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とやまとやま

環境フェア環境フェア
●富山県ごみゼロ推進県民大会

水と
緑に

恵まれ
た快適な環境をめざして

あそばなくなったおもちゃを
持ってきてね。
とりかえっこしよう！

日頃の活動などを紹介します!

クラフト工作や省エネ実験など、
体験ブースがいっぱい!!

● エコを学んで体験して、スタンプを集めよう！
● わくわく抽選会で豪華なプレゼントがもらえるよ！

水素自動車（ミライ）が来る！
電気自動車、プラグインハイブリッドカー
なども

～
次
世代
につ
なご
う!

エコな
くらし（ミライのための「COOL CHOICE」) ～

　

次世代自動車の展示

エコゆうぐが大集結! 楽しく遊んで学べるよ!

6日日

5日 土エコ活動 エコライ
フ
エコ体験

かえっこバザール

併催

●お問い合せ  公益財団法人 とやま環境財団 ☎076-431-4607 《開催期間中 ☎076-461-3125》

●主 催 とやま環境フェア開催委員会
（富山県、富山市、環境とやま県民会議、公益財団法人とやま環境財団） 環境にやさしい

植物油インキを
使用しています。

ものづくりフェア  富山県技能振興コーナー・富山県職業能力開発協会（厚生労働省事業委託）　
富山ではじめるSDGsフォーラム2019  （一社）環境市民プラットフォームとやま（地球環境基金助成事業）併 催

SDGsかるた大会

新保なかよし認定こども園

イベントスケジュール

プラネタリウム工作業室

※都合により、時間が変更になる場合があります。

10月5日土

10月6日日

会議室イベント

9:45 開会式
10:00 新保なかよし認定こども園の遊戯
10:15 富山県ごみゼロ推進県民大会
11:10 富山ではじめるSDGsフォーラム2019
13:00 チアリーディングチームPuppysの演技披露
13:30 SDGsかるた大会
14:30 カターレ富山ダンスチーム
　　　　　「Leap-Blue」ダンス披露
15:00 ピエロのパット君の
　　　　　コメディーショー
15:30 出展者による親子向けプレゼン
16:00 わくわく抽選会

10:30 シャボン玉おじさんナナイロさんステージショー
11:40 SDGsかるた大会

13:00 

15:00 わくわく抽選会

●公共交通機関をご利用ください。

●車でお越しの際は、
　エコドライブ＆乗り合わせで

●バス乗り場のご案内　 富山駅前地鉄バス6番のりば

総合運動公園線

成子経由八尾線

富山空港直行便

テクノホール産業展示館バス停下車
または富山産業展示館口バス停下車

産業展示館口下車

富山空港下車

バス時刻案内 富山地鉄テレホンセンター　☎076-432-3456

徒歩5分

徒歩5分

徒歩10分

神
通
川

富山
IC

富山駅
あいの風とやま鉄道

北陸新幹線

北陸自動車道
←金沢 魚津→

至笹津 至高山

新保大橋

テクノホール
産業展示館バス停

富山産業
展示館口
バス停

スーパー農道

●とやま
　健康パーク

総合運動公園
●

空港口

41

富山
空港 富山空港前

テクノホール

10：00 ～ 12：00（２階会議室）

● 会場までのご案内 ●

ココリコ・田中 直樹さんシャボン玉おじさん ナナイロさん

ピエロのパット君

カターレ富山ダンスチーム「Leap-Blue」

チアリーディングチームPuppys

6日日

富山ではじめるSDGsフォーラム2019
11：10 ～ 12：10
5日土

ココリコ・田中 直樹さんトークショー

松本 昌子さん：人形作家、シンガーCHIKOさんの母。
宮田 妙子さん：NGOダイバーシティとやま代表理事、日本語を学ぶ海外若者たちと。
竹中 成行さん：富山YMCA福祉会事務長、元青年海外協力隊員。

「違い」もあるけど、「同じだね」もたくさん！
外国人と暮らす、これからの地域社会について考えましょう。
トークゲスト



エコ活動

出展者一覧（64団体・企業）出展者一覧（64団体・企業）

環境省 中部地方環境事務所／経済産業省 中部経済産業局／中部エネルギー・温暖化対策推進会議
／北陸環境共生会議／富山県教育委員会／富山県市長会／富山県町村会／富山県市町村教育委員
会連合会／富山県商工会議所連合会／富山県商工会連合会／富山県中小企業団体中央会／一般社

団法人 富山県経営者協会／富山経済同友会／富山県漁業協同組合連合会／富山県PTA連合会／一般社団法人 富山
県労働者福祉事業協会／富山県低公害車導入促進協議会／一般財団法人 省エネルギーセンター北陸支部／公益財
団法人 環日本海環境協力センター／公益財団法人 富山県新世紀産業機構／一般社団法人 富山県自動車会議所／富
山県農業協同組合中央会／富山県森林組合連合会／富山県環境保健衛生連合会／富山県自治会連合会／富山県消費
者協会／富山県生活学校連絡協議会／富山県婦人会／富山県文具事務用品組合／一般社団法人 富山県産業資源循
環協会／一般社団法人 富山県構造物解体協会／公益社団法人 富山県浄化槽協会／公益社団法人 日本青年会議所富
山ブロック協議会／公益社団法人 富山県農林水産公社／NPO法人エコテクノロジー研究会／NPO法人富山県自然
保護協会／富山県ナチュラリスト協会／一般社団法人地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進セ
ンター）／一般社団法人 富山県緑化造園土木協会／一般財団法人 富山産業展示館／北日本新聞社／読売新聞 北陸
支社／富山新聞社／　　　　　　　　／北日本放送株式会社／富山テレビ放送株式会社／株式会社チューリップテ
レビ／富山エフエム放送株式会社／一般社団法人 富山県ケーブルテレビ協議会／新保校区自治振興会

かえっこバザール
（合同会社スマートワークス）
遊ばなくなった「おもちゃ」を持って
きてね。とりかえっこしよう！

花王グループ
カスタマーマーケティグ株式会社
「くらしの中でできるエコ」をクイズ
でご紹介。体験者にはプレゼント
あり。

家庭用品修理会
洋傘の修理と包丁、ハサミ等の
修理・刃物研ぎを行います。

環境も福祉も経済もつながって
いる！SDGsってなぁに？ゲームや
クイズで楽しく学ぼう。

環境カウンセラーズとやま
「環の会」 環境市民プラットフォームとやま

一般社団法人

（PECとやま）

日本下水道管路管理業協会
公益社団法人

中部支部　富山県部会

環境関係のよろず相談受付けま
す。

関西電力株式会社
北陸支社

環境問題への先進的な取組みを
行い、持続可能な社会の構築に貢
献します。

佐川急便株式会社
北陸支店

ヒノキの間伐材を利用して、世界
に一つだけのオリジナルコースター
をつくろう！

ゲームを通して水とふれあい、リサ
イクルを学ぼう。

食品容器環境美化協会
公益社団法人

立山黒部ジオパーク協会
一般社団法人

株式会社高岡市衛生公社

アダプトプログラムなど、様々な
活動から環境美化の推進に努め
ています。

高低差4000mロマン
ー 富山の中の、地球へ行こう。 ー
立山黒部ジオパーク

中越パルプ工業株式会社
高岡工場

リコージャパン株式会社
富山支社

YKKグループ
（YKK株式会社／YKK AP株式会社）

環境配慮製品である、竹紙・里山
物語の取組みを紹介します。

「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。

とやま環境財団
公益財団法人

富山県構造物解体協会
一般社団法人富山県環境保健衛生連合会

株式会社富山環境整備
身近なごみ問題から地球温暖化
防止まで。親子で楽しみ、学んで
ください。

小中学生の地球温暖化防止に
関するポスター・壁新聞優秀作品
展示。自然物で工作コーナー。

循環型社会の形成に向け、「分別
解体」して再資源化に努めており
ます。

廃棄物撤去活動の様子をパネルで
紹介するほか、環境に関するクイズ
も行います。

富山県産業技術研究開発センター 富山県産業資源循環協会
一般社団法人

富山県浄化槽協会
公益社団法人

富山発のナノファイバー、世界初
の鋳造ポットスチル、チューリップ
の病気判定方法を紹介します！

目では見えない微生物を顕微鏡で
みてみよう！

富山県商工労働部商工企画課
再生可能エネルギーの導入に向け
た取組みの紹介。

キッチンからはじめるエコな生活スタイル
を考える。ー環境のことを考えながら
買い物・料理・片付けをしましょう ー

富山県消費者協会 富山県食生活改善推進連絡協議会
ともに築こう豊かな消費社会。
～ 誰一人取り残さない ～

富山県食品ロス・
食品廃棄物削減推進県民会議

富山県低公害車導入促進協議会
・ （一社）富山県自動車会議所

富山県生活環境文化部
自然保護課

富山県生活環境文化部
環境政策課

富山県農林水産部
森林政策課

富山県生活環境文化部
環境保全課

富山県技能振興コーナー
富山県職業能力開発協会

北陸コカ・コーラボトリング
株式会社

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。

「生物多様性」について理解を深め
よう。

新たな地域創造を目指す本校の
活動をご覧下さい！

富山県地中熱利用研究会

富山県立富山商業高等学校

富山の豊かな地下水を利用して、
夏を涼しく、冬を暖かくし農業や
工業へ応用します。

富山国際大学
大学生が制作したSDGsカルタの
展示とステージでのカルタ大会。
マイ箸づくりもお楽しみに。

富山市
SDGsや富山えごま関連のグッズ、
食べきり運動、温暖化対策の取組
みを紹介します。

富山における水素社会の実現を
目指して取組んでいます。

富山市おもちゃ病院 富山水素エネルギー促進協議会
一般社団法人

修理希望のおもちゃを持参くだ
さい。（入院修理となります）

南砺市エコビレッジ推進課
SDGs未来都市に認定された南砺
市の取り組みを紹介します！

LPWAを活用したリモートセンシ
ングの紹介です。

ハリタ金属株式会社

株式会社堀江商会

小型家電のリサイクル技術、有用
金属の回収技術を分かりやすく
紹介します。

環境に配慮されたファスナーや
窓、工場内の森づくりについて
紹介しています！

北東アジア地域環境ポスター展
（富山県・環日本海環境協力センター）
北東アジアの子どもたちが描いた
環境ポスターをご覧ください。

私たちと一緒にSDGsの達成を目指し
ていただけませんか。記入していただ
いたメッセージの葉で木を彩ります。

社会福祉法人むつみの里
生ごみもぼかし肥を使えば堆肥に
なります。環境にやさしいリサイク
ルを始めませんか？

環境を守る下水道に関するVTRや
パネル展示及び特殊機械の紹介
をします。

エコライ
フ

エコ体験

三協立山株式会社 有限会社新栄商事
アルミのクイズと環境にやさしい
商品を展示します。

ペレットストーブ燃焼、バッテリー
芝刈機の実演。

株式会社住まい・環境プランニング
循環型雨水利用システム＆人と
環境と家計に優しく、災害に強い
自立循環型住宅をご紹介します。

クイズで学ぶエコドライブや次世
代自動車の展示など。

Dekみつわ
生ゴミも分別し、運ばず・燃やさず
地球に返します。

北陸環境共生会議
工作をしながら、省エネ・エコエネ
ルギーのしくみを学びます。

北陸ポートサービス株式会社
剪定枝や刈草を堆肥に！堆肥を通
じた土作りや資源循環の取組みを
紹介。

健康増進機器の体験会。

丸新志鷹建設株式会社 株式会社ヤマト
災害にも、暑さにも、寒さにも！窓に
フィルムを貼って、快適・安全・安心
な室内環境を届けます。

ライフガード北陸
富山県産の杉間伐材を原料とした
木質ペレットを製造販売してい
ます。

環境に関連した化学実験を行い
ます。身近にある環境の「ふしぎ」
を学ぼう！

エコテクノロジー研究会
特定非営利活動法人

フードバンクとやま
NPO法人

オイスカ富山県支部
公益財団法人株式会社アイザック

環境事業本部

省エネ・創エネアイテムを追加して、
ライフスタイルに合わせた、より
エコで快適な暮らしを提案します。

大和ハウス工業株式会社

パネルと実験で研究会の活動と
会員を紹介します。

積み木、木の温もりや香りを通して、森の
ことも考える、また、こどもたちに自由な
想像力を養う機会を増やしてあげたい。

地球温暖化の影響は既に現れて
います。どうしたらいいかみんなで
考えましょう。

環日本海環境協力センター
公益財団法人

富山地方気象台地球温暖化防止活動推進員
富山県

海を守ることの大切さを学んで、
理想の海の水族館を作ろう ! !

地球温暖化防止活動推進員の
活動紹介・リサイクル工作・ゲーム・
サルベージの試食。

富山県環境科学センター
暮らしの中で排出される水の汚れ
を調べ、きれいな水を守る方法を
考えよう。

富山のきれいな水やエコドライブ
が実感体験できるブースです！

ペットボトル工作を通して、海ごみ
の削減に向けて、私たちにできる
ことを考えよう。

富山県生活協同組合
ペットボトル工作&食ロス削減啓発
キャラ「すっきりんごちゃん」のうち
わをつくろう！

ものづくりマイスターなどによる
実演・展示・ものづくり体験教室。

リサイクルの王道、廃食油を用い
た石けん作り。

富山県立魚津工業高等学校
「水と緑の森づくり税」によるとや
まの森づくりの紹介と木工クラフト
作り。

日本海ガス
絆ホールディングス株式会社
エガオー＆ニャンが、ガスエネル
ギーと環境についてご紹介します。

一緒に食品ロス削減に取り組もう！
環境を守ろう！食べ物を大切にし
よう！

ペットボトルをリサイクルしたバッ
グに絵を描き世界に一つだけの
マイバッグを作ろう！

北陸電力株式会社
お客さまと一体となり、地域社会と
ともに環境保全活動を積極的に
行います。

　

後　援
（50団体・企業）
後　援

（50団体・企業）


