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環境と人の共生
発行／公益財団法人とやま環境財団

皆様方には、日頃から当財団の運営や事業の推進に温
かいご支援とご理解をいただき、厚く御礼申し上げます。
機関紙「きょうせい」の復刊にあたり一言ご挨拶申し
上げます。
公益財団法人とやま環境財団
平成 22 年 1 月に機関紙「共生」を休刊し、ホームペー
理事長 新木 富士雄
ジに切替えました。
ホームページでは、様々な情報をご提供しております
が、インターネットをご利用されない方のためにも紙面
での必要性を感じ、今回、機関紙を復刊させることにいたしました。「きょうせい」として衣替えした機関紙とホームページ
との二本立てにより、更なる充実を図ってまいります。
「きょうせい」では、財団や県の取り組みをはじめ、環境保全に取り組む事業者や個人の方々を紹介していくこととしてい
ます。
とやま環境財団は、地域に根差した環境保全活動を展開し、美しく住みよい富山県の創造に寄与することを目的として平
成 3 年 7 月に設立されました。
私どもの財団は、富山県知事より公益財団法人への移行認定を受け、この 4 月より「公益財団法人とやま環境財団」とし
て新たな第一歩を歩みだしております。これまで以上に公益の二文字を念頭におき、各種事業を積極的に展開し、快適な環
境の保全に鋭意努めていきたいと考えております。
2 年前の 3 月 11 日に発生した東日本大震災以来、国民、県民の皆様の間には環境に対する関心が一層高まり、節電や物
を大切にする意識も従来に増して高まってきております。
環境問題は、ごみなどの身近な問題から地球温暖化など大変幅広く、多岐にわたっております。本県の水と緑に恵まれた
快適な環境を次世代に継承していくため、一人ひとりが出来ることから実践し、そして、県民・事業者・行政等が一体となっ
て取り組むことが大切だと考えております。
今後、皆様に愛される機関紙を目指し、環境意識の高揚やエコライフの実践・拡大につなげてまいりたいと考えております。
簡単ですが、「きょうせい」の復刊にあたってのご挨拶といたします。

理事長挨拶
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とやま環境財団

4 月〜 6 月までの取組み

平成 25 年 8 月

県土美化推進県民会議総会を開催しました！

とやま環境チャレンジ10が今年も始まりました！

日本一きれいな県土を目指して、県内で「ま
ちやむらを美しくする運動」
、
「川をきれいにす
る運動」
、
「山や海岸をきれいにする運動」、「空
カンゼロ運動」等を展開し、前年度は県内 15
市町村から、延べ 181,000 人の方々にご参加い
ただきました。
また、4 月 25 日（木）にはサンシップとや
ま福祉ホールにおいて県土美化推進県民会議総
会を開催しました。総会では、県土美化推進功
労者表彰や 24 年度の県土美化推進運動実施報
告及び 25 年度の実施要領（案）の報告などが
あり事業計画などが了承されました。また、小
学生の代表による総会決議の朗読や 2 団体から、
日頃取り組んでいる美化活動の報告発表をして
いただきました。
発表の後、
“すす
めよう ごみのない
美しいまちづくり”
を活動推進の標語に
捉えて、総会を終了
しました。

とやま環境チャレンジ 10 事業は、本県の環
境行政の推進事業の一環として、10 歳の児童（小
学 4 年生）が、地球温暖化問題を学び、家族と
ともに設定した家庭における 10 の温暖化防止
プログラムを 10 週間実施し、自己評価するも
のです。
5 月に県内 4 会場で担当の先生方や、地球温
暖化防止活動推進員に対する説明会を開催しま
した。今年度は県内 69 校 3,266 人の児童がチャ
レンジ 10 に取り組むこととなり、7 月 10 日ま
でに全ての児童が前編授業を受け、設定した取
り組みを今まさに実践中です！

♪
がんばるぞ〜

エコライフ・アクト大会を開催しました！
第１回地球温暖化防止活動推進員研修を行いました！
5 月 18 日（土）
、第１回地球温暖化防止活動
推進員研修を行いました。
今回は「推進員の活動」という大きなテーマ
を掲げ、
「学校の先生・児童が求める環境教育と
は」
、
「今年度のチャレンジ 10 授業を行う際の
ポイント、推進員研修で行いたいこと」
、「こど
もエコクラブを通して地球温暖化防止の取組み
を広めるには」
、
「市町村と推進員が連携するた
めには」
、
「環境フェア等イベントでの推進員の
活動」というそれぞれの小テーマを、５つの班
に分かれて話し合いました。その後各グループ
の発表を行い、最後に富山県人づくり財団 常務
理事 伏黒昇氏から「
『エゴからエコへエコーの
わ』を広げよう。その大事な役割を推進員の皆
さんは担っています。
」と講評をいただきました。
推進員の皆さんも今年１年の活動に向けて気
持ちを新たにしていました。

皆さん
真剣です！
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エコライフスタイルの推進を目的とし、毎年
開催している「エコライフ・アクト大会」を 6
月 22 日（土）富山電気ビルディングにて開催
しました。時折雨の降るあいにくの天気でした
が、約 250 名のお客様にご来場いただきました。
環境保全功労者・環境月間ポスターの表彰や
環境とやま県民会議の活動方針報告などが行わ
れた後、エコ・ストア制度（仮称）周知フォー
ラムを行い、資源回収などの環境配慮行動を消
費者と協働で推進する小売店舗を登録する新た
な制度について、講演やパネルディスカッショ
ンなどで説明しました。
また、各企業の事例紹介もあり、大会の最後
には小・中学生が置県 130 年を迎えた自然豊か
な富山県を未来へ引き継ぐため、エコライフの
実践に取り組むことを宣言し、今年のエコライ
フ・アクト大会は幕を閉じました。
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富山県の取組み

環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」の実現に向けて
富山県 生活環境文化部 環境政策課、環境保全課、環境科学センター
県では、環日本海地域の「環境・エネルギー先端
県」の実現に向けて、循環型社会と低炭素社会づくり、
自然環境・生活環境の保全、水資源の保全と活用な
どの環境施策を総合的に推進しています。ここでは、
平成 25 年度の重点的な取組みを紹介します。
1

県民総参加によるエコライフの実践

平成 20 年４月からスタートしたレジ袋無料配布
廃止は、５年が経過しましたが、マイバッグ持参率
は 94％と全国トップの高い水準を維持しています。
県では、こうした取組みをステップアップし、エ
コライフの一層の定着・拡大を図るため、資源物の
店頭回収など、消費者と協働で環境配慮行動に積極
的に取り組む小売店舗を登録する「とやまエコ・ス
トア制度」を創設し、県民総参加で、エコライフを
さらに推進する運動を展開します。

エコ・ストア制度（仮称）
検討委員会から知事への提言
（平成25年6月22日
（土）
エコライフ・アクト大会）

２

環日本海地域における環境保全活動の推進

国境を越えて影響が及ぶ漂着ごみ等の環境問題の
解決には、関係機関や沿岸自治体と連携した環境保
全活動が必要となっています。
このため、沿岸自治体と連携した海辺の漂着物調
査や漂着物アートキャラバン等を実施するほか、海
岸清掃等の環境保全活動に参加する「環日本海・環
境サポーター」の募集、支援を行います。また、12
ナ ウ パ ッ プ
ち いき
月に本県で開催予定の NOWPAP（北西太平洋地 域
かい
海 行動計画）政府間会合に併せて海洋環境保全のシ
ンポジウムを開催します。

県では、星空観察会やほしぞら・あおぞら写真絵
画コンテスト、「とやま川の見守り隊」による水辺の
生き物調査を実施するなど、身近な環境に関心を持っ
ていただくための各種環境保全の取組みを推進しま
す。
また、
「地下水の守り人」による消雪設備のパトロー
ルを実施するなど、県民の貴重な財産である地下水
の保全に取り組みます。

子どもたちによる河川の調査
（平成24年度）

４

微小粒子状物質 (PM2.5) に対する取組み

微小粒子状物質（PM2.5）は、大気中に浮遊して
いる 2.5 μ m（1 μ m は 1mm の千分の 1）以下の
小さな粒子のことで、呼吸器系や循環器系への影響
が懸念されています。
県内では、現在７か所で自動測定機による測定
を行っており、環境科学センターのホームページ
（http://www.eco.pref.toyama.jp/）で測定値を１時
間ごとに公表しています。県では、１日平均値が 70
μ g/m3 を超えると予想される場合や、そのおそれが
ある場合には、県民に対して注意喚起を行うことに
しています。
また、PM2.5 の発生源（石油燃焼、自動車など）
を推定するため、PM2.5 に含まれるイオン成分、炭
素成分及び無機元素成分の分析を行っています。さ
らに、PM2.5 による汚染は越境移流の影響を受けて
いるとの指摘もあることから、（独）国立環境研究所
や北陸 3 県の連携のもとで広域的なデータ解析を進
めています。

PM2.5自動測定機の見学
（平成25年度）
漂着物アート作品
（富山大学 芸術文化学部）

３

県民参加による生活環境の保全と創造

環境に対する関心の高まりから、さわやかな空気
や清らかな水など、快適で安らぎを感じられる環境
の創造が求められています。

県では、こうした取組みを通して、本県の素晴ら
しい環境をより魅力的なものに育て、将来の世代に
引き継いでいきたいと考えています。
これらの事業は、県民の皆さんの協力が不可欠で
あることから、県では、( 公財 ) とやま環境財団と連
携して取り組んでまいりますので、一層のご理解と
ご協力をお願いします。
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エコノワとやま掲載団体・エコアクション21 登録事業者紹介
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富山県立
南砺福野高等学校

森永北陸乳業株式会社
富山工場

弊社、森永北陸乳業
（株）
富山工場は森永乳業の関係会
社として、昭和 44 年 12 月に創業を開始しました。福
井県に本社工場があり現在乳飲料の製造をしています。
富山工場ではピノ、バー製品、バルク、カップなど
アイスクリーム類を製造しています。
平成 18 年９月にエコアクション 21 の認証登録を
受け、環境経営活動に取り組んできました。
一昨年は環境活動に取り組んで転換期とも言うべ
き、ボイラー燃料のＡ重油から都市ガスへの転換、冷
凍庫電球 112 球のＬＥＤ化等、ＣＯ2 削減に向けて大
きな取り組みを実施しました。その結果としてＣＯ2
排出量 8.5％の削減となりました。現在、世間ではエ
ネルギーへの関心がこれまでになく高まっています。
今後に向けて私たちは、大きな取り組みは無くとも、
エネルギーや資源を無駄にしない取り組みをさらに進
めてまいります。また、昨年は、環境活動レポートの
優秀賞をいただきまた。関係各位ならびにご尽力いた
だいた方々に深く御礼申し上げます。

本校は、富山県簡易農学校として、明治 27 年（1894
年）10 月 29 日に創立され、来年 120 周年を迎えよ
うとしています。また、再編新高校として南砺福野
高等学校が開校し、今年で 4 年目となりました。
農業環境科では「自然にやさしいみどりの学校を
つくろう！」というテーマを掲げ、環境教育を行っ
ています。校内環境緑化の取り組みとして、自然に
配慮した壁面緑化や学校庭園作りに成果をあげてい
ます。この活動を通して、地域の小学校や公共施設
でも壁面緑化事業の普及に取り組んでいます。
これからも南砺福野高等学校の特色を大切にし、
自然と共生した学校づくりに励んでいきたいと思い
ます。

ヤマ自動車株式会社

丸新志鷹建設株式会社

弊社は、立山町芦峅寺に本社が有り、かつての立山
信仰登山の基地として今も往時の面影を残しており、
自然環境に恵まれた地域で、主に治山治水の事業に携
わり、従来から環境配慮の精神で事業を続けておりま
す。
エコアクション 21 を平成 21 年 10 月に認証・登録
し、環境経営活動を続けて、環境負荷の減少に努めて
まいりました。
近年の建設業の活動は、受注工事の減少で環境負荷
は全体に減少傾向でありますが、受注工種による負荷
の増減が激しく、各事業所は、環境配慮の重機械の利
用・工法の採用で対処しています。
また、平成 22 年 3 月に木質ペレット工場を立ち上
げ、富山県産杉の間伐材利用による木質固形燃料の生
産に入り、森林整備、ＣＯ2 の減少に貢献出来る様に
努めています。
今後、ペレットボイラー、ペレットストーブの普及
拡大による木質固形燃料の増産を目指しています。

▼弊社の取組み内容
イ．エンジン排出ガス・微粒子排出抑止の為の燃料系
統・燃焼室の洗浄整備で、より完全燃焼による燃
費の向上。
ロ．タイヤ適正エアー圧チェックによる燃費の伸長。
ハ．中古パーツ使用可能部位の提案による資源の最少
化、これらの使用による費用の低減化。
ニ．適正運転操作の提案。急発進・急停止の防止運転、
及アイドリングストップの推進。
ホ．工場・店舗で、水の適正使用の為にホース出口に
自動水止器具の取付（ワンストップノズルの活用）
や、照明の不必要場所のスイッチをこまめに ON/
OFF にする。
ご利用のお客様から好評を頂き、またＣＯ2 の排出量・
水使用量及び電気の使用量の低減に繋がり、社員意識の
高揚にも経営の効率化にも、良い結果となっています。
平成 24 年度エコアクション 21 富山環境レポート
大賞の受賞を機に、社内における環境教育の徹底と、
社会貢献活動・地域清掃活動等に積極的に取組み微力
を尽くします。
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※森永北陸乳業株式会社富山工場、丸新志鷹建設株式会社、ヤ
マ自動車株式会社様は平成 24 年度エコアクション 21 富山県
事業者交流会において環境レポート賞を受賞された企業です。
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賛助会員・寄付金企業紹介

北陸電力株式会社

平成 25 年 8 月

株式会社
北陸銀行

北陸電力では低炭素社
会実現に向けた取り組み
として、原子力の安全強
化に徹底して取組み、一
日も早い再稼動を目指すとともに、再生可能エネル
ギーである水力・風力・太陽光及びバイオマス発電の
導入などに積極的に取り組んでいます。
また、循環型社会実現に向けた取り組みとして、３
Ｒの推進による廃棄物リサイクル率の向上などに努め
ている他、生物多様性に配慮した取り組みとして「水
の恵みをありがとう！森に恩返し活動」などを実施し
ています。

北陸銀行では省エネ
による地球温暖化防止
に取り組むため、全店
で室内温度を冬季は 20℃に、夏季は 28℃に設定する
ほか、クールビズも実施しております。
店舗設備では、太陽光発電パネルの設置、LED 照明
への切り替えを行うほか、ハイブリッド車の導入も進
めています。
また、各店では、グリーンカーテンづくりや地域の
清掃、植樹活動に協力するなど、省エネや環境を守る
活動に取り組んでいます。
一方で平成 21 年度から「環境評価融資」の取り扱い
を開始し、環境に配慮する企業の支援も行っています。

高 茂雄さん
立山科学工業株式会社
綿貫 摂さん

一昨年「エコノワとやま」のホー
ムページを作成する際に、環境分野
で活躍している企業や民間団体等
と情報交換・交流する機会を得るこ
とができました。財団にとって、色々な分野で活動し
ている方々とご縁ができたことは、今後一層幅広い活
動の展開を図っていくことができると思っています。
また、財団では、種々の環境問題に取り組んでいま
すが、その中でも特に将来の「環境の担い手」である
子供達への環境教育は、極めて重要であり、子供達が
自主的・積極的に取り組んでいく手助けをすることが
財団の役割と思っています。

私は財団設立当初、県内の小中
学生や一般の方々に地球環境問題
の原因や対策の難しさを説明して
いました。廃棄物問題についても
講演会等を開催しましたが、環境問題を真剣に考えて
欲しいゴミを平気で捨てる人は参加せず環境保全に熱
心な人の参加が殆どで普及啓発の難しさを痛感したこ
とが思い出されます。
環境保全意識の高揚には時間をかけた継続的な活動
が必要ではないでしょうか。
異常気象など我々日常生活でも感じる昔と違う環
境、次の世代に美しい地球を残すためにも「とやま環
境財団」の使命はこれから益々大きくなっていくと思
います。

株式会社
大阪屋ショップ
株式会社大阪屋ショッ
プは、次のように環境への取組みを行っています。

アルビス株式会社

１．
３Ｒ活動
① Refuse マイバッグ活用でレジ袋お断り
② Reduce ばら売りや量り売り、詰め替え商品等でゴミ減量
③ Recycle トレイ、牛乳パック、ペットボトル等の
回収で再資源化
2．地球にやさしい店づくり
①省エネによるＣＯ2 排出削減への取組み
保冷ケースに自動制御型を採用、セラミックタイル
床で照度アップ、ＬＥＤ照明導入
②シックハウス症候群対策
壁紙に光触媒 ( 環境対応型材料 ) を使用
③快適な店舗環境への配慮
デシカント空調システム（環境と人にやさしい空調）
により IAQ( 室内空気質 ) 向上
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当社は、北陸三県に
て 51 店舗（富山県内
33 店舗）を展開する
食品スーパーマーケッ
ト企業でございます。地域のお客様に、より新鮮で、
より美味しく、安全な商品をお値打ち価格でお届け出
来るよう事業活動を行っております。
環境に対する取り組みとして、レジ袋無料配布を中
止している他、店頭にてペットボトル、アルミ缶、ス
チール缶の回収を行っております。回収された資源は、
子会社のアルビスクリーンサポート㈱にて、選別、減
容、圧縮作業等を行い、リサイクル工場等への引渡し
を行っており、再資源化に貢献しております。

きょうせい

第１号

平成 25 年 8 月

地球温暖化防止活動推進員・市町村コーナー

富山県地球温暖化防止活動推進員

浦出

富山県地球温暖化防止活動推進員

義一 さん

中島

機関紙「きょうせい」の復刊を嬉しく思います。推
進員として６年目、知れば知るほどに青い地球が遠
退いて行く気がします。昭和 40 年代の好景気の夢を
何時までも追いつつ。
地球が壊れるよりも、人類の崩壊に早く気づいて
次の世代に綺麗な地球を繋ぎたい。
私は、富山県環境保健衛生連合会副会長６年目で
環境部門を担当しておりますが、室内で机上の活動
でなく現地を見ながらの意見交換を主体としており
ます。また、昨年より富山県老人クラブ連合会副会
長になり、外出し緑を愛でて木々草花と暮らす豊か
な心を望みます。
推進員として常に話の場に参加して、青い地球を
守り続けていきたいと思います。

晴美 さん

『とやま環境財団』との関わりは、平成９年に『ひ
まわりエコクラブ』の活動を始めたころからだと思
います。
当時は環境に関する情報も少なく、廃油石鹸の作
り方を知りたい時、ペットボトルロケットのキット
が欲しい時、ケナフの種は何処で手に入るのか、自
然観察の手解きをナチュラリストにお願いしたい時
など、いつもアドバイスを貰っていました。
現在、地球温暖化防止活動推進員・うちエコ診断
員として活動していますが、力量不足で困ったとき
には、いつも素早い対応で情報の提供や指導を頂い
ています。
この場をお借りして、深く感謝の意を表すととも
に、今後のご発展をご祈念申し上げます。

～次号は推進員の石田敏彦さん、石田勝志さんをご紹介します！～

市町村の取り組み —富山市—

富山市次世代エネルギーパーク

～立山あおぐ、未来へつなぐ次世代エネルギー体験～

●地域特性を活かしたエコエネルギーをテーマにした体験型エネルギーパーク
富山市では、豊富な包蔵量を誇る水力や、森林資源から生み出される木質バイオマスをはじめ、太陽光や循環型
バイオマス燃料など、本市の地域特性を活かした多様な再生可能エネルギーの導入に取り組んでいます。
これらの再生可能エネルギー施設を、ひとつのエネルギーパークとみなし、連携を図りながら小・中学生の環境
学習や、市民のエコツアー等の啓発事業に取り組んでいます。
常西公園小水力発電所
東町・東新町公民館小水力発電所

富山太陽光発電所

環境負荷の小さい低炭素社会の実
現を目指し、再生可能エネルギーの
普及拡大のモデルとなるよう、日本
有数の急流河川である常願寺川を水源とする常西合口用水に
おいて、２箇所の小水力発電所を整備し、平成 24 年 3 月か
ら運転を開始しました。

新エネルギーの普及啓発のシンボ
ルとして活用を図るため、北陸電力
㈱が富山市有地に建設しました。富
山太陽光発電所の発電量は、約 250
軒分の年間電気使用量に相当します。これにより、CO2 排出
量を年間約 300 ｔ削減可能です。

エコタウン

木質ペレット製造施設
バイオマス資源の有効利用を目的
として、平成 22 年 3 月建設されま
した。この製造施設では年間 1,500
ｔの木質ペレットの生産が可能です。生産された木質ペレッ
トは家庭や公共施設などで利用される木質ペレットストーブ
や、温室プールの加温用ペレットボイラーなどで利用されて
います。

廃棄物の有効活用を目的として、
生ごみや廃プラスチック、使用済自
動車などのリサイクルを行なってい
ます。また、平成 17 年度にオープ
ンしたエコタウン交流センターでは、環境学習と環境活動の
拠点施設として、産業団地への見学会や啓発事業などを行っ
ています。
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お知らせ・募集

平成25年度版・環境関係法規の手引き
内容：富山県の公害やごみ処理等に関す
る条例、規則、指針等をわかりやすく掲
載し、環境関係法令に係る届出様式集を
収録。
企業の環境管理・ISO14001 及びエコア
クション 21 取得に必携！！
販売価格（消費税込み）
冊子と CD-ROM がついて 5,500 円
ご希望の方は（公財）とやま環境財団までお問い合
わせください。

◆とやま環境財団からのお知らせ◆
◇「とやまスターウォッチング at 富岩運河環
水公園 ―みんなで夏の夜空を見上げよう―」
を開催します！
日時：8 月 23 日（金）19:30 ～ 21:00
場所：富岩運河環水公園 野外劇場前広場
内容：色々な天体望遠鏡で星空観察ができ
ます。
◇「富山県地球温暖化防止県民大会」を開
催します！
月日：12 月 14 日（土）
場所：サンシップとやま福祉ホール

◆募集コーナー◆

◆富山県からのお知らせ◆

◇新規賛助会員募集！
とやま環境財団は、環境と経済との好循
環を目指し、持続可能な社会を構築してい
くため、県民、ＮＰＯ、企業、行政と相互
に情報の共有化を図り、協働して環境保全
活動を実施していくことにしています。

◇とやまシニア専門人材バンクを開設しました。
富山県では、専門的な知識や技術等を有し、就労
意欲のある概ね 55 歳以上の方の就業と、県内企業
の人材確保を支援するため「とやまシニア専門人材
バンク」を開設しました。求職者の方、専門人材を
求める企業のご登録をお待ちしております。
詳しくはホームページをご覧ください。

賛助会費 個
人 年 2,000 円
法人・団体 年 10,000 円（1 口）
◇エコノワ掲載企業・団体募集！
富山県内の環境保全に取り組んでいる企
業・団体・ＮＰＯを広く県民に知っていた
だくため、エコノワとやまＨＰにて活動を
紹介します。
http://tkz.or.jp/econowa/

とやまシニア専門人材バンク

で

http://senior-bank.pref.toyama.lg.jp/
【とやまシニア専門人材バンク窓口】
・電話 076-444-4289 FAX 076-444-0117
・メール info@senior-bank.pref.toyama.lg.jp
・所在地 富山市湊入船町 9 番 1 号 ( とやま自遊館 2 階）
・開設時間 月曜日～
金曜日 9 時～ 17 時（祝
日、年末年始は除く）
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お知らせ・募集

平成25年度
今年の「とやま環境フェア」は、平成 10 年に開催して以来、16 回
目となりますが、１万人を超える県民の皆様にご来場いただく、県内
最大の「エコイベント」として定着してきております。
「水と緑に恵まれた快適な環境をめざして」をメインテーマとして、
「見直そう！くらしとエネルギー」をサブタイトルに据え、環境と経済
が調和した低炭素社会の実現に向けたエコライフを、日々の暮らしの
中で実践していただくことを目的としております。
お子様から年配の方まで、環境について見聞・体験し、そして学べ
る内容を考えています。低炭素社会の実現につながる各種の取り組み
などをご覧いただき、日常生活の中に出来ることから組み入れて頂き
たいと思います。

平成25年10月19日
（土）
10：00〜17：00
20日
（日） 9：30〜16：00
富山市南総合公園体育文化センター

▼

日時

▼

会場

（※同日テクノホールにおいて、
「住まい博 富山 130」
が開催されます）

昨年の様子

うちエコ診断

参加事業者大募集！
【エコアクション 21 とは】
環境省が策定した中小企業向けの
取り組みやすい環境経営システム
【プログラムの概要】
・エコアクション 21 の認証登録
を目指します。
・専門家による講習会での個別ア
ドバイスが無料で受けれられま
す。（１回 / 月 全６回）
環境経営に初めて取り組む方でも
きめ細かいサポートが受けられま
すので、この機会にぜひご参加く
ださい !
お問い合わせは、
エコアクション21
地域事務局まで

皆様のご来場をお待ちしております！！

しに！
ライフスタイルの見直
に！
め
た
の
電
節
減・
CO2 削

エコアクション 21
自治体イニシアティブ・プログラム

申込み
受付中 !

■「省エネで、いくら光熱費がお得になるの？」という疑問にお答えします。
省エネ対策を実施した場合の、「光熱費の削減額」や「費用対効果」
をわかりやすくご説明します。
■「省エネってどうすればいいの？」という疑問にお答えします。
診断結果をもとに、あなたの家にぴったりの“オーダーメイド型省エ
ネ対策”をご提案します。（省エネ対策のほか、太陽光発電等について
の情報提供（設置効果試算等）も可能です。）

うちエコ診断は、環境・エネルギー
の専門家である“うちエコ診断員”
が 行 い、 ご 自 宅 で
の訪問診断のほか、
窓 口 診 断、 会 場 診
断、団体診断も行っ
ています。ぜひお申
し込みください！

編集後記

平成 22 年 1 月号をもって休刊していた機関紙「共生」が、今回「きょうせい」として復刊し、皆様に読んでいた
だけることをとても嬉しく思います。また、「きょうせい」第 1 号を作成するにあたりご協力いただきました皆様方
には、厚く御礼申し上げます。
環境問題は日々深刻化する一方ですが、地球温暖化など問題があまりにも大きく漠然としているため、なかなか身近なものに感
じられないのが現実です。しかし、見えないところで私達の地球は確実に変化しています。昨今の異常気象なども、地球が私たち
に発しているメッセージに思えてなりません。
私は地球も生きていると思います。皆さん生き物は大切にしますよね？人も犬も鳥も虫も…。それと同じように「地球」も大切
にしていきたいのです。それが機関紙のタイトルでもある、
「きょうせい（共生）」＝「共に生きる」、ということではないでしょうか？

公益財団法人

とやま環境財団

富山県地球温暖化防止活動推進センター
〒930-0096 富山県富山市舟橋北町4-19（富山県森林水産会館内）
TEL：076-431-4607 FAX：076-431-4453
ホームページ：http://www.tkz.or.jp E-mail：tkz2@tkz.or.jp

エコインキの認定を受けた
大豆油インキを使用しています。

K 子どものころから
Y よく遊んだ山や川
O おいしい水と
S 澄んだ空
E 越中富山の美しい環境を
I いつまでも残そう

環境保全のため、
再生紙を使用しています。

