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1．研究の背景と目的 

近年，人々の趣味や娯楽の場を提供するスポーツイ

ベント，フェスティバル，展示会のほか，環境問題を

テーマにしたイベント開催が増えている。イベントは

多数の来場者や主催者・展示者などが一堂に集うため，

人の移動や開催に伴う CO2 排出やゴミ廃棄など一時

的に大量の環境負荷が生じる。そこで，ライフサイク

ル思考に基づいてイベント開催による環境負荷を捉え

た研究（LCA）が行われているが 1,2)，その多くは大型

イベントを対象としたものである。地域行事レベルで

は，LCA分析はもとより，環境側面からの調査事例も

少なく，環境負荷低減の取り組みは明らかでない。 
本研究では、岡山県高梁市の地域行事を対象として

環境配慮の視点に立脚した取り組みの実態を明らかに

することを目的とした。岡山県の作成した環境イベン

トエコ化のマニュアルに基づき，地域行事3か所と環

境イベント行事1か所の取り組みを調査比較すること

により，イベントエコ化推進における課題を考察した。 
   

2．岡山県におけるイベントエコ化推進の施策 
 岡山県では，2008 年 3 月策定の新岡山県環境基本

計画「エコビジョン2020」において，「イベントエコ

化の推進」を重点プログラムに掲げている。この施策

に基づき，イベントエコ化のガイドラインが以下の 3
点作成されている。                
①「イベントエコマニュアル」：2007 年 12 月に岡山

県美作県民局が作成（以下，美作版）。イベントでのゴ

ミ排出の減量と持続可能な社会形成を目的とする。 
②「イベントグリーン化・岡山ルール」：2008年7月

に岡山県備中県民局が作成（以下，備中版）。イベント

でのCO2削減による低炭素社会の構築が目的である。 
③「グリーンイベントガイドラインおかやま」：2009
年 10 月に岡山県環境政策課が策定（以下，岡山版）。

②を元にイベント登録，開催結果報告等が追加された。 
 
3．研究の方法              
（1）調査対象とした地域行事 

 高梁市の伝統的行事（備中ふるさとまつり、なりわ

まつり、有漢風車フェスタ）および環境イベント（お

かやまエコ＆フードフェア）を調査対象にした。  
（2）調査方法 

 調査開始時点にあった2つのガイドライン（美作版

と備中版）から共通する28の取り組み項目を抽出し、

運営体制，交通手段，参加者への環境意識啓発，ゴミ

の分別・処理方法に関する調査項目を作成した。2009
年10 月～11 月の期間に現地調査を行い，主催者・参

加者に聞き取りを行った。 
 
4．イベントにおける環境配慮取り組みの調査結果 

地域行事の取り組み状況 調査28項目の達成状況は，

備中ふるさとまつりで11項目(40%)、なりわまつりで

9項目(30%)、有漢風車フェスタで7項目(25%)に対し、

環境イベントは22項目(80%)であった。伝統的な地域

行事は環境配慮取り組みの低いことが示唆された。 
取り組みの低かった調査項目 ①運営体制：地域行事

では，主催者が「環境責任者を置く，エコマニュアル

に従い運営する」ができていなかった。②交通手段：

主催者・参加者に公共交通手段の利用とアイドリング

ストップの呼びかけはあるが，ポスター・チラシの掲

載がなかった。無料バスが準備されたが，参加者の利

用が低かった。③参加者への環境意識啓発：行事終了

後の共同清掃活動，環境配慮体験，環境配慮取り組み

の公表とアンケートは地域行事全てになかった。④ゴ

ミの分別・処理状況：地域行事では，地域の分別ルー

ルに基づく回収箱の設置，出展者の簡易包装やリユー

ス食器の利用，参加者へのマイ箸・マイバッグの呼び

かけがなかったが，環境イベントでは実施できていた。

4 行事ともゴミステーションにスタッフの配置がない

ため，ゴミの種類表記があるにも関わらず分別が悪か

った。この背景には，マニュアルが地域の主催者に十

分伝達されず，地域に浸透していないと推察された。 
 
5．まとめ 
地域行事開催へのガイドライン導入は参加者、主催

者、出店者に適切な環境情報を伝えることで，環境配

慮行動に高い波及効果を得ることが期待される。行政

や行事の主催者はイベントエコ化の目的を明確にし，

事前の啓発と当日の積極的な働きかけが必要である。 
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－ 地域行事開催における

環境配慮ガイドラインの役割と

取り組みの現状 －

イベントの特性
一時的に，大量のエネルギー消費と廃棄物の排出

⇒ 会場周辺の環境や生態系に多大な負荷

環境配慮のイベント取り組みが重要

不特定多数の来場者や主催者・展示者などが一堂に集う 。

近年，人々の趣味や娯楽の場を提供するスポーツイベント，フ
ェスティバル，展示会，観光行事，環境イベントの開催が増加

イベント

環境イベント

地域行事 展示会

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・講演会

フェスティバル

スポーツ大会

国民1人1人の環境問題への意識の向上と地域の環境配

慮取り組みが不可欠。

「持続可能な社会」，「低炭素社会」の実現

地域内外の住民が一斉に集まる行事の場で、環境配慮取

り組みの実践や情報提示は、参加者、主催者、出店者全

体の環境啓発および環境教育の側面から，重要。

イベントエコ化の社会的ニーズ
ライフサイクル思考に基づき、イベント開催による環境

負荷を捉えた研究（LCA）が始まった。

研究の多くは大型イベントを対象としたもの。

地域行事レベルでは，環境側面からの調査事例も少

なく，環境負荷低減の取り組みは不明。

近年、地方自治体では，イベントのエコ化マニュアル

を策定，公表。

１．研究の背景

岡山県、福島県、神奈川県、静岡県、三重県、滋賀県、大阪府、

兵庫県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、大分県、沖縄県、

札幌市、福井市、つくば市、神戸市、那覇市など。

LCAによるイベントの影響評価の研究

 環境影響評価の研究事例

ゴルフトーナメント大会（1千人），開国博Y１５０（14万人）

学園祭（1万人），大型展示会（17.4万人）

 LCA研究の現状

 LCA応用による，ライフサイクル思考に基づく包括的かつ
定量的なCO2排出の把握を行うことが目的ではない。

 データベースの不足

 地球温暖化の観点から，CO2に特化したものが多い。

 廃棄物処理などの評価も必要。

自治体のイベントエコ化のマニュアルとは

取り組みの目的

 自治体が主体となる催し物が数多く開催されている。

 資源，エネルギー，廃棄物等，環境側面からの影響を減らす。

 イベント開催を通じて，環境をより良くする。

 基本的な取組事項

①運営体制の整備 ②交通手段の工夫

③参加者への環境意識啓発 ④廃棄物の発生抑制・３R
⑤省資源・省エネルギー ⑥自然環境への配慮

⑦チェックシート（PDCAサイクルによる継続的改善）
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１．岡山県におけるイベントエコ化推進の施策を調査。

２．岡山県高梁市の地域行事を中心に，環境イベントを

含めて，環境配慮の視点に立脚した取り組みの実態

を調査。

２．研究の目的と内容

地域行事開催における環境配慮取り組みのありか

たを考察。

地域行事における環境配慮行動の定着と普及

３.研究の方法

岡山県におけるイベントのエコ化マニュアルの調査

取り組み項目の分析、作成担当者からの聞き取り。

地域行事の環境配慮取り組みの調査

・調査開始時期に作成されていたイベントのエコ化マニュア

ル２つから、調査項目を作成。

・ 2009年10～11月に、イベント4か所を対象に現地調査。

1) 会場の現地確認と写真撮影、参加者への環境配慮行動の
聞き取りなど。
2）主催者に，会場の排出ゴミの処理方法，環境配慮のイベ
ントにするためのガイドライン利用状況等の聞き取り。

岡山県のイベントエコ化マニュアル

①イベントエコマニュアル

②イベントグリーン化マニュアル

③グリーンガイドラインおかやま

2008年3月，新岡山県環境基本計画「エコビジョン2020」を
策定し，重点プログラムに「イベントエコ化の推進」を掲げる。
この施策に基づき，イベントエコ化のガイドラインを作成。

2007年12月，岡山県（美作県民局）
ゴミ排出の減量と持続可能な社会形成

2008年7月，岡山県（備中県民局）

CO2削減による低炭素社会の構築

2009年10月，岡山県環境政策課。

②を進めて基本的取組事項に基づく
53の実施項目を作成

←････ 本研究の調査開始 ････→

趣 旨「各種イベントでのゴミの減量化や公共交通の利
用、騒音の抑制等、環境に配慮したイベントになるよう
に企画する。」

主催者

イベント環境責任者を決める

イベントグリーン化・岡山ルール及び

イベントエコマニュアルに従って、運営を行う

①運営体制

「イベントグリーン化・岡山ルール」、「イベントエコマニュ

アル」の両マニュアルから，４区分の共通項目を抽出。

①運営体制 ③参加者への環境意識の啓発，

②交通手段 ④廃棄物処理・リサイクル

調査項目の設定

自治体のマニュアル取組事項:6区分

①運営体制の整備 ②交通手段の工夫

③参加者への環境意識啓発 ④廃棄物の発生抑制・３R
⑤省資源・省エネルギー ⑥自然環境への配慮

⑦チェックシート

②交通手段

主催者

公共交通機関での参加者には特典を設ける

徒歩・自転車・公共交通機関での来場を促すものをポ

スターやチラシに掲載

スタッフの移動も徒歩・自転車・乗り合わせを徹底する

駐車場では、看板などでアイドリング・ストップを呼びか

ける

環境配慮型駐車場の設置 [区分例：1）エコカー 2）乗

り合わせ3人以上 3）乗り合わせ3人未満]

参加者
できるだけ徒歩・自転車・公共交通を使う

駐車場でアイドリングしない

主催者

環境に配慮したイベントであることをポスター、チラシ明
記し、積極的にPRする

環境配慮の実施結果を公表する

参加者自らが環境への配慮を体験できるようにする

イベント終了後に参加者や出店関係者と共同で清掃活
動を実施する

環境配慮についての参加者アンケートを実施する

環境配慮の取り組みを会場内の掲示等によって参加者
に伝え協力を求める

参加者
積極的に清掃に参加しエコイベントであることを理解する

ポイ捨て防止のため歩きタバコを「禁止」する

③参加者への環境意識の啓発
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主
催
者

分別回収ボックスを設置し、市町村のルールに従い分別する

ゴミステーションにはスタッフを配置し、分別指導を行う

出店者には、簡易包装を義務づける

飲食に使用する容器は、デポジット制を導入しリユース食器を
販売者に義務づける

参加者にゴミの持ち帰りを求める

食べ残しなどの生ゴミは環境に負荷がかからないよう処理する

マイ箸、マイバック、マイ水筒などの持参を呼びかける

看板、パネル等の資材は既存のものを活用し再使用を図る

カン、ビン、ペットボトル、パック類、割り箸は分別しリサイ
クルする

参加
者

マイ箸、マイバック等を持参し、できるだけゴミを増やさない
ようにする

ゴミは会場のゴミステーションに捨てる

④廃棄物の発生抑制・３R 調査対象とした地域行事

区分 No.
イベント名
(参加者数)

参加者 イベントの内容 出展者

伝統的な
地域行事

1
備中ふるさと

まつり
約1000人 ・ステージイベント

・地元特産品，農産物
の販売コーナー

・弁当・食べ物の
販売コーナー

・展示，体験，相談
コーナー

・地域コミュニティ
・商工会議所
・中学生と

保護者
・露天商

2
なりわ
まつり

約500人

3
有漢風車

フェスタ
約1000人

環境
イベント

4
おかやま

エコ&フード
フェア2009

約2000人

・電気自動車の紹介
や環境保全の体験

・環境活動の発表や
関連商品ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・地域特産品，農産物
，弁当等の販売

・地域コミュニティ
・自治体
・企業，NPO
・高校
・露天商

②なりわまつり①備中ふるさとまつり

調査対象：①地域行事

③有漢風車フェスタ
う か ん

・ステージイベント

・地元特産品，農産物の

販売コーナー

・弁当・食べ物の

販売コーナー

・展示，体験，相談ｺｰﾅｰ

・地域コミュニティ

・商工会議所

・中学生と保護者

・露天商

出展者

イベント内容
約1000人 約500人

約1000人

④おかやまエコ&フードフェスタ

調査対象：②環境イベント

出展者

イベント内容

・地域コミュニティ
・自治体
・企業，NPO
・高校
・露天商

・電気自動車の紹介

・環境保全の体験

・環境活動の発表

・関連商品ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・地域特産品，農産物

弁当等の販売

約2000人

環境イベント

シャトルバスの運行
有漢風車ﾌｪｽﾀ

集合場所～会場：活用度大

最寄りのJR駅～会場：活用度低い
会場に大
型駐車場
を付帯！

会場狭く，
乗り入れ
を禁止！

環境イベント：リユース食器の呼びかけ

食器返却で100円返却を表示
リユース食器の啓発

看板
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①なりわまつり

②備中
ふるさとまつり

燃えるゴミ，PET，燃えないゴミ，
空きビン，プラスチックの分別箱

休憩所のﾋﾞﾆｰﾙ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの回収袋

出展者のゴミ回収袋

地域行事：ゴミ分別状況 ③有漢風車フェスタ
う か ん

休憩所にカップ容器回収
の袋を設置

トイレ横に６種類の分別

ゴミ箱を設置するが、ス

タッフが常駐せず。

燃えるゴミ、燃えないゴミ

カン、ビン、PET、トレー

「ペットボトル」の
ゴミ箱に缶類が混入
していた。

缶類のゴミ箱に焼き
そばのプラスチック
の容器が混入して
いた。

7種類の分別箱を設置

汁物

PETに
ビン！

燃える
ゴミ？

燃えない
ゴミ？

割りばし

ビンに
雑ゴミ！

缶類

環境イベント：ゴミ分別状況

運営体制
・伝統的な地域行事では，イベント責任者の設置お
よびマニュアルの利用が全くなかった。
（聞き取り：ゴミ処理に関する担当者のみ）

交通手段
・伝統的な地域行事で、公共交通の利用を促す取り
組みが全くできていなかった。

・環境イベントは会場までのシャトルバスがあった
が，利用率がかなり低かった。

・「公共交通機関での参加者に特典を設ける、環境
配慮型駐車場の設置」は全ての行事でできていな
かった。

調査結果の概要
環境配慮ができていない取り組みー1

参加者への環境意識の啓発

・参加者や出店者との共同清掃の実施は全ての行事で
できていなかった。

・伝統的な地域行事で，環境配慮の実施結果や参加者
への環境配慮の体験の提供、参加者アンケートの実
施ができていなかった。

・環境に配慮したイベントのPR、環境配慮の取り組み
を会場内に掲示は，環境イベントと1つの地域行事を
のぞき，できていなかった。

調査結果の概要
環境配慮ができていない取り組みー2
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廃棄物抑制
・会場となる市町村のルールに従った分別回収ボック
スの設置は1つの地域行事を除いて、できていた。
（出展者の持ち帰りとし，ゴミ箱を設置せず）

・ゴミステーションにスタッフを配置し分別指導は，
見回り程度（2つの地域行事）か不在（環境イベン
ト）であった。⇒ 参加者の適正なゴミ分別が悪い。

リサイクル
・伝統的な地域行事で，出店者に対し簡易包装の義務
づけ，デポジット制の導入、マイ箸・マイバック・
マイコップの持参の呼びかけができていなかった。
参加者のマイバッグ持参はごく一部であった。

調査結果の概要
環境配慮ができていない取り組みー3

環境配慮取り組み28項目の実施率
地域行事のとり組み

率は4割以下！

6.ま と め
エコマニュアルの存在を知らない（伝統的地域行事）。

行政と主催間で情報交換，環境配慮を進める体制の組
織作り，取り組みチェックが必要。

交通手段の工夫が低い。

効率的交通手段の提案や得点を設け情報提供を図る。

参加者の環境配慮に対する意識が低い。

環境配慮の取り組みを事前情報や会場内の掲示などで，
出展者・参加者に伝え協力を求めることが必要。

ゴミ削減とリサイクルが徹底されていない。

出展者や参加者に，簡易包装・リユース，ゴミ持ち帰
り，分別回収への協力を促す手段（事前案内や放送，ス
タッフ配置）が必要。

調査結果から見えた課題

1人1人の環境配慮取り組みが地域を変える！

伝統的な地域行事 環境ｲﾍﾞﾝﾄ

取り組みの区分 項目数 備中ふる
さとまつり

なりわ
まつり

有漢風
車ﾌｪｽﾀ

おかやまｴｺ
＆ﾌｰﾄﾞﾌｪｽ
ﾀ

運営体制 2項目 0 0 0 100

交通手段 7項目 43 57 43 57 
参加者への環境
意識の啓発 8項目 25 38 13 88
廃棄部処理・リサ
イクル 11項目 55 9 36 73 

取り組み全体 28項目 39 31 29 75

環境配慮取り組みの実施率（%）
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