ルメが
おいしいグい！
いっぱ

1校の
1
内
ある県
の
科
工業
対決！ う！
が
生
高校
援しよ
応
で
みんな

キッチンカー大集合！

始めよう 未来のためのCOOL C
ら
か
”
H OI
ない
CE
い
た
っ
“も

＊
「Miging Cafe」
（カフェ）
＊
「米沢 琥珀堂」
（米沢牛コロッケ）
＊
「ガルバンゾー」
（カレー＆ナン）

presented by

【エコライフやまがた2017】

やまがた高校生ロボットコンテスト
自動車部品を活用したごみ拾いロボットを作って競います。
ナンバーワンの座は誰の手に！
？

11：00〜

13：00〜

28日 予選大会 決勝戦（メインステージ）
29日

ロボット体験コーナー

別

会

やまがた新車フェスティバル
28日㈯・29日㈰ 10：00〜17：00

大会に出場したロボットたちを動かしてみよう！

10月

場

28日 29日
10 : 00 〜 17 : 00

屋外 イベント広場

10 : 00 〜 16 : 00

入場
無料
【会場】

山形国際交流プラザ

山形市平久保100

来場者先着
プレゼント！

県内国産全メーカーディーラーが参加する展示試
乗会。地球温暖化防止・省エネルギーなど環境に関
する正しい知識を習得し、認定試験に合格した販
売スタッフ
「環境マイスター」がおすすめする話題
の新車がぞくぞく登場。新車の展示や、無料試乗車
を体験いただけます。

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、
㈱山形県自動車販売店リサイクルセンター
【エコライフやまがた2017】

両日10時〜
【100名さま限定】

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

（山形ビッグウイング）
流通
団地

★マイカー点検フェスティバル2017

N

28日㈯10：00〜17：00

至天童
至仙台

山形国際
交流プラザ

至鶴岡

アクセスMAP

山形北IC

至山寺

野呂川

Ｒ

大野目
交差点
13
山形市総合
スポーツセンター
至千歳橋

至上山
至二口橋

※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。
※エコライフやまがた2017
にフードコーナーがありま
すので、マイ箸をご持参く
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。

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、
スタンプラリーや子
ども免許証、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。
主催：山形県自動車適正管理推進協議会

★エコドライブ講習会

3階 試写室
28日㈯ 13：30〜15：30
29日㈰ ①10：30〜12：30 ②13：30〜15：30

試乗車でコースを走行した後、
エコドライブについて受講。再
度、試乗車で走行し燃費の違いを体験します。参加の記念と
して、
緑の苗木を用意しております。
（各回：20名）

★ストップ温暖化「エコカップやまがた2017」
28日㈯ 13：00〜

N

仙山交流味祭
西

イベント広場

東

やまがた新車フェスティバル

駐車場

駐車場

駐車場
南

28日

★スポGOMI大会

28日㈯ 13：30〜 場所：国際交流広場北側
対 象：どなたでも参加いただけます
参加費：無料 ※申し込みは10月26日（木）までです。

制限時間内に町のごみを拾いながら拾っ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。
「やまがた環境展2017」
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。
主催：山形県／美しい山形・最上川フォーラム
※催事内容、協賛事業は変更になる場合があります。

・29日

会場／国際交流広場
10：00〜16：00

ごみゼロやまがた
県民運動キャラクター
「ごみゼロくん」

2階 交流サロン

主催：ストップ温暖化「エコカップ やまがた2017」実行委員会

2〜4階

１階
展示場

ッグ、
マイバ
を
マイ箸 てね！
き
持って

仙山圏の野菜や果物など
旬の農産物や海産物が
ズラリと勢ぞろい！
おいしいがいっぱいの産直市に
ぜひお越しください！
！

主催：仙山交流チャレンジマーケット 協力：村山総合支庁 お問い合わせ先／事務局 tel.023-６８７-１９２５

「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。

北

国際交流広場

同時開催

29日㈰10：00〜16：00 屋外 展示場南側

主催：ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター

会場内MAP

（山形ビッグウイング）

主催 ： やまがた環境展2017実行委員会（構成：山形県、一般社団法人山形県産業廃棄物協会、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 ： ストップ温暖化「エコカップやまがた2017」実行委員会、
山形県自動車適正管理推進協議会、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、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、公益財団法人山形県みどり推進機構、
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、
日本経済新聞社山形支局、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
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 TEL023-630-2322

やまがた環境展 2017

検索

＜山形県ホームページ＞ http://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されています

協賛事業イベントも同日・同会場で開催！
10月28日㈯・29日㈰

エコライフやまがた2017
主催：山形新聞・山形放送

10月28日㈯・29日㈰

マイカー点検フェスティバル2017
主催：山形県自動車適正管理推進協議会

10月28日㈯

ストップ温暖化「エコカップやまがた2017」
主催：ストップ温暖化「エコカップ やまがた2017」実行委員会

10月28日㈯

スポGOMI大会

主催：山形県／美しい山形・最上川フォーラム

見て聞いて学べるステージイベント
28日

29日

10：15〜

省エネ川柳・標語・ポスターコンテスト＆
環境やまがた大賞表彰式・環境学習支援団体認定式・事例発表

主催：ごみゼロやまがた推進県民会議

宇宙戦隊
キュウレンジャーショー

主催：山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会・山形県

12：00〜／14：15〜

エコ サイエンスショー

【日時】
10月29日
（日）

エコにも役立つ楽しい科学実験ショー
はらはらドキドキの連続！

1回目 10：45
2回目 14：30 観覧無料

【proﬁle】
（あべ きよと）
宮城県石巻市生まれ。
サイエンスインストラ
クターとして、
身近なモノを使った、
あっと驚
く科学実験を分かりやすく紹介するサイエ
ンスショーが大好評。
ユーモアを交えた楽
Presenter
しく分かりやすいトークで、子どもから大人
先生 までサイエンスワールドに引き込んでいる。 【エコライフやまがた2017】

【場所】
1階展示場ステージ

【エコライフやまがた2017】

29日

阿部清人

28日

表彰式&試食ふるまい

ブースにて開催！
28日 11：00〜12：00
ロボコン予選大会

決勝戦

やまがた高校生ロボットコンテスト

29日
日

自動車部品を活用したごみ拾いロボットを作って
工業科のある県内11校の高校生が対決！
予選を勝ち抜いたロボットたちが
メインステージで競い合います！

29日

10：00〜

ロボット体験コーナー

主催：ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター

むね

貫田宗男トークショー
【proﬁle】
（ぬきた むねお）
1951年山口県生まれ。
株式会社ウェック・トレック勤務。
ヨーロッパ、
北米等多数登攀
（とう
はん）
。
79年、
ネパール・ダウラギリ5峰(7,618㍍)登頂。
91年春、
94年秋と2度にわたりエベ
レスト登頂に成功。
現在はフリークライミング特訓中。
イッテQ!登山部顧問として活躍。
著書
「二人のチョモランマ」
（山と溪谷社）
【エコライフやまがた2017】

28日

【proﬁle】
日本人と米国人のお笑いコンビ。
パックンはハーバード大学比較宗教学部卒、
マックンは群馬県吉井高校卒という国籍も学
歴もデコボココンビ。1997年結
成。
アメリカ人から見た日本のおか
しなところや日米のギャップ、英語
ネタが特徴。情報番組や英会話に
関する番組に出演するなど、多方
面で活躍。

29日

16：30〜

リサイクル自転車抽選会

山形大学
3Rワークショップ

一般社団法人
山形県
産業廃棄物協会

環境やエコにまつわる
さまざまなテーマで語り尽くす！

15：15〜

山形県産業廃棄物協会のブースに展示しているリサイクル自転車の中から、欲し
い自転車を選んで投票してください。両日ステージで抽選会をして、
その日にお
渡しします。
主催：一般社団法人山形県産業廃棄物協会

西
かえっこ
バザール

エコライフ
やまがた

フードコーナー

会場
レイアウト

キッチンカー

マイカー点検
フェスティバル２０１７

ＮＰＯ法人
山形県自動車公益センター

13：00〜

トークショー

お

欲しい自転車に
応募して当てよう！

29日

パックンマックン

15：15〜

た

12：15〜

エコフォトコンテスト表彰式

大会に出場した
ロボットたちを動かしてみよう！

イッテQ!登山部顧問
こと
「天国じじい」
ぬき

50 0
食
限定

試食ふるまいでは、環境に優しいリユース食器を使います。
預かり金が必要です。容器返却時に返金します。
主催：ごみゼロやまがた推進県民会議

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、㈱山形県自動車販売店リサイクルセンター 【エコライフやまがた2017】

28日

表彰式11：30〜・試食ふるまい11:45~

環境にやさしい料理レシピ

13：00〜

（１階展示場内）

おもちゃの
病院

北

南
ロボコン
（予選・体験コーナー）

客

席

ステージ

東
受付

「環境を考える」ゾーン

「エネルギーを考える」ゾーン

「リサイクル産業を知る」ゾーン

最新のエコを楽しく学べる出展ブース

ものや
うまいズが当たる
ッ
エコグ

ラリー
ズ
イ
エコク るよ！
もあ

＜1階展示場ほか＞

出展企業・団体一覧 【★＝体験型ブース】

10：05〜

ごみゼロ推進功労者表彰式

「持続的発展が可能な豊かで美しい山形県」
を目指す

28日

＜1階展示場ステージ＞

「環境を考える」ゾーン

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

環境保全推進賞受賞企業の紹介、温暖化防止に関するツール展示
山形県環境保全協議会
笑顔で省エネ県民運動の紹介、
「家庭のアクション」参加者への抽選会実施（粗品進呈）
山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会
山形県水資源保全条例等の紹介・パネル展示、
ジオラマ展示、環境教育関連DVD放映
山形県環境企画課
環境学習支援団体によるワークショップ（木工クラフト体験、動物あてクイズなど）
★ 山形県環境学習支援団体・山形県環境企画課
「やまがた森林ノミクス」
パネル展示、
なりきり森林マン試着コーナー、最新の森林作業等の紹介
★ 山形県森林協会
★ 山形県みどり自然課
やまがた緑環境税の紹介、生物多様性・狩猟文化の紹介、射撃体験コーナー、やまがた百名山の紹介
★ やまがた公益の森づくり支援センター
竹ポットのデコレーションとドングリやブナの稚樹の植え付け体験、県産木工クラフト体験
★ 山形県水大気環境課
「里の名水・やまがた百選」
のパネル展示、
ナチュラルウオーターと水道水の飲み比べ体験
★ 最上川流域下水道事業連絡協議会
下水道パネル展示、
ツマラン管実験、下水道啓発グッズ配布
鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護センター）
イヌワシの生態の紹介展示パネル、
ヒナ実物大展示
山形県健康長寿推進課 健康づくりプロジェクト推進室 受動喫煙防止に関するパネル展示、紙芝居上演、
クイズ、
バルーンアート実演・提供
テクノ・モリオカ㈱
水質管理測定機器の展示、
パネル展示、
パンフレット配布
★ 山形県環境科学研究センター
環境教室（出前講座）や環境アドバイザーの紹介、再生可能エネルギー等を利用した発電実験機の展示
東北環境開発㈱
水質浄化ブロック、浄化剤等の展示、環境学習活動の紹介
★ ごみ減量・もったいないねット山形
風呂敷の便利な使い方・リサイクル工作ワークショップ、雑がみ・食品トレー分別クイズ
山形市ごみ減量推進課
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４７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）

「エネルギーを考える」ゾーン

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

村山地域地球温暖化対策協議会
㈱タカハシ電工
日本地下水開発㈱
山形ガス㈱
㈱モス山形
★ 東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議
東北企業㈱
山形MADOショップ店会
山形県サッシ・ガラス協同組合
山形県電機商業組合
山形県エネルギー政策推進課
㈱山本製作所
★ ソーラーワールド㈱
山形市環境課

「リサイクル産業を知る」ゾーン
一般社団法人山形県産業廃棄物協会
ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター
★ 山形県循環型社会推進課・置賜総合支庁環境課
美しい山形・最上川フォーラム
山形県リサイクル認定製品ブース
㈱丹野
酒田リサイクルポート推進協議会
中間貯蔵・環境安全事業㈱北海道ＰＣＢ処理事業所
★ ㈱鍋元商店
㈱環境思考
リボーン・カーリース山形店
★ 山形県自動車適正管理推進協議会
㈱クリーンシステム
一般社団法人山形県解体工事業協会
★ ＮＰＯ北日本木材資源リサイクル協会
㈱クリーンパワー山形

太陽光発電・ＨＥＭＳなどの展示、家庭内の省エネ・創エネの紹介
家庭の省エネ・創エネ器具の実物展示、太陽光発電モジュール・家庭用蓄電池・LED照明の提案
帯水層蓄熱・地中熱利用冷暖房システム・地下水地中熱を利用した家庭用無散水消雪システム紹介
都市ガス、
ハイブリッド給湯機器PR、環境関連クイズ実施（回答者へ粗品進呈）
コケ緑化施工事例パネル展示、
コケ緑化製品の展示
子供向け省エネ体験実験、地球温暖化・節電をテーマとしたパネル展示
電気の要らない自動ドアの展示、太陽熱集熱器デモ機展示
窓、
サッシ等のパネル、商品カタログ・サンプルの展示、結露体験型実験
エコ窓についての紹介、
エコ窓のサンプル展示
新旧家電製品の展示、家電アドバイザーによる省エネPR
県内の再生可能エネルギー導入状況紹介、再エネクイズ回答者に粗品進呈
木質ペレットストーブの展示・設置例の紹介
ワークショップ、太陽電池モジュール、雨水利用システム等自然エネルギー機器の展示、事例紹介
「COOL CHOICE」賛同票の収集、
エコ住宅相談コーナー開設、
パネル等の展示

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
環境クイズに答えてバルーンアートをゲット！綿あめ・ポップコーン提供
リサイクル事業の紹介、
３Ｒ認定製品の展示、
エコフォトコンテスト展示
リサイクル工作体験、飛島グリーンツーリズムの紹介、3Rポスター・川柳入賞作品展示
スポＧＯＭＩ大会等の取り組み紹介、海岸漂着物問題クイズ（正解者へポストカード進呈）
県リサイクル認定製品展示
堆肥製造過程の紹介、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
酒田港に立地しているリサイクル関連企業・酒田港で取り扱っているリサイクル製品の紹介
ＰＣＢ廃棄物処理事業の紹介および処理方法掲示
小型家電等の解体体験、
リサイクル処理の紹介、解体されたパソコン・電話機の展示
車の二酸化炭素排出量を理解し、
その二酸化炭素を森に吸収する仕組みの紹介
リボーンカーの仕組みの紹介、
ＬＥＤライトを使用した軽キャンピングイメージカー展示
エコカーペーパークラフトの製作、子供運転免許証発行
パネル、動画を使った廃棄物の処理方法紹介、
リサイクル製品等の展示紹介
建設廃棄物の発生から処理までのパネル展示、解体処理方法の説明
木質リサイクルチップパネル・動画・サンプル品等展示
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）
の実施
パネル、動画を使った廃棄物処理やサーマルリサイクルの紹介

その他ブース

★おもちゃの病院

診察と治療（修理）
は無料

※部品交換の場合、
部品代や
材料費などは実費を頂きます。

修理できないおもちゃ ●エアガン・ガスガン・電動ガン等危険なおも
ちゃ● 浮き輪・浮き袋・プール等 ● 電 源ＡＣ
100Ｖを直接利用する形式等・ＡＣアダプター類●法的に規制のあるもの
●アンティークなおもちゃなど骨董（こっとう）的価値のあるものや人形等、
修理によって価格に変動を及ぼすもの●時計・カメラ・家電製品・テレビ
ゲーム・ＤＳ等
協力：やまがた おもちゃ病院 【エコライフやまがた2017】

★子ども免許証がもらえる！

場所：入り口ゲート側
【マイカー点検フェスティバル2017】

★新聞を使ったエコバッグづくりと
＜山形大学3Rワークショップ＞
エコアート展示
★かえっこバザール

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、
みんな
であそぼう！
【ごみゼロやまがた推進県民会議】

