
会議飲料ウォッチャー2017-2018 結果集計

【会議】

データ
番号

主催者名 主催者種別 会議名 開催日時 飲料提供方法 飲料の種類・容器 容器種別 容器素材

1 環境省 省庁 中央環境審議会総合政策部会 2017年10月30日 各自 ガラスのコップに紅茶 リユース
2 環境省 省庁 中央環境審議会総合政策部会 2017年12月11日 各自 陶器のカップ＆ソーサーで紅茶 リユース
3 経済産業省 省庁 第１回エネルギー情勢懇談会 2017年8月30日 各自 ペットボトルの水＋紙コップ 使い捨てｘ２ プラ、紙
4 資源エネルギー庁 省庁 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第25回会合） 2018年3月26日 各自 ペットボトルの水＋紙コップ 使い捨てＸ２ プラ、紙
5 消費者庁 省庁 第10回倫理的消費調査研究会 2017年3月2日 各自 ペットボトルの水＋紙コップ 使い捨てＸ２ プラ、紙
6 農林水産省 省庁 気候変動関連事業評価委員会 2017年3月1日 各自 カートン缶のお茶 使い捨て 紙
7 農林水産省 省庁 気候変動関連業務検討委員会 2017年11月29日 各自 カートン缶のお茶 使い捨て 紙
8 東京都、地球・人間環境フォーラム 自治体 東京都リユース食器に関する衛生管理検討会 2018年2月20日 各自 お茶＋リユースカップ リユース
9 東京都環境局資源循推進部 自治体 レジ袋削減に向けた意見交換会第２回 2018年3月28日 各自 カップ＆ソーサーでコーヒー リユース
10 東京都教育委員会 自治体 東京都立高等学校入学者選抜英語検査改善検討委員会 2017年12月14日 各自 ペットボトルのお茶にプラカップ 使い捨てＸ２ プラｘ２
11 東京都市監査委員会 自治体 第2回委員研修会 2018年1月26日 各自 ペットボトルの水 使い捨て プラ
12 東京都市監査委員会 自治体 第1回委員研修会 2017年11月17日 各自 ペットボトルのお茶 使い捨て プラ
13 武蔵野市環境部下水道課 自治体 水の学校サポーターミーティング 2018年1月27日 各自 ペットボトルの水（水道水） 使い捨て プラ
14 目黒区 自治体 自然教育園環境委員会 2017年12月6日 各自 ペットボトルの水（輸入）＋プラスチックカップ 使い捨てＸ２ プラｘ２
15 京都市環境保全活動推進協会 ＮＧＯ・民間団体 理事会 2018年3月12日 各自 湯呑+お茶 リユース

省庁 7 各自100％ 使い捨て 10
自治体 7 リユース 5

NGO・民間団体 1 <使い捨て＞
計 15 ペットボトル＋プラカップ　２

ペットボトル＋紙コップ　３
ペットボトル　３
カートン缶　２
<リユース＞
陶磁器　３
グラス　　１
リユースカップ　１

【イベント】

データ
番号

主催者名 主催者種別 イベント名 開催日時 飲料提供方法 飲料の種類・容器 容器種別 容器素材

1 環境省、地球・人間環境フォーラム 省庁 第21回環境コミュニケーション大賞 審査委員会 2018年1月18日 各自 グラス＋水、陶器のコーヒーカップ＋コーヒー リユース
2 環境省・外務省・国連広報センター 省庁 気候変動シンポジウム 「 気候変動によるリスク 」 2017年9月13日 各自 水差し又はペットボトルの水＋グラス リユース/使い捨て プラ
3 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則、環境省 省庁 続可能性を巡る21世紀の「新たな成長」に向けたシンポジウム 2018年1月31日 各自 水＋リユースカップ リユース
4 奈良市・環境首都創造ネットワーク 自治体 環境首都創造フォーラムin奈良 2017年11月20日 セルフ グラスに冷たいお茶 リユース
5 国立市社会福祉協議会 ＮＧＯ・民間団体 ひきこもり大学家族学部inくにたち 2018年2月11日 セルフ 紙パック飲料 使い捨て 紙
6 「エネルギーで地域経済をまわす」実行委員会 ＮＧＯ・民間団体 第19回市民と行政の協議会 2018年2月9日 各自 ペットボトルのお茶 使い捨て プラ
7 ＳＵＳＰＯＮ ＮＧＯ・民間団体 2020東京五輪「持続可能性運営計画第2版」に向けて」 2017年9月14日 各自 リユースカップ リユース
8 SUSPON ＮＧＯ・民間団体 第2回シンポジウム ボランティアがつくる持続可能な未来 2018年2月20日 各自 水＋リユースカップ リユース
9 SUSPON ＮＧＯ・民間団体 第2回シンポジウム ボランティアがつくる持続可能な未来 ＠京都 2018年2月26日 各自 お水＋リユースカップ リユース
10 TAMAとことん討論会実行委員会 ＮＧＯ・民間団体 第２５回TAMAとことん討論会 2018年3月17日 セルフ リユースカップにお茶等 リユース
11 ウォーターリテラシーオープンフォーラム2018実行委員会 ＮＧＯ・民間団体 ウオーターリテラシーオープンフォーラム2018 2018年3月21日 セルフ 紙コップにコーヒー、お茶等 使い捨て 紙
12 昭島まち楽会 ＮＧＯ・民間団体 「国民投票」のルールと憲法改正論議のいま 2017年12月9日 各自 湯呑のお茶 リユース
13 水Do!ネットワーク ＮＧＯ・民間団体 水Do!フォーラム2017 2017年3月16日 セルフ グラスの水、湯呑のお茶 リユース
14 水Do!ネットワーク ＮＧＯ・民間団体 水Do!フォーラム2018 2018年2月22日 セルフ グラスの水、湯呑のお茶 リユース
15 全国牛乳パックのリサイクルを考える連絡会 ＮＧＯ・民間団体 第１１回環の縁結びフォーラム 2017年11月7日 各自 紙パックのお茶 使い捨て 紙
16 富山湾海岸をきれいにする活動の会 ＮＧＯ・民間団体 第３回市民の集い 2017年10月15日 各自 ペットボトルの水 使い捨て プラ

省庁 3 各自　10 使い捨て 5
自治体 1 セルフ　６ リユース/使い捨て 1

NGO・民間団体 12 リユース 10
計 16 ＜使い捨て＞

ペットボトル　３
紙パック　２
紙コップ　１
＜リユース＞
陶磁器　4
グラス　５
リユースカップ　４


