
 

Globally, the movement toward a carbon-neutral society by 2050 is 

accelerating. In Japan, the Expo 2025 Osaka Kansai Japan and the 2030 SDGs 

target year are also positioned as important milestone years, and consideration 

of sustainability is required even at the time of the event like this conference. 

At 3RINCs2023, we will collaborate with the “Kyoto Beyond SDGs Consortium” 

and others, aiming to manage the conference in consideration of not only 

resource circularity but also sustainability (SDGs). 

All participants are kindly requested to understand and participate. 

 

 

 

 

□ My bottle/cup □ My bag □ My chopsticks □ My cutlery 

□ Handkerchief/towel  □ Other My? ? ? 

□Amenities during your stay (toothbrush, brush, razor *Towels are also needed 

at inns with hot springs) 

□ Clothing that can adjust the temperature 

 

 

 

＜3R ＆ Resource circularity＞ 

Thoroughly avoiding single-use products and at the same time devising ways to 

utilize resources. 

１． In order to reduce plastic cases used for ID name tags, we collaborated with 

the welfare workshop to create signs (charms) made from upcycled donated 

KIMONOs. Please use it carefully even after the conference. 

How to use？ 

 

 

 

 

 

２． Water servers are installed in the venue. Please bring your “my bottle or/and 

SDGs style proposal and instruction 

Check your belongings before departure! 

At the Venue 



cup” for self-service. Also, in Japan, most tap water is drinkable. 

３． We are reducing the paper materials and novelties as much as possible. 

４． Items that are no longer needed will be collected in separate containers near 

the reception desk for proper reuse and recycling. Please cooperate to sort. 

５． Disposable tableware and cutlery will not be used at the reception. Please 

cooperate in bringing your own chopsticks and cutlery. Rental is also 

possible. 

６． Take as much as you can eat so that you don't have leftovers. Anything that 

is unavoidably thrown out will be sent to recycling, so please separate it into 

the collection box. 

<Energy Consumption & Others> 

７． Please refrain from using the air conditioning in the venue as much as 

possible. Please be able to adjust the temperature with your clothes. 

８． For the vegetables and other food at the reception, we try to procure locally 

and seasonal produced. 

９． For the marine resources at the reception, we chose “blue seafood”, which is 

said to be less depletable and delicious. 

１０． Consideration is given to respond to the selection of food according to 

religion and constitution. If you have any other concerns, please do not 

hesitate to contact us. 

 

 

 

１１． Please bring your own amenities. The Plastic Resource Recycling 

Promotion Act, which came into effect in April 2022 in Japan, requires the 

rationalization of the use of toothbrushes, razors, combs, brushes, and 

shower caps. 

１２． Tap water is drinkable in many accommodations. Please use my bottle. 

１３． Please refrain from using air conditioning and lighting as much as 

possible. 

１４． When you leave the room, be sure to turn off the TV, lights, and air 

conditioner. 

１５． In the case of consecutive nights, please avoid cleaning as much as 

possible. 

At the Accommodation 



１６． Please separate recyclables and waste. 

１７． If you notice something, please give advice as "customer's voice" etc. 

 

 

 

１８． Your choice of transportation is important. Please walk, rent a bicycle, or 

use public transportation as much as possible. 

１９． When you eat outside, please choose restaurants that 

promotes “zero food leftovers” certified by Kyoto City. 

http://sukkiri-kyoto.com/shoplist (in Japanese) 

 

２０． Please also refer to the Kyoto City 2R Action Guide 

"Shimatsu no Kokoro". 

 

English 

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/44

1/book.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１． Kyoto has many hints of sustainability backed by its 1,300-year history. 

Please enjoy learning in various ways. 

 

Others 

http://sukkiri-kyoto.com/shoplist
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/441/book.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/441/book.html


 

世界中で、2050 年炭素中立社会への展開に向けた動きが加速しています。日本では、2025 大阪・

関西万博や、2030年SDGs目標年なども、重要な区切りの年に位置付けられ、イベント時においても、

持続可能性への配慮が求められています。 

3RINCs2023 では、京都超 SDGs コンソーシアムらとも連携し、資源循環はもちろんのこと、

SDGsに配慮した会議運営を目指します。 

参加者の皆様も、是非、ご理解・ご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

□マイボトル／カップ □マイバッグ □マイ箸 □マイカトラリー □ハンカチ／タオル 

□その他のマイ？？？ 

□宿泊時のアメニティ類 （歯ブラシ、ブラシ、カミソリ ※温泉宿などは、タオルも） 

□温度調整ができる服装など 

 

 

 

 

＜3R＆資源循環＞ 

徹底して、使い捨て製品を回避すると同時に、資源を活用するための工夫を行っています。 

１． ID ネームタグのプラスチックケース削減のため、寄贈された着物をアップサイクルした目印を、福祉

作業所の皆様と連携して作りました。学会後も、是非ご愛用ください。使用例は最終頁にあります。 

２． 会場内には、ウォーターサーバーなどを設置しています。マイボトルやカップを持参いただき、セルフ

サービスでご利用ください。なお、日本では、ほとんどの水道水を、そのまま飲むことができます。 

３． 資料やノベルティの配布は、極力減らしています。 

４． 不要となったものは、受付そばの分別容器にて回収し、適切にリユース・リサイクルします。分別への

ご協力をお願いいたします。 

５． レセプションなどでは、使い捨ての食器やカトラリーを使用しません。マイ箸やマイカトラリーの持参

へのご協力をお願いいたします。貸出も可能です。 

６． 食べ残しが出ないよう、食べられる分だけとるようにしてください。どうしても出てしまったものは、

食品リサイクルに回しますので、回収 BOXへの分別をお願いいたします。 

＜エネルギー消費＆その他＞ 

７． 会場内の空調の利用は、極力控えます。服装で温度調整できるようにしてください。 

SDGs style proposal and instruction 

出発前の持ち物チェック！ 

会場内 



８． レセプションで提供する野菜などの食材は、地産地消、旬のものを調達するように心がけています。 

９． レセプションで提供する水産資源は、枯渇性が低いとされるブルーシーフードを選んでいます。 

１０． 宗教や体質による食料の選択に対応できるよう、配慮しています。その他、懸念があれば、遠慮

なくお声かけください。 

 

 

 

１１． アメニティ類をご持参ください。なお 2022 年 4 月に施行されたプラスチック資源循環促進法

では、歯ブラシ、カミソリ、くし、ブラシ、シャワーキャップについて、使用の合理化が求められていま

す。 

１２． 多くの宿泊施設で、水道水の飲用が可能です。マイボトルを活用してください。 

１３． 空調や照明の利用は、できるだけお控えください。 

１４． 部屋を出るときは、テレビや照明、空調を、必ず消すようにしてください。 

１５． 連泊の場合、できるだけ清掃不要としてください。 

１６． ごみの分別にご協力ください。 

１７． 気づいたことがあれば、「お客様の声」などとして、アドバイスするようにしてください。 

 

 

 

１８． 移動手段の選択は重要です。極力、徒歩やレンタルサイクル、公共交通機関をご利用ください。 

１９． 食事をする際には京都市が認定する「食べ残しゼロ推進店舗」を選んでください。

http://sukkiri-kyoto.com/shoplist  

２０． 京都市 2R行動ガイド「しまつのこころ得」もご参照ください。 

日本語 http://kyoto-kogomi.net/downloads/  

English 

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/441/b

ook.html 

２１． 京都には、1,300 年の歴史に裏付けされた持続可能性のヒントが多く

息づいています。是非、様々に、楽しみながら学んでください。 

 

＜着物アップサイクル目印の利用例＞ 

 

宿泊場所にて 

その他 

http://sukkiri-kyoto.com/shoplist
http://kyoto-kogomi.net/downloads/
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/441/book.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/441/book.html

