
ごみゼロやまがた
推進BOOK

もったいない山形
協力店

「つなぐ環境やまがた」
をフォローしよう!

Twitter Instagram県からの
お知らせ 新型コロナポータルサイト

（山形県ホームページ）

保存版

令和3年やまがたハイブリッド環境展公式YouTubeチャンネル

10/23～11/10
工藤あやのさん

11/11～12/9
ウド鈴木さん

12/10～2022/1/10
朝倉さやさん

令和3年やまがたハイブリッド環境展山形県環境エネルギー部 循環型社会推進課このイベントに関する
お問い合わせは 〒990-8570  山形市松波2-8-1  TEL023-630-2302

令和3年10月23日㈯～令和4年1月10日㈪

コンテンツは
随時更新!

こまめにチェック
してね!

クイズに正解した人の中から抽選で豪華賞品
が当たります。ヒントのページを見ながら、
楽しくエコについて学んでみましょう!

第1弾 10/23～11/10

第3弾 12/10～2022/1/10
第2弾 11/11～12/9

〈エコライフやまがた2021共催〉

第5回
新ルールでさらに難しくなった
 「ロボットごみ拾い」

特設Webサイト
公 開 期 間

■主催／山形新聞　■特別協賛／山形日産グループ
■協力／山形県高等学校校長会工業部会、ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター、
　　　　㈱山形県自動車販売店リサイクルセンター、山形県産業科学館

■主催／山形県、美しい山形・最上川フォーラム

presented by

やまがた高校生ロボットコンテスト

賞品は期間中3回変わります!
全部の回にチャレンジしよう!
※賞品は変更する場合があります。

クイズに答えて応募しよう

主催／山形県、美しい山形・最上川フォーラム

スポGOMIやまがた
環境展大会

■主催／「エコカップやまがた2021」実行委員会主催／「エコカップやまがた2021」実行委員会

「エコカップやまがた2021」
～カーボンニュートラルを目指して～

10/23㈯13時30分～15時30分

10/23㈯13時～15時40分

令和3年やまがたハイブリッド環境展

https://www.yamagata-kankyouten.com/

動画コンテンツ充実の特設Webサイトとリアルで楽しくエコを学ぼう!

大会の模様は、11/23㈫の
YBCテレビで放送する予定です。

ぜひご覧
ください

「わたしのエコ活」
　環境メッセージ動画

スペシャル
動画公開!

主催 ： 令和3年やまがたハイブリッド環境展実行委員会（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、山形県消費生活団体連絡協議会）
協賛 ： 「エコカップやまがた2021」実行委員会、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みどりの推進機構、
　　　 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、米澤新聞社、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

〜みんなでつなごう
　持続可能なやまがたへ〜

豪華賞品が当たる!

～環境を守るのは県民一人ひとり～
Carbon Neutral Challenge

リアルイベントも開催リアルイベントも開催リアルイベントも開催
行ってみよう!やってみよう!

楽しく、ためになる動画など
さまざまなコンテンツがいっぱい!

10/23㈯
〈予選大会〉11：00～ 〈決勝戦〉13：25～

山形国際交流プラザ
（山形ビッグウイング）2階 交流サロン

開
催
日

会
　
場

山形ゆかりの著名人が日頃取り組む「エコ活」と、
山形の皆さまへのメッセージを送ります。

〈ご注意〉感染症拡大防止のため、関係者以外は入場できません。

LIVE配信予定

LIVE配信予定

今年は
　リアル ×  　オンライン

で開催します!
　リアル

〈エコライフやまがた2021共催〉

令和3年やまがたハイブリッド環境展公式YouTubeチャンネル

やまがたハイブリッド環境展だけの
スペシャル動画! 11/10㈬までの期間限定公開!

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。

環境動画投稿コーナー
「環境」をテーマにした動画を募集中!お待ちしています!

山形大学と連携した
3Rワークショップ
エコフォトコンテスト
共催：NPO法人山形県自動車公益センター

※QRコードは10月23日㈯から読み取ることができます。

※QRコードは10月23日㈯から読み取ることができます。

開 催 日

応募期間 ※定員に達し次第締め切
　らせていただきます。

11/21㈰
10/23㈯～11/7㈰

場　　所 山形市中央公民館（アズ七日町）

使わなくなったおもちゃを
取りかえっこしよう!

参加特典
あり

抽選でリサイクル自転車
を当てよう!
山形市内で引き取り可能な山形県内在住の方限定!



ごみゼロやまがた
県民運動キャラクター
「ごみゼロくん」

QRコードを
読みこんで
見に行こう!

一般社団法人山形県
産業資源循環協会
産業廃棄物の適正な処理とリサ
イクルの推進

NPO法人山形県
自動車公益センター
やさしさを明日へ
エコの環（わ）ネットワーク

山形県環境エネルギー部循環型社会推進課、
置賜総合支庁環境課、
庄内総合支庁環境課
循環型社会の形成を目指して

出展企業・団体一覧出展企業・団体一覧 楽しく、ためになる動画などさまざまな
コンテンツがいっぱい!ぜひご覧ください!!

環境保全活動や環境問題に関する周知啓発など
「環境を考える」

山形県環境エネルギー部
水大気環境課
良好な大気、水環境を未来へ

山形県環境エネルギー部
環境企画課
「持続的発展が可能な
豊かで美しい山形県」を目指して ㈱庄・設計

遮熱材で建物の暑さ寒さ対策！
省エネ効果！

山形市環境部環境課
みんなで創ろう
ゼロカーボンシティ

山形MADOショップ店会
窓からはじめる省エネを
ご提案いたします。

山形県環境エネルギー部
エネルギー政策推進課
再生可能エネルギーで持続可能
な社会を次世代につなぐ

㈱モス山形
コケ緑化でＳＤＧｓの取り組みを
支援します

㈱クリーンパワー山形
持続可能な開発目標の実現を
目指します。

山形県サッシ・ガラス
協同組合
断熱マドで省エネ・エコ・
快適な暮らしを

山形ガス㈱
環境にやさしい都市ガス

山形県自動車適正管理
推進協議会
クルマの点検で安全と
地球をまもろう！

海洋ごみバスターズ
in 山形実行委員会
ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ ＴＨＥ ＢＬＵＥ
山形の海の未来を変える挑戦

エネルギー関連の製品や
取り組みなど「エネルギーを考える」

酒田リサイクルポート
推進協議会
リサイクルポートを推進します！

㈱丹野
廃棄物から良質な堆肥を
作ります! !

㈱鍋元商店
資源のリサイクルを業とする
廃棄物の有効活用に役立つ
再生資源業

中間貯蔵・環境安全事業㈱
北海道ＰＣＢ処理事業所
高濃度PCB廃棄物は期限内に
適正に処分を

山形県リサイクル認定
製品のページ
山形県リサイクル認定製品を
紹介します。

㈱クリーンシステム
守ろう、地球。創ろう、未来。

3R関連の技術や
リサイクル製品など「リサイクル産業を知る」

B
ゾーン

C
ゾーン

A
ゾーン

山形大学研究発表
有機分子・CdSナノコンポジット
を用いた超効率的な
水分解による水素製造

美しい山形・
最上川フォーラム
美しく元気な山形を共に
つくりましょう！

山形県環境エネルギー部
みどり自然課
山形県の『みどり』あふれる
『自然』のために

猛禽類保護センター
活用協議会
イヌワシの保全とSDGｓの
関係を知ろう！

山形県環境保全協議会
考えは地球規模で、
行動は足元から

最上川流域下水道事業
連絡協議会
環境を守る下水道を紹介します！

村山地域地球温暖化
対策協議会
減らすべ！！ みんなでＣＯ₂

山形県森林協会
「やまがた森林ノミクス」の
加速化

山形県環境科学研究
センター
環境を見つめ、そして人づくりへ

こちら防災やまがた!
地球温暖化に伴う自然災害から 
命を守る！

山形大学工学部ソフトマターシス
テムズ研究室(吉田一也研究室)
環境に優しく
ソフトなアクチュエータをつくる！

㈱山本製作所
豊かな地球の未来を
つくります

ごみ減量・もったいない
ねット山形
もったいない
そのひとことが  ごみへらす

山形市環境部
ごみ減量推進課
ごみを減らし、
豊かな環境を次世代へ

山形県地球温暖化防止
活動推進センター
カーボンニュートラル社会を
目指して活動しています！

花王グループカスタマー
マーケティング㈱
花王国際こども環境絵画
コンテスト入賞作品のご紹介

山形大学サスティナビリティセンター 
YU-SDGｓ ＥｍｐｏｗｅｒＳｔａｔｉｏｎ
YU empowering with SDGs

山形県農林水産部
水産振興課
豊かな自然環境と共生する
やまがたの水産業

高校生環境にやさしい料理
レシピコンテスト紹介ページ
食品ロス削減につながる
料理レシピ公開中！

第22回 環境やまがた大賞
主催／山形県

山形県地球温暖化対策推進事業所登録制度
　令和2年度 環境優良事業所

主催／山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会・山形県

令和3年度 ごみゼロやまがた
推進功労者表彰

主催／ごみゼロやまがた推進県民会議

令和3年度 山形県環境保全推進賞
主催／山形県環境保全協議会

リコージャパン㈱
山形支社
オフィスでの環境・SDGsへの
取り組み紹介

※QRコードは10月23日㈯から読み取ることができます。
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