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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

新年を迎えて

総会が開催されます。富山湾など、水と緑に恵まれた

公益財団法人とやま環境財団
理事長 永原 功

本県の素晴らしい環境が世界的に注目される機会とも
なることから、環境保全に向けた取組みがますます重
要となっているものと考えます。

新年あけましておめでとうございます。

当財団では、今後とも、本県の快適な環境を守り、

日頃から当財団の運営や事業の推進に暖かいご支援、
ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

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、省エネや、食品ロスなどの

また、昨年 10 月 13・14 日に開催した「とやま環境

削減を始めとするエコライフの定着・拡大を図るとと

フェア 2018」につきましても、例年以上に大勢の方々

もに、地域に根ざした環境保全活動の充実・強化に努

にご来場いただき、改めまして厚くお礼申し上げます。

めてまいります。

さて、皆様ご案内のとおり、昨年 10 月には本県で「３

新年を迎え、職員一同、気持ちを新たに取り組んで

Ｒ推進全国大会」が開催されました。これは、今年で

まいりますので、どうか今年も変わらぬご支援、ご協

11 年目となるレジ袋無料配布の廃止をはじめ、食品ロ

力を賜りますようお願い申し上げます。

スの削減など、県民総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。
さらに今年は、本県で「世界で最も美しい湾クラブ」
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報告（１/ ２）

とやま環境フェア２０１８を開催しました !
平成 30 年 10 月 13 日（土）、14 日（日）の２日間、高岡テクノドームにおいて「とやま環境フェア 2018」を開催
しました。２日間を通して約 15,000 人もの多くの皆様にご来場いただきました。

富山県ごみゼロ推進県民会大会
とやま環境フェア 2018 に併せ、循環型・低炭素社会の実現に向けて、ごみゼロ・リサイクルのさらなる推進を目的
として「富山県ごみゼロ推進県民会大会」を開催しました。本大会では、ごみの減量化等において顕著な功績があった
個人、団体の方々の表彰が行われました。

受賞者・団体等
【富山県環境部門功労表彰】

滑川市立滑川中学校生徒会（滑川市）
島 正巳（射水市）

【環境とやま県民会議会長表彰】

・ごみゼロ・リサイクル部門
富山市おもちゃ病院（富山市）
滑川市立早月中学校（滑川市）
国際ソロプチミスト それいゆ砺波（砺波市）
株式会社ゴールドウイン（小矢部市）
・地球温暖化対策部門
藤井 徹（砺波市）
認定こども園 国吉ちくば保育園（高岡市）
・とやまエコ・ストア制度部門
株式会社大阪屋ショップ サンプラザ店（魚津市）

フ ォトギャ

受賞された皆様

ラリー

いずみ幼稚園鼓隊演奏

カターレ富山［Leap Blue］ダンス

ピエロのパット君

シャボン玉おじさんナナイロさん

エコ遊具であそぼう♪

もみ子先生科学実験教室

大人気！自転車発電
エコ人力発電遊具

にぎわうフェア会場

燃料電池バス「SORA」

ダンボール迷路

各出展者ブース

ものづくりブース
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かえっこバザール
「かえっこバザール」 は、遊ばなくなっていらなくな
ったおもちゃを持ち寄ってポイントに交換し、集めたポイ
ントで買い物ができる、お金を使わない「買い物ごっこ」
です。
欲しかった「ぬいぐるみ」などのおもちゃを手に入れ
た子どもたちは大喜びでした。

かえっこバザール会場

お気に入りは、見つかったかな

「マイ プラネタリウム」を作る♬

暗室ドーム

プラネタリウム工作教室
富山県立大学天文部の皆さんの協力により、プラネ
タリウム工作教室が行われました。
親子で厚紙を加工して、小さなプラネタリウムを制作
し、会場に設置した暗室ドームにおいて、星座の観察
を楽しみました。

とやま環境フェア出展企業・団体

紹介

公益財団法人オイスカ富山県支部

株式会社富山環境整備

オイスカは 1961 年に発足した国際ＮＧＯで、主
にアジア・太平洋地域で農村開発や環境保全活動を
展開、特に各国の青年を地域のリーダーに育てるべ
く人材育成に力を入れています。また国内では、宮
城県での「海岸林再生プロジェクト」などの環境保
全活動や各種体験・セミナー
などを通じた啓発活動を行っ
ています。

循環型社会を目指す弊社では廃棄物の持つエネル
ギーを最大限に生かす事業の一つとして、可燃物を
焼却する時に発生する熱を利用して熱回収や発電を
行 っ て お り ま す。
回収した熱や電力
は弊社の農業事業
にエネルギー供給
し、トマトと花卉
の栽培をしており
ます。また、弊社
は容器包装リサイクル法の認定事業者であり、一般
のご家庭から排出されるプラスチック容器包装材を
同じ敷地内で再商品化製品利用事業者として再商品
化した製品を製造しております。
今回、とやま環境フェアでは上記の事を中心に説
明させて頂きました。一度不要となった物（廃棄物）
でも資源として有効活用されていることを広く知っ
て頂ける良い機会
であったと思って
おります。
弊社ブース内の
来場者はご家族様
連れが多く、今後
を生きる次世代に
今以上のよりよい環境を残していけるよう社会づく
りに貢献していきたいと思います。

『とやま環境フェア』には
「森のつみき広場」を毎年出展
し、子供たちに県産間伐材を
使ったつみ木に触れながらや
恵みを考えてもらう機会を設
け、毎回多くの方に来場いた
だいています。
富山県支部ではこのほか、立山町での森づくり活
動や海外植林ツアーなどを開催しており、今後とも
地域の皆さまとともに取り組みを継続してまいりま
す。
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花王グループカスタマーマーケティング株式会社
花王は、原材料を選ぶところからごみに出すところまで、そのすべてがエコ
につながるモノづくりに取り組んでいます。そして、多くの皆さんと直接コミ
ュニケーションできる「行政の環境イベント」や、「流通店舗催事場でのエコイ
ベント」を通じて、日常生活でできるエコの工夫や製品の環境性能などについて、
小さなお子さまにもわかるように工夫した啓発ツールなどを使ってお伝えして
います。
“とやま環境フェア”には、2011 年から出展させていただいており、毎年、
多くの方に花王グループの活動や製品を通して、『暮らしの中でエコしよう』という環境取組についてご紹介し、
環境負荷低減について考えて頂くきっかけになればと活動しています。今
年は、
“ごみ削減キット“を使ってエコクイズに回答することで、製品を
通してできるごみ削減について、約 1,600 名の方々にお伝えすることが
できました。また、会場に隣接する流通店舗催事場でも同様の活動を行い、
多くの皆さんにごみ削減の認知をいただけたと思います。
今後も、行政・流通との活動を通じて“いっしょに eco”活動を推進し
てまいりたいと思います。

スタンプラリー景品ご提供企業・団体

・花王株式会社 ・関西電力株式会社北陸支社 ・三協立山株式会社 ・中越パルプ工業株式会社
・株式会社富山環境整備 ・公益社団法人富山県浄化槽協会 ・南砺市役所エコビレッジ推進課
・北陸電力株式会社 ・ＹＫＫグループ（ＹＫＫ株式会社／ＹＫＫ ＡＰ株式会社）

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

水野 隆司さん

宮川

みず の

たか し

みやがわ

環境を意識したきっかけが京都議定書で
した。今後、環境が様々なことでメディア、
ニュース、ソーシャルネットワークで取り出さ
れることを感じ始めた時、環境を知っていたことがきっと役に
立つ時が来ると思っていました。
その頃に環境プランナーと言う言葉に、“やるしかない”。
かなり難関でした。右も左も解らない。１年も時間を費やして
しまいました。環境プランナー、最後の授業で苦労して学習
した、最後の言葉が今でも忘れられません。“今からが環境
プランナーの勉強です！”なぜ、こんなに勉強したのにと思い
ました。
それから何年か経った時、地球温暖化防止活動のことを知
り養成講座を平成 23 年に終了して今年で 7 年目になります。
富山環境チャレンジ１０、うちエコ診断、はじめてのエコチャレ
ンジ。多くの経験をさせて頂いています。毎年授業をしてい
て子供たちの温暖化に対する考え方の時代の変化に感心しま
す。子供の好奇心から出てくる質問に答えてあげたいと思う
ことが常に思うようになりました。
毎年、刻々と変わる環境問題。何年か経った時、“今から
が環境プランナーの勉強です！”が、ようやく理解できるよう
になりました。質問にすぐに答えられる様になることが、地球
温暖化防止活動推進員をしていることだと思うようになりまし
た。多く方々の出会いを大切に努力していきたいと思います。

～次号（2019年８月号）は推進員の

た なべ

田辺

ま

お

こ

真緒子さん

九州から富山に来て 20 年、気候
が変わったと感じます。子を持つ
親の目線で少しでもお役に立てればと、環境チャレ
ンジ 10 の活動をしています。
10 歳にはちょっぴり難しい温暖化。感性豊かな子
どもはナマの話が好きだから、経験談や身近な話な
ら心に何か残るはず。背伸びせず自分のことばで伝
えることにしました。
授業には、身近にある大きな葉っぱや木の実など
を持っていきます。自然に目を向け季節の移ろいを
感じることが、温暖化を考えるきっかけになればと
願って。普段は目もくれない葉っぱでも、実際に手
に持ってかざすと何を感じるのでしょうか、みな子
どもらしい生き生きとした顔になります。
異常気象の連鎖といわれたこの夏は、温暖化を肌
で感じる機会となりました。そんななか頑張ったチャ
レンジの結果にはどよめきが。
「これでこんなに削減できちゃった！」
４週間の挑戦が落ち葉のように子どもたちの心に
積もり、いつの日か肥しになりますように。
あきひこ

ふじ い

聡彦さん、藤井
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第 13 回３Ｒ推進全国大会 in 富山の開催結果について
全国初の県単位でのレジ袋無料配布廃止から 10 周年となる今年 10 月、県内外から約 600 名の参加を得て、３Ｒ推

進全国大会が富山市において開催されました。

本頁では、全国大会の結果と本県の資源効率性の向上や３Ｒに関する施策を紹介します。

１

開催概要

日時・場所
主
催
スローガン

平成 30 年 10 月 12 日（金）13 時～ 17 時
富山国際会議場メインホール
環境省、富山県、３Ｒ活動推進フォーラム等
富山から世界に！みんなでつなぐ３Ｒの未来
会場の様子

主な内容
○表彰式
平成 30 年度の循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰、３Ｒ促進ポスターコン
クール最優秀賞表彰が行われ、あきもと環境副大臣から表彰状が授与されました。
県内からは、循環型社会形成推進功労者として小矢部市立石動小学校、射水市立
放生津小学校及び中越パルプ工業株式会社が、３Ｒ促進ポスターコンクール最優秀
賞（中学生の部）として南砺市立城端中学校の松島玲奈さんが表彰されました。

あきもと環境副大臣からの
表彰状の授与

３Ｒ促進ポスターコンクール入賞作品（富山県分）

< 最優秀賞 >
南砺市立城端中学校 3 年
松島 玲奈さん

< 優秀賞 >
小矢部市立大谷中学校 2 年
青島 弓留さん

< 優秀賞 >
南砺市立城端中学校 3 年
松長
愛さん

< 佳作 >
小矢部市立津沢中学校 3 年
辻
心愛さん

○事例発表
３Ｒに取り組む企業・行政が事例発表を行い、中越パルプ工業株式会社（高岡市）
からは
・ 地域の団体や企業、行政との連携のもと、使用済みの割り箸や年賀はがきを回
収して自社でコピー用紙や模造紙を製造し、地元の小中学校に寄附する取組み
・ 製紙工程で廃棄物由来の燃料を積極的に使用し、化石燃料の使用量を削減する
取組み
などが紹介されました。

中越パルプ工業株式会社からの事例発表

○パネルディスカッション
全国地域婦人団体連絡協議会会長・富山県婦人会会長の岩田繁子さん、富山県消費者協会会長の尾畑納子さん、ハリ
タ金属株式会社代表取締役の張田真さんらをパネリストに迎えて、「資源効率性を高めた地域循環共生圏の形成」をテー
マに意見交換が行われ、地域循環共生圏の形成には県民・事業者・行政の連携が重要であることが確認されました。また、
富山県のモデル事例
パネルディスカッションでの意見交換の様子
（ レ ジ 袋 無 料 配 布 廃 止、
使用済小型家電リサイク
ル、食品ロス削減の県民
運動など）から３Ｒの取
組みを全国へ拡大してい
くことが提案されまし
た。
岩田繁子さん
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２

本県の資源効率性の向上・３Ｒに関する主要施策

本大会では石井知事からの基調講演やパネルディスカッション、ブース展示において、大会テーマとなった食品ロス対策や
海洋プラスチックごみ・海岸漂着物の削減、小型家電リサイクルに関する本県の施策を紹介しました。

（１）食品ロス削減
県民運動として推進している「3015 運動」や、家族やグループ単位で食品ロス削減にチャレンジする「ロスゼロウィーク県
民チャレンジ」、１／３ルール等の商慣習の見直しなど、食品ロス削減のための３Ｒの取組みを県民総参加で実施していること
を紹介しました。

県民全体で取り組めば、
家庭系食品ロスの

70％削減も可能！

＊ご飯茶わん１杯 150g、１個 100 円のおにぎり (100g) で換算

ロスゼロウィーク県民チャレンジでの取組効果

賞味期限に関する商慣習（1/3 ルール等）の見直し

（２）海岸漂着物対策としての３Ｒ
上流域と下流域が連携した清掃活動の促進や海岸清掃体験バスツアー
の開催のほか、本県が全国に先駆けて実施した無料配布廃止によるレジ
袋削減やエコ・ストア登録店でのトレイ等の資源回収、携帯型マイバッ
グの作成・配布等によりコンビニ等でのマイバッグ利用促進を図る「い
つでも、どこでもマイバッグ運動」など、海岸漂着物の削減につながる
３Ｒの取組みを県民総参加で実施していることを紹介しました。

海岸清掃体験バスツアー

清掃活動

（３）小型家電リサイクル
県内では、全 15 市町村において使用済小型家電を回収し、リサイクルが行われています。リサイクルをさらに促進するため、
回収方法の拡大・多様化による消費者の利便性向上に向けて、今年度から新たに、消費者が買い物の際に使用済小型家電を家
電量販店に持ち込めるような仕組み「いつでも、どこでもリサイクル」を構築したことを紹介しました。

消費者

これまで

市町村

リサイクル事業者

県内全ての家電量販店
５社・全 33 店舗
「いつでも、どこでもリサイクル」
（小型家電リサイクル）

店頭に持込み

３

今後の取組み

2019 年 10 月には、「世界で最も美しい湾クラブ」の総会が本県で開催されることが決定しています。県では、３Ｒ推進全
国大会の成果を踏まえて本県の環境施策に磨きをかけ、総会において先進的な施策を国内外に発信するとともに、環境保全に
率先して取り組むフロントランナーとして各般の取組みを一層推進してまいりますので、県民の皆さまのご理解とご協力をお
願いします。
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環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」の実現を目指して

マイバッグの利用からはじめるエコライフの実践

とやまエコ・ストア制度
シンボルマーク「エコぼうや」

全国初の県単位でのレジ袋無料配布廃止や「とやまエコ・ストア制度」の創設など、
県民総参加のエコライフの実践を推進しています。

○ H30.6～ 「いつでも、どこでもマイバッグ運動」の実施
○ H20.4.1 レジ袋の無料配布廃止スタート
・ さらなるマイバッグ持参の定着やレジ袋削減を推進
・ マイバッグ持参率：95％
（H29、全国トップ）
（１） 携帯型マイバッグの作成・配布
・ H20～29（10年間）
のレジ袋削減枚数：約14億枚
【富山県婦人会で作成】
○ H25.10.20 「とやまエコ・ストア制度」スタート
（２） コンビニエンスストアと連携した普及啓発
・ レジ袋の無料配布廃止に加え、資源回収、低炭素化等
の取組みを県民と協働で行う店舗を登録
・ 登録店舗：73社1,099店舗・６商店街（H30.10）
○ H29.11.1 「とやまエコ・ストアアクション」アプリの配信開始
・ スマートフォンアプリの活用によりエコ・ストアの取組み
を支援
・ エコ・ストアマップ、環境相談窓口、使いきり3015通知、 ＜ Android ＞ ＜ iOS ＞
アプリのダウンロードサイト
使いきりレシピ検索
携帯型マイバッグ 店員が着用する缶バッジ

立山の自然環境の保全

水環境の保全

立山の貴重な自然環境の保全のため、本県ではマイカー
規制やバスの排出ガス規制を行うほか、県民協働による自
然保護活動を推進しています。
○第３次とやまのライチョウサポート隊活動（Ｈ30.6～）
○県民協働・山岳整備活動（Ｈ30.8）

本県では、県民共有の貴重な財産である水環境を次世代
に引き継ぐため、県民・事業者による保全活動の推進、活
動を担う人材の育成、普及啓発に取り組んでいます。
○川のすこやかさ調査キャンペーンの実施（Ｈ29～）
・ 水辺の自然、水のきれいさ等を ｢見る・感じる・触る｣ と
いった感覚で判定する「川のすこやかさ調査」キャンペ
ーンを県内全域で実施
（延べ約150か所、約1,150名参加）
○川や海の調査体験会の開催（Ｈ29～）
・ 水辺での ｢川のすこやかさ調査｣ の体験会や、海岸での
海の生き物観察会を開催

ライチョウサポート隊活動

県民協働・山岳整備活動

バスの排出ガス規制

ナチュラリスト解説活動

川のすこやかさ調査（千保川）

海の生き物観察（雨晴海岸の義経岩付近）

国際環境協力の推進

本県では、北西太平洋地域の環境保全のため、国連機関と連携した海洋環境の保全や日本、中国、韓国、
ロシアの地方自治体との交流を積極的に行っています。
○ H11.7～ 北東アジア地域自治体連合
（NEAR）
環境分科委員会のコーディネート自治体に本県が選出
・ ５カ国（日本・中国・韓国・ロシア・モンゴル）
の自治体が参加し、情報交流や共同調査等を実施

NEAR 環境分科委員会

○ H16.11～ 国連の北西太平洋地域海計画
（NOWPAP）
地域調整部を本県が誘致
・ 国連環境計画（UNEP）
が提唱し、
４カ国（日本・中国・韓国・ロシア）
が参加するNOWPAP 地域調整部
の運営を支援
・ 環日本海環境協力センター
（NPEC：NOWPAP の地域活動センターの一つ
（CEARAC）
に指定）
が人
工衛星によるリモートセンシング技術を活用した沿岸環境評価等の環日本海地域の海洋環境保全の取組
Ｇ７富山環境大臣会合
みを実施
○ H28.5 Ｇ７富山環境大臣会合が本県で開催
・ 本県の名前を冠した「富山物質循環フレームワーク」を採択
・ Ｇ７富山環境大臣会合での成果を踏まえて「2016北東アジア自治体環境専門
家会合 in とやま」を４カ国（日本・中国・韓国・ロシア）
の参加を得て開催し、
「2016北東アジア自治体環境専門家会合とやま宣言（2016とやま宣言）」を採択
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富山県からのおしらせ

参加
無料

環日本海海洋環境保全シンポジウム
～ NPEC20 周年記念 富山から環日本海の海洋環境保全を考える～

富山県では、公益財団法人環日本海環境協力センター（NPEC）と連携し、環日本海の沿岸諸国や地域とともに海の環
境保全を推進しています。
今年度、NPEC が法人設立から 20 周年を迎えたことを記念し、富山県及び NPEC では、海洋環境保全に関するシン
ポジウムを開催します。世界にも誇れる美しく豊かな海、富山湾の環境保全について一緒に考えてみませんか。
海の環境保全や日本海、富山湾の環境にご興味をお持ちの方、ぜひご参加ください。
日
場

時 平成 31 年１月 20 日（日）13：30 ～ 16：30
所 富山国際会議場（富山市大手町１番２号 TEL:076-424-5931）
多目的会議室 201 及び 202（講演会）、１F 交流ギャラリー（事業紹介パネル及び漂着物アート展示）
申込方法 郵送、FAX または E メールで、氏名、連絡先を明記のうえ、お申し込みください。
会場の都合上、できる限り事前申込みにご協力願います（締切：平成 31 年１月 11 日（金））。
申込先・ 公益財団法人環日本海環境協力センター（NPEC）
問合せ先 〒 930-0856 富山市牛島新町５- ５ タワー 111 ６階
TEL（076）445-1571 FAX（076）445-1581 E メール webmaster@npec.or.jp

とやま環境財団

8 月～ 12 月までの主な取組み

チャレンジ 10 事業を実施しました！
県と当財団では、平成 16 年度から、10 歳の児童
（小学４年生）が、地球温暖化を学び、温暖化防止
につながる 10 の取組みを決めて、家族とともに実
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、今年度も 64 校、約
3,400 人 の 児 童 が
参加しました。
各 児 童 は、 地 球
温暖化防止活動推
進員による授業を
受けた後、各家庭
に お い て 10 の 取
組みを４週間実践
することにより、地球温暖化防止の大切さについて
理解を深めている様子でした。

はじめてのエコライフ教室を開催しました！

幼稚園、保育園、こども園などの園児たちがエコ
ライフについて学ぶ「はじめてのエコライフ教室」を、
今年度は 10 園で実施しました。地球温暖化防止活
動推進員が様々な工夫をしながら、園児たちにわか
りやすく、節電・節水・ごみの分別などについて教
えていました。

とやまスターウォッチング at 富岩運河環水公園
８月３日（金）、
『とやまスターウォッチング at 富岩運河環水公園』
を開催したところ、約 200 名の方々にご参加いただきました。
当日は好天に恵まれ、スターウォッチングの解説や夏の大三角や
北斗七星を見つけたり、富山県天文学会、富山大学天文同好会、富
山県立大学天文部の皆さんが設置した本格的な望遠鏡を使い、昨年
大接近した火星や、木星、土星などの惑星を観測することができま
した。観察を通して、きれいな星空や空気を守るために出来ること
について考えるよいきっかけになりました。

—8—

きょうせい

第 12 号

平成 31 年 １ 月
とやま環境財団

8 月～ 12 月までの主な取組み

各地で環境イベントが開催されました！

「第24回魚津市環境フェスティバル」 ９月29日
（土） ありそドーム

魚津市内の小中学生を対象とした環境保全ポスターコンクールや、市民参加のグリ
ーンカーテンの表彰式のほか、企業、団体による環境保全活動や地球温暖化防止活動
等についての紹介や、エコ体験などが行われました。
「第13回射水市環境とくらしフェア」 ９月30日（日） ミライクル館・グリーンピア射水
リサイクル体験会、環境クイズラリーの実施、再生品活用市、フリーマーケット、おもちゃの
病院などのブース出展のほか、食品ロス削減啓発ポスター展示などが行われました。
「滑川市環境フェア2018」 11月３日
（土） 滑川市産業研修センター
環境保全活動に取組む団体や企業の紹介などが行われました。
当財団も本イベントに参加し、
「COOL CHOICE」宣言募集の PR、環境教育教材
を用いた省エネ等の呼びかけを行いました。
「小矢部市農業祭」 11月10･11日
（土 ･ 日） クロスランドおやべ
秋の収穫祭に合わせ、地元の小中学生を対象とした環境ポスターの表彰や展示、エ
コライフに関するブース出展が行われました。
「となみ食彩ふれあい市2018」 11月25日
（日） となみ駅前広場
エコライフに関するブース出展、再生エネルギーの体験会などが行われました。
当財団も本イベントに参加し、
「COOL CHOICE」宣言募集の PR、環境教育教材
を用いた省エネ等の呼びかけを行いました。

賛助会員・エコアクション 21 企業紹介

株式会社やぶうち商会
当社は、昭和 47 年に設立され、今年で 47 年目を迎えました。塗料の販売・塗装機器の販売・カッティングシー
ルの加工販売及び施工・化粧品製造販売の営業活動を生業としています。
お客様には、誠意と努力で、感謝されるサービスを提供することをモットーと
しています。そのような中でも、21 世紀の最大の課題である環境問題にも目を
向け、未来にきれいな地球を残せるよう、塗料関連事業の立場から環境活動を推
進する取り組みを目指し、2008 年 10 月にエコアクション 21 を認証・登録し、
今年で 10 年となりました。
有機溶剤などの環境負荷物質 ( 化学物質 ) 排出抑制への努力とリサイクル活動
をはじめ、環境対応商品販売促進への積極的な取り組みを通じ、社会に貢献したいと思っております。また、自社
内での環境負荷要素を見直し、資源の有効活用やエネルギーの削減に取り組んでおります。

生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま

生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやまは、食品、家庭用品、灯油等の配達、店舗によ
る食料品を中心とした販売、共済、住宅リフォームなど生活全般に係わる事業を、
富山県内の組合員を対象に行っています。「私たちは、一人ひとりが力を合わせ、
より豊かなくらしの創造と平和な社会をめざします。」という理念に基づき、環
境問題題を重要な課題として、取組みを進めています。
【特徴的な環境への取組み】
＊紙の回収・リサイクル
宅配事業は、県内約 3 万 4 千人の組合員宅へ商品カタログを届け、注文していただいた商品をお届けする仕組
みです。その際に、商品カタログを回収する取組みを行っています。昨年は約 1,098 トンの配布、1,000 トンを
回収し回収率は 91.1％となりました。
＊節電
各事業所では、節電のために、エアコンスイッチのＯＮ・ＯＦＦ時間を決め、使用時間を守るために、エアコ
ンのスイッチのＯＮ・ＯＦＦ時間を管理表に記入しています。
エコアクション 21 の取り組みも今年で 10 年になり、大幅に目標を達成できるような取組みはありませんが、
出来ることを各自が自覚をもって継続的にすすめていきます。
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エコアクション 21 企業紹介

株式会社ヤマシタ

株式会社協和製作所

当社は、ステンレスをはじめスチール、アルミニウ
ム、チタンなどの金属素材を使用して、建具、建築
金物、エクステリア、モニュメント、産業機械、熱
交換器、ホームドアの製作を行っている製造業です。
2008 年 9 月 8 日 に エ コ ア ク シ ョ ン 21 の認定を
受け、電力、自動車燃料、水、廃棄物等の削減に取
組みました。その中で最も効果があったのは、本社
工場及び新湊工場の水銀灯 (400w) をツインセラル
クス (190w) に 110 台入替し、推定ではありますが
約 35,078kWh の電力使用量を削減しました。また、
空調設備の入替では約 7,876kWh の削減効果があり
ました。
本社工場及び新湊工場の屋根に太陽光パネルを設
置し、両工場で年間 約 457,660kWh の発電を行っ
ています。
地球温暖化防止の
た め に は、 二 酸 化 炭
素の排出量の削減が
必 要 で あ り、 微 力 で
はありますが引続き
環境経営に取組んでいきたいと考えています。
地域への貢献では、工場周辺のゴミ拾いなど清掃
活動に取組んでいます。

当社は、主に建設機械や産業機械に使われる鋳物部
品を製造し加工しているメーカーです。
環境面では、金属スクラップ等を電気炉で溶解して
いるため電力多消費産
業と言われています。
そんな中、当社では
下記のような環境改善
に取組んでいます。
1. 消費電力の削減
最も電力の消費す
る電気炉２基の内、１
基をエネルギー効率の良い電圧形５ｔ炉に更新。高出
力を維持しながら電気コストの低減をはかりました。
2. 産業廃棄物の削減
①壊れやすい木製パレットから鉄製に切替。折り畳
みでコンパクトにできることから輸送コスト削減
や再利用可能となり廃棄物削減をはかりました。
②造 型ライン集塵機のダストを一部回収しコンク
リート等の材料に再利用することでリサイクル推
進を図りました。
今後も、地域に貢献し環境に優しい鋳物製品生産に
積極的に取り組んでいきたいと思います。

株式会社サンテック
当社は、射水市にて 1966 年に創業し、1997 年に商号変更を行い現在、株式
会社サンテックとして公共事業の一般土木の請負や、一般住宅外構工事をはじめ
下水道工事やガス管埋設工事などの民間事業を請け負い、建設業を営んでいる会
社です。
当初は、環境事業として、下水道施設の余剰汚泥の削減や、塗れる炭を使った
家づくりなどの事業の確立を目指していました。
そうした環境事業に携わっているうちに、建設業として日頃の事業活動のなかで取り組むべき大切なことを注
視するようになりました。
私たちのような小さな組織でも故郷にとって、当たり前のように行うことができる大切な考え方と取組があり
ます。それが、「エコアクション 21」です。
一人の取組による効果は小さいけれど、万人がベクトルをあわせ環境に優しい取り組みを行うことができたな
らば、大きな効果を生み出すことができる。まさに一灯照隅万灯照国といえます。
「エコアクション 21」の取り組みをはじめて 10 年目を迎えます。引き続き、故郷への思いやりをもって、自
分たちができる二酸化炭素排出量の削減、廃棄物の削減、再生材の使用といった環境に優しい取り組みを行って
いきたいと思います。

株式会社黒川製作所
当社は、昭和 28 年高岡市に黒川製作所として理化学硝子製造販売を開始し、
昭和 30 年有限会社黒川製作所設立、昭和 54 年現組織に変更し、平成 17 年富山
市金屋企業団地に本社を移転しました。現在では、理化学機器等を販売する専門
商社です。
営業活動においては、車のエコドライブ推進と、営業ルートの効率化により、
二酸化炭素排出量の低減を実施しています。事務所においては、エアコンの適正
な温度管理や、裏紙利用の促進等を実施しています。また、週毎に活動チェックシー
トに記入してもらい、社員１人ひとりのエコアション活動の意識を高めています。平成 21 年３月にエコアクショ
ン 21 の認証・登録を受けてから、10 年となります。
これからも理化学機器等の販売を通し、会社の発展と環境保全の相互追及を基本理念に掲げ、その事業活動に
おける環境負荷の低減に向けた活動を実施し、環境保全に貢献したいと考えております。
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市町村の取組み

～立山町～

ごみの分別の徹底と減量化の促進に努め、
快適な生活環境づくりに取り組む !!
立山町は、富山県中央部から南東方向に長く広がった形をしており、南西は常願寺川をはさんで富山市と、

北東は上市町、舟橋村と、東は立山連峰で長野県大町市と隣接しています。のどかな田園風景が見られる
平野部が面積の約３分の１、立山黒部アルペンルートや黒部ダムに代表される立山連峰の山岳地帯が約３

分の２を占めています。近年、宅地開発や住宅団地造成により、世帯数は年々増加していますが人口は減
少傾向にあり、核家族化が進んでいます。

町では、循環型社会の形成に向け、住民と協働したリサイ

クル活動「立山方式」を構築し、リサイクル意識の高揚と分
別活動を推進しています。

今後も、ごみの分別の徹底、減量化の促進に努め、快適な

生活環境づくりに取り組んでまいります。

生ごみ堆肥化事業～食品廃棄物を再利用しエコ堆肥に～
立山町では、可燃ごみの減量化とバイオマス資源の有効利

用を目的に平成 15 年から町内の数カ所の新興住宅団地で、
試験的に生ごみを回収し堆肥化を実施しました。しかし、一
般住宅の生ごみは、堆肥製造に適さない不純物（ラップフィ

ルム、プラスチック、爪楊枝や竹串等）が混入していたり水

分量が多い等の理由から品質が安定せず、事業として成立し
ませんでした。

そこで、平成 18 年９月からは、材料の品質を確保しやす

い町内の学校給食施設、保育所等の生ごみを回収し堆肥化事

業を開始しました。現在は町内の全保育所・園（７カ所）、
学校給食センター、特別養護老人ホーム、町役場食堂から出
される生ごみと、スーパーマーケットの鮮魚店（１店舗）か

ら魚の残渣を回収し、EM 活性液や米ぬかを使ったエコ堆肥
を製造しています。

エコ堆肥の販売（１袋 20㎏入り 300 円）は、立山町環境

保健衛生協会（立山町環境センター内）に委託しており、環

境センターのほか、町内で開催される各種イベント時にも販
売し、野菜等の色や甘みが増すなどの評判が広がり、町内外
の方に好評をいただいています。

なお、肥料取締法に基づき、品質確認分析を年２回、重金

属分析を年１回実施しています。昨年度は、町全体の可燃ご

み処理量の約１％にあたる 50 ｔの生ゴミを焼却処分せずに
堆肥化しました。
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平成 31 年 １ 月
エコノワとやま掲載団体紹介

NPO 法人 富山県自然保護協会

立山黒部環境保全協会

当協会は1962年（昭和37年）
に発足し、設立56年を迎える県
内 屈 指 の 自然 保 護 団 体 で す。
2003年にはNPO 法人の認証を
受け、
「自然を尊び、自然を愛し、
自然に親しむ」を基本理念として
自然保護意識の高揚と自然保護の推進に取り組んでいます。
立山での環境保全事業（ラムサール条約登録湿地の動
植物・地質・雪氷・大気等の調査・研究、外来植物調査・除去
など）、県ナチュラリスト、ジュニアナチュラリストの養成、富
岩運河の水生生物調査など幅広く調査研究に取り組んでい
ます。
新規事業として本年度（平成30年度）より立山山麓家族
村周辺でミズバショウ自生地の刈り払い、水路、遊歩道の整
備等に地元の人たちとともに汗を流しています。
このような活動を通して皆様と共に、富山の素晴らしい自
然を守り育て、次世代につないでゆきたいと思っております。

富山県 の 象徴 で あ る 立山連
峰、日本有数の峡谷美を誇る黒
部峡谷、おだやかな秀峰薬師岳。
当協会は、中部山岳国立公園
内で事業を行う者を構成員と
し、昭和49年に発足いたしまし
た。活動場所により立山、黒部、薬師岳・奥黒部の３つの
支部があり、それぞれの地域環境に根ざした美化清掃活
動やゴミの持ち帰り運動、また環境省や富山県から委託
を受け、登山道の整備や植生保護、公衆トイレの清掃な
どを行っています。緑の腕章をしたクリーンパトロール
員がシーズンを通じて活躍しています。
また、立山では毎年８月に会員だけでなく、県内の自
然を愛する団体に呼びかけ、美化清掃大会を開催してい
ます。薬師岳では美化行進に協力しています。 雄大な
国立公園の大自然を、いつまでも美しく、未来へ伝えて
行けるよう、今後も努力していきたいと思います。

お知らせ・募集

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。

登録方法
■ 次
 のメールアドレス tkz11@tkz.or.jp に氏名をご記
入の上、送信してください。

平成30年度新規賛助会員ご紹介
今年度、新たに「野村土建株式会社」様、「株式会
社ホクタテ」様に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 344 社
個人 295 名
（平成 30 年 12 月１日現在）
団体・企業の会員はこちら
http://www.tkz.or.jp/zaidan/kaiinitiran4.pdf

■ と やま環境財団のホームページ
「賛助会員・メールマガジン」の
登録フォームをご記入の上ご登録
ください。
QRコード▶

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▶

◆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。

公益財団法人

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/

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。

QR コード

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。

