出展企業・団体一覧
再生可能エネルギー・省エネ・温暖化対策ゾーン

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

〜来て、見て、触れて、楽しく学ぼう

株式会社モス山形

建物の屋根や壁の緑化資材（コケボート、コケマット、ユニットトレー）の紹介、模型展示

株式会社ＭＹスタイル新光住宅

熱交換塗料（タフコート）の紹介、一般塗料を塗った物との表面温度差を実演比較

山形ガス株式会社

エネファーム・エコウィル・ソラモの紹介、天然ガス等のクイズ実施（回答者へ粗品進呈）

エナーテック株式会社

水冷式ヒートポンプの実物、水熱源ヒートポンプの仕組みを紹介

株式会社山本製作所

木質ペレットストーブの展示

株式会社多勢丸中製作所

充電式蓄電池「ためまるくん」
（非常用・ポータブル電源）によるソーラー発電等の実演

村山地域地球温暖化対策協議会

太陽光発電・エネファーム・蓄電池・ＨＥＭＳなどの展示、家庭内の省エネ・創エネの紹介

株式会社エスパワー

太陽光発電の設置事例の紹介、太陽電池パネル製造工程の放映

山形酸素株式会社

太陽光発電システムの紹介、蓄電システム原寸大模型の展示、発電モニターの実演

株式会社タカハシ電工

太陽光パネル展示、太陽光発電モジュールによる発電実演

エネルギーシフトヤマガタ

勉強会等の活動状況、太陽光発電システム「やまがた屋根ともソーラー」の紹介

ソーラーワールド株式会社

太陽電池モジュール・雨水利用システム・ソーラークッカー・蓄電池付独立電源システム展示

環境活動・啓発・体験ゾーン

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を行います

山形県環境企画課

山形県水資源保全条例・第１４回環境やまがた大賞受賞団体の紹介

山形県環境学習支援団体

環境学習支援団体によるワークショップ（ウッドクラフト、食品トレー成型体験）

ＮＰＯ環境Ｕ−ネットやまがた

河川や湖沼の浄化活動状況、学校プール清掃活動への支援協力状況を紹介

ごみ減量・もったいないねット山形、山形市

雑がみ・食品トレー分別クイズ、風呂敷の使い方紹介、えこぬりえコーナー

山形県環境科学研究センター

発電ミニチュアを使って再生可能エネルギーと枯渇性エネルギーのメリットデメリットを紹介

山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会

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）

住まいの温暖化対策やまがた協議会

エコ住宅等と「住宅のエコアドバイス」の紹介、
「家庭のエコ診断（うちエコ診断）」の実施

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

やまがた公益の森づくり支援センター

絆の森活動の紹介、どんぐりのストラップのクラフト製作

山形県みどり自然課

やまがた緑環境税の紹介
生物多様性に関する展示

第３８回全国育樹祭山形県実行委員会

平成２６年秋開催予定の第３８回全国育樹祭行事の紹介※可愛いシールを進呈（先着順）

山形県エネルギー政策推進課

山形県エネルギー戦略に基づく、再生可能エネルギー導入の取組みを紹介

山形県水大気環境課

Ｐ．Ｍ２．５等による県内の大気汚染状況の紹介、悪臭原因物質のにおいの違いを体験

美しい山形・最上川フォーラム

簡易水質検査機材等での河川水質測定体験、
「水辺診断書」の作成や取組みの紹介

山形県教育庁国体推進課

平成２６年２月開催予定の「やまがた樹氷国体」
・
「樹氷の魅力と危機」の紹介

環境技術・３Ｒ産業ゾーン

環境に配慮した３Ｒ関連製品や環境技術の展示、イベント・体験が満載の「やまがた環境展
2013」
。
３Ｒや地球温暖化対策、自然との共生、再生可能エネルギーに関することを学び、循環
型・低炭素社会の実現をみんなでめざしませんか。
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山形県みどり自然課

県リサイクル認定製品「エコたいひ」の展示、効果的な使い方の紹介、サンプルの贈呈

酒田リサイクルポート推進協議会

酒田リサイクルポートの概要紹介、酒田港で取り扱っているリサイクル製品等の展示

山形県最上総合支庁環境課

山形のうまいものが当たる！

県リサイクル認定製品、ごみゼロやまがたキャンペーン活動、生ゴミ水切りアイデアの紹介

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製作、子供運転免許証プレゼント、スタンプラリー抽選会（賞品進呈）

一般社団法人山形県解体工事業協会

建物解体工事に伴う建設廃棄物の発生から処理までのフローを紹介

ＮＰＯ北日本木材資源リサイクル協会

廃棄物（木くず）から木質チップ、発電へ利用される過程を動画やサンプル品により紹介

提供：エコライフやまがた2013

綿あめ・ポップコーン無料提供

日時：10月26日㈯ 27日㈰
場所：１階展示場 一般社団法人 山形県産業廃棄物協会ブース

株式会社クリーンシステム

プロジェクターの動画により、産業廃棄物がどうリサイクルされるのかをわかりやすく説明

渡辺塗料産業㈱・㈱環境フロント・サーヴ

鋳鉄製パネル枠、多自然型工法の紹介展示（県建設やまがた県産技術登録技術認定）

山形県置賜総合支庁環境課

平成２５年度廃棄物適正処理・３Ｒポスター入賞作品展示、不法投棄防止啓発活動写真展示

エコフォト
コンテスト

山形県自動車
公益センター

高校生環境
ものづくり
発表会

南

エコライフ
やまがた
環境技術・
３Ｒ産業
ゾーン

日時：10月26日㈯ 11：30〜
場所：１階展示場ステージ

かえっこ
バザール

主催：ごみゼロやまがた県民大会

山形ビッグウイング
流通
団地

北

N

山形北IC

野呂川

至山寺

子供免許証がもらえる
日時：10月26日㈯ 27日㈰
場所：１階展示場 入口ゲート

10月27日㈰

環境にやさしいクッキング講座

10月27日㈰

主催：山形県（事務局：山形県循環型社会推進課）

ストップ温暖化「エコカップやまがた2013」 10月26日㈯
主催：ストップ温暖化「エコカップ やまがた2013」実行委員会

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

エコライフやまがた2013
エコカー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

エコドライブ講習会

主催：NPO法人山形県自動車公益センター

環境ビジネス商談会 in 山形

11月6日㈬開催

Ｒ

受付

高校生環境ものづくり発表会

※限定でない場合でも、数に限りがありますので
無くなり次第終了とさせていただきます。
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東

主催：ごみゼロやまがた推進県民会議（事務局：山形県循環型社会推進課）

◎会場／山形県高度技術研究開発センター
（日時・会場別）
主催：山形県（事務局：山形県循環型社会推進課）

主催：マイカー点検フェスティバル

大野目
交差点

ステージ

展示コーナー

ごみゼロやまがた県民大会

主催：山形新聞・山形放送

日時：10月26日㈯ 27日㈰
場所：１階展示場 一般社団法人 山形県産業廃棄物協会ブース

至天童

至鶴岡

エコライフ
やまがた

環境活動・
啓発・体験
ゾーン

環 境に優しいリユース食 器 を 使 います。
10 0 円のデポジット（保 証 金）が 必 要 で
す。食器の返却で100円をお返しします。

バルーンアートをゲット！

東北
芸術工科
大学

再生可能エネルギー・省エネ・温暖化対策
ゾーン
山形県
環境活動・
環境保全 啓発・体験
協議会
ゾーン

500食限定

環境クイズに答えて

至仙台

環境活動・啓発・体験
ゾーン

いも煮ふるまい

マイバッグ、マイ箸
持参で参加してね
山形県
産業廃棄物
協会

協賛事業（同時開催）

主催：山形県（事務局：山形県循環型社会推進課）

廃木材から作るウッドクラフト体験コーナー

山形県
消費生活
団体連絡
協議会

エコクイズラリー

日時：10月26日㈯ 27日㈰
場所：１階展示場・屋外イベント広場

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

西

27日 10：00〜16：00

100名様限定

提供：エコライフやまがた2013

山形県循環型社会推進課

1階展示場レイアウト

26日 10：00〜17：00

日時：10月26日㈯10：00〜 27日㈰10：00〜
場所：１階展示場 入口ゲート

「食品トレーリサイクル新庄方式」
「木質バイオマス資源活用」等の活動や取組みの紹介

入場
無料

27㈰ 山形国際交流プラザ［山形ビッグウイング］

来場者先着プレゼント！

３Ｒ関連の技術やリサイクル製品などを紹介します

株式会社丹野

小型家電回収

エコな衣・食・住・遊〜

ごみゼロやまがた県民運動
キャラクター「ごみゼロくん」

山形市総合
スポーツセンター
至千歳橋

至二口橋

※資料等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2013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。
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

至上山

主催 ： やまがた環境展2013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）
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、
山形市、
山形市教育委員会、
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、読売新聞東京本社山形支局、
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、
山形新聞・山形放送、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
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 2013

検索

＜山形県ホームページ＞ http://www.pref.yamagata.jp/

