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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

理事長挨拶

運動「とやま食ロスゼロ作戦」の展開など、県民総

公益財団法人とやま環境財団
理事長 永原 功
残暑厳しき折、皆様におかれましては、ますます

ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、皆様ご案内のとおり、富山では、一昨年

の「Ｇ７富山環境大臣会合」
、昨年の天皇・皇后両

陛下をお招きしての「第 68 回全国植樹祭」に引き
続き、今年は「３Ｒ推進全国大会」が開催される予
定となっており、水と緑に恵まれた本県の素晴らし

い環境が、広く全国に注目されているところです。
これは、今年で 10 周年となるレジ袋無料配布の

廃止をはじめ、エコ活動に取り組む店舗を登録す

る「とやまエコ・ストア制度」の普及・拡大、使用
済小型家電のリサイクル、「富山物質循環フレーム

ワーク」を踏まえた食品ロス等の削減に向けた県民

参加による幅広い取組みの成果であると考えてお
ります。

また、「３Ｒ推進全国大会」に先立ち、県内の海

岸などでの清掃活動を実施したところ、多くの皆様
にご協力・ご参加をいただき、改めてお礼申し上げ
ます。

当財団では、今後とも、本県の快適な環境を守り、

郷土の魅力を高めていくため、また美しい故郷を次
世代に引き継いでゆくため、食品ロスの削減を始

めとするエコライフの定着・拡大を図るとともに、
地域に根差した環境保全活動の充実・強化に努めて
まいります。

なお 10 月 13 日、14 日には、「とやま環境フェ

ア 2018」を富山県産業創造センター（高岡テクノ

ドーム）で開催いたしますので、皆様お誘いの上、
お越しいただきますよう、合わせてお願いいたし
ます。
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7 月までの取組み

環境とやま県民会議総会及び「エコライフ・アクト大会」を開催しました！
６月 23 日（土）、ファボーレ 太陽の広場において「平成 30 年度環境とやま県民会議総会」及び「エコライフ・
アクト大会」を開催しました。総会では、石井隆一 富山県知事、高野行雄 富山県議会議長の挨拶に続き、環境
活動に功績のあった１個人、１団体と、環境月間ポスターの最優秀受賞者２名が、石井知事から表彰されました。
合わせて、生活の中でごみや二酸化炭素をできるだけ出さない生活様式「エコライフスタイル」の定着を目的
とした「エコライフ・アクト大会」を開催しました。大会では、黒部市生地こども園の園児達がエコ活動の事例
発表を行ったほか、女子柔道 リオデジャネイロオリンピック 金メダリストの田知本 遥さんのトークショーが行
われ、「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」などが紹介されました。

石井知事の挨拶

高野県議会議長の挨拶

「いつでも、どこでも３R」キックオフイベント 寸劇

黒部市生地こども園のエコ活動事例発表

田知本 遥さんのトークショー

受賞者ポスターの掲示

受

一実

氏

者

環境月間
ポスター表彰

環境部門
功労表彰

折田

賞

（最優秀賞）

岡田

悠煌さん（小学生の部）

受賞者との記念写真

藪波川ホタルの里を守る会

坂田

七海さん（中学生の部）
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7 月までの取組み

富山県県土美化推進県民会議総会を開催しました。
４月 17 日（火）、富山県民会館において、県土美化
推進県民会議総会を開催しました。
総会では、清掃美化活動に功績のあった７個人、21
団体を表彰したほか、平成 29 年度の運動実施報告や
平成 30 年度の運動実施計画の承認がなされました。
なお昨年度は、延べ 25 万人以上が清掃活動に参加
されました。
最後に、水と緑といのちが輝く県土づくりをめざす決意を表明した平成 30 年度総会決議案を富山市立五福小学校児
童 2 名が朗読し、全会一致で承認されました。

はじめてのエコライフ教室を開催しています！
保育園、幼稚園、認定こども園で園児と保護者を対象に、富山県地球温暖化防止活動推進員が授業を行い、
地球温暖化やエコライフに関する３つの取組みを決めて、家族とともに実践し自己診断するという一連の取組み
を通して地球温暖化対策
の推進を図る「はじめて
のエコライフ教室」を実
施しております。今年は
10 園 で 開 催 を 予 定 し て
います。

とやま環境チャレンジ 10 が今年もスタートしました！
県と当財団では、平成 16 年度から、10 歳の児童（小学４年生）を対象に地球温暖化防止活動推進員が地球温
暖化問題等の授業を行い、電気をこまめに消す、食べ物は残さないなど、10 の取組を決めて、家族とともに家庭
での対策を実践・自己評価するという一連の取組みを通じて、家庭での地球温暖化対策の推進を図る「とやま環
境チャレンジ 10」を実施しており、今年も 64 校 3,503 名の児童が参加しています。
今年度は、
「食品ロス」や「３Ｒ」に関する取組みも新たに加わりました。本紙
が発行されている頃には、各児童は、各家庭での 10 の取組みを実践していると
ころです。

地球温暖化防止活動推進員さんからの声
地球温暖化に対する関心は大きく、真剣に授業を聞いていました｡ 個々の児童と会話するように心がけ、
児童も応えてくれたと思います。身近な暮らしの中での廃棄物対策の３Ｒや食品ロスへの取組みもを戸惑
いながらも目を輝やかせていた真剣な顔が頼もしく思えました。未来の地球のために地球温暖化防止活動
を継続的にしてくれることを期待します。
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7 月までの取組み

『「３Ｒへ架け橋に」清掃美化活動』を実施しました。

本年 10 月に開催される「３Ｒ推進全国大会」に向け、清掃活動を通じて、ごみの３Ｒに関する機運を醸成す
るため、県内一斉清掃を実施しており、7 月 1 日 ( 日 ) に高岡市雨晴海岸で本活動のキックオフセレモニーを行
いました。

また今年も、６月～９月にかけて、県内各市町村で清掃美化活動を行う「みんなできれいにせんまいけ大作戦」
を展開しています。

中島晴美さん（地球温暖化防止活動推進員）が環境大臣表彰を受賞！
中島晴美さんが、今年度、環境大臣表彰（地域環境保全功労者）を受賞されました。
地球温暖化防止活動推進員としての活動の他、長年にわたる児童へ
の環境教育や、身近な河川の環境調査・保全活動が評価されたもの
です。
６月 13 日、東京にて表彰式が行われました。中島さんは、「皆様
のおかげで、立派な賞を受けることができました。これまでご協力
をいただいた皆様に深く感謝いたします。」とコメントしています。

クールチョイスへの
賛同にご協力を！
「COOLCHOICE」
（クールチョイス）とは？
2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26％削減するという目標達成のた
めに、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資
するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。
例えば、エコカーを買う、エコ住宅を建てる、エコ家電にするという「選択」、高効率
な照明に替える、公共交通機関を利用するという「選択」、クールビズをはじめ、低炭素
なアクションを実践するというライフスタイルの「選択」などがあります。当財団でも
COOLCHOICE への賛同を受け付けております。
※賛同される方は、当財団の HP(http://www.tkz.or.jp/coolchoice/coolchoice.html) から
COOL CHOICE
様式をダウンロードし、FAX(076-431-4453) 等でお送り願います！
イメージキャラクターmirai
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３Ｒ推進全国大会に向けた新規・重点事業について
本年 10 月に富山県で第 13 回３Ｒ推進全国大会が開催されます。県では、全国大会の開催を契機に３Ｒをより一層推
進するため、様々な施策を展開しています。
【３Ｒ推進全国大会の概要】
開催日・場所： 平成 30 年 10 月 12 日（金） 富山国際会議場（予定）
主
催： 環境省、富山県、３Ｒ活動推進フォーラム
大会内容： 式典、記念シンポジウム（基調講演、事例発表、パネルディスカッションなど）
〔関連事業〕とやま環境フェア 2018
開催日・場所： 平成 30 年 10 月 13 日（土）、14 日（日） 高岡テクノドーム（予定）
主
催： とやま環境フェア開催委員会（富山県、高岡市、環境とやま県民会議、（公財）とやま環境財団）

１

３Ｒ推進全国大会関連事業

～いつでも、どこでも３Ｒ～

様々なライフスタイルに対応する３Ｒの仕組みとして、消費行動のはじまりである小売店と連携し「いつでも、どこ
でも３R」という新たな仕組みを構築します。

富山らしさ・・・県民総参加の連携
・全国初の県単位でのレジ袋無料配布廃止（H20 ～）

県 民

・富山型使用済小型家電リサイクルの実施（H22 ～）
・とやまエコ・ストア制度の創設（H25 ～）

事業者

行

政

・食品ロス・食品廃棄物削減の県民運動（H29 ～）

食品や日用品、電化製品など様々な小売店（＝消費行動のはじまり）で３Ｒ活動を促進
（１）「いつでも、どこでも３Ｒ」促進事業
①

 つでも、どこでもマイバッグ運動推進事業マイバッグ所持の定着を図る
い
ため、ストラップ付の携帯型マイバッグを作成・配布するとともに、コン
ビニエンスストアと連携した啓発を行います。

②

 つでも、どこでもリサイクル（エコ ･ ストアを活用した分散型資源回収
い
促進事業）
使用済小型家電の回収を促進するため、県内の家電量販店及び市町村等と連携した回収をモデル的に実施し
ます。

（２）「いつでも、どこでも３Ｒ」キックオフイベントの開催
６月 23 日 ( 土 ) にファボーレ富山で、マイバッグ持参や食品ロス削減などの３Ｒの取組みを啓発し、全国大会
に向けた取組拡大のキックオフイベントを開催しました。当日は、①「いつでも、どこでもマイバッグ運動」や②「い
つでも、どこでもリサイクル」事業を紹介したほか、リオ五輪・柔道女子金メダリストの田知本遥さんをゲストに
迎えたトークショーを行いました。
トークショーでは、田知本さんがリオ五輪で獲得した金メダルを披露されたほか、
2020 年東京五輪に向けて、携帯電話やゲー
ム機等の使用済小型家電をリサイクルして
メダルを製作する「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」について、
田知本さんからリサイクルへの協力を呼び
かけられました。
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（３）３Ｒ活動体験・学習コーナーの設置
３Ｒ推進全国大会と一体として開催するとやま環境フェアにおいて、３Ｒや食品ロスの削減を学び・体験する
機会を提供します。

２

①

小型家電リサイクル啓発ワークショップの開催

②

食品ロス削減啓発映画の上映

食品ロス・食品廃棄物の削減【家庭部門】

実態調査の結果、本県では「手付かず食品」の廃棄が多いことから、家庭での実践行動や食材の使いきりなどを広く
呼びかけています。

（１）ロスゼロウィーク県民チャレンジ
県民総参加による食品ロス削減の取組みを促進するため、
食品ロスを出さない期間を設定し、家族やグループ単位で食
品ロスを出さない取組みを実践するキャンペーンを開催しま
す。キャンペーンへの参加をお願いします。
●期 間 ：８月１日（水）～７日（火）の１週間
●内 容
①毎日、食品ロスを出さなかったかチェック。
②１週間での削減量を計算。（70 ｇ×出さなかった日）
③チェックシートを事務局へ郵送等により送付。
●応募締切 ：８月 31 日（金）

（２）「サルベージ・セミナー」の開催支援
サルベージ・パーティ※の自主的な開催を促進する
ため、団体等が食品ロス削減やサルベージ・パーティ
に関するセミナー等を開く際に講師の派遣を行ってい
ます。ぜひご活用ください。
※食 品ロスになりそうな食材を持ち寄って美味しい料理
に変身させるイベント。
●派遣期間：平成 30 年６月～ 31 年２月
●対
象：団体などが主催するセミナーや研修等で、
食品ロス問題、サルベージ・パーティの
開催方法についての学習やサルベージ・
パーティの体験を行うもの。
●講師派遣：10 回程度

（３）アプリを活用した「使いきり 3015」の通知
毎月 30 日と 15 日に冷蔵庫などをチェックして食材を使い
きる「使いきり 3015」の実践を促すため、既存のエコ・スト
アアプリで 30 日と 15 日に使いきりの日であることを通知す
るとともに、使いきりレシピを公開しています。
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トピックス〈高岡市〉

「高岡市合同エコクラブ」が「ミールケア・エコまる賞」を受賞しました！
公益財団法人日本環境協会では、全国各地の子どもたちの環境活動を支援する「こ

どもエコクラブ事業」の中で、年間活動の成
果を発表する壁新聞及び絵日記を募集する

「全国エコ活コンクール」を行っています。

昨年度の本コンクールにて、高岡市と幼稚

園・保育園 15 クラブで構成される「高岡市

合同エコクラブ」が壁新聞幼児部門において

表彰式

「ミールケア・エコまる賞」を受賞し、表彰式及び受賞の特典である環境プログ
ラムが立野保育所、伏木保育園、戸出東部保育園の３園で開催されました。

なお、全国エコ活コンクールは平成 24 年度より開催されており、富山県の

団体が受賞するのは、平成 25 年度の高岡市と幼稚園・保育園 12 クラブの「団
体特別賞」受賞以来となります。

「ミールケア・エコまる賞」
受賞作品
エコクイズ

折り紙メダル作り

１．高岡市の取り組みについて
高岡市では、特に幼少期からの環境教育を重視しており、平成 23 年度よりグリ

ーンカーテン環境啓発事業を実施しています。各園では子どもたちが実際にグリ

ーンカーテンの育成に携わるとともにグリーンカーテンに関連した環境教室等の
イベントを市内企業の参画もいただきながら実施することで環境に対する関心を
深めています。

保育園での環境教室

２．今年度の取り組みについて
今年度、こどもエコクラブを支援している㈱プロントコーポレーションより、コーヒー豆かすと間伐材を原料

と し た 環 境 に や さ し い 植 木 鉢「CAFE TSUCHIKO」 を 提 供 い た だ き ま し た。 ５ 月 に は、 野 村 保 育 園 で「CAFE
TSUCHIKO」の苗植えイベントを実施し、身近なコーヒー豆かすでも貴重な資源となることを学びました。

「CAFE TSUCHIKO」をグリーンカーテンに活用するのは全国初の取り組みとなり、さらなる活動の活性化につな

げていきたいと考えています。

市職員による紙芝居

「CAFE TSUCHIKO」苗植え
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富山県
ナチュラリスト協会

環境を身近に考える
わ

かい

環の会
初夏の自然観察会

当協会は、昭和51年に関係の
（美女平）
皆様方の自然保護への熱い思い
により富山県ナチュラリスト研究会として発足して以来
42年となり、会員数は現在377名を数えます。この間、冬
期間でも積極的に自然を楽しむ雪上観察会や昭和60年
から実施している全国一斉初夏の自然観察会、科学的・合
理的な手法を取り入れた高山での外来植物除去、県民向
け観察会などの普及事業・ネイチャーウォーク、雪の大谷
ウォークへの協力、会員向けの研修事業、拘りの瞬間を
とらえた写真展の開催、機関誌の発行、書籍の編集など
に積極的に取り組んでいます。
最近のナチュラリスト活動では海外からの観光客の増
加やニーズの多様性に戸惑うほどですが、私たちを取り
巻く社会も循環型社会形成や SDG ｓ（持続可能な開発目
標）達成のための様々な取り組みなどが本格化してきて
います。私たちはボランティアの立場ではありますが、
多様な能力と経験をお持ちの会員の皆様方とともに社会
の中で一定の役割を果たしてまいりたいと考えています。
会長 遠藤 博伸

当会は、環境問題に関心をもつ仲間が集まり、地域の
環境活動を支援並びに環境情報の発信を行う事により、
地域の環境保全に資することを目的としています。
（地
球温暖化防止活動推進員及び環境に興味ある有志で組織）
・例 会 奇 数月の第２木曜日、高岡市ふれあい福祉セ
ンターにて実施
・勉強会 環境問題ほか多岐にわたる内容
・研修会 県
 内外の事業所及び施設を見学し、懇親を深
める
・活

動 環
 境教育【川のすこやかさ調べ】【たかおか環
境チャレンジ 10】など
環境啓発事業【各種団体研修会等で事例発表】
 動結果を冊子にまとめ、関連団体・個人に
活
提供

・受賞歴 富
 山一級水系水質汚濁対策連絡協議会・環境
省水・大気環境局長
随時入会可、一緒に活動しませんか？

出捐事業者紹介
当社は富山市・射水市に都市ガスを、富山・石川両県にＬＰガスを供給しています。
事業活動における環境負荷低減としては、2006年に都市ガスを天然ガスへ転換し、生
日本海ガス
産段階におけるＣＯ₂排出原単位を92％削減しました。
株式会社
2016年には新潟県から高圧導管による天然ガス受入れ
を開始し、さらに排出削減をすることができました。 本
社およびショールームではコージェネレーションシステ
ムを設置し、建物における効率的なエネルギー利用を行っています。 社内では「環境行
動指針」に基づき、年度毎に「環境行動目標」を定め、オフィスにおけるＣＯ₂削減、コピー
用紙使用の削減、産業廃棄物排出削減等に取り組んでいます。社員個人では、マイカー通勤者が原則月2回マイカー以外の
方法で通勤する「ノーカーデー」を実施しています。自転車や公共交通機関を利用すること、近隣の社員同士で「相乗り」
をすることでマイカー通勤時に発生する燃料使用量を削減し、ＣＯ₂の排出削減に貢献しています。

◆エコノワとやま登録企業・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。

エコノワとやま HP で
登録者の皆さんの活動を
ご覧いただけます。
http://tkz.or.jp/econowa/
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エコアクション 21 登録事業者紹介

富山テレビ放送株式会社

富山テレビ放送は、富山県域を放送エリアとするフジテレビ系列のローカル局
として、日々、ニュースや地域の情報、話題を発信しています。そうした放送活
動を通して、環境保全の大切さを訴えかけ、1990 年には、「富山・水・文化の財
団」を設立し、環境啓蒙活動にも力を入れてきました。
2017 年４月からは、環境キャンペーン「イマエコ」を展開し、社員によるゴ
ミ拾いや親子バスツアーなどを行っています。そして、さらなる環境への意識向
上を目指そうと、今年３月、「エコアクション 21」の認証登録を受けました。当
社は、来年、開局 50 周年を迎えます。今後とも、自社における節電、節水など省エネに努めるとともに、エコ
アクション 21 を取得した放送局として、できることは何かを考え、持続可能な社会の構築に向け、取り組んで
いきたいと考えています。

塩谷建設株式会社

当社は、昭和 29 年高岡市伏木にて創業し、来年９月で創業 65 周年を迎える総
合建設業を営んでおります。元より当社は、砂ゴケによる屋上緑化や、太陽光発電
など、環境事業に取り組んでおりましたが、一部の事業ではなく、全社としての環
境への取り組みを目指し、平成 30 年３月にエコアクション 21 を取得致しました。
取得に際しては、まず現状の把握から始めました。毎月の電気、水道、ガソリン、
灯油等の使用量を数字によって確認し、二酸化炭素排出量に置き換えることにより、
当社が事業を営むことによる環境への影響を再認識することができました。
建設業という業種は使用する建材や土地の造成、重機の使用等、環境への負担が
非常に大きい事業であります。環境への負担が大きいからこそ、建設業者が環境への貢献をしていかなければなり
ません。ただ消費するだけではなく、消費をすると同時に消費を減らす活動を行うことにより、社会に対して更な
る貢献をしていきたいと考えております。

賛助会員企業紹介

株式会社安全性研究センター

株式会社環研

当社は、水質、大
気、騒音・振動、悪臭、
土壌汚染調査等の公
害防止と環境保全に
求められる環境測定・
分 析を行なっている
事業所です（環境計量証明事業所）。
昭和 49 年に設立され、今年で 45 年目を迎えます。
近年では、医薬品関連試験、飲料水試験、異物検査、
作業環境測定等の多種多様な測定・分析を始め、長
年培った経験を生かし解析・評価・コンサルタント機能
を充実させ、更なる地域環境の保全や改善並びに住ま
いや人の安全・安心に貢献することを目的に営んでおり
ます。
環境への取組みとして、各業務に関して、省力機器
の積極的導入や改善提案活動を通じて業務の効率化を
進め、消費エネルギーの節約等を行ないながら、環境
負荷の低減を目指しております。また、昨年度は環境
貢献活動の一環としまして、富岩運河～環水公園まで
の遊歩道の清掃活動を行ないました。
今後も、社会やお客様のニーズに合わせ、高いレベ
ルのサービスと品質を提供し、当社のスローガン『美し
い自然、快適な地球を目指して』の実現に取り組んで
まいります。

当社は計量法の定
める登録業者とし
て、環境計量証明事
業を中心に、ばい煙
や水質、悪臭そして
土壌の濃度測定や騒
音・振動測定を行っています。また、作業環境測定、
飲料水検査、温泉分析、細菌検査、空気環境測定、
浄化槽維持管理、産廃分析、肥料分析なども行って
おります。
そして近年、超音波を利用した弾性波による防護
柵等支柱根入れ長測定に取り組んでおります。さら
には、長寿命化した社会インフラの効率的で高精度
な点検、健全度評価、劣化予測の実現を目指すため、
弾性波技術を利用した附属物スクリーニング調査等
にも取り組んでおります。
私たちは常に研鑽に努め、よりよい環境づくりに
関わるプロフェッショナルとして小さな疑問も逃さ
ずに取り組み、厳密なデータと信頼できる分析で、
各種事業者様の環境管理をサポートしてまいりま
す。
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市町村の取組み

～上市町～

循環型社会を形成し、
森 ･ 水 ･ 農環境を未来につなぐ !!
地球温暖化など全世界の環境問題について、私たち一人ひとりが深く学び、引き継がれた自然と共生す

る意識を持って取り組んでいかなければなりません。上市町は、中部山岳国立公園の豊かな自然に囲まれ、
日本有数の名峰剱岳をはじめ、全国名水百選にも選ばれた“穴の谷（あなんたん）霊水”や、本尊不動明
王像で知られる“大岩日石寺”、豊かな森林渓谷など、素晴らし

い環境に恵まれています。また、雄大な剱岳をはじめとして、森・
水・農など豊富な自然環境を有しています。豊かな自然環境を観
光資源に活用するため、上市まちのわ推進協議会が作成した「上

市町エコツーリズム推進全体構想」が、平成 29 年２月７日に国

の認定を受けました。これらが守られてきたことは上市町の財産
であり、これからも守っていくべきものと思っています。

１．上市町エコツーリズム推進全体構想
・基本方針

「上市町にある自然・歴史・伝統文化・産業そして、人を“大

きなわ

わ（輪、和、環）”で繋ぐ」ことを町のエコツーリズ

ム推進としました。

・取組

豊かな地域資源を「町の宝」と表現し、
「町の宝を後世に繋ぐ」

ことが我々にとっての最大の使命と位置付けています。以上
のことを推進して行くには、やはり『環境を守る』ことを除
くことはできません。

地元住民と中学生によるゴミゼロ運動
（各自治会によるゴミゼロ運動も実施）

２．
「物」循環の推進
・基本方針

限りある資源を浪費しないために３R 活動を推進します。

・取組

資源の分別リサイクルの推進、効率的な収集・運搬の推進、

処理の効率化、災害廃棄物処理計画の策定、廃棄物系バイオ
マスの普及啓発など。

ペレット・ストーブ導入補助金

３．CO2（二酸化炭素）の削減
・基本方針

温室効果ガスの削減

・取組

パークアンドライドの利用促進による、公共交通を利用

するための拡充、省エネルギーに配慮した住宅建築などの
普及啓発等、行政の事務事業においても環境マネジメント

（ISO14001）に取り組んでいます。・地方公共団体カーボン・
マネジメント強化事業を実施しています。

グリーン・ツーリズムによる棚田オーナーが
田植えからから稲刈り、はさかけ体験を実施
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地球温暖化防止活動推進員紹介コーナー

富山県地球温暖化防止活動推進員

富山県地球温暖化防止活動推進員

杉森

岡山

すぎもり

しげる

おかやま

茂さん

地球温暖化防止活動推進員という言葉を、初めて意
識したのは平成 17 年のことでした。その当時は、会社
で環境管理関係の仕事に従事していました。その業務
の一環で環境法規の情報をインターネットで調べていた
ところ、富山県のホームページで第２期の養成講座の
受講生を募集しているのを見つけ、応募しました。社内
教育で環境関係の講師もやっていたので地球温暖化防
止については多少知識もありました。実際に受講して見
るとそういう事だけでなく、小学４年生にどう理解しても
らえるようにするかという講義もあり興味深く聞かせても
らいました。なんとか平成 18 年に第２期の委嘱を受け
る事ができ、平成 32 年３月までやることになっています。
活動の中心はチャレンジ 10 授業で、南砺市中心に毎年
１校ペースで各小学校に出向いて出前授業を行ってい
ます。私の授業の特長は、太陽光や風力、手回しなど
の発電オモチャを用意し、楽しみながら学んでもらって
います。未来の子供達に普通の地球を残せる様、微力
ながらがんばっていきます。
みず の

～次号（2019年１月号）は推進員の水野

しげのり

重憲さん

朝の空を見上げて、日本の四季が続きますように
そっとお祈りし、顔を洗う水の流れに温暖化防止ス
イッチを ON にし、今日一日自然に負荷を与えない
ような生活を心がけていますが、うまくいかない日
が多くそんな時は明日があると慰めている猜疑心の
強い私が、このように長く環境事業に携わってこら
れたのは。
「雷鳥もいない猛暑日の続く富山にして、
何しとったがいね」と聞かれたときに「地球温暖化
防止推進員として立山に氷河を残さんまいけとプロ
ジェクターを使ったこともあったが、パパとママに
家に帰った時に一緒にチャレンジ 10 やらんまいけ
と言えるように地球温暖化防止パンフレットに添っ
て知識を与えるのではなく気付いてもらう授業して
きたがやちゃ」と答えたいため、果報は練って待て
の気構えで、「進歩を阻害するのはこれでよいとい
う自己満足である」を座右の銘として「電気を消し
たか、飯のおかずは冷蔵庫に聞け」を妻との合言葉
にして推進員を楽しんでいます。
たか し

みやがわ ま

お

こ

隆司さん、宮川真緒子さんをご紹介します！～

とやま環境フェア2018 開催のご案内
テーマ：水と緑に恵まれた快適な環境をめざして
～未来につなごう！エコなくらし（いつでも、どこでも３Ｒ）～
「とやま環境フェア」は平成 10 年から毎年開催し、毎回多くの県民の皆様にご来場いただいている環境に関
する県内最大のエコイベントとなっております。 省エネ体験や、親子で楽しくエコについて学ぶ良い機会ともなっ
ております。今年度はキャラクターショー ドラえもんやダンボール迷路等も予定しておりますので、皆様お誘い合

わせの上、多数のご来場をお待ちしております。
時

平成10月13日（土）10:00～17:00

場

所

富山県産業創造センター（高岡テクノドーム） 高岡市二塚322番地5

▼ ▼

日

／

14日（日）10:00～16:00

サルベージ・パーティー＆試食会
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とやま環境財団からの案内

メールマガジン「とやまエコ通信」
登録募集中！
当財団では、環境に関する情報などを掲
載したメールマガジン「とやまエコ通信」
を毎月末に配信しています。
富山県の環境情報を手軽に受け取れる「と
やまエコ通信」へのご登録をお待ちしてお
ります。
■メ ールから 氏名をご記入の上、tkz11@
tkz.or.jp にメールをお送り下さい。

平成30年度新規賛助会員ご紹介
今年度、新たに６個人に新規賛助会員になっていただき
ました。
皆様方のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
賛助会員数：団体・企業 345 社
個人 295 名
（平成 30 年７月１日現在）
団体・企業の会員はこちら
http://www.tkz.or.jp/zaidan/kaiinitiran3.pdf

■と やま環境財団のホーム
ページ
http://www.tkz.or.jp から

新規賛助会員募集中！！
申込方法はこちら
http://www.tkz.or.jp/mailmaga/

QRコード▶

QRコード▶

「エコアクション 21 ガイドライン
（2017 年版）
」への移行審査について
平成 29 年４月にエコアクション 21 ガイドラインが改訂され、翌 30 年４月から適用が開

始されました。既に認証・登録されている事業者様（業種別ガイドライン適用事業者様を
除く）の 2009 年版ガイドラインから新ガイドラインへの移行期間は、平成 30 年４月１日か

ら平成 32 年３月 31 日までの２年間です。詳細は以下のとおりです。

①2 017年版ガイドラインに基づく更新及び中間審査の申込は、平成30年４月１日から受付を開始します。
②2009年版ガイドラインに基づく更新及び中間審査の申込は、平成31年３月31日で受付を終了します。
③この期間に、更新又は中間審査を申し込む場合は、2017年版又は2009年版のどちらのガイドライ
ンを適用するかを明らかにしていただきます。

※できる限り早期に、2017年版ガイドラインへの移行をお願いいたします。
編集後記
エコ啓発イベントにおいて、幼児たちが「３Ｒへの取組」について元気よく発表していました。「みんなにとって良い
ことだから」と何度も練習して頑張っている姿に微笑ましさを感じました。
私たちは、それぞれに「ものさし」を持っていて、その尺度はそれぞれ違うと思います。何千年何百年の時を経て、個々
の行動範囲や情報伝達の拡大よって生存世界の視野も飛躍的に拡大しましたが、地球温暖化防止などの地球規模の環境
問題を推し量る尺度を持っている人は希有だと思います。
自分独りが取り組んでも、行動しなくても体制に影響がないと考えがちですが、この子らの世代やその継ぎの世代に
繋がるように、一人ひとりが取り組める身近なところから「３Ｒ＝ゴミを出さない生活」を行動して、地球規模は図れ
ないけど「地球の環境」のために出来ることから積極的に行っていきましょう。

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
▲QRコード
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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。

