回収品目：ご家庭で使用済みの携帯電話、
パソコン、
デジカメなど46品目（詳しくは山形市HPをご覧いただくか、山形市ごみ減量推進課へお問い合わせください）

山形市環境部環境課

地球温暖化・カーボンニュートラルに関するパネル等の展示、
省エネ住宅のポイント紹介

山形県環境エネルギー部環境企画課

山形県水資源保全条例に関するパネル展示、森が雨水の流れを緩やかにする機能を体験するジオラマ展示

山形県環境学習支援団体・
山形県環境エネルギー部環境企画課

ネイチャークラフト、
リサイクル工作、
こけ玉づくり体験等、環境やまがた大賞パネル展示

山形県学生環境ボランティア「やまカボ・サポーター」
・
山形県環境エネルギー部環境企画課

カーボンニュートラルに関するゲーム・クイズ、工作等の体験型ワークショップ

カーボンニュートラルやまがた県民運動推進会議
山形県環境エネルギー部水大気環境課

※入場制限により会場内へ入れない場合は、
受付へお声がけください。

カーボンニュートラルのパネル・ポスター展示、標語・ポスターコンテスト優秀作品の展示、
クイズ
「里の名水・やまがた百選」
のパネル展示、
「日本一空気がきれいな山形県」
のパネル展示
やまがた緑環境税を活用した取り組みの紹介・アンケート調査の実施、
やまがた木育体験
「ローリングストック」
「シェイクアウト」
の啓発パネル展示、体験型ワークショップ

山形県交通安全対策協議会

交通安全危険予測シミュレータを利用した交通安全教室、夜光反射材のパネル展示

村山地域地球温暖化対策協議会

協議会の活動紹介、村山管内市町における地球温暖化対策の取り組み紹介、
温暖化対策関係パネル展示

山形県環境科学研究センター

気候変動事例アンケートボード、気候変動適応クイズ、段ボールを使ったエアカーリング作り、
センター業務の紹介

「エネルギーを考える」ゾーン
㈱加藤住建

太陽光パネル・省エネ住宅など、
エネルギー関連の
製品や取り組みなどを紹介します

ＦＰの家紹介、
ＦＰの家で使用している断熱材の現物展示、
ＦＰの家と一般住宅の断熱性能・耐水性の比較体験コーナー

㈱庄・設計

遮熱材の性能・構造に関するパネル展示、
「リフレクティックス」
の現物展示、
実演説明、
ＤＶＤ放映

ソーラーワールド㈱

バイオマスボイラーについての展示、環境図書の出展、
太陽電池モジュール等の展示

日本地下水開発㈱

地下水熱を利用した家庭用無散水融雪システム
「ジョサネ」、高効率帯水層蓄熱で実現する
『ZEB』等の紹介

山形ガス㈱

都市ガス
（天然ガス）
の環境優位性・ハイブリッド給湯器等の紹介

山形県サッシ・ガラス協同組合

エコ窓についての紹介、
エコ窓のサンプル展示

山形MADOショップ店会

住宅開口部の断熱商品（窓・ドア）
の見本品展示、
パネル展示、
カタログの設置・配布

山形県環境エネルギー部エネルギー政策推進課

県内の再生可能エネルギー導入状況の紹介、
再エネクイズ・アンケートの実施

「リサイクルを知る」ゾーン

ステージ

客

出展企業・団体一覧

山形県防災くらし安心部防災危機管理課

会場内の
クイズに答えてすてきな賞品をGET！

一般社団法人
山形大学
山形県
工学部 遠藤研究室
産業資源循環協会
ワークショップ

＜1階展示場ほか＞

公益財団法人やまがた森林（もり）と緑の推進機構・
山形県環境エネルギー部みどり自然課

主催／一般社団法人山形県産業資源循環協会
山形大学工学部 遠藤研究室

１階展示場内

南

※県ホームページをご参照ください

サイエンスと
エコロジーの体験

会場レイアウト

NPO法人
山形県自動車
公益センター

※事前予約制

主催／ごみゼロやまがた推進県民会議

※賞味期限が明記され、
賞味期限まで 1 カ月以上ある物
※常温保存可能な物 ※未開封である物 ※破損で中身が出ていない物
※お米は常識の範囲内で古くない物

エコフォト
コンテスト

100 人

主催／ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター

主催／山形県

15日

最新のエコを楽しく学べる出展ブース

①11：00〜 ②14：00〜

なぞときをとおして

入選作品をはじめ、応
募いただいた全作品
を 展 示 い たします 。
山 形の美しい自然を
後世に伝えていける
よう、多角的な視点か
ら環境保全について
考えてみませんか？

10：30〜

親子
楽し で
めま
す

３Ｒ
（リデュース、
リユース、
リサイクル）関連の
技術やリサイクル製品などを紹介します

一般社団法人山形県産業資源循環協会
山形大学工学部 遠藤研究室

サイエンスとエコロジーの体験、
３Ｒの最前線で活躍する
「はたらくパッカー車」の展示、産業廃棄物処理・リサイ
クル工程のパネル、
リサイクル製品の展示

ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター

リサイクル事業の紹介、
リサイクル製品の展示、
エコフォトコンテスト作品展示、
エコドライブアドバイス

㈱ウエステック山形

廃ガラス瓶のリサイクル処理の説明パネル・サンプル展示、
「スーパーソル」
の現物展示

ＮＰＯ北日本木材資源リサイクル協会

木質リサイクルチップ等の展示（パネル・動画・サンプル品）、
ワークショップ（廃木材から作るウッドクラフトコーナー）

㈱クリーンシステム

パネル・動画を使用した廃棄物のリサイクル処理方法の紹介、
アスベスト調査の取り組みの説明

㈱クリーンパワー山形

廃棄物処理フロー図によるサーマルリサイクルの紹介、施設紹介動画等による環境負荷軽減に向けた取り組み説明

㈱丹野

たい肥製造過程の紹介、県のリサイクル認定製品「エコたいひ」
の展示、
サンプル贈呈

一般社団法人山形県解体工事業協会

建設廃棄物の３Ｒのフロー・適正処理のフローに関するパネル展示、環境に配慮した解体・適正処理について説明

山形県自動車適正管理推進協議会

エコカーペーパークラフトの作成体験、子ども免許証発行

㈱山本製作所

リサイクル業界で話題のプラスチック材質判別装置「ぷらしる」を使用し、プラスチックリサイクルについて楽しく学べるワークショップを開催

リコージャパン㈱山形支社

デジタルSDGsメッセージボード、新素材「発泡PLA PLAiR」の素材・応用製品サンプル展示、
「樹脂判別ハンディセンサー」の現物展示

山形県環境エネルギー部循環型社会推進課

産業廃棄物税に関する取り組み紹介、
リサイクル製品認定・システム認証制度の紹介、海ごみサンプル・パネル展示

山形県庄内総合支庁環境課

瓦リサイクルのパネル展示、瓦リサイクル製品の現物展示・体験

山形県防災くらし安心部消費生活・地域安全課

エシカル消費に関するチラシ・パンフレットの設置・配布、
エシカル消費に配慮した物品の配布

酒田リサイクルポート推進協議会

酒田港に立地しているリサイクル関連企業や具体的な取扱製品についてのパネル・製品展示

置賜地区不法投棄防止対策協議会

廃棄物適正処理・３Ｒの普及啓発ポスターコンクール入選作品の展示

