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１．求められる環境配慮の意識と行動 

地球規模では温暖化問題，資源エネルギーの枯渇，世界の人口増加，食糧危機など喫緊の課題

を始め，身近なところでは東日本大震災による環境破壊と経済問題に直面している。今，国民ひ

とりひとりの環境配慮意識の向上と環境配慮取り組みが一層求められている。 

ここでは，高梁地域の祭りの調査事例を交えながら，地域行事等のイベントをとおして出来る

環境配慮取り組みについて，まちづくりの視点で考えてみる。 

 

２．最近のイベントエコ化の動き 

 スポーツ大会，フェスティバル，博覧会，展示会などの大型イベントは多数の来場者や主催者

が一堂に集う。一時的ではあるが，人の移動や開催に伴う二酸化炭素排出やゴミ廃棄など大量の

環境負荷が生じる。「持続可能な社会，低炭素生活」に向けて，資源，エネルギー，廃棄物など

の環境側面からの影響を減らし，イベント開催を通じて環境をより良くする方策に，イベントの

エコ化がある。企業や自治体が取り組むなかで，岡山県でも 2007 年のイベントエコマニュアル

の作成（美作県民局），2008 年のイベントグリーン化・岡山ルール（備中県民局），2009 年の

グリーンガイドラインおかやまと順次策定され，イベント行事のエコ化が進められている。 

 

３．イベントで排出される環境負荷 

 イベントの実施に際し，環境影響評価を二酸化炭素の排出量で試算した事例がある。 

大型展示会であるエコプロダクツ 2008（出展 758 社，来場者 173,913 人）では，二酸化炭素の

総排出量 4,723 ㌧のうち，出展者 54%，来場者 30%，主催者 15%を占めた。2009 年に開催され

た開国博 Y150（出展団体 182，来場者数 142,029）では，二酸化炭素の総排出量は 1774 ㌧で，

主催者が 45%，来場者が 38%を占めた。 

【参考】１人１日の平均 CO2 排出量：６kg，ガソリン１L の CO2 排出量：2.3kg 

 

４．高梁の主な祭りのイベント（2008～2009 年度） 

地域 事  業  名 

高梁 備中たかはし松山踊り（数万人），高梁お城まつり，わくわく子どもフェスタ 21， 
スクリーンフェスティバルイン高梁（300），愛らぶ高梁ふれあい広場（1,500） 
童謡まつりｲﾝ高梁（1,500） 

有漢 風車フェスタ（1,500），納涼祭（2,000），風車コンサート 

成羽 成羽愛宕大花火（50000），なりわ祭り（500） 

川上 川上ふるさと物産祭り，マンガ絵ぶたまつり（12,000），弥高四季さいさい祭(5,420) 

備中 備中ふるさと祭り(1000)，夏祭り in 西山高原，長谷ホタルまつり 

   括弧内の数値は参加者数の分かったもの。地域全体で，年間 14 万人前後の参加があると推定。 
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５．地域イベントの調査事例 

2009 年に高梁地域の 3 か所の祭りと比較対象のための環境イベント（岡山県主催）に参加し，

運営体制，交通手段，参加者への意識啓発，ゴミ分別・処理法などを調査した。 

環境配慮取り組み 28 項目の実施率をみると，地域行事で 4 割以下に対して，環境イベントは 7

割を超えていた。 

 

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&フードフェスタ 

   

 

６．まとめ 

環境に対する影響をできるだけ抑えて様々な地域イベントを実施することは，参加者，主催者，

出店者全体の責任である。特に，まちづくり，地域づくりの立場から，イベントにおける環境配

慮取り組みの実践や環境情報の提示は，特色あるまちづくりと環境教育の側面から重要であろう。  

地域内外から多数の人々が一斉に集まる地域イベントでは，娯楽や観光の場を提供するだけで

なく，将来の世代の環境意識や環境配慮行動を育成することも，環境指導者に課せられた役割と

いえよう。 
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まちづくりの視点から考える，
地域行事の環境配慮のあり方

2011/11/28（月）13:30～

環境衛生指導者研修会（備中ブロック）

吉備国際大学 国際環境経営学部

小田 淳子

2

現在の社会情勢

地球規模では，温暖化問題，資源エネルギーの
枯渇，世界の人口増加，食糧危機，経済不況な
ど，喫緊の課題が山積みである。
身近なところでは，本年3月11日に起こった東北
地方を中心とする東日本大震災によって，日本
は壊滅的な被害を受け，多くの緊急課題に直面
している。

環境破壊
エネルギー問題
放射能汚染
食の安全の揺らぎ
経済問題

3月11日 21:30

3

環境配慮の意識と行動

地球規模の環境問題の対応に向けて，大量生産，
大量消費，大量廃棄の社会からの脱却を目指し，
「持続可能な社会」，「循環型社会」，「低炭素社
会」の構築ということが言われて久しい。

今年3月の災害を契機に，極めて身近な緊急の課
題に対して，東日本だけでなく日本全体で（岡山を
含めて），ひとりひとりの環境に配慮する取り組み
が強く求められている。

高梁地域の祭りという地域行事をとおして出来る
環境配慮の取り組みについて，まちづくりの視点
から，考えてみる。

4

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

イベントのエコ化 ･･･ 近年の動き

5

イベントのエコ化マニュアル

近年、地方自治体はイベントのエコ化マニュアルを策定，公表

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。

∬マニュアルを策定
している自治体∬

6

イベントエコ化取り組みの目的

• 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グリーンイベントガイドラインおかやま

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

2008年10月に，高梁地域のイベント行事を調査，①②を活用。

岡山県のイベントのエコ化マニュアル

2008年3月に策定の新岡山県環境基本計画「エコビジョン
2020」で，重点プログラムに「イベントエコ化の推進」を掲げる。
これに基づき，イベントエコ化のガイドラインが作成された。

ゴミの減量化や公共交通の利用，騒音の抑制等で，環境に配
慮したイベントになるよう企画することがねらい 。

8

本日の研修会の取り組み

グリーンイベントガイドラインおかやまに登録され，
取り組み39項目が計画されている。

グリーンイベント

マークの使用例

9

イベントで排出される環境負荷の試算例

出展者,
2,552
54%

会場, 50,
1%主催者,

704
 15%

来場者,
1,417
 30%

2009年開催の開国博Y150
（出展団体182，来場者数142,029）

エコプロダクツ2008
（出展758社，来場者数173,913人）

0

200

400

600

800

1000

1200

主催者 会場 出展者 来場者

イベント全体のCO2排出量
1,734トン

45% 38%

イベント全体のCO2排出量
4,723トン

30%

54%

主催者（左）または出展者（右）は50%前後，来場者が30～40%の
環境負荷割合を占めている。

会場設営
撤去あり

10

高梁市の主な祭りイベント (2008-2009年）

地域 まつりの名称 参加者
(人)

高梁

備中たかはし松山踊り 60,000

高梁お城まつり

わくわく子どもフェスタ21

福地ホタルまつり ？

愛らぶ高梁ふれあい広場 1,500

スクリーンフェスティバル

イン高梁
306

第23回童謡まつりｲﾝ高梁 1,338

有漢

風車コンサート

納涼祭 2,000

うかん冬のJAZZコンサート

風車フェスタ 1,500

地域 まつりの名称
参加者

(人)

成羽
成羽愛宕大花火 50,000

なりわ祭り 500

川上

川上ふるさと物産祭り

マンガ絵ぶたまつり 12,000

弥高四季さいさい祭 5,420

フラワーフルーツパーク
収穫祭

300

漫画の里太神楽& 川
合ホタル祭り

700

備中

長谷ホタルまつり

備中ふるさと祭り 1,000

夏祭りin西山高原

地域全体では,年間14万人前後の参加者があったと推定される。

11

高梁地域の
イベント／年

来場者の推定
約14万人／年

環境負荷の推定
1,700トン-CO2

223,684人／日
の排出に相当

日本の家庭部門の
CO2排出量（1人一日
あたり）：7.6kgとする

12,094世帯／月
の電力使用に相当

日本の家庭1世帯

あたりの電力使用量
283.6kWh/月とする
（2009年度ﾃﾞｰﾀ）

高梁地域の祭りイベントの環境負荷量(推定）

参
加
者
人
数
で
、
単
純
に
試
算
し
た
事
例

12

②なりわまつり①備中ふるさとまつり

環境配慮調査の対象：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
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④おかやまエコ&フードフェスタ

環境配慮調査の対象：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

14

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運営体制について

地域行事の調査項目

「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， ②交通手段，③参加者への環境意識の

啓発，④廃棄物処理・リサイクルについて，現地調査,
聞き取り調査を実施した。

15

②交通手段について

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

16

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について

17

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

18

環境イベント

シャトルバスの運行状況

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！

会場が狭く，
乗り入れを

禁止！
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環境イベント：リユース食器の呼びかけ

出店者が食器返却で100円を

返却する取り組みを行っていた

リユース食器の啓発

看板が設置されていた

20

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，プラスチックの高梁専用分別袋

休憩所にﾋﾞﾆｰﾙ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの回収袋を設置

出展者が設置した
自主回収のゴミ袋

地域行事：ゴミ分別状況-1

21

③有漢風車フェスタ

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

地域行事：ゴミ分別状況-2

22

「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。

23

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

区別なし

24

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
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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－２

26

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の実施が悪い。

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－３

27

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！

28

調査結果から見えた課題

エコマニュアルの存在を知らない（伝統的地域行事）。

行政と主催者の間で情報交換，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である。

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，
出展者や参加者に伝え，協力を求めることが必要である。

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
フの常時配置など）が必要である。
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地域行事の役割，提案

地域行事は，人づくりの場

• 地域で，将来を担う世代に，身の回りの環境に配慮できる
意識を育て，環境に優しい行動（環境配慮行動）ができる
人を育てること。

• 家族，仲間，地域の間の繋がり，きずなを大切にする日本
の文化，心になる。

人づくりは，まちづくり，地域づくりの場

• まちづくりとは，自分達の目の前にある問題・課題を住民
自身が主体となって解決していくこと。

• 環境を大切にする意識と行動力で，地域の生活，環境，
景観をまもり，特色ある地域づくり，まちづくりを進めよう。

30

ま と め

まちづくりは，

ひとづくり，

環境づくり，

地域づくり

である。

1人1人の環境配慮取り組みが地域を変える！
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