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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

県内の海岸・河川などでの清掃活動を実施していると

公益財団法人とやま環境財団
理事長 永原 功

ころであり、これまでに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。
本年７月１日に、富山県及び南砺市が新たに国の

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。

「SDGs（持続可能な開発目標）未来都市」に選定され、
昨年に選定された富山市と合わせ、県内で３つの自治

さて、皆様もご承知のとおり、去る５月１日に元号

体が選定されることとなりました。

が改元され、令和という新しい時代を迎えましたが、

当財団としても、県や市町村、関係団体と連携し、持

令和の時代においても水と緑に恵まれた本県の快適な

続可能な社会づくりのため、地域に根差した環境保全

環境を守り、次世代へ引き継いでいくことが大切と考

活動の充実・強化に努めていきたいと考えております。

えています。

なお 10 月５日、６日には、SDGs の普及を柱の一つ

また、今年 10 月には、本県で「世界で最も美しい湾

とした「とやま環境フェア 2019」を富山産業展示館（テ

クラブ」世界総会が開催され、国内のみならず世界各

クノホール）で開催いたしますので、皆様お誘いの上、

国から多くの方々が来県されます。

お越しいただきますようお願いいたします。

来県される方々を美しい海岸で迎えるため、６月か
ら「みんなできれいにせんまいけ大作戦 2019」として
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とやま環境フェア 2019

報告（１/ ２）

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 22 日（土）、グランドプラザにおいて、
「令和元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、中川忠昭 富山県議会議長の挨拶に続き、環境保全に功績のあっ
た１個人、１団体が環境部門功労者として表彰されたほか、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。
あわせて、日常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。大会ではレジ袋削減 15 億枚達成報告＆「いつでも、どこでも
マイバック運動」キックオフイベントや認定こども園 国吉ちくば保育園の園児達がエコ活動の事例発表を行ったほ
か、お笑い芸人とごみ収集作業員の２つの顔をもつ、マシンガンズ・滝沢秀一さんのトークショーや一世一代時代
組（ゴミ拾い侍）のゴミ拾いパフォーマンスが行われ、ごみ削減社会の実現に向けた取組などが紹介されました。

石井知事の挨拶

中川県議会議長の挨拶

レジ袋削減 15 億枚達成報告

｢いつでも、どこでもマイバック運動｣

国吉ちくば保育園のエコ活動事例発表

滝沢秀一さんのトークショー

一世一代時代組のパフォーマンス

受賞者ポスターの掲示

環境部門功労者表彰・環境月間ポスター表彰
環境部門功労者表彰

仁歩地区自治振興会

環境月間ポスター表彰

（最優秀賞）

細磨

花音さん（小学生の部）

受賞者との記念写真

八川

進

氏

葊世

真麻さん（中学生の部）
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富山県県土美化推進県民会議総会を開催しました！
４月 24 日（水）に富山県民会館 304 号室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 2018 年度の県土美化推進運動実施報
告及び 2019 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、中学生の代表からは総会決議
の朗読や２団体、１企業より、日頃取り組ん
でいる美化活動についての報告発表をして
いただきました。

はじめてのエコライフ教室を開催しています！
毎年、保育園、幼稚園、認定こども園を対象に「はじめてのエコライフ教室」を実施しています。これは、小さい
頃から地球温暖化防止に対する意識や実践する態度を養うことを目的としており、今年で 12 年目となります。
富山県地球温暖化防止活動推進員が講師となり、園児が楽しみながらエコライフの第一歩を踏み出すことができるよ
うに工夫を凝らした授業内容で実施しており、年々県内に広がりをみせています。

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）を対象に富山県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、「むだな明かりを消す」「ごはんを残さず食べる」など 10 の取り組みを決めて、家族
とともに家庭での実践・自己評価するという一連の取り組みを通じて、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 69 校 3,022 名の児童が参加しています。
今年度は昨年度の取り組みの 「食品ロスをださない」 から「ごはんを残さず食べる」に変え、取り組みやすくなって
います。本誌が発行される頃には各児童は、各家庭での 10 の取り組みを実践している頃です。

富山県地球温暖化防止活動推進員さんからの声
チャレンジ 10 授業では、ペットボトルに水を入れ、炭酸ガスを加えてペットボトルが変形する様子を
体験したり、地球温暖化の DVD を見ることで，温暖化のことを知り、理解を深めました。また、手回
し発電機による電気をおこす体験をとおして、エネルギーについても学習し、エネルギーの大切さを学
びました。これからも未来の地球のために、むだな明かりをこまめに消すなど省エネについてを継続的
にしてくれることを期待します。
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富山県からのお知らせ

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
～令和元年度 富山県の主な環境関連施策～
富山県生活環境文化部環境政策課

循環型社会と低炭素社会づくりの推進
◆「富山物質循環フレームワーク」の実現に向けた資源効率性・
３Ｒの推進
新

いつでも、
どこでもリサイクル促進事業

100万円 （民間事業者による資源物の回収

拠点の認定）
拡

いつでも、
どこでもマイバッグ運動推進事業

220万円 （県内企業が参加する「ノー

レジ袋実践ウィーク」のモデル実施）
新

食品ロス削減アクション拡大事業

370万円 （食品ロスモニター調査の実施、食材の

使いきりに関するイベント講師のマッチング、手付かず食品を活用した料理の写真を募集、
小売店による先進的なモデル活動の支援など）
拡

食品ロス・食品廃棄物削減対策事業

1,037万円 （商慣習の見直し宣言

事業者の募集・フォーラムの開催、消費者向け買い物かご用啓発シートの制作、
啓発イベントの開催など）
拡
「とやまのエコフィード」利用推進支援事業

510万円 ( 農林 ) （食品廃棄物

を飼料として活用するための保冷庫や飼料混合機の整備費に加え、運送費等
を支援し、流通モデルを実証）
新

エシカル消費啓発事業

100万円
（エシカル消費（環境などに配慮した消費）

の普及啓発のため、
リーフレット作成や広告を実施）
◆ 地球温暖化対策の推進
・とやま環境未来チャレンジ事業 350万円
（小学校で温暖化・
３R・食品ロス対策に関する
学習プログラムを実施し、家族ぐるみで実践の促進につなげるもの）
新 
循環型社会・低炭素社会づくりに向けたエコライフ推進事業

190万円
（気候変動や

プラスチックごみなどをテーマとした親子向け講演会等の開催）
新 
立山荘受電設備等設置事業

１億4,100万円
（弥陀ヶ原への商用電源供給に伴う立

山荘の受電及び省エネ設備の導入）
◆ 再生可能エネルギーの導入・水素社会実現に向けた取組みの推進
・農業用水を活用した小水力発電の推進
新 
県営発電所老朽化対策事業

４億8,702万円

１億1,648万円
（老朽化した４発電所の大規模改良
（リ

プレース）
に向けた概略設計を実施）
・地熱資源開発調査事業 12億円
新

水素ステーションの県内整備への支援 4,000万円

新

燃料電池自動車普及促進事業費補助金 500万円
（燃料電池自動車を導入する個人・法人に対する支援）

自然環境の保全
新

ICTを活用した総合的な安全登山対策事業

706万円

（オンライン登山届の導入、登山道の難易度を評価したグレーディングの制作・
公開等）
新

立山エリア山岳診療支援事業 100万円

（山岳診療所から映像を送信する通信機器を配備）
新

立山自然保護センター魅力アップ事業

520万円

（１階レクチャールームへの最新映像機器の導入）
拡

指定管理鳥獣捕獲等事業 4,237万円
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（イノシシ等の捕獲を専門とするチームを４地区に配置）
新

ツキノワグマ個体数推定調査事業

880万円

（ツキノワグマ個体数管理の基礎となる生息状況調査実施）
拡

ライチョウ王国とやま発信事業

150万円

（ライチョウボランティア５周年記念活動等）
新

ナチュラリスト･ジュニアナチュラリスト連携事業150万円

（自然への理解の深い子どもを育成するため、ナチュラリストと連携した調査研究や体験活動を実施）

生活環境・水資源の保全
◆ 生活環境の保全
新

ふるさと水環境保全活動者養成事業 220万円

（水環境保全活動に取り組む人材を
養成する講座や調査体験会の実施）
新

水 生生物保全のための水質環境
調査

240万円

（新たに追加した環境基準項目につ
いて河川水質の常時監視の実施）
拡

海岸漂着物対策の推進 1億13万円
▶発生抑制対策（1,213万円）
新

使い捨てプラスチック等に関する消費者意識調査（100万円）

新

海岸漂着物実態調査（443万円）
など

▶回収・処理（市町村補助を含む、8,800万円）
新

「美しい富山湾」

環境保全事業 420万円

（県内全域での清掃活動の展開、湾クラブ総会前の海岸清掃の実施）
新

大気汚染常時監視システムの更新

202万円

（大気汚染監視テレメーターの機能強化と情報提供を拡充）
◆ 水資源の保全と活用
新

地下水環境健全化推進事業

100万円

（地下水節水技術の調査、節水技術集による啓発の実施）

国際環境協力の推進
◆ 北東アジア地域の総合的な環境保全・環境教育の推進
拡

北 東アジア地域自治体連合 (NEAR) 環境分科委員会 の 推進 168万円

（NEAR 環境分科委員会の開催、
「2016とやま宣言」に基づく実施状況や今
後のプロジェクトなどの協議）
新

海洋環境シンポジウム開催事業 100万円
（海洋環境問題への理解促進、県や

（公財）環日本海環境協力センターの取組みをPR するシンポジウムの開催）
◆ NOWPAP 地域調整部への支援
拡

漂着物の発生抑制に関する学習・啓発事業 1,133万円
（国際的な海岸漂着
物の調査、日本海沿岸諸国での取組み等の発生抑制学習会実施、北東アジ
ア地域の自治体等の関係者が事例発表や情報交換する会議の開催）

・北東アジア青少年環境活動リーダー育成事業 285万円
（意見交換や環境保全
活動による次世代リーダー育成）
◆ 環日本海環境協力センターへの支援
・環日本海環境協力センター
（NPEC）支援事業

8,543万円（NOWPAPと連携

した海洋生物多様性保全や富栄養化対策等の推進）
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「世界で最も美しい湾クラブ」
世界総会 in 富山 日本初 開催！
2019 年 10 月、富山湾が「世界で最も美しい湾クラブ」加盟５周年を迎える節目に、日本初となる世界総会が富
山県で開催されます。湾クラブ世界総会には、世界各国（26 か国と１地域）から、欧米、アジアなど多数の外国人
が来県されることから、世界に向け、富山県の自然環境・歴史・文化・新鮮な富山湾の幸など多彩な魅力や環境保全
等の取組みを発信する絶好の機会となります。

「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会 in 富山の開催概要
●開催期間：2019 年 10 月 16 日（水）～ 20 日（日）
●場
所：富山国際会議場、ＡＮＡクラウンプラザホテル富山ほか
●主
催：富山県、「世界で最も美しい湾クラブ」2019 年富山県総会開催実行委員会
●協
力：美しい富山湾クラブ
●参加者数：100 名～ 130 名程度
日程

内容

午前
10/16（水） 午後
夜
10/17（木）

午前
午後

10/18（金） 終日
午前
午後
10/19（土）

場所

湾クラブ総会開会
富山県美術館、富岩運河環水公園視察
歓迎晩餐会
湾クラブ総会
道の駅「雨晴」視察、雨晴海岸の散策
富山市内視察
（富岩水上ライン乗船（中島閘門→環水公園））

富山国際会議場
高岡市内
富山市内

湾クラブ総会

富山国際会議場

湾クラブ総会加盟５周年記念行事
新湊漁港昼セリ準備風景見学
海王丸パークでの各種イベント

富山国際会議場
新湊漁港
海王丸パーク

○
「帆船海王丸」畳帆作業見学 ○新湊曳山全13基の披露・見学
○総会参加者によるパレード ○漁船パレード見学
○記念植樹 ○サンセットクルージング

10/20（日）

富山国際会議場
富山市内
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山

ほか

夜

湾クラブ総会閉会、フェアウェル・パーティー

ＡＮＡクラウンプラザホテル富山

終日

県内エクスカーション（５コース設定）
終了後 解散

県内各地

「『世界で最も美しい湾クラブ』世界総会 in 富山」開催記念親子ワークショップ

湾クラブ世界総会の開催に向け、開催機運をより一層盛り上げるため、親子で参加するワークショップ（富
山湾の魅力を PR するパネル展示、お絵かき手持ち旗作り、オリジナル缶バッチ作りなど）を実施します。
開催日・場所
○ ７/15（月 ･ 祝）海王丸パーク
○ ８/24（土）魚津水族館

○ ７/28（日）富山市民プラザ
○ 10/19（土）海王丸パーク

○ ８/10（土）イオンモール高岡

「世界で最も美しい湾クラブ」とは……
湾を活用した観光振興と資源の保全を目的に、平成９年（1997 年）に設立。フランス政府の支援のもと、モルビアン観光
局（フランス ･ ヴァンヌ市）に本部を置く非政府組織。世界遺産のモンサンミッシェル湾（フランス）
、ハロン湾（ベトナム）
など、現在 44 湾（26 カ国と１地域）が加盟。
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『みんなできれいにせんまいけ
大作戦 2019』キックオフイベントを
実施しました。
「世界で最も美しい湾クラブ」 世界総会に向けた機運

を盛り上げるとともに、河川上流域のゴミと海岸漂着物と
の関係を周知し発生抑制対策を推進するため、県内各所

で市町村と連携して一斉清掃活動を展開しています。

７月７日には、黒部市荒俣海岸においてキックオフイベ

ントを開催し、地域住民をは

じめとする多くの人々が集っ

て清掃活動を行うとともに、
環日本海環境協力センター
講師による海洋ごみ学習会

「世界で最も美しい湾クラブ」
世界総会に関連した
清掃美化活動について
本年 10 月、富山湾が「世界で最も美しい湾ク
ラブ」加盟５周年を迎える節目に、日本初となる
湾クラブ世界総会が富山県で開催されます。
このため県では、世界各国から来県される方々
をきれいな海岸でお迎えできるよう、沿岸市町協
力のもと、総会開催直前に、視察先等３ヶ所の
海岸で一斉清掃を実施することとしておりますの
で、ぜひご参加ください。
「湾クラブ世界総会へ」海岸一斉清掃の日程（予定）

が行われ、プラスチックご

日

み削減の意義についての認
識を高めました。

時

場

所

10月12日
（土）
午前８時～９時

ヒスイ海岸（朝日町）

13日（日）
午前７時～８時

海王丸パーク周辺（射水市）

14日（月・祝）
松太枝浜、雨晴海岸（高岡市）
午前８時～９時30分

問合せ先：富山県環境政策課
廃棄物対策班

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。

TEL076-444-3140

海洋クラブの環境に対する取り組みについての紹介
富山県立滑川高等学校

令和元年６月 21 日、魚津市片貝山ノ守キャンプ場周辺にて、魚津市漁
場環境保全会などのみなさんと植樹活動を行いました。
「豊かな山が豊か
な海を育む」をテーマに掲げ始まった植樹活動は今年で 10 年目となりま
した。
生徒たちは、海の森を育てるため、山に木を植える活動を体験し、植
樹と漁業・海洋環境の関係性を理解するため実施しているものです。今回
の活動に参加した生徒の感想を紹介します。
「私は、人生で初めて木を植えましたが、粘り気の強い土で苗を覆うな
どの作業は、うまくできず大変なことだと思いました。普段の生活で割り
箸やトイレットペーパーなどを使っていますが、木がなければ作れなくなる
ので、木からできているものをはじめ、無駄遣いを減らし大切に使わなけ
ればならないと思いました。また、過去の先輩方が行われた樹木の生育
状況を見ると、生長が遅く大きな木になるまで育てることも大変なことだ
と分かったので、木を大切にしていきたいと思いました。」
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エコノワとやま掲載団体紹介

市民いきものメイト

株式会社エコロの森

里山を舞台に、体験
活動などを通じて人と
自然の理想的な関係の
実現を目指し、2000年
に発足した市民ボラン
ティア団体です。
年 10 回 程 度、一 般
の参加者を募り「里山
教室」という形で体験
を行っています。木工クラフト
（小枝のボールペン、フォトフレー
ム、竹トンボ）、クリスマスリース作り、門松作り、野草茶体験、
布ぞうり作り等が人気です。これらは竹林や雑木林整備、下
草刈りをした後に出た間伐材などを利用して行っているもの
です。
また、春には花見をしたり、竹林整備をし採れたてのタケノ
コでごはんやお味噌汁に、初夏にはお茶摘みをしてお手製の
お茶で一服。また野鳥や昆虫、樹木観察も行っています。活
動場所には貴重ないきものの住みかがあります。
このように四季を通じ環境教育や体験などを通して大切な
里山の自然や生きるための知恵を大人や子供たちに代々受
け継いでいけるよう、努力していきたいと思っています。
会員も募集しています。興味のある方はぜひ参加してくだ
さい。

当 社 は、2008 年 に
創業したエコツアーの
会社です。富山の自然、
歴史、文化をテーマに
したエコツアーを企画
し、お客様に楽しんで
いただいています。
エコツアーというの
は、自然環境の保全に留意しながら、地域経済活動も行うと
いうもので、保全と利用の両立が成り立つものです。富山に
は身近な里山の自然もあれば、立山のような雄大な世界に誇
る自然もあります。その素晴らしさを、ガイドツアーで体感し
ていただくことにより、
「大切にしたい」という気持ちが伝わっ
ていくのです。
主なフィールドは立山で、室堂や弥陀ヶ原の散策ツアーや、
春のスノーシューツアーなどに県外から多くの方が来てくだ
さいます。
ほかにも、里山での山菜やキノコなどを楽しむツアーや、
森林セラピーなど県内各地でツアーを行っています。少人数
でガイドと語らいながら楽しく感じとっていただければと思
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

とやまホームページ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/

ク

ー

ル

チ

QR コード

ョ

イ

ス

COOL CHOICE への
賛同にご協力を！
「COOL CHOICE」
（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
COOL CHOICE 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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エコアクション 21 企業紹介

デンソー工業株式会社富山工場
当社は生産設備、電気製品のワイヤーハーネス製作を行っている製造業です。
富山工場では日本のモノづくりを支える生産設備に使用されるワイヤーハーネ
スの生産を行っており、富山の地に工場を構え、45 年となります。
工場の敷地内には桜の木が何本も植えられ工場の操業を見守ってまいりまし
た。敷地内には桜の木だけでなく、緑が溢れ、四季折々の季節感を感じさせて
くれます。その様な中、自然を大切に次世代につないでいこうと言う、従業員
の気持ちを『地球に優しい企業活動を目指して』と言うスローガンのもと、エ
コアクション 21 の認証取得と環境負荷低減活動をキックオフし、昨年度認証取得をさせて頂きました。
今年度は段ボールとプリント用紙の使用量削減に力を入れて取り組んでおり、コンテナ化や過剰な印刷の抑制
を進めています。これからも生産活動を通し、環境に優しい製品の提案と生産に取組んで参ります。

賛助会員企業紹介

株式会社アースクリーン 21
当社は射水市を中心として、一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬及び処理
業等を行っており、常に快適な環境づくりを使命と考え営業を続けております。
環境問題が 21 世紀の最重要課題であることを認識し、人と地球にやさしい
快適な環境づくりに一地方から取り組んでいくことを理念として日々業務に取
り組んでいます。
平成 13 年から射水市のアダプトプログラムに登録をさせていただき、月に
１度は「地域貢献活動」として会社周辺の道路や臨港道路東西線、会社前の牧
野用水の泥上げなど全社員で環境美化に取り組んでいます。この活動により平成 31 年４月には県土美化推進県民
会議におきまして知事表彰を賜り、これを全社員の更なる励みとして活動に邁進しています。

株式会社新日本コンサルタント
当社は 1979 年に創業以来、建設コンサルタント、補償コンサルタント、測
量、再生可能エネルギー事業等を手掛ける総合建設コンサルタントとして、北
陸圏、首都圏を拠点とし、社会インフラ整備の一端を担っています。
社会資本整備の市場における新たな社会ニーズの中心を「ストックマネジメ
ント」「防災・減災」
「低炭素社会づくり」と捉え、既存の事業分野を基盤とし
て、この「３つの重点事業」を積極的に取り組んでいます。低炭素社会づくり
では、これまで 76 件の再生可能エネルギーの計画・設計に携わっており、自
社事業では富山県、石川県に２件の小水力発電所、富山県に１件の太陽光発電 弊社運営 湯谷川小水力発電所水車
所を運営しています。国外では、インドネシアにおいて水力発電開発事業を行っており、世界的な潮流ともいえ
る再生可能エネルギーの創出に関わる企業として今後も持続可能な社会の実現に向け貢献していきたいと考えて
おります。

三光合成株式会社
当社は 1940 年に福光町で創業し、来年で 80 周年を迎えます。
プラスチック成型品の金型設計から製造販売までを営んでおり、売上高の約
７割を自動車関連部品が占めています。
近年は自動車の燃費向上の為の軽量化に伴い、金属からプラスチックへ移行
される部品が増加し、当社としては喜ばしい限りですが、その反面、マイクロ
プラスチックをはじめとする海洋生物等への影響が取り沙汰され、プラスチッ
クという素材を扱う企業として大きな責任を感じております。
この責任を果たす為に国内、海外事業所を問わず、埋め立てによる廃棄処分量を最小限にとどめる活動を行っ
ており、客先へも再生プラスチックの利用を提案させていただいております。
また、有識者と連携して再生プラスチックの技術的なリスクの低減へ向けても検証中です。
今後ともプラスチックを通して環境問題への意識を高め、さらに社会に貢献できますよう努力してまいります。
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市町村の取組み

～入善町～

扇状地に水と幸せがあふれるまち入善 !!
入善町は、北アルプスを背景に一級河川である黒部川が形成した黒

部川扇状地の中央に位置しています。黒部川扇状地は、緑豊かな水田

が広がり、扇頂から海岸までは約 13.5 ｋｍと、日本屈指の大きさと
美しさを誇ります。

また、全国名水百選に選定されている「黒部川扇状地湧水群」を有し、

良質で豊富な地下水はもとより、富山湾を望む海岸など、良質な水辺
環境に恵まれています。

町では、こうした魅力ある資源を活かすため、「水と大地の恵みを『活かす』まちづくり」を基本テーマ

とした、環境負荷の少ない循環型社会の形成を目指し、自然環境の保全と継承、地球温暖化対策や資源リ
サイクルの推進に取り組んでいます。

豊かな自然資源の保全
１．地下水の保全
地下水量や水質等の調査を定期的に実施し、地下水の状況を把握

し、地下水の保全を推進しています。
２．自然環境の保全

美しい景観や自然環境を保全するため、毎年、町民や企業で町内

一斉清掃活動「クリーン入善 7125 大作戦」を実施しています。

クリーン入善 7125 大作戦

地球温暖化対策の推進
１．省エネルギーの推進
庁舎でのクールビズや防犯灯の LED 化など公共施設における節

電・省エネルギー化の促進をしています。
２．新エネルギー導入の推進

小水力発電や風力発電などのクリーンエネルギーの導入について

検証し、推進しています。
３．環境教育の推進

イベントでの展示や出前講座の実施、ケーブルテレビなどの活用に

入善浄化センター風力発電設備

より、町民の環境への意識啓発をしています。

リサイクルの推進
１．ごみの減量化の推進
家庭におけるごみ分別の啓発や、生ごみ処理器購入補助事業など

により、ごみの減量化を進めています。
２．リサイクル活動の推進

再生広場（資源ごみ回収常設ステーション）や資源回収ステーシ

ョンの利用の推進、資源回収団体の資源回収活動への助成を行い、
ごみの再資源化を図っています。
３．普及活動の推進
出前講座を開催するなど、町民のリサイクル意識の向上を図っています。
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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

田辺 聡彦さん

藤井

た なべ

あきひこ

ふじ い

私は県内でリサイクル業に従事しておりま
す。仕事で得た知識を自分だけでなく社会
貢献に活かせたらと思い、富山、石川の両
県で推進員になりました。
両県の環境フェアに推進員として参加していることから、お
互いの地域の特色をうまく展示に活かされているのが分かりま
す。北陸の両県が今後も環境保全活動により、住みやすい
地域になっていくことを切望いたします。
環境チャレンジ 10 では小学生に①温暖化のメカニズム、
②食品ロス、③河川のゴミ回収を説明して、各自ができる活
動を行っています。子供の頃からの取組により将来、地域の
環境への好循環を目指しています。
WAO（射水市の推進員の会）では海岸清掃、勉強会を
行っております。海岸清掃では砂浜に打ち上げられたごみの
回収を行っております。勉強会では地域の環境テーマを学習
して、各自のステップアップに繋げます。
皆様と一緒に地域の良い環境を維持しましょう。

～次号（2020年１月号）は推進員の

さ とう

佐藤

のり こ

徳子さん

小学校で勤務していた頃の話です。6
年生の理科 「生き物のくらしと環境」 の
授業の中で、以前暮らしていたドイツの
環境保護の取り組みについて紹介したことがありました。ドイ
ツのスーパーでは何でも（バナナの 1 本まで！）量り売りで必
要な分だけ買えること。だから余計な個包装やレジ袋がない
こと。資源の分別回収が徹底しているからゴミ箱がない学校
のこと。中でも子どもたちが一番関心を寄せたのは、祭りの
屋台でさえ使い捨てのコップや皿を使わない（法律で定めら
れている）ことでした。
これまでボランティア活動として祭りの後のゴミ拾いをして
いた子どもたちはこれを聞いて、本質的な問題に気付いたの
です。「ゴミを拾い続けている場合じゃない。ゴミを出さない
ようにすることが大事だ！」さらには「先生、僕たちだけに伝
えている場合じゃないよ。もっといろんなところで伝えてきて
よ！」と言うのです。これが、私が地球温暖化防止活動推進
員になったきっかけです。
ふみたか

うしじま ゆ

み

こ

文敬さん、牛島由美子さんをご紹介します！～

とやま環境フェア
2019 の開催のご案内
テーマ：水と緑に恵まれた快適な環境をめざして
～次世代につなごう！エコなくらし（ミライのための「COOL CHOICE」）～
「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
る県内最大のエコライフ・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、良い機会になっております。
今年度は、賢い選択を促す「COOL CHOICE」や「持
続可能な開発目標（SDGs）」 達成のための取組みを紹介
するほか、ココリコ・田中 直樹さんのトークショーやダンボー
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。
▼

日 時
令和元年 10月５日（土）10:00～17:00
６日（日）10:00～16:00

▼

場 所
富山産業展示館（テクノホール東館）
富山市友杉1682番
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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
■ メ
 ールから氏名をご記入の上、tkz17@tkz.or.jp に
メールをお送りください。

令和元年度新規賛助会員ご紹介
今年度、新たに２個人・２企業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 341 社
個人 216 名
（令和元年７月１日現在）

新規賛助会員募集中！！

■と
 やま環境財団のホームページの
入力フォームから

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 建設業者向けガイドライン（2017 年度版）」への
移行審査について
平成 30 年９月にエコアクション 21 建設業者向けガイドラインが改訂され、令
和元年 10 月から適用が開始される予定です。（なお、10 月以前の申込は、2009
年版を適用）既に認証・登録されている建設事業者様の 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、令和元年 10 月１日から令和３年９月 30 日
までの２年間です。詳細は以下のとおりです。
① 2017 年版ガイドラインに基づく更新及び中間審査の申込は、令和元年 10 月１日から受付
を開始します。
② 2009 年版ガイドラインに基づく更新及び中間審査の申込は、令和２年９月 30 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 年版のどちらかの
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。
※できる限り早急に、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
環境問題の多くは、人間活動の影響力による環境変化に自然の自己治癒力が及ばなくなるため、つまり、持続可能で
なくなるために起きており、持続可能な社会づくりは我々に課せられた大きな課題です。
国連が採択した国際目標「持続可能な開発目標（SDGs）」では、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・
169 のターゲットが示されており、本県においても、様々な企業、団体、自治体において SDGs の推進に向けた取組み
が始まっています。
今年の「とやま環境フェア 2019」では、出展者の取組みを SDGs の観点から分類・紹介する新たな試みも行いますので、
是非ご来場ください。

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。

