水と緑に恵まれた快 適な 環 境をめざして

楽 しい コンテンツ も いっぱ い！
う
視よ

〜見つけよう！新しいエコライフ〜

!

カターレ富山

富山グラウジーズ

富山GRNサンダーバーズ

▶選手からのメッセージ動画です。

▶選手からのメッセージ動画です。

▶選手からのメッセージ動画です。

カターレ富山ダンスチーム

富山グラウジーズ専属ダンスチーム

ピエロのパットくん・
シャボン玉おじさんナナイロさん

Leap-blue

G.O.W

▶自宅で楽しめるマジックや
シャボン玉の作り方を
パットくんと
ナナイロさんが
紹介します。
▶パフォーマンス&メッセージ動画です。

う
学ぼ

!

エシカル消費を
はじめましょう !

▶SDGs時代における
持続可能な経営と
エシカル消費について
わかりやすく
ご説明します。

参

▶パフォーマンス&メッセージ動画です。

よう!
し
加

ニューエコライフ
実践アイデアコンテスト

▶富山県が募集したニューエコライフ
実践アイデアコンテストに、
たくさんのアイデアが
寄せられました。
その中からあなたの投票をもとに
最優秀賞を決定します。
これは！と思うアイデアに
投票してください！
！

食品ロス削減レシピ

SDGs理解／環境保全促進
トップセミナー

▶地元の隠れた名店から寄せられた、
自宅
で楽しめるエコなレシピを紹介します。

▶企業がSDGsに取り組む意義などに
ついて説明したセミナーの動画です。

ホームページ
環境先端県
とやま
PR 動画

プレゼントキャンペーン
▶フェア期間中、
アンケートに答えた方全員に
景品をプレゼント！
各出展者紹介ページにある
「プレゼント企画の応募キーワード」
を
3つ集めて応募してください。
さらに、抽選で
豪華プレゼントもご用意！
！

▶

https://www.eco-toyama.jp/
うんこ先生の
環境特別授業

立川志の輔さん

主

催

とやま環境フェア開催委員会（富山県、環境とやま県民会議
公益財団法人とやま環境財団）

共

催

3R 活動推進フォーラム、北陸環境共生会議

2020ミス・アース・ジャパン
富山代表からの

メッセージ

中村 瑞生さん

お問合せ

公益財団法人

とやま環境財団
☎076-431-4607

株式会社アイザック
「持続可能な社会のための環境
ソリューションを」実現するため
環境保全に取り組みます。

NPO法人
エコテクノロジー研究会
循環型社会構築に有効な技術、
エコテクノロジーに根ざした
100年社会を提案します。

エコライフを楽しむ
市民の会高岡

大高建設株式会社

私たちは、環境にやさしく無駄
のない暮らし
（エコライフ）
を楽
しく実践しています。

SDGsを経営の羅針盤として
組込み、環境に配慮した施工な
どを行っています。

関西電力株式会社
北陸支社
環境との関わりが深いエネル
ギー事業者として地域環境保
全対策に取組んでいます。

JFEマテリアル
株式会社
鉄鋼（合金鉄）技術によるリサ
イクルを紹介。

富山県
環境科学センター
本県の快適で恵み豊かな環境
を保 全し、創 造するため の 監
視・調査・研究を担う機関です。

一般社団法人
富山県構造物解体協会
不要な構造物を解体し、解体廃
材の再資源化で資源循環型社
会の構築に寄与しています。

NPO法人
富山県自然保護協会
「自然を尊び、自然を愛し、自然
に親しむ」をモットーに、活動し
ています。

公益財団法人
環日本海環境協力センター
沿岸諸国の国や自治体と連携
協力し、
日本海及び黄海の海洋
環境保全を推進しています。

高岡市
人と自然が共生し、環境に負荷
をかけない持続可能な都市の
実現に取組んでいます。

公益財団法人
とやま環境財団
身近な環境問題から地球規模
までの幅広い環境問題の解決
に向け、取り組んでいます。

花王株式会社

出 展 者 一 覧

（50団体・企業）

一般社団法人
環境市民プラットフォームとやま（PECとやま）

富山県生活環境文化部
環境保全課

花王は、使用や廃棄まで考え
た、ESG視点での商品設計に
取り組んでいます。

み ん な でミライ ! 富 山 から
SDGs達成を目指し つながる
場づくり を行っています。

三協立山株式会社

株式会社サンコー

断熱性の高い窓や自然の風を
採り入れる、人と自然にやさし
い商品を紹介します。

地球にやさしいペレットストー
ブをはじめ、サンコーはSDGs
が目指す持続可能な社会の実
現に向け貢献致します。

高岡市内中学校科学部
（代表中学校 高岡市立南星中学校）
高岡市内中学校科学部では、連
携しながら研究活動や環境保
全活動に取り組んでいます。

株式会社
富山環境整備

富山県婦人会
マイバッグ持参運動や食品ロ
ス削減、プラスチックごみの削
減等に取り組んでいます。

一般社団法人
富山水素エネルギー促進協議会

持続可能な未来に向けた当社
独自の取り組みや地域社会へ
の貢献活動を紹介します。

水素ステーションを始め、富山
における水素社会の実現を目
指して取り組んでいます。

富山県
環境保健衛生連合会

株式会社長谷川興産

富山県生活環境文化部
環境政策課

とやま食ロスゼロ作戦
食品ロス削減に向けてできる
ことから始めましょう。

C O 2 削 減や 廃 棄 物 の 排 出 抑
制、海岸漂着物対策、環境教育
の推進に取り組んでいます。

富山県総合政策局
企画調整室

富山県地球温暖化
防止活動推進員

SDGs推進の一環として、組合
員・職員・地域と協同しながら
環境活動を推進しています。

「富山県SDGs未来都市計画」
に基づき、持続可能な県づくり
を進めます。

富山県地球温暖化防止活動推
進員の活動を紹介します。

富山県立
魚津工業高等学校

富山市環境政策課

富山県生活協同組合

環境調査や廃食油による石鹸
づくりを通して環境保全の啓
発につながるよう活動してい
ます。

南砺市
エコビレッジ推進課
南砺市は「SDGs未来都市」で
す。
日常の行動がSDGsにつな
がる視点から、環境保全の大切
さを伝えます。

ハリタ金属株式会社

SDGsや海洋プラスチックご
み、地球温暖化対策に関する富
山市の取組みを紹介します。

日本海ガス
絆ホールディングス株式会社

北陸環境共生会議
工作を完成させて、省エネル
ギーについて考えます。

まだ安全に食べられるのに捨
てられる運命の食べ物を一緒
に救おう！

富山県産業技術研究
開発センター

一般社団法人
富山県産業資源循環協会

北陸電力株式会社

北陸ポートサービス
株式会社

まるごとＴＯＹＡＭＡ

県西部の６市で構成し、圏域の
山から海に至る環境保全活動
の推進に取組んでいます。

バイオマス配合ポリ乳酸系生
分解性プラスチックの開発につ
いて紹介します！

「環境を守り産業を支える」を
モットーに、さまざまな取り組
みを行っています。

公益社団法人
富山県浄化槽協会

富山県消費者協会

・合併処理浄化槽で快適な生活と美しい水環境づくりを目指します。
・水の大切さや浄化槽のしくみや維持管理、法定検査の必
要性を学ぼう。
いいこ
・浄化槽で富山の水環境にecoと『合併処理浄化槽のすすめ』

持続可能な社会の発展
〜 誰一人取り残さない 〜
自ら行動し、輪を広げ、安全安
心な消費生活を！

富山県職業能力開発協会
富山県技能振興コーナー

（ＹＫＫ株式会社 /ＹＫＫ ＡＰ株式会社）

ＹＫＫグループ

ものづくりマイスター活用によ
る若年技能者の人材育成、技能
尊重気運の醸成。

ＹＫＫグループは製品を通じて、
未来の豊かな自然と生活を実
現していきます！

日本総合リサイクル
株式会社

フードバンクとやま

小型家電リサイクル・家電リサ
イクルを通じて、資源循環型の
社会作りに貢献しています。

剪定枝や刈草を堆肥にし、その
堆肥を利用した農地での土づ
くりや資源循環の取組みを紹
介。

ライチョウの生息数減少とその
要因、保全の取り組みについて
紹介します。

環境保全に特化した国内初の
完全屋内型工場と全敷地面積
の約1/5、
３万㎡を公園として
整備開放。

県産材を用いたウッドデッキで
ステイホームに対応した新しい
生活様式を提案します。

「バランスがだいじ！」アニメを
通じて、電気やエネルギーにつ
いて学ぼう！

公益財団法人
富山市ファミリーパーク公社

総合エネルギーグループとし
て地球環境保全への貢献を目
指していきます。

地球温暖化防止活動の一環で、
小中学生対象にポスター・壁新
聞の募集を行っています。

とやま呉西圏域

「あなたに知ってほしい」廃棄し
たその先を、我々はその先を作り
続ける廃棄物は資源ですのＣＭ
でおなじみの富山環境整備です。

中越パルプ工業
株式会社

とやまの水環境やエコドライブ
について学ぶことができます。

富山県食品ロス・食品廃棄物
削減推進県民会議

富山湾を綺麗にするには、
まず
内陸から。楽しい仲間たちと、
物語動画で学ぼう！

社会福祉法人むつみの里
であい工房
廃棄米ぬかに、有機微生物を混
ぜ熟成させた本製品で生ごみ
のリサイクルができます。

環の会
《水の王国とやま》を守るため、
誰でもできる
『川のすこやかさ
調べ』
を行っています。
（掲載は五十音順）

