
環境フェア等 協賛一覧 

令和２年度 
宮城県  『「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議フォーラム』 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

令和元年度 

（平成３１年度） 
※注…台風 19 号 
   により中止 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

丸森町大張自治運営協議会 『ゴミの分別講習会』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2019』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2019』 

栗原市  『令和元年栗原市民まつり』 

石巻市  『環境フェア 2019 いしのまき』 

多賀城市 『史都多賀城環境グルーヴフェス』 

角田市  『角田市環境フェスティバル 2019』※注 

柴田町・柴田町エコライフ推進会議 『令和元年度柴田町環境フェア』※注 

大河原町 『第 29 回おおがわらオータムフェスティバル』※注 

大崎市  『おおさき環境フェア』※注 

加美町  『加美町環境フェア』 

登米市  『登米市産業フェスティバル』 

宮城県  『「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議フォーラム』 

丸森町金山地区公衆衛生組合 『ゴミの分別講習会』 

平成３０年度 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2018』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2018』 

栗原市  『2018 栗原市民まつり』 

石巻市  『環境フェア 2018』 

蔵王町  『第 15 回蔵王産業まつり』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2018』 

角田市  『角田市環境フェスティバル 2018』 

大河原町 『第 28 回おおがわらオータムフェスティバル』 

柴田町・柴田町エコライフ推進会議 『平成 30 年度柴田町環境フェア』 

加美町  『加美町環境フェア』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生組合連合会講演会』 

登米市  『登米市産業フェスティバル』 

大崎市  『おおさき環境フェア』 

宮城県  『「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議フォーラム』 

丸森町金山地区公衆衛生組合 『ごみの分別講習会』 

平成２９年度 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2017』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2017』 

石巻市  『環境フェア 2017』 

大崎市  『おおさき環境フェア』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2017』 

角田市  『角田市環境フェスティバル 2017』 



蔵王町  『第 14 回蔵王産業まつり』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生連合会講演会』 

大河原町 『第 27 回おおがわらオータムフェスティバル』 

加美町  『加美町環境フェア』 

柴田町・柴田町エコライフ推進会議 『平成 29 年度柴田町環境フェア』 

宮城県  『なっ得！発見！みやぎ環境フォーラム』 

丸森町金山地区公衆衛生組合 『ごみの分別講習会』 

平成２８年度 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2016』 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2016』 

大和町もみじヶ丘児童館 『児童館祭り』 

栗原市  『2016 栗原市民まつり』 

多賀城市 『こどもＥＣＯレポート』 

石巻市  『環境フェア 2016』 

大崎市  『おおさき環境フェア』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2016』 

角田市  『角田市環境フェスティバル 2016』 

蔵王町  『第 13 回蔵王産業まつり』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生連合会講演会』 

加美町  『加美町環境フェア』 

大河原町 『第 26 回おおがわらオータムフェスティバル』 

柴田町・柴田町エコライフ推進会議 『平成 28 年度柴田町環境フェア』 

宮城県  『なっ得！発見！みやぎ環境フォーラム』 

平成２７年度 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2015』 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

多賀城市 『こどもＥＣＯレポート』 

栗原市  『2015 栗原市民まつり』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2015』 

石巻市  『環境フェア 2015』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2015』 

大崎市  『おおさき環境フェア』 

大河原町 『第 25 回おおがわらオータムフェスティバル』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生連合会講演会』 

蔵王町  『第 12 回蔵王産業まつり』 

角田市  『角田市環境フェスティバル 2015』 

柴田町・柴田町エコライフ推進会議 『平成 27 年度柴田町環境フェア』 

加美町  『加美町環境フェア』 

宮城県  『なっ得！発見！みやぎ環境フォーラム』 

平成２６年度 

多賀城市 『環境パネル展』 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2014』 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2014』 



平成２３年度 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2011』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生連合会講演会』 

蔵王町  『第８回蔵王町産業まつり』 

柴田町  『平成 23 年度柴田町環境フェア』 

大崎市  『環境フェア（おおさき産業フェア 2011）』 

白石市  『健康福祉まつり（環境啓発コーナー）』 

角田市  『角田市環境フォーラム』 

平成２２年度 
七ヶ浜  『しちがはま環境フェスタ』 

大崎市  『おおさき環境フェア 2010』 

石巻市  『環境フェア 2014』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2014』 

柴田町・柴田町エコライフ推進会議 『平成 26 年度柴田町環境フェア』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生連合会講演会』 

蔵王町  『第 11 回蔵王産業まつり』 

大崎市  『おおさき環境フェア』 

加美町  『加美町環境フェア』 

角田市  『角田市環境フェスティバル 2014』 

宮城県  『なっ得！発見！みやぎ環境フォーラム』 

平成２５年度 

登米市  『第７回市民活き生き健康フェスティバル』 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

亘理町  『環境フォーラム 2013』 

石巻市  『環境フェア 2013』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2013』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2013』 

加美町  『2013 加美町環境フェア』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生連合会講演会』 

蔵王町  『第 10 回蔵王産業まつり』 

角田市  『角田市環境フェスティバル 2013』 

大崎市  『おおさき環境フェア』 

柴田町  『平成 25 年度柴田町環境フェア（エコライフ推進大会）』 

平成２４年度 

登米市  『第６回市民活き生き健康フェスティバル』 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2012』 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2012』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2012』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生連合会講演会』 

柴田町エコライフ推進会議 

     『平成 24 年度柴田町環境フェア』（エコライフ推進大会） 

大崎市  『おおさき環境フェア』 

蔵王町  『第９回蔵王産業まつり』 

宮城県環境政策課 『なっ得！発見！エコフォーラム』 

角田市  『環境フォーラム』 



大和町  『まほろば夏まつり「ゴミ分別・原料及び水環境フェア」』 

南三陸町 『2010 南三陸町産業フェア』 

登米市  『第５回市民活き生き健康フェスティバル』 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2010』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2010』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2010』 

柴田町  『平成 22 年度 柴田町環境フェア』 

角田市  『環境フォーラム』 

平成２１年度 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

名取市  『みやぎレジ袋使用削減該当ＰＲ』 

多賀城市 『環境パネル展』 

南三陸町 『2009 南三陸町産業フェア』 

大崎市  『環境フェア』 

栗原市公衆衛生組合連合会 『栗原市講習衛生組合連合会総会』 

登米市  『第４回市民活き生き健康フェスティバル』 

大和町  『まほろば夏まつり「ゴミ分別・減量及び水環境フェア」』 

亘理町  『わたり環境フォーラム 2009』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2009』 

アメニティ・せんだい推進協議会 『エコフェスタ 2009』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生組合連合会講演会』 

宮城県  『環境フェア 2009～だめだっちゃ温暖化～』 

山元町公衆衛生組合連合会 『町民文化祭「公衆連のひろば」』 

角田市  『環境フォーラム』 

平成２０年度 

宮城県  『「だめだっちゃ温暖化」宮城県民会議フォーラム 2008』 

石巻市  『環境フェア 2008』 

大崎市  『環境フェア 2008』 

名取市  『環境とエネルギーに関する音楽劇』 

加美町  『2008 加美町環境フェア』 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 

南三陸町 『2008 南三陸町産業フェア』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2008』 

柴田町もったいない運動町民会議 『平成 20 年度 もったいない町民大会』 

丸森町公衆衛生組合連合会 『丸森町公衆衛生組合連合会講演会』 

平成１９年度 

登米市  『登米市民環境の日制定記念イベント』 

角田市  『レジ袋削減運動』 

柴田町  『柴田町環境フェア』 

宮城県  『宮城県ナイター～エアコン止めてフルスタ宮城で夕涼み～』 

大崎市  『環境フェア』 

利府町  『りふ環境まるごとフェア 2007』 

南三陸町 『2007 南三陸町産業フェア』 

七ヶ浜町 『しちがはま環境フェスタ』 
 


