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令和４年度大都市減量化・資源化
共同キャンペーン

10月1日（土）～
10月31日（月）

大阪市内 　国が定める3 R推進月間である１０月に、１７政
令指定都市及び東京２３特別区と連携して「大都
市減量化・資源化共同キャンペーン」として、オリ
ジナルポスターとオリジナル啓発用グッズを使用
した啓発を実施します。
　この事業は、ごみの減量化・資源化の推進は
継続的に取り組まなければいけないとの共通認
識に基づき、大都市が連携して「ごみの減量化・
資源化」に対する市民・事業者の意識啓発を図
ることを目的として平成４年度から実施している
事業で、本年度で３１回目となります。
【ポスターの主な掲出場所】
大阪市役所、各区役所、各大阪市立小学校、各
大阪市立中学校、各市立図書館　等
【オリジナル啓発用グッズ】
キャンペーン後も、環境局が開催するごみ減量・
リサイクルに関するイベント等において配布

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kank
yo/0000579592.html

大阪市環境局事業部
家庭ごみ減量課

電話：06-6630-3258

東淀川区ガレージセール 10月30日（日） 大阪市東北環境事業センター 市民の皆さんに、ものを大切にする意識と、ごみ
減量、３Ｒの意識を高めていただくために、ご家
庭でまだ使えるものをごみとせず、必要な人に
譲っていただくリユースの取組として、ガレージ
セールを開催しています。

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/00
00575156.html

大阪市環境局事業部
東北環境事業センター

電話：06-6323-3511

ごみ減量フェスティバル
ガレージセール・イン・OSAKA　TOWN

11月3日（木・祝） 大阪城公園　太陽の広場 　本市においては、平成21年度から10月を「ごみ
減量強化月間」と設定し、資源の有効利用や３Ｒ
の推進、また、環境に関する様々な取組やイベン
トを行い、市民のみなさんがごみ減量において意
識の高揚を図り、具体的な取組みの実践を促進
していくこととしています。
　本イベントでは、資源の有効利用や３Ｒについ
て、市民・事業者・NPOを はじめとする多くの
方々がそれぞれの立場でこれらの課題に取り組
んでいることを広く市民に知っていただき、来場
者がごみ減量において意識の高揚を図り、具体
的な行動につながるきっかけとなるよう開催して
います。

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/00
00509277.html

大阪市環境局事業部
家庭ごみ減量課

電話：06-6630-3259

ECO縁日2022 11月12日（土） 花博記念公園鶴見緑地内
（中央噴水広場/花博記念ホール/なにわECOス
クエア/自然体験観察園）

　ECO縁日は、都市に生活する人々が、人と自
然、生活と環境の関わりを考え、体験していただ
くことで環境保全に関する知識を深め、行動に結
びつけることを目的としており、今年で25回目を
迎えます。
　「市民がECOと縁を結ぶ一日」をメインテーマと
し、参加者が環境団体やその活動、環境問題と
縁を結ぶイベントになることをめざして、市民のみ
なさんに一人ひとりの暮らしや経済活動が、地球
環境、さらには「SDGs達成」につながっていること
を発信していきます。

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/00
00581296.html

大阪市環境局環境施策部
環境施策課

電話：06-6630-3491

ガレージセール in ひらの～多世代交流～ 11月13日（日） コミュニティプラザ平野 　市民の皆さんに、ものを大切にする意識と、ご
み減量、３Ｒの意識を高めていただくために、ご
家庭でまだ使えるものをごみとせず、必要な人に
譲っていただくリユースの取組として、ガレージ
セールを開催しています。

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/00
00576497.html

大阪市環境局事業部
東南環境事業センター

電話：06-6700-1750

令和４年度　３Ｒ推進月間に関連した市町村の取組み（10月～11月）
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令和４年度　３Ｒ推進月間に関連した市町村の取組み（10月～11月）

順番につれてって！プロジェクト 10月3日（月）～
11月30日（水）

市内食品スーパー協力店舗 　食品スーパーでの食品ロスを削減することを目
的に、残り期限の短い見切り品の割引シールを
集めて応募するとエコグッズが当たる取組を実施
する。

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/go
mi_recy/recycle/syokuhinrosu/tsuretette.htm
l

堺市環境局環境事業部
資源循環推進課

電話：072-228-7479
ごみ減量ポスター展 10月3日（月）～

10月17日（月）
堺市役所高層館1階 　ごみの減量化・リサイクル、及び食品ロス削減

月間にあわせ啓発パネルの展示
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/go
mi_recy/recycle/poster/index.html

ごみ減量4R大作戦×SDGs 11月5日（土） イオンモール堺鉄砲町 　プラスチック削減、食品や衣服ロスの削減に係
るワークショップやパネル展示会を実施。

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/sdgs
/sdge_event/4R_fest.html

オンラインで納得！知っトク！食ロス削減講座 11月8日（火） オンライン 　食品ロスについて、堺市のごみ処理の現状や
家庭で簡単に取り組める食品ロスの削減方法
を、買い物や調理などの日常の場面ごとにオンラ
イン配信で紹介します。

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/go
mi_recy/recycle/syokuhinrosu/syokuhinrosus
akugennoonline.html

てまえどりキャンペーン 10月中 市内の食品スーパー等 　本市作成のポスターやポップの掲示ほか店内
アナウンスを実施し、食品ロス削減を啓発しま
す。

※市ホームページにて、啓発資材の無料ダウン
ロード可

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/g
omi_risaikuru_bika/genryou_recycle/temaedori
.html

豊中市環境部
減量計画課

電話：06-6858-2279

わがまちクリーン大作戦
（市内一斉清掃活動）

11月27日（日） 市内 　西宮市・尼崎市・豊中市・吹田市のNATS4市で
作成した共通デザインの地域清掃用ごみ袋を使
用して、市内を一斉に清掃することで、プラスチッ
クごみの削減の啓発と環境美化意識の向上を図
ります。

豊中市環境部
美化推進課

電話：06-6858-2299

ごみゼロウォーク 11月12日（土） 万博公園外周 　グループに分かれて、万博公園外周を楽しく
ウォーキングしながら、ごみを回収し、ごみ減量と
３Rについて考えます。集めたごみは計量・分析
します。

http://www.kurukuru-plaza.jp/ 吹田市資源リサイクルセンター
（くるくるプラザ）

電話：06-6877-5300

わがまちクリーン大作戦 11月27日（日） 吹田市内全域 　市民、大学、事業者、吹田市で同一日に一斉に
清掃することで、美しくすみよいまちづくりをめざ
すとともに、環境美化の啓発を図る。

吹田市環境部
環境政策室

電話：06-6384-1361

「食品ロス」パネル展 10月24日（月）～
11月4日（金）

市役所1階ロビー 　食品ロスに関するパネル展示を実施する。 泉大津市都市政策部
環境課

電話：0725-33-1131(代表)

スポGOMI大会2022inいずみおおつ 11月27日（日） 東雲公園（市役所隣り） 　ごみ拾い活動及びプラスチックごみの減量を目
標とした呼びかけをするとともに、次世代に海洋
ごみ問題を身近なものとして考えてもらえるよう
ごみ拾いとスポーツを融合したイベンを実施す
る。

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosis
eisakubu/kankyouka/ibento/1577073995957.
html

泉大津市

電話：0725-33-1131（代表）

茨木市

いばらき環境フェア2022 11月19日（土）、
20日（日）

茨木市市民総合センター
（クリエイトセンター）2階
茨木市駅前4丁目6-16

　セミナー、ステージ（ミュージカル）、各種ワーク
ショップ（工作等）、各種展示、フードドライブ、不
用品交換会、小型家電回収　等（詳細は未確定）

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangy
o/kankyos/event/50962.html

茨木市産業環境部
環境政策課
電話：072－620-1644
資源循環課
電話：072－620-1814
環境事業課
電話：072－634-0351

泉大津市

吹田市

堺市環境事業部
資源循環推進課

電話：072-228-7479堺市

豊中市
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令和４年度　３Ｒ推進月間に関連した市町村の取組み（10月～11月）

食品ロス削減啓発パネル展 10月27日（木）～
11月1日（火）

摂津市立コミュニティプラザ 　食品ロス削減にを通じて、SDGｓ持続可能な社
会の実現に向けた取組を考えます。

摂津市生活環境部
環境業務課

電話：072-634-0210

第6回フードドライブ 10月29日（土）～
10月31日（月）

・摂津市立コミュニティプラザ1階ロビー
・摂津市立別府コミュニティセンター
　１階ロビー
・摂津市立公民館
　（安威川・千里丘・味生・新鳥飼・鳥飼東）
・摂津市役所（31日のみ）
・摂津市社会福祉協議会（31日のみ）
・摂津市商工会（31日のみ）

　ご家庭や事業所で眠っている食品等を持ち
寄ってもらい、フードバンクや社会福祉協議会を
通じて子ども食堂や生活困窮者世帯へ寄付する
活動です。

摂津市生活環境部
環境業務課

電話：072-634-0210

環境フェスティバル2022
～SDGs私たちができること～

11月13日（日） 摂津市立コミュニティプラザ 　様々な世代が参加・交流し地域の「つながり・
絆」を深める。

摂津市生活環境部
環境政策課

電話：06-6383-1364

第38回摂津市ごみ減量化・環境絵画展 11月15日（火）～
11月28日（月）

・摂津市立コミュニティプラザ1階
　エントランスホール
　11月15日（火）～21日（月）

・摂津市立別府コミュニティセンター1階
　エントランスホール
　11月22日（火）～28日（月）

　小学校のみなさんに、環境美化や３Rについて
の関心と理解を深めてもらい、各家庭でもごみ減
量化・分別や環境にやさしい生活などに積極的
に取り組んでいただくきっかけになることを目的と
しています。

摂津市生活環境部
環境業務課

電話：072-634-0210

熊取町

環境フェスティバル 11月20日（日） 煉瓦館 　地球全体で渦巻いている深刻な環境問題を環
境フェスティバルを通じて、４R〈ごみを受け入れ
ない（リフューズ）、ごみをへらす（リデュース）、も
う一度使う（リユース）、原料に戻して新しものを
作る（リサイクル）〉を考える。

熊取町住民部
環境課

電話：072-452-6097

泉北環境整備
施設組合

泉北環境クリーンフェスティバル 11月20日（日） 泉北クリーンセンター 　施設を一般開放し、施設見学やダンスステー
ジ、幼稚園児の演奏や合唱、特産品販売、各種
団体活動展示等を行っている。

http://senbokukankyo-
ichikumi.org/index.html

泉北環境整備施設組合
環境部
資源循環型社会推進課

電話：0725-41-2030

摂津市
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